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●選挙公報をご利用ください　６月28日㈰頃に全戸配布するほか、総合案内所（市役所２階）、神代出張所、各公民館・図書館・地域福祉
センター、市内各郵便局、京王線各駅に備えます。東京都知事選挙は６月20日㈯頃、東京都議会議員補欠選挙は６月27日㈯頃から市■HP、
東京都■HPでご覧いただけます。
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所在地：〒182-8511 東京都調布市小島町 2-35-1
市ホームページ： https://www.city.chofu.tokyo.jp/

電話の掛け間違いにご注意ください選挙管理委員会事務局 ☎042−481−7381
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■ 投票所に行くときは 
自分の入場整理券を持参

　同一世帯全員分を１つの封筒に入れて
６月18日㈭から順次発送します。なお、
３月18日～25日に調布市に転入の届け
出をして、６月25日㈭以後に選挙人名
簿に登載された方は、６月26日㈮以後
に発送します。　投票に行くときは、自
分の氏名が記載された入場整理券を確
認の上、お持ちください。
　万一、入場整理券が届かなかったり、
紛失した場合は、投票所で再発行でき
ます。

○投票日に次のような理由で投票所に行くことがで
きない方は、期日前投票ができます。なお、新型
コロナウイルスへの感染が懸念される状況につい
ても理由に該当しますので、ご利用ください。

　◦仕事や親族の冠婚葬祭などが予定されている
　◦レジャーなどで投票日に投票区域内にいない
　◦出産や病気で入院などが予定されている　など

○入場整理券の裏面に「期日前投票宣誓書兼請求書」
が印刷してありますので、あらかじめ記入してか
ら持参すると、スムーズに投票できます。

○入場整理券が手元に届かないときでも、期日前投
票所に備え付けの「期日前投票宣誓書兼請求書」

　を利用すると、期日前投票ができます。

投票日／７月５日㈰
（告示日／６月18日㈭都知事・26日㈮都議補）

投票時間／
� 午前７時〜午後８時

東 京 都 知 事 選 挙
東京都議会議員補欠選挙（北多摩第三選挙区）

期日前投票

1658
令和2年（2020年） 6 18

■ 第16投票区投票所の変更
　「鹿島建設技術研究所」から「飛田給小学校」
に変更します（対象地域：飛田給１・２丁目全
域、３丁目１～23・49番地）。

投票所名・所在地
市役所１階多目的ホール（旧食堂）
小島町２－35－１

つつじケ丘児童館ホール
西つつじケ丘３－19－１（神代出張所隣)

市民プラザあくろす２階市民活動支援センター
国領町２－５－15（国領駅北側）

深大寺地域福祉センター
深大寺北町２－40－１

期間 時間

６月19日㈮～７月４日㈯

６月30日㈫～７月３日㈮

７月１日㈬・２日㈭

午前８時30分～午後８時

午前10時～午後５時

新型コロナウイルス感染症対策
　投票所での感染症対策
◦投票所内にアルコール消毒液を設置
◦投票管理者・立会人、投票所事務従事者は
マスクを着用（事務従事者はビニール手袋
を着用）
◦毎回新品のプラスチック製の鉛筆を用意
◦投票所内を定期的に換気
◦投票所内の機材と物品（記載台など）をア
ルコール消毒

　来場者の皆さんにお願いする感染症対策
◦マスクの着用、咳エチケット、来場前後の手洗い
◦周囲の方との距離を保つ
※持参した鉛筆などでの投票用紙への記載可

空いている時間帯での投票を
　投票所は午前10時から正午頃までの時間帯が混雑
します。空いている時間帯での投票や、期日前投票
をご活用ください。

■ 期日前投票所 

N

品川通り

中央自動車道

第16投票区

第26投票区

第３投票区

京王線 旧甲州街道

甲州街道

至
新
宿

ス
タ
ジ
ア
ム
通
り

至
府
中

飛田給駅

飛田給小学校

鹿島建設技術研究所

コンビニエンス
ストア

※第26投票区（対象地域：飛田給３丁目24～48番地、多摩
川１丁目１～26番地、２丁目１～３番地、上石原３丁目
全域）の投票所は第五中学校です（変更ありません）。

※東京都議会議員補欠選挙の期日前投票は６月27日㈯からです。ご注意ください
２面に前回選挙の期日前投票者数を掲載しています ➡ ➡　

時間帯別投票者数（平成28年東京都知事選挙の実績）

明るい選挙キャラクター
選挙のめいすいくん

お昼近くが
いちばん混雑します。
なるべく避けて
ご来場ください



●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、投票所が混雑する時間帯を避けてください
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東京都知事選挙　６月19日㈮～７月４日㈯（16日間）

都議会議員補欠選挙　６月27日㈯～７月４日㈯（８日間）
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開票
■日７月５日㈰午後９時～
■所総合体育館（深大寺北町２－１－65）
■他参観者は、マスクの着用をお願いします。人数を
制限する場合あり

投票・開票速報
　投票速報は、午前９時、正午、午後３時、６時、
８時の各時間現在の情報です。開票速報は、午後９
時30分から随時お知らせします。
①ホームページ
市■HP「東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙

（北多摩第三選挙区）」
②電話　☎441－8049・8069（開票速報のみ）
■時午後９時30分～
③調布エフエム　83.8MHz（開票速報のみ）
■時午後９時～

選挙人名簿に登録があり、住所に変更がない方 今の住所の投票所で投票できます
投票場所と投票の可否

市内で転
居した方

選挙人名簿に登録がある
方

６月１日以前に転居の届け出をした方 今の住所の投票所で投票できます
６月２日以後に転居の届け出をした方 前の住所の投票所で投票できます

調布市に
転入した
方

３月25日以前に調布市に転入の届け出をした方 調布市で投票できます

３月26日以後に調布市に
転入の届け出をした方

調布市を３月５日以後に
転出した（する）方

前住所地の選挙人名簿に登録がある方

調布市の選挙人名簿に登録があり、
新住所地の選挙人名簿に登録がない方

前の市区町村の投票所で投票できます※１
（調布市で発行する「住民票の写し」※４が必要）

調布市で投票できます
（新住所地で発行する「住民票の写し」※４が必要）

上記以外の方

上記以外の方

投票できません

調布市では投票できません

調布市か
ら都内に
転出した
（する）
方※３

調布市を２月18日以前に転出した方 調布市では投票できません

調布市を２月19日～３月４日に転出した方 調布市で期日前投票ができる場合があります※２
（新住所地で発行する「住民票の写し」※４が必要）

平成14年７月７日以後に生まれた方
調布市から都外に転出した方

投票できません

※１　投票できる期間が限られますので、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください
※２　投票できる期間が限られますので、調布市選挙管理委員会へお問い合わせください
※３　「転出」した日は、転出の届け出をした日ではなく、実際に異動した日です
※４　選挙用の住民票の写しは無料

■ 今回、調布市で 
投票できる方・できない方

　今回、調布市で投票できる方は、平成14年７月６日以前に生まれた方で、令和２
年３月25日までに調布市に転入の届け出をし、引き続き市内に住んでいる方です。
　詳細は下表をご覧ください。

■ 投票方法
① 東京都知事選挙では候補者の氏名を記入して

投票する（白色）
② 東京都議会議員補欠選挙では候補者の氏名を

記入して投票する（オレンジ色）

■ 代理投票・点字投票
　障害のある方は「代理投票」、目の不自由な
方は「点字投票」ができます。
　「代理投票」は、申し出により投票所の係員
が代筆します。投票の秘密は固く守られますの
で、お申し出ください。
※車いす、拡大鏡、老眼鏡、点字器の用意あり

不在者投票

■ 滞在地（国内）での不在者投票
　仕事や旅行などにより、調布市で投票することがで
きない場合は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票
ができます。
　郵送する入場整理券の裏面の請求書に必要事項を記
入して、早めに調布市選挙管理委員会へ投票用紙を請
求してください（請求書は市■HPから印刷可）。

■ 指定病院、老人ホームなどに入院（入所）中の方
　不在者投票ができる指定病院、老人ホームなどに入
院（入所）中の方は、病院（施設）で投票できますので、
病院長（施設長）に不在者投票の申請をしてください。
　不在者投票ができる病院（施設）か確認するには、
直接、病院（施設）にお問い合わせください。
　市内の指定病院（施設）は市■HPをご覧ください。

■ 郵便などで不在者投票できる方
　次の要件に該当する方は、郵便などで不在者投票が
できます。郵便等投票制度を利用するためには、あら
かじめ申請手続きをして、「郵便等投票証明書」の交
付を受けることが必要です。
●郵便などで不在者投票ができる方
　表１に該当する方は、郵便や信書便で投票できます

（投票用紙には必ず本人が記入）。

区 分

区 分

身体障害者手帳
をお持ちの方

身体障害者手帳
をお持ちの方

戦傷病者手帳を
お持ちの方

戦傷病者手帳を
お持ちの方

介護保険被保険
者証をお持ちの
方

障害名など

障害名など

両下肢・体幹・移動機能の
障害

上肢または視覚の障害

心臓・じん臓・呼吸器・ぼ
うこう・直腸・小腸の障害

心臓・じん臓・呼吸器・ぼ
うこう・直腸・小腸・肝臓
の障害

被保険者証の「要介護状態
区分等」の欄

両下肢・体幹の障害

上肢または視覚の障害

免疫・肝臓の障害

等級など

等級など

１・２級

１級

１・３級

特別項症
～第３項症

要介護５

特別項症
～第２項症

特別項症
～第２項症

１～３級

前回の東京都知事選挙の期日前投票者数（平成28年投票日別）

●代理記載が認められる方
　対象は表１、表２共に該当し、かつ自分で字を書け
ない方です。あらかじめ調布市選挙管理委員会に届け
出をした「代理記載人」（選挙権を有する方）１人に代
筆させることができます。

入場整理券の確認

候補者の氏名を記入
東京都知事

候補者の氏名を記入
東京都議会議員補欠

表１

表２

最終日とその前日
２日間は混雑していました。

空いている投票日に
ご来場ください

　投票所は最終日に近づくにつれて混雑します。
混雑する日を避けてご来場ください。
　また、東京都議会議員補欠選挙の期日前投票は
６月27日㈯からですのでご注意ください。


