
日野市に転入（転出）した方
▶令和2年3月26日以降に日野市に転入された方
対象 都内区市町村の選挙人名簿に登録されている方
投票所 都内前住所地の投票所
持ち物 日野市が発行する選挙用の「住民票の写し」、また
は日野市の住所の記載がある公的機関が発行した写真付き
の本人確認書類
▶�令和2年3月18日以降に日野市から都内区市町村へ転出さ
れた方

対象 日野市の選挙人名簿に登録されている方
投票所 日野市内前住所の投票所
持ち物 転出先の区市町村が発行する選挙用の「住民票の写
し」、または新住所地の記載がある公的機関が発行した写
真付きの本人確認書類

市内で転居した方
　令和2年6月3日までに転居届を提出した方は新しい住所
地の投票所で、6月4日以降に転居届を提出した方は従前の
投票所で投票してください。

投票所の変更について
　投票所を、従来の日野市立第三中学校から「高幡台団地
第一集会所」に変更します。
対象者 程久保650番地、三沢850番地にお住まいの方
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選挙公報の全戸配布
　東京都知事選挙と東京都議会議員補欠選挙の公報を、7
月3日㈮までに日野市シルバー人材センターから全戸配布
します。7月3日㈮までに届かなかった場合は、シルバー人
材センター（☎581-8171）へお問い合わせください。

その他
　投票には、不在者投票や郵便等による不在者投票もあり
ます。また、投票所では手話通訳者に
よる対応のほか、コミュニケーション
ボード、筆談器、車いすを備えています。
詳細は市 HP（右記QRコードから）をご
覧ください。

　選挙管理委員会では、選挙人の皆さまが安心して投票できるよう、以下の感染
症対策に取り組んだ上で選挙を執行いたします。ご不便をお掛けいたしますが、感
染防止のためにも、ご理解とご協力をお願いします。

❶選挙管理委員会が実施する感染症対策
⑴   投票所に手指消毒用のアルコール消毒液を用意します。
⑵   投票所の係員はマスクを着用します。
⑶   投票所では定期的に扉や窓の開閉を行い、換気に努めます。
⑷    筆記具や投票記載台などの不特定多数の方が触れる箇所は定期的に消毒し

ます。
　    また、筆記具については備え付けのもの以外に持参されたもの（黒鉛筆推奨）も

ご使用いただけます。

❷選挙人の皆さまにお願いしたいこと
⑴    投票所では、他の選挙人の方と間隔を空けてお並びください。
⑵    投票の際はマスクの着用やせきエチケットなど、他の選挙人の方へのご配慮を

お願いします。
⑶    投票所が混雑する時間帯を避けて投票をお願いします。下図は令和元年7月の

参議院議員選挙における、投票日当日の時間別投票者数のグラフです。投票所
が比較的混み合わない時間帯をご確認ください。

日野市で投票できる方
東京都知事選挙 東京都議会議員補欠選挙

年齢要件 平成14年7月6日以前に生まれた方

住所要件

令和2年3月17日までに日
野市に住民登録し、投票
日まで引き続き居住して
いる方

令和2年3月25日までに日
野市に住民登録し、投票
日まで引き続き居住して
いる方

期日前投票
　投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票をご利
用ください。お手元に投票所入場券が届いている方は、ご
自分の投票所入場券裏面の「宣誓書（兼請求書）」に必要事項
を記載の上、ご持参ください。期日前投票所の場所と開場
時間については、以下の内容をご確認ください。

期日前投票所
▶市役所1階101会議室
①東京都知事選挙
日時 6月19日㈮～7月4日
㈯8:30～20:00
②東京都議会議員
補欠選挙
日時 6月27日㈯～7月4日
㈯8:30～20:00
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▶七生公会堂1階七生福祉センター
※七生支所では投票でき
ません
①東京都知事選挙
②東京都議会議員
補欠選挙
いずれも 日時 6月29日㈪
～7月4日㈯ 8:30～20:00
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（※）期日前投票期間中、新型コロナウイルス感染防止に伴う
営業時間の短縮などの対応により、エスカレーターの一部停
止、駐車場出入口の一部閉鎖といった対応が取られる場合
があります。営業時間の短縮などにつきましては、イオンモ
ール多摩平の森公式 HP にて随時更新されますので、そちら
をご確認ください。選挙人の皆さまにはご不便をお掛けしま
すが、ご理解・ご協力をお願いします。

▶�イオンモール多摩平の森3階イオンホー
ル（※）

①東京都知事選挙
②東京都議会議員
補欠選挙
いずれも 日時 6月29日㈪
～7月4日㈯ 10:00～20:00
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投票区 投票所建物名 所在地
1 日野第四小学校 石田430番地
2 日野第一中学校 日野本町七丁目7番地の7
3 日野第一小学校 日野本町二丁目14番地の1
4 東光寺小学校 新町三丁目24番地の1
5 日野台地区センター 日野台四丁目17番地
6 日野第三小学校 日野台二丁目1番地の1
7 日野第二中学校 多摩平四丁目5番地の2
8 豊田小学校 東豊田二丁目14番地の1
9 日野第八小学校 三沢200番地
10 夢が丘小学校 程久保一丁目14番地の2
11 七生中学校 南平六丁目7番地の1
12 平山小学校 平山四丁目8番地の6
13 七生緑小学校 百草896番地の1
14 日野第五小学校 多摩平六丁目21番地の1
15 日野第六小学校 多摩平三丁目21番地

投票区 投票所建物名 所在地
16 旭が丘小学校 旭が丘五丁目21番地の1
17 南平小学校 南平四丁目18番地の1
18 潤徳小学校 高幡402番地
19 百草台コミュニティセンター 百草999番地
20 高幡台団地第一集会所 程久保650番地の74
21 日野第四中学校 旭が丘二丁目42番地
22 滝合小学校 西平山二丁目3番地の1
23 日野第七小学校 神明三丁目2番地
24 大坂上中学校 大坂上四丁目17番地の1
25 落川都営住宅地区センター 落川819番地
26 第二武蔵野台地区センター 程久保二丁目7番地の2
27 ひらやま児童館 平山三丁目26番地の3
28 新井地区センター 石田二丁目4番地の6
29 鹿島台地区センター 南平一丁目28番地の13
30 上田地区センター 川辺堀之内190番地先

●投票所一覧　※第20投票区は投票所が変更になりましたのでご注意ください

東京都知事選挙および東京都議会議員補欠選挙における
新型コロナウイルスなどの感染症対策について

　日野市の選挙執行管理を行う
選挙管理委員に次の方が就任し
ました（敬称略）。任期は4年です。
委員長 會津幸子
委員長職務代理 青木義雄
委員 髙柳光一、岡部秀樹

　投票状況と開票速報は、市 HPをご
覧ください。投票状況の発表時間は、9：
00、12：00、15：00、18：00、20：00（最
終）です。なお、集計作業には時間が
かかり、ホームページの表示が遅れる
場合があります。
　開票は、投票日の21：00から市民の
森ふれあいホールで行います。

選挙管理委員が決定

投票状況と開票速報
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（令和元年第25回参議院議員選挙）

問 選挙管理委員会事務局（☎514-8806 senkan@city.hino.lg.jp）

東京都知事選挙
東京都議会議員補欠選挙

東京都議会議員補欠選
挙は日野市のほか、北
区、大田区、北多摩第
三（調布市、狛江市）で
執行されます。

7月5日㈰
7:00～20:00

投票日・時間
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