
期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

市が尾駅（東急）西口徒歩8分

青葉区役所 1階区民活動支援センター内
（青葉区市ケ尾町31番地の4）

あざみ野駅（東急・地下鉄）東口徒歩3分

山内地区センター 1階レクリエーションホール
（青葉区あざみ野2丁目3番地の2）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

青葉台駅（東急）徒歩3分

青葉台東急スクエア South-1 本館 5階 多目的ホール
（青葉区青葉台2丁目1番地の1）

7月18日（木曜日）から7月20日（土曜日）

あさ10時からよる8時 ●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより

　投票できない場合があります。

●いずれも期日前投票所用の駐車スペースは、ありません。

　公共交通機関をご利用ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

次の3か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

8時よる7時あさ

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●旭区役所の駐車場をご利用の場合は、1時間無料になりますが、駐車台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。

鶴ケ峰駅（相鉄）徒歩7分

旭区役所 １階ロビー
（旭区鶴ケ峰1丁目4番地の12）

二俣川駅（相鉄）直結

相鉄ライフ二俣川５階
区民文化センターサンハート

（旭区二俣川1丁目3番地）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

旭区役所と区民文化センターサンハートの2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

泉区総合庁舎と立場バスターミナル内臨時投票所の2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●立場バスターミナルに、駐車場はありません。

いずみ中央駅(相鉄)徒歩5分

泉区総合庁舎 １階１A会議室
（泉区和泉中央北5丁目１番１号）

立場バスターミナル
立場駅（地下鉄）徒歩1分

立場バスターミナル内臨時投票所
（泉区中田西１丁目１番30号地先）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

磯子区役所とはまぎんこども宇宙科学館の2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●はまぎんこども宇宙科学館には、投票に来られた方への駐車場の用意がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

　また、投票所（1階会議室）へは科学館正面入り口脇の側路を通って公園側の入り口からお入りください。

磯子駅（JR）徒歩5分

磯子区役所 １階区民ホール
（磯子区磯子3丁目5番1号）

洋光台駅（JR）徒歩5分

はまぎんこども宇宙科学館 １階会議室
（磯子区洋光台5丁目2番1号）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

東神奈川駅（JR）・反町駅（東急）

仲木戸駅（京急）徒歩7分

神奈川区役所本館 ２階中会議室
（神奈川区広台太田町3番地の8）

片倉町駅（地下鉄）徒歩7分

市営バス36、82系統「神奈川土木事務所前」徒歩1分

神大寺地区センター ２階中会議室
（神奈川区神大寺2丁目28番18号）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

あさ9時30分からよる8時

白楽駅、東白楽駅（東急）徒歩１３分

神奈川大学24号館 法廷教室
（神奈川区六角橋3丁目27番１号）

7月15日（月曜日）から7月16日（火曜日）

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより

　投票できない場合があります。

●神大寺地区センター及び神奈川大学は、

　駐車スペースはありませんので、お車を使用される方は、

　神奈川区役所をご利用ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

神奈川区役所と神大寺地区センターと神奈川大学24号館の3か所で期日前投票ができます。 期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

あさ9時30分からよる8時

あさ8時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

金沢八景駅（京急・シーサイドライン）徒歩12分

金沢文庫駅(京急)徒歩12分

金沢区役所 １階１号会議室
（金沢区泥亀2丁目9番１号）

金沢八景駅（京急）徒歩５分

金沢八景駅（シーサイドライン）徒歩５分

横浜市立大学 総合体育館 １階会議室
（金沢区瀬戸22番2号）

7月17日（水曜日）から7月18日（木曜日）

あさ9時30分からよる8時

京急富岡駅（京急）徒歩17分

並木中央駅（シーサイドライン）徒歩7分

金沢スポーツセンター ロビー
（金沢区長浜106番地の8）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより

　投票できない場合があります。

●横浜市立大学には駐車場はありません。車でお越しの方は

　区役所の期日前投票所をご利用ください。

●横浜市立大学では、７月１日（月曜日）より敷地内全面禁煙を

　実施しています。

　　敷地内禁煙とあわせ、正門等、近隣でも受動喫煙に

　ならないようご配慮くださいますようお願いいたします。

●金沢スポーツセンターは、駐車場が少ないため、

　できるだけ公共交通機関をご利用ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

下記の3か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

あさ9時30分からよる8時

あさ8時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●港南台214ビルは栄区の期日前投票所にもなっていますので、お間違いがないようにお願いいたします。

●港南台214ビルは、駐車スペースはありませんので、公共交通機関をご利用ください。

港南中央駅（地下鉄）徒歩2分

港南区役所 １階区民ホール
（港南区港南4丁目2番10号）

港南台駅（JR）徒歩3分

港南台214ビル ５階 502号室
（港南区港南台3丁目3番1号）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

港南区役所と港南台214ビルの2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）

※栄区と同じフロアですので、ご注意ください。



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

7月13日（土曜日）から7月17日（水曜日）

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

無料の駐車場があります。

トレッサ横浜 南棟３階 臨時投票所
（港北区師岡町700番地）

7月18日（木曜日）から7月20日（土曜日）

あさ10時からよる8時 ●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより

　投票できない場合があります。

●今回の選挙では、慶應義塾大学への設置はありません。

●トレッサ横浜の期日前投票所は、南棟に変わりました。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）

港北区総合庁舎 ３階３号会議室
（港北区大豆戸町26番地の1）

大倉山駅（東急）徒歩7分
港北区総合庁舎前バス停（市営・臨港）徒歩1分

※できるだけ公共交通機関をご利用ください。

綱島地区センター ２階会議室
（港北区綱島西一丁目14番26号）

綱島駅（東急）徒歩5分
別所バス停（東急）徒歩1分

※公共交通機関をご利用ください。

次の3か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●港南台214ビルは港南区の期日前投票所にもなっていますので、お間違いがないようにお願いいたします。

●港南台214ビルは、駐車スペースを用意しておりません。公共交通機関をご利用ください。

本郷台駅（JR）徒歩10分

栄区役所 新館１階健康相談室Ａ
（栄区桂町303番地の19）

港南台駅（JR）徒歩3分

港南台214ビル ５階 512号室
（港南区港南台3丁目3番1号）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

栄区役所と港南台214ビルの2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）

※港南区と同じフロアですので、ご注意ください。



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●瀬谷区総合庁舎の駐車場が利用できますが、駐車スペースに限りがありますので、ご注意ください。

●瀬谷センターには駐車スペースはありませんので、お車での来館はご遠慮ください。

三ツ境駅（相鉄）徒歩10分

瀬谷区総合庁舎 ５階会議室
（瀬谷区二ツ橋町190番地）

瀬谷駅（相鉄）徒歩10分

瀬谷センター ２階会議室1
（瀬谷区瀬谷3丁目18番地の1）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

瀬谷区総合庁舎と瀬谷センターの2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。

センター南駅（地下鉄）徒歩6分

都筑区役所 ６階大会議室
（都筑区茅ケ崎中央32番1号）

センター北駅(地下鉄)徒歩1分

横浜農業協同組合（ＪＡ横浜）
都筑中川支店 ２階支店会議室

（都筑区中川中央1丁目26番6号）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

都筑区役所とJA横浜 都筑中川支店の2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●鶴見区総合庁舎の期日前投票所をご利用の際は、駐車台数に限りがあるため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

　なお、鶴見中央コミュニティハウスに専用駐車場はありません。

鶴見駅（JR）徒歩9分・（京急）徒歩7分

鶴見区総合庁舎 １階区民ホール
（鶴見区鶴見中央3丁目20番１号）

鶴見駅（JR）徒歩1分・（京急）徒歩1分

鶴見中央コミュニティハウス　レクリエーションホール
（鶴見区鶴見中央1丁目31番2号 シークレイン２階）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

鶴見区総合庁舎と鶴見中央コミュニティハウスの2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●戸塚区総合庁舎の駐車場をご利用の場合は、１時間無料になりますが、駐車台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。

●西武東戸塚店の期日前投票所では期日前投票による駐車料金の減免はありません。

   また、駐車台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。

戸塚駅（JR/地下鉄）徒歩2分

戸塚区総合庁舎
３階区民広間

（戸塚区戸塚町16番地17）

東戸塚駅（ＪＲ）徒歩5分

西武東戸塚店
７階フードコート奥連絡通路

（戸塚区品濃町537番地1）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

あさ10時からよる8時

戸塚区総合庁舎と西武東戸塚店の2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

あさ8時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●お越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

関内駅（JR・地下鉄）徒歩7分

日本大通り駅（みなとみらい線）徒歩5分

中区役所 ６階602会議室
（中区日本大通35番地）

（根岸駅・桜木町駅から）市営バス

本牧原バス停より徒歩2分

本牧地区センター ２階中・小会議室
（中区本牧原16番1号）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

中区役所と本牧地区センターの2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●期日前投票所をご利用の際は、駐車場台数に限りがあるため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

戸部駅（京急）徒歩8分

平沼橋駅（相鉄）徒歩10分

西区総合庁舎 １階１AB会議室
（西区中央1丁目5番10号）

平沼橋駅（相鉄）徒歩8分

横浜駅西口徒歩10分

西公会堂 ２階２号会議室
（西区岡野1丁目6番41号）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

西区総合庁舎と西公会堂の2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●保土ケ谷区役所の期日前投票所をご利用の際は、駐車スペースが少ないため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

　イコットハウスに専用駐車場はありません。（なお、体の不自由な方や車イスの方の送迎用の駐車は可能です。）

星川駅北口（相鉄）徒歩3分

保土ケ谷区役所本館 ４階401会議室
（保土ケ谷区川辺町２番地の９）

保土ケ谷駅西口（JR）徒歩5分

イコットハウス
（保土ケ谷区月見台37番１号）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

保土ケ谷区役所とイコットハウスの2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●長津田消防出張所は駐車スペースがありませんので、お車を使用される方は、緑区役所の期日前投票所をご利用ください。

　ただし、駐車場は利用60分を超えると有料になります。

中山駅（JR・地下鉄）南口徒歩5分

緑区役所 １階イベントスペース
（緑区寺山町118番地）

長津田駅（JR・東急）北口徒歩5分

長津田消防出張所 訓練室
（緑区長津田二丁目10番4号）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

緑区役所と長津田消防出張所の2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

N

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）



期日前投票のご案内

※「請求書（兼宣誓書）」（同封の「投票のご案内」の裏面）の提出が必要です。そのため、あらかじめ記入の上、持参するとスムーズに受付ができます。

期日前投票所は、利用できる期間・時間が異なります。

下記の投票所は7月21日（日曜日）投票日の投票所とは異なります。

期日前
投票所

投票時間

交通

地図

投票期間

●「投票のご案内」が届いても、住所の移転などにより投票できない場合があります。

●なるべく公共交通機関をご利用ください。南図書館には駐車スペースがありませんので、お車を使用される方は、南区役所をご利用ください。

阪東橋駅（地下鉄）徒歩8分

黄金町駅（京急）徒歩14分

南区役所 １階多目的ホール
（南区浦舟町2丁目33番地）

弘明寺駅（京急）徒歩1分

弘明寺駅（地下鉄）徒歩8分

横浜市南図書館 第一会議室
（南区弘明寺町265番地の1）

7月13日（土曜日）から7月20日（土曜日）

南区役所と横浜市南図書館の2か所で期日前投票ができます。期日前投票ができる期間・時間が異なりますので、ご注意ください。

7月21日（日曜日）投票日当日は、同封の「投票のご案内」に記載されている投票所へお越しください。

あさ8時30分からよる8時 あさ9時30分からよる8時

7月5日（金曜日）から7月20日（土曜日）


