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参議院議員通常選挙・可児市議会議員選挙の投票⽇は７⽉21⽇（⽇曜⽇）で参議院議員通常選挙・可児市議会議員選挙の投票⽇は７⽉21⽇（⽇曜⽇）で参議院議員通常選挙・可児市議会議員選挙の投票⽇は７⽉21⽇（⽇曜⽇）で参議院議員通常選挙・可児市議会議員選挙の投票⽇は７⽉21⽇（⽇曜⽇）で参議院議員通常選挙・可児市議会議員選挙の投票⽇は７⽉21⽇（⽇曜⽇）で

すすすすす

更新⽇:2019年7⽉15⽇

 参議院議員通常選挙・可児市議会議員選挙（同⽇選挙）の投票⽇は７⽉21⽇（⽇曜⽇）で

す。 皆様の⼤切な⼀票を⽣かすよう投票にお出かけ下さい。�

 今回、両選挙は、投票⽇は７⽉21⽇で同⽇となりますが、期⽇前投票の期間が選挙によって異

なります。参議院議員通常選挙と市議会議員選挙の期⽇前投票を同時に⾏えるのは、７⽉15⽇か

ら７⽉20⽇の期間となりますので、ご注意ください。�

 なお、投票所には18歳未満の⼦どもを同伴することができます。将来を担う⼦どもたちに早い

段階から選挙について知ってもらう良い機会となりますので、ご家族揃って投票へお出かけくだ

さい�

１．参議院議員通常選挙 ⽴候補者情報

  岐⾩県選挙管理委員会ホームページ  ※選挙公報など

２．可児市議会議員選挙 ⽴候補者情報

   候補者の⽒名及び党派別の⼀覧(pdf�111KB)

   選挙公報(pdf�3759KB)

３．参議院議員通常選挙・可児市議会議員選挙公⽰（告⽰）⽇及び投票⽇等について�

選挙種別 公⽰（告⽰）⽇ 期⽇前投票期間 投票⽇

参議院議員通常選挙
令和元年７⽉４⽇

（⽊曜⽇）

７⽉５⽇（⾦曜⽇）

〜

７⽉20⽇（⼟曜⽇） ７⽉21⽇

（⽇曜⽇）

可児市議会議員選挙
令和元年７⽉14⽇

（⽇曜⽇）

７⽉15⽇（⽉曜⽇）

〜�

７⽉20⽇（⼟曜⽇）

４．可児市議会議員選挙の主な⽇程等について�

（１）事前審査 ７⽉８⽇（⽉曜⽇）午前９時から⽴候補予定者ごとに実施 総合会館５階⼤ホ

ール�

（２）⽴候補届出 ７⽉14⽇（⽇曜⽇）午前８時30分から午前11時まで 総合会館５階⼤ホー

ル�

                午前11時から午後５時まで 市役所３階選挙管理委員会事務

局�

（３）期⽇前投票期間 ７⽉15⽇（⽉曜⽇）から７⽉20⽇（⼟曜⽇）�

（４）投開票 ７⽉21⽇（⽇曜⽇）投票は午前７時から午後８時まで、開票は午後９時から�

（５）当選証書授与式 ７⽉23⽇（⽕曜⽇）午前10時から 市役所５階第１委員会室�

５．可児市で投票できる⼈について�

 （参議院議員通常選挙）�

項⽬ 内容

住所要件 平成31年４⽉３⽇以前から引き続き可児市に住⺠登録をしている⼈

年齢要件 平成13年7⽉22⽇以前に⽣まれた⼈

 ※可児市から他市町村へ転出した⽅で、転出先の市町村で選挙⼈名簿に登録さ れた⽅は、

転出先の市町村で投票となります。転出先の市町村の選挙⼈名簿 に登録されず、可児市の

選挙⼈名簿に登録されている⽅は、可児市での投票 となります。

 （市議会議員選挙）�

項⽬ 内容

住所要件 平成31年４⽉13⽇以前から引き続き可児市に住⺠登録をしている⼈

http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/senkyo/senkyo-kekka/14301/sangiinkekka/25sangiinsen/
http://www.city.kani.lg.jp/secure/17375/kohoshajyoho.pdf
http://www.city.kani.lg.jp/secure/17375/senkyokoho.pdf
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年齢要件 平成13年７⽉22⽇以前に⽣まれた⼈

 ※可児市から他市町村へ転出した⽅は投票できません。

６．投票⽇当⽇ ７⽉21⽇（⽇曜⽇）の投票時間及び投票所について  �

 (1)投票時間  午前７時から午後８時まで�

 (2)投票所   投票⽇当⽇に投票できる投票所は決まっていますので、投票所⼊場整理券に記

載してある投票所

        へお出かけください。可児市の投票区は31に分かれています。各投票区の投票

所及びその所在地

        は次のとおりです。�

投票区 �投票所 �投票所の所在地

�今渡北 
�今渡地区センタ
ー        

�今渡1521番地４    

�今渡南 �福祉センタ－ �今渡682番地１

�川合  
�川合地区センタ
ー        

�川合北⼆丁⽬14番
地   

�下恵⼟北 �総合会館分室 �下恵⼟5166番地１

�下恵⼟南
�下恵⼟地区センタ
ー       

�下恵⼟1673番
地     

�⼟⽥東 �東⼭公⺠館 �⼟⽥5240番地

�⼟⽥⻄ 
�⼟⽥地区センタ
ー        

�⼟⽥2352番地２    

�渡 �渡りクラブ �⼟⽥2674番地15

�⻄帷⼦ 
�鳩吹台公⺠
館       

�鳩吹台三丁⽬141番地  

�緑 �緑集会所 �緑三丁⽬17番地

�東帷⼦ 
�帷⼦地区センタ
ー        

�東帷⼦1011番地����   

�⻑坂 �ふれあいセンター⻑坂 �⻑坂四丁⽬72番地

�若葉台 
�若葉台集会
所       

�若葉台三丁⽬21番
地   

�愛岐ケ丘 �愛岐ケ丘集会場 �愛岐ケ丘五丁⽬212番地

�南帷⼦  �光陽台集会所 �光陽台⼀丁⽬165番地

�⽮⼾ �春⾥地区センター �⽮⼾407番地

�塩   
�可児川
苑         

�坂⼾765番地����    

�塩河 �清⽔ケ丘公⺠館 �清⽔ケ丘四丁⽬49番地

�姫治  
�姫治地区センタ
ー        

�下切1530番
地      

�⽻⽣ケ丘 �⽻⽣ケ丘東集会所 �⽻⽣ケ丘⼆丁⽬５番地

�⼆野  
�平牧地区センタ
ー        

�⼆野2547番地４    

�⼤森北 �旧ＪＡ⼤森営業所  �⼤森686番地１

�⼤森南 �新⽥公⺠館 �⼤森1695番地１

�桜ケ丘 
�桜ケ丘⼩学
校       

�桜ケ丘五丁⽬55番地２

�皐ケ丘 �桜ケ丘地区センター �皐ケ丘六丁⽬１番地１

�久々利 
�久々利地区センタ
ー       

�久々利1644番地１   

�広⾒第１ �可児市役所 �広⾒⼀丁⽬１番地

�広⾒第２ �広⾒地区センター �広⾒七丁⽬77番地   

�広⾒東 �広⾒東地区センター �瀬⽥1736番地

�中恵⼟ 
�中恵⼟地区センタ
ー       

�中恵⼟1896番地１ �� 

�兼⼭  �兼⼭地区センタ �兼⼭701番地１
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ー       

  投票区の区域についてはこちらをご覧ください。  投票区⼀覧(pdf�146KB)�

 (3)投票所の変更 今回の選挙に限り、⽻⽣ケ丘投票区の投票所を⽻⽣ケ丘公⺠館から⽻⽣ケ

丘東集会所に変更し

         ますので、お間違えないよう注意下さい。�

７．投票所⼊場整理券について�

  皆様の家庭に郵送する投票所⼊場整理券を持って投票所へお越しください。参議院議員通常

選挙と市議会議員

 選挙を兼ねた投票所⼊場整理券を、７⽉８⽇頃から郵送する予定です。世帯主様宛に、ご家族

様の分をまとめて

 送付します。�

 ※⼊場整理券を持参されなくても、選挙⼈名簿に登録されている⼈であれば投票（期⽇前投票

を含む。）をする

  ことができます。投票所で係員に申し出てください。�

８．期⽇前投票について�

  投票⽇に「仕事がある」「投票区外へ外出の予定がある」などの理由で投票に⾏けない⼈

は、次のとおり期⽇

 前投票を⾏うことができます。�

  なお、参議院議員通常選挙と可児市議会議員選挙の期⽇前投票を同時に⾏えるのは、７⽉15

⽇から20⽇の期間

 となります。�

期間 投票できる選挙 期⽇前投票所 投票受付時間

７⽉５⽇（⾦曜⽇）
〜�

７⽉14⽇（⽇曜⽇）
参議院議員通常選挙 可児市役所 ８時30分から20時まで

７⽉15⽇（⽉曜⽇）
�〜

７⽉20⽇（⼟曜⽇）

参議院議員通常選挙

可児市議会議員選挙

可児市役所

帷⼦地区センター

桜ケ丘地区センター

市役所：８時30分から20時まで

帷⼦・桜ケ丘地区センター

：９時から17時まで

（注意事項）�

・期⽇前投票所により、投票受付時間が異なりますのでご注意ください。�

・当⽇の投票所と異なり、いずれの期⽇前投票所でも投票できます。�

・期⽇前投票をする前に、宣誓書をご記⼊いただきます。期⽇前投票所に備え付けてあります

が、お送りする投票

 所⼊場整理券に宣誓書がついていますので、事前にご記⼊いただくと、スムーズに⼊場できま

す。�

・平成31年４⽉４⽇から13⽇の間に可児市に住⺠登録した⼈が、期⽇前投票をする場合は、投

票される⽇によっ

 て、参議院議員通常選挙の期⽇前投票が可児市で出来ない場合があります。�

 詳しくは、市選挙管理委員会事務局にお問い合わせ下さい。�

             �

９．遠隔地での不在者投票について�

  仕事や旅⾏などで、選挙期間中、可児市以外の市区町村に滞在している⽅は、滞在先の市区

町村の選挙管理委

 員会で不在者投票ができます。

� なお、選挙種別により、不在者投票期間が下記の通り異なりますので注意下さ

い。

  (1)�� 参議院議員通常選挙 ７⽉５⽇（⾦曜⽇）から７⽉20⽇（⼟曜⽇）�

  (2)�� 可児市議会議員選挙 ７⽉15⽇（⽉曜⽇）から７⽉20⽇（⼟曜⽇）

※  参議院議員通常選挙と可児市議会議員選挙の不在者投票が同時に出来るのは、

 ７⽉15⽇から７⽉20⽇までとなりますので、よろしくお願いします。

http://www.city.kani.lg.jp/secure/17375/touhyoukuitiran.pdf
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  遠隔地での不在者投票についての詳細は、添付ファイル（遠隔地での不在者投票）をご覧く

ださい。�

 ※遠隔地で不在者投票をする場合の投票⽤紙等の請求書の様式は、添付ファイル（不在者投票

の宣誓書・請求

  書）のとおりです。�

  遠隔地 不在者投票(pdf�90KB)

  不在者投票の宣誓書・請求書様式(pdf�175KB)�

10．期⽇前投票者数について

投票⽇ 可児市役所 帷⼦地区

センター

桜ケ丘地区

センター

合計

７⽉５⽇（⾦曜⽇） 42 ― ― �42

７⽉６⽇（⼟曜⽇） 65 �― ―� �65

７⽉７⽇（⽇曜⽇） �126 �― ―� �126

７⽉８⽇（⽉曜⽇） �78 �ー ー� �78

７⽉９⽇（⽕曜⽇） �113 �ー �ー 113

７⽉10⽇（⽔曜

⽇）

�126 �ー ー� �126

７⽉11⽇（⽊曜

⽇）

�181 �ー ー� �181

７⽉12⽇（⾦曜

⽇）

�242 �ー �ー �242

７⽉13⽇（⼟曜

⽇）

�350 �ー ー� �350

７⽉14⽇（⽇曜

⽇）

�487 �ー ー� �487

７⽉15⽇（⽉曜

⽇）

� � � �

７⽉16⽇（⽕曜

⽇）

� � � �

７⽉17⽇（⽔曜

⽇）

� � � �

７⽉18⽇（⽊曜

⽇）

� � � �

７⽉19⽇（⾦曜

⽇）

� � � �

７⽉20⽇（⼟曜

⽇）

� � � �

�合計 1810 � � 1810

連絡先

選挙管理委員会事務局

所在地/〒509-0292� 岐⾩県可児市広⾒⼀丁⽬1番地

電話番号:�0574-62-1111�E-mail:�somu@city.kani.lg.jp

ページの先頭へ戻る

http://www.city.kani.lg.jp/secure/17375/enkakutifuzaisha.pdf
http://www.city.kani.lg.jp/secure/17375/fuzaishaseikyusho.pdf
http://www.city.kani.lg.jp/2478.htm
mailto:somu@city.kani.lg.jp
http://www.city.kani.lg.jp/16403.htm#pagetop
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