
青森市選挙管理委員会委員長　宛

〒 －

自宅 携帯

※公職選挙法の規定により、同一の政党その他政治団体に属する者は、一の投票区において二人以上を

　投票立会人に選任することができないため、確認させていただいております。

希望する内容にチェックしてください（複数回答可）。

投票立会人

投票事務従事者

希望する投票所以外の配置についてチェックしてください。

希望する投票所に限定

希望する投票所以外でも、近隣であれば可

市内どこでも可（青森地区）

市内どこでも可（浪岡地区）

青森地区、浪岡地区を問わず市内どこでも可

※御提供いただいた個人情報は、選挙事務従事者の選任の目的にのみ利用します。また、個人情報保護

　に関する法令等を遵守し、紛失、漏えい等のないよう適切な管理に努めます。

＜申込・お問合せ先＞
青森市選挙管理委員会事務局宛に、郵送、FAX、E-mail等でお申し込みください。

青森市選挙管理委員会事務局　〒030-0801　青森市新町一丁目3番7号
TEL：017-734-5822　　FAX：017-734-1124　　E-mail：senkyo-kanri@city.aomori.aomori.jp

青森市選挙事務従事者登録申込書【当日投票用】

日

生年月日

昭和

年

電話番号

ふりがな

住所

月

配置を希望する投票所（別紙「投票所一覧」の中からお選びくだ
さい（複数回答可）。

E-mail
※任意

所属政党等

令和

　　　　希望する登録内容

※記載内容を参考にして選挙ごと
に従事場所を調整させていただき
ます。

※御希望に沿えない場合もありま
すので、あらかじめ御了承くださ
い。

その他、あらかじめ選挙管理委員会に伝達しておきたい事項等がありま

したら以下に記入してください（なければ空欄で結構です。）。

氏名

有 ・ 無
※有の場合のみ

所属する政党名等

月年

日
平成



別紙「投票所一覧」

投票区 投票所名 所在地 投票区 投票所名 所在地

1 浅虫町民会館 浅虫字螢谷53 57 荒川小中学校金浜分教室 金浜字伊吹22-1

2 久栗坂町民会館 久栗坂字浜田1037 58 高田教育福祉センター 高田字日野229-1

3 野内小学校 野内字菊川153 59 小牧野遺跡保護センター 野沢字沢部108

4 東陽小学校（東岳コミュニティセンター） 宮田字玉水181 60 入内集会所 入内字駒田32              

5 滝沢市民館 滝沢字住吉153 61 千刈小学校 千刈一丁目10-20

6 東部市民センター 原別三丁目8-1 62 篠田小学校 篠田三丁目16-2

7 原別小学校 原別字袖崎8 63 中央市民センター西滝分館 富田二丁目3番33号

8 諏訪沢市民館 諏訪沢字桜川65-1 64 滝内福祉館 三内字稲元122-１

9 八重田会館 八重田二丁目10-7 65 三内小学校 里見一丁目9-1

10 造道小学校 造道三丁目4-16 66 中央市民センター三内分館 三内字沢部191番地1

11 造道中学校 岡造道二丁目14-1 67 中央市民センター岩渡分館 岩渡字熊沢181-2

12 市営・県営小柳団地集会所 小柳四丁目5-1 68 孫内農村センター 孫内字北原140-1

13 浪打小学校 浪打一丁目4-1 69 中央市民センター石江分館 石江字江渡25-1

14 浪打中学校 合浦一丁目11-10 70 松丘保養園 石江字平山19

15 合浦小学校 茶屋町32-17 71 西部市民センター 新城字平岡163-22

16 栄町典礼会館 栄町一丁目6-4 72 中央市民センター岡町分館 岡町字松本7-4

17 佃小学校 佃二丁目6-1 73 中央市民センター白旗野分館 新城字山田270番地1

18 佃福祉館 佃一丁目3-21 74 中央市民センター戸門分館 戸門字山部106-3

19 中央市民センター松森分館 松森三丁目20-14 75 中央市民センター鶴ヶ坂分館 鶴ケ坂字田川148番地2

20 浜館小学校 田屋敷字下り松17 76 青森市役所柳川庁舎 柳川二丁目1-1

21 戸山児童館 戸山字赤坂35 77 沖館市民センター 沖館一丁目1-11

22 中央市民センター駒込分館 駒込字見吉159-1 78 沖館中学校 沖館五丁目19-1

23 沢山集会所 沢山字平野14 79 油川小学校 油川字船岡36

24 筒井南小学校 筒井字八ツ橋46-1 80 油川市民センター 羽白字池上197番地1

25 桜川福祉館 桜川五丁目19-3 81 中央市民センター飛鳥分館 飛鳥字塩越49-53

26 奥野市民館 奥野四丁目17-20 82 北部地区農村環境改善センター 奥内字宮田41-3

27 筒井中学校 桜川八丁目15-1 83 北小学校 清水字浜元181

28 幸畑市民館　 幸畑字谷脇181 84 中央市民センター左堰分館 左堰字野田35

29 幸畑福祉館 幸畑2丁目2-2 85 中央市民センター小橋分館 小橋字田川56-5

30 横内市民センター 横内字亀井28-2 86 後潟児童館 六枚橋字磯打25-8

31 中央市民センター雲谷分館 雲谷字山吹47 87 南北後潟館 後潟字平野17-7

32 中央市民センター田茂木野分館 田茂木野字阿部野77 88 戸山市民センター 蛍沢四丁目1-4

33 堤小学校 松原二丁目4-4 89 青森総合卸センター 問屋町二丁目17-3

34 莨町小学校 青柳二丁目7-25 90 県営住宅平和台団地集会所 新城字山田664

35 橋本小学校 橋本一丁目9-17 91 市営住宅小柳第3集会所 けやき二丁目5-1

36 市役所１階ロビー 中央一丁目22-5 92 新城典礼会館 新城字平岡258-48

37 浦町小学校 中央二丁目17-13 93 自由ヶ丘町民会館 自由ヶ丘一丁目15-1

38 高等看護学院 勝田一丁目16-16 94 サンドーム 浜田字豊田123-6

39 南中学校 緑二丁目6-1 95 青森市役所浪岡庁舎 浪岡大字浪岡字稲村101-1

40 浜田小学校 浜田字豊田36-2 96 五本松農村センター 浪岡大字五本松字羽黒平40-1

41 青森県水産ビル 安方一丁目1-32 97 王余魚沢児童館 浪岡大字王余魚沢字北村元29

42 長島小学校 長島三丁目8-1 98 浪岡女鹿沢公民館 浪岡大字下十川字宮本36-1

43 古川市民センター 古川三丁目7-14 99 女鹿沢農村センター 浪岡大字女鹿沢字西花岡35-2

44 甲田小学校 金沢一丁目6-1 100 松枝公民館 浪岡大字女鹿沢字平野161

45 青森甲田こども園 北金沢二丁目1-6 101 銀農村センター 浪岡大字銀字杉田151

46 ときわ保育園 旭町二丁目11-1 102 浪岡野沢公民館 浪岡大字樽沢字村元313-4

47 古川中学校 久須志二丁目9-1 103 郷山前農村センター 浪岡大字郷山前字上野62-5

49 こどものくに 千刈四丁目4-8 104 吉野田農村センター 浪岡大字吉野田字木戸口10-1

50 西中学校 浪館字志田36 105 杉高児童館 浪岡大字高屋敷字後田32-1

51 浪館小学校 浪館前田三丁目23-1 106 徳長農村センター 浪岡大字徳才子字福田4-1

52 甲田中学校 金沢三丁目11-1 107 浪岡本郷公民館 浪岡大字本郷字岸田21-5

53 大野市民センター 大野字若宮71 108 浪岡北中野公民館 浪岡大字北中野字天王27-7

54 中央市民センター細越分館 細越字栄山469-6 109 浪岡細野山の家 浪岡大字細野字沢井37-3

55 中央市民センター安田分館 安田字近野370-4 110 なごやかプラザ福田 浪岡福田二丁目4-3

56 荒川市民センター 荒川字柴田129-1

　※１…投票所の場所が変更となる場合があります。


