
千葉市中央区選挙管理委員会告示第２号  

 

令和３年３月２１日執行予定の千葉県知事選挙における公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第１４４条の２第１項に規定するポスタ

ー掲示場を次のとおり設置した。  

 

  令和３年３月３日  

  

   千葉市中央区選挙管理委員会委員長   荒  川   眞  治  



（別紙）ポスター掲示場設置場所

総 数 241

 投 設

 票 投　票　所 置 面積 有権者数

 区 数 （ｋ㎡） 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  中央区役所 7 0.55 4,141  きぼーる北側  本町公園  本町公園  吾妻公園  中央公園  本円寺公園  本町小学校

 市道  北側  西側  正門横

2  千葉県庁中庁舎 7 0.53 4,171  羽衣公園  文化会館入口  長洲２丁目公園  本千葉駅前  君待公園  厳島公園  都川河川敷

 植込み

3  新宿小学校 9 1.11 10,900  新宿小学校  新宿小学校  新宿小学校  神明公園  新町公園  新宿公園  上中公園前 千葉中央駅東口  そごう千葉店

 正門側  東側  南側  南側

4  登戸小学校 7 0.49 4,977  登戸小学校  登戸小学校  登戸公園  松波陸橋横  登戸二丁目  登戸一丁目  袖ケ浦公園

 京成側  正門側  公園  公園

5  三和会館 8 0.56 5,644  三和会館  高砂公園  鳩尾公園  JR西千葉駅前  西登戸公園  春日公園  登戸五丁目  千葉保護観察所

 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ  公園

6  松波公民館 7 0.40 3,993  松波公園  松波陸橋横  千葉東高校ﾊﾞｽ停  県立千葉商業  ﾒｿﾞﾝ西千葉前  京葉銀行横  西千葉駅前緑地

 向いｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ  高等学校  土手

7  弁天小学校 7 0.70 3,797  弁天小学校  弁天公園  千葉公園  中央・稲毛公園  ﾓﾉﾚｰﾙ千葉公園駅  千葉公園  千葉公園

 入口脇  緑地事務所前  脇ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ  プール前土手  護国神社入口

8  椿森中学校 7 0.52 4,430  椿森中学校  椿森中学校  椿森中学校  作草部  椿森３丁目  椿森東集会所  椿森公園

 病院側  裏門側  正門側  市民の森  公園

9  東千葉住宅地 7 0.32 3,657  山部公園  東千葉わく  高品西第３  山部第３公園  高品西第２  山部第４公園  山部第５公園

 ５自治会集会所  わく公園  公園  公園

10  院内小学校 7 0.53 4,610  院内小学校  祐光公園  院内公園  通町公園  通町公園  高作公園  城の下公園

 交番横  北側

11  院内小学校 7 0.41 2,875  栄町立体  道場北２丁目  道場公園  要町水路  中溝公園  栄町公園  栄町公園

 駐車場前  公園  フェンス  東側  南側

12  鶴沢小学校 7 0.56 4,468  鶴沢小学校  鶴沢小学校  旭町公園  旭町公園  道南公園  道場南  鶴沢公園

 国道側  体育館側  西側  東側  チビッコ広場

13  都小学校 8 1.00 6,614  都小学校  松原公園  都町東公園  都北第１公園  都北第３公園  矢作第１公園  矢作第３公園  内谷津公園

14  星久喜小学校 8 1.69 6,835  星久喜小学校  ねだ公園  星久喜中学校  県職員住宅前  星久喜子供の  千手院脇の  青葉の森公園  星久喜保育所

 市道  遊び場  畑地  （植込内）

15  葛城中学校 7 1.49 4,681  葛城中学校  県立千葉高等  市立青葉病院  亥鼻公園  千葉県庁亥鼻  千葉寺ほお  千葉大学

 学校  バス停脇  第二別館  じろ公園  医学部土手

16  末広中学校 8 1.18 7,695  末広中学校  末広公園  堀合公園  ゲ－トボ－ル  平柳公園  末広４丁目  千葉寺町公園  末広保管場

 グラウンド  場（海側）  公園

17  寒川小学校 8 7.95 3,564  寒川小学校  寒川小学校  不寝見川公園  寒川三丁目  稲荷町高架下  稲荷町第二公園  市道西千葉駅

 南側  東門  公園  公園  稲荷町線

18  蘇我保育所 8 2.43 8,393  蘇我保育所  蘇我公園  蘇我公園 ＪＦＥ東日本  南田公園  そが野ふれあ  千葉県生実学校  東京電力蘇我

（西側） （北側） ジーエス  い公園  前市道  変電所前植込

19  蘇我小学校 7 0.51 3,602  蘇我小学校  蘇我小学校  今井第二公園  蘇我コミュニティ  蘇我コミュニティ  今井歩道橋  門前公園

 正門  南側  センター（東側）  センター（西側）

20  蘇我中学校 8 0.58 5,251  蘇我中学校  小塚台公園  白旗南公園  白旗公園  南町三丁目  南町公園  ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ  ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

  公園 （番場宅前）

21  宮崎小学校 9 0.92 10,946  宮崎小学校  宮崎小学校  菰池公園  みやざき  宮崎公園  千葉メディカルセンター  市営住宅白旗  千葉寺第二  内谷公園

 正門  宮崎2丁目ﾊﾞｽ停前  倶楽部  職員駐車場前  第一団地  県営住宅

22  大森小学校 8 1.38 7,239  大森小学校  大森小学校  魚地宅前  向台第二公園  向台公園  大森橋バス停前  ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前  ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

 正門  西門  ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ  ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

23  松ケ丘中学校 8 1.24 5,811  松ケ丘中学校  松ケ丘遊園地  前藤公園  松ケ丘公園  元宮公園  松ケ丘緑地  松ケ丘  千葉市中央

 市民の森  いきいきﾌﾟﾗｻﾞ

24  松ケ丘小学校 7 0.48 2,012  松ケ丘小学校  松ケ丘小学校  仁戸名  鎌池公園  仁戸名公園  千葉東病院  千葉県

 正門側  グラウンド側  市民の森  バス停横  がんセンター

25  仁戸名小学校 7 0.62 4,075  仁戸名小学校  中田池公園  仁戸名小学校  花澤宅向側  ミニストップ  仁戸名  仁戸名

 裏（鈴木宅前）  民地  向側民地  すぎな公園  第三公園

26  川戸小学校 7 2.15 4,816  川戸小学校  川戸第四公園  川戸公民館  川戸第三公園  川戸の森  小滝電気商会  マミーマート

 前鉄塔下  第二駐車場前

27  大巌寺小学校 7 2.01 3,195  大巌寺小学校  大巌寺小学校  大巌寺町公園  大森町  花輪第２公園  赤井稲荷神社  花輪東公園

 正門左側  東側法部分  たんぽぽ公園  下空き地

28  生浜東小学校 8 3.64 8,085  生浜東小学校  埋蔵文化財  生浜小学校  生浜小学校  京葉道路入口  柏崎バス停前  本城公園  こしかわ

 調査ｾﾝﾀｰ植込み  東側  正門横  ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ  酒店前

29  生浜西小学校 9 4.46 7,447  生浜西小学校  生浜西小学校  浜野公園  塩田町緑地  諏訪公園  本行寺公園池  浜野東公園  塩田町公園  小浜公園

 正門  裏口  前

30  村田町公会堂 7 1.09 4,688  村田町公会堂  村田川公園  神明神社  村田南公園  のぎわ会館脇公園  のぎわ公園  村田南第二公園

  

31  都保育所 7 0.77 3,405  都保育所  学校下公園  大田切公園  都公園  西の下公園  宝導寺台公園  山の根公園

32  新宿中学校 8 2.45 8,910  新宿中学校  みなと第二  千葉みなと駅  東芝前  市役所中央署  みなと公園 モノレール  千葉みなと駅

 北側  公園  東口  ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ  バス停横  入口 市役所前駅  西口

241 44.72 174,927
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