
千葉市花見川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２８年法律第１００号）第１４４条の２第１項に規定するポスタ

ー掲示場の設置場所及び同日執行予定の千葉市長選挙における千葉市選

挙ポスター掲示場の設置に関する条例（平成４年千葉市条例第３８号）

第１条に規定するポスター掲示場の設置場所を次のとおり定める。  

令和３年３月３日  

千葉市花見川区選挙管理委員会委員長  市原  弘  



  

投 設

票 投　　票　　所置 面積 有権者数

区 数 Ｋ㎡ 人 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

1 花園小学校 8 0.66 5,939 花園小学校 朝日ケ丘病院 東花園公園 大坂公園 東花園公園 花園北ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ 新検見川駅第６ 花園１丁目東側

向い （北側） （西側） （東大グ側） 自転車駐車場 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

2 花園中学校 8 0.83 7,611 花園中学校 花園公園 花園公園 北園公園 渡辺産業前 花園公民館 花園北ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ 変電所斜め前

（ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ側） （東側） ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ （南側） ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

3 検見川小学校 8 1.14 9,510 検見川小学校 検見川小学校 検見川公園 土地区画整理地内 中道公園 浜竹公園 浜竹公園 新検見川公園

（正門脇） （裏門脇） 仮設住宅脇 （リキ歯科前）

4 幕張小学校 8 0.87 6,844 幕張小学校 幕張公民館 幕張駅第１ 幕張町５丁目 磯部新田公園 日本選挙センター 幕張５丁目運動広場 幕張５丁目運動広場

自転車駐車場 第４公園 幕張倉庫前 （南側） （東側）

5 幕張南小学校 8 0.46 6,753 幕張南小学校 幕張南小学校 渚公園 幕張舟溜跡公園 幕張４丁目公園 幕張第一保育所 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ前 幕張町５丁目

（正門脇） （ﾌﾟｰﾙ横） 植込み 公園

6 西の谷小学校 9 1.03 10,606 西の谷小学校 西の谷小学校 西の谷公園 一本松公園 一本松公園 幕張本郷 幕張本郷駅 浪浜公園 幕張本郷駅入口

（正門脇） （体育館横） （町内会看板横） （西側） 公民館 駅前広場植樹枡 交差点付近

7 上の台小学校 8 1.06 9,684 上の台小学校 上の台小学校 宮の台公園 本郷児童公園 幕張本郷中学校 幕張台公園 幕張本郷駅 浄土公園

（正門脇） （裏門脇） 第２自転車駐車場

8 幕張小学校 7 1.14 3,739 幕張小学校 幕張（Ａ）公園 幕張町 幕張３丁目 北寺口 幕張公園 幕張町三丁目公園

（西側） あんず公園 防災倉庫脇 こ線人道橋脇

9 幕張中学校 8 1.65 7,272 幕張中学校 幕張中学校 幕張駅第１２ 幕張東小学校 ＪＲ幕張駅 幕張東小学校入口 幕張中学校 武石町２丁目

（正門脇） （裏門脇） 自転車駐車場 体育館前 北口駅前広場 交差点脇 （武道場裏） 都市公園予定地

10 畑小学校 7 2.26 3,593 畑小学校 畑ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 畑台公園 畑ヶ丘公園 畑ヶ丘公園 畑台公園 畑町第２公園

（正門前） 横広場土手 （北側） （南側） （北側） （東側）

11 朝日ケ丘 8 0.8 7,965 朝日ケ丘小学校 にれの木台 朝日ケ丘 にれの木台公園 つくし公園 朝日ケ丘中学校 朝日ケ丘公民館 畑町公園

小学校 中央バス停横 第２公園

12 西小中台 7 0.34 3,198 西小中台小学校 西小中台保育所脇 西小中台団地 西小中台団地 児童公園前 西小中台団地 宮野木西公園

小学校 （１６棟横） （１８棟横） （３１棟向い）

13 さつきが丘東 8 0.49 5,348 さつきが丘東 富士公園 さつきが丘 犢橋貝塚公園 犢橋貝塚公園 第一バス停脇 桜公園 富士公園

小学校 小学校 （西側） 市民センター （公民館前） （南側） （東側）

14 さつきが丘西 7 0.42 3,744 さつきが丘西 さつきが丘西公園 さつきが丘西公園 2-34-15棟前 さつきが丘 高木産婦人科前 さつきが丘

小学校 小学校 （保育園前） （さつきが丘西小前） ２丁目公園 植込み 南公園

15 犢橋小学校 7 2.86 2,300 犢橋小学校 犢橋本郷第3公園 花見川消防署前 広尾十字路 犢橋地域福祉交流館 明治千葉宅配 犢橋公民館

ヤマト運輸前 向い植込み センター横

（別記１）ポスタ－掲示場設置場所 総数　210

設　　　　　　　　　　　　　　置　　　　　　　　　　　　　　場　　　　　　　　　　　　　　所



投 設

票 投　　票　　所置 面積 有権者数

区 数 Ｋ㎡ 人 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

16 長作小学校 8 2.81 5,451 長作小学校 長作小学校 長作町公園 長作連絡所脇 コイン洗車場前 三島神社前 長作東公園 花見川ｻｲｸﾘﾝｸﾞ

（正門脇） （裏門脇） 土手 緑地帯 ﾛｰﾄﾞ横

17 作新小学校 8 0.56 5,300 作新小学校 花見川車庫 和久整形外科前 長作台第３公園 享保公園 森長公園 大堀公園 作新台公園

バス停後ろ 植込み （巴会館並び）

18 花見川第三 7 0.28 3,995 花見川第三 花見川１－２４棟 花見川１－２８棟 第３集会所バス停横 花見川3-1棟前 花見川第二保育所 花見川2-23棟前

小学校 小学校 前 前 　

19 花島 7 0.25 3,390 花島小学校 花見川９－１１棟向い 花島公園センター 花見川９－３棟前 花見川９－１９棟前 花見川８－３棟前 花見川８－１棟前

小学校

20 旧花見川第二 7 2.37 2,770 旧花見川第二 花島公園 中央公園 花見川６－６棟向い 柏井市民の森 花見川中学校 旧市原運送向い

小学校 小学校 （花見川７－８棟向い） （歩道橋脇） （花見川６－１７棟向い）

21 花見川 7 0.12 3,719 花見川小学校 花見川小学校 芦太山公園 芦太公園 花見川４－１１棟前 花見川４－５棟前 花見川３－８棟前

小学校 （体育館側校門脇） （正門脇）

22 柏井小学校 7 2.17 4,417 柏井小学校 柏井小学校 柏井公園 鷹の台弁天公園 ﾍｱｰｻﾛﾝ､ｱｾﾞﾘｱ前 鷹の台公園 柏井第３公園

（正門脇） （ｺﾞﾙﾌ場側校門脇） ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

23 横戸小学校 7 2.57 3,657 横戸小学校 こてはし台 横戸北公園 横戸公園 こてはし台 横戸南公園 横戸南公園

６丁目公園 公民館 （横戸台２１街区側） （横戸緑地側）

24 こてはし台 7 0.71 3,825 こてはし台 こてはし台 こてはし台 こてはし台 こてはし台 ちすみ第１ こてはし台

小学校 小学校グランド ５丁目公園 保育所 公園 ３丁目公園 公園 ２丁目公園

25 犢橋 8 2.57 6,497 犢橋中学校 犢橋公園 千種北公園 千種第５公園 千種第５公園 千種公園 千種第２公園 みすみ公園

中学校 （ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ向い） （駐車場向い）

26 瑞穂小学校 7 0.41 4,604 瑞穂小学校 しらさぎ公園 花見川区役所 つぐみ公園 かるがも公園 かるがも公園 しらさぎ公園

（小学校並び） （裏側） （バス停側） （１３街区側）

27 大日町会館 7 2.32 3,369 大日町会館 宇那谷み春野 宇那谷み春野 宇那谷すずかぜ 宇那谷もみじ 宇那谷町内会館 大日公園

千葉市広報板前 公園（北側） 公園（東側） 公園 公園 駐車場フェンス

28 作新小学校 7 1.04 4,438 作新小学校 長作台第１公園 長作台第１公園 長作台第２公園 長作台第２公園 長作台第３公園 長作みどり公園

（５号棟向い） （９号棟並び） （駐車場向い） （４号棟向い） （東側）

計  210 34.19 149,538

設　　　　　　　　　　　　　　置　　　　　　　　　　　　　　場　　　　　　　　　　　　　　所


