
令和３年第７回米子市選挙管理委員会 日程 

 

日 時  令和３年１０月１８日（月）午前１０時 

場 所  米子市役所４０２会議室 

 

第１ 開会 

第２ 会議録署名委員の指名について 

第３ 議案第 ８号 令和３年１０月１８日現在において選挙人名簿に登録

すべき者及び当該名簿から抹消すべき者の決定につい

て 

   議案第 ９号 在外選挙人名簿から抹消すべき者の決定について 

議案第１０号 衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出 

議員選挙鳥取県第２区における各投票区の投票管理者 

及びその職務を代理すべき者の選任について 

議案第１１号 衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出 

議員選挙鳥取県第２区における開票管理者及びその職 

務を代理すべき者の選任について 

議案第１２号 衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２区におけるポ 

スター掲示場の設置場所について 

議案第１３号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査にお 

ける不在者投票の事務取扱場所について 

議案第１４号 衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２区における候 

補者の氏名等の掲載順序のくじを行う日時及び場所に 

ついて 

議案第１５号  衆議院議員総選挙における開票立会人のくじを行う場 

所及び日時について 

議案第１６号 衆議院議員総選挙における各投票区の投票場所につい 

       て 

議案第１７号 衆議院議員総選挙における開票を行う場所及び日時に 

ついて 

議案第１８号 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査にお



ける不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒を郵便

により発送できる日について 

議案第１９号  衆議院議員総選挙の在外選挙人の国内における不在者

投票に係る投票用紙及び投票用封筒を郵便により発送

できる日について 

議案第２０号  最高裁判所裁判官国民審査氏名表の掲示場所につい 

て 

議案第２１号   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査にお

ける期日前投票所について 

議案第２２号  衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出

議員選挙鳥取県第２区における期日前投票所の投票管

理者及びその職務を代理すべき者の選任について 

議案第２３号  衆議院議員総選挙における在外投票の期日前投票所に

ついて 

議案第２４号  衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出

議員選挙鳥取県第２区における期日前投票所の投票立

会人の選任について 

議案第２５号  衆議院議員総選挙における期日前投票所の開設時刻の

繰下げ及び閉鎖時刻の繰上げについて 

議案第２６号  衆議院比例代表選出議員選挙、衆議院小選挙区選出議

員選挙鳥取県第２区及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける投票所の閉鎖時間の繰り上げについて 

   報告第２号  専決処分について（在外選挙人名簿の登録者の決定に

ついて） 

 

第４ その他 

 



議案第８号 

 

 令和３年１０月１８日現在において選挙人名簿に登録すべき者 

及び当該名簿から抹消すべき者の決定について 

 

令和３年１０月１８日現在において選挙人名簿に登録すべき者及び抹消す

べき者を次のとおり決定する。 

 

  令和３年１０月１８日 提出 

 

                  米子市選挙管理委員会 

                  委員長 入 澤 睦 美 

 

別紙１及び別添簿冊のとおり 

 



議案第９号 

 

在外選挙人名簿から抹消すべき者の決定について 

 

在外選挙人名簿から抹消すべき者を次のとおり決定する。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

米子市選挙管理委員会 

委員長 入 澤 睦 美 

 

別紙２及び別添資料のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１０号 

 

衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出議員選挙 

鳥取県第２区における各投票区の投票管理者及びその職務を代 

理すべき者の選任について 

 

 衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２

区における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を次のとおり

選任する。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

                  米子市選挙管理委員会 

                  委員長 入 澤 睦 美 

 

別紙３のとおり 

 



議案第１１号 

 

衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出議員選挙 

鳥取県第２区における開票管理者及びその職務を代理すべき者 

の選任について 

 

 衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２

区における開票管理者及びその職務を代理すべき者を次のとおり選任する。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

                   米子市選挙管理委員会 

                   委員長 入 澤 睦 美 

 

１ 開票管理者 

  米子市             角   昌 之 

 

２ 開票管理者の職務を代理すべき者 

  米子市             辻   佳 枝 



議案第１２号 

 

   衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２区におけるポスター

掲示場の設置場所について 

 

 衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２区におけ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１０月１８日 提出 

 

                   米子市選挙管理委員会 

                   委員長 入 澤 睦 美 

 

別紙４のとおり 



議案第１３号 

 

   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における不

在者投票の事務取扱場所について 

 

 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の事

務取扱場所を次のとおり定める。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

                   米子市選挙管理委員会 

                   委員長 入 澤 睦 美 

 

 

不 在 者 投 票 事 務 取 扱 場 所 

施 設 名 所 在 地 

米子市役所本庁舎 米子市加茂町一丁目１番地 

 



議案第１４号 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２区における候補者の

氏名等の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

 

 衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２区における候補者の氏名等の掲載

順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のとおり定める。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

                   米子市選挙管理委員会 

                   委員長 入 澤 睦 美 

 

１ 公職選挙法第１７５条第３項本文の規定によるくじ 

（１） 日  時  令和３年１０月１９日 午後５時４０分 

（２） 場  所  米子市加茂町一丁目１番地 

           米子市選挙管理委員会事務局 

２ 公職選挙法第１７５条第３項ただし書の規定によるくじ 

（１） 日  時  令和３年１０月２８日 午後５時４０分 

（２） 場  所  米子市加茂町一丁目１番地 

           米子市選挙管理委員会事務局 



議案第１５号 

 

衆議院議員総選挙における開票立会人のくじを行う場所及び

日時について 

 

 衆議院議員総選挙における開票立会人のくじを行う場所及び日時を次のと

おり定める。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

                  米子市選挙管理委員会 

                  委員長 入 澤 睦 美 

 

１ 衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２区 

（１） 場  所  米子市加茂町一丁目１番地 

          米子市選挙管理委員会事務局 

（２） 日  時  令和３年１０月２８日 午後５時５分 

２ 衆議院比例代表選出議員選挙 

（１） 場  所  米子市加茂町一丁目１番地 

          米子市選挙管理委員会事務局 

（２） 日  時  令和３年１０月２８日 午後５時１０分 



議案第１６号 

 

衆議院議員総選挙における各投票区の投票場所について 

 

 衆議院議員総選挙における各投票区の投票場所を次のとおり定める。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

                  米子市選挙管理委員会 

                  委員長 入 澤 睦 美 

 

別紙５のとおり 



議案第１７号 

 

衆議院議員総選挙における開票を行う場所及び日時について 

 

 衆議院議員総選挙における開票を行う場所及び日時を次のとおり定める。 

 

 令和３年１０月１８日 提出 

 

                  米子市選挙管理委員会 

                  委員長 入 澤 睦 美 

 

１ 場 所 米子市東山町１０６番地４ 

      米子市民体育館 

２ 日 時 令和３年１０月３１日 午後９時 



議案第１８号 

 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における不在

者投票に係る投票用紙及び投票用封筒を郵便により発送できる

日について 

 

 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票に係

る投票用紙及び投票用封筒を郵便により発送できる日を令和３年１０月１８

日と定める。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

                  米子市選挙管理委員会 

                  委員長 入 澤 睦 美 



議案第１９号 

 

衆議院議員総選挙の在外選挙人の国内における不在者投票に係

る投票用紙及び投票用封筒を郵便により発送できる日について 

 

衆議院議員総選挙の在外選挙人の国内における不在者投票に係る投票用

紙及び投票用封筒を郵便により発送できる日を令和３年１０月１８日と定

める。 

  

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

                  米子市選挙管理委員会 

                  委員長 入 澤 睦 美 

 

 



議案第２０号 

 

最高裁判所裁判官国民審査氏名表の掲示場所について 

 

 最高裁判所裁判官国民審査氏名表の掲示場所を次のとおり定める。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

                  米子市選挙管理委員会 

                  委員長 入 澤 睦 美 

 

別紙６のとおり 



議案第２１号 

 

   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日 

前投票所について 

 

 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所を

次のとおり定める。 

 

  令和３年１０月１８日 提出 

 

米子市選挙管理委員会 

委員長 入 澤 睦 美 

 

期日前 

投票所名 
期日前投票所を設ける場所 

期日前投票所 

を設ける期間 

第１期日 

前投票所 

米子市加茂町一丁目１番地 

米子市役所本庁舎 

令和３年１０月２０日 

から 

令和３年１０月３０日 

まで 

第２期日 

前投票所 

米子市淀江町西原１１２９番地１ 

米子市淀江支所 

第３期日 

前投票所 

米子市米原二丁目１番１号 

ホープタウン 

令和３年１０月２７日 

から 

令和３年１０月３０日 

まで 

 



議案第２２号 

 

衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出議員選挙 

鳥取県第２区における期日前投票所の投票管理者及びその職務 

を代理すべき者の選任について 

 

衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２

区における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を次のと

おり選任する。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

米子市選挙管理委員会 

委員長 入 澤 睦 美 

 

別紙７のとおり 



議案第２３号 

 

 衆議院議員総選挙における在外投票の期日前投票所について 

 

 衆議院議員総選挙における在外投票の期日前投票所を次のとおり定める。 

 

   令和３年１０月１８日  提出 

 

                  米子市選挙管理委員会 

                  委員長 入 澤 睦 美 

 

施 設 名 所 在 地 

米子市役所本庁舎 米子市加茂町一丁目１番地 

 



議案第２４号 

 

衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出議員選挙 

鳥取県第２区における期日前投票所の投票立会人の選任につい 

て 

 

衆議院比例代表選出議員選挙及び衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２

区における期日前投票所の投票立会人を次のとおり選任する。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

米子市選挙管理委員会 

委員長 入 澤 睦 美 

別紙８のとおり 



議案第２５号 

 

   衆議院比例代表選出議員選挙、衆議院小選挙区選出議員選挙鳥 

   取県第２区及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票 

   所の開設時刻の繰下げ及び閉鎖時間の繰上げについて 

 

 衆議院比例代表選出議員選挙、衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２区

及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所の開設時刻の繰下げ及

び閉鎖時間の繰上げについて次のとおり定める。 

 

  令和３年１０月１８日 提出 

 

米子市選挙管理委員会 

委員長 入 澤 睦 美 

 

１ 投 票 所  第３期日前投票所 

２ 開設時刻  午前１０時 

３ 閉鎖時刻  午後６時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２６号 

 

   衆議院比例代表選出議員選挙、衆議院小選挙区選出議員選挙鳥 

取県第２区及び最高裁判所裁判官国民審査における投票所の閉 

鎖時間の繰上げについて 

 

 衆議院比例代表選出議員選挙、衆議院小選挙区選出議員選挙鳥取県第２区

及び最高裁判所裁判官国民審査における投票所の閉鎖時間の繰上げについて

次のとおり定める。 

 

  令和３年１０月１８日 提出 

 

米子市選挙管理委員会 

委員長 入 澤 睦 美 

 

１ 投 票 所  第３９投票所 

        第４０投票所 

２ 閉鎖時間  午後７時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告第２号 

 

専決処分について（在外選挙人名簿の登録者の決定について） 

 

米子市選挙管理委員会規程（平成１７年米子市選挙管理委員会規程第１号）第１５条

第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを委

員会に報告し、承認を求める。 

 

令和３年１０月１８日 提出 

 

米子市選挙管理委員会 

委員長 入 澤 睦 美 

 

 

１ 処 分 件 名   在外選挙人名簿に登録すべき者の決定について 

２ 処分年月日  令和３年１０月８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専 決 処 分 書 

 

米子市選挙管理委員会規程（平成１７年米子市選挙管理委員会規程第１

号）第１５条第１項の規定により、在外選挙人名簿に登録すべき者の決定に

ついて、次のとおり専決処分する。 

 

令和３年１０月８日 

  

米子市選挙管理委員会 

委員長 入 澤 睦 美 

 

在外選挙人名簿に登録すべき者の決定について 

公職選挙法第３０条の６第１項の規定により、次の者について在外選挙人

名簿への登録を行う。 

 

氏 名  最終住所 現住所 生年月日 

性  

 

別  

 鳥取県米子市   年   月   日   

 

 



別紙 1

令和3年10月18日選挙時登録の登録者及び抹消者は
次のとおり

男 女 計

男 女 計

300 277

1

577

1

計

363

死亡
99

0
職権消除

214

162
転出等

201

抹　消　者

事   由   別

転出（表示登録）

事   由   別

115

登　録　者

0 0

計

転入等

18才到達

0

443

245

386 303 689

195

138 107

248



区分

前回定時登録日
（R3.9.1)現在に
おける名簿登録
者数総数

(A)の登録に係る
補正登録者数

選挙時登録者数
(C)登録に係る
補正登録者数

随時抹消者数
今回選挙時登録者
数

今回選挙時登録日
(R3.10.18）
現在における名簿登録者総数
A+B+C+D-E+F

備　考

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

男 57,564 0 0 0 300 386 57,650

女 64,673 0 0 0 277 303 64,699

計 122,237 0 0 0 577 689 122,349

令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙における選挙人名簿登録者数報告書

米子市選挙管理委員会
令和3年10月18日選挙時登録日現在



別　紙  ３

住　　　　　　　所 氏　　名 住　　　　　　　所 氏　　名

第１投票区

第２投票区

第３投票区

第４投票区

第５投票区

第６投票区

第７投票区

第８投票区

第９投票区

第１０投票区

第１１投票区

第１２投票区

第１３投票区

第１４投票区

第１５投票区

第１６投票区

第１７投票区

第１８投票区

第１９投票区

第２０投票区

第２１投票区

投票区

投　票　管　理　者 投票管理者の職務を代理すべき者



第２２投票区

第２３投票区

第２４投票区

第２５投票区

第２６投票区

第２７投票区

第２８投票区

第２９投票区

第３０投票区

第３１投票区

第３２投票区

第３３投票区

第３４投票区

第３５投票区

第３６投票区

第３７投票区

第３８投票区

第３９投票区

第４０投票区

第４１投票区

第４２投票区

第４３投票区



別  紙  ４

ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

所　　在　　地 設　置　位　置　の　表　示

1  道笑町三丁目193番1  日本交通駐車場フェンス

2  勝田町1番  鳥取県立米子東高等学校第２グラウンド東側

3  勝田町230番  鳥取県立米子東高等学校第３グラウンドフェンス前

4  車尾766番  米子市営東山庭球場横駐車場前植込み

5  車尾758番  米子市営東山陸上競技場横駐車場前

6  東山町106番4  米子市民体育館前植込み

7  昭和町62番2  マクドナルド１８１米子南店植栽

8  博労町四丁目364番  啓成公民館敷地

9  博労町四丁目302番  鳥取県立米子工業高等学校テニスコート横道路沿いフェンス

10  東福原一丁目165番  米子保健所前植込み

11  冨士見町一丁目118番  冨士見１号公園南側フェンス

12  日ノ出町一丁目64番3  日ノ出町公園フェンス

13  東福原一丁目36番  ＪＡ鳥取西部本所前植込み

14  東福原一丁目466番1  元鳥取銀行米子営業部左隣空き地

15  錦町一丁目95番2  米子市錦児童遊園地右端フェンス

16  錦町一丁目113番3  米子市シルバーワークプラザ入口植込み

17  錦町三丁目68番6  高林産業株式会社フェンス

18  角盤町二丁目61番  米子市公会堂国道側植込み

19  冨士見町二丁目22番  冨士見２号公園フェンス

20  角盤町二丁目61番  米子市公会堂錦町側植込み

21  尾高町137番1  朝日公園フェンス

22  紺屋町111番2  瑜伽堂橋上加茂川沿い植込み

23  東町124番  米子市明道公民館右側フェンス

24  加茂町一丁目1番  米子市役所玄関前植込み

25  中町20番  米子市役所旧庁舎前植込み

26  久米町65番  米子城趾入口三差路右側

27  東町71番  リバーコート向かい植込み

28  糀町一丁目160番  鳥取県西部総合事務所前植込み

29  長砂町20番9  水道山橋バス停斜め向かい法
のり

面

30  長砂町946番1  元米子市市民環境部清掃課自転車置場壁

31  長砂町216番  鳥取県立米子南高等学校右側植込み

32  長砂町137番  鳥取県立米子南高等学校グラウンドフェンス

33  陽田町45番  米子市南保育園前フェンス

34  陽田町63番1  米子市立明道小学校グラウンド接続道路入口左横畑

35  陽田町51番3  米子市立明道小学校グラウンドフェンス

5

投票
区名

一連
番号

1

2

3

4



ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

所　　在　　地 設　置　位　置　の　表　示

投票
区名

一連
番号

36  明治町330番  明治町公園植込み

37  愛宕町94番  米子市立就将小学校前植込み

38  末広町293番  米子市文化ホールイオン側入口左植込み

39  錦海町二丁目6番15  錦海町二丁目公園生垣

40  陰田町477番  アバンティＫ向かいはで木小屋

41  大谷町13番  米子市湊山体育館自転車置場塀

42  錦海町三丁目2番  錦海公園入口左側植込み

43  目久美町37番3  目久美公園フェンス

44  灘町三丁目124番  籏崎神社右側石垣

45  立町四丁目105番29  立町西公園植込み

46  義方町65番  米子市立義方小学校グラウンドフェンス

47  義方町65番  米子市立義方小学校体育館裏フェンス

48  角盤町四丁目50番2  日本交通角４車庫フェンス

49  三旗町35番  三旗公園フェンス

50  三本松四丁目4756番  三本松公園敷地南角

51  米原三丁目1753番  米原南公園植込み

52  内町172番1  米子市下水道部中央ポンプ場前植込み

53  天神町一丁目72番1  鳥取大学医学部駐車場フェンス

54  天神町二丁目8番  天神町公園入口右側

55  西町72番  湊山公園入口右側空き地

56  西町133番1  米子市児童文化センター入口右側植込み

57  灘町二丁目141番  灘町二丁目西遊園地植込み

58  西町86番  鳥取大学医学部入口左側植込み

59  観音寺新町二丁目25番  米子市観音寺土地区画整理組合跡地右隣の緑地

60  車尾五丁目277番5  白洗舎車尾店コインランドリー駐車場左横ブロック塀

61  車尾二丁目1085番  米子市立車尾小学校左側塀

62  車尾二丁目1142番3  米子市立車尾小学校グラウンドフェンス横花壇（国道沿い）

63  車尾四丁目1293番1  米子医療センター第３駐車場フェンス

64  車尾714番1  米子市営東山スポーツ広場入口右側植込み

65  中島二丁目554番  中島二丁目554番緑地

6

7

8

9



ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

所　　在　　地 設　置　位　置　の　表　示

投票
区名

一連
番号

66  上福原20番  米子市立福生中学校フェンス

67  皆生三丁目2765番  米子サン・アビリティーズ植込み

68  上福原1383番  株式会社ユニモ工場フェンス

69  上福原二丁目1060番  福生公園フェンス

70  皆生四丁目2719番  米子市下水道部上福原ポンプ場フェンス

71  皆生五丁目341番  米子市立福生東小学校フェンス

72  皆生五丁目1661番  福原公園フェンス

73  皆生温泉二丁目2454番  皆生新田西公園ごみ集積場横

74  皆生新田二丁目142番  皆生新田東公園敷地

75  皆生温泉一丁目1831番8  ヴィラ皆生１番館斜め向かい空き地

76  皆生新田一丁目1480番  山陰労災病院右側植込み

77  皆生新田一丁目1480番  山陰労災病院左横フェンス

78  皆生温泉三丁目1793番  米子市皆生市民プール右側フェンス

79  皆生温泉三丁目1946番1  米子市観光センター植込み

80  皆生温泉一丁目2003番  上福原団地公園右側フェンス

81  上福原六丁目1925番1  新田神社境内

82  皆生温泉四丁目1754番2  市営上福原住宅植込み

83  皆生温泉四丁目1822番  皆生海浜公園噴水横空き地

84  皆生温泉四丁目1822番  皆生海浜公園左側植込み

85  上福原五丁目1647番3  米子市福生西公民館左端フェンス

86  上福原六丁目1871番4  上福原ゲートボール場跡地

87  西福原六丁目714番1  米子市福米体育館第２駐車場フェンス

88  西福原六丁目710番1  米子市福米体育館大沢川沿いフェンス

89  東福原五丁目650番  米子市立福米東小学校右側フェンス

90  米原六丁目523番  米子北高等学校右側生垣

91  米原六丁目523番  米子北高等学校北側フェンス

92  西福原四丁目649番1  西福原公園フェンス

93  西福原一丁目154番9地先  アクティブコート西福原前米川沿い植込み

94  米原九丁目780番40  米原マイタウン遊園地フェンス

95  東福原六丁目564番6地先  有限会社大磯水産向かい緑地帯

96  東福原八丁目1200番1  鳥取県立米子産業体育館右側敷地 

97  東福原八丁目1145番  米子市文化活動館右側敷地

98  東福原八丁目1005番1  県営住宅福原団地植込み

99  東福原七丁目1624番  東福原公園フェンス

100  東福原八丁目918番7  市道東福原８丁目２号線沿い緑地フェンス

101  東福原八丁目937番6  ボヌールイノウエ向かいゲートボール場敷地

11

12

13

14

10



ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

所　　在　　地 設　置　位　置　の　表　示

投票
区名

一連
番号

102  西福原八丁目1234番1  米子市立福米西小学校フェンス

103  西福原八丁目1360番2  西福原神社入口二差路空き地

104  西福原八丁目1783番  堀川公園入口右側植込み

105  西福原八丁目1250番4  米子市福米西公民館左側フェンス

106  新開二丁目1466番2  県道米子環状線沿い東福原新開東３号線進入路左横ブロック塀

107  新開七丁目1902番  新開七丁目1902番緑地フェンス

108  西福原八丁目1174番1  市営西福原住宅敷地内駐車場前植込み

109  西福原1636番  米子市立福米中学校右側フェンス

110  両三柳2039番1  安達医院左隣畑

111  両三柳1947番1  荒神社敷地

112  両三柳4468番14  市営加茂住宅跡地

113  両三柳5015番  三柳上谷公園入口右側植込み

114  両三柳1880番  博愛病院横入口右側植込み

115  両三柳4579番1  三柳団地１号公園植込み

116  両三柳693番2地先  すまいる訪問看護リハビリステーション右隣宅前空き地

117  両三柳5299番  加茂北公園フェンス

118  河崎1731番5  河崎団地１号公園フェンス

119  河崎1749番8  河崎団地２号公園入口フェンス

120  河崎1244番  安倍橋北詰下流側市道路肩

121  河崎2677番  米子市立河崎小学校入口左側フェンス

122  河崎3333番  米子市クリーンセンター入口左側緑地

123  河崎3159番1  米子義肢製作所斜め向かい松林

124  河崎1011番4  木下内科医院右隣宅ブロック塀

125  上後藤四丁目740番  米子聖園天使園左側フェンス

126  旗ヶ崎二丁目114番1  旗ヶ崎公園フェンス

127  上後藤一丁目139番  米子市立後藤ヶ丘中学校左側植込み

128  上後藤一丁目139番  米子市立後藤ヶ丘中学校グラウンド横フェンス

129  旗ヶ崎一丁目265番  立町公園フェンス

130  旗ヶ崎一丁目614番1  旗ヶ崎１区公民館向かい空き地

131  旗ヶ崎2030番  米子食品会館植込み

132  旗ヶ崎五丁目1121番1  旗ヶ崎３区公民館横空き地

133  旗ヶ崎五丁目1068番  米子市立住吉小学校入口横フェンス

134  旗ヶ崎五丁目927番1  米子市立住吉小学校グラウンド横フェンス

135  上後藤五丁目241番5  ＮＨＫ上後藤ラジオ放送所フェンス

136  上後藤七丁目324番  周防内科医院駐車場隣個人宅ブロック塀

137  上後藤七丁目356番8  市道安倍三柳線沿い緑地帯

138  上後藤六丁目248番45  スタイリッシュステージ米子中央緑地植込み

17
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ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

所　　在　　地 設　置　位　置　の　表　示

投票
区名

一連
番号

139  彦名町80番14  安倍彦名団地公園植込み

140  安倍204番3  米子浄化場グラウンド角

141  旗ヶ崎七丁目361番5  米子市住吉体育館左横敷地

142  旗ヶ崎六丁目2704番  旗ヶ崎３号公園植込み

143  安倍861番1  ビレッジハウス安倍宿舎集会所横フェンス

144  安倍570番1  安倍公民館斜め向かい空き地

145  彦名町1819番  石谷商店南向かい個人宅ブロック塀

146  彦名町933番2  バス停粟島団地入口南西１００メートル先畑

147  彦名町7642番  上粟島団地１号公園フェンス

148  彦名町667番  彦名１区公民館横祠前空き地

149  彦名町2850番2  米子市彦名公民館正面植込み

150  彦名町4500番36  米子市彦名保育園フェンス

151  彦名町5378番3  彦名８区公民館敷地

152  彦名町1250番  米子中海クリニック東側植込み

153  大崎2404番8  畑中建築資材置場敷地

154  大崎3244番  米子市立崎津小学校グラウンド横フェンス

155  大崎2275番153  市営富益住宅（57Ｒ１）前敷地植込み

156  大崎2290番1  富益団地３号公園植込み

157  大崎1444番  米子市崎津保育園フェンス

158  葭津407番2  葭津６区児童体育施設フェンス

159  葭津1247番1  葭津６区遊園地

160  大篠津町190番  米子市立大篠津小学校グラウンド植込み

161  大篠津町4931番  大篠津児童体育館向かい緑地帯

162  大篠津町1619番1  米子市大篠津公民館前庭

163  大篠津町241番5  大篠津地区福祉センターフェンス

164  大篠津町4670番  旭が丘団地中央公園フェンス

165  大篠津町4805番  旭が丘団地２区公園敷地

166  大篠津町758番1  米子市小鳩保育園フェンス

167  和田町3番7  在宅福祉センター真誠会池ノ尻川側交差点先空き地

168  和田町3445番  釣船神社右側ブロック塀

169  和田町1691番  和田神社右側玉垣

170  和田町1829番1  米子市和田公民館前フェンス

171  和田町2857番  市道下和田西大篠津線及び市道下和田西４号線交差点南東畑

172  和田町2033番1  ワイズテック株式会社前緑地帯

173  和田町596番1  服島運輸前緑地帯

23
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ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

所　　在　　地 設　置　位　置　の　表　示

投票
区名

一連
番号

174  富益町1873番  富益神社向かいブロック塀

175  富益町1194番  米子市立弓ヶ浜小学校グラウンドフェンス

176  富益町788番  米子市富益公民館入口右側植栽

177  富益町4115番1  富益町上新田集会所東側十字路横空き地

178  富益町3639番  市道米川右岸堤線沿い竹林

179  富益町4453番  富益新田集会所前敷地

180  夜見町1679番11  米子市夜見公民館前植込み

181  夜見町2269番  樋口川北側支線及び市道外浜街道線交差箇所畑

182  夜見町2804番2  歩味専用駐車場斜め向かい三角地

183  夜見町2781番  アイビー化粧品右側敷地

184  夜見町3001番3  鳥取県金属熱処理協業組合左横フェンス

185  夜見町182番  松本酒店土塀

186  夜見町406番  バス停夜見新田向かい空き地

187  奥谷1114番2  成実第１地区農業集落排水施設フェンス

188  石井355番  米子市成実多目的研修集会施設植込み

189  奈喜良248番4  米吾フェンス

190  新山1188番1  新山公民館前敷地

191  古市374番1  古市公民館敷地

192  吉谷173番1  吉谷公民館前敷地

193  橋本560番1  市道橋本５号線入口左側畑

194  橋本842番  橋本遊園地右隣三角地

195  日原907番3  市道日原石井線米子病院前緑地帯

196  別所1102番5  別所果実選果場西１００メートル先県道岩屋谷米子線沿い柿畑

197  上安曇345番1  上安曇多目的集会所前敷地

198  下安曇144番1  下安曇多目的集会所横敷地

199  青木1133番2  青木谷公園植込み

200  兼久41番1  兼久公民館向かい空き地

201  榎原1356番1  米子市尚徳多目的研修集会施設右横敷地

202  榎原468番5  榎原バス停左隣空き地

203  大袋288番7地先  市道大袋１号線及び同２号線交差点北側路肩

25

26

27

28



ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

所　　在　　地 設　置　位　置　の　表　示

投票
区名

一連
番号

204  諏訪620番  諏訪神社左側空き地

205  八幡705番21  米子市五千石多目的研修集会施設左側フェンス

206  諏訪1695番  米子市立五千石小学校グラウンド左端フェンス

207  八幡483番8  八幡児童遊園地フェンス

208  八幡365番3  市道五千石八幡線沿いゴミ集積場向かい畑

209  福市461番20  米子市福市考古資料館右横

210  福市1900番  つつじヶ丘団地進入路角

211  福市109番  四ツ塚橋東側休耕地前フェンス

212  永江81番  永江東公園東側フェンス

213  永江290番3  県営永江住宅52-３横フェンス

214  永江857番  永江南公園右側フェンス

215  永江502番4  米子市永江公民館フェンス

216  永江270番2  青木遺跡３号地多目的広場植込み

217  永江570番6  永江５区集会所右側フェンス

218  永江925番  永江北公園植込み

219  吉岡72番29  吉岡マイタウン内公園フェンス

220  熊党458番  市道熊党３号線沿い緑地フェンス

221  蚊屋343番2  米子養護学校右端フェンス

222  蚊屋291番1  米子市巌公民館前植込み

223  蚊屋133番5  巌遊園地フェンス

224  今在家79番4  稲荷神社左隣空き地

225  二本木332番  二本木公民館前敷地

226  一部278番1  県道米子丸山線博愛苑向かい空き地

227  上新印240番5  上新印バス停左隣植込み

228  赤井手397番4  赤井手公民館横敷地

229  古豊千523番2  バス停ポリテクセンター前左横

230  古豊千878番2  エディオンみのかや店斜め向かい空き地

231  下新印204番2  米子市立箕蚊屋小学校植込み

232  一部550番2  博愛苑南側フェンス

233  水浜20番  水浜公民館左隣個人宅ブロック塀

29

30

31

32



ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

所　　在　　地 設　置　位　置　の　表　示

投票
区名

一連
番号

234  尾高904番2  ながお整形外科クリニック前交差点

235  尾高1025番  大神山神社左横境内

236  尾高1759番1  米子市大高公民館横敷地

237  尾高1097番1  市道尾高５号線沿い花壇

238  岡成88番16  市道岡成３号線路肩

239  泉625番1  上泉入口市道路肩

240  泉296番  下泉遊園地広場

241  下郷408番  市道二本木下郷線及び下郷箕線交差点北ブロック塀

242  日下19番1  日下水源地フェンス

243  日下584番  瑞仙寺左側参道

244  福万667番  北原神社左側境内

245  福万403番5  県消防車庫向かい市有地

246  福万199番1  米子市下福万隣保館前敷地

247  河岡580番1  バス停河岡左隣竹林

248  石州府439番1  石州府集落内市道五ツ分石州府線沿い空き地

249  河岡256番59  コミュニティプラザ横空き地

250  河岡400番42  清水ヶ丘集会所向かい広場

251  淀江町今津370番2  市道今津本線今津村堂乃至今津橋沿い空き地

252  淀江町今津267番1  御台場公園西入口

253  淀江町淀江429番  市営大垣住宅の敷地

254  淀江町淀江858番1  市道長町線沿い五差路南側納屋の壁

255  淀江町淀江931番126  ２区自治会公民館横の緑地（海側）

256  淀江町淀江690番44  有限会社足立商店駐車場フェンス

257  淀江町淀江796番  米子市淀江公民館前の花壇

258  淀江町淀江681番2  ７区児童遊園のフェンス

259  淀江町淀江295番7  日交ハイヤー淀江営業所横空き地

260  淀江町淀江245番  精明寺の塀

261  淀江町西原398番  市道駄倉２号線丁字路淀江西原線南側空き地

262  淀江町西原660番  米子市立淀江中学校正門右側植込み

263  淀江町西原1332番2  市営白浜住宅フェンス

264  淀江町西原705番5  米子市淀江支所国道沿い花壇

265  淀江町西原786番6  米子市営淀江スポーツ広場前市道路肩

266  淀江町西原1056番18  市道沿いゴミ集積場西側の植込み

267  淀江町西原805番  米子市淀江体育館入口右側フェンス

35

36

37

33

34



ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

所　　在　　地 設　置　位　置　の　表　示

投票
区名

一連
番号

268  淀江町稲吉308番1  稲吉集落センター前フェンス

269  淀江町高井谷71番1  高井谷運動公園のフェンス

270  淀江町中西尾467番1  米子市宇田川公民館前の植込み

271  淀江町福井204番1  市道福井入口線沿い北側空き地

272  淀江町富繁55番4  富繁構造改善センターのフェンス

273  淀江町平岡45番1  福平集落南端市道亀甲西尾原線沿い空き地

274  淀江町西尾原102番  西尾原農事實行組合共同作業場左２軒隣正面作業場の壁

275  淀江町平岡330番1  元朝日ゴルフクラブ社員寮斜め向かい空き地

276  淀江町本宮325番1  本宮農村公園駐車場植込み

277  淀江町本宮464番2  淀江どんぐり村石垣

278  淀江町福岡984番1  石馬谷古墳駐車場

279  淀江町福岡621番  広域農道向山沿いの空き地

280  淀江町福岡24番  鳥取県立米子白鳳高等学校交差点北側水路

281  淀江町佐陀1665番2  市道沿いゴミ集積場北側のフェンス

282  淀江町佐陀140番  大和郵便局斜め向かい空き地

283  淀江町佐陀814番1  ナフコ米子東店前空き地

284  淀江町佐陀334番9  市道桜台３号線ゴミ集積場東側の空き地

285  淀江町佐陀322番22  桜台東側ゴミ集積場横フェンス

286  淀江町佐陀982番40  ニューやまと自治会入口公園の植込み

287  淀江町佐陀1077番35  佐陀浜入口の空き地

288  淀江町佐陀2153番地先  市道西原佐陀線沿い緑地帯

289  淀江町佐陀2137番地先  市道西原佐陀線沿い緑地帯

290  淀江町中間592番1  大和保育園園庭のフェンス

291  淀江町中間375番  中間観音堂横の空き地

292  淀江町小波1672番1  淀江浄化センター敷地西側

293  淀江町小波623番  小波上公民館の空き地

294  淀江町小波853番  小波浜自治会公民館の空き地

295  淀江町小波1238番1  塩川橋南側市道西原亀甲線沿い畑

41

42

43

38

39

40



投票区 投 票 所 を 設 け る 場 所 名　　　称

第 1投票区 米子市東山町106番地4 米子市民体育館

第 2投票区 米子市博労町四丁目290番地 米子市立啓成小学校

第 3投票区 米子市錦町一丁目139番地3 米子市福祉保健総合センター

第 4投票区 米子市加茂町一丁目1番地 米子市役所

第 5投票区 米子市陽田町45番地 米子市南保育園

第 6投票区 米子市大谷町13番地 米子市湊山体育館

第 7投票区 米子市義方町9番20号 米子市立義方小学校

第 8投票区 米子市西町133番地 米子市児童文化センター

第 9投票区 米子市車尾二丁目27番1号 米子市立車尾小学校

第10投票区 米子市皆生三丁目16番20号 米子サン・アビリティーズ

第11投票区 米子市皆生温泉三丁目18番2号 米子市下水道部皆生浄化センター

第12投票区 米子市上福原五丁目9番30号 米子市福生西公民館

第13投票区 米子市西福原六丁目2番20号 米子市福米東公民館

第14投票区 米子市東福原八丁目24番31号 米子市文化活動館

第15投票区 米子市西福原八丁目16番62号 米子市立福米西小学校

第16投票区 米子市両三柳4610番地 米子市立加茂小学校

第17投票区 米子市河崎2620番地 米子市河崎公民館

第18投票区 米子市上後藤一丁目1番1号 米子市立後藤ヶ丘中学校

第19投票区 米子市旗ヶ崎五丁目17番1号 米子市立住吉小学校

第20投票区 米子市旗ヶ崎七丁目17番30号 米子市住吉公民館

第21投票区 米子市彦名町2850番地2 米子市彦名公民館

第22投票区 米子市大崎1444番地 米子市崎津保育園

第23投票区 米子市大篠津町190番地 米子市立大篠津小学校

第24投票区 米子市和田町1829番地1 米子市和田公民館

第25投票区 米子市富益町788番地 米子市富益公民館

第26投票区 米子市夜見町1679番地11 米子市夜見公民館

第27投票区 米子市石井355番地 米子市成実多目的研修集会施設

第28投票区 米子市榎原1356番地1 米子市尚徳多目的研修集会施設

第29投票区 米子市八幡705番地21 米子市五千石多目的研修集会施設

第30投票区 米子市永江502番地4 米子市永江公民館

第31投票区 米子市下新印204番地2 米子市立箕蚊屋小学校

第32投票区 米子市上新印238番地 米子市春日保育園

第33投票区 米子市尾高1759番地1 米子市大高公民館

第34投票区 米子市福万363番地4 米子市あがた保育園

第35投票区 米子市淀江町淀江970番地4 １区公民館

第36投票区 米子市淀江町淀江480番地3 米子市淀江保育園

第37投票区 米子市淀江町西原1129番地1 米子市淀江支所

第38投票区 米子市淀江町中西尾466番地 米子市宇田川公民館

第39投票区 米子市淀江町本宮284番地 本宮公民館

第40投票区 米子市淀江町福岡1052番地3 上淀公民館

第41投票区 米子市淀江町佐陀135番地 佐陀２部公民館

第42投票区 米子市淀江町佐陀1353番地3 佐陀新田公民館

第43投票区 米子市淀江町中間592番地1 米子市大和公民館

別　紙　５



別紙６

投票区 掲示場所 掲示場所名

1 　東山町 米子市民体育館

2 　博労町四丁目 米子市啓成公民館

3 　錦町一丁目 米子市福祉保健総合センター

4 　加茂町一丁目 米子市役所

5 　陽田町 米子市立明道小学校

6 　大谷町 米子市立就将小学校

7 　立町４丁目 米子市義方公民館

8 　西町 米子市児童文化センター

9 　車尾二丁目 米子市車尾公民館

10 　皆生四丁目 米子市福生東公民館

11 　皆生温泉三丁目 米子市皆生市民プールフェンス

12 　上福原五丁目 米子市福生西公民館

13 　西福原六丁目 米子市福米東公民館

14 　東福原八丁目 米子市文化活動館

15 　西福原八丁目 米子市福米西公民館

16 　両三柳 米子市加茂公民館

17 　河崎 米子市河崎公民館

18 　上後藤一丁目 米子市立後藤ヶ丘中学校

19 　旗ヶ崎五丁目 米子市立住吉小学校

20 　旗ヶ崎七丁目 米子市住吉公民館

21 　彦名町 米子市彦名公民館

22 　大崎 米子市崎津公民館

23 　大篠津町 米子市大篠津公民館

24 　和田町 米子市和田公民館

25 　富益町 米子市富益公民館

26 　夜見町 米子市夜見公民館

27 　石井 米子市成実公民館

28 　榎原 米子市尚徳公民館

29 　八幡 米子市五千石公民館

30 　永江 米子市永江公民館

31 　蚊屋 米子市巌公民館

32 　上新印 米子市春日公民館

33 　尾高 米子市大高公民館

34   河岡 米子市県公民館

35 　淀江町淀江 ２区自治会公民館横緑地

36 　淀江町淀江 米子市淀江公民館

37 　淀江町西原 米子市淀江支所

38 　淀江町中西尾 米子市宇田川公民館

39 　淀江町本宮 淀江どんぐり村石垣

40 　淀江町福岡 向山古墳群内空地

41 　淀江町佐陀 市道沿ゴミ集積場横

42 　淀江町佐陀 市道西原佐陀線沿い緑地帯

43 　淀江町中間 米子市大和保育園



別  紙　７

米子市第１期日前投票所

投　票　管　理　者 投票管理者の職務を代理すべき者

住　　　　　　　所 氏　　名 住　　　　　　　所 氏　　名

１０月２０日

１０月２１日

１０月２２日

１０月２３日

１０月２４日

１０月２５日

１０月２６日

１０月２７日

１０月２８日

１０月２９日

１０月３０日

米子市第２期日前投票所

投　票　管　理　者 投票管理者の職務を代理すべき者

住　　　　　　　所 氏　　名 住　　　　　　　所 氏　　名

１０月２０日

１０月２１日

１０月２２日

１０月２３日

１０月２４日

１０月２５日

１０月２６日

１０月２７日

１０月２８日

１０月２９日

１０月３０日

職務を行うべき日

職務を行うべき日



米子市第３期日前投票所

投　票　管　理　者 投票管理者の職務を代理すべき者

住　　　　　　　所 氏　　名 住　　　　　　　所 氏　　名

１０月２７日

１０月２８日

１０月２９日

１０月３０日

職務を行うべき日



期日前投票所投票立会人一覧 別紙８

第1期日前投票所

立会日 住所① 氏名① 住所② 氏名②

10月20日（水）

10月21日（木）

10月22日（金）

10月23日（土）

10月24日（日）

10月25日（月）

10月26日（火）

10月27日（水）

10月28日（木）

10月29日（金）

10月30日（土）

第2期日前投票所

立会日 住所① 氏名① 住所② 氏名②

10月20日（水）

10月21日（木）

10月22日（金）

10月33日（土）

10月24日（日）

10月25日（月）

10月26日（火）

10月27日（水）

10月28日（木）

10月29日（金）

10月30日（土）

第3期日前投票所

立会日 住所① 氏名① 住所② 氏名②

10月27日（水）

10月28日（木）

10月29日（金）

10月30日（土）


