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（概要）投票所の統廃合に伴い車を使った移動式の投票所を運行し、廃止した投票所の地域を基本とした選挙人への
投票機会を確保する。

北海道石狩市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・令和３年１０月２５日（月）厚田区 古潭会館前 9：00～11：00
発足会館前 13：00～15：00

・令和３年１０月２６日（火）厚田区 正利冠会館前 9：00～11：00
桂沢会館前 13：00～15：00

・令和３年１０月２７日（水）浜益区 御料地会館前 9：00～10：00
実田会館 10：30～12：30
千代志別会館 13：30～14：30

・令和３年１０月２８日（木）浜益区 浜益温泉駐車場 9：30～11：30
送毛会館前 12：30～13：30
濃昼会館前 14：00～15：00

地域の町内会等の会合に参加し、移動期日前投票所の開設等を周知し、
廃止した投票所と同じ場所に会場を設置したことで違和感なく投票に向かえ
る。

８０名 （男３４名・女４６名）
（対象地域における当日有権者数：２，２２８人 【全市 ４９，９９２人】）



（概要）一つの投票所の閉鎖により特に交通手段がない高齢者の投票率の低下に懸念があるため救済措置として移
動期日前を設置した。

北海道標茶町における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・茅沼コミュニティハウス前 令和３年10月26日（火） 10：00～ 11：30
・㈲こすもす前 令和３年10月26日（火） 14：00～ 15：30

・・・長距離移動が困難な方でも投票所を利用できるように高齢者福祉施設
前で実施した。
車いすの方でも利用できるよう記載台は車いす用を使用した。

13名
（対象地域における有権者数：51人）



（概要）バスを用いた移動期日前投票所

秋田県横手市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・二井山地区集落多目的施設周辺 令和3年10月25日（月） 10：00～12：00
令和3年10月27日（水） 14：00～16：00

・坂部多目的集落集会所周辺 令和3年10月25日（月） 14：00～16：00
令和3年10月27日（水） 10：00～12：00

・低床タイプのバスを使い、昇降口にもステップ台を置くことで乗降性を向上
・ワンタッチオープンテントとパイプ椅子で簡易待合所を設置
・昇降口にアルコール除菌スプレーを配置し、受付・交付等の対面箇所は、
パーティションで区切りコロナウイルス感染症対策

・二井山地区
28名
（対象地域における有権者数：163人）

・坂部地区
19名
（対象地域における有権者数：99人）



（概要）
投票区再編（61投票区→28投票区）により投票所まで遠距離となった地区等を対象に、令和３年４月４日執行の秋田

県知事選挙、湯沢市長選挙及び湯沢市議会議員補欠選挙時に初導入。一部実施場所等変更し総選挙で継続実施。

秋田県湯沢市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・旧中山小学校駐車場 ３年10月26日（火） １０：００～ １２：００
・皆瀬除雪機械格納庫前 ３年10月26日（火） １０：００～ １２：００
・湯ノ岱会館前 ３年10月26日（火） １４：００～ １６：００
・小安峡温泉街駐車場 ３年10月26日（火） １４：００～ １６：００
・八丁踏切前バス転回所 ３年10月27日（水） １０：００～ １２：００
・旧坊ヶ沢小学校敷地 ３年10月27日（水） １０：００～ １２：００
・三関駅前 ３年10月27日（水） １４：００～ １６：００
・宇留院内会館前 ３年10月27日（水） １４：００～ １６：００
・東福寺ヤマシチ商店前 ３年10月28日（木） １０：００～ １２：００
・藤倉自治会館前 ３年10月28日（木） １０：００～ １２：００
・下二井田会館前 ３年10月28日（木） １４：００～ １６：００
・駒形老人憩の家前 ３年10月28日（木） １４：００～ １６：００
・ビフレ稲川店駐車場 ３年10月29日（金） １０：００～ １３：００及び

１４：００～ １６：００

・待合等のための簡易テント、椅子の設置
・体の不自由な方へは、職務代理及び事務従事者による乗降介助

４４８名
（対象地域における有権者数：６，４３０人）

※衆院選時の写真がないため、初導入時のもの



路線バスを借り上げし移動期日前投票所として使用することで、投票所まで距離があり交通手段の確保が難しい選挙
人の投票機会の確保及び選挙権年齢に達した高校生が気軽に投票できる環境づくりを行った。

秋田県大仙市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

公共交通空白地域（２ヶ所）※各地域１ヶ所ずつ巡回

令和３年１０月２４日(日) ９:３０～１１:３０見秀寺駐車場
１４:００～１６:００板屋会館前

高等学校（２ヶ所）
令和３年１０月２８日(木)１２:００～１３:３０大曲高等学校敷地

１５:３０～１６:３０大曲工業高等学校敷地

公共交通空白地域
・出入口の段差解消のためスロープを設置。（バス付属のものを使用）
・車いすを利用する方や立っての記載が困難な方などの来場を想定し、専用

記載台を準備した。
高等学校
・生徒が比較的投票しやすい、昼休み又は放課後を含む時間帯に巡回した。

全箇所共通
・新型コロナウイルス感染症予防対策とプライバシー保護の観点から、１人ず

つ車内に乗り込み投票するよう誘導した。

・見秀寺駐車場 ５５名
（対象地域における有権者数：約２４０人）

・板屋会館前 ４２名
（対象地域における有権者数：約２００人）

・大曲高等学校 ３２名
（対象校における有権者数：約１００人）

・大曲工業高等学校 １８名
（対象校における有権者数：約７０人）

※高等学校の有権者数には
教職員を含んでいる。



（概要）

福島県田村市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・早稲川多目的交流センター R3.10.27（水） 10：00～11：00
・横道地区集会所 R3.10.27（水） 13：00～14：00
・旧中山生涯学習センター R3.10.27（水） 15：00～16：00

・該当行政区長へ周知用チラシの配布を依頼し、周知を図った。

１１３名
（対象地域における有権者数：統合したため不明）
※統合前のH30.4.22執行田村市議会議員一般選挙有権者数：732人

有権者数が極めて少ない投票所において、期日前投票の普及などにより投票日当日の投票
者が少ないことや、投票立会人の選任が難しいことなどの理由により統合することとなったが、
その代替案として移動期日前投票所を開設した。（希望のあった地区）

※H30福島県知事選挙時



（概要）高校生が政治や選挙への関心を向ける機会を創出し、若年層の投票率向上を図ること及び交通手段の確保
が困難な有権者に対し、移動負担の軽減と投票機会の確保を図ためバスによる移動投票所を実施

福島県南相馬市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

①原町高等学校 令和３年１０月２５日（月） １５：３０～１８：００
②小高就業改善センター 令和３年１０月２６日（火） １０：３０～１１：３０
③桃内駅前旧JA倉庫跡地 令和３年１０月２６日（火） １３：００～１４：００
④小高産業技術高等学校 令和３年１０月２６日（火） １５：３０～１８：３０
⑤相馬農業高等学校 令和３年１０月２８日（木） １５：３０～１６：３０

高校生は、初めての選挙であることから、選挙の種類や方法などについて、
説明を丁寧に行った。
新型コロナウイルス感染症対策を講じ実施した。

１２９名（高校生７２名＋教職員４５名＋地域での実施１２名）
（対象地域における有権者数）
①④⑤高校での実施
高校生１８４人＋教職員
※他市町村からの避難者もいることから、対象者は概数

②③地域での実施
東日本大震災の影響から投票区を暫定的に定めて（統合して）おり、避難

者等もいることから把握は困難



（概要）有権者数の減少や選挙事務従事者の確保が困難となったことを背景に、令和元年５月、投票区数を３５投票
区から２６投票区に縮小することとなった。再編に伴い高齢者等の投票所までの移動手段が課題となったことから、廃
止となった投票区に属していた行政区を対象に移動式期日前投票所を設置した。

福島県下郷町における移動式期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

以下の日時で対象の行政区内１３箇所に投票所を設置した。
令和3年10月23日 8：30～10：30 12：30～14：30 16：30～18：30
令和3年10月24日 8：30～10：30 12：30～13：20 13：40～14：30

16：30～18：30
令和3年10月25日 8：30～ 9：20 9：40～10：30 12：30～12：50

13：10～13：30 13：50～14：30 16：30～18：30

設置対象の行政区内おいて、集落が点在する場合には、行政区の要望に
より、複数個所に移動式期日前投票所を設置した。

１４８名
（対象地域における有権者数：２７４名）

※写真は第２５回参議院議員通常選挙のもの



（概要）平成３０年に投票所の見直しがあり、廃止となった投票所１３箇所を期日前移動投票所として巡回している。

福島県柳津町における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○移動期日前投票所での投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・大野地区集会所前 令和４年１０月２１日（木） ９：３０～ １０：３０
・軽井沢会館前 令和４年１０月２１日（木） １１：３０～ １２：３０
・石神会館前 令和４年１０月２１日（木） １３：３０～ １５：００
・大峯地区集会所前 令和４年１０月２１日（木） １６：００～ １７：００
・八坂野地区集会所前 令和４年１０月２２日（金） ９：３０～ １１：００
・野老沢会館前 令和４年１０月２２日（金） １２：３０～ １４：３０
・麻生公園前 令和４年１０月２２日（金） １５：３０～ １７：００
・中野会館前 令和４年１０月２５日（月） ９：３０～ １１：００
・湯八木沢会館前 令和４年１０月２５日（月） １４：３０～ １４：００
・冑中会館前 令和４年１０月２５日（月） １５：００～ １６：３０
・高森地区集会所前 令和４年１０月２６日（火） １０：００～ １１：００
・牧沢地区集会所前 令和４年１０月２６日（火） １２：３０～ １４：００
・五畳敷地区集会所前 令和４年１０月２６日（火） １５：００～ １６：３０

移動期日前投票所では、車内で投票を行うため、１人ずつしか出来ない。
混雑を避けるため、車を持っている方など役場本庁や支所に設けている

期日前投票所で投票が可能な方は、出来るだけそちらを利用してもらい、
地区外へ出ることが困難な方の投票機会の確保を図っている。

１４０名
（投票日当日有権者数：２,７６８人）※在外選挙人名簿登録者を除く。



（概要）

茨城県日立市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施場所・実施日時

日立市第一移動期日前投票所
・茨城県立日立第二高等学校 令和３年１０月２７日（水） １２：３０～ １３：３０
・明秀学園日立高等学校 令和３年１０月２７日（水） １５：００～ １８：００
・茨城県立日立北高等学校 令和３年１０月２８日（木） １２：３０～ １３：３０
・科学技術学園高等学校（日立） 令和３年１０月２８日（木） １６：００～ １７：００
・茨城県立日立工業高等学校 令和３年１０月２９日（金） １１：３０～ １２：３０
・茨城県立多賀高等学校 令和３年１０月２９日（金） １５：３０～ １６：３０
日立市第二移動期日前投票所
・茨城県立日立第一高等学校 令和３年１０月２８日（木） １６：３０～ １７：３０
・茨城県立日立商業高等学校 令和３年１０月２９日（金） １１：００～ １４：００

・生徒が昼休みや放課後に投票できるよう、各学校ごとに開設時間を配慮
・高校生を対象にした独自の選挙チラシを配布し、情報提供・啓発を実施
・風雨に対処するため、簡易テントの横幕にブルーシートを使用

１９０名 ※教員等６７名を含む。
（対象学校における１８歳有権者数（学校聞取）：６４１人）

本市における高校生（１８歳）の選挙に対する関心を高め、投票率を向上させることを目的に、高校生を対象とした移動期日
前投票所を設置



有権者の投票意識が高く、県内でも投票率が高い本市の新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、期日前投票
最終日に1日1,000人を超える投票者の方の投票機会を分散させて3密を回避し、コロナ禍においても安心・安全な投
票環境を整備すると共に、投票者の利便性及び投票率の更なる向上を図るため、本庁期日前投票所の周辺の複数
の施設（駐車場）で路線バスを使用した移動式の投票所を開設しました。

茨城県常陸太田市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・㈱かわねや木崎本店 令和3年10月30日（土） 9：00～13：00
・㈱カスミ常陸太田店 〃 15：00～19：00
※商業施設を選定した理由は、過去に期日前投票所において、有権者から
聞き取りを行った際に「買い物のため、近くに来た」といった声が多かったた
め、商業施設において開設することで、一定程度の投票を見込めると判断し
選定いたしました。

・段差を解消するため乗降口にスロープを設置

・雨天対策のため、受付にテントを設置
・アルミ製の記載所を設置し、プライバシーの保護を実施

・㈱かわねや木崎本店 254名
・㈱カスミ常陸太田店 225名 合計：479名
（対象地域における有権者数：43,963人（全有権者対象））

※年代別投票者数

〇10代 5人 1.04％
〇20代 32人 6.68％
〇30代 64人 13.36％
〇40代 72人 15.03％

〇50代 92人 19.21％
〇60代 104人 21.71％
〇70代 74人 15.45％
〇80代以上 36人 7.51％

○二重投票防止対策

システムベンダーに委託し、無線LANによる期日前投票システムを使
用することで二重投票の防止を図った。

○電力供給

電気自動車（公用車）から電気機器に使用できるよう可搬型給電器で
電気の変換を行い電力の供給を行った。



（概要） 高萩市では、山間部が市の面積の85%を占め、当該地域の有権者は、高齢者の割合が高くなっている。投票
所までの移動が困難な人もおり、投票機会を確保するため、山間部において移動期日前投票を実施した。

茨城県高萩市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

実施日 令和３年１０月２４日

実施場所・時間
福平集会所 9：00～ 9：30
米平集会所 10：00～10：20
大能十殿神社前 11：00～11：20
花貫物産センター 11：40～12：10
鳥曽根多目的集会所 12：30～13：00
大荷田地区(鈴木氏宅） 13：40～14：00
松岩寺駐車場 14：30～15：00
横川ｺﾆｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ 15：40～16：00

高齢の方が多いため、車両の乗り降りを考慮し、ステップを作成するととも
に、記載台は寄りかかるなどしても壊れないよう、十分な強度を保った仕様
とした。
また、夏の強い日差しや、雨に濡れることを防ぐため、タープを設置した。

５２名
（対象地域における有権者数：４８０人）

※写真はR元年の参院選のもの



千葉県銚子市で車両を利用した移動期日前投票所を開設し、投票区統廃合において特に投票所が遠距離になった
地区での投票機会を確保

千葉県銚子市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・猿田町青年館駐車場
令和３年１０月２５日（月） ９：００～１２：００

・長山公民館駐車場
令和３年１０月２５日（月） １３：３０～１６：３０

・銚子市東部地区コミュニティセンター駐車場
令和３年１０月２６日（火） ９：００～１２：００

・名洗町青年会館駐車場
令和３年１０月２６日（火） １３：３０～１６：３０

・銚子市高神青年館駐車場
令和３年１０月２７日（水） ９：００～１２：００

・小浜町第三町内会青年館駐車場
令和３年１０月２７日（水） １３：３０～１６：３０

・高齢者の有権者に対応するため、手すり及び補助ステップが備わっている
福祉車両を使用
・新型コロナウイルス感染症対策のため、後部ドアを開放し、換気を実施

３３５名
（対象地域における有権者数：５，２６８人）



（概要） 移動期日前投票所の開設は、令和元年執行の参議院議員通常選挙時に３か所。
令和２年執行の柏崎市長選挙時に新たに４か所、令和３年執行の衆議院議員総選挙で新たに２か所
現在９か所で開設している。

新潟県柏崎市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・市野新田集会場 令和３年１０月２７日（木） １０：００～ １０：３０
・綾子舞会館 令和３年１０月２７日（木） １１：００～ １２：００
・板畑消防庫前 令和３年１０月２７日（木） １３：００～ １３：３０
・落合集落センター 令和３年１０月２７日（木） １４：００～ １４：３０
・石黒地域活動拠点施設 令和３年１０月２７日（木） １５：００～ １５：４５
・成沢公会堂 令和３年１０月２８日（金） ９：３０～ １０：００
・五十土消防団車庫前 令和３年１０月２８日（金） １０：３０～ １１：００
・山中集落センター 令和３年１０月２８日（金） １３：００～ １３：３０
・栃ケ原集落センター 令和３年１０月２８日（金） １４：００～ １４：３０

上記集落は、投票区の見直しにより新たな投票所からの距離が4.7km以上、
最も遠いところでは11.6kmに達する。
また、各集落における有権者の平均年齢は同年10月30日現在62.11歳から
81.10歳と高く、山間部に位置していることから積雪時などに移動が困難な
地域である。

９７名
（対象地域における有権者数：１９４人、うち投票者数１５０人、 ）
（当日投票２３人、期日前投票１２７人うち移動期日前投票者数９７人 ）



（概要）若年層の啓発を目的として、路線バス事業者の協力を得て、路線バス車両を活用して車内で投票できる移動
期日前投票所を設け、市内６つの大学を巡回した。

石川県金沢市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・金沢学院大学３号館玄関前 3年10月25日(月) 11:00～16:30
・金沢星稜大学本館玄関前 3年10月26日(火) 11:00～16:30
・金沢大学人間社会２号館玄関前 3年10月27日(水) 11:00～13:00
・金沢大学自然科学本館正面玄関前 3年10月27日(水) 14:30～16:30
・北陸大学太陽が丘キャンパス

２号棟正面玄関前 3年10月28日(木) 11:00～13:00                                                     
・北陸大学薬学キャンパス

本部棟正面玄関前 3年10月28日(木) 14:30～16:30
・北陸学院大学国際交流研修センター

正面玄関前 3年10月29日(金) 11:00～13:00
・金沢美術工芸大学本館棟玄関前 3年10月29日(金）14:30～16:30

・新型コロナ感染症対策として、バスでの投票は１人ずつとした。

５５８人
（本市における当日有権者数：３７６，１２２人）



（概要）中山間地における投票所再配置に伴う有権者の利便性低下を防ぐため，令和３年３月執行選挙から導入。
今後，投票所再配置地域以外への設置（巡回）も検討している。

石川県小松市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・西俣自然教室 令和３年１０月２５日（月） ９：００～ １０：３０
・旧第１８分団器具置場 令和３年１０月２５日（月） １１：３０～ １３：００
・松岡町広場 令和３年１０月２６日（火） ９：００～ １０：００
・旧西尾学童クラブ 令和３年１０月２６日（火） １０：３０～ １１：３０
・観音下町生産組合作業場 令和３年１０月２６日（火） １２：００～ １３：００

・地元町内会の意向を踏まえた設置場所・設置日時の決定
・バスを借り上げ車内を期日前投票所として利用
・乗降口それぞれに専用スロープを設置
・車椅子での利用も可能（過去選挙において利用実績あり）
・感染症対策の実施（非接触型アルコール消毒液の設置，投票用紙自動交
付機の利用，使い捨て筆記用具の備付等）

全投票者数 ２９０人
うち期日前投票者数 １８３人（うち５４人が移動期日前投票所で投票）

（対象地域における有権者数：４１１人）



（概要）投票所の再編により廃止となった旧投票所の対象地域における有権者の投票機会を確保するため、移動期日
前投票所を開設

石川県輪島市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・下本郷地区集会所 令和3年10月22日（金） 9：00～11：00
・上本郷地区集会所 令和3年10月22日（金） 12：00～14：00
・市ノ坂地域交流センター 令和3年10月22日（金） 15：00～17：00
・JAおおぞら仁岸ふれあいセンター 令和3年10月23日（土） 9：00～11：00
・小山地区集会所 令和3年10月23日（土） 12：00～14：00
・輪島市門前保健センター 令和3年10月23日（土） 15：00～17：00
・洲衛集会所 令和3年10月24日（日） 9：00～11：00
・仁行集会所 令和3年10月24日（日） 12：00～14：00
・輪島市立河原田小学校体育館 令和3年10月24日（日） 15：00～17：00
・真行寺 令和3年10月25日（月） 9：00～11：00
・旧輪島市立二俣へき地保育所 令和3年10月25日（月） 12：00～14：00
・下山集会所 令和3年10月25日（月） 15：00～17：00
・五十洲集会所 令和3年10月26日（火） 9：00～11：00
・皆月地区多目的集会所 令和3年10月26日（火） 12：00～14：00
・上大沢集会所 令和3年10月26日（火） 15：00～17：00
・東山集会所 令和3年10月27日（水） 9：00～11：00
・深見町集会所 令和3年10月27日（水） 12：00～14：00
・光浦集会所 令和3年10月27日（水） 15：00～17：00
・金蔵集会所 令和3年10月28日（木） 9：00～11：00
・旧輪島市立東小学校体育館 令和3年10月28日（木） 12：00～14：00
・石川県輪島水泳プール 令和3年10月28日（木） 15：00～17：00

車両はリフトタイプの車椅子仕様車で、車椅子を使用している選挙人は、車椅子に
乗ったまま投票することが可能

390名（対象地域における有権者数：5,140人）



（概要） 高齢者等の交通弱者の投票機会確保ならびに若者への選挙啓発および投票機会を確保することを目的とし、
移動式の期日前投票所を開設することとした。

福井県小浜市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・ふれあい会館 令和3年10月25日（月） 10：00～ 12：00
・旧下根来小学校 令和3年10月25日（月） 13：30～ 14：30
・若狭東高等学校 令和3年10月25日（月） 15：10～ 16：40
・集落センター前 令和3年10月26日（火） 9：30～ 10：30
・福井県栽培漁業センター 令和3年10月26日（火） 11：30～ 13：00
・泊漁港 令和3年10月26日（火） 13：30～ 14：30
・若狭高等学校 令和3年10月26日（火） 15：10～ 16：40

・ノンステップバスを投票所として使用し、車椅子の方でも投票ができるよう
配慮した。
・記載台を車内に設置し、一人ずつ車内に乗り込み投票を行うことで、周り
から投票用紙の記載内容が見えないよう配慮した。
・消毒液の設置、使い捨て鉛筆を使用し、感染症対策を行った。

124名
（対象地域における有権者数：583人）



令和2年12月に投票区の再編を実施したことで市内の投票所が30から16に減少し、投票所までの距離が大幅に遠く
なる選挙人への投票機会を確保するために、公用車（ハイエース）での移動期日前投票所を開設。

山梨県甲州市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・玉宮分団旧四部詰所（玉宮バス停前）
10月26日（火） 13：00～14：30、10月28日（木） 10：00～11：30

・神金第六区集会所
10月26日（火） 10：00～11：30、10月28日（木） 15：30～17：00

・下柚木公会堂
10月26日（火） 15：30～17：00、10月28日（木） 13：00～14：30

・市営景徳院駐車場
10月27日（水） 10：00～11：30、10月29日（金） 13：30～15：00

・市営天目山駐車場
10月27日（水） 13：30～15：00、10月29日（金） 10：00～11：30

・投票区再編で閉鎖した旧投票区投票所付近で、地域の選挙人が集まりや
すい場所を改めて選定
・新型コロナウィルス感染防止のため、車に併設したテント内で投票を行い、
選挙人が密にならない環境や動線を設定

94名
（対象地域における有権者数：526人）



長野県松本市でコミュニティバスを利用した移動期日前投票所を中山間地域及び大学・高等学校へ開設し、投票所へ
の交通手段の確保が難しい有権者の投票機会の確保及び若者層の投票率向上を図った

長野県松本市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選：小選挙区）

○実施日時

・車椅子利用者の車内投票がスムーズに行えるように専用ステップ（スロープ）を設置した。
・車内窓ガラスには目隠しを施し、選挙人や投票の様子を外から見えないようにした。

２２３名
（松本市全体の投票者（１０８，９１６人）の約０．２％）

○人員体制

投票管理者、職務代理者、投票立会人（２人）、事務従事者（３人）の７人/日を配置
※投票立会人は市内の大学生を選任

１０月２３日（土）～１０月２７日（水）の５日間
※長野県議会議員補欠選挙との同時選挙だったため、両選挙が投票可能な日程で実施

○設置数

・中山間地域 ６箇所
・大学 １箇所
・高等学校 ２箇所

○経費

約１，９９０千円
・管理者・立会人の報酬、事務従事者の人件費、車両運行委託費、システム構築委託費等

○コミュニティバスの利点

・乗降口が２箇所あるため、入口と出口に分けられ、動線の確保が容易。
・天井が高いため、立ったまま投票ができる。
・車内が広いため、複数の投票が可能。
・車高が低いため、専用ステップを使用すれば、車椅子利用者の乗降も容易。



設置場所 実施日 設置時間 投票者数
入山辺地区福祉ひろば １０月２３日

（土）

9：00～12：00 １８

中山地区地域づくりセンター 13：30～16：30 １０

ＪＡ松本ハイランド 錦部出張所（四賀地区） １０月２４日
（日）

9：00～12：00 １４

消防団第２６分団詰所（四賀地区） 13：30～16：30 １８

梓川高等学校 １０月２５日
（月）

10：00～13：00 ２６

松本工業高等学校 14：30～17：30 ４７

松本大学
１０月２６日

（火）
10：00～16：00 ６０

保平公会堂（奈川地区） １０月２７日
（水）

9：00～12：00 ２０

乗鞍体育館（安曇地区） 13：30～16：30 １０

合 計 ２２３

〇投票者数 ２２３人／５日間

〇名簿対照

無線の専用通信により移動期日前投票所に設置した端末から 期日前投票システムにアクセスし、名簿対照を行った

○選挙人への周知

・市ホームページ
・地区回覧チラシ、防災行政無線での呼びかけ
・校内放送（大学・高等学校）
※高等学校２校では、投票日前に選挙に関する講義と模擬選挙を実施



（概要）投票区再編に伴い、山間部における支援策としてミニバンにより複数個所で移動期日前投票所を開設

岐阜県御嵩町における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・綱木グランド 令和３年10月23日（土） 10：00～ 13：00
・津橋公民館 令和３年10月23日（土） 14：00～ 17：00 

会場の導線に混乱が生じないよう一人ずつ受付及び投票を行った。
雨天時でも投票所が開設できるようテント又は車庫内で受付を行った。

57名
（対象地域における有権者数：1,489人）



高齢者の投票機会拡充と投票率の向上を目的に、市内山間地域に所在する２か所の団地においてノンステップバス
を利用し、令和元年の参議院議員選挙から試験的に移動期日前投票を実施している。

静岡県熱海市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・県営七尾団地 令和３年１０月３０日（土） １０：００～１２：００
・市営中野団地 令和３年１０月３０日（土） １４：００～１６：００

ノンステップバス利用、テント設営等による混雑時待合スペースの確保

・県営七尾団地 ７６名（対象地域を含む投票区の名簿登録者数 ９７５人）
・市営中野団地 ３７名（ 〃 １，８３５人）



（概要） 新型コロナウイルス感染症対策のため、令和２年４月２６日執行の衆議院小選挙区選出議員補欠選挙（静岡
県第４区）から実施

静岡県富士宮市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・下稲子区公民館 令和３年１０月２０日（水） １０：００～ １２：００
・上稲子区区民館 令和３年１０月２０日（水） １３：３０～ １５：３０
・芝川B&G海洋センター 令和３年１０月２１日（木） １０：００～ １２：００
・麓の森の大きなお家まほろば 令和３年１０月２２日（金）１０：００～１２：００
・井之頭小学校根原分校 令和３年１０月２２日（金） １３：３０～１５：３０
・井之頭区民館 令和３年１０月２３日（土）１０：００～１２：００
・人穴小学校 令和３年１０月２３日（土） １３：３０～１５：３０

・手指消毒用アルコールの設置及び筆記具の消毒

７３名
（対象地域における有権者数：２，５８０人）

期日 投票所 時間

１０月２０日（水）
１０月２７日（水）

下稲子区公民館 １０：００～１２：００

上稲子区区民館 １３：３０～１５：３０

１０月２１日（木）
１０月２８日（木）

富士宮市芝川B&G海洋センター １０：００～１２：００

１０月２２日（金）
１０月２９日（金）

麓の森の大きなお家まほろば １０：００～１２：００

井之頭小学校根原分校 １３：３０～１５：３０

１０月２３日（土）
１０月３０日（土）

井之頭区民館 １０：００～１２：００

市立人穴小学校 １３：３０～１５：３０



（概要）各種選挙の執行経費の節減と選挙事務の効率化を図るため、平成31年に市内中山間地の投票区において統
廃合を行い、これにより投票区を廃止した地区へ移動期日前投票所を設置している。

静岡県伊豆の国市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・長者原公民館 令和３年10月21日（木） 10：00 ～ 11：30
・田原野公民館 令和３年10月26日（火） 10：00 ～ 11：30
・下畑公民館 令和３年10月26日（火） 14：00 ～ 15：30

廃止した選挙区は、投票所から遠く移動手段も限られることから、それまで
の投票所であった各地区の公民館において、ワンボックスカーによる移動
期日前投票所を設置している。

52名
（対象地域における統廃合前の有権者数：

下畑公民館117名、田原野公民館140名、長者原公民館94名）

※写真は平成29年執行静岡県知事選挙における
試行の様子です。



（概要）大型路線バス車両を利用した移動期日前投票所を開設し、市内大学や商業施設などを巡回した。

愛知県豊橋市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・愛知大学豊橋校舎（10/27(水)AM10〜PM 2）
・イオン豊橋南店(10/27(水)PM 4〜PM 8)
・豊橋創造大学(10/28(木)AM10〜PM 2)
・道の駅とよはし(10/28(木)PM 4〜PM 8)
・豊橋技術科学大学(10/29(金)AM10〜PM 2)
・豊橋駅南口駅前広場(10/29(金)PM 4〜PM 8)

・ノンステップバスを採用し、乗り降りしやすいよう配慮

・愛知大学豊橋校舎（368人）
・イオン豊橋南店(665人)
・豊橋創造大学(182人)
・道の駅とよはし(503人)
・豊橋技術科学大学(519人)
・豊橋駅南口駅前広場(555人)
（対象地域における有権者数：298,890人）

↑豊橋技術科学大学における様子

↑豊橋駅南口駅前広場における様子



（概要）投票区を統合した際に、従来の投票所が廃止されることになった地域を対象に移動期日前投票所を設置して
いる。

奈良県五條市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

移動期日前投票所（車）は天候の影響を受けやすいため、宣誓書の記載や
選挙人の待機場所として、地域の集会所等を設置場所に選定している。

大塔町内 １４人 （対象地域における有権者数：２２３人）
西吉野町内 ２８人 （対象地域における有権者数：５７人）

※写真は令和元年参院選のもの。

令和３年１０月２１日（木） 大塔町内

篠原集会所 ９：００ ～ ９：３０

中井傍示集会所 １０：１５ ～ １０：４５

宇井防災コミュニティセンター １１：１５ ～ １１：４５

引土集会所 １３：３０ ～ １４：００

阪本集会所 １４：３０ ～ １５：００

天辻集会所 １５：３０ ～ １６：００

令和３年１０月２２日（金） 西吉野町内

川股地区高齢者福祉センター ９：００ ～ ９：３０

宗桧公民館西日裏分館 １０：００ ～ １０：３０

勢井集会所 １１：００ ～ １１：３０

大峯・桧川迫集会所 １３：３０ ～ １４：００



（概要）一部地域において、選挙人名簿登録者数が年々減少しており、投票管理者・立会人を確保することが難しくな
るなど、当日投票所の維持が困難な状況にあったため、移動期日前投票所を導入した。

和歌山県新宮市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・新宮市鎌塚集会所 令和３年１０月２１日（木） ０９：４５～ １０：００
・新宮市滝本集会所 令和３年１０月２１日（木） １０：４５～ １１：００
・個人宅前倉庫横 令和３年１０月２１日（木） １３：１５～ １３：４５

令和３年１０月２８日（木） ０９：３０～ １０：００
・玉置口集会所跡地 令和３年１０月２１日（木） １４：２０～ １５：００
・四滝集会所跡地 令和３年１０月２１日（木） １５：３５～ １６：３５

令和３年１０月２８日（木） １０：３０～ １０：５０

移動期日前投票所の実施場所について、事前に当該地域の選挙人の意見
を確認した上で、実施場所の選定を行った。

２７名
（対象地域における有権者数：５１人）



和歌山県有田川町では、平成３０年に投票区統合を行ったため、平成３０年１１月の和歌山県知事選挙より移動期日
前投票所を導入し、投票所からの距離が遠距離となっている選挙人等への投票機会の確保に努めている。

和歌山県有田川町における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

●実施日：令和３年１０月３０日（土）
●実施時間、場所
○有田川町第一移動期日前投票所

・宇井苔へき地集会所 ８：００～ ９：３０
・谷地区集会所 １１：００～ １２：３０
・生石区民館前駐車場 １５：３０～ １７：００

○有田川町第二移動期日前投票所
・清水公民館上湯川分館 １０：３０～ １２：００
・遠井区山椒集荷所 １５：００～ １６：３０

・車いすや体の不自由な方への対応においては、職務代理者
および事務従事者による介助を実施。

○有田川町第一移動期日前投票所
・３１人（対象地域における有権者数：１５５人）

○有田川町第二移動期日前投票所
・１８人（対象地域における有権者数：７０人）



（概要）投票所統合の代替案として、旧投票所など10ヶ所で、日時を限定し、ワゴン車による移動期日前投票所を開設
している。

島根県浜田市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・畑集会所 令和３年１０月２８日（木） ９：３０～１０：３０
・山賀集会所 令和３年１０月２８日（木） １１：００～１１：３０
・小角集会所 令和３年１０月２８日（木） １３：００～ １４：００
・横谷集会所 令和３年１０月２８日（木） １４：３０～ １５：３０
・程原上集会所 令和３年１０月２８日（木） １６：００～ １６：３０
・黒沢集会所 令和３年１０月２９日（金） ９：３０～ １０：３０
・的野集会所 令和３年１０月２９日（金） １１：００～ １２：００
・田野原上集会所 令和３年１０月２９日（金） １３：３０～ １４：００
・熊の山集会所 令和３年１０月２９日（金） １４：３０～ １５：００

投票所を統廃合する代替策として、距離が遠くなり交通手段の確保が難し
い選挙人の投票機会の確保を図る。

６８名
（対象地域における有権者数：１０７人）



萩市において、有権者数の減少、投票立会人の確保の難しい投票区があること等から投票区の再編及び選挙人への投票機会の確保について検討

を行い、平成３１年度に試験的に移動期日前投票所を導入した。また、令和２年４月以降執行される選挙から本格的に実施した。

山口県萩市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・第１移動期日前投票所
田万川～むつみ地域
尾浦地区集落排水処理場駐車場など３ヶ所 10月28日（木） 10：00～ 15：00

萩地域
今古萩老人憩いの家駐車場など３ヶ所 10月29日（金) 9：00～16：30

川上地域
立野集会所駐車場など４ヶ所 10月30日（土） 9：30～16：30

・第２移動期日前投票所
萩地域

萩市白水会館駐車場など３ヶ所 10月29日（金） 9：00～14：00
旭地域

矢代公民館駐車場など４ヶ所 10月30日（土） 9：00～16：30

車両を２台使用し、段差のある場所を避け、投票所から離れた集落を中心に、１箇
所３０分から１時間３０分程度と短時間ではあるが、多くの場所で開設した。

２８６名
（対象地域における有権者数：９，６９８人）



対象地域の有権者数の減少等により投票所の統合を行ったが、新たな投票所が遠距離となることから、ワゴン車で対
象地域に出向く移動期日前投票所を開設した。

徳島県三好市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・西祖谷消防団第６分団（小祖谷）詰所
令和３年１０月２６日（火） 14：00～ 15：00

昇降用踏台を設置して、車内に乗り込むための段差解消を行っている。

２名
（対象地域における有権者数：３人）



投票所への交通手段が困難な有権者の投票機会を確保する事を目的として、期日前投票所から距離のある小規模
な投票区（山間部）を対象として開設時間を限定した移動式の投票所（ワゴン車）を巡回

愛媛県四国中央市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・新宮、切山地区 10月23日（土） 8:30～15：00 少年自然の家寺内分館、
古野集会所、切山集会所（3箇所）

・嶺南地区 10月24日（日） 8：30～ 16：00 上猿田集会所、
豊坂公民館、中尾集会所、林業研修センター、
上小川集会所、長野集会所（6箇所）

・プライバシー対策として、簡易テントを設置し、周りに白い布を目隠しにし
た

60名
（対象地域における有権者数：390人）



（概要） 箱バンで いざ！投票箱を運ばん
山間部の狭隘な道に合わせた車種を利用して、住民の投票機会を確保

高知県香美市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・笹休暇村直売所 令和3年10月26日（火） 9：30 ～ 10：30
・黒代公会堂 令和3年10月26日（火） 11：10 ～ 12：00 
・平井公会堂 令和3年10月26日（火） 12：30 ～ 13：20
・塩公会堂 令和3年10月26日（火） 14：00 ～ 15：00
・日ノ地公会堂 令和3年10月26日（火） 15：15 ～ 16：15
・久保川集会所 令和3年10月27日（水） 9：00 ～ 10：00
・大法寺公民館 令和3年10月27日（水） 11：00 ～ 13：00
・樫谷公民館 令和3年10月27日（水） 14：00 ～ 15：00

対象地区は、山間部に位置しており、道路が狭隘であることから、他の事
例で採用されている大型車での実施は困難な状況にある。そこで、公用車
として使用している箱バンを移動投票車として採用し、各地区に向かってい
る。

63名
（対象地域における有権者数：169人）



（概要） 高知県北川村は面積が広く、過去には７投票区を有していた。しかし人口減少や高齢化により立会人への負
担が大きくなったので、有権者数が20人以下となった投票区を別の投票区と合併した。この事によりかかる有権者へ
の負担を軽減するため、平成31年度執行の高知県知事選挙より移動期日前投票所を設置している。

高知県北川村における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・１０月２６日（火） ９：３０～１０：３０ 久木小松様宅前広場
１１：００～１２：００ 弘瀬橋西詰
１３：３０～１４：３０ 安倉水道施設前
１５：００～１６：００ 菅ノ上公民館前

・投票者に負担がかからないよう、地区ごとに投票所を設定している
・移動期日前投票所についてのチラシを作成し郵便にて配布した
・前日や当日にも村内放送にて投票の啓発を行っている

７名
（対象地域における有権者数：１８人）



（概要）吾北地区の１０会場を対象に巡回し投票機会を確保。平成１９年の投票所統合で投票所がなくなり、投票所ま
で交通手段の確保が難しい選挙人を対象に、地元等からの要望により、平成３１年執行の高知県議会議員選挙から
実施。

高知県いの町における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・十田集会所 令和３年１０月２５日（月） ９：００～ ９：３０
・大野内集会所 令和３年１０月２５日（月） １０：００～１０：３０
・打木集会所 令和３年１０月２５日（月） １１：００～１１：３０
・高樽集会所先地 令和３年１０月２５日（月） １３：３０～１４：００
・奥大野集会所 令和３年１０月２５日（月） １４：４５～１５：００

・南越集会所先地 令和３年１０月２６日（火） ９：００～ ９：３０
・成川集会所先地 令和３年１０月２６日（火） １０：２０～１０：５０
・西川集会所 令和３年１０月２６日（火） １１：１０～１１：４０
・槇川集会所 令和３年１０月２６日（火） １３：１０～１３：４０
・安望分水第一発電所 令和３年１０月２６日（火） １４：００～１４：３０

・体の不自由な方へ事務従事者による介助を実施。
・雨天時には簡易テントを設置。

６４名
（対象地域における有権者数：９２０人）



投票所を廃止した地区の投票者を対象に自動車を利用した移動期日前投票所を開設。投票所までの交通手段の確
保が難しい選挙人への投票機会を確保。

高知県越知町における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

令和3年10月23日（土）
・9：30～13：30 （４箇所）

令和3年10月25日（月）
・9：00～11：30 （3箇所）

車のトランクルームを記載所とすることで車いすや体の不自由な
方に配慮した。天候に応じ簡易テントを使用した。

令和3年10月23日（土）：18名（対象地域における有権者数：43人）

令和3年10月25日（月）：9名（対象地域における有権者数：23人）



（概要）支所機能の縮小に伴う富士支所期日前投票所出張所（４か所）の廃止により、平成２７年４月の佐賀県議会議
員選挙から、富士支所期日前投票所と各地区とを結ぶ無料シャトルバスを運行していた。しかし、利用者が伸びず地
元から移動期日前投票所を要望する声が出たため、令和元年７月２１日執行参議院議員通常選挙から試行的に移動
期日前投票所を設置するに至った。今回で３回目の実施となる。※路線バスを借上げ投票所して利用

佐賀県佐賀市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・市川公民館 令和３年１０月２３日（土） ９：３０～ １１：３０
・杉山公民館 令和３年１０月２３日（土） １３：３０～ １４：３０
・下関屋公民館 令和３年１０月２４日（日） ９：３０～ １１：３０
・富士支団第４分団第２１部消防格納庫

令和３年１０月２４日（日）１３：３０～１４：３０

・自治会を通じて実施告知ビラの頒布
・自治会を通じて当日町内放送での案内

１９１名（対象地域における有権者数：５６４人）

以下、各実施場所別投票者数（対象地域における有権者数）
・市川公民館 ６４名（１８８人）
・杉山公民館 ４０名（９８人）
・下関屋公民館 ５２名（１６１人）
・富士支団第４分団第２１部消防格納庫 ３５名（１１７人）



（概要）高齢者、身体が不自由な方への選挙の機会を増やすため、巡回車を運行する。

長崎県平戸市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

○山野公会堂駐車場 R3.10.25（月） 10：00～12：00
〇飯良町公会堂駐車場 R3.10.25（月） 13：30～15：30
〇田崎公会堂駐車場 R3.10.26（火） 10：00～12：00
〇神鳥公会堂駐車場 R3.10.26（火） 13：30～15：30
〇船木公会堂駐車場 R3.10.27（水） 10：00～12：00
〇大志々伎町公会堂駐車場 R3.10.27（水） 13：30～15：30
〇上中津良町公会堂駐車場 R3.10.28（木） 10：00～12：00
〇敷佐町公会堂駐車場 R3.10.28（木） 13：30～15：30
〇高越町公会堂駐車場 R3.10.29（金） 10：00～12：00
〇春日公民館駐車場 R3.10.29（金） 13：30～15：30

荒天時対策等のために公民館の建物内も開放した。

162名
（対象地域における有権者数：676人）



（概要）投票区の見直しを行い、当日投票所を廃止した地区へ移動期日前投票所を開設

長崎県対馬市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

貸切バスにより、地区を巡回

・第１移動期日前投票所
令和３年１０月２７日（水） 黒瀬住民センター前 ９時３０分～１１時３０分 住吉バス停付近 １４時００分～１６時００分
令和３年１０月２８日（木） 島山通学バス待合所前 ９時００分～１１時００分

赤島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ付近 １３時１０分～１４時１０分 赤島バス停付近 １５時００分～１６時００分
令和３年１０月２９日（金） ひかげ橋前 ９時３０分～１１時３０分 尾浦バス停付近 １４時００分～１６時００分

・第２移動期日前投票所
令和３年１０月２７日（水） 貝鮒バス待合所前 １０時００分～１２時００分 貝口バス待合所前 １４時３０分～１６時３０分
令和３年１０月２８日（木） 青海バス待合所前 １０時００分～１２時００分 津柳スクールバス待合所前 １４時３０分～１６時３０分
令和３年１０月２９日（金） 銘地区消防格納庫付近 １０時００分～１２時００分 志多浦生活館前 １４時３０分～１６時３０分

・第３移動期日前投票所
令和３年１０月２７日（水） 芦見浜バス停前 １０時００分～１２時００分 五根緒漁村センター前 １３時３０分～１５時３０分
令和３年１０月２８日（木） 小崎氏住宅裏 １０時００分～１２時００分 佐護氏住宅前 １４時３０分～１６時３０分
令和３年１０月２９日（金） 田ノ浜地区多目的研修集会施設前 １０時００分～１２時００分

越高地区集落センター前 １４時３０分～１６時３０分

・第１移動期日前投票所 ５２人 （有権者数１９４人）
・第２移動期日前投票所 ７０人 （有権者数１７８人）
・第３移動期日前投票所 ９０人 （有権者数２１１人）



平成３０年度実施した投票区見直しにより当日投票所７１か所を５３か所に統廃合したことで、投票所が無くなった１
９か所のうち１７か所と、ある程度の集落ではあるが今まで投票所が無かった７か所に投票機会の確保及び拡充の観
点から先進事例（島根県浜田市、平戸市）を参考に移動期日前投票所を導入した。

長崎県五島市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

【1号車】
・椿の里 R3年10月28日（木） 8：30～10：30
・猪之木町内公民館 R3年10月28日（木） 11：30～13：30
・蕨町内公民館 R3年10月28日（木） 14：30～16：30
・丹奈集会所 R3年10月29日（金） 9：00～11：00
・布浦集会所 R3年10月29日（金） 12：00～14：00
・繁敷地区集会施設 R3年10月29日（金） 15：30～17：30
・宮原町内公民館 R3年10月30日（土） 9：00～11：00
・観音平三叉路 R3年10月30日（土） 11：30～12：30
・大曽根神社前 R3年10月30日（土） 13：00～14：00
・黒蔵公民館 R3年10月30日（土） 15：30～17：30
【2号車】
・太田地区集会施設 R3年10月28日（木） 9：00～11：00
・琴石地区集会施設 R3年10月28日（木） 12：00～14：00
・丸子地区構造改善センター R3年10月28日（木） 15：00～17：00
・雨通宿町内公民館 R3年10月29日（金） 9：00～11：00
・上の平集会所 R3年10月29日（金） 12：30～14：30
・小川生活館 R3年10月29日（金） 15：30～17：30
【3号車】
・永這集会所 R3年10月27日（水） 9：00～11：00
・汐池集会所 R3年10月27日（水） 12：00～14：00
・矢神集会所 R3年10月27日（水） 15：00～17：00
・東風泊集会所 R3年10月28日（木） 9：00～11：00
・椿原バス停前 R3年10月28日（木） 12：00～14：00
・南越集会所 R3年10月28日（木） 15：00～17：00
・前島地区集会室 R3年10月29日（金） 9：00～11：00
・大串町内公民館 R3年10月29日（金） 14：00～17：00

投票区見直しにより当日の投票所が近隣の投票所に統合さ
れた地区及び元々近くに投票所はないが一定の集落が形成
されている地区に対し移動期日前投票を短時間開設すること
で投票環境に配慮した、

３４３名
（対象地域における有権者数：９１５人）



（概要）山間部の投票区統合に伴う投票支援としてR１参議選から実施。Ｒ３年からはＲ２年７月豪雨により被災し統合
した投票区への投票支援のため開設箇所を増設。１０人乗りワゴン車を投票所とし市内２地域１６か所で開設している。

熊本県八代市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・坂本地区 ３年１０月２０日（水） ９：００～ １７：００（４か所）
・坂本地区 ３年１０月２１日（木） ９：００～ １７：００（４か所）
・坂本地区 ３年１０月２２日（金） ９：００～ １５：００（３か所）
・泉地区 ３年１０月２５日（月） １０：００～ １５：４５（３か所）
・泉地区 ３年１０月２６日（火） １０：３０～ １４：００（２か所）

・車内に乗り込みやすいようステップを設置。
・職務代理者及び事務従事者による介助の実施。
・LTE閉域回線を用いた投票システムによる二重投票防止。
・雨天時及び寒暖対策のため乗降口に簡易テントを設置。
・記載台にプライバシー保護パネルを設置。

１４９人
（対象地域における有権者数：１，５０２人）



投票所までの距離が４km以上離れている行政区を対象とし、ハイエースを使用した移動期日前投票所を市内４カ所
に設置することで、高齢者等をはじめとした移動が困難な選挙人への投票機会を提供。

熊本県上天草市における移動期日前投票所の取組

３ 選挙人の投票環境に配慮した取組

２ 投票者数（令和３年衆院選）

１ 実施日時・実施場所

（１） 乗合タクシー乗降所(山﨑様宅前)横広場（大作山行政区）

令和３年１０月２４日（日） ９：３０～１１：３０
（２） 白涛地区ごみステーション横広場（白涛行政区）

令和３年１０月２７日（水） ９：３０～１１：３０
（３） 後山地区神社横広場（後山行政区）

令和３年１０月２８日（木） ９：３０～１１：３０
（４） 竜王宮（園部）横広場（星平行政区）

令和３年１０月２８日（木） １４：００～１６：００

（１） 車内に乗車する際の段差解消を図るため、スロープを設置。
（２） スロープで乗車できない場合は、事務従事者の介助による乗車。
（３） 記載台にプライバシー保護パネルを設置し、投票の秘密を保持。
（４） 雨天時等の対策のため、乗降口にテントを設置。
（５） 受付待機時の待合スペース間隔を確保し、新型コロナウイルス感染

症対策を実施。

合計 ７３人（対象地域における有権者数：２９９人）

（１） 大作山行政区 ６人（対象地域における有権者数：５７人）
（２） 白涛行政区 ３２人（対象地域における有権者数：１２２人）
（３） 後山行政区 １４人（対象地域における有権者数：３３人）
（４） 星平行政区 ２１人（対象地域における有権者数：８７人）



（概要）期日前投票期間中である10月26日～29日の4日間において、当日投票所のうち14ヶ所に期日前投票所を一時
的に設置する。

熊本県多良木町における移動期日前投票所の取組

○実施日時・実施場所

１ 多良木・久米地区移動式期日前投票所
・久米公民館 令和３年10月26日（火） 9：00～ 10：00
・葛沢公民館 令和３年10月26日（火） 10：30～ 11：30
・赤坂集落センター 令和３年10月26日（火） 12：00～ 13：00
・横馬場集落センター 令和３年10月26日（火） 13：30～ 14：30
・久米６区公民分館 令和３年10月26日（火） 15：00～ 16：00

２ 多良木・黒肥地地区移動式期日前投票所
・多良木10区の2公民分館 令和３年10月27日（水） 9：00～ 10：00
・小川公民館 令和３年10月27日（水） 10：30～ 11：30
・黒肥地公民館 令和３年10月27日（水） 13：30～ 14：30
・大久保公民分館 令和３年10月27日（水） 15：00～ 16：00

３ 多良木・黒肥地地区移動式期日前投票所
・宮ヶ野小学校 令和３年10月28日（木） 9：00～ 10：00
・栖山公民館 令和３年10月28日（木） 10：30～ 11：30
・東光寺公民館 令和３年10月28日（木） 13：30～ 14：30
・柳野集落センター 令和３年10月28日（木） 15：00～ 16：00

４ 槻木地区移動式期日前投票所
・槻木公民館 令和３年10月29日（金） 12：30～ 14：30



○選挙人の投票環境に配慮した取組

当日投票所（14ヶ所）のある場所に対する移動式期日前投票所の設置

○投票者数（令和３年衆院選）

68名
（対象地域における有権者数： 5,394人）（令和３年10月31日）



（概要）

宮崎県都城市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・後川内農業者集会所 令和3年10月25日（月）午前9時30分～午前11時00分
・渡司自治公民館 令和3年10月25日（月） 午後1時00分～午後2時30分
・荒川内自治公民館 令和3年10月25日（月） 午後3時30分～午後5時00分
・下川内自治公民館 令和3年10月26日（火） 午前9時30分～午前11時00分
・上川内自治公民館 令和3年10月26日（火） 午後1時00分～午後2時30分

（中村分館）
･大塚営農研修館 令和3年10月26日（火） 午後3時30分～午後5時00分
・田辺公民館 令和3年10月27日（水）午前9時30分～午前11時30分
・岩屋野公民館 令和3年10月27日（水）午後2時00分～午後4時00分

・雨天・熱中症対策のために簡易テントの設置
・車椅子の方に対応するためにスロープの設置

・西岳地区（後川内･渡司・荒川内・下川内･上川・内大塚） ９０名
（対象地域における有権者数：８３５人）

・有水地区（田辺･岩屋野） ３０名
（対象地域における有権者数：３３６人）

投票所の統廃合により、影響を受ける高齢者や移動手段を持たない有権者に対し、投票の便宜を図るために市の公用
車を投票所とみなし、車内で投票できるものです。3日間で２地区８ヶ所において開設しています。



（概要）令和２年の投票区見直しの際、投票率の低下が懸念されたことから、廃止された投票所を主に移動期日前投
票所を開設し、交通手段のない高齢者等の投票機会の確保に努めている。

鹿児島県薩摩川内市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・土川集会所 令和３年１０月２５日（月） ９：３０～１１：３０
・鹿児島純心女子大学 〃 １３：００～１５：００
・楠元農業就業改善センター １０月２６日（火） １０：００～１１：００
・白浜自治会館 〃 １１：３０～１２：３０
・別府原広報研修館 〃 １４：００～１５：００
・川底集会所 〃 １６：００～１７：００
・水引中学校屋内運動場 〃 １８：００～１９：００
・荒川内集落センター １０月２７日（水） ９：００～１０：００
・五社上構造改善センター 〃 １０：３０～１１：３０
・司野自治公民館 〃 １３：００～１４：００
・樋脇地区コミ協南集会所 〃 １５：００～１６：００
・村子田自治館 〃 １６：３０～１７：３０
・市民ふれあい農園研修館 １０月２８日（木） ９：３０～１０：３０
・蒲生原集落センター 〃 １１：００～１２：００
・原公民館 〃 １３：３０～１４：３０
・黒木浦集会施設 〃 １５：３０～１６：３０
・副田小学校 〃 １７：３０～１８：３０

高セキュリティモバイル通信による選挙人名簿の照合を行い、正確かつ迅
速な投票受付をおこなっている。

利用者数：３３８名



（概要） 投票所の統廃合により、投票所までの距離が２ｋｍ以上離れた交通手段の確保が困難な選挙人への投票機
会を確保するため、ワゴン車を活用し３日間で１２施設を巡回する移動期日前投票所を設置した。

鹿児島県南さつま市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・高倉地区集会施設 令和３年１０月２７日（水） ９：００～１０：００
・舞敷野公民館 令和３年１０月２７日（水） １１：００～１２：００
・東山地区集会施設 令和３年１０月２７日（水） １４：００～１５：００
・鳳凰高等学校 令和３年１０月２７日（水） １６：３０～１８：３０

・干河区公民館 令和３年１０月２８日（木） ９：００～１０：００
・上野集会所 令和３年１０月２８日（木） １１：００～１２：００
・榊研修館 令和３年１０月２８日（木） １４：００～１５：００
・太郎木場公民館 令和３年１０月２８日（木） １６：００～１７：００

・田ノ平地区集会センター 令和３年１０月２９日（金） ９：００～１０：００
・京田農村振興研修センター 令和３年１０月２９日（金） １１：００～１２：００
・高橋公民館 令和３年１０月２９日（金） １４：００～１５：００
・鉄山地区構造改善センター 令和３年１０月２９日（金） １６：００～１７：００

・体の不自由な方への対応について、事務従事者による介助の実施。
・投票開始時刻前や混雑時の待機場所として、施設の一部を借用。

４６９名
（対象地域における有権者数：１，９７６人）



（概要） 投票区の再編により投票所を30箇所減らしたことに伴い，小型バスを利用した移動期日前投票所を開設した。
移動期日前投票所は２台の小型バスで同時刻に２か所開設し，５日間で合計29箇所開設する。

南九州市における移動期日前投票所の取組

○実施日時・実施場所

・上出集会施設，東垂水集落センター 令和３年10月25日（月） 9:00～11:00
・谷場営農研修センター，大隣集落センター 令和３年10月25日（月） 12:00～14:00
・栫山営農研修館，西塩屋公民館 令和３年10月25日（月） 15:00～17:00
・横井場公民館，宮中広報研修施設 令和３年10月26日（火） 9:00～11:00
・新牧公民館，永田研修館 令和３年10月26日（火） 12:00～14:00
・雪丸公民館，田部田研修館 令和３年10月26日（火） 15:00～17:00
・耳原公民館，小野公民館 令和３年10月27日（水） 9:00～11:00
・松永公民館，両添公民館 令和３年10月27日（水） 12:00～14:00
・加治佐多目的集会施設，古殿公民館 令和３年10月27日（水） 15:00～17:00
・厚地広報研修館，総合地域施設下山田研修館 令和３年10月28日（木） 9:00～11:00
・山下集落農事集会所，東研修施設 令和３年10月28日（木） 12:00～14:00
・折尾みどり館，野間大久保広報研修施設 令和３年10月28日（木） 15:00～17:00
・上別府集落センター，大谷地区営農研修館 令和３年10月29日（金） 9:00～11:00
・松久保集落センター，小河路農村公園 令和３年10月29日（金） 12:00～14:00

・瀬世地区研修館 令和３年10月29日（金） 15:00～17:00



南九州市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

・バス昇降時の負担を軽減できるように，乗口にステップを設置。
・バス車外に整理係を配置し，選挙人へ円滑な入退場を案内。

・頴娃地域：400名
（対象地域における有権者数：9,238人）

・知覧地域：264名
（対象地域における有権者数：9,098人）

・川辺地域：249名
（対象地域における有権者数：10,317人）



（概要）選挙人が少なく、バリアフリーに対応していない投票所を廃止し、存続する投票所へ統合したため、当面の間
移動式期日前投票として、ワゴン車で廃止した投票所を巡回し、選挙人の便宜を図る。

鹿児島県伊佐市における移動期日前投票所の取組

○選挙人の投票環境に配慮した取組

○投票者数（令和３年衆院選）

○実施日時・実施場所

・令和３年１０月２２日（金）～２４日（日） （３日間）
１日に５箇所の集会施設敷地等 全日程１５箇所
８：３０～ １６：３０ うち１会場１時間程度

事前に対象自治会を示した日程表を配布。
自治会加入者は自治会を経由で配布し、未加入者には郵送。

３３８名
（対象地域における有権者数：１，６１８人）


