
※上記2日間の出勤となります。
※日曜日の休憩時間は業務の状況により60分を分けてとることもあります。

日給：3,550円(交通費込）

お名前のご記入も必ずお願いいたします。

1.当日業務

2.開票業務
期間：3月21日(日)

勤務時間：21：10～23：10 (休憩なし)

千葉県知事選挙等 当日・開票所 一覧

この度、3月21日(日)に行われる千葉県知事選挙等の当日・開票所スタッフ募集のお知らせです。

期間：3月20日(土)～3月21日(日)

勤務時間：3/20 9：00～17：00のうち2時間 3/21 6：30～20：30(休憩1時間)
※土曜日の設営時間は直前まで確定しない為、終日対応が可能なことを前提でご応募ください

ハガキは必ず半紙を切取りコスモス行のみをご返信下さい。

就業場所を問わず2日間勤務で16,710円(交通費込)とさせていただきます。

次のページの就業場所を確認の上ハガキに記入をお願いいたします。

記入後3月10日(月)必着となるようポストへ投函をお願いいたします。
※お電話での受け付けはしておりませんのでご了承くださいませ。



駅からの 車 駅からの 車
所有時間 × 所有時間 ×

101 中央区役所（きぼーる1F） 中央4-5-1 葭川公園 徒歩4分 × 211 朝日ケ丘小学校 朝日ヶ丘2-6-1 新検見川 徒歩23分

102 千葉県庁中庁舎 市場町1-1 県庁前 徒歩4分 212 西小中台小学校 西小中台3-1 新検見川 徒歩22分

103 新宿小学校 新宿2-15-1 千葉 徒歩7分 × 213 さつきが丘東小学校 さつきが丘1-7 新検見川 徒歩43分

104 登戸小学校 登戸2-11-1 千葉 徒歩7分 × 214 さつきが丘西小学校 さつきが丘2-14 新検見川 徒歩41分

105 三和会館 汐見丘町4-8 西登戸 徒歩3分 × 215 犢橋小学校 犢橋町774 八千代台 徒歩54分

106 松波公民館 松波2-22-35 西千葉 徒歩9分 × 216 長作小学校 長作町1273 実籾 徒歩13分

107 弁天小学校 弁天1-21-2 千葉 徒歩11分 217 作新小学校 作新台7-2-1 実籾 徒歩24分

108 椿森中学校 椿森4-1-1 東千葉 徒歩11分 218 花見川第３小学校 花見川1-1 八千代台 徒歩28分

109 東千葉住宅地５自治会集会所 東千葉1-5-5 東千葉 徒歩11分 × 219 花島小学校 花見川8-1 八千代台 徒歩33分

110 院内小学校 祐光1-25-3 東千葉 徒歩9分 × 220 旧花見川第２小学校 花見川6-1 八千代台 徒歩27分

111 院内小学校 祐光1-25-3 東千葉 徒歩9分 × 221 花見川小学校 花見川4-1 八千代台 徒歩16分

112 鶴沢小学校 鶴沢町21-1 千葉中央 徒歩20分 222 柏井小学校 柏井4-48-1 京成大和田 徒歩9分

113 都小学校 都町1129 東千葉 徒歩33分 223 横戸小学校 横戸町1005 勝田台 徒歩34分

114 星久喜小学校 星久喜1060 大森台 徒歩24分 224 こてはし台小学校 こてはし台2-28-1 勝田台 徒歩49分

115 葛城中学校 葛城2-9-1 本千葉 徒歩20分 225 犢橋中学校 三角町656-2 八千代台 徒歩58分

116 末広中学校 末広2-10-1 本千葉 徒歩15分 × 226 瑞穂小学校 瑞穂1-2 検見川 徒歩23分

117 寒川小学校 寒川町1-205 本千葉 徒歩12分 227 大日町会館 大日町1270 四街道 徒歩49分

118 蘇我保育所 蘇我2-3-18 蘇我 徒歩16分 × 228 作新小学校 作新台7-2-1 実籾 徒歩24分

119 蘇我小学校 今井3-15-32 蘇我 徒歩6分

120 蘇我中学校 白旗1-5-3 蘇我 徒歩12分 駅からの 車

121 宮崎小学校 宮崎2-3-13 蘇我 徒歩11分 所有時間 ×

122 大森小学校 大森268 大森台 徒歩10分 301 稲毛区役所 穴川4-12-1 穴川 徒歩7分

123 松ケ丘中学校 松ヶ丘町440 大森台 徒歩8分 302 千草台小学校 天台5-11-1 穴川 徒歩9分

124 松ケ丘小学校 松ヶ丘町580 大森台 徒歩14分 303 千草台中学校 千草台2-3-1 穴川 徒歩12分

125 仁戸名小学校 仁戸名町380 大森台 徒歩20分 304 都賀小学校 作草部町938 作草部 徒歩10分

126 川戸小学校 川戸町450 大森台 徒歩30分 305 轟町小学校 轟町3-4-30 天台 徒歩8分

127 大巌寺小学校 大厳寺町375 大森台 徒歩19分 306 弥生小学校 弥生町3-18 みどり台 徒歩4分

128 生浜東小学校 生実町1928 学園前 徒歩19分 307 緑町小学校 緑町2-13-1 みどり台 徒歩3分

129 生浜西小学校 塩田316-1 浜野 徒歩19分 308 緑町中学校 緑町2-3-1 みどり台 徒歩5分

130 村田町公会堂 村田町305-1 浜野 徒歩12分 × 309 稲丘小学校 稲丘町19-30 京成稲毛 徒歩11分

131 都保育所 都町2-26-5 千葉中央 徒歩28分 × 310 稲毛小学校 稲毛町5-534-5 京成稲毛 徒歩8分 ×

132 新宿中学校 問屋町1-73 千葉みなと 徒歩12分 × 311 小中台南小学校 小中台8-15-1 稲毛 徒歩17分

312 小中台小学校 小中台6-34-1 稲毛 徒歩10分 ×

駅からの 車 313 小中台小学校 小中台6-34-1 稲毛 徒歩10分 ×

所有時間 × 314 園生小学校 小仲台9-30-1 稲毛 徒歩21分 ×

201 花園小学校 花園4-1-2 新検見川 徒歩11分 315 園生小学校 小仲台9-30-1 稲毛 徒歩21分 ×

202 花園中学校 花園4-1-1 新検見川 徒歩9分 316 あやめ台小学校 園生町446-1 スポーツセンター 徒歩9分

203 検見川小学校 検見川町3-322-23 新検見川 徒歩10分 317 稲毛ﾌｧﾐｰﾙﾊｲﾂ集会所 柏台1-5-111 スポーツセンター 徒歩25分 ×

204 幕張小学校 幕張町4-781 京成幕張 徒歩6分 318 宮野木小学校 宮野木町2100 スポーツセンター 徒歩30分

205 幕張南小学校 幕張町3-7718 京成幕張 徒歩14分 319 草野中学校 園生町1397 スポーツセンター 徒歩26分

206 西の谷小学校 幕張本郷3-22-6 幕張本郷 徒歩14分 320 長沼原台自治会館 長沼原町942-182 スポーツセンター 徒歩42分 ×

207 上の台小学校 幕張本郷4-8-1 幕張本郷 徒歩16分 321 山王小学校 山王町121 四街道 徒歩33分

208 幕張小学校 幕張町4-781 京成幕張 徒歩6分 322 山王公民館 六方町55-29 四街道 徒歩21分 ×

209 幕張中学校 幕張町4-45 幕張 徒歩7分 323 宮野木保育所 園生町238-56 穴川 徒歩25分 ×

210 畑小学校 畑町1385-1 新検見川 徒歩26分

1.当日投票　千葉市投票所所在地一覧①

住所 駅名

番号 投票所名番号 投票所名 住所 駅名 住所 駅名

番号 投票所名

番号 投票所名 住所 駅名

花見川区中央区

花見川区

稲毛区



駅からの 車 駅からの 車
所有時間 × 所有時間 ×

401 若葉区役所 桜木北2-1-1 桜木 徒歩7分 511 平川集会所 平川町71 誉田 徒歩46分

402 桜木小学校 桜木3-26-1 桜木 徒歩18分 512 越智小学校 越智町705-359 誉田 徒歩39分

403 北貝塚小学校 貝塚町1093 都賀 徒歩14分 513 大木戸小学校 大木戸町317 土気 徒歩29分

404 JA千葉みらい中央支店 高品町74-4 都賀 徒歩21分 514 大椎小学校 あすみが丘6-38 土気 徒歩32分

405 みつわ台南小学校 みつわ台1-17-1 みつわ台 徒歩12分 515 土気南小学校 あすみが丘4-16 土気 徒歩16分

406 源小学校 源町541-6 動物公園 徒歩18分 516 土気町内会自治会館 土気町396 土気 徒歩20分

407 みつわ台北小学校 みつわ台3-5-1 みつわ台 徒歩7分 517 土気公民館 土気町1631-7 土気 徒歩6分

408 都賀の台小学校 都賀の台2-13-1 みつわ台 徒歩15分 518 土気市民ｾﾝﾀｰ 土気町1634 土気 徒歩5分

409 若松小学校 若松町360-1 桜木 徒歩23分 519 下大和田集会所 下大和田町863 土気 徒歩45分

410 若松台小学校 若松台2-25-1 四街道 徒歩26分 520 金沢小学校 おゆみ野南5-31 おゆみ野 徒歩17分

411 若松中学校 若松町2106-2 桜木 徒歩16分 521 扇田小学校 おゆみ野中央1-26 学園前 徒歩11分

412 小倉小学校 小倉台5-1-1 小倉台 徒歩11分 522 おゆみ野南小学校 おゆみ野南４-２６ おゆみ野 徒歩12分

413 千城台わかば小学校 千城台西2-21-1 千城台北 徒歩9分

414 千城台東小学校 千城台東1-15-1 千城台 徒歩7分 駅からの 車

415 千城台旭小学校 千城台東3-18-1 千城台 徒歩16分 所有時間 ×

416 千城台南小学校 千城台南1-19-1 千城台 徒歩10分 601 高等特別支援学校 真砂5-18-1 検見川浜 徒歩17分

417 坂月小学校 坂月町298 千城台 徒歩23分 602 真砂東小学校 真砂2-13-1 検見川浜 徒歩14分 ×

418 加曽利中学校 加曽利町961-5 桜木 徒歩32分 603 真砂第５小学校 真砂1-12-15 検見川浜 徒歩13分

419 千城小学校 大宮町2655 大森台 徒歩40分 604 真砂西小学校 真砂4-5-1 検見川浜 徒歩14分

420 大宮小学校 大宮台7-8-1 千城台 徒歩44分 605 幕張西小学校 幕張西2-8-1 幕張本郷 徒歩17分

421 白井小学校 野呂町215 誉田 徒歩70分 606 磯辺中学校 磯辺7-1-1 検見川浜 徒歩17分

422 本郷自治会館 中野町798 誉田 徒歩70分 607 磯辺小学校 磯辺4-16-1 検見川浜 徒歩13分

423 富田分校 富田町83 千城台 徒歩70分 608 磯辺第３小学校 磯辺1-25-1 検見川浜 徒歩11分

424 更科小学校 更科町2073 千城台 徒歩50分 609 高浜海浜小学校 高浜4-8-2 稲毛海岸 徒歩19分

425 下田町自治会館 下田町211 みつわ台 徒歩50分 610 高浜第１小学校 高浜1-4-1 稲毛海岸 徒歩21分

426 貝塚中学校 貝塚町1-7-1 桜木 徒歩17分 611 高洲第１中学校 高洲2-3-18 稲毛海岸 徒歩15分

427 泉市民センター 高根町963-4 千城台 徒歩60分 612 高洲小学校 高洲2-2-20 稲毛海岸 徒歩15分

428 市営貝塚第２団地集会所 貝塚町192-4 東千葉 徒歩25分 613 高洲第３小学校 高洲3-3-11 稲毛海岸 徒歩8分

429 東寺山県営住宅集会所 東寺山町775 東千葉 徒歩19分 614 高洲第３小学校 高洲3-3-11 稲毛海岸 徒歩8分

615 高洲第４小学校 高洲1-15-1 稲毛海岸 徒歩9分

駅からの 車 616 稲毛第２小学校 稲毛海岸5-7-1 稲毛海岸・京成稲毛 徒歩16分

所有時間 × 617 稲浜小学校 稲毛海岸 2-3-2 稲毛 徒歩15分

501 有吉小学校 おゆみ野1-53 学園前 徒歩16分 618 旧幸町第１小学校 幸町2-17-4 みどり台 徒歩18分

502 泉谷小学校 おゆみ野中央4-3 おゆみ野・鎌取 徒歩20分 619 幸町第１中学校 幸町2-12-7 みどり台 徒歩20分

503 小谷小学校 おゆみ野4-45 鎌取 徒歩17分 620 旧幸町第２小学校 幸町2-9-4 西登戸 徒歩14分

504 椎名小学校 茂呂町582 おゆみ野 徒歩14分 621 幸町第３小学校 幸町1-10-1 千葉みなと 徒歩9分

505 古市場体育館 古市場474-277 浜野 徒歩20分 622 打瀬小学校 打瀬1-3-1 海浜幕張 徒歩22分

506 誉田小学校 誉田町1-27 誉田 徒歩16分 623 海浜打瀬小学校 打瀬3-3-1 海浜幕張 徒歩17分

507 誉田公民館 誉田町1-789-49 誉田 徒歩15分 624 美浜打瀬小学校 打瀬2-18-1 海浜幕張 徒歩19分

508 平山小学校 辺田町141 鎌取 徒歩14分

509 高田町内会館 高田町945-4 誉田 徒歩28分

510 誉田東小学校 誉田町2-21-84 誉田 徒歩17分

※統合により学校名が変更されております。

美浜区

緑区

1.当日投票　千葉市投票所所在地一覧②

番号 投票所名 住所 駅名

番号 投票所名 住所 駅名

駅名

若葉区 緑区
番号 住所投票所名 住所 駅名 番号 投票所名



2. 開票所一覧 
 

派遣場所 業務時間 

瑞穂小学校体育館（花見川区瑞穂 1-2） 

21:10～23:10 敬愛大学敬愛アリーナ（稲毛区穴川 1-5-21） 

若松中学校体育館（若葉区若松町 2106-2） 

 


