
野田市選挙管理委員会告示第３２号 

 

 令和４年７月１０日執行の参議院千葉県選出議員選挙及び参議院比例代表選

出議員選挙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

住所及び氏名は、別紙のとおりである。 

 

  令和４年６月２２日 

 

                    野田市選挙管理委員会 

                     委員長 金 子 憲 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年７月１０日執行　参議院議員通常選挙　期日前投票管理者・職務代理者一覧

場所 区分 住所 氏名 職務を行うべき日

投票管理者 相澤　伸一

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 平野　健一

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 鈴木　孝

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 増田　和広

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 藤　清春

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 上原　定夫

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 平野　健一

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 阿部　秀樹

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 藤　清春

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 関口　一夫

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 増田　和広

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 藤　清春

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 釜田　正雄

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 清水　勉

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 阿部　秀樹

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 平野　健一

職務代理者 鈴木　廣

投票管理者 増田　和広

職務代理者 鈴木　廣

令和4年6月28日

令和4年6月29日

令和4年6月30日

令和4年7月1日

令和4年7月3日

野田市役所
８階期日前投票所

令和4年6月23日

令和4年7月6日

令和4年6月24日

令和4年6月25日

令和4年6月26日

令和4年6月27日

令和4年7月4日

令和4年7月5日

令和4年7月9日

令和4年7月7日

令和4年7月2日

令和4年7月8日



令和４年７月１０日執行　参議院議員通常選挙　期日前投票管理者・職務代理者一覧

場所 区分 住所 氏名 職務を行うべき日

投票管理者 山 　孝男

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 宮田　明

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 岡安　雄一

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 飯塚　一雄

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 宮田　明

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 倉持　博俊

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 宮田　明

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 木村　安雄

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 大塚　盛也

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 岡安　雄一

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 飯塚　一雄

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 木村　安雄

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 倉持　博俊

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 松尾　師孝

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 木村　安雄

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 松尾　師孝

職務代理者 川野　尚武

投票管理者 岡安　雄一

職務代理者 川野　尚武

いちいのホール４
階期日前投票所

令和4年6月23日

令和4年6月25日

令和4年6月26日

令和4年6月27日

令和4年6月28日

令和4年7月4日

令和4年7月5日

令和4年7月8日

令和4年7月9日

令和4年7月2日

令和4年7月6日

令和4年7月3日

令和4年7月7日

令和4年6月29日

令和4年6月30日

令和4年7月1日

令和4年6月24日



令和４年７月１０日執行　参議院議員通常選挙　期日前投票管理者・職務代理者一覧

場所 区分 住所 氏名 職務を行うべき日

投票管理者 安部　磯雄

職務代理者 加藤　純子

投票管理者 青木　 夫

職務代理者 加藤　純子

投票管理者 清水　勉

職務代理者 加藤　純子

投票管理者 安部　磯雄

職務代理者 加藤　純子

投票管理者 山 　孝男

職務代理者 加藤　純子

投票管理者 青木　 夫

職務代理者 加藤　純子

投票管理者 山 　孝男

職務代理者 加藤　純子

南コミュニティセ
ンター１階期日前

投票所

令和4年7月5日

令和4年7月8日

令和4年7月9日

令和4年7月6日

令和4年7月7日

令和4年7月3日

令和4年7月4日



令和４年７月１０日執行　参議院議員通常選挙　期日前投票管理者・職務代理者一覧

場所 区分 住所 氏名 職務を行うべき日

投票管理者 町田　藤夫

職務代理者 濱野　明子

投票管理者 大塚　盛也

職務代理者 濱野　明子

投票管理者 町田　藤夫

職務代理者 濱野　明子

投票管理者 大塚　盛也

職務代理者 濱野　明子

投票管理者 町田　藤夫

職務代理者 濱野　明子

投票管理者 大塚　盛也

職務代理者 濱野　明子

投票管理者 町田　藤夫

職務代理者 濱野　明子

令和4年7月9日

北コミュニティセ
ンター１階期日前

投票所

令和4年7月5日

令和4年7月6日

令和4年7月8日

令和4年7月3日

令和4年7月7日

令和4年7月4日



令和４年７月１０日執行　参議院議員通常選挙　期日前投票管理者・職務代理者一覧

場所 区分 住所 氏名 職務を行うべき日

投票管理者 鈴木　孝

職務代理者 田村　秀一

投票管理者 相澤　伸一

職務代理者 田村　秀一

投票管理者 宮田　明

職務代理者 田村　秀一

投票管理者 井　秀樹

職務代理者 田村　秀一

投票管理者 宮田　明

職務代理者 田村　秀一

投票管理者 上原　定夫

職務代理者 田村　秀一

投票管理者 鈴木　孝

職務代理者 田村　秀一

令和4年7月4日

イオンノア店
３階期日前投票所

令和4年7月3日

令和4年7月5日

令和4年7月6日

令和4年7月7日

令和4年7月9日

令和4年7月8日


