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令和元年７月２１日執行の参議院議員通常選挙における開票は，次の要領で行います。 

 

１ 場所 シシンヨーオークアリーナ（呉市総合体育館） 呉市広大新開１丁目７番１号 

２ 日時 令和元年７月２１日(日) ２１時から 

３ 順序 「選挙区選出」を最初に，次に「比例代表選出」の開票を行います。 

４ 終了予定時刻 ７月２２日（月）３時頃 

５ 得票数の公表順序 立候補届出順 

６ 得票数の公表予定時刻 

(1) 選挙区選出 １回目 ２２時４０分（以後３０分おきに公表） 

※ 県選管は，同じ得票数を２０分後に公表します。 

※ 最終発表前の中間発表から最終発表までの時間は，１時間以上かかる場合があります（最終発表

は，７月２２日０時頃）。 

 (2) 比例代表選出 

   最終発表のみ（７月２２日３時頃） 

７ 体制 

(1) 従事者数 ３４９人 

(2) 組織(班) 分類班，ＣＲＳ班，点検班，計数班（８系列），審査班，総務班，庶務班 

 (3) 計 数 機 １７台（計数班８系列１６台，審査班１台） 

 (4)  投票用紙読取分類機（ＣＲＳ） ５台 

 

［参考］ 

１ 投票体制 

(1)  投票所数 ９７か所（別紙一覧表） 

(2)  従事者数 ６１２人 

２ 平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票終了時刻（開票開始 ２１時） 

(1) 選挙区選出（候補者７人）  ０時０５分 

(2) 比例代表選出（政党１２）  ３時１５分 

 

《お願い》 

報道につきましては，写真撮影のために開票開始の１５分までを充てることとし，その後におきまして

は，別途設ける報道機関席において取材されますようお願いします。 

 

参議院議員通常選挙における開票について 



番号 投 票 区 名　　称 番号 投 票 区 名　　称

1 清　水 呉市立和庄小学校 50 押　込 呉市押込集会所

2 和　庄 呉市立和庄中学校 51 郷　原 呉市役所郷原支所

3 本　通 呉市立本通小学校 52 下蒲刈１ 下蒲刈農村環境改善センター

4 長　迫 呉市立長迫小学校 53 下蒲刈２ 大地蔵集会所

5 畑 呉市畑老人集会所 54 川尻１ 呉市立川尻中学校

6 上山田 呉市立明立小学校 55 川尻２ 小仁方文化会館

7 辰　川 旧呉市立辰川小学校 56 川尻３ 呉市川尻市民センター

8 荒　神 呉市立荘山田小学校 57 川尻４ 小用文化会館

9 片　山 呉市立片山中学校 58 音戸１ 引地区集会所

10 中　央 呉市役所 59 音戸２ 呉市音戸市民センター

11 幸　町 呉市立美術館別館 60 音戸３ 波多見コミュニティセンター

12 二　河 呉市立呉中央中学校 61 音戸４ 呉市立波多見小学校

13 三津田 東愛宕アパート 62 音戸５ 旧呉市奧内保育所

14 両　城 呉市立両城小学校 63 音戸６ 早瀬パブリックセンター

15 港　町 呉市立港町小学校 64 音戸７ 旧呉市田原保育所

16 海　岸 呉市新宮浄化センター 65 音戸８ 渡子自治会館

17 吉浦南 呉市吉浦まちづくりセンター 66 明　徳 呉市立明徳小学校

18 吉浦北 呉市立吉浦小学校 67 倉橋１ 倉橋農業技術拠点センター

19 落　走 落走自治会館 68 倉橋２ 須川生活改善センター

20 鍋 呉市警固屋まちづくりセンター 69 倉橋３ 大向老人集会所

21 警固屋 呉市立警固屋小学校 70 倉橋４ 重生コミュニティホーム

22 宮　原 呉市立宮原小学校 71 倉橋５ 宇和木老人集会所

23 坪　内 呉市立宮原中学校 72 倉橋６ 長谷老人集会所

24 阿賀北 呉市立原小学校 73 倉橋７ 尾立生活改善センター

25 阿賀東 呉市役所阿賀支所 74 倉橋８ 倉橋東センター

26 阿賀南 呉市立阿賀小学校 75 倉橋９ 大迫コミュニティホーム

27 大　入 呉市大入老人集会所 76 倉橋10 海越生活改善センター

28 冠　崎 呉市冠崎集会所 77 倉橋11 鹿島中老人集会所

29 横　路 呉市立横路小学校 78 大　浦 蒲刈介護予防センター

30 石　内 呉市石内老人集会所 79 蒲刈中央 呉市蒲刈市民センター

31 三坂地 呉市立三坂地小学校 80 向 呉市蒲刈まちづくりセンター

32 広　東 呉市立白岳中学校 81 安浦１ 呉市立安浦小学校

33 広中央 呉市立広小学校 82 安浦２ 三津口憩の家

34 広　西 呉市役所広支所 83 安浦３ 女子畑自治会館

35 広　南 呉市立白岳小学校 84 安浦４ 赤向坂自治会館

36 長　浜 呉市立広南中学校 85 安浦５ 中畑自治会館

37 小　坪 旧呉市立小坪小学校 86 安浦６ 原畑集会所

38 仁　方 呉市役所仁方支所 87 安浦７ 中切自治会館

39 戸　田 戸田自治会館 88 安浦８ 呉市立安登小学校

40 天　応 呉市天応市民センタ－ 89 安浦９ 日之浦自治会館

41 昭和東 旧呉市立昭和東小学校 90 安浦10 呉市役所安浦支所

42 昭和北 呉市立昭和北小学校 91 安浦11 中央ハイツ自治会館

43 昭和西 呉市昭和市民センター 92 豊　島 呉市役所豊浜支所

44 宮ケ迫 呉市立昭和西小学校 93 大　浜 大浜緑地広場管理棟

45 昭和中 呉市立昭和中学校 94 大　長 安芸灘交流館

46 神　山 ケアプラザ呉 95 久　比 久比東コミュニティセンター

47 此　原 呉市立昭和南小学校 96 三　角 三角老人集会所

48 桜ケ丘 呉市桜ヶ丘老人集会所 97 沖　友 沖友コミュニティセンター

49 泉ケ丘 呉市立昭和北中学校

投　票　所　場　所
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