
３１．その他資料（選挙啓発関連資料，選挙公報）

○交通センタービル看板

○フラワーロードバナー ○市役所北側のぼり

○大丸神戸店壁面懸垂

○神戸阪急壁面懸垂幕

○区役所懸垂幕



○市営地下鉄駅改札ステッカー ○市営地下鉄駅構内広告

○市バス車内広告

○ポートライナー車内広告 ○市営地下鉄三宮駅前

○阪急神戸三宮駅改札前

○市営地下鉄車内広告

○市営地下鉄三宮駅さんちか通路



○ミントビジョン ○BOSビジョン

○市役所１号館EV内モニター

○さんちかアドウインドー

○JRノ三宮駅前○さんちかバナー

○コンビニPOSレジ広告（１）
○コンビニPOSレジ広告（２）



○オリジナルステッカー

○啓発イベント（記号式模擬投票）

○啓発グッズ

○ポスター掲示場
○啓発ポスター

○啓発イベント（トリックアート）



○インターネット広告（LINE）

○オンラインワークショップ

○投票風景○立候補予定者説明会（市長）

○インターネット広告（Instagram）

○インターネット広告（YDN）
○インターネット広告（YouTube）





選 挙 の お 知 ら せ
令和３年10月発行／神戸市選挙管理委員会

神 戸 市 長 選 挙
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

区 場　所 期　間（土曜、日曜も受付） 時　間

【区役所・支所】
東灘・灘・中央・兵庫・北・北神・長田・須磨・垂水・西の各区役所　北須磨支所

10月18日（月）～10月30日（土）
※衆議院選挙・国民審査は10月20日(水)～

午前８時30分～午後８時

【区役所・支所以外の期日前投票所】

東灘区 神戸ファッション美術館　４階第１セミナー室 10月28日（木）～10月30日（土） 午後1時～午後５時

中央区 こうべまちづくり会館　２階ホール 10月23日（土）～10月30日（土） 午前11時～午後６時

兵庫区 イオンモール神戸南　３階イオンホール 10月22日（金）～10月26日（火） 午前11時～午後６時

北　区 出張所（山田、有馬、道場、八多、大沢、長尾、淡河） 10月18日（月）～10月30日（土）
※衆議院選挙・国民審査は10月20日(水)～

午前９時～午後５時

長田区 長田区文化センター（東急プラザ新長田３階） 10月28日（木）～10月30日（土） 正午～午後５時

垂水区 神戸市外国語大学内　楠ヶ丘会館 10月23日（土）～10月30日（土） 正午～午後８時

西　区

プレンティ西神中央専門店北館（ハローワーク西神　南側） 10月18日（月）～10月30日（土）
※衆議院選挙・国民審査は10月20日(水)～

午前８時30分～午後８時

出張所（伊川谷、押部谷、神出、岩岡、櫨谷、平野） 10月18日（月）～10月30日（土）
※衆議院選挙・国民審査は10月20日(水)～

午前９時～午後５時

神戸市外国語大学内　楠ヶ丘会館 10月23日（土）～10月30日（土） 正午～午後８時

～付き添いの方やお子様と一緒に投票所へ！～
●付き添いや介助の方、18歳未満のお子様も一緒に投票所内へ入場いただけます。ただし、同伴者は投票用紙の記入や投票箱への投函は行うことができません。�
なお、文字を記入することが困難な場合は、投票所の係員にお申し出ください。係員が代筆する代理投票により投票していただけます。
●投票所に行く際に介助が必要な場合、要介護認定を受けておられる方はケアマネジャーに、障害福祉サービス等をご利用の方は、ヘルパー事業所・相談支援専門
員に、事前にご相談ください。

◆期日前投票　　選挙期日（１０月3１日）に、仕事やレジャーなどの予定のある人は、｢期日前投票｣ をご利用ください。

【投票できる人は】
●平成１5年１１月1日までに生まれた人で、今年の７月１8日までに転入等により神
戸市の住民票が作成され、引き続き市内に居住している人です。
　※�10月18日現在、市内に居住していなくても、３か月以上神戸市内に居住して

いた場合は、神戸市で衆議院議員総選挙の投票ができるケースもありますの
で、お問い合わせください。

【「投票のご案内」について】
●公示日（10月19日）以降、「投票のご案内」を世帯ごとに封書で郵送します。
ご自身の個票を、当日投票所（または期日前投票所）にご持参ください。
　「投票のご案内」は郵便事情で遅れる場合があります。ご持参いただけない
場合でも投票できますので、投票所でお申し出ください。
●当日投票の場合、ご案内表面右上の「誕生月記入欄」に、事前にご記入いた
だけるとスムーズに投票できます。

　※「投票のご案内」に記載されている期日前投票所で投票してください。
　※10月18日(月)・19日(火)に神戸市長選挙の投票を済まされた人も、10月20日(水)以降は、衆

議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。
　※投票の際には、公選法の規定により宣誓書への記入が必要となりますので「投票のご案内」

裏面に記載している様式に、予め必要事項を記入のうえご持参ください。
　※新型コロナウイルス感染症への感染の懸念により、期日前投票をされる場合の事由は「天災

等」になります。
　（注�）選挙期日（10月３1日）には18歳になるが、期日前投票をするときにはまだ1７歳の人は、

期日前投票はできませんが、不在者投票をすることができます。受付期間・場所は、期日
前投票と同じです。

見　本

投票日10月31日（日）午前7時～午後8時
そろって投票しましょう

【投票所は】
●「投票のご案内」を公示日（10月19日）以降、世帯ごとに封書でお送りします
ので、ご自身の個票を確認のうえ、記載の投票所にご持参ください。
　※ご持参いただけない場合でも投票できますので、投票所でお申し出ください。
●市内で住所を移した人(選挙人名簿に登録されている人)の投票所は、次のとお
りです。
　①今年の10月５日までに｢住民異動届｣を出した人　⇒　新しい住所地の投票所
　②今年の10月６日以降に｢住民異動届｣を出した人　⇒　もとの住所地の投票所
●今回の選挙で投票所が変更になる地域があります。
　　⇒「投票のご案内」または神戸市ホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症への感染の懸念により、
期日前投票をされる場合の事由は「天災等」



①身体障害者手帳をお持ちの人（○印は該当者）

障　　害　　名
障害の等級

１級 ２級 ３級

両下肢、体幹、移動機能の障害 ○ ○

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の障害 ○ － ○

肝臓、免疫の障害 ○ ○ ○

②介護保険の被保険者証（※資格者証ではありません｡）をお持ちの人
　
被保険者の要介護状態区分 要介護５

◇戦傷病者手帳をお持ちの方は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせくだ
さい。

◇該当者のうち、上肢又は視力の障害が１級などの人は、代理人による記載で投票す
ることもできます（代理記載制度）。

◇いずれも、あらかじめ「郵便等投票証明書｣ を取り寄せておく必要がありますので、
お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

◆不在者投票
●旅行や出張などで、選挙期日（10月３1日）の投票も期日前投票もできない人は、事前に手続きをすれば滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
　◇手続きの概略は、次のとおりです。
　　①「投票のご案内」裏面に印刷の「宣誓書」に必要事項を記入のうえ、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会あてに郵送してください。
　　※滞在先の選挙管理委員会や神戸市のホームページからダウンロードできる「投票用紙等請求書兼宣誓書」を郵送しても請求できます。
　　◆マイナンバーカードを利用したオンライン請求も可能です。
　　　「e-kobe：神戸市スマート申請システム」や「兵庫県電子申請共同運営システム」の神戸市のページから請求してください。
　　②選挙管理委員会から、投票用紙や ｢不在者投票証明書｣（封筒に入っています）等を滞在先にお送りします。
　　③お手元に投票用紙等が届きましたら、自宅等では記載せず、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて、不在者投票を行ってください。
　　※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。（開封すると投票できません）
　◇投票済みの不在者投票は、投票日当日（１０月3１日）の午後８時までに投票所に届く必要がありますので、お早めに手続きをしてください。

●病院や老人ホーム等に入院・入所中の人は
　◇都道府県の選挙管理委員会に指定された施設であれば、その施設内において不在者投票ができます。各施設で、ご確認ください。

●身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの人は
　◇これらをお持ちの方は、事前に申請を行うことで、自宅等で「郵便等による不在者投票」ができます。

●新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等の人で、一定の要件に該当する人は手続きをすれば自宅等で「特例郵便等投票」ができます。
　◇該当する人
　　�　「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が10月18日(月)～10月３1日(日)までの期

間にかかると見込まれる人
　◇手続きの概要
　　�　特例郵便等投票をご希望される方は、10月2７日（水）（必着）までに、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵便等により、「外出自粛要請、又

は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書」により投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票用紙を請求される前に、まずは選挙人名簿
に登録されている区の選挙管理委員会へお電話ください。

　◇特定患者等とは
　　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の３第２項又は検疫法第14条第１項第３号の規定による外出自粛要請を受けた人
　　検疫法第14条第１項第１号又は第２号に掲げる措置（隔離・停留の措置）により宿泊施設内に収容されている人

◆点字投票・代理投票
　目の不自由な人には ｢点字投票｣、目や手が不自由で字を書くことができない人には投票所の係員が代筆する ｢代理投票｣ の制度があります。投票所や期日前投
票所の係員にお申出ください。なお、点字投票は、不在者投票(※郵便等による不在者投票は除きます。）でも行うことができます。

～～愛する神戸の未来にあなたの１票で意思表示を～～
これからの４年間の市政を担うリーダーを選ぶ大切な選挙です。子育てしやすいまちやお年寄りが安心して暮らせる
まちなど、皆さんが思う理想の神戸の姿を実現してくれる候補者に、あなたの意思表示として投票しましょう。

NO YOUTH NO JAPANのメンバー

こんにちは、山之内すずです。

みなさんは神戸の街のどんなところが好きですか？

私は神戸の自然と優しさに溢れている

ところが大好きです。

今は神戸を離れましたが、子供の頃を

過ごした大好きな神戸の街が、もっと

心地よく安心して暮らせる街になると

いいなと思います。

みなさんは神戸への思いを込めた意思

表示として、ぜひ投票に行ってくださ

いね！

　投票後、希望者に配布している、神戸のデザインがあしらわれたオリジナルステッカー。神戸市明るい選挙推進協議会と協議会の委員でもある
NO�YOUTH�NO�JAPANのメンバーが若い有権者の投票率向上のための取り組みとして企画したものです。
　デザインのモチーフは、神戸市長選挙は神戸発祥のカルチャーである映画とジャズ、衆議院議員総選挙は北野異人館のシンボルである風見鶏の館です。

ＬＯＶＥ・ＶＯＴＥ・ＫＯＢＥオリジナルステッカープロジェクト

山之内すずさん×神戸市 オリジナルプロジェクト

❖投票者限定！投票おつかれさまムービー
　投票所に貼られているオリジナルポスターのQRコードを読み取ると、
神戸市長選挙イメージキャラターの山之内すずさん出演「投票おつかれさ
まムービー」が見られます。
　投票所で配布しているオリジナルステッカーの裏にもQRコードがつい
ています。

※NO�YOUTH�NO�JAPAN
　「参加型デモクラシーをカルチャーに」をビジョ
ンに掲げ、「Ｕ３0世代が政治や社会を知って、スタ
ンスを持って、行動する入り口をつくる」をミッシ
ョンとして、インスタグラムでの発信を中心として
令和元年７月の参議院議員通常選挙時から活動を続
けています。
令和３年から神戸市在住・在学のメンバーが神戸市
明るい選挙推進協議会の委員に入っています。

ステッカーが選挙や社会について考え

るきっかけになればいいなと思ってい

ます。ステッカーを写真に撮ってSNS

でシェアすることで「投票してきたよ」

という会話が広がり、投票に行く若者

がより増える効果を期待しています。

みなさんもぜひ投票してステッカーを

集めてください。



東灘区選挙管理委員会　℡078-841-4131(代)/Fax078-841-3735　　 灘 区選挙管理委員会　℡078-843-7001(代)/Fax078-843-7011
中央区選挙管理委員会　℡078-232-4411(代)/Fax078-222-6825　　兵庫区選挙管理委員会　℡078-511-2111(代)/Fax078-511-6496
北 区選挙管理委員会　℡078-593-1111(代)/Fax078-593-2977　　長田区選挙管理委員会　℡078-579-2311(代)/Fax078-579-2335
須磨区選挙管理委員会　℡078-731-4341(代)/Fax078-731-9503　　垂水区選挙管理委員会　℡078-708-5151(代)/Fax078-708-5106
西 区選挙管理委員会　℡078-929-0001(代)/Fax078-929-0210　　神戸市選挙管理委員会　℡078-322-5816(直)/Fax078-322-6150

神戸市選挙管理委員会　　http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/index.html　　 神戸市選挙 検索で

お問い合わせは下記の選挙管理委員会へ

◆ホームページ（各種情報・速報・選挙公報）
　今回の選挙に関する各種情報や投開票速報などを神戸市選挙管理委員会のホームページで掲載しますのでご覧ください。

【新型コロナウイルス感染症対策　～皆様へのお願い～】
●当日投票所の混雑緩和のため、期日前投票を積極的にご利用ください。※市ホームページで過去の期日前投票所・当日投票所の混雑状況を公開しています。
●�投票所では以下の感染症対策を実施します。マスク着用や手指消毒、周りの方との距離を保つ、来場前後の手洗い・うがい等のご協力をお願いします（※筆記具
のご持参も可能です）。

◆投票方法
　今回の選挙では、①神戸市長選挙、②衆議院小選挙区選挙、③衆議院比例代表選挙・最高裁判所裁判官国民審査の順に投票します。

●選挙公報
　�区選挙管理委員会から各世帯へ配布しますが、神戸市長選挙分は10月18日（月）以降、神戸市選挙管理委員会のホームページに、衆議院議員総選挙等分は10月20
日（水）以降、兵庫県選挙管理委員会のホームページに順次掲載予定です。お急ぎの方はホームページをご覧ください。
　※ホームページに掲載された選挙公報は印刷して不特定または多数の人に頒布できませんのでご注意ください。

●期日前投票者数速報　　10月18日(月)から毎日午後10時頃に当日の期日前投票の投票者数の速報を掲載します。
　　　　　　　　　　　　※ただし、10月３0日(土)は最終日の集計を行いますので午後11時頃公表の見込みです。
●投開票速報　　　　　　10月３1日(日)は、各選挙の神戸市分について投開票速報を随時掲載します。

①　神戸市長選挙（クリーム色）

②　衆議院小選挙区選挙（うすい青色）

③　衆議院比例代表選挙（ピンク色）

最高裁判所裁判官国民審査（うすい黄緑色）

神戸市長選挙の当日投票の投票方法が記号式に変わります

〇
を記入

候補者氏名
を記入

政党等の名称
を記入

※ただし、期日前投票・不在者投票・点字投票の投票方法は、従来通り候補者氏名を
　自書する方式です。候補者氏名を記入してください。

今回の神戸市長選挙から、市長選では投票用紙に印刷された候補者氏名に○印をつける
「記号式投票」になります。
候補者氏名の上の欄に○印をつけて投票してください。
　▶２人以上の候補者に「○」を記入すると無効になります
　▶「○」以外の文字や記号（●、×、✓など）を記入すると無効になります
　▶「○」を間違えて記入した場合は、二重線で消し、正しい欄に記入してください

投
票
用
紙

投
票
用
紙

投
票
用
紙

やめさせた方がよいと思う裁判官に
ついては、その氏名の上の欄に「×」
を書きます。
やめさせなくてよいと思う裁判官に
ついては何も書きません。
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