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沖縄県選挙管理委員会告示第７号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項の規定による選挙権を有する者の総数

の50分の１の数並びに同法第76条第１項、第80条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総

数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはそ

の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得

た数とを合算して得た数）は、次のとおりである。

なお、平成28年沖縄県選挙管理委員会告示第３号は、廃止する。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

１ 選挙権を有する者の総数の50分の１の数 22,333

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を

超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80

万を超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数） 239,577

３ 県の議会の議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数

選挙区名称 ３分の１の数

名護市選挙区 15,738
うるま市選挙区 31,061
沖縄市選挙区 35,133
宜野湾市選挙区 24,626
浦添市選挙区 28,555
那覇市・南部離島選挙区 87,856
豊見城市選挙区 15,439
島尻・南城市選挙区 32,724
糸満市選挙区 15,215
宮古島市選挙区 14,508
石垣市選挙区 14,054
国頭郡選挙区 18,123
中頭郡選挙区 39,178

沖縄県選挙管理委員会告示第８号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第33条第１項の規定により、沖縄県議会議員の任期満了による一般

選挙を次のとおり行う。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

１ 選挙期日 平成28年６月５日

２ 選挙すべき議員数

選挙区 選挙すべき議員の数

名称 区域

名護市選挙区 名護市の区域 ２人

うるま市選挙区 うるま市の区域 ４人

沖縄市選挙区 沖縄市の区域 ５人

宜野湾市選挙区 宜野湾市の区域 ３人

浦添市選挙区 浦添市の区域 ４人

那覇市・南部離島選挙区 那覇市、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、 11人
南大東村、北大東村及び久米島町の区域

豊見城市選挙区 豊見城市の区域 ２人

島尻・南城市選挙区 南城市、与那原町、南風原町及び八重瀬町の区域 ４人

糸満市選挙区 糸満市の区域 ２人

宮古島市選挙区 宮古島市及び多良間村の区域 ２人

石垣市選挙区 石垣市、竹富町及び与那国町の区域 ２人

国頭郡選挙区 国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納 ２人
村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村及び伊是
名村の区域

中頭郡選挙区 読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村及び ５人
西原町の区域

沖縄県選挙管理委員会告示第８号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第33条第１項の規定により、沖縄県議会議員の任期満了による一般

選挙を次のとおり行う。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

１ 選挙期日 平成28年６月５日

２ 選挙すべき議員数

選挙区 選挙すべき議員の数

名称 区域

名護市選挙区 名護市の区域 ２人

うるま市選挙区 うるま市の区域 ４人

沖縄市選挙区 沖縄市の区域 ５人

宜野湾市選挙区 宜野湾市の区域 ３人

浦添市選挙区 浦添市の区域 ４人

那覇市・南部離島選挙区 那覇市、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、 11人
南大東村、北大東村及び久米島町の区域

豊見城市選挙区 豊見城市の区域 ２人

島尻・南城市選挙区 南城市、与那原町、南風原町及び八重瀬町の区域 ４人

糸満市選挙区 糸満市の区域 ２人

宮古島市選挙区 宮古島市及び多良間村の区域 ２人

石垣市選挙区 石垣市、竹富町及び与那国町の区域 ２人

国頭郡選挙区 国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納 ２人
村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村及び伊是
名村の区域

中頭郡選挙区 読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村及び ５人
西原町の区域

沖縄県選挙管理委員会告示第９号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における各選挙区の選挙長及びその職務代理者を公職選

挙法（昭和25年法律第100号）第75条第３項及び公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第１項の

規定により、次のとおり選任した。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 種別 氏名 住所

名護市選挙区 選挙長 宮城 次夫 名護市字宮里445番地大瀬マンション
205号

選挙長職務代理者 大山 政照 名護市字稲嶺111番地１

うるま市選挙区 選挙長 金城 善洋 うるま市字田場847番地４

選挙長職務代理者 比嘉 弘之 うるま市石川東恩納1067番地１

沖縄市選挙区 選挙長 城田 世市 沖縄市字古謝1003番地１

選挙長職務代理者 富田 恒雄 沖縄市越来二丁目19番33号

宜野湾市選挙区 選挙長 喜瀬 昭夫 宜野湾市新城一丁目３番１号

選挙長職務代理者 伊波 信栄 宜野湾市嘉数一丁目７番９号

浦添市選挙区 選挙長 久場 兼政 浦添市港川一丁目７番１号

選挙長職務代理者 仲村 勉 浦添市大平一丁目15番７号

那覇市・南部離島 選挙長 唐眞 弘安 那覇市首里末吉町３丁目50番地１
選挙区 末吉共同住宅２－407

選挙長職務代理者 松田 義之 那覇市古島２丁目３番地５

豊見城市選挙区 選挙長 平良 兼吉 豊見城市字座安310番地

選挙長職務代理者 赤嶺 光男 豊見城市字根差部202番地

島尻・南城市選挙 選挙長 照屋 盛康 南城市玉城字喜良原279番地
区

選挙長職務代理者 前城 順子 南城市知念字山里77番地

選挙長 山川 國正 糸満市字兼城762番地
糸満市選挙区

選挙長職務代理者 慶留間 清栄 糸満市字喜屋武492番地

宮古島市選挙区 選挙長 下地 淳徳 宮古島市平良字下里1107番地12

選挙長職務代理者 根間 秀昌 宮古島市平良字下里1270番地１
川平マンション106号

石垣市選挙区 選挙長 辻野 ヒロ子 石垣市字平得141番地２

選挙長職務代理者 仲盛 長秀 石垣市字石垣293番地１

国頭郡選挙区 選挙長 我部 政寿 本部町字健堅1090番地４

選挙長職務代理者 高良 和信 本部町字備瀬639番地22

中頭郡選挙区 選挙長 糸数 善昭 西原町字小波津507番地の６

選挙長職務代理者 呉屋 カツエ 西原町字小波津647番地の４
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沖縄県選挙管理委員会告示第８号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第33条第１項の規定により、沖縄県議会議員の任期満了による一般

選挙を次のとおり行う。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

１ 選挙期日 平成28年６月５日

２ 選挙すべき議員数

選挙区 選挙すべき議員の数

名称 区域

名護市選挙区 名護市の区域 ２人

うるま市選挙区 うるま市の区域 ４人

沖縄市選挙区 沖縄市の区域 ５人

宜野湾市選挙区 宜野湾市の区域 ３人

浦添市選挙区 浦添市の区域 ４人

那覇市・南部離島選挙区 那覇市、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、 11人
南大東村、北大東村及び久米島町の区域

豊見城市選挙区 豊見城市の区域 ２人

島尻・南城市選挙区 南城市、与那原町、南風原町及び八重瀬町の区域 ４人

糸満市選挙区 糸満市の区域 ２人

宮古島市選挙区 宮古島市及び多良間村の区域 ２人

石垣市選挙区 石垣市、竹富町及び与那国町の区域 ２人

国頭郡選挙区 国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納 ２人
村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村及び伊是
名村の区域

中頭郡選挙区 読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村及び ５人
西原町の区域

沖縄県選挙管理委員会告示第９号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における各選挙区の選挙長及びその職務代理者を公職選

挙法（昭和25年法律第100号）第75条第３項及び公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第１項の

規定により、次のとおり選任した。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 種別 氏名 住所

名護市選挙区 選挙長 宮城 次夫 名護市字宮里445番地大瀬マンション
205号

選挙長職務代理者 大山 政照 名護市字稲嶺111番地１

うるま市選挙区 選挙長 金城 善洋 うるま市字田場847番地４

選挙長職務代理者 比嘉 弘之 うるま市石川東恩納1067番地１

沖縄市選挙区 選挙長 城田 世市 沖縄市字古謝1003番地１

選挙長職務代理者 富田 恒雄 沖縄市越来二丁目19番33号

宜野湾市選挙区 選挙長 喜瀬 昭夫 宜野湾市新城一丁目３番１号

選挙長職務代理者 伊波 信栄 宜野湾市嘉数一丁目７番９号

浦添市選挙区 選挙長 久場 兼政 浦添市港川一丁目７番１号

選挙長職務代理者 仲村 勉 浦添市大平一丁目15番７号

那覇市・南部離島 選挙長 唐眞 弘安 那覇市首里末吉町３丁目50番地１
選挙区 末吉共同住宅２－407

選挙長職務代理者 松田 義之 那覇市古島２丁目３番地５

豊見城市選挙区 選挙長 平良 兼吉 豊見城市字座安310番地

選挙長職務代理者 赤嶺 光男 豊見城市字根差部202番地

島尻・南城市選挙 選挙長 照屋 盛康 南城市玉城字喜良原279番地
区

選挙長職務代理者 前城 順子 南城市知念字山里77番地

選挙長 山川 國正 糸満市字兼城762番地
糸満市選挙区

選挙長職務代理者 慶留間 清栄 糸満市字喜屋武492番地

宮古島市選挙区 選挙長 下地 淳徳 宮古島市平良字下里1107番地12

選挙長職務代理者 根間 秀昌 宮古島市平良字下里1270番地１
川平マンション106号

石垣市選挙区 選挙長 辻野 ヒロ子 石垣市字平得141番地２

選挙長職務代理者 仲盛 長秀 石垣市字石垣293番地１

国頭郡選挙区 選挙長 我部 政寿 本部町字健堅1090番地４

選挙長職務代理者 高良 和信 本部町字備瀬639番地22

中頭郡選挙区 選挙長 糸数 善昭 西原町字小波津507番地の６

選挙長職務代理者 呉屋 カツエ 西原町字小波津647番地の４
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沖縄県選挙管理委員会告示第９号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における各選挙区の選挙長及びその職務代理者を公職選

挙法（昭和25年法律第100号）第75条第３項及び公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第１項の

規定により、次のとおり選任した。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 種別 氏名 住所

名護市選挙区 選挙長 宮城 次夫 名護市字宮里445番地大瀬マンション
205号

選挙長職務代理者 大山 政照 名護市字稲嶺111番地１

うるま市選挙区 選挙長 金城 善洋 うるま市字田場847番地４

選挙長職務代理者 比嘉 弘之 うるま市石川東恩納1067番地１

沖縄市選挙区 選挙長 城田 世市 沖縄市字古謝1003番地１

選挙長職務代理者 富田 恒雄 沖縄市越来二丁目19番33号

宜野湾市選挙区 選挙長 喜瀬 昭夫 宜野湾市新城一丁目３番１号

選挙長職務代理者 伊波 信栄 宜野湾市嘉数一丁目７番９号

浦添市選挙区 選挙長 久場 兼政 浦添市港川一丁目７番１号

選挙長職務代理者 仲村 勉 浦添市大平一丁目15番７号

那覇市・南部離島 選挙長 唐眞 弘安 那覇市首里末吉町３丁目50番地１
選挙区 末吉共同住宅２－407

選挙長職務代理者 松田 義之 那覇市古島２丁目３番地５

豊見城市選挙区 選挙長 平良 兼吉 豊見城市字座安310番地

選挙長職務代理者 赤嶺 光男 豊見城市字根差部202番地

島尻・南城市選挙 選挙長 照屋 盛康 南城市玉城字喜良原279番地
区

選挙長職務代理者 前城 順子 南城市知念字山里77番地

選挙長 山川 國正 糸満市字兼城762番地
糸満市選挙区

選挙長職務代理者 慶留間 清栄 糸満市字喜屋武492番地

宮古島市選挙区 選挙長 下地 淳徳 宮古島市平良字下里1107番地12

選挙長職務代理者 根間 秀昌 宮古島市平良字下里1270番地１
川平マンション106号

石垣市選挙区 選挙長 辻野 ヒロ子 石垣市字平得141番地２

選挙長職務代理者 仲盛 長秀 石垣市字石垣293番地１

国頭郡選挙区 選挙長 我部 政寿 本部町字健堅1090番地４

選挙長職務代理者 高良 和信 本部町字備瀬639番地22

中頭郡選挙区 選挙長 糸数 善昭 西原町字小波津507番地の６

選挙長職務代理者 呉屋 カツエ 西原町字小波津647番地の４

沖縄県選挙管理委員会告示第10号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における投票用紙の色を次のとおり定める。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

用紙の色 白色

印刷の文字の色 赤色

沖縄県選挙管理委員会告示第11号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における一般投票日によらない竹富町の全投票区の投票

期日を公職選挙法（昭和25年法律第100号）第56条の規定により、次のとおり定める。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

全投票区 平成28年６月４日

沖縄県選挙管理委員会告示第12号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における選挙会の日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 日時 場所

名護市選挙区 平成28年６月５日 名護市港二丁目１番１号
午後９時 名護市民会館中ホール

うるま市選挙区 平成28年６月５日 うるま市字大田427番地
午後９時 うるま市具志川総合体育館

沖縄市選挙区 平成28年６月５日 沖縄市諸見里二丁目１番１号
午後９時 沖縄市体育館

宜野湾市選挙区 平成28年６月５日 宜野湾市真志喜四丁目２番１号
午後９時 宜野湾市立体育館

浦添市選挙区 平成28年６月５日 浦添市仲間一丁目13番１号
午後９時 浦添市多目的屋内運動場

那覇市・南部離島選挙区 平成28年６月７日 那覇市泉崎１丁目１番１号
午後２時 那覇市役所本庁舎12階

豊見城市選挙区 平成28年６月５日 豊見城市字平良467番地１
午後９時 豊見城市立中央公民館中ホール

島尻・南城市選挙区 平成28年６月６日 南城市玉城字富里143番地
午後４時 南城市玉城農村環境改善センター

糸満市選挙区 平成28年６月５日 糸満市西崎町三丁目１番
午後９時 糸満市西崎総合体育館

宮古島市選挙区 平成28年６月７日 宮古島市平良字西里186番地
午前11時 宮古島市平良庁舎６階会議室

石垣市選挙区 平成28年６月７日 石垣市美崎町14番地
午後１時 石垣市役所階第１会議室

国頭郡選挙区 平成28年６月７日 本部町字東５番地
午前10時 本部町役場会議室（２－１）

中頭郡選挙区 平成28年６月６日 西原町字与那城140番地の１
午後２時 西原町役場２階災害対策室

沖縄県選挙管理委員会告示第12号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における選挙会の日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 日時 場所

名護市選挙区 平成28年６月５日 名護市港二丁目１番１号
午後９時 名護市民会館中ホール

うるま市選挙区 平成28年６月５日 うるま市字大田427番地
午後９時 うるま市具志川総合体育館

沖縄市選挙区 平成28年６月５日 沖縄市諸見里二丁目１番１号
午後９時 沖縄市体育館

宜野湾市選挙区 平成28年６月５日 宜野湾市真志喜四丁目２番１号
午後９時 宜野湾市立体育館

浦添市選挙区 平成28年６月５日 浦添市仲間一丁目13番１号
午後９時 浦添市多目的屋内運動場

那覇市・南部離島選挙区 平成28年６月７日 那覇市泉崎１丁目１番１号
午後２時 那覇市役所本庁舎12階

豊見城市選挙区 平成28年６月５日 豊見城市字平良467番地１
午後９時 豊見城市立中央公民館中ホール

島尻・南城市選挙区 平成28年６月６日 南城市玉城字富里143番地
午後４時 南城市玉城農村環境改善センター

糸満市選挙区 平成28年６月５日 糸満市西崎町三丁目１番
午後９時 糸満市西崎総合体育館

宮古島市選挙区 平成28年６月７日 宮古島市平良字西里186番地
午前11時 宮古島市平良庁舎６階会議室

石垣市選挙区 平成28年６月７日 石垣市美崎町14番地
午後１時 石垣市役所階第１会議室

国頭郡選挙区 平成28年６月７日 本部町字東５番地
午前10時 本部町役場会議室（２－１）

中頭郡選挙区 平成28年６月６日 西原町字与那城140番地の１
午後２時 西原町役場２階災害対策室

沖縄県選挙管理委員会告示第13号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙において、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第79条

第１項の規定により、次の選挙区における開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行う。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

名護市選挙区

うるま市選挙区

沖縄市選挙区

宜野湾市選挙区

浦添市選挙区

豊見城市選挙区

糸満市選挙区

沖縄県選挙管理委員会告示第14号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙において、公職の候補者がポスター掲示場にポスターを

掲示することができる日は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

ポスターを掲示することができる日 平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会告示第９号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における各選挙区の選挙長及びその職務代理者を公職選

挙法（昭和25年法律第100号）第75条第３項及び公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第１項の

規定により、次のとおり選任した。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 種別 氏名 住所

名護市選挙区 選挙長 宮城 次夫 名護市字宮里445番地大瀬マンション
205号

選挙長職務代理者 大山 政照 名護市字稲嶺111番地１

うるま市選挙区 選挙長 金城 善洋 うるま市字田場847番地４

選挙長職務代理者 比嘉 弘之 うるま市石川東恩納1067番地１

沖縄市選挙区 選挙長 城田 世市 沖縄市字古謝1003番地１

選挙長職務代理者 富田 恒雄 沖縄市越来二丁目19番33号

宜野湾市選挙区 選挙長 喜瀬 昭夫 宜野湾市新城一丁目３番１号

選挙長職務代理者 伊波 信栄 宜野湾市嘉数一丁目７番９号

浦添市選挙区 選挙長 久場 兼政 浦添市港川一丁目７番１号

選挙長職務代理者 仲村 勉 浦添市大平一丁目15番７号

那覇市・南部離島 選挙長 唐眞 弘安 那覇市首里末吉町３丁目50番地１
選挙区 末吉共同住宅２－407

選挙長職務代理者 松田 義之 那覇市古島２丁目３番地５

豊見城市選挙区 選挙長 平良 兼吉 豊見城市字座安310番地

選挙長職務代理者 赤嶺 光男 豊見城市字根差部202番地

島尻・南城市選挙 選挙長 照屋 盛康 南城市玉城字喜良原279番地
区

選挙長職務代理者 前城 順子 南城市知念字山里77番地

選挙長 山川 國正 糸満市字兼城762番地
糸満市選挙区

選挙長職務代理者 慶留間 清栄 糸満市字喜屋武492番地

宮古島市選挙区 選挙長 下地 淳徳 宮古島市平良字下里1107番地12

選挙長職務代理者 根間 秀昌 宮古島市平良字下里1270番地１
川平マンション106号

石垣市選挙区 選挙長 辻野 ヒロ子 石垣市字平得141番地２

選挙長職務代理者 仲盛 長秀 石垣市字石垣293番地１

国頭郡選挙区 選挙長 我部 政寿 本部町字健堅1090番地４

選挙長職務代理者 高良 和信 本部町字備瀬639番地22

中頭郡選挙区 選挙長 糸数 善昭 西原町字小波津507番地の６

選挙長職務代理者 呉屋 カツエ 西原町字小波津647番地の４
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沖縄県選挙管理委員会告示第12号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における選挙会の日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 日時 場所

名護市選挙区 平成28年６月５日 名護市港二丁目１番１号
午後９時 名護市民会館中ホール

うるま市選挙区 平成28年６月５日 うるま市字大田427番地
午後９時 うるま市具志川総合体育館

沖縄市選挙区 平成28年６月５日 沖縄市諸見里二丁目１番１号
午後９時 沖縄市体育館

宜野湾市選挙区 平成28年６月５日 宜野湾市真志喜四丁目２番１号
午後９時 宜野湾市立体育館

浦添市選挙区 平成28年６月５日 浦添市仲間一丁目13番１号
午後９時 浦添市多目的屋内運動場

那覇市・南部離島選挙区 平成28年６月７日 那覇市泉崎１丁目１番１号
午後２時 那覇市役所本庁舎12階

豊見城市選挙区 平成28年６月５日 豊見城市字平良467番地１
午後９時 豊見城市立中央公民館中ホール

島尻・南城市選挙区 平成28年６月６日 南城市玉城字富里143番地
午後４時 南城市玉城農村環境改善センター

糸満市選挙区 平成28年６月５日 糸満市西崎町三丁目１番
午後９時 糸満市西崎総合体育館

宮古島市選挙区 平成28年６月７日 宮古島市平良字西里186番地
午前11時 宮古島市平良庁舎６階会議室

石垣市選挙区 平成28年６月７日 石垣市美崎町14番地
午後１時 石垣市役所階第１会議室

国頭郡選挙区 平成28年６月７日 本部町字東５番地
午前10時 本部町役場会議室（２－１）

中頭郡選挙区 平成28年６月６日 西原町字与那城140番地の１
午後２時 西原町役場２階災害対策室

沖縄県選挙管理委員会告示第13号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙において、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第79条

第１項の規定により、次の選挙区における開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行う。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

名護市選挙区

うるま市選挙区

沖縄市選挙区

宜野湾市選挙区

浦添市選挙区

豊見城市選挙区

糸満市選挙区

沖縄県選挙管理委員会告示第14号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙において、公職の候補者がポスター掲示場にポスターを

掲示することができる日は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

ポスターを掲示することができる日 平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会告示第12号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における選挙会の日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 日時 場所

名護市選挙区 平成28年６月５日 名護市港二丁目１番１号
午後９時 名護市民会館中ホール

うるま市選挙区 平成28年６月５日 うるま市字大田427番地
午後９時 うるま市具志川総合体育館

沖縄市選挙区 平成28年６月５日 沖縄市諸見里二丁目１番１号
午後９時 沖縄市体育館

宜野湾市選挙区 平成28年６月５日 宜野湾市真志喜四丁目２番１号
午後９時 宜野湾市立体育館

浦添市選挙区 平成28年６月５日 浦添市仲間一丁目13番１号
午後９時 浦添市多目的屋内運動場

那覇市・南部離島選挙区 平成28年６月７日 那覇市泉崎１丁目１番１号
午後２時 那覇市役所本庁舎12階

豊見城市選挙区 平成28年６月５日 豊見城市字平良467番地１
午後９時 豊見城市立中央公民館中ホール

島尻・南城市選挙区 平成28年６月６日 南城市玉城字富里143番地
午後４時 南城市玉城農村環境改善センター

糸満市選挙区 平成28年６月５日 糸満市西崎町三丁目１番
午後９時 糸満市西崎総合体育館

宮古島市選挙区 平成28年６月７日 宮古島市平良字西里186番地
午前11時 宮古島市平良庁舎６階会議室

石垣市選挙区 平成28年６月７日 石垣市美崎町14番地
午後１時 石垣市役所階第１会議室

国頭郡選挙区 平成28年６月７日 本部町字東５番地
午前10時 本部町役場会議室（２－１）

中頭郡選挙区 平成28年６月６日 西原町字与那城140番地の１
午後２時 西原町役場２階災害対策室

平成28年５月27日　金曜日 公　　　　報 （号外第15号）
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沖縄県選挙管理委員会告示第15号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における公職選挙法（昭和25年法律第100号）第194条第

１項の規定による各選挙区の選挙運動に関する支出金額の制限額は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 選挙運動に関する支出金額の制限額

名護市選挙区 5,859,400円

うるま市選挙区 5,833,600円

沖縄市選挙区 5,649,700円

宜野湾市選挙区 5,944,000円

浦添市選挙区 5,677,600円

那覇市・南部離島選挙区 5,888,800円

豊見城市選挙区 5,822,200円

島尻・南城市選挙区 5,937,100円

糸満市選挙区 5,794,200円

宮古島市選挙区 5,706,300円

石垣市選挙区 5,649,800円

国頭郡選挙区 6,156,300円

中頭郡選挙区 5,851,100円

沖縄県選挙管理委員会告示第16号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における沖縄県議会議員の選挙における選挙公報の発行

に関する条例（平成24年沖縄県条例第12号）第４条第２項の規定による選挙公報の掲載の順序を定めるくじ

を行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 日時 場所

名護市選挙区 平成28年５月27日 名護市港二丁目１番１号
午後５時30分 名護市選挙管理委員会事務局

うるま市選挙区 平成28年５月27日 うるま市みどり町一丁目１番１号
午後５時15分 うるま市選挙管理委員会事務局

沖縄市選挙区 平成28年５月27日 沖縄市仲宗根町26番１号
午後５時 沖縄市役所地下１階入札室

宜野湾市選挙区 平成28年５月27日 宜野湾市野嵩一丁目１番１号
午後５時15分 宜野湾市選挙管理委員会事務局

浦添市選挙区 平成28年５月27日 浦添市安波茶一丁目１番１号
午後５時15分 浦添市選挙管理委員会事務局

那覇市・南部離島選挙区 平成28年５月27日 那覇市泉崎１丁目１番１号那覇市役所本
午後５時15分 庁舎12階

那覇市選挙管理委員会事務局

豊見城市選挙区 平成28年５月27日 豊見城市字翁長854番地１
午後５時15分 豊見城市役所２階第１会議室

島尻・南城市選挙区 平成28年５月27日 南城市玉城字富里143番地
午後５時 南城市役所２階農事研修室

糸満市選挙区 平成28年５月27日 糸満市潮崎町一丁目１番地
午後５時 糸満市役所３階３－ｃ会議室

宮古島市選挙区 平成28年５月27日 宮古島市平良字西里186番地
午後５時15分 宮古島市選挙管理委員会事務局

石垣市選挙区 平成28年５月27日 石垣市美崎町14番地
午後５時20分 石垣市役所階第１会議室

国頭郡選挙区 平成28年５月27日 本部町字東５番地
午後５時 本部町役場会議室（２－１）

中頭郡選挙区 平成28年５月27日 西原町字与那城140番地の１
午後５時15分 西原町選挙管理委員会事務室

沖縄県選挙管理委員会告示第16号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における沖縄県議会議員の選挙における選挙公報の発行

に関する条例（平成24年沖縄県条例第12号）第４条第２項の規定による選挙公報の掲載の順序を定めるくじ

を行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 日時 場所

名護市選挙区 平成28年５月27日 名護市港二丁目１番１号
午後５時30分 名護市選挙管理委員会事務局

うるま市選挙区 平成28年５月27日 うるま市みどり町一丁目１番１号
午後５時15分 うるま市選挙管理委員会事務局

沖縄市選挙区 平成28年５月27日 沖縄市仲宗根町26番１号
午後５時 沖縄市役所地下１階入札室

宜野湾市選挙区 平成28年５月27日 宜野湾市野嵩一丁目１番１号
午後５時15分 宜野湾市選挙管理委員会事務局

浦添市選挙区 平成28年５月27日 浦添市安波茶一丁目１番１号
午後５時15分 浦添市選挙管理委員会事務局

那覇市・南部離島選挙区 平成28年５月27日 那覇市泉崎１丁目１番１号那覇市役所本
午後５時15分 庁舎12階

那覇市選挙管理委員会事務局

豊見城市選挙区 平成28年５月27日 豊見城市字翁長854番地１
午後５時15分 豊見城市役所２階第１会議室

島尻・南城市選挙区 平成28年５月27日 南城市玉城字富里143番地
午後５時 南城市役所２階農事研修室

糸満市選挙区 平成28年５月27日 糸満市潮崎町一丁目１番地
午後５時 糸満市役所３階３－ｃ会議室

宮古島市選挙区 平成28年５月27日 宮古島市平良字西里186番地
午後５時15分 宮古島市選挙管理委員会事務局

石垣市選挙区 平成28年５月27日 石垣市美崎町14番地
午後５時20分 石垣市役所階第１会議室

国頭郡選挙区 平成28年５月27日 本部町字東５番地
午後５時 本部町役場会議室（２－１）

中頭郡選挙区 平成28年５月27日 西原町字与那城140番地の１
午後５時15分 西原町選挙管理委員会事務室

沖縄県議会議員一般選挙名護市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における名護市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙名護市選挙区

選挙長 宮 城 次 夫

名護市港二丁目１番１号 名護市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙うるま市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙におけるうるま市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次

のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙うるま市選挙区

選挙長 金 城 善 洋

うるま市みどり町一丁目１番１号 うるま市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙沖縄市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における沖縄市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙沖縄市選挙区

選挙長 城 田 世 市

沖縄市仲宗根町26番１号 沖縄市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙宜野湾市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における宜野湾市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次

のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙宜野湾市選挙区

選挙長 喜 瀬 昭 夫

平成28年５月27日午前10時まで 宜野湾市野嵩一丁目１番１号 宜野湾市役所第２会議室

平成28年５月27日午前10時以降 宜野湾市野嵩一丁目１番１号 宜野湾市選挙管理委員会事務局
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沖縄県選挙管理委員会告示第16号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における沖縄県議会議員の選挙における選挙公報の発行

に関する条例（平成24年沖縄県条例第12号）第４条第２項の規定による選挙公報の掲載の順序を定めるくじ

を行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 日時 場所

名護市選挙区 平成28年５月27日 名護市港二丁目１番１号
午後５時30分 名護市選挙管理委員会事務局

うるま市選挙区 平成28年５月27日 うるま市みどり町一丁目１番１号
午後５時15分 うるま市選挙管理委員会事務局

沖縄市選挙区 平成28年５月27日 沖縄市仲宗根町26番１号
午後５時 沖縄市役所地下１階入札室

宜野湾市選挙区 平成28年５月27日 宜野湾市野嵩一丁目１番１号
午後５時15分 宜野湾市選挙管理委員会事務局

浦添市選挙区 平成28年５月27日 浦添市安波茶一丁目１番１号
午後５時15分 浦添市選挙管理委員会事務局

那覇市・南部離島選挙区 平成28年５月27日 那覇市泉崎１丁目１番１号那覇市役所本
午後５時15分 庁舎12階

那覇市選挙管理委員会事務局

豊見城市選挙区 平成28年５月27日 豊見城市字翁長854番地１
午後５時15分 豊見城市役所２階第１会議室

島尻・南城市選挙区 平成28年５月27日 南城市玉城字富里143番地
午後５時 南城市役所２階農事研修室

糸満市選挙区 平成28年５月27日 糸満市潮崎町一丁目１番地
午後５時 糸満市役所３階３－ｃ会議室

宮古島市選挙区 平成28年５月27日 宮古島市平良字西里186番地
午後５時15分 宮古島市選挙管理委員会事務局

石垣市選挙区 平成28年５月27日 石垣市美崎町14番地
午後５時20分 石垣市役所階第１会議室

国頭郡選挙区 平成28年５月27日 本部町字東５番地
午後５時 本部町役場会議室（２－１）

中頭郡選挙区 平成28年５月27日 西原町字与那城140番地の１
午後５時15分 西原町選挙管理委員会事務室

沖縄県議会議員一般選挙名護市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における名護市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙名護市選挙区

選挙長 宮 城 次 夫

名護市港二丁目１番１号 名護市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙うるま市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙におけるうるま市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次

のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙うるま市選挙区

選挙長 金 城 善 洋

うるま市みどり町一丁目１番１号 うるま市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙沖縄市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における沖縄市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙沖縄市選挙区

選挙長 城 田 世 市

沖縄市仲宗根町26番１号 沖縄市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙宜野湾市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における宜野湾市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次

のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙宜野湾市選挙区

選挙長 喜 瀬 昭 夫

平成28年５月27日午前10時まで 宜野湾市野嵩一丁目１番１号 宜野湾市役所第２会議室

平成28年５月27日午前10時以降 宜野湾市野嵩一丁目１番１号 宜野湾市選挙管理委員会事務局

沖縄県選挙管理委員会告示第12号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における選挙会の日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県選挙管理委員会

委員長 当 山 尚 幸

選挙区名称 日時 場所

名護市選挙区 平成28年６月５日 名護市港二丁目１番１号
午後９時 名護市民会館中ホール

うるま市選挙区 平成28年６月５日 うるま市字大田427番地
午後９時 うるま市具志川総合体育館

沖縄市選挙区 平成28年６月５日 沖縄市諸見里二丁目１番１号
午後９時 沖縄市体育館

宜野湾市選挙区 平成28年６月５日 宜野湾市真志喜四丁目２番１号
午後９時 宜野湾市立体育館

浦添市選挙区 平成28年６月５日 浦添市仲間一丁目13番１号
午後９時 浦添市多目的屋内運動場

那覇市・南部離島選挙区 平成28年６月７日 那覇市泉崎１丁目１番１号
午後２時 那覇市役所本庁舎12階

豊見城市選挙区 平成28年６月５日 豊見城市字平良467番地１
午後９時 豊見城市立中央公民館中ホール

島尻・南城市選挙区 平成28年６月６日 南城市玉城字富里143番地
午後４時 南城市玉城農村環境改善センター

糸満市選挙区 平成28年６月５日 糸満市西崎町三丁目１番
午後９時 糸満市西崎総合体育館

宮古島市選挙区 平成28年６月７日 宮古島市平良字西里186番地
午前11時 宮古島市平良庁舎６階会議室

石垣市選挙区 平成28年６月７日 石垣市美崎町14番地
午後１時 石垣市役所階第１会議室

国頭郡選挙区 平成28年６月７日 本部町字東５番地
午前10時 本部町役場会議室（２－１）

中頭郡選挙区 平成28年６月６日 西原町字与那城140番地の１
午後２時 西原町役場２階災害対策室
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沖縄県議会議員一般選挙宜野湾市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における宜野湾市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次

のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙宜野湾市選挙区

選挙長 喜 瀬 昭 夫

平成28年５月27日午前10時まで 宜野湾市野嵩一丁目１番１号 宜野湾市役所第２会議室

平成28年５月27日午前10時以降 宜野湾市野嵩一丁目１番１号 宜野湾市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙浦添市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における浦添市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙浦添市選挙区

選挙長 久 場 兼 政

浦添市安波茶一丁目１番１号 浦添市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙那覇市・南部離島選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における那覇市・南部離島選挙区選挙長の事務を行う場

所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙那覇市・南部離島選挙区

選挙長 唐 眞 弘 安

那覇市泉崎１丁目１番１号那覇市役所本庁舎12階 那覇市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙豊見城市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における豊見城市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次

のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙豊見城市選挙区

選挙長 平 良 兼 吉

平成28年５月27日 豊見城市字翁長854番地１ 豊見城市役所２階第１会議室

平成28年５月28日以降 豊見城市字翁長854番地１ 豊見城市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙島尻・南城市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における島尻・南城市選挙区選挙長の事務を行う場所

は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙島尻・南城市選挙区

選挙長 照 屋 盛 康

南城市玉城字富里143番地 南城市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における糸満市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区

選挙長 山 川 國 正

平成28年５月27日 糸満市潮崎一丁目１番地 糸満市役所３階３－ａ会議室

平成28年５月28以降 糸満市潮崎一丁目１番地 糸満市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における糸満市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区

選挙長 山 川 國 正

平成28年５月27日 糸満市潮崎一丁目１番地 糸満市役所３階３－ａ会議室

平成28年５月28以降 糸満市潮崎一丁目１番地 糸満市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙宮古島市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における宮古島市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次

のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙宮古島市選挙区

選挙長 下 地 淳 徳

宮古島市平良字西里186番地 宮古島市役所平良庁舎５階 宮古島市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙石垣市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における石垣市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙石垣市選挙区

選挙長 辻 野 ヒ ロ 子

平成28年５月27日 石垣市美崎町14番地 石垣市役所第１会議室

平成28年５月28日以降 石垣市美崎町14番地 石垣市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における国頭郡選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区

選挙長 我 部 政 寿

平成28年５月27日 本部町字東５番地 本部町選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙中頭郡選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における中頭郡選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙中頭郡選挙区

選挙長 糸 数 善 昭

平成28年５月27日 西原町字与那城140番地の１ 西原町役場２階災害対策室

平成28年５月28日以降 西原町字与那城140番地の１ 西原町選挙管理委員会事務室

沖縄県議会議員一般選挙名護市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における名護市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙名護市選挙区

選挙長 宮 城 次 夫

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 名護市港二丁目１番１号 名護市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙豊見城市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における豊見城市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次

のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙豊見城市選挙区

選挙長 平 良 兼 吉

平成28年５月27日 豊見城市字翁長854番地１ 豊見城市役所２階第１会議室

平成28年５月28日以降 豊見城市字翁長854番地１ 豊見城市選挙管理委員会事務局
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沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における糸満市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区

選挙長 山 川 國 正

平成28年５月27日 糸満市潮崎一丁目１番地 糸満市役所３階３－ａ会議室

平成28年５月28以降 糸満市潮崎一丁目１番地 糸満市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙宮古島市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における宮古島市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次

のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙宮古島市選挙区

選挙長 下 地 淳 徳

宮古島市平良字西里186番地 宮古島市役所平良庁舎５階 宮古島市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙石垣市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における石垣市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙石垣市選挙区

選挙長 辻 野 ヒ ロ 子

平成28年５月27日 石垣市美崎町14番地 石垣市役所第１会議室

平成28年５月28日以降 石垣市美崎町14番地 石垣市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における国頭郡選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区

選挙長 我 部 政 寿

平成28年５月27日 本部町字東５番地 本部町選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙中頭郡選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における中頭郡選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙中頭郡選挙区

選挙長 糸 数 善 昭

平成28年５月27日 西原町字与那城140番地の１ 西原町役場２階災害対策室

平成28年５月28日以降 西原町字与那城140番地の１ 西原町選挙管理委員会事務室

沖縄県議会議員一般選挙名護市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における名護市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙名護市選挙区

選挙長 宮 城 次 夫

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 名護市港二丁目１番１号 名護市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙石垣市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における石垣市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙石垣市選挙区

選挙長 辻 野 ヒ ロ 子

平成28年５月27日 石垣市美崎町14番地 石垣市役所第１会議室

平成28年５月28日以降 石垣市美崎町14番地 石垣市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における糸満市選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区

選挙長 山 川 國 正

平成28年５月27日 糸満市潮崎一丁目１番地 糸満市役所３階３－ａ会議室

平成28年５月28以降 糸満市潮崎一丁目１番地 糸満市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区選挙長告示第１号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における国頭郡選挙区選挙長の事務を行う場所は、次の

とおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区

選挙長 我 部 政 寿

平成28年５月27日 本部町字東５番地 本部町選挙管理委員会事務局
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沖縄県議会議員一般選挙うるま市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙におけるうるま市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙うるま市選挙区

選挙長 金 城 善 洋

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 うるま市みどり町一丁目１番１号 うるま市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙沖縄市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における沖縄市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙沖縄市選挙区

選挙長 城 田 世 市

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 沖縄市仲宗根町26番１号 沖縄市役所地下１階入札室

沖縄県議会議員一般選挙宜野湾市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における宜野湾市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙宜野湾市選挙区

選挙長 喜 瀬 昭 夫

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 宜野湾市野嵩一丁目１番１号 宜野湾市役所１階健康相談室

沖縄県議会議員一般選挙浦添市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における浦添市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙浦添市選挙区

選挙長 久 場 兼 政

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 浦添市安波茶一丁目１番１号 浦添市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙那覇市・南部離島選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における那覇市・南部離島選挙区の公職選挙法（昭和25

年法律第100号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙那覇市・南部離島選挙区

選挙長 唐 眞 弘 安

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 那覇市泉崎１丁目１番１号那覇市役所本庁舎12階 那覇市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙豊見城市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における豊見城市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙豊見城市選挙区

選挙長 平 良 兼 吉

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 豊見城市字翁長854番地１ 豊見城市役所２階第２会議室

沖縄県議会議員一般選挙豊見城市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における豊見城市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙豊見城市選挙区

選挙長 平 良 兼 吉

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 豊見城市字翁長854番地１ 豊見城市役所２階第２会議室

沖縄県議会議員一般選挙島尻・南城市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における島尻・南城市選挙区の公職選挙法（昭和25年法

律第100号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙島尻・南城市選挙区

選挙長 照 屋 盛 康

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 南城市玉城字富里143番地 南城市役所２階農事研修室

沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における糸満市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区

選挙長 山 川 國 正

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 糸満市潮崎町一丁目１番地 糸満市役所３階３－ｃ会議室

沖縄県議会議員一般選挙宮古島市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における宮古島市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙宮古島市選挙区

選挙長 下 地 淳 徳

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時15分

２ 場所 宮古島市平良字西里186番地 宮古島市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙石垣市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における石垣市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙石垣市選挙区

選挙長 辻 野 ヒ ロ 子

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時10分

２ 場所 石垣市美崎町14番地 石垣市役所第１会議室

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における国頭郡選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区

選挙長 我 部 政 寿

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 本部町字東５番地 本部町選挙管理委員会事務局
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沖縄県議会議員一般選挙豊見城市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における豊見城市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙豊見城市選挙区

選挙長 平 良 兼 吉

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 豊見城市字翁長854番地１ 豊見城市役所２階第２会議室

沖縄県議会議員一般選挙島尻・南城市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における島尻・南城市選挙区の公職選挙法（昭和25年法

律第100号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙島尻・南城市選挙区

選挙長 照 屋 盛 康

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 南城市玉城字富里143番地 南城市役所２階農事研修室

沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における糸満市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙糸満市選挙区

選挙長 山 川 國 正

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 糸満市潮崎町一丁目１番地 糸満市役所３階３－ｃ会議室

沖縄県議会議員一般選挙宮古島市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における宮古島市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙宮古島市選挙区

選挙長 下 地 淳 徳

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時15分

２ 場所 宮古島市平良字西里186番地 宮古島市選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙石垣市選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における石垣市選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙石垣市選挙区

選挙長 辻 野 ヒ ロ 子

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時10分

２ 場所 石垣市美崎町14番地 石垣市役所第１会議室

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における国頭郡選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区

選挙長 我 部 政 寿

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 本部町字東５番地 本部町選挙管理委員会事務局
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沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における国頭郡選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区

選挙長 我 部 政 寿

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 本部町字東５番地 本部町選挙管理委員会事務局

沖縄県議会議員一般選挙中頭郡選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における中頭郡選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙中頭郡選挙区

選挙長 糸 数 善 昭

１ 日時 平成28年６月７日 午後５時

２ 場所 西原町字与那城140番地の１ 西原町選挙管理委員会事務室

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区選挙長告示第２号

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における国頭郡選挙区の公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）第76条の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。

平成28年５月27日

沖縄県議会議員一般選挙国頭郡選挙区

選挙長 我 部 政 寿

１ 日時 平成28年６月２日 午後５時

２ 場所 本部町字東５番地 本部町選挙管理委員会事務局
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