
津市選挙管理委員会告示第４１号  
 平成１９年４月８日執行予定の三重県知事選挙における公職選挙法（昭和２

５年法律第１００号）第１４４条の２第１項の規定によるポスター掲示場を次

のとおり設置したので、同条第４項の規定により告示する。  
  平成１９年３月２０日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  

 
記  

別紙のとおり  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要

1 津市西丸之内２３－１ 1

1 津市丸之内２７ 2

1 津市西丸之内３２ 3

1 津市丸之内２７ 4

1 津市南丸之内１８ 5

2 津市北丸之内 1

2 津市中央８ 2

2 津市中央８－８ 3

2 津市丸之内養正町１３ 4

2 津市丸之内養正町１４ 5

3 津市新東町塔世５ 1

3 津市愛宕町１５８ 2

3 津市相生町１９２ 3

3 津市愛宕町２３３ 4

3 津市相生町 5

4 津市中河原３５６－２ 1

4 津市乙部３６－１４ 2

4 津市海岸町１６ 3

4 津市末広町２４ 4

4 津市高洲町１５ 5

松岡友子宅北側

津海岸バス停前西側

海浜公園東側

高洲町教育集会所西側

東橋内中学校東側

中央保育園東側

玉置町公園東側

養正小学校東側

新地公園北側

愛宕公園東側

さくら湯南側

中央市民館南側

相生町公園北側

お城公園西側

三番町公園東側

塔世公園東側

東検校公園西側

津市役所南側

お城児童公園南側

設　置　場　所

お城東駐車場西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

5 津市大門３１ 1

5 津市寿町２１－２２ 2

5 津市東丸之内２０ 3

5 津市港町３－７ 4

5 津市乙部１－３ 5

6 津市船頭町津興 1

6 津市船頭町津興３３８１ 2

6 津市柳山津興１５３５－２７ 3

6 津市船頭町津興１６９５－７ 4

6 津市三重町津興４３３－６ 5

7 津市三重町津興５５５－３ 1

7 津市柳山津興３９６ 2

7 津市柳山津興３３７ 3

7 津市柳山津興６２２ 4

7 津市柳山津興３８２－１０ 5

8 津市阿漕町津興１１６２ 1

8 津市下弁財町津興１３５０ 2

8 津市下弁財町津興２４４ 3

8 津市阿漕町津興２２２－９ 4

8 津市藤方２４３２－２０ 5

観音公園東側

敬和公民館北側

極楽橋中継ポンプ場管理所西側

贄崎児童遊び場東側グランド

三交タクシー中部（株）

船頭ポンプ場西側

県営住宅船頭町団地Ｐ１南側

橋南会館南側

百五銀行事務センター南側

市営千鳥アパート南側

三重町公園南側

阿漕浦児童遊び場北側

加藤工務店共同住宅南側

阿漕塚記念館敷地内西側

プロマーケット津店北側

橋南市民センター西側

育生小学校西門北側

アイリスケアセンター津駐車場東
側

市営南阿漕住宅２号館西側

結城園公園東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

9 津市下弁財町津興３００５ 1

9 津市上弁財町津興２５３７－４ 2

9 津市津興２９３０－５ 3

9 津市上弁財町９－２７ 4

10 津市南中央３ 1

10 津市南中央１０－１８ 2

10 津市本町３３－１ 3

10 津市本町３３－１ 4

10 津市本町３３－１ 5

11 津市岩田１７ 1

11 津市修成町９ 2

11 津市幸町１８－２２ 3

11 津市幸町２ 4

11 津市半田３ 5

12 津市南新町１７ 1

12 津市南新町２－９ 2

12 津市半田５３４ 3

12 津市半田７６－５ 4

13 津市八町三丁目３ 1

13 津市新町三丁目４－２０ 2

津興公園北側

橋南中学校プール西側

東洋薬局垂水店南側

ＮＴＴ西日本津阿漕ビル北側

古道公園北側

ぼだいじ保育園西側

津球場公園南側

津球場公園西側

津市体育館北側

桜ヶ丘排水機場北側

修成小学校南側

橋南公民館東側

岩田公園西側

高松山団地南公園北側

市営新町１号館アパート西側

名古屋文化学園津幼稚園西側

県立津工業高等学校北側

藤川工務店西側

新町小学校西側

新町幼稚園西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

13 津市南河路 3

13 津市西古河町１９－８ 4

14 津市西古河町２３－７ 1

14 津市東古河町７－１ 2

14 津市西丸之内１２ 3

14 津市東古河町４ 4

15 津市観音寺町２５５－１ 1

15 津市鳥居町２２８－１ 2

15 津市観音寺町４４８－２９ 3

15 津市観音寺町５１８－１ 4

16 津市羽所町５７４ 1

16 津市鳥居町８８－４３ 2

16 津市栄町１丁目 3

16 津市栄町１丁目９５４ 4

17 津市桜橋一丁目７０７ 1

17 津市島崎町１３７－１３０ 2

17 津市島崎町２７２ 3

17 津市桜橋三丁目１９８ 4

17 津市桜橋二丁目３９ 5

18 津市上浜町一丁目２９３－３ 1

佐藤邦和宅前道路敷

小宮文子宅西側

倉田有邦宅南側

西橋内中学校西側

一之坪（一之田）公園東側

古河公園南側

クレハエラストマー㈱北側

マルヤス山手通り店駐車場西側

観音寺東公園南側

三重大学附属幼稚園駐車場北西側

羽所公園西側

鳥居町公園北西側

安濃川親水公園西側

三重県栄町庁舎西側

桜橋公園東側

立誠保育園西側

島崎町公園西側

旭町公園南側

南立誠小学校西側

三重県私学会館駐車場東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

18 津市栄町四丁目５ 2

18 津市栄町三丁目２００－１８ 3

18 津市広明町１４７－１ 4

18 津市上浜町六丁目 5

19 津市大谷町１２ 1

19 津市一身田上津部田３０５５ 2

19 津市一身田上津部田 3

19 津市一身田上津部田１３５５－５ 4

19 津市渋見町６３０－１４１ 5

20 津市一身田上津部田１４７０ 1

20 津市長岡町８００－４３７ 2

20 津市一身田上津部田１４８８－８ 3

20 津市長岡町８００－４５２ 4

20 津市長岡町８００－２５８ 5

21 津市上浜町五丁目６９－４３ 1

21 津市上浜町五丁目１－７５ 2

21 津市上浜町四丁目４９ 3

21 津市上浜町五丁目１１７－１ 4

21 津市上浜町二丁目１６５－１ 5

22 津市江戸橋一丁目３０ 1

橋北公民館跡地南側

栄町公園東側

津偕楽公園東側

ひょうたん池南側

三重県総合教育センター駐車場北
側

上津部田公園南側

県総合文化センター前バス停東側

津西会館西側

つつじが丘南公園東側

県立津東高等学校東側

西が丘小学校正門前

上津台中央公園北側

西が丘西公園東側

西が丘中公園南側

上浜北公園北側

上浜ハーモニー公園東側

上浜団地集会所北側

近畿日本鉄道江戸橋駅前

光蓮寺東側

北立誠小学校正門前



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

22 津市栗真町屋町 2

22 津市江戸橋二丁目１７４ 3

22 津市江戸橋二丁目５９ 4

22 津市桜橋三丁目４４６－２８ 5

23 津市雲出島貫町 1

23 津市雲出本郷町１３８８－１ 2

23 津市雲出本郷町１１４０ 3

23 津市雲出長常町１０２６－１ 4

23 津市雲出長常町 5

23 津市雲出伊倉津町１４７３ 6

24 津市城山二丁目２０－３ 1

24 津市城山三丁目１０ 2

24 津市城山一丁目 3

24 津市城山一丁目２９－２５ 4

24 津市城山二丁目３０ 5

25 津市高茶屋二丁目５５ 1

25 津市高茶屋二丁目２５ 2

25 津市高茶屋一丁目１８－７ 3

25 津市高茶屋三丁目２５－１ 4

25 津市高茶屋三丁目９－１ 5

三重大学正門前

三重大学医学部附属病院入口

江戸橋団地ＰＲ３棟前

ＮＴＴ西日本津社宅２号棟南側

雲出市民館南側公園西側

雲出出張所前

雲出幼稚園西側

市営住宅雲出二号館南

雲出長常児童遊び場東側

雲出保育園西側

城山会館西側

市営西城山住宅４号館南側

日本板硝子㈱城山寮西側

草の実養護学校西側

堀江第２アパート北側防火水槽前

小森宮の前児童遊び場南側

桜茶屋児童遊び場西側

奥山吉郎宅西側

高茶屋保育園前

小森住宅児童遊び場北側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

26 津市高茶屋小森町 1

26 津市高茶屋小森町 2

26 津市高茶屋小森町 3

26 津市高茶屋小森町４０００ 4

26 津市高茶屋小森町１２００－１ 5

27 津市藤方１４９１－２ 1

27 津市藤方１１３１－１ 2

27 津市垂水５８７ 3

27 津市藤方１６２７ 4

27 津市藤方２３０４－２ 5

28 津市半田 1

28 津市垂水２６１２－２２ 2

28 津市半田３４２４ 3

28 津市垂水２８８２－１ 4

28 津市垂水２９７０ 5

29 津市南が丘二丁目４ 1

29 津市南が丘一丁目５－６ 2

29 津市南が丘四丁目 3

29 津市垂水１３００ 4

29 津市垂水２６７０ 5

高茶屋駅南側公共自転車駐車場

中山北児童遊び場東側

朝日ガス㈱津営業所前東側

南部緑地公園内球場東側

津高等技術学校正門東側

藤水出張所南側

飯田惇宅北側

チビッコ広場西側

藤水小学校体育館入口西側

聾学校プール南側

青谷第一集会所前

津電気会館前

二重池団地東公園東側

南が丘会館西側

垂水団地公園西側

南が丘メタセコイア公園南側

南が丘自治会集会所北側

南が丘シイノキ公園西側

津市社会福祉事業団入口北側

潮見が丘団地中央公園南側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

30 津市緑が丘一丁目４－２０ 1

30 津市緑が丘二丁目４－３ 2

30 津市神戸１８９３ 3

30 津市神戸 4

30 津市神戸１６８０－１ 5

31 津市野田２１－７９３ 1

31 津市野田２１－８６３ 2

31 津市野田２１－８３９ 3

31 津市野田２１－８１８ 4

31 津市野田１５７０ 5

32 津市片田町５９４－６ 1

32 津市片田新町９－２９ 2

32 津市片田新町３７－５ 3

32 津市片田新町９－２４ 4

32 津市片田新町１１０－１ 5

32 津市片田志袋町３００－１７ 6

33 津市小舟１０８１－８２ 1

33 津市小舟 2

33 津市分部 3

33 津市小舟 4

どんぐり公園東側

サンベール公園南側

ぜにやま公園南側

神戸小学校東道路敷南側

青少年野外活動センター入り口横

泉ヶ丘団地北公園南側

泉ヶ丘集会所前

泉ヶ丘団地東公園西側

泉ヶ丘団地中央公園東側

野田集会所東側

片田工業団地北公園西側

片田団地東公園西側

片田団地なかよし公園南側

片田団地北公園東側

片田ニュータウン北公園東側

志袋公園南側

殿舟団地集会所広場北側

殿舟団地第４公園南側

JA津安芸倉庫前分部（地下・十
王・長田）自治会共同管理公園東
側

殿舟団地第１公園南側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

33 津市殿村 5

34 津市納所町２３６ 1

34 津市渋見町 2

34 津市河辺町 3

34 津市安東町 4

34 津市一色町２５７ 5

35 津市長岡町 1

35 津市河辺町 2

35 津市河辺町３５１４－３ 3

35 津市河辺町３０２５ 4

36 津市夢が丘一丁目 1

36 津市一身田上津部田７４９ 2

36 津市一身田中野１５７ 3

36 津市一身田大古曽１７４－４ 4

36 津市一身田大古曽３５５ 5

37 津市一身田町２８１ 1

37 津市一身田平野１７２－１ 2

37 津市一身田平野４６９ 3

37 津市一身田平野 4

37 津市一身田平野 5

殿村集荷場前

安東小学校北側

渋見町ごみ集積所横駐車場東側

（株）山幸建設駐車場東側

跡部集会所防火水槽西側

中消防署西分署西側

緑の街バス停留所西側

もちのきパーク南側

けやきガーデン団地内公園北側

津西ハイタウンセントラルパーク
東側

中央公園北西側

佐脇勝洋宅東側

三重短期大学西側

松浦豊喜宅東側

一身田小学校西側

高田ケアハウス駐車場東側

中尾清章宅南側

下津宗義宅北側

志登茂南公園東側

志登茂園ロータリー傍の空地東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

38 津市一身田豊野２６２－１ 1

38 津市一身田豊野１４０６－７２０ 2

38 津市一身田豊野３６３ 3

38 津市一身田豊野３９２ 4

38 津市一身田豊野 5

39 津市栗真町屋町１１３６－４ 1

39 津市栗真町屋町１５１５ 2

39 津市栗真町屋町５１７－２ 3

39 津市栗真町屋町７８１ 4

39 津市栗真町屋町８３６－１ 5

40 津市栗真中山町３６０－１ 1

40 津市栗真小川町２７４ 2

40 津市栗真小川町３２８ 3

40 津市栗真小川町１５１７－３ 4

40 津市栗真小川町８６３－６０ 5

41 津市白塚町３４６８－１ 1

41 津市白塚町４４６３ 2

41 津市白塚町５２０５ 3

41 津市白塚町４９６４－２ 4

42 津市白塚町２８５６ 1

山本浩子所有地南側

豊野団地西公園東側

豊野団地中央公園西側

豊野団地東公園西側

東豊野バス停西側

鈴木五九吉宅西側

大学前バス停北東側

富田千秋宅西側

大河内義夫宅西側

栗真出張所南側

JA津安芸栗真支店西側

栗真保育園西側

小菅定美宅西側

岩中壽美宅北側

小川園児童遊び場西側

宮野景明宅北側

白塚小学校西側

白塚出張所東側

太田宏子所有駐車場北側

旭電器工業株式会社西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

42 津市白塚町２１１１ 2

42 津市白塚町１９１５－２ 3

42 津市白塚町１０８０－２０８ 4

43 津市白塚町３５７－６ 1

43 津市白塚町 2

43 津市白塚町 3

43 津市白塚町５８－１５ 4

43 津市白塚町３５７－５ 5

44 津市大里川北町 1

44 津市大里窪田町 2

44 津市あのつ台四丁目６－１ 3

44 津市大里山室町 4

44 津市大里窪田町１８２１ 5

44 津市大里小野田町１１０ 6

45 津市高野尾町５４１７ 1

45 津市高野尾町１８９１－５３ 2

45 津市高野尾町１７７１ 3

45 津市高野尾町４２０２ 4

45 津市高野尾町４６０８ 5

46 津市高野尾町 1

白塚市民センター西側

加藤範雄宅南側

小堀孝一宅東側

白塚団地汚水処理場北側

逆川排水路西側

逆川排水路西側

白塚団地集会所西側

白塚団地南公園東側

大里川北町集会所東側

中勢バイパス大里窪田町出口東側

あのつピア南側

山室高架橋東側

大里小学校西側

乙部靖宅西側

高野尾出張所北東側

赤塚重一宅北側

田中薫宅南側

西円寺北側

稲垣嘉太郎宅西南側

豊が丘のびのび公園南側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

46 津市高野尾町３２１４ 2

46 津市高野尾町３１７５－４９５ 3

46 津市高野尾町 4

46 津市高野尾町３３５１－２３７ 5

47 津市河芸町中別保１２６－１ 1

47 津市河芸町中別保１７０８－１ 2

47 津市河芸町中別保２０３３－１ 3

47 津市河芸町中別保１７４９ 4

48 津市河芸町一色１６８０ 1

48 津市河芸町一色１４７８－３ 2

48 津市河芸町一色２７８６ 3

48 津市河芸町影重９４５ 4

48 津市河芸町一色１２１６－１ 5

49 津市河芸町久知野１７３１－１ 1

49 津市河芸町上野３３３９－１ 2

49 津市河芸町上野３８２４ 3

49 津市河芸町上野５９６－１ 4

49 津市河芸町上野６４５－２ 5

49 津市河芸町上野６９１－２ 6

49 津市河芸町上野２９６３ 7

豊が丘小学校西側

豊が丘あすなろ公園北側

豊が丘にっこり公園東側

高野尾ポンプ場東側

河芸郵便局北側

岩崎勝所有駐車場北側

中別保公民館北側

阪益子宅東側

豊津小学校東側

豊津浄水場入口北側

西井容子宅北側

影重公民館北側

倉田酒造東側空地

久知野自治会駐車場東畑北西側

新上野団地入口市道路肩

北消防署河芸分署入口北

東上野団地東上野北公園西側

大蔵園信号交差点南方向市道クラ
ンク沿い

オークワ河芸店南側

上野小学校正門北側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

49 津市河芸町一色１２３ 8

50 津市河芸町東千里２５２－２ 1

50 津市河芸町東千里７８６ 2

50 津市河芸町東千里３０５８－２３ 3

50 津市河芸町上野４２－２ 4

51 津市河芸町千里ヶ丘１３ 1

51 津市河芸町千里ヶ丘１５ 2

51 津市河芸町千里ヶ丘６９－２ 3

51 津市河芸町西千里１５８９－３ 4

51 津市河芸町千里ヶ丘５６－２ 5

51 津市河芸町杜の街一丁目４－６ 6

51 津市河芸町杜の街一丁目１９－１ 7

52 津市河芸町浜田７４２ 1

52 津市河芸町浜田８１４－３ 2

52 津市河芸町浜田１６８－４ 3

52 津市河芸町赤部６９５ 4

52 津市河芸町北黒田５１－４ 5

52 津市河芸町高佐５１８－１ 6

53 津市河芸町南黒田２２８２ 1

53 津市河芸町南黒田４０９－４ 2

中瀬河芸理容店東側

スーパーサンシ進入路東

藤枝綾子宅西側

杉野宗男宅北側

近鉄千里駅東交差点西側

千里ヶ丘小学校正門西

千里ヶ丘小学校プール南側

千里ヶ丘集会所前

西千里公民館南側

千里ヶ丘第２公園西側

くすのきの丘入口南市道路肩

せせらぎ公園西側

町民の森総合センター駐車場西側

河芸総合支所南側

浜田集落センター南側

青重臣宅前

JA津安芸黒田支店東側

高佐農業構造改善センター東側

行方武二宅南側

観音寺西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

54 津市河芸町三行１１４８－５ 1

54 津市河芸町三行１２６４－２ 2

55 津市芸濃町椋本４２６ 1

55 津市芸濃町椋本６８２４ 2

55 津市芸濃町椋本６３５ 3

55 津市芸濃町椋本８９２－１１３ 4

55 津市芸濃町椋本６１４１－１ 5

55 津市芸濃町椋本７２８３ 6

55 津市芸濃町椋本７１９５ 7

56 津市芸濃町椋本５８３８ 1

56 津市芸濃町林２０２８ 2

56 津市芸濃町林１８３２－２ 3

56 津市芸濃町林４８７ 4

56 津市芸濃町楠原１２０９－１ 5

56 津市芸濃町忍田１７７－４ 6

56 津市芸濃町椋本５５０７ 7

57 津市芸濃町小野平１２７２ 1

57 津市芸濃町多門４３０－２ 2

57 津市芸濃町北神山３０５ 3

57 津市芸濃町萩野3759 4

三行水源地東側

西村次郎宅北西側

小林博訓宅前横山池堰堤

芸濃総合文化センター北側

㈱成光電器東側

椋本団地公園東南角

芸濃総合支所西側

老人保健施設ロマン東側

椋本岩原公民館付近ごみ集積場西

横山池北側

市道上新田畑代東線農排中継ポン
プ付近

市道椋本林殿町線沿い市有地

川原公民館付近

市道新玉橋北線

市道忍田町中線中勢用水施設付近

市道椋本林殿町線三ツ谷池前

小野平公民館付近

県道津芸濃大山田線旧道交差点付
近

安西雲林院幼稚園南側

荻野地区ゲートボール場東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

57 津市芸濃町岡本１３６－３ 5

58 津市芸濃町雲林院６３２－１ 1

58 津市芸濃町雲林院１６３０ 2

58 津市芸濃町中縄５２４－４２ 3

58 津市芸濃町雲林院２１７９－５ 4

59 津市芸濃町河内５５ 1

59 津市芸濃町河内１０６４ 2

60 津市美里町平木４９２ 1

60 津市美里町北長野１７４８－１先 2

60 津市美里町北長野 3

60 津市美里町北長野５２５－１先 4

60 津市美里町桂畑３７７ 5

60 津市美里町南長野５３５ 6

61 津市美里町三郷１４０８－２０ 1

61 津市美里町三郷３７１－１ 2

61 津市美里町足坂５５３－７ 3

61 津市美里町五百野１９２１先 4

61 津市美里町五百野５４４－１先 5

62  津市美里町家所８－２８－３ 1

62 津市美里町家所４７８５－２先 2

県道津芸濃大山田線三重交通岡本
バス停付近歩道

雲林院福祉会館付近

県道津芸濃大山田線待避所付近

市営藤ヶ丘団地集会所西側緑地

市営バス南山西停留所付近

落合通宏宅前

落合の郷前市有地

平木多目的集会所

長野新橋付近

長野小学校南側

中野第２公営住宅西側

桂畑文化センター前広場

南長野生活改善センター

柳谷入口バス停付近

中消防署美里分遣所横

足坂消防車庫横

五百野姫石碑前

コメリ美里店付近

長谷山ハイツ入り口

県道家所阿漕停車場線三交野田バ
ス停東



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

62 津市美里町家所２１１２－１ 3

62 津市美里町日南田１０１７先 4

62 津市美里町高座原１７８７先 5

62 津市美里町穴倉１７４３－１ 6

63 津市安濃町草生 1

63 津市安濃町草生 2

63 津市安濃町草生 3

63 津市安濃町安部 4

63 津市安濃町草生４４０６－２ 5

63 津市安濃町中川 6

63 津市安濃町田端上野８７４－２５ 7

64 津市安濃町川西 1

64 津市安濃町川西 2

64 津市安濃町南神山 3

64 津市安濃町今徳３０４－１ 4

64 津市安濃町妙法寺 5

64 津市安濃町妙法寺 6

64 津市安濃町浄土寺 7

64 津市安濃町浄土寺１５１７ 8

65 津市安濃町安濃 1

辰水小学校下駐車場

三交日南田バス停付近

高座原地区入口

北部簡易水道（穴倉）中央配水場

県道亀山白山線藤谷卓幹宅北側

県道亀山白山線紀平武男宅西側

県道亀山白山線平尾農作業管理施
設東側

安川石秋宅南側

生水区公民館

野田遊喜宅南側

明合放課後児童クラブ敷地

真柄紀雄宅北側

県道草生曽根線宮田正男宅西側

県道穴倉南神山津線小宮和男宅南
側

まもり苑真盛学園駐車場

三島崇宅北側

大市神社東

中上雅嗣宅北側

中山忠男所有畑

県道亀山安濃線歩道喫茶やまびこ
東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

65 津市安濃町内多 2

65 津市安濃町太田 3

65 津市安濃町清水１２２１ 4

65 津市安濃町曽根１１５８ 5

65 津市安濃町清水９０３－５９ 6

65 津市安濃町太田 7

65 津市安濃町曽根 8

66 津市安濃町野口 1

66 津市安濃町大塚 2

66 津市安濃町大塚 3

66 津市安濃町荒木 4

66 津市安濃町粟加 5

66 津市安濃町田端上野 6

66 津市安濃町東観音寺 7

67 津市久居東鷹跡町２４６ 1

67 津市久居東鷹跡町１０５ 2

67 津市久居寺町１２６４ 3

67 津市久居本町１４００－２ 4

68 津市久居射場町４４－１ 1

68 津市久居万町７２０ 2

県道草生窪田津線歩道神田幸治宅
南側

平松忠宅南側

萩原寛所有畑

曽根農村公園南側

清水ヶ丘第一児童公園西側

小宮氏宅前

津市立安濃（第１）保育園西側

県道亀山白山線野口区公民館東側

戸島農業構造改善センター南側

村主茂宅南側

ハートフル公園西側

明合小学校東側

東観中学校東側

県道草生曽根線歩道岡副全成宅南
側

久居総合支所本庁舎南駐車場東側

久居農林高等学校グラウンド北側

後藤正和宅前

久居一志地区医師会館南側

国土交通省三重宿舎西側

万町児童公園東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

68 津市久居中町２６４－１ 3

68 津市久居西鷹跡町５２５－５ 4

68 津市久居西鷹跡町４２４ 5

69 津市久居新町７３７ 1

69 津市久居新町２２１１－１ 2

69 津市久居新町６８２－２ 3

69 津市久居新町２７２１－１ 4

70 津市久居野村町５４２－３ 1

70 津市久居野村町３７２－１８０ 2

70 津市久居井戸山町１４５ 3

70 津市久居野村町３２９－２２ 4

70 津市久居小野辺町６６６－１０ 5

71 津市久居桜が丘町地内 1

71 津市久居桜が丘町１９００－１９ 2

71 津市久居小野辺町１４８２ 3

71 津市久居小野辺町２００９－１ 4

71 津市久居小野辺町１３４４－１ 5

72 津市久居北口町４３８－５ 1

72 津市久居北口町５５４ 2

72 津市久居烏木町４１５ 3

わたせい前駐車場北側

川治令子宅前

消防第１分団詰所駐車場北側

成美小学校北側

ＮＴＴ久居新町社宅西側

辻恒和宅前

県企業庁職員運動施設南側

のむら幼稚園東側

ＪＦＥ久居独身寮西側

合同宿舎久居東住宅1号棟南側

久居第２団地防火水槽

春日丘団地公園北側

久居さくらが丘集会所向いの市道
街路樹

奥田俊雄宅前植樹帯

脇田山団地西公園

東さくらが丘団地ひだまり公園東
側

野菜出荷施設前

サンコーポラス久居北側

北口保育園南側

川村正和宅前



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

72 津市久居中町３６５ 4

72 津市久居烏木町４０８－５ 5

73 津市久居明神町１４６３－１０ 1

73 津市久居北口町１０００－５６ 2

73 津市久居明神町２１５８－５ 3

73 津市久居北口町８５９－３ 4

73 津市久居相川町２０６４ 5

74 津市久居二ノ町１６５８ 1

74 津市久居元町２０９９－２ 2

74 津市久居元町２０８１－１ 3

74 津市久居元町１９４６ 4

74 津市久居元町２１１９ 5

75 津市須ヶ瀬町１６１０－７ 1

75 津市須ヶ瀬町２７７ 2

75 津市須ヶ瀬町地内 3

76 津市木造町９３５－１ 1

76 津市木造町９８４ 2

76 津市木造町１５８２ 3

76 津市木造町地内 4

77 津市新家町１６７３ 1

市営住宅中町団地東側

竹内正志宅西側

明神教育集会所南側

梅田孝義宅前

（独）国立病院機構三重中央医療
センター西側

北部保育園南側

伊藤正男宅前

橋本静馬宅前

川併神社境内北側

上野博宅前

奥田純一宅前

埋蔵文化センター久居分室東側

須ヶ瀬構造改善センター

中島千代子宅前

雲出川堤防

伊藤隆治宅前

寺西幸生所有畑

木造区集会所南飯田ふみ代所有農
地

雲出川堤防

飯田正幸宅前



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

77 津市新家町２２０３－５ 2

77 津市新家町８７３－１ 3

77 津市新家町１５５８－１ 4

78 津市久居元町２３１４－１７ 1

78 津市久居元町２２８６－１ 2

78 津市牧町３１３ 3

78 津市久居野口町２５０２－１ 4

78 津市川方町４９２－２ 5

78 津市久居新町 6

79 津市戸木町５４８０ 1

79 津市戸木町２３３７ 2

79 津市戸木町７７４６ 3

79 津市戸木町２１２８ 4

79 津市戸木町４１５２－１９８ 5

80 津市庄田町５１７－１ 1

80 津市庄田町８１５ 2

80 津市庄田町２９０３ 3

80 津市庄田町１４９－２ 4

80 津市戸木町５３１３－１ 5

81 津市森町２７０ 1

ハイタウン久居東集会所用地

桃園幼稚園前

小田博文所有地

こべき保育園前

浅井一作所有畑前

青木惠一宅前

鈴木武雄宅前

榊原和子宅前

近鉄久居駅東口ロータリー

印田正志宅前

戸木幼稚園前

織田信一所有畑

勝田美知子宅前

遠藤勝之所有地

七栗産業会館前

岸江克已宅前

中川原公民館前

河本利夫宅前

㈱スタック資材置場

栗葉小学校北側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

81 津市森町９４ 2

81 津市森町８５２－１ 3

81 津市森町１９１０－４ 4

82 津市大鳥町１７１－１ 1

82 津市中村町８４４ 2

82 津市久居一色町７６６ 3

82 津市久居一色町９４０ 4

82 津市久居一色町７０－１ 5

83 津市稲葉町１８２ 1

83 津市稲葉町７５７－１ 2

83 津市久居緑が丘町一丁目４５ 3

83 津市稲葉町５３３ 4

83 津市稲葉町 5

84 津市稲葉町 1

84 津市稲葉町２８０９ 2

84 津市稲葉町２８３８ 3

84 津市稲葉町２８４３－１ 4

85 津市榊原町１５１２ 1

85 津市榊原町５０４４－１ 2

85 津市榊原町５１０４ 3

橋本正雄宅横畑前

米澤實所有畑東側

森教育集会所前

森静枝宅畑前

中村町ごみ集積所前

一色町公会所前

久居西中学校東側

旧山端紀生宅前

野田正夫宅前

稲葉邦成所有地

グリーンヒル久居集会所前

下稲葉公会所前

稲葉公民館東側

美里ホームランド団地西川原橋北
側

山川巌宅前

上稲葉ふれあい会館前畑

農協稲葉倉庫北側

堀内厚洋宅前

田中正一宅前

榊原農民研修所前



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

85 津市榊原町 4

86 津市榊原町８１６１－２ 1

86 津市榊原町７０１２－１ 2

86 津市榊原町７２８０－１ 3

86 津市榊原町６１９５－２ 4

87 津市榊原町３８１６－１ 1

87 津市榊原町３０４７ 2

87 津市榊原町１４８１７ 3

87 津市榊原町４７０１－１ 4

87 津市榊原町２８７９－２ 5

88 津市榊原町１０２９５－１ 1

88 津市榊原町１００７６－１ 2

88 津市榊原町１０３８２ 3

88 津市榊原町１０８６４ 4

89 津市香良洲町１２３９－１ 1

89 津市香良洲町１８７８ 2

89 津市香良洲町２１６１－１ 3

89 津市香良洲町５８８０ 4

89 津市香良洲町１３５４－１ 5

90 津市香良洲町５５９２－１ 1

榊原温泉病院職員駐車場

下村教育集会所前

円浄寺駐車場東側

榊原１自治会所有地

奥山宏子宅前

小瀬古勝己所有畑北側

戸島義昭所有畑北側

柴山勝美所有農地南側

地蔵寺南側

榊原地区集会所

榊原上教育集会所前

谷口みつ宅前

伊藤靖宅前

臼杵久夫所有畑前

めぐみの広場南側

香良洲総合支所北側

サンデルタ香良洲西側

米川シゲ子宅北側

奥野和生宅北側

横山吉男敷地西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

90 津市香良洲町５５３６－３１ 2

90 津市香良洲町６８３ 3

90 津市香良洲町１１６－２０ 4

90 津市香良洲町２８９ 5

91 津市一志町井生１４４４－３ 1

91 津市一志町井生２５５３ 2

91 津市一志町井生 3

91 津市一志町井生２８４８ 4

92 津市一志町井生１４７０－１ 1

92 津市一志町大仰３１３－１ 2

92 津市一志町大仰１０３０－１ 3

92 津市一志町大仰９１２ 4

93 津市一志町井関１６２－３ 1

93 津市一志町井関７５５ 2

93 津市一志町井関３４２ 3

93 津市一志町井関１３０２ 4

92 津市一志町石橋３０１－１ 5

92 津市一志町石橋２５７ 6

94 津市一志町波瀬１７９８ 1

94 津市一志町波瀬１９１９ 2

フタバ食品前歩道

葛井主宅南側

小野昌作旧宅東側

畑和美宅北側

上井生児童公園北側

中井生公園北側

市道井生線（下井生）

一志テニスコート

上出公会所南側

大井公民館北側

森澤喜利夫宅西側

藤岡悦男宅前

谷戸集会所前

田邉保徳宅前

㈱オームズ北側

久保博文宅前

石橋公会所東側

前川幸男宅前東側

谷茂樹宅前

上川洋文宅前



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

94 津市一志町波瀬１８３８ 3

94 津市一志町波瀬１８８４ 4

94 津市一志町波瀬２２３３－２ 5

94 津市一志町波瀬３５５６ 6

94 津市一志町波瀬５２６７ 7

94 津市一志町波瀬２１７８－１ 8

94 津市一志町波瀬５００８ 9

95 津市一志町波瀬 1

95 津市一志町波瀬５８１８ 2

95 津市一志町波瀬６４００－１ 3

95 津市一志町波瀬（室の口） 4

96 津市一志町八太６０２ 1

96 津市一志町八太４２０－４ 2

96 津市一志町八太８８９ 3

96 津市一志町片野５５３－４ 4

97 津市一志町庄村２４４－１ 1

97 津市一志町日置３９６－１ 2

97 津市一志町其村（其村団地） 3

97 津市一志町其村 4

96 津市一志町片野２５４ 5

浄福寺北側

清水収宅前

スーパー魚銀南側

中川雅昭宅前

鶏友会協同育雛施設北側

森田豊宅前

中野栄一宅前

井の口公園手前市道

前川八四郎宅北側

室の口公民館

福専寺前市道

新家敏定宅北側

川合文化会館南側

山口実造宅北側

砂山光彦宅北側

庄村集会所北側

日置集落センター西側

其村団地入り口市道

滝鼻宅東側

片野集会所北側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

96 津市一志町片野６００－１ 6

98 津市一志町高野１４５０ 1

98 津市一志町高野１３２１－１ 2

98 津市一志町高野１０８３ 3

98 津市一志町其倉 4

99 津市一志町田尻６６２ 1

99 津市一志町田尻５９３－２ 2

99 津市一志町田尻４０４－４ 3

99 津市一志町田尻４５５ 4

99 津市一志町八太１６５３ 5

99 津市一志町八太１４５７－２５ 6

100 津市一志町高野１６０－６５７ 1

100 津市一志町高野１６０－７２８ 2

100 津市一志町高野２６０９ 3

100 津市一志町高野１６０－４９３ 4

100 津市一志町高野１６０－４３４ 5

101 津市一志町小山９１５ 1

101 津市一志町小山８０９－１ 2

101 津市一志町小山８５４－６６ 3

101 津市一志町みのりヶ丘１１５－３ 4

池田忠久宅南側市道

高野保育園南側

高岡老人憩いの家東側

稲垣好美宅北側

其倉橋左岸側橋詰

河内さい宅前

一志庁舎北側

市道高野田尻線

北西重清宅北側

守山孝之宅西側

一志団地集会所北側

旧高野団地汚水処理場北側

一志体育館前

一志中学校グランド西側

高野団地５公園南側

高野団地６公園北側

市道小山線細野勝宅前

田中辰男宅前

小山台地集会所南側

倉口開発ミルメゾンみのり台販売
センター西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

102 津市一志町虹が丘２７－１ 1

102 津市一志町虹が丘４２－１０ 2

103 津市白山町福田山５８９－１ 1

103 津市白山町城立３０１ 2

103 津市白山町小杉１８６地先 3

103 津市白山町大原７０地先 4

104 津市白山町南家城９３１－３ 1

104 津市白山町藤３０４ 2

104 津市白山町南家城１９０－６ 3

104 津市白山町北家城１３４４地先 4

104 津市白山町南家城６７８ 5

104 津市白山町南家城１４６１地先 6

104 津市白山町二俣３４８地先 7

104 津市白山町真見４５７ 8

105 津市白山町川口１９９１ 1

105 津市白山町川口１５５０－７ 2

105 津市白山町川口８９７ 3

105 津市白山町川口４７１－６ 4

105 津市白山町川口２７０８地先 5

106 津市白山町川口６８１５地先 1

虹が丘集会所前駐車場東側

虹が丘団地北入り口

脇田文雄宅前

元取ゲートボール場北側

小杉公民館前

大原オートキャンプ場南側道路沿
い

岸本建設東市道沿

藤交差点南空地

中西五六宅東空地

北家城ごみ集積所北側

白山高校北側

白山家城運動場東側

二俣ゲートボール場南側

上水道真見加圧ポンプ場東側

川口小学校東側

川端金属グランド北側

白山中央公民館前

白山中学校西側

杉ケ瀬ごみ集積所北側

谷口五三宅北空地



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

106 津市白山町川口８１００ 2

106 津市白山町川口３１４９ 3

106 津市白山町川口３４１１地先 4

107 津市白山町二本木１００１－７８ 1

107 津市白山町二本木１００１－４５ 2

107 津市白山町二本木４０８ 3

107 津市白山町二本木６８９－６ 4

107 津市白山町二本木４６９９地先 5

107 津市白山町岡１１０地先 6

107 津市白山町二本木３５０７ 7

107 津市白山町二本木３１０３地先 8

108 津市白山町三ケ野１１４９ 1

108 津市白山町三ケ野５４３７ 2

108 津市白山町三ケ野３７８８地先 3

109 津市白山町佐田１３９５－４ 1

109 津市白山町佐田１７５番地先 2

109 津市白山町中ノ村３８１ 3

109 津市白山町南出５５－２ 4

109 津市白山町南出３６５ 5

109 津市白山町南出４９３ 6

川口ゲートボール場南側

前川尚男宅付近畑南側

茅刈公民館西側

白山台団地グリーンロード側入口
付近空地

白山台団地大三出張所前公園北側

沖広倶楽部前空地

西徳田公民館東駐車場北側

マックスバリュー駐車場東側

野田哲也宅西市道沿

イセゴム工業西空地

田子橋西側

上広公民館前・防火水槽東側

三ケ野公民館前空地

三ケ野親保ごみ集積所東側

永井柳作宅東側

口佐田集会所前・防火水槽東

白山倭ゲートボール場

南出公民館前空地

旧倭保育園南側

白山乳幼児教育センター東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

109 津市白山町佐田４７０番地先 7

109 津市白山町佐田１１０２番地先 8

110 津市白山町上ノ村９－２９６ 1

110 津市白山町上ノ村１２６３－１ 2

110 津市白山町上ノ村４５０番地先 3

111 津市白山町八対野６５９番地先 1

111 津市白山町八対野９８５－１ 2

111 津市白山町八対野１３１８－２ 3

111 津市白山町八対野９２－２ 4

111 津市白山町稲垣３０５番地先 5

111 津市白山町古市６９９番地先 6

112 津市白山町山田野９１２番地先 1

112 津市白山町山田野１４番地先 2

112 津市白山町山田野３４８番地先 3

112 津市白山町山田野４５３番地先 4

113 津市美杉町竹原１５１－２ 1

113 津市美杉町竹原２９８４－２ 2

113 津市美杉町竹原２７７７ 3

113 津市美杉町竹原２７４６－２ 4

113 津市美杉町竹原２１２６ 5

佐田御所垣内ごみステーション南

上佐田公民館東

グリーンタウン榊原中央公園南側

川久保バス停東

木村重義宅北空地

算所交差点東畑

白山ゲートボール場東側

八対野加圧ポンプ場南側

八対野教育文化会館北側

稲垣公民館西側

白山運動場第２駐車場西側

山田野大山児童公園北側

山田野美里児童公園北側

山田野集会所前

藤田武吉宅東側空地

向川建設資材置き場南側

廣田宅前

旧竹原小学校北側

県道久居美杉線沿い

県道久居美杉線沿い



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

113 津市美杉町竹原２７７－１ 6

113 津市美杉町八手俣９６７ 7

114 津市美杉町八知７４２－１ 1

114 津市美杉町八知 2

114 津市美杉町八知１５５２－１５ 3

114 津市美杉町八知３０４７ 4

115 津市美杉町八知５９１０ 1

115 津市美杉町八知３８５０ 2

115 津市美杉町八知７０２３ 3

115 津市美杉町八知５１７９－４ 4

115 津市美杉町八知４４６５－１ 5

116 津市美杉町八知４４５８－４ 1

116 津市美杉町八知８４０５－１ 2

116 津市美杉町八知８２３６－１ 3

117 津市美杉町太郎生７４７－１ 1

117 津市美杉町太郎生２１１８－４ 2

117 津市美杉町太郎生１９３６－１ 3

117 津市美杉町太郎生２８５７－１ 4

118 津市美杉町太郎生５５５１－２ 1

118 津市美杉町太郎生３９７８ 2

県道松阪青山線沿い秋山弘宅畑

木原造林（株）所有地

県道久居美杉線沿い

県道久居美杉線沿い

勢和建設（株）資材置き場

県道久居美杉線沿い

県道久居美杉線沿い

県道久居美杉線沿い

県道久居美杉線沿い

県道太郎生伊勢八知停車場線沿い

県道太郎生伊勢八知停車場線沿い

正木組所有地

県道太郎生伊勢八知停車場線沿い

県道太郎生伊勢八知停車場線藤原
博夫裏出入口付近

南地域スクールバス停手前

美杉健康相談所・駐車場

太郎生駐在所横埋立地

国道３６８号沿い東西橋詰

国道３６８号沿い（株）広山建設
資材置場

国道３６８号沿い



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

118 津市美杉町太郎生４６０４－１ 3

118 津市美杉町太郎生４６７５－２ 4

119 津市美杉町石名原１０２２－１ 1

119 津市美杉町石名原１６８１ 2

119 津市美杉町石名原３９８５ 3

119 津市美杉町石名原１８８１－２ 4

119 津市美杉町石名原 5

120 津市美杉町奥津５３１ 1

120 津市美杉町奥津地内 2

120 津市美杉町奥津１０９５－１ 3

120 津市美杉町奥津１２８８－８ 4

120 津市美杉町川上８２４ 5

121 津市美杉町川上３８６８ 1

121 津市美杉町川上３３７２ 2

121 津市美杉町川上３０８５－１ 3

122 津市美杉町丹生俣１３６０－２ 1

122 津市美杉町丹生俣１４５２－１ 2

123 津市美杉町上多気２１２－２ 1

123 津市美杉町上多気６３３ 2

123 津市美杉町上多気１０３１ 3

国道３６８号沿い山野手前埋立地

国道３６８号沿い久保持夫所有地
東側

岡田千本宅前

伊勢地地域住民センター南側

石名原・中垣内地内

飼鳥建設（株）資材置き場

美杉伊勢地火葬場入口付近

県道久居美杉線沿い

美杉南小学校下

宮城橋北

津市八幡地域住民センター

県道奥津飯高線沿い

県道奥津飯高線沿い

しゃくなげ会館広場

相地公会堂

丹生俣多目的集会所広場

小林宅畑東側

（有）芝山自動車敷地

三木屋跡敷地

旧多気小学校北側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

124 津市美杉町下多気３４３ 1

124 津市美杉町下多気１４３４－２ 2

124 津市美杉町下多気２４０４－６ 3

124 津市美杉町下多気２８６２－７ 4

124 津市美杉町下多気３６７７ 5

125 津市美杉町下之川地内 1

125 津市美杉町下之川６７６ 2

125 津市美杉町下之川９２６ 3

125 津市美杉町下之川６１１５ 4

125 津市美杉町下之川２２３８－１ 5

125 津市美杉町下之川４４０１－３ 6

白口町屋小津線沿い海住弘宅前

県道一志美杉線沿い（株）前田組
敷地

県道嬉野美杉線沿い

県道嬉野美杉線沿い

漆集会所広場

県道松阪青山線沿い

県道松阪青山線沿い

県道松阪青山線沿い

下之川地域住民センター広場

県道一志美杉線沿い向田忠美宅裏

県道一志美杉線沿い



津市選挙管理委員会告示第４２号  
 平成１９年４月８日執行予定の三重県議会議員選挙において、三重県議会議

員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例（昭和５７年三重県条例

第３０号）第１条第１項の規定によるポスター掲示場を次のとおり設置したの

で、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４４条の２第１０項の規定

において準用する同条第４項の規定により告示する。  
  平成１９年３月２０日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  

 
記  

別紙のとおり  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要

1 津市西丸之内２３－１ 1

1 津市丸之内２７ 2

1 津市西丸之内３２ 3

1 津市丸之内２７ 4

1 津市南丸之内１８ 5

2 津市北丸之内 1

2 津市中央８ 2

2 津市中央８－８ 3

2 津市丸之内養正町１３ 4

2 津市丸之内養正町１４ 5

3 津市新東町塔世５ 1

3 津市愛宕町１５８ 2

3 津市相生町１９２ 3

3 津市愛宕町２３３ 4

3 津市相生町 5

4 津市中河原３５６－２ 1

4 津市乙部３６－１４ 2

4 津市海岸町１６ 3

4 津市末広町２４ 4

4 津市高洲町１５ 5

松岡友子宅北側

津海岸バス停前西側

海浜公園東側

高洲町教育集会所西側

東橋内中学校東側

中央保育園東側

玉置町公園東側

養正小学校東側

新地公園北側

愛宕公園東側

さくら湯南側

中央市民館南側

相生町公園北側

お城公園西側

三番町公園東側

塔世公園東側

東検校公園西側

津市役所南側

お城児童公園南側

設　置　場　所

お城東駐車場西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

5 津市大門３１ 1

5 津市寿町２１－２２ 2

5 津市東丸之内２０ 3

5 津市港町３－７ 4

5 津市乙部１－３ 5

6 津市船頭町津興 1

6 津市船頭町津興３３８１ 2

6 津市柳山津興１５３５－２７ 3

6 津市船頭町津興１６９５－７ 4

6 津市三重町津興４３３－６ 5

7 津市三重町津興５５５－３ 1

7 津市柳山津興３９６ 2

7 津市柳山津興３３７ 3

7 津市柳山津興６２２ 4

7 津市柳山津興３８２－１０ 5

8 津市阿漕町津興１１６２ 1

8 津市下弁財町津興１３５０ 2

8 津市下弁財町津興２４４ 3

8 津市阿漕町津興２２２－９ 4

8 津市藤方２４３２－２０ 5

観音公園東側

敬和公民館北側

極楽橋中継ポンプ場管理所西側

贄崎児童遊び場東側グランド

三交タクシー中部（株）

船頭ポンプ場西側

県営住宅船頭町団地Ｐ１南側

橋南会館南側

百五銀行事務センター南側

市営千鳥アパート南側

三重町公園南側

阿漕浦児童遊び場北側

加藤工務店共同住宅南側

阿漕塚記念館敷地内西側

プロマーケット津店北側

橋南市民センター西側

育生小学校西門北側

アイリスケアセンター津駐車場東
側

市営南阿漕住宅２号館西側

結城園公園東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

9 津市下弁財町津興３００５ 1

9 津市上弁財町津興２５３７－４ 2

9 津市津興２９３０－５ 3

9 津市上弁財町９－２７ 4

10 津市南中央３ 1

10 津市南中央１０－１８ 2

10 津市本町３３－１ 3

10 津市本町３３－１ 4

10 津市本町３３－１ 5

11 津市岩田１７ 1

11 津市修成町９ 2

11 津市幸町１８－２２ 3

11 津市幸町２ 4

11 津市半田３ 5

12 津市南新町１７ 1

12 津市南新町２－９ 2

12 津市半田５３４ 3

12 津市半田７６－５ 4

13 津市八町三丁目３ 1

13 津市新町三丁目４－２０ 2

津興公園北側

橋南中学校プール西側

東洋薬局垂水店南側

ＮＴＴ西日本津阿漕ビル北側

古道公園北側

ぼだいじ保育園西側

津球場公園南側

津球場公園西側

津市体育館北側

桜ヶ丘排水機場北側

修成小学校南側

橋南公民館東側

岩田公園西側

高松山団地南公園北側

市営新町１号館アパート西側

名古屋文化学園津幼稚園西側

県立津工業高等学校北側

藤川工務店西側

新町小学校西側

新町幼稚園西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

13 津市南河路 3

13 津市西古河町１９－８ 4

14 津市西古河町２３－７ 1

14 津市東古河町７－１ 2

14 津市西丸之内１２ 3

14 津市東古河町４ 4

15 津市観音寺町２５５－１ 1

15 津市鳥居町２２８－１ 2

15 津市観音寺町４４８－２９ 3

15 津市観音寺町５１８－１ 4

16 津市羽所町５７４ 1

16 津市鳥居町８８－４３ 2

16 津市栄町１丁目 3

16 津市栄町１丁目９５４ 4

17 津市桜橋一丁目７０７ 1

17 津市島崎町１３７－１３０ 2

17 津市島崎町２７２ 3

17 津市桜橋三丁目１９８ 4

17 津市桜橋二丁目３９ 5

18 津市上浜町一丁目２９３－３ 1

佐藤邦和宅前道路敷

小宮文子宅西側

倉田有邦宅南側

西橋内中学校西側

一之坪（一之田）公園東側

古河公園南側

クレハエラストマー㈱北側

マルヤス山手通り店駐車場西側

観音寺東公園南側

三重大学附属幼稚園駐車場北西側

羽所公園西側

鳥居町公園北西側

安濃川親水公園西側

三重県栄町庁舎西側

桜橋公園東側

立誠保育園西側

島崎町公園西側

旭町公園南側

南立誠小学校西側

三重県私学会館駐車場東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

18 津市栄町四丁目５ 2

18 津市栄町三丁目２００－１８ 3

18 津市広明町１４７－１ 4

18 津市上浜町六丁目 5

19 津市大谷町１２ 1

19 津市一身田上津部田３０５５ 2

19 津市一身田上津部田 3

19 津市一身田上津部田１３５５－５ 4

19 津市渋見町６３０－１４１ 5

20 津市一身田上津部田１４７０ 1

20 津市長岡町８００－４３７ 2

20 津市一身田上津部田１４８８－８ 3

20 津市長岡町８００－４５２ 4

20 津市長岡町８００－２５８ 5

21 津市上浜町五丁目６９－４３ 1

21 津市上浜町五丁目１－７５ 2

21 津市上浜町四丁目４９ 3

21 津市上浜町五丁目１１７－１ 4

21 津市上浜町二丁目１６５－１ 5

22 津市江戸橋一丁目３０ 1

橋北公民館跡地南側

栄町公園東側

津偕楽公園東側

ひょうたん池南側

三重県総合教育センター駐車場北
側

上津部田公園南側

県総合文化センター前バス停東側

津西会館西側

つつじが丘南公園東側

県立津東高等学校東側

西が丘小学校正門前

上津台中央公園北側

西が丘西公園東側

西が丘中公園南側

上浜北公園北側

上浜ハーモニー公園東側

上浜団地集会所北側

近畿日本鉄道江戸橋駅前

光蓮寺東側

北立誠小学校正門前



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

22 津市栗真町屋町 2

22 津市江戸橋二丁目１７４ 3

22 津市江戸橋二丁目５９ 4

22 津市桜橋三丁目４４６－２８ 5

23 津市雲出島貫町 1

23 津市雲出本郷町１３８８－１ 2

23 津市雲出本郷町１１４０ 3

23 津市雲出長常町１０２６－１ 4

23 津市雲出長常町 5

23 津市雲出伊倉津町１４７３ 6

24 津市城山二丁目２０－３ 1

24 津市城山三丁目１０ 2

24 津市城山一丁目 3

24 津市城山一丁目２９－２５ 4

24 津市城山二丁目３０ 5

25 津市高茶屋二丁目５５ 1

25 津市高茶屋二丁目２５ 2

25 津市高茶屋一丁目１８－７ 3

25 津市高茶屋三丁目２５－１ 4

25 津市高茶屋三丁目９－１ 5

三重大学正門前

三重大学医学部附属病院入口

江戸橋団地ＰＲ３棟前

ＮＴＴ西日本津社宅２号棟南側

雲出市民館南側公園西側

雲出出張所前

雲出幼稚園西側

市営住宅雲出二号館南

雲出長常児童遊び場東側

雲出保育園西側

城山会館西側

市営西城山住宅４号館南側

日本板硝子㈱城山寮西側

草の実養護学校西側

堀江第２アパート北側防火水槽前

小森宮の前児童遊び場南側

桜茶屋児童遊び場西側

奥山吉郎宅西側

高茶屋保育園前

小森住宅児童遊び場北側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

26 津市高茶屋小森町 1

26 津市高茶屋小森町 2

26 津市高茶屋小森町 3

26 津市高茶屋小森町４０００ 4

26 津市高茶屋小森町１２００－１ 5

27 津市藤方１４９１－２ 1

27 津市藤方１１３１－１ 2

27 津市垂水５８７ 3

27 津市藤方１６２７ 4

27 津市藤方２３０４－２ 5

28 津市半田 1

28 津市垂水２６１２－２２ 2

28 津市半田３４２４ 3

28 津市垂水２８８２－１ 4

28 津市垂水２９７０ 5

29 津市南が丘二丁目４ 1

29 津市南が丘一丁目５－６ 2

29 津市南が丘四丁目 3

29 津市垂水１３００ 4

29 津市垂水２６７０ 5

高茶屋駅南側公共自転車駐車場

中山北児童遊び場東側

朝日ガス㈱津営業所前東側

南部緑地公園内球場東側

津高等技術学校正門東側

藤水出張所南側

飯田惇宅北側

チビッコ広場西側

藤水小学校体育館入口西側

聾学校プール南側

青谷第一集会所前

津電気会館前

二重池団地東公園東側

南が丘会館西側

垂水団地公園西側

南が丘メタセコイア公園南側

南が丘自治会集会所北側

南が丘シイノキ公園西側

津市社会福祉事業団入口北側

潮見が丘団地中央公園南側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

30 津市緑が丘一丁目４－２０ 1

30 津市緑が丘二丁目４－３ 2

30 津市神戸１８９３ 3

30 津市神戸 4

30 津市神戸１６８０－１ 5

31 津市野田２１－７９３ 1

31 津市野田２１－８６３ 2

31 津市野田２１－８３９ 3

31 津市野田２１－８１８ 4

31 津市野田１５７０ 5

32 津市片田町５９４－６ 1

32 津市片田新町９－２９ 2

32 津市片田新町３７－５ 3

32 津市片田新町９－２４ 4

32 津市片田新町１１０－１ 5

32 津市片田志袋町３００－１７ 6

33 津市小舟１０８１－８２ 1

33 津市小舟 2

33 津市分部 3

33 津市小舟 4

どんぐり公園東側

サンベール公園南側

ぜにやま公園南側

神戸小学校東道路敷南側

青少年野外活動センター入り口横

泉ヶ丘団地北公園南側

泉ヶ丘集会所前

泉ヶ丘団地東公園西側

泉ヶ丘団地中央公園東側

野田集会所東側

片田工業団地北公園西側

片田団地東公園西側

片田団地なかよし公園南側

片田団地北公園東側

片田ニュータウン北公園東側

志袋公園南側

殿舟団地集会所広場北側

殿舟団地第４公園南側

JA津安芸倉庫前分部（地下・十
王・長田）自治会共同管理公園東
側

殿舟団地第１公園南側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

33 津市殿村 5

34 津市納所町２３６ 1

34 津市渋見町 2

34 津市河辺町 3

34 津市安東町 4

34 津市一色町２５７ 5

35 津市長岡町 1

35 津市河辺町 2

35 津市河辺町３５１４－３ 3

35 津市河辺町３０２５ 4

36 津市夢が丘一丁目 1

36 津市一身田上津部田７４９ 2

36 津市一身田中野１５７ 3

36 津市一身田大古曽１７４－４ 4

36 津市一身田大古曽３５５ 5

37 津市一身田町２８１ 1

37 津市一身田平野１７２－１ 2

37 津市一身田平野４６９ 3

37 津市一身田平野 4

37 津市一身田平野 5

殿村集荷場前

安東小学校北側

渋見町ごみ集積所横駐車場東側

（株）山幸建設駐車場東側

跡部集会所防火水槽西側

中消防署西分署西側

緑の街バス停留所西側

もちのきパーク南側

けやきガーデン団地内公園北側

津西ハイタウンセントラルパーク
東側

中央公園北西側

佐脇勝洋宅東側

三重短期大学西側

松浦豊喜宅東側

一身田小学校西側

高田ケアハウス駐車場東側

中尾清章宅南側

下津宗義宅北側

志登茂南公園東側

志登茂園ロータリー傍の空地東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

38 津市一身田豊野２６２－１ 1

38 津市一身田豊野１４０６－７２０ 2

38 津市一身田豊野３６３ 3

38 津市一身田豊野３９２ 4

38 津市一身田豊野 5

39 津市栗真町屋町１１３６－４ 1

39 津市栗真町屋町１５１５ 2

39 津市栗真町屋町５１７－２ 3

39 津市栗真町屋町７８１ 4

39 津市栗真町屋町８３６－１ 5

40 津市栗真中山町３６０－１ 1

40 津市栗真小川町２７４ 2

40 津市栗真小川町３２８ 3

40 津市栗真小川町１５１７－３ 4

40 津市栗真小川町８６３－６０ 5

41 津市白塚町３４６８－１ 1

41 津市白塚町４４６３ 2

41 津市白塚町５２０５ 3

41 津市白塚町４９６４－２ 4

42 津市白塚町２８５６ 1

山本浩子所有地南側

豊野団地西公園東側

豊野団地中央公園西側

豊野団地東公園西側

東豊野バス停西側

鈴木五九吉宅西側

大学前バス停北東側

富田千秋宅西側

大河内義夫宅西側

栗真出張所南側

JA津安芸栗真支店西側

栗真保育園西側

小菅定美宅西側

岩中壽美宅北側

小川園児童遊び場西側

宮野景明宅北側

白塚小学校西側

白塚出張所東側

太田宏子所有駐車場北側

旭電器工業株式会社西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

42 津市白塚町２１１１ 2

42 津市白塚町１９１５－２ 3

42 津市白塚町１０８０－２０８ 4

43 津市白塚町３５７－６ 1

43 津市白塚町 2

43 津市白塚町 3

43 津市白塚町５８－１５ 4

43 津市白塚町３５７－５ 5

44 津市大里川北町 1

44 津市大里窪田町 2

44 津市あのつ台四丁目６－１ 3

44 津市大里山室町 4

44 津市大里窪田町１８２１ 5

44 津市大里小野田町１１０ 6

45 津市高野尾町５４１７ 1

45 津市高野尾町１８９１－５３ 2

45 津市高野尾町１７７１ 3

45 津市高野尾町４２０２ 4

45 津市高野尾町４６０８ 5

46 津市高野尾町 1

白塚市民センター西側

加藤範雄宅南側

小堀孝一宅東側

白塚団地汚水処理場北側

逆川排水路西側

逆川排水路西側

白塚団地集会所西側

白塚団地南公園東側

大里川北町集会所東側

中勢バイパス大里窪田町出口東側

あのつピア南側

山室高架橋東側

大里小学校西側

乙部靖宅西側

高野尾出張所北東側

赤塚重一宅北側

田中薫宅南側

西円寺北側

稲垣嘉太郎宅西南側

豊が丘のびのび公園南側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

46 津市高野尾町３２１４ 2

46 津市高野尾町３１７５－４９５ 3

46 津市高野尾町 4

46 津市高野尾町３３５１－２３７ 5

47 津市河芸町中別保１２６－１ 1

47 津市河芸町中別保１７０８－１ 2

47 津市河芸町中別保２０３３－１ 3

47 津市河芸町中別保１７４９ 4

48 津市河芸町一色１６８０ 1

48 津市河芸町一色１４７８－３ 2

48 津市河芸町一色２７８６ 3

48 津市河芸町影重９４５ 4

48 津市河芸町一色１２１６－１ 5

49 津市河芸町久知野１７３１－１ 1

49 津市河芸町上野３３３９－１ 2

49 津市河芸町上野３８２４ 3

49 津市河芸町上野５９６－１ 4

49 津市河芸町上野６４５－２ 5

49 津市河芸町上野６９１－２ 6

49 津市河芸町上野２９６３ 7

豊が丘小学校西側

豊が丘あすなろ公園北側

豊が丘にっこり公園東側

高野尾ポンプ場東側

河芸郵便局北側

岩崎勝所有駐車場北側

中別保公民館北側

阪益子宅東側

豊津小学校東側

豊津浄水場入口北側

西井容子宅北側

影重公民館北側

倉田酒造東側空地

久知野自治会駐車場東畑北西側

新上野団地入口市道路肩

北消防署河芸分署入口北

東上野団地東上野北公園西側

大蔵園信号交差点南方向市道クラ
ンク沿い

オークワ河芸店南側

上野小学校正門北側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

49 津市河芸町一色１２３ 8

50 津市河芸町東千里２５２－２ 1

50 津市河芸町東千里７８６ 2

50 津市河芸町東千里３０５８－２３ 3

50 津市河芸町上野４２－２ 4

51 津市河芸町千里ヶ丘１３ 1

51 津市河芸町千里ヶ丘１５ 2

51 津市河芸町千里ヶ丘６９－２ 3

51 津市河芸町西千里１５８９－３ 4

51 津市河芸町千里ヶ丘５６－２ 5

51 津市河芸町杜の街一丁目４－６ 6

51 津市河芸町杜の街一丁目１９－１ 7

52 津市河芸町浜田７４２ 1

52 津市河芸町浜田８１４－３ 2

52 津市河芸町浜田１６８－４ 3

52 津市河芸町赤部６９５ 4

52 津市河芸町北黒田５１－４ 5

52 津市河芸町高佐５１８－１ 6

53 津市河芸町南黒田２２８２ 1

53 津市河芸町南黒田４０９－４ 2

中瀬河芸理容店東側

スーパーサンシ進入路東

藤枝綾子宅西側

杉野宗男宅北側

近鉄千里駅東交差点西側

千里ヶ丘小学校正門西

千里ヶ丘小学校プール南側

千里ヶ丘集会所前

西千里公民館南側

千里ヶ丘第２公園西側

くすのきの丘入口南市道路肩

せせらぎ公園西側

町民の森総合センター駐車場西側

河芸総合支所南側

浜田集落センター南側

青重臣宅前

JA津安芸黒田支店東側

高佐農業構造改善センター東側

行方武二宅南側

観音寺西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

54 津市河芸町三行１１４８－５ 1

54 津市河芸町三行１２６４－２ 2

55 津市芸濃町椋本４２６ 1

55 津市芸濃町椋本６８２４ 2

55 津市芸濃町椋本６３５ 3

55 津市芸濃町椋本８９２－１１３ 4

55 津市芸濃町椋本６１４１－１ 5

55 津市芸濃町椋本７２８３ 6

55 津市芸濃町椋本７１９５ 7

56 津市芸濃町椋本５８３８ 1

56 津市芸濃町林２０２８ 2

56 津市芸濃町林１８３２－２ 3

56 津市芸濃町林４８７ 4

56 津市芸濃町楠原１２０９－１ 5

56 津市芸濃町忍田１７７－４ 6

56 津市芸濃町椋本５５０７ 7

57 津市芸濃町小野平１２７２ 1

57 津市芸濃町多門４３０－２ 2

57 津市芸濃町北神山３０５ 3

57 津市芸濃町萩野3759 4

三行水源地東側

西村次郎宅北西側

小林博訓宅前横山池堰堤

芸濃総合文化センター北側

㈱成光電器東側

椋本団地公園東南角

芸濃総合支所西側

老人保健施設ロマン東側

椋本岩原公民館付近ごみ集積場西

横山池北側

市道上新田畑代東線農排中継ポン
プ付近

市道椋本林殿町線沿い市有地

川原公民館付近

市道新玉橋北線

市道忍田町中線中勢用水施設付近

市道椋本林殿町線三ツ谷池前

小野平公民館付近

県道津芸濃大山田線旧道交差点付
近

安西雲林院幼稚園南側

荻野地区ゲートボール場東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

57 津市芸濃町岡本１３６－３ 5

58 津市芸濃町雲林院６３２－１ 1

58 津市芸濃町雲林院１６３０ 2

58 津市芸濃町中縄５２４－４２ 3

58 津市芸濃町雲林院２１７９－５ 4

59 津市芸濃町河内５５ 1

59 津市芸濃町河内１０６４ 2

60 津市美里町平木４９２ 1

60 津市美里町北長野１７４８－１先 2

60 津市美里町北長野 3

60 津市美里町北長野５２５－１先 4

60 津市美里町桂畑３７７ 5

60 津市美里町南長野５３５ 6

61 津市美里町三郷１４０８－２０ 1

61 津市美里町三郷３７１－１ 2

61 津市美里町足坂５５３－７ 3

61 津市美里町五百野１９２１先 4

61 津市美里町五百野５４４－１先 5

62  津市美里町家所８－２８－３ 1

62 津市美里町家所４７８５－２先 2

県道津芸濃大山田線三重交通岡本
バス停付近歩道

雲林院福祉会館付近

県道津芸濃大山田線待避所付近

市営藤ヶ丘団地集会所西側緑地

市営バス南山西停留所付近

落合通宏宅前

落合の郷前市有地

平木多目的集会所

長野新橋付近

長野小学校南側

中野第２公営住宅西側

桂畑文化センター前広場

南長野生活改善センター

柳谷入口バス停付近

中消防署美里分遣所横

足坂消防車庫横

五百野姫石碑前

コメリ美里店付近

長谷山ハイツ入り口

県道家所阿漕停車場線三交野田バ
ス停東



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

62 津市美里町家所２１１２－１ 3

62 津市美里町日南田１０１７先 4

62 津市美里町高座原１７８７先 5

62 津市美里町穴倉１７４３－１ 6

63 津市安濃町草生 1

63 津市安濃町草生 2

63 津市安濃町草生 3

63 津市安濃町安部 4

63 津市安濃町草生４４０６－２ 5

63 津市安濃町中川 6

63 津市安濃町田端上野８７４－２５ 7

64 津市安濃町川西 1

64 津市安濃町川西 2

64 津市安濃町南神山 3

64 津市安濃町今徳３０４－１ 4

64 津市安濃町妙法寺 5

64 津市安濃町妙法寺 6

64 津市安濃町浄土寺 7

64 津市安濃町浄土寺１５１７ 8

65 津市安濃町安濃 1

辰水小学校下駐車場

三交日南田バス停付近

高座原地区入口

北部簡易水道（穴倉）中央配水場

県道亀山白山線藤谷卓幹宅北側

県道亀山白山線紀平武男宅西側

県道亀山白山線平尾農作業管理施
設東側

安川石秋宅南側

生水区公民館

野田遊喜宅南側

明合放課後児童クラブ敷地

真柄紀雄宅北側

県道草生曽根線宮田正男宅西側

県道穴倉南神山津線小宮和男宅南
側

まもり苑真盛学園駐車場

三島崇宅北側

大市神社東

中上雅嗣宅北側

中山忠男所有畑

県道亀山安濃線歩道喫茶やまびこ
東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

65 津市安濃町内多 2

65 津市安濃町太田 3

65 津市安濃町清水１２２１ 4

65 津市安濃町曽根１１５８ 5

65 津市安濃町清水９０３－５９ 6

65 津市安濃町太田 7

65 津市安濃町曽根 8

66 津市安濃町野口 1

66 津市安濃町大塚 2

66 津市安濃町大塚 3

66 津市安濃町荒木 4

66 津市安濃町粟加 5

66 津市安濃町田端上野 6

66 津市安濃町東観音寺 7

67 津市久居東鷹跡町２４６ 1

67 津市久居東鷹跡町１０５ 2

67 津市久居寺町１２６４ 3

67 津市久居本町１４００－２ 4

68 津市久居射場町４４－１ 1

68 津市久居万町７２０ 2

県道草生窪田津線歩道神田幸治宅
南側

平松忠宅南側

萩原寛所有畑

曽根農村公園南側

清水ヶ丘第一児童公園西側

小宮氏宅前

津市立安濃（第１）保育園西側

県道亀山白山線野口区公民館東側

戸島農業構造改善センター南側

村主茂宅南側

ハートフル公園西側

明合小学校東側

東観中学校東側

県道草生曽根線歩道岡副全成宅南
側

久居総合支所本庁舎南駐車場東側

久居農林高等学校グラウンド北側

後藤正和宅前

久居一志地区医師会館南側

国土交通省三重宿舎西側

万町児童公園東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

68 津市久居中町２６４－１ 3

68 津市久居西鷹跡町５２５－５ 4

68 津市久居西鷹跡町４２４ 5

69 津市久居新町７３７ 1

69 津市久居新町２２１１－１ 2

69 津市久居新町６８２－２ 3

69 津市久居新町２７２１－１ 4

70 津市久居野村町５４２－３ 1

70 津市久居野村町３７２－１８０ 2

70 津市久居井戸山町１４５ 3

70 津市久居野村町３２９－２２ 4

70 津市久居小野辺町６６６－１０ 5

71 津市久居桜が丘町地内 1

71 津市久居桜が丘町１９００－１９ 2

71 津市久居小野辺町１４８２ 3

71 津市久居小野辺町２００９－１ 4

71 津市久居小野辺町１３４４－１ 5

72 津市久居北口町４３８－５ 1

72 津市久居北口町５５４ 2

72 津市久居烏木町４１５ 3

わたせい前駐車場北側

川治令子宅前

消防第１分団詰所駐車場北側

成美小学校北側

ＮＴＴ久居新町社宅西側

辻恒和宅前

県企業庁職員運動施設南側

のむら幼稚園東側

ＪＦＥ久居独身寮西側

合同宿舎久居東住宅1号棟南側

久居第２団地防火水槽

春日丘団地公園北側

久居さくらが丘集会所向いの市道
街路樹

奥田俊雄宅前植樹帯

脇田山団地西公園

東さくらが丘団地ひだまり公園東
側

野菜出荷施設前

サンコーポラス久居北側

北口保育園南側

川村正和宅前



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

72 津市久居中町３６５ 4

72 津市久居烏木町４０８－５ 5

73 津市久居明神町１４６３－１０ 1

73 津市久居北口町１０００－５６ 2

73 津市久居明神町２１５８－５ 3

73 津市久居北口町８５９－３ 4

73 津市久居相川町２０６４ 5

74 津市久居二ノ町１６５８ 1

74 津市久居元町２０９９－２ 2

74 津市久居元町２０８１－１ 3

74 津市久居元町１９４６ 4

74 津市久居元町２１１９ 5

75 津市須ヶ瀬町１６１０－７ 1

75 津市須ヶ瀬町２７７ 2

75 津市須ヶ瀬町地内 3

76 津市木造町９３５－１ 1

76 津市木造町９８４ 2

76 津市木造町１５８２ 3

76 津市木造町地内 4

77 津市新家町１６７３ 1

市営住宅中町団地東側

竹内正志宅西側

明神教育集会所南側

梅田孝義宅前

（独）国立病院機構三重中央医療
センター西側

北部保育園南側

伊藤正男宅前

橋本静馬宅前

川併神社境内北側

上野博宅前

奥田純一宅前

埋蔵文化センター久居分室東側

須ヶ瀬構造改善センター

中島千代子宅前

雲出川堤防

伊藤隆治宅前

寺西幸生所有畑

木造区集会所南飯田ふみ代所有農
地

雲出川堤防

飯田正幸宅前



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

77 津市新家町２２０３－５ 2

77 津市新家町８７３－１ 3

77 津市新家町１５５８－１ 4

78 津市久居元町２３１４－１７ 1

78 津市久居元町２２８６－１ 2

78 津市牧町３１３ 3

78 津市久居野口町２５０２－１ 4

78 津市川方町４９２－２ 5

78 津市久居新町 6

79 津市戸木町５４８０ 1

79 津市戸木町２３３７ 2

79 津市戸木町７７４６ 3

79 津市戸木町２１２８ 4

79 津市戸木町４１５２－１９８ 5

80 津市庄田町５１７－１ 1

80 津市庄田町８１５ 2

80 津市庄田町２９０３ 3

80 津市庄田町１４９－２ 4

80 津市戸木町５３１３－１ 5

81 津市森町２７０ 1

ハイタウン久居東集会所用地

桃園幼稚園前

小田博文所有地

こべき保育園前

浅井一作所有畑前

青木惠一宅前

鈴木武雄宅前

榊原和子宅前

近鉄久居駅東口ロータリー

印田正志宅前

戸木幼稚園前

織田信一所有畑

勝田美知子宅前

遠藤勝之所有地

七栗産業会館前

岸江克已宅前

中川原公民館前

河本利夫宅前

㈱スタック資材置場

栗葉小学校北側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

81 津市森町９４ 2

81 津市森町８５２－１ 3

81 津市森町１９１０－４ 4

82 津市大鳥町１７１－１ 1

82 津市中村町８４４ 2

82 津市久居一色町７６６ 3

82 津市久居一色町９４０ 4

82 津市久居一色町７０－１ 5

83 津市稲葉町１８２ 1

83 津市稲葉町７５７－１ 2

83 津市久居緑が丘町一丁目４５ 3

83 津市稲葉町５３３ 4

83 津市稲葉町 5

84 津市稲葉町 1

84 津市稲葉町２８０９ 2

84 津市稲葉町２８３８ 3

84 津市稲葉町２８４３－１ 4

85 津市榊原町１５１２ 1

85 津市榊原町５０４４－１ 2

85 津市榊原町５１０４ 3

橋本正雄宅横畑前

米澤實所有畑東側

森教育集会所前

森静枝宅畑前

中村町ごみ集積所前

一色町公会所前

久居西中学校東側

旧山端紀生宅前

野田正夫宅前

稲葉邦成所有地

グリーンヒル久居集会所前

下稲葉公会所前

稲葉公民館東側

美里ホームランド団地西川原橋北
側

山川巌宅前

上稲葉ふれあい会館前畑

農協稲葉倉庫北側

堀内厚洋宅前

田中正一宅前

榊原農民研修所前



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

85 津市榊原町 4

86 津市榊原町８１６１－２ 1

86 津市榊原町７０１２－１ 2

86 津市榊原町７２８０－１ 3

86 津市榊原町６１９５－２ 4

87 津市榊原町３８１６－１ 1

87 津市榊原町３０４７ 2

87 津市榊原町１４８１７ 3

87 津市榊原町４７０１－１ 4

87 津市榊原町２８７９－２ 5

88 津市榊原町１０２９５－１ 1

88 津市榊原町１００７６－１ 2

88 津市榊原町１０３８２ 3

88 津市榊原町１０８６４ 4

89 津市香良洲町１２３９－１ 1

89 津市香良洲町１８７８ 2

89 津市香良洲町２１６１－１ 3

89 津市香良洲町５８８０ 4

89 津市香良洲町１３５４－１ 5

90 津市香良洲町５５９２－１ 1

榊原温泉病院職員駐車場

下村教育集会所前

円浄寺駐車場東側

榊原１自治会所有地

奥山宏子宅前

小瀬古勝己所有畑北側

戸島義昭所有畑北側

柴山勝美所有農地南側

地蔵寺南側

榊原地区集会所

榊原上教育集会所前

谷口みつ宅前

伊藤靖宅前

臼杵久夫所有畑前

めぐみの広場南側

香良洲総合支所北側

サンデルタ香良洲西側

米川シゲ子宅北側

奥野和生宅北側

横山吉男敷地西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

90 津市香良洲町５５３６－３１ 2

90 津市香良洲町６８３ 3

90 津市香良洲町１１６－２０ 4

90 津市香良洲町２８９ 5

91 津市一志町井生１４４４－３ 1

91 津市一志町井生２５５３ 2

91 津市一志町井生 3

91 津市一志町井生２８４８ 4

92 津市一志町井生１４７０－１ 1

92 津市一志町大仰３１３－１ 2

92 津市一志町大仰１０３０－１ 3

92 津市一志町大仰９１２ 4

93 津市一志町井関１６２－３ 1

93 津市一志町井関７５５ 2

93 津市一志町井関３４２ 3

93 津市一志町井関１３０２ 4

92 津市一志町石橋３０１－１ 5

92 津市一志町石橋２５７ 6

94 津市一志町波瀬１７９８ 1

94 津市一志町波瀬１９１９ 2

フタバ食品前歩道

葛井主宅南側

小野昌作旧宅東側

畑和美宅北側

上井生児童公園北側

中井生公園北側

市道井生線（下井生）

一志テニスコート

上出公会所南側

大井公民館北側

森澤喜利夫宅西側

藤岡悦男宅前

谷戸集会所前

田邉保徳宅前

㈱オームズ北側

久保博文宅前

石橋公会所東側

前川幸男宅前東側

谷茂樹宅前

上川洋文宅前



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

94 津市一志町波瀬１８３８ 3

94 津市一志町波瀬１８８４ 4

94 津市一志町波瀬２２３３－２ 5

94 津市一志町波瀬３５５６ 6

94 津市一志町波瀬５２６７ 7

94 津市一志町波瀬２１７８－１ 8

94 津市一志町波瀬５００８ 9

95 津市一志町波瀬 1

95 津市一志町波瀬５８１８ 2

95 津市一志町波瀬６４００－１ 3

95 津市一志町波瀬（室の口） 4

96 津市一志町八太６０２ 1

96 津市一志町八太４２０－４ 2

96 津市一志町八太８８９ 3

96 津市一志町片野５５３－４ 4

97 津市一志町庄村２４４－１ 1

97 津市一志町日置３９６－１ 2

97 津市一志町其村（其村団地） 3

97 津市一志町其村 4

96 津市一志町片野２５４ 5

浄福寺北側

清水収宅前

スーパー魚銀南側

中川雅昭宅前

鶏友会協同育雛施設北側

森田豊宅前

中野栄一宅前

井の口公園手前市道

前川八四郎宅北側

室の口公民館

福専寺前市道

新家敏定宅北側

川合文化会館南側

山口実造宅北側

砂山光彦宅北側

庄村集会所北側

日置集落センター西側

其村団地入り口市道

滝鼻宅東側

片野集会所北側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

96 津市一志町片野６００－１ 6

98 津市一志町高野１４５０ 1

98 津市一志町高野１３２１－１ 2

98 津市一志町高野１０８３ 3

98 津市一志町其倉 4

99 津市一志町田尻６６２ 1

99 津市一志町田尻５９３－２ 2

99 津市一志町田尻４０４－４ 3

99 津市一志町田尻４５５ 4

99 津市一志町八太１６５３ 5

99 津市一志町八太１４５７－２５ 6

100 津市一志町高野１６０－６５７ 1

100 津市一志町高野１６０－７２８ 2

100 津市一志町高野２６０９ 3

100 津市一志町高野１６０－４９３ 4

100 津市一志町高野１６０－４３４ 5

101 津市一志町小山９１５ 1

101 津市一志町小山８０９－１ 2

101 津市一志町小山８５４－６６ 3

101 津市一志町みのりヶ丘１１５－３ 4

池田忠久宅南側市道

高野保育園南側

高岡老人憩いの家東側

稲垣好美宅北側

其倉橋左岸側橋詰

河内さい宅前

一志庁舎北側

市道高野田尻線

北西重清宅北側

守山孝之宅西側

一志団地集会所北側

旧高野団地汚水処理場北側

一志体育館前

一志中学校グランド西側

高野団地５公園南側

高野団地６公園北側

市道小山線細野勝宅前

田中辰男宅前

小山台地集会所南側

倉口開発ミルメゾンみのり台販売
センター西側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

102 津市一志町虹が丘２７－１ 1

102 津市一志町虹が丘４２－１０ 2

103 津市白山町福田山５８９－１ 1

103 津市白山町城立３０１ 2

103 津市白山町小杉１８６地先 3

103 津市白山町大原７０地先 4

104 津市白山町南家城９３１－３ 1

104 津市白山町藤３０４ 2

104 津市白山町南家城１９０－６ 3

104 津市白山町北家城１３４４地先 4

104 津市白山町南家城６７８ 5

104 津市白山町南家城１４６１地先 6

104 津市白山町二俣３４８地先 7

104 津市白山町真見４５７ 8

105 津市白山町川口１９９１ 1

105 津市白山町川口１５５０－７ 2

105 津市白山町川口８９７ 3

105 津市白山町川口４７１－６ 4

105 津市白山町川口２７０８地先 5

106 津市白山町川口６８１５地先 1

虹が丘集会所前駐車場東側

虹が丘団地北入り口

脇田文雄宅前

元取ゲートボール場北側

小杉公民館前

大原オートキャンプ場南側道路沿
い

岸本建設東市道沿

藤交差点南空地

中西五六宅東空地

北家城ごみ集積所北側

白山高校北側

白山家城運動場東側

二俣ゲートボール場南側

上水道真見加圧ポンプ場東側

川口小学校東側

川端金属グランド北側

白山中央公民館前

白山中学校西側

杉ケ瀬ごみ集積所北側

谷口五三宅北空地



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

106 津市白山町川口８１００ 2

106 津市白山町川口３１４９ 3

106 津市白山町川口３４１１地先 4

107 津市白山町二本木１００１－７８ 1

107 津市白山町二本木１００１－４５ 2

107 津市白山町二本木４０８ 3

107 津市白山町二本木６８９－６ 4

107 津市白山町二本木４６９９地先 5

107 津市白山町岡１１０地先 6

107 津市白山町二本木３５０７ 7

107 津市白山町二本木３１０３地先 8

108 津市白山町三ケ野１１４９ 1

108 津市白山町三ケ野５４３７ 2

108 津市白山町三ケ野３７８８地先 3

109 津市白山町佐田１３９５－４ 1

109 津市白山町佐田１７５番地先 2

109 津市白山町中ノ村３８１ 3

109 津市白山町南出５５－２ 4

109 津市白山町南出３６５ 5

109 津市白山町南出４９３ 6

川口ゲートボール場南側

前川尚男宅付近畑南側

茅刈公民館西側

白山台団地グリーンロード側入口
付近空地

白山台団地大三出張所前公園北側

沖広倶楽部前空地

西徳田公民館東駐車場北側

マックスバリュー駐車場東側

野田哲也宅西市道沿

イセゴム工業西空地

田子橋西側

上広公民館前・防火水槽東側

三ケ野公民館前空地

三ケ野親保ごみ集積所東側

永井柳作宅東側

口佐田集会所前・防火水槽東

白山倭ゲートボール場

南出公民館前空地

旧倭保育園南側

白山乳幼児教育センター東側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

109 津市白山町佐田４７０番地先 7

109 津市白山町佐田１１０２番地先 8

110 津市白山町上ノ村９－２９６ 1

110 津市白山町上ノ村１２６３－１ 2

110 津市白山町上ノ村４５０番地先 3

111 津市白山町八対野６５９番地先 1

111 津市白山町八対野９８５－１ 2

111 津市白山町八対野１３１８－２ 3

111 津市白山町八対野９２－２ 4

111 津市白山町稲垣３０５番地先 5

111 津市白山町古市６９９番地先 6

112 津市白山町山田野９１２番地先 1

112 津市白山町山田野１４番地先 2

112 津市白山町山田野３４８番地先 3

112 津市白山町山田野４５３番地先 4

113 津市美杉町竹原１５１－２ 1

113 津市美杉町竹原２９８４－２ 2

113 津市美杉町竹原２７７７ 3

113 津市美杉町竹原２７４６－２ 4

113 津市美杉町竹原２１２６ 5

佐田御所垣内ごみステーション南

上佐田公民館東

グリーンタウン榊原中央公園南側

川久保バス停東

木村重義宅北空地

算所交差点東畑

白山ゲートボール場東側

八対野加圧ポンプ場南側

八対野教育文化会館北側

稲垣公民館西側

白山運動場第２駐車場西側

山田野大山児童公園北側

山田野美里児童公園北側

山田野集会所前

藤田武吉宅東側空地

向川建設資材置き場南側

廣田宅前

旧竹原小学校北側

県道久居美杉線沿い

県道久居美杉線沿い



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

113 津市美杉町竹原２７７－１ 6

113 津市美杉町八手俣９６７ 7

114 津市美杉町八知７４２－１ 1

114 津市美杉町八知 2

114 津市美杉町八知１５５２－１５ 3

114 津市美杉町八知３０４７ 4

115 津市美杉町八知５９１０ 1

115 津市美杉町八知３８５０ 2

115 津市美杉町八知７０２３ 3

115 津市美杉町八知５１７９－４ 4

115 津市美杉町八知４４６５－１ 5

116 津市美杉町八知４４５８－４ 1

116 津市美杉町八知８４０５－１ 2

116 津市美杉町八知８２３６－１ 3

117 津市美杉町太郎生７４７－１ 1

117 津市美杉町太郎生２１１８－４ 2

117 津市美杉町太郎生１９３６－１ 3

117 津市美杉町太郎生２８５７－１ 4

118 津市美杉町太郎生５５５１－２ 1

118 津市美杉町太郎生３９７８ 2

県道松阪青山線沿い秋山弘宅畑

木原造林（株）所有地

県道久居美杉線沿い

県道久居美杉線沿い

勢和建設（株）資材置き場

県道久居美杉線沿い

県道久居美杉線沿い

県道久居美杉線沿い

県道久居美杉線沿い

県道太郎生伊勢八知停車場線沿い

県道太郎生伊勢八知停車場線沿い

正木組所有地

県道太郎生伊勢八知停車場線沿い

県道太郎生伊勢八知停車場線藤原
博夫裏出入口付近

南地域スクールバス停手前

美杉健康相談所・駐車場

太郎生駐在所横埋立地

国道３６８号沿い東西橋詰

国道３６８号沿い（株）広山建設
資材置場

国道３６８号沿い



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

118 津市美杉町太郎生４６０４－１ 3

118 津市美杉町太郎生４６７５－２ 4

119 津市美杉町石名原１０２２－１ 1

119 津市美杉町石名原１６８１ 2

119 津市美杉町石名原３９８５ 3

119 津市美杉町石名原１８８１－２ 4

119 津市美杉町石名原 5

120 津市美杉町奥津５３１ 1

120 津市美杉町奥津地内 2

120 津市美杉町奥津１０９５－１ 3

120 津市美杉町奥津１２８８－８ 4

120 津市美杉町川上８２４ 5

121 津市美杉町川上３８６８ 1

121 津市美杉町川上３３７２ 2

121 津市美杉町川上３０８５－１ 3

122 津市美杉町丹生俣１３６０－２ 1

122 津市美杉町丹生俣１４５２－１ 2

123 津市美杉町上多気２１２－２ 1

123 津市美杉町上多気６３３ 2

123 津市美杉町上多気１０３１ 3

国道３６８号沿い山野手前埋立地

国道３６８号沿い久保持夫所有地
東側

岡田千本宅前

伊勢地地域住民センター南側

石名原・中垣内地内

飼鳥建設（株）資材置き場

美杉伊勢地火葬場入口付近

県道久居美杉線沿い

美杉南小学校下

宮城橋北

津市八幡地域住民センター

県道奥津飯高線沿い

県道奥津飯高線沿い

しゃくなげ会館広場

相地公会堂

丹生俣多目的集会所広場

小林宅畑東側

（有）芝山自動車敷地

三木屋跡敷地

旧多気小学校北側



 市町名 津市

投票区名 所　在　地 摘　　要設　置　場　所

124 津市美杉町下多気３４３ 1

124 津市美杉町下多気１４３４－２ 2

124 津市美杉町下多気２４０４－６ 3

124 津市美杉町下多気２８６２－７ 4

124 津市美杉町下多気３６７７ 5

125 津市美杉町下之川地内 1

125 津市美杉町下之川６７６ 2

125 津市美杉町下之川９２６ 3

125 津市美杉町下之川６１１５ 4

125 津市美杉町下之川２２３８－１ 5

125 津市美杉町下之川４４０１－３ 6

白口町屋小津線沿い海住弘宅前

県道一志美杉線沿い（株）前田組
敷地

県道嬉野美杉線沿い

県道嬉野美杉線沿い

漆集会所広場

県道松阪青山線沿い

県道松阪青山線沿い

県道松阪青山線沿い

下之川地域住民センター広場

県道一志美杉線沿い向田忠美宅裏

県道一志美杉線沿い



津市選挙管理委員会告示第４３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

並びに市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第４条第１

項及び第４条の２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、同法第４条第１１項及び第４条の２第１５項の規定による選挙権を有する

者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項、第８６条第１項及び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の数を次のとおり告示する。  
  平成１９年３月２１日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

１ ５０分の１の数        ４,６２４人 

 

２  ６分の１の数      ３８,５３３人 

 

３  ３分の１の数      ７７,０６５人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第４４号  

 平成１９年３月１９日執行の原財産区議会議員選挙において、次の者が当

選人となったので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１０１条の３

第２項の規定により告示する。  
  平成１９年３月２１日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



氏　　　名 住　　　所

坂本　政一 津市原町１５０８７番地

脇田　年久 津市原町２１４番地

臼杵　金一 津市原町１０８３４番地

村　正明 津市原町９９９番地

小瀬古　勝己 津市原町３８１３番地

西川　芳男 津市原町４５７６番地４

岡田　助 津市原町３００７番地１

渡邊　悌哲 津市原町２３２４番地１

奥山　知喜 津市原町７１７４番地

坂口　克己 津市原町４９８８番地

田中　　貞 津市原町８０２１番地

小圷　忠一 津市原町５９２９番地



津市選挙管理委員会告示第４５号  
 平成１９年４月８日執行の三重県知事選挙における期日前投票所を次のとお

り定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第３項

により準用する第４１条第１項の規定により告示する。  
  平成１９年３月２２日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

期日前投票所名 
期日前投票所を 

設ける期間
期日前投票所の場所 

投 票 で き る 選 挙 人 が 登 載

さ れ て い る 選 挙 人 名 簿 の

投票区 

第１期日前投票所 
平成１９年３月２３日

から同年４月７日まで

津市本庁舎８階 

     大会議室Ｂ
第１～第１２５投票区 

第２期日前投票所 
平成１９年３月２３日

から同年４月７日まで

津市河芸庁舎１階 

     防災研修室
第４７～第５４投票区 

第３期日前投票所 
平成１９年３月２３日

から同年４月７日まで

津市芸濃庁舎１階 

    多目的会議室
第５５～第５９投票区 

第４期日前投票所 
平成１９年３月２３日

から同年４月７日まで

津市美里社会福祉セン

ター１階 集会室 
第６０～第６２投票区 

第５期日前投票所 
平成１９年３月２３日

から同年４月７日まで

津市安濃庁舎２階 

    会議室１・２
第６３～第６６投票区 

第６期日前投票所 
平成１９年３月２３日

から同年４月７日まで

津市久居庁舎３階 

    ３０１会議室
第６７～第８８投票区 

第７期日前投票所 
平成１９年３月２３日

から同年４月７日まで

津市香良洲中央公民館

１階 大会議室 
第８９～第９０投票区 

第８期日前投票所 
平成１９年３月２３日

から同年４月７日まで

津市一志庁舎１階 

     市民対話室
第９１～第１０２投票区 

第９期日前投票所 
平成１９年３月２３日

から同年４月７日まで

津市白山庁舎２階 

    ２０３会議室

第 １ ０ ３ ～ 第 １ １ ２ 投 票

区 

第 10 期日前投票所 
平成１９年３月２３日

から同年４月７日まで

津市美杉総合開発セン

ター１階 会議室 

第 １ １ ３ ～ 第 １ ２ ５ 投 票

区 

 
 



津市選挙管理委員会告示第４６号  
 平成１９年４月８日執行の三重県知事選挙における津市開票区の開票立会人

となるべき者のくじを行う場所及び日時を次のように定めたので公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第６２条第６項の規定により告示する。  
  平成１９年３月２２日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

１ くじの場所  津市本庁舎８階 大会議室Ａ 

 

２ くじの日時  平成１９年４月５日 午後５時３０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第４７号  
 平成１９年４月８日執行の三重県知事選挙における期日前投票所の投票管理

者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その

職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第４９条の７による読み替え後の第２５条の規定により告示

する。  
  平成１９年３月２２日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

記  
別紙のとおり  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月23日 津市桜橋三丁目４２６番地 阿曽　正夫 津市城山一丁目１３番８号 鎌田　健一
3月24日 津市雲出伊倉津町８４８番地２ 大田　武士 津市一志町波瀬２０１２番地 辻村　繁之
3月25日 津市片田新町１２番地６ 岡本　祐次 津市一志町高野１１５１番地１ 田中　康一
3月26日 津市桜橋三丁目３７２番地 山尾　花子 津市河辺町３５７０番地３９ 奥田　寛次
3月27日 津市河辺町３０５５番地４ 岡　　静美 津市八町一丁目２番１８号メゾン原１０１ 倉田　浩伸
3月28日 津市高茶屋三丁目３１番１０号 奥山　貴治 津市半田２４０６番地６２ 前田　　健
3月29日 津市観音寺町６０４番地８３ 須山　美智子 津市稲葉町１１０番地３ 北岡　丈和
3月30日 津市栗真町屋町４９３番地１ 乙部　和子 津市末広町８番２８号 岸田　慶仁
3月31日 津市高野尾町３００６番地３３０ 中村　桂子 津市高茶屋小森町４１４１番地２９ 下里　秀紀
4月1日 津市片田新町１２番地６ 岡本　祐次 津市久居井戸山町１３１番地１ 松岡　浩二
4月2日 津市半田４５７番地６ 田中　修二 津市南が丘二丁目１５番地９ 戸上　喜之
4月3日 津市八町三丁目１０番７号 越後　ふさへ 津市久居野村町７９５番地４ 丸山　美由紀
4月4日 津市観音寺町６０４番地８３ 須山　美智子 津市久居射場町１７８番地５ 前田　　達
4月5日 津市北河路町１３１番地２ 佐野　　繁 津市安濃町川西１４７８番地 橋本　英樹
4月6日 津市高茶屋三丁目３１番１０号 奥山　貴治 津市八町二丁目１２番１４号 堀田　祐治
4月7日 津市新町二丁目９番３６号 川井　正美 津市高野尾町１３２２番地２ 鈴木　眞宏

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月23日 津市河芸町上野２９１５番地２ 長谷部　行雄 津市河芸町浜田１５９１番地 芝山　直子
3月24日 津市河芸町赤部３５８番地 長井　三喜夫 津市河芸町東千里３０５８番地１３ 杉野　康男
3月25日 津市河芸町千里ヶ丘２５番地２ 相松　正美 津市河芸町上野３３９番地３ 杉野　由幸
3月26日 津市河芸町上野２９１５番地２ 長谷部　行雄 津市河芸町北黒田４４４番地 岡　孝充
3月27日 津市河芸町北黒田８２番地 相松　正美 津市一身田豊野１４０６番地５８８ 赤塚　賢司
3月28日 津市河芸町赤部３５８番地 長井　三喜夫 津市河芸町上野３２番地３ 秋田　三郎
3月29日 津市河芸町千里ヶ丘２５番地２ 相松　正美 津市河芸町一色１６４３番地 北川　良治
3月30日 津市河芸町上野２９１５番地２ 長谷部　行雄 津市河芸町赤部３１９番地 長谷　祥元
3月31日 津市河芸町北黒田８２番地 鈴木　捷功 津市河芸町東千里３０５８番地１３ 杉野　康男
4月1日 津市河芸町千里ヶ丘２５番地２ 相松　正美 津市河芸町上野３３９番地３ 杉野　由幸
4月2日 津市河芸町赤部３５８番地 長井　三喜夫 津市河芸町北黒田４４４番地 岡　孝充
4月3日 津市河芸町上野２９１５番地２ 長谷部　行雄 津市一身田豊野１４０６番地５８８ 赤塚　賢司
4月4日 津市河芸町北黒田８２番地 相松　正美 津市河芸町上野３２番地３ 秋田　三郎
4月5日 津市河芸町千里ヶ丘２５番地２ 相松　正美 津市河芸町一色１６４３番地 北川　良治
4月6日 津市河芸町北黒田８２番地 長井　三喜夫 津市河芸町赤部３１９番地 長谷　祥元
4月7日 津市河芸町赤部３５８番地 長井　三喜夫 津市河芸町上野１５９７番地 平松　節子

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月23日 津市芸濃町雲林院７６３番地３ 中村　嘉次 津市芸濃町椋本７５３番地４ 駒田　幸宏
3月24日 津市芸濃町椋本１６７８番地 田中　文吾 津市芸濃町椋本７５８番地 今田　真孝
3月25日 津市芸濃町北神山８４１番地 駒田　貞範 津市芸濃町椋本８９２番地１３０ 佐野　雅彦
3月26日 津市芸濃町林１３１２番地１ 林　信郎 津市高野尾町３００６番地３４８ 松谷　弘樹
3月27日 津市芸濃町雲林院７６３番地３ 中村　嘉次 津市芸濃町椋本６１２０番地３ 平子　照子
3月28日 津市芸濃町椋本１６７８番地 田中　文吾 津市芸濃町椋本２７０１番地 横山　順子
3月29日 津市芸濃町北神山８４１番地 駒田　貞範 津市芸濃町忍田２４１番地１ 田中　康之
3月30日 津市芸濃町林１３１２番地１ 林　信郎 津市芸濃町椋本７５３番地４ 駒田　幸宏
3月31日 津市芸濃町雲林院７６３番地３ 中村　嘉次 津市芸濃町椋本２７０１番地 横山　順子
4月1日 津市芸濃町椋本１６７８番地 田中　文吾 津市芸濃町椋本７５３番地４ 駒田　幸宏
4月2日 津市芸濃町北神山８４１番地 駒田　貞範 津市芸濃町椋本７５８番地 今田　真孝
4月3日 津市芸濃町林１３１２番地１ 林　信郎 津市芸濃町椋本８９２番地１３０ 佐野　雅彦
4月4日 津市芸濃町雲林院７６３番地３ 中村　嘉次 津市高野尾町３００６番地３４８ 松谷　弘樹
4月5日 津市芸濃町椋本１６７８番地 田中　文吾 津市芸濃町椋本６１２０番地３ 平子　照子
4月6日 津市芸濃町北神山８４１番地 駒田　貞範 津市芸濃町椋本２７０１番地 横山　順子
4月7日 津市芸濃町林１３１２番地１ 林　信郎 津市芸濃町忍田２４１番地１ 田中　康之

職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者

職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
第３期日前投票所

第１期日前投票所

第２期日前投票所

投票管理者 職務代理者職務を行う
べき日



住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月23日 津市美里町家所２６９３番地 谷口　松雄 津市美里町五百野１２９６番地 宮本　さち子
3月24日 津市美里町家所１０８４番地 白山　秀治 津市美里町五百野１４０６番地 池田　良孝
3月25日 津市美里町五百野６４２番地 増井　みどり 津市一志町其倉２０６番地 大西　栄市
3月26日 津市美里町家所２１４３番地２ 福山　忠志 津市榊原町６１９５番地２ 奥山　宏子
3月27日 津市美里町三郷３７９番地 山下　京子 津市一志町井生１９３６番地２ 後藤　良次
3月28日 津市美里町五百野６４２番地 増井　みどり 津市美里町五百野１４９２番地 細野　雅司
3月29日 津市美里町家所２６９３番地 谷口　松雄 津市森町９２７番地１７ 畑　育代
3月30日 津市美里町北長野５８１番地 山原　敏昭 津市美川町７番２３号 横山　美紀子
3月31日 津市美里町家所１０８４番地 白山　秀治 津市美里町南長野４７７番地 平田　基洋
4月1日 津市美里町家所２１４３番地２ 福山　忠志 津市美里町三郷４１４番地１ 湯谷　喜美子
4月2日 津市美里町三郷３７９番地 山下　京子 津市美里町五百野１４９２番地 細野　雅司
4月3日 津市美里町北長野５８１番地 山原　敏昭 津市美里町南長野４７７番地 平田　基洋
4月4日 津市美里町五百野６４２番地 増井　みどり 津市美里町三郷４１４番地１ 湯谷　喜美子
4月5日 津市美里町家所２６９３番地 谷口　松雄 津市稲葉町２３８１番地１５ 杉野　浩也
4月6日 津市美里町南長野４２１番地 西澤　弘章 津市美里町五百野１４９２番地 細野　雅司
4月7日 津市美里町家所２６９３番地 谷口　松雄 津市美里町南長野４７７番地 平田　基洋

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月23日 津市安濃町曽根６３７番地 後藤　肇 津市安濃町草生２２０１番地１ 小林　久晃
3月24日 津市安濃町草生３２０１番地 紀平　芳久 津市安濃町浄土寺４９３番地 小柴　恵美子
3月25日 津市安濃町戸島１０２８番地 黒川　司 津市安濃町荒木２３５番地 小林　千春
3月26日 津市安濃町浄土寺１０５８番地 小泉　秀善 津市安濃町川西１０５４番地 宮田　真伸
3月27日 津市安濃町曽根６３７番地 後藤　肇 津市安濃町川西１４５７番地 井村　ひとみ
3月28日 津市安濃町草生３２０１番地 紀平　芳久 津市芸濃町林１３２５番地 若林　厚子
3月29日 津市安濃町戸島１０２８番地 黒川　司 津市安濃町川西１４６６番地 尾市　厚子
3月30日 津市安濃町浄土寺１０５８番地 小泉　秀善 津市安濃町連部２２８番地 前田　重憲
3月31日 津市安濃町曽根６３７番地 後藤　肇 津市安濃町中川２８６番地 佐野　敬司
4月1日 津市安濃町草生３２０１番地 紀平　芳久 津市安濃町草生１００２番地１ 紀平　久樹
4月2日 津市安濃町戸島１０２８番地 黒川　司 津市安濃町東観音寺４３８番地１ 織田　勝弘
4月3日 津市安濃町浄土寺１０５８番地 小泉　秀善 津市芸濃町林１３２５番地 若林　厚子
4月4日 津市安濃町曽根６３７番地 後藤　肇 津市安濃町川西１４６６番地 尾市　厚子
4月5日 津市安濃町草生３２０１番地 紀平　芳久 津市安濃町草生２２０１番地１ 小林　久晃
4月6日 津市安濃町戸島１０２８番地 黒川　司 津市安濃町中川２８６番地 佐野　敬司
4月7日 津市安濃町浄土寺１０５８番地 小泉　秀善 津市安濃町荒木２３５番地 小林　千春

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月23日 津市原町１４９３８番地 西尾　明 津市半田２３４７番地４ 淺見　寿明
3月24日 津市森町９０５番地 米澤　實 津市牧町４７５番地２ 垣野　哲也
3月25日 津市新家町１６５０番地 薄井　俊信 津市森町１８６１番地４ 西山　正廣
3月26日 津市木造町１３８２番地５ 本多　久和 津市白塚町５０２２番地１ 中条　貴之
3月27日 津市稲葉町２７４７番地 久世　眞澄 津市牧町４７５番地２ 垣野　哲也
3月28日 津市原町４６６９番地１ 西川　政良 津市白塚町５０２２番地１ 中条　貴之
3月29日 津市久居射場町１４７番地 下井　宗男 津市半田２３４７番地４ 淺見　寿明
3月30日 津市久居元町２４０７番地２ 近藤　雅人 津市森町１８６１番地４ 西山　正廣
3月31日 津市久居新町７６４番地３ 上田　壽美子 津市牧町４７５番地２ 垣野　哲也
4月1日 津市木造町１００８番地 田中　敏夫 津市半田２３４７番地４ 淺見　寿明
4月2日 津市久居元町１８７３番地１ 川本　一郎 津市森町１８６１番地４ 西山　正廣
4月3日 津市久居元町２２７９番地３ 藤田　行雄 津市白塚町５０２２番地１ 中条　貴之
4月4日 津市久居東鷹跡町３０１番地４ 西田　静子 津市半田２３４７番地４ 淺見　寿明
4月5日 津市久居万町９２０番地 前川　光子 津市牧町４７５番地２ 垣野　哲也
4月6日 津市久居元町２２７９番地３ 藤田　行雄 津市森町１８６１番地４ 西山　正廣
4月7日 津市久居東鷹跡町２５５番地 辻　義則 津市半田２３４７番地４ 淺見　寿明

第４期日前投票所

第５期日前投票所

第６期日前投票所

職務代理者

職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者

職務を行う
べき日

投票管理者

職務を行う
べき日

投票管理者

職務代理者



住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月23日 津市香良洲町５０２１番地３ 久田　英子 津市香良洲町６８７番地４ 藤川　圭司
3月24日 津市香良洲町６１９４番地１ 小津　制義 津市香良洲町６３２６番地２ 工藤　由美
3月25日 津市香良洲町１２９６番地 後藤　正美 津市一志町高野１６０番地５２５ 藤井　久美子
3月26日 津市香良洲町５２３番地１ 藤川　順堆 津市香良洲町６２２９番地２ 伊藤　哲也
3月27日 津市香良洲町６１９４番地１ 小津　制義 津市香良洲町６８７番地４ 藤川　圭司
3月28日 津市香良洲町５２３番地１ 藤川　順堆 津市香良洲町１７１０番地 小津　充弘
3月29日 津市香良洲町５０２１番地３ 久田　英子 津市一志町高野１６０番地５２５ 藤井　久美子
3月30日 津市香良洲町６１９４番地１ 小津　制義 津市香良洲町６３２６番地２ 工藤　由美
3月31日 津市香良洲町１２９６番地 後藤　正美 津市香良洲町６２２９番地２ 伊藤　哲也
4月1日 津市香良洲町５２３番地１ 藤川　順堆 津市香良洲町６８７番地４ 藤川　圭司
4月2日 津市香良洲町６１９４番地１ 小津　制義 津市香良洲町１７１０番地 小津　充弘
4月3日 津市香良洲町６１９４番地１ 小津　制義 津市香良洲町６２２９番地２ 伊藤　哲也
4月4日 津市香良洲町５２３番地１ 藤川　順堆 津市香良洲町６３２６番地２ 工藤　由美
4月5日 津市香良洲町５０２１番地３ 久田　英子 津市香良洲町６８７番地４ 藤川　圭司
4月6日 津市香良洲町６１９４番地１ 小津　制義 津市一志町高野１６０番地５２５ 藤井　久美子
4月7日 津市香良洲町１２９６番地 後藤　正美 津市香良洲町１７１０番地 小津　充弘

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月23日 津市一志町大仰１５２３番地 長谷川　正明 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
3月24日 津市一志町井生１８４１番地 前山　寛 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
3月25日 津市一志町高野１６０番地３５ 池田　節子 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
3月26日 津市一志町波瀬４５０８番地１ 德田　博之 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
3月27日 津市一志町大仰１５２３番地 長谷川　正明 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
3月28日 津市一志町高野１６０番地３５ 池田　節子 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
3月29日 津市一志町井生１８４１番地 前山　寛 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
3月30日 津市一志町波瀬４５０８番地１ 德田　博之 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
3月31日 津市一志町高野１６０番地３５ 池田　節子 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月1日 津市一志町大仰１５２３番地 長谷川　正明 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月2日 津市一志町井生１８４１番地 前山　寛 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月3日 津市一志町波瀬４５０８番地１ 德田　博之 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月4日 津市一志町高野１６０番地３５ 池田　節子 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月5日 津市一志町大仰１５２３番地 長谷川　正明 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月6日 津市一志町井生１８４１番地 前山　寛 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月7日 津市一志町波瀬４５０８番地１ 德田　博之 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月23日 津市白山町上ノ村１２５８番地２ 中西　正治 津市白山町川口１０１８番地５ 鈴木　理也
3月24日 津市白山町山田野４４０番地３ 多喜　正和 津市白山町川口６８１４番地 廣瀬　みすず
3月25日 津市白山町佐田１７３番地 中川　正臣 津市美里町家所１１６４番地１ 羽田　三千代
3月26日 津市白山町上ノ村３０９番地 脇田　智加子 津市白山町二本木１００１番地２９１ 滝　加寿代
3月27日 津市白山町山田野３６１番地５ 吉川　清 津市白山町古市９２番地 赤根　ちづ子
3月28日 津市白山町三ヶ野２５７５番地 﨑　敏男 津市垂水３５１番地３ 市川　昭子
3月29日 津市白山町中ノ村５４番地 今井　直毅 津市白山町二本木１００１番地２６４ 長谷川　年樹
3月30日 津市白山町岡２３５番地３ 谷　薫 津市白山町二本木３１２６番地２ 蓑田　博之
3月31日 津市白山町八対野３４番地 中嶋　克巳 津市白山町二本木１００１番地２９１ 滝　加寿代
4月1日 津市白山町上ノ村３０９番地 脇田　智加子 津市白山町川口２１２６番地 岡田　常彦
4月2日 津市白山町八対野６１０番地１ 鎌田　明 津市美里町家所１１６４番地１ 羽田　三千代
4月3日 津市白山町三ヶ野１１１１番地３ 多上　光久 津市白山町川口４０１５番地 小谷　幸生
4月4日 津市白山町二本木３８７９番地５ 今崎　敏司 津市白山町川口９８９番地 大川　祐樹
4月5日 津市白山町南家城５７番地３ 諸木　洋巳 津市白山町二本木１００１番地２９１ 滝　加寿代
4月6日 津市白山町三ヶ野２５７５番地 﨑　敏男 津市白山町川口１０１８番地５ 鈴木　理也
4月7日 津市白山町山田野４４０番地３ 多喜　正和 津市白山町二本木３１２６番地２ 蓑田　博之

職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者

職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者

第７期日前投票所

第８期日前投票所

第９期日前投票所

職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者



住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月23日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町竹原１０３７番地 横谷　周
3月24日 津市美杉町竹原２０８２番地 岡田　郁子 津市美杉町下多気１９２番地 富田　健造
3月25日 津市美杉町竹原２０８２番地 岡田　郁子 津市美杉町八知７８３番地 大西　順子
3月26日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町竹原１０３７番地 横谷　周
3月27日 津市美杉町八知３０９１番地 白谷　征雄 津市美杉町下多気１９２番地 富田　健造
3月28日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町八知７８３番地 大西　順子
3月29日 津市美杉町八知３０９１番地 白谷　征雄 津市美杉町竹原１０３７番地 横谷　周
3月30日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町下多気１９２番地 富田　健造
3月31日 津市美杉町竹原２０８２番地 岡田　郁子 津市美杉町八知７８３番地 大西　順子
4月1日 津市美杉町竹原２０８２番地 岡田　郁子 津市美杉町竹原１０３７番地 横谷　周
4月2日 津市美杉町八知３０９１番地 白谷　征雄 津市美杉町下多気１９２番地 富田　健造
4月3日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町八知７８３番地 大西　順子
4月4日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町竹原１０３７番地 横谷　周
4月5日 津市美杉町八知３０９１番地 白谷　征雄 津市美杉町下多気１９２番地 富田　健造
4月6日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町八知７８３番地 大西　順子
4月7日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町竹原１０３７番地 横谷　周

職務を行う
べき日

投票管理者 職務代理者
第１０期日前投票所



津市選挙管理委員会告示第４８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

並びに市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第４条第１

項及び第４条の２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、同法第４条第１１項及び第４条の２第１５項の規定による選挙権を有する

者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項、第８６条第１項及び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の数を次のとおり告示する。  
  平成１９年３月２９日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

１ ５０分の１の数        ４,６２５人 

 

２  ６分の１の数      ３８,５３６人 

 

３  ３分の１の数      ７７,０７１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第４９号  
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、選挙人名

簿から抹消する理由が生じた者を次のとおり選挙人名簿から抹消する。  
  平成１９年３月２９日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

１ 抹消者数 

               男       女       計 

               ２人      ０人      ２人 

 

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管 

 

３ 抹消した年月日    平成１９年３月２９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第５０号  
 平成１９年４月８日執行の三重県知事選挙における期日前投票所の投票管理

者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その

職務を代理すべき者を次のとおり変更したので、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第４９条の７による読み替え後の第２５条の規定により告示

する。  
  平成１９年３月２９日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  

 
記  

別紙のとおり  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



期日前投票管理者  
第５期日前投票所  

職 務 を 行 う

べき日 
辞 任 す る 者 新 た に 選 任 す る 者 

３月３１日 
津市安濃町曽根６３７番地 

後藤  肇 

津市安濃町浄土寺１０５８番地 

小泉 秀善 

４月 ７日  
津市安濃町浄土寺１０５８番地 

小泉 秀善  

津市安濃町曽根６３７番地 

後藤  肇  

 
期日前投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その

職務を代理すべき者  
 第４期日前投票所  
職 務 を 行 う

べき日 

辞 任 す る 者 

 
新 た に 選 任 す る 者 

３月３０日 津市美里町南長野４７７番地 

平田 基洋 

津市美川町７番２３号 

横山 美紀子 

４月２日 津市美里町家所２３５０番地１ 

清水 裕順 

津市美里町五百野１４９２番地 

細野 雅司 

４月３日 津市美川町７番２３号 

横山 美紀子 

津市美里町南長野４７７番地 

平田 基洋 

４月４日 津市美里町日南田８６５番地 

今井  稔 

津市美里町三郷４１４番地１ 

湯谷 喜美子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第５１号  
 平成１９年４月８日執行の三重県議会議員選挙における期日前投票所を次の

とおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第

３項により準用する第４１条第１項の規定により告示する。  
  平成１９年３月３０日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

期日前投票所名 
期日前投票所を 

設ける期間
期日前投票所の場所 

投 票 で き る 選 挙 人 が 登 載

さ れ て い る 選 挙 人 名 簿 の

投票区 

第１期日前投票所 
平成１９年３月３１日

から同年４月７日まで

津市本庁舎８階 

     大会議室Ｂ
第１～第１２５投票区 

第２期日前投票所 
平成１９年３月３１日

から同年４月７日まで

津市河芸庁舎１階 

     防災研修室
第４７～第５４投票区 

第３期日前投票所 
平成１９年３月３１日

から同年４月７日まで

津市芸濃庁舎１階 

    多目的会議室
第５５～第５９投票区 

第４期日前投票所 
平成１９年３月３１日

から同年４月７日まで

津市美里社会福祉セン

ター１階 集会室 
第６０～第６２投票区 

第５期日前投票所 
平成１９年３月３１日

から同年４月７日まで

津市安濃庁舎２階 

    会議室１・２
第６３～第６６投票区 

第６期日前投票所 
平成１９年３月３１日

から同年４月７日まで

津市久居庁舎３階 

    ３０１会議室
第６７～第８８投票区 

第７期日前投票所 
平成１９年３月３１日

から同年４月７日まで

津市香良洲中央公民館

１階 大会議室 
第８９～第９０投票区 

第８期日前投票所 
平成１９年３月３１日

から同年４月７日まで

津市一志庁舎１階 

     市民対話室
第９１～第１０２投票区 

第９期日前投票所 
平成１９年３月３１日

から同年４月７日まで

津市白山庁舎２階 

    ２０３会議室

第 １ ０ ３ ～ 第 １ １ ２ 投 票

区 

第 10 期日前投票所 
平成１９年３月３１日

から同年４月７日まで

津市美杉総合開発セン

ター１階 会議室 

第 １ １ ３ ～ 第 １ ２ ５ 投 票

区 

 
 



津市選挙管理委員会告示第５２号  
 平成１９年４月８日執行予定の三重県知事選挙及び三重県議会議員選挙にお

ける投票所を次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第４１条第１項の規定により告示する。  
  平成１９年３月３０日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

記  
別紙のとおり  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 投票区  投　票　所　名　称　・　施　設  投票区  投　票　所　名　称　・　施　設

1  津市社会福祉センター 67 津市久居庁舎 １階ロビー

2  津市立養正小学校  体　育　館 68 津市立誠之小学校 体　育　館

3  津市相愛保育園 69 津市立成美小学校 体　育　館

4  津市立敬和小学校  体　育　館 70 津市野村保育園

5  津市敬和公民館 71 久居さくらが丘集会所

6  津市橋南会館 72 津市北口保育園

7  津市阿漕塚記念館 73 津市北部保育園

8  津市立育生小学校  会　議　室 74 津市元町地区集会所

9  津市立橋南中学校  木　工　室 75 津市須ヶ瀬構造改善センター

10  ぼだいじ保育園 76 木造区集会所

11  津市橋南公民館 77 津市桃園情報センター

12  名古屋文化学園津幼稚園 78 津市こべき保育園

13  津市立新町小学校  会　議　室 79 津市戸木公民館

14  津市立西橋内中学校  被　服　室 80 津市七栗産業会館

15  三重大学附属幼稚園 81 津市立栗葉幼稚園

16  三重県栄町庁舎（旧三重県民サービスセンター） 82 一色公会所

17  津市立南立誠小学校  体　育　館 83 下稲葉公会所

18  津市アストプラザ  ４階研修室A 84 上稲葉ふれあい会館

19  津市津西会館 85 津市榊原農民研修所

20  津市立西が丘小学校  体　育　館 86 津市下村教育集会所

21  上浜団地集会所 87 寺野垣内集会所

22  津市立北立誠小学校  体　育　館 88 津市榊原上教育集会所

23  津市立雲出幼稚園 89 津市香良洲中央公民館

24  津市城山会館 90 津市立香海中学校 体　育　館

25  津市南郊公民館 91 井生公会所

26  三重県科学技術振興センター工業研究部 92 津市大井公民館

27  津市立藤水小学校  体　育　館 93 井関公会所

28  津市南が丘会館 94 津市波瀬ふれあい会館

29  津市立南が丘小学校  体　育　館 95 室の口公民館

30  津市立神戸小学校  図　工　室 96 津市川合文化会館

31  泉ヶ丘集会所 97 津市庄村集会所

32  津市立片田小学校  体　育　館 98 津市高岡老人憩いの家

33  津市立櫛形小学校  教　　　室 99 津市一志中央公民館 ホール

34  津市立安東小学校  体　育　館 100 津市一志体育館 サブアリーナ

35  三重県立津西高等学校 武　道　場 101 津市小山集会所

36  津市立一身田小学校  体　育　館 102 虹が丘集会所

37  津市一身田公民館 103 津市元取公民館

38  豊野会館 104 津市立家城小学校 体　育　館

39  町屋会館 105 津市立川口小学校 体　育　館

40  津市栗真保育園 106 茅刈公民館

41  津市白塚公民館 107 津市大三農村集落多目的共同利用施設 ホール

42  津市白塚市民センター 108 津市三ケ野集会所

43  白塚団地第２自治会集会所 109 津市倭公民館

44  津市立大里小学校  体　育　館 110 津市上ノ村集会所

45 津市高野尾転作促進技術研修所 111 津市八ツ山農村集落多目的共同利用施設 ホール

46  豊が丘自治会集会所 112 津市山田野集会所

47 中別保公民館 113 津市竹原多目的集会所

48 津市立豊津小学校  体　育　館 114 小西公民館

49 津市立上野小学校  体　育　館 115 津市美杉林業研修集会施設「グリーンハウス美杉」

50 東千里公民館 116 老ヶ野第一公民館

51 津市立千里ヶ丘小学校  体　育　館 117 津市太郎生多目的集会所

52 津市立黒田小学校  体　育　館 118 下太郎生中農業集落多目的集会所

53 南黒田公民館 119 津市伊勢地地域住民センター

54 三行公民館 120 津市八幡地域住民センター

55 津市芸濃総合文化センター 121 津市美杉高齢者婦人センター「しゃくなげ会館」

56 津市立明小学校 体　育　館 122 津市丹生俣多目的集会所

57 津市立安西・雲林院幼稚園 123 津市多気地域住民センター

58 津市雲林院福祉会館 （1階遊戯室） 124 やまなみ会館

59 津市落合の郷（管理棟） 125 津市下之川地域住民センター

60 津市立長野小学校 体　育　館

61 津市立高宮小学校 体　育　館

62 津市立辰水小学校 体　育　館

63 津市草生公民館 多目的ホール

64 津市村主公民館 多目的ホール

65 津市安濃公民館 多目的ホール

66 津市明合公民館 研　修　室

1



津市選挙管理委員会告示第５３号  
 平成１９年４月８日執行の三重県知事選挙及び三重県議会議員選挙における

津市開票区の開票の場所及び日時を次のように定めたので、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第６４条の規定により告示する。  
  平成１９年３月３０日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

１ 開票の場所  津市安濃中央総合公園内体育館 

 

２ 開票の日時  平成１９年４月８日 午後９時３０分から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



津市選挙管理委員会告示第５４号  
 平成１９年４月８日執行の三重県議会議員選挙における津市開票区の開票立

会人となるべき者のくじを行う場所及び日時を次のように定めたので公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第６２条第６項の規定により告示する。  
  平成１９年３月３０日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

１ くじの場所  津市本庁舎８階 大会議室Ａ 

 

２ くじの日時  平成１９年４月５日 午後５時３０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第５５号  
 平成１９年４月８日執行の三重県知事選挙及び三重県議会議員選挙における

投票管理者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合におい

て、その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行令（昭

和２５年政令第８９号）第２５条の規定により告示する。  
  平成１９年３月３０日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

記  
別紙のとおり  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



住　　　所 氏　　名 住　　　所 氏　　名
1 津市一身田中野３７９番地 倉田　俊久 津市美川町８番４９号 内田　博久
2 津市南が丘二丁目９番地６ 松本　尚士 津市上浜町六丁目２２４番地９５ 渥美　雄二
3 津市八町一丁目５番９号 三好　　繁 津市末広町８番地２８ 岸田　慶仁
4 津市南が丘二丁目２７番地１１ 田中　完爾 津市中河原５１１番地３ 浅生　伸之
5 津市阿漕町津興２４０４番地１ 奥野　幸司 津市東丸之内１６番１６号 今井　和代
6 津市神納町１番２８号 川合　清久 津市川添町８番３号 瀧　　宣彦
7 津市阿漕町津興１６２番地１１ 駒田　庄司 津市垂水２８７０番地８３ 坂倉　　誠
8 津市本町２９番地２４第１オキナマンション５０６ 山本　正人 津市白山町三ヶ野３３３８番地１ 木村　重好
9 津市藤方１４７０番地２ 鈴木　康之 津市柳山津興１６５５番地４ 鎌井　幸則

10 津市久居野村町４３０番地１７ 中川　和則 津市幸町２０番２２号 太田　幸弘
11 津市片田町２１１番地３ 谷口　ひろみ 津市南が丘二丁目１５番地９ 戸上　喜之
12 津市半田１６７９番地 奥田　康弘 津市河辺町３０８６番地９ 荒木　忠徳
13 津市津興１０９番地３８ 村田　宗秀 津市藤方２１３８番地１３ 溝田　久孝
14 津市片田志袋町３００番地４０ 村田　則子 津市半田２１９４番地３ 真弓　　忠
15 津市八町二丁目８番２８号 荒木　哲夫 津市垂水６３８番地２０ 倉田　幸則
16 津市神納町１１番２５号 長谷川　隆司 津市八町一丁目２番１８号メゾン原１０１ 倉田　浩伸
17 津市大里睦合町２５６７番地１ 草深　茂治 津市河辺町３５７０番地３９ 奥田　寛次
18 津市河辺町２０１２番地 田村　　学 津市一身田上津部田３０２５番地 江﨑　浩昭
19 津市南河路４２２番地 森谷　実徳 津市高野尾町３００６番地３３６ 山下　佳寿
20 津市神戸７５８番地 松永　桂一 津市河辺町３００６番地３ 真柄　利光
21 津市片田新町８３番地１２ 中村　善之 津市分部２９８番地 吉田　雄二
22 津市河芸町北黒田４５３番地 鈴木　達也 津市丸之内養正町４番２５号 木下　一大
23 津市神戸３７４５番地３ 谷川　和幸 津市高茶屋一丁目２０番２号 長谷川哲也
24 津市久居烏木町３８７番地１１ 高松　和也 松阪市嬉野町１３９４番地１１２ 坂口　　剛
25 津市片田井戸町４４番地５ 吉川　親之 津市半田３４２４番地７２ 篠原　一博
26 津市久居藤ヶ丘町２６５６番地９７ 伊藤　雅一 津市垂水２６７０番地３１ 國分　靖久
27 津市一志町高野１１１２番地 稲垣　　篤 津市垂水８５５番地１ 松田　千秋
28 津市下弁財町津興３０８０番地 稲垣　文生 津市半田３４２４番地５ 冨増　正志
29 津市南新町１１番３６号 松下　哲也 松阪市久米町３５２番地 西川　直良
30 津市大里睦合１３６４番地１ 後藤　忠久 津市江戸橋一丁目１０番地２０ 家城　　覚
31 津市産品４２０番地 野田　重實 津市南河路１０２番地５ 川邊　勝利
32 津市長岡町８４２番地９ 川邊　久志 津市片田井戸町１１２番地３ 武川　明広
33 津市片田長谷場町２３３番地２ 松田いづみ 津市西丸之内２４番７号 市川　雅章
34 津市船頭町津興１６７８番地８ 岡　　俊文 津市河辺町３５６２番地５ 木﨑　　彰
35 津市大里山室町３３０番地 草深　泰幸 津市夢が丘二丁目１０番地４ 小宮　伸介
36 津市片田志袋町３００番地２６ 安保　斎史 津市長岡町３０３５番地３ 藤井　孝則
37 津市芸濃町中縄１５９番地２ 家木　恭子 津市安濃町戸島１５６９番地１ 新屋　吉隆
38 津市大里窪田町１９５９番地 山路　利晃 津市末広町１６番５号 藤田　善樹
39 津市一身田上津部田１４７０番地４１ 藤枝　克二 津市美里町家所１７６２番地 新　　有
40 津市一身田平野４６０番地１ 齋藤　雅之 津市西古河町１番４号 小野　慎一
41 津市安濃町草生１４３番地２ 水谷　　渉 津市白塚町５０２２番地１ 中条　貴之
42 津市大園町８番３号 倉田　和夫 津市夢が丘二丁目２３番地３ 西口　哲司
43 津市大里窪田町１９２２番地 田中　　重 津市大里窪田町１５４７番地 佐脇　重喜
44 亀山市関町新所１８６２番地１ 南浦　康人 津市栗真小川町３９２番地７ 小菅　武
45 津市安濃町今徳２２１番地１ 竹村　　健 津市安濃町清水１８０番地２５ 坂越　健二
46 津市高野尾町１８９８番地３ 青木　孝光 津市美里町五百野１３４４番地３ 勝田　秀貴
47 津市上浜町六丁目１６番地３　アトレ青山５０１ 森本　健次 津市河芸町東千里３０５８番地１３ 杉野　康男
48 津市岩田１番２３号 伊藤　恵一 津市河芸町一色１６４３番地 北川　良治
49 津市河芸町久知野１３５７番地 増川　二郎 津市河芸町上野３３９番地３ 杉野　由幸
50 津市河芸町上野１６４８番地 別所　一宏 津市河芸町上野３２番地３ 秋田　三郎
51 津市河芸町杜の街２丁目２６番地９ 今村　義正 津市河芸町浜田１３３８番地 奥山　巌
52 津市河芸町浜田５５３番地１６ 中村　正記 津市河芸町北黒田４４４番地 岡　　孝充
53 津市河芸町南黒田３６１番地 河戸　和治 津市一身田豊野１４０６番地５８８ 赤塚　賢司
54 津市河芸町三行１２０２番地 伊藤　　守 津市河芸町赤部３１９番地 長谷　祥元
55 津市芸濃町椋本1900番地 横山　和俊 津市芸濃町椋本753番地4 駒田　幸宏
56 津市芸濃町椋本3157番地 栗本　斉 津市芸濃町椋本758番地 今田　真孝
57 津市芸濃町多門930番地 山川　洋子 津市芸濃町椋本892番地130 佐野　雅彦
58 津市芸濃町椋本1960番地5 佐藤　惠子 津市芸濃町椋本892番地192 中村　良訓
59 津市芸濃町椋本1614番地 伊藤　三男 津市芸濃町椋本6120番地3 平子　照子
60 津市美里町北長野１５１６番地 石井　厚人 津市美里町北長野１５５３番地 酒森　吉功
61 津市美里町五百野１２７番地６ 池村　壽夫 津市美里町五百野１４０６番地 池田　良孝
62 津市美里町足坂６６５番地 神田　久代 津市美里町日南田８６５番地 今井　　稔　
63 津市安濃町清水678番地 浅生　賢司 津市安濃町草生2201番地1 小林　久晃
64 津市安濃町内多1580番地 神田　光一 津市安濃町川西1054番地 宮田　真伸
65 津市安濃町太田69番地 平松　卓美 津市安濃町連部228番地 前田　重憲
66 津市安濃町内多848番地 上村　喜美 津市安濃町川西１４６６番地 尾市　厚子　

安濃

津

河芸

芸濃

美里

投票管理者 職務代理者
地域 投票区



住　　　所 氏　　名 住　　　所 氏　　名
投票管理者 職務代理者

地域 投票区

67 津市久居東鷹跡町８５番地２ 藤田　順子 津市久居二ノ町１７１３番地 伊藤　文夫
68 津市久居中町１３４番地３８ 谷口　静也 津市久居西鷹跡町５４７番地１ 浅井　英幸
69 津市久居射場町１１番地４ 山川　和雄 津市久居新町６４０番地３ 大西　直彦
70 津市久居野村町８３４番地２ 川合　　清 津市久居野村町４３０番地６４ 鈴木　厚子
71 津市久居桜が丘町１９００番地１９４ 奥田　俊雄 津市久居桜が丘町１７３０番地５０ 糸川　綾子
72 津市高茶屋小森町１０１５番地１０ 須川　敬雄 津市久居新町２７６４番地１７ 松下　浩己
73 津市久居北口町２７２７番地１１ 池田　博昭 津市久居野村町８９３番地 川合　芳明
74 津市雲出本郷町１６２４番地８ 臼井　　守 津市久居元町２０１６番地 山出　正巳
75 多気郡多気町土屋１１８番地 山本　清隆 津市高茶屋小森町４１４１番地２９ 下里　秀紀
76 津市木造町１５５３番地 波多野　隆生 津市木造町１４４７番地 金児　　誠
77 松阪市塚本町１９８番地 山路　昭人 津市久居二ノ町１６００番地９ 上野　美幸
78 津市久居中町２５８番地５ 森川　加代子 津市久居元町２０５３番地 海津　正周
79 津市戸木町５５１５番地１ 磯部　憲夫 津市戸木町４１５２番地９６ 磯部　典生
80 津市庄田町２８９１番地 岸江　功作 津市庄田町２８９３番地１ 平岡　良治
81 津市久居一色町７９９番地 山際　陽一 津市森町１８６１番地４ 西山　直美
82 津市一色町８８０番地３ 内田　忠吉 津市庄田町１３９６番地３０ 澤井　尚
83 津市久居緑が丘町二丁目２番地１２ 村木　好美 津市森町１８６１番地４ 西山　正廣
84 津市稲葉町２７９９番地 中島　　久 津市一色町６９７番地１ 木村　　守
85 津市・原町８０４６番地 久保　和生 津市・原町６１９５番地２ 奥山　宏子
86 津市戸木町２３１０番地 笠井　泰雄 津市久居緑が丘町二丁目１５番地６ 森　孝之
87 津市一志町田尻１４２番地 長脇　世和 津市・原町１８９１番地 山路　栄作
88 津市稲葉町２７５４番地２ 森本　　勇 津市・原町３８１４番地 小瀬古桂子
89 津市香良洲町１８９２番地１ 近藤　敏夫 津市香良洲町６３２６番地２ 工藤　由美
90 津市香良洲町５０５２番地 奥田　満 津市香良洲町６２２９番地２ 伊藤　哲也
91 津市一志町井生１９３７番地２ 後藤　佳基 津市一志町井生１３８３番地 伊勢野久好
92 津市一志町大仰５４４番地 松田　澄子 津市一志町大仰１４８番地 山際　宗治
93 津市一志町井関８１３番地 松井　博保 津市一志町其倉２２９番地１ 長江　英明
94 津市一志町波瀬４５５８番地１ 田中　宏 津市一志町波瀬５１６６番地１ 内田　政宏
95 津市一志町波瀬２４００番地 豊田　弘 津市一志町波瀬５００６番地 松室　晃
96 津市桜が丘町１９００番地４０ 森田　徹 津市一志町庄村２７６番地 大倉　広之
97 津市一志町其村５９６番地１ 池山　要一 津市垂水３５１番地３ 市川　昭子
98 津市一志町日置２５８番地３ 田端　稔 津市一志町高野１１５１番地１ 田中　康一
99 津市一志町田尻２５０番地１２ 片山　公子 津市一志町其倉２０６番地 大西　栄市

100 津市南が丘三丁目２５番地５ 新家　聡 津市一志町高野１６０番地３１３ 清水　孝明
101 津市一志町大仰１４１８番地１ 橋本　克司 津市一志町高野１６０番地７２１ 前田　博之
102 津市一志町波瀬７０６４番地 中広　保治 津市一志町高野１６０番地７８２ 清水　和継
103 津市白山町北家城３１８番地１ 高尾　明 津市白山町真見２１６番地２ 永田　耕三
104 津市白山町南家城２２８番地 中西　義照 津市白山町南家城１３６０番地 飯田　精一
105 津市白山町川口４８０６ 吉田　演宏 津市白山町川口４０１５番地 小谷　幸生
106 津市白山町二本木３４０５番地１ 浦出　寛治 津市白山町川口９８９番地 大川　祐喜
107 津市白山町二本木１００１番地３０５ 谷　　広巳 津市白山町二本木１００１番地２９１ 滝　加寿代
108 津市白山町二本木３３９６番地２ 薮内　茂 津市白山町三ケ野２０１１番地 笹井　新子
109 津市白山町佐田１５９０番地２ 町井　徹 津市白山町藤６９０番地 辻川　正仁
110 津市白山町上ノ村２１７番地１ 服部　克文 津市白山町二本木３１２６番地２ 蓑田　博之
111 津市白山町古市１０９番地 山口　泰三 津市白山町古市９２番地 赤根ちづ子
112 津市白山町山田野７５６番地１ 藤田　初男 津市白山町山田野５６８番地１ 堀川　義隆
113 津市一志町大仰１５２３番地 長谷川宣子 津市美杉町竹原２９２３番地 日高　正教
114 津市一志町高野１２２７番地１ 矢倉　千年 津市一志町高野３７６番地３ 田中　稔
115 津市美杉町竹原４４０番地１ 渡邊　義明 津市白山町南家城１１５１番地３ 奥村登志男
116 津市美杉町竹原９４７番地 横谷　隆 津市美杉町八知３８７８番地 藤田　泰大
117 津市美杉町杉平１番地 田中　敬二 津市美杉町太郎生３１２０番地１ 木下　修
118 津市美杉町太郎生１８４１番地 水本　明廣 津市美杉町太郎生４７８３番地１ 竹森さわか
119 津市美杉町八知３８６６番地 田中　文二 津市美杉町上多気１５０７番地１ 芝山　秀樹
120 津市美杉町八知５８９９番地１ 澤　　栄理子 津市美杉町川上３３６２番地１ 佐野　栄志
121 津市美杉町石名原２８１０番地１ 樋口　征義 津市美杉町奥津１３７６番地１ 板谷　敦郎
122 津市美杉町上多気１３３１番地１ 鈴木　洋一 津市美杉町下之川５７１６番地 水谷　明
123 津市美杉町奥津５７番地 峰田　敏也 津市美杉町下多気１５３番地 菊田　文雄
124 津市美杉町下多気２３９１番地 柘植　久 津市美杉町八知９４４番地１ 脇田　久三
125 津市美杉町下之川１９５７番地 渡邊　浩一 津市美杉町下多気１７４３番地 横山　美嗣

白山

美杉

久居

香良洲

一志



津市選挙管理委員会告示第５６号  
 平成１９年４月８日執行の三重県議会議員選挙における期日前投票所の投票

管理者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、

その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行令（昭和

２５年政令第８９号）第４９条の７による読み替え後の第２５条の規定により

告示する。  
  平成１９年３月３０日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

記  
別紙のとおり  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月31日 津市高野尾町３００６番地３３０ 中村　桂子 津市高茶屋小森町４１４１番地２９ 下里　秀紀
4月1日 津市片田新町１２番地６ 岡本　祐次 津市久居井戸山町１３１番地１ 松岡　浩二
4月2日 津市半田４５７番地６ 田中　修二 津市南が丘二丁目１５番地９ 戸上　喜之
4月3日 津市八町三丁目１０番７号 越後　ふさへ 津市久居野村町７９５番地４ 丸山　美由紀
4月4日 津市観音寺町６０４番地８３ 須山　美智子 津市久居射場町１７８番地５ 前田　　達
4月5日 津市北河路町１３１番地２ 佐野　　繁 津市安濃町川西１４７８番地 橋本　英樹
4月6日 津市高茶屋三丁目３１番１０号 奥山　貴治 津市八町二丁目１２番１４号 堀田　祐治
4月7日 津市新町二丁目９番３６号 川井　正美 津市高野尾町１３２２番地２ 鈴木　眞宏

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月31日 津市河芸町北黒田８２番地 鈴木　捷功 津市河芸町東千里３０５８番地１３ 杉野　康男
4月1日 津市河芸町千里ヶ丘２５番地２ 相松　正美 津市河芸町上野３３９番地３ 杉野　由幸
4月2日 津市河芸町赤部３５８番地 長井　三喜夫 津市河芸町北黒田４４４番地 岡　孝充
4月3日 津市河芸町上野２９１５番地２ 長谷部　行雄 津市一身田豊野１４０６番地５８８ 赤塚　賢司
4月4日 津市河芸町北黒田８２番地 相松　正美 津市河芸町上野３２番地３ 秋田　三郎
4月5日 津市河芸町千里ヶ丘２５番地２ 相松　正美 津市河芸町一色１６４３番地 北川　良治
4月6日 津市河芸町北黒田８２番地 長井　三喜夫 津市河芸町赤部３１９番地 長谷　祥元
4月7日 津市河芸町赤部３５８番地 長井　三喜夫 津市河芸町上野１５９７番地 平松　節子

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月31日 津市芸濃町雲林院７６３番地３ 中村　嘉次 津市芸濃町椋本２７０１番地 横山　順子
4月1日 津市芸濃町椋本１６７８番地 田中　文吾 津市芸濃町椋本７５３番地４ 駒田　幸宏
4月2日 津市芸濃町北神山８４１番地 駒田　貞範 津市芸濃町椋本７５８番地 今田　真孝
4月3日 津市芸濃町林１３１２番地１ 林　信郎 津市芸濃町椋本８９２番地１３０ 佐野　雅彦
4月4日 津市芸濃町雲林院７６３番地３ 中村　嘉次 津市高野尾町３００６番地３４８ 松谷　弘樹
4月5日 津市芸濃町椋本１６７８番地 田中　文吾 津市芸濃町椋本６１２０番地３ 平子　照子
4月6日 津市芸濃町北神山８４１番地 駒田　貞範 津市芸濃町椋本２７０１番地 横山　順子
4月7日 津市芸濃町林１３１２番地１ 林　信郎 津市芸濃町忍田２４１番地１ 田中　康之

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月31日 津市美里町家所１０８４番地 白山　秀治 津市美里町南長野４７７番地 平田　基洋
4月1日 津市美里町家所２１４３番地２ 福山　忠志 津市美里町三郷４１４番地１ 湯谷　喜美子
4月2日 津市美里町三郷３７９番地 山下　京子 津市美里町五百野１４９２番地 細野　雅司
4月3日 津市美里町北長野５８１番地 山原　敏昭 津市美里町南長野４７７番地 平田　基洋
4月4日 津市美里町五百野６４２番地 増井　みどり 津市美里町三郷４１４番地１ 湯谷　喜美子
4月5日 津市美里町家所２６９３番地 谷口　松雄 津市稲葉町２３８１番地１５ 杉野　浩也
4月6日 津市美里町南長野４２１番地 西澤　弘章 津市美里町五百野１４９２番地 細野　雅司
4月7日 津市美里町家所２６９３番地 谷口　松雄 津市美里町南長野４７７番地 平田　基洋

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月31日 津市安濃町浄土寺１０５８番地 小泉　秀善 津市安濃町中川２８６番地 佐野　敬司
4月1日 津市安濃町草生３２０１番地 紀平　芳久 津市安濃町草生１００２番地１ 紀平　久樹
4月2日 津市安濃町戸島１０２８番地 黒川　司 津市安濃町東観音寺４３８番地１ 織田　勝弘
4月3日 津市安濃町浄土寺１０５８番地 小泉　秀善 津市芸濃町林１３２５番地 若林　厚子
4月4日 津市安濃町曽根６３７番地 後藤　肇 津市安濃町川西１４６６番地 尾市　厚子
4月5日 津市安濃町草生３２０１番地 紀平　芳久 津市安濃町草生２２０１番地１ 小林　久晃
4月6日 津市安濃町戸島１０２８番地 黒川　司 津市安濃町中川２８６番地 佐野　敬司
4月7日 津市安濃町曽根６３７番地 後藤　肇 津市安濃町荒木２３５番地 小林　千春

第５期日前投票所
職務を行う

べき日
投票管理者 職務代理者

第４期日前投票所
職務を行う

べき日
投票管理者 職務代理者

第３期日前投票所
職務を行う

べき日
投票管理者 職務代理者

第２期日前投票所
職務を行う

べき日
投票管理者 職務代理者

第１期日前投票所
職務を行う

べき日
投票管理者 職務代理者



住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月31日 津市久居新町７６４番地３ 上田　壽美子 津市牧町４７５番地２ 垣野　哲也
4月1日 津市木造町１００８番地 田中　敏夫 津市半田２３４７番地４ 淺見　寿明
4月2日 津市久居元町１８７３番地１ 川本　一郎 津市森町１８６１番地４ 西山　正廣
4月3日 津市久居元町２２７９番地３ 藤田　行雄 津市白塚町５０２２番地１ 中条　貴之
4月4日 津市久居東鷹跡町３０１番地４ 西田　静子 津市半田２３４７番地４ 淺見　寿明
4月5日 津市久居万町９２０番地 前川　光子 津市牧町４７５番地２ 垣野　哲也
4月6日 津市久居元町２２７９番地３ 藤田　行雄 津市森町１８６１番地４ 西山　正廣
4月7日 津市久居東鷹跡町２５５番地 辻　義則 津市半田２３４７番地４ 淺見　寿明

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月31日 津市香良洲町１２９６番地 後藤　正美 津市香良洲町６２２９番地２ 伊藤　哲也
4月1日 津市香良洲町５２３番地１ 藤川　順堆 津市香良洲町６８７番地４ 藤川　圭司
4月2日 津市香良洲町６１９４番地１ 小津　制義 津市香良洲町１７１０番地 小津　充弘
4月3日 津市香良洲町６１９４番地１ 小津　制義 津市香良洲町６２２９番地２ 伊藤　哲也
4月4日 津市香良洲町５２３番地１ 藤川　順堆 津市香良洲町６３２６番地２ 工藤　由美
4月5日 津市香良洲町５０２１番地３ 久田　英子 津市香良洲町６８７番地４ 藤川　圭司
4月6日 津市香良洲町６１９４番地１ 小津　制義 津市一志町高野１６０番地５２５ 藤井　久美子
4月7日 津市香良洲町１２９６番地 後藤　正美 津市香良洲町１７１０番地 小津　充弘

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月31日 津市一志町高野１６０番地３５ 池田　節子 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月1日 津市一志町大仰１５２３番地 長谷川　正明 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月2日 津市一志町井生１８４１番地 前山　寛 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月3日 津市一志町波瀬４５０８番地１ 德田　博之 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月4日 津市一志町高野１６０番地３５ 池田　節子 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月5日 津市一志町大仰１５２３番地 長谷川　正明 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月6日 津市一志町井生１８４１番地 前山　寛 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀
4月7日 津市一志町波瀬４５０８番地１ 德田　博之 津市白山町山田野９１８番地３ 辻岡　正賀

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月31日 津市白山町八対野３４番地 中嶋　克巳 津市白山町二本木１００１番地２９１ 滝　加寿代
4月1日 津市白山町上ノ村３０９番地 脇田　智加子 津市白山町川口２１２６番地 岡田　常彦
4月2日 津市白山町八対野６１０番地１ 鎌田　明 津市美里町家所１１６４番地１ 羽田　三千代
4月3日 津市白山町三ヶ野１１１１番地３ 多上　光久 津市白山町川口４０１５番地 小谷　幸生
4月4日 津市白山町二本木３８７９番地５ 今崎　敏司 津市白山町川口９８９番地 大川　祐樹
4月5日 津市白山町南家城５７番地３ 諸木　洋巳 津市白山町二本木１００１番地２９１ 滝　加寿代
4月6日 津市白山町三ヶ野２５７５番地 﨑　敏男 津市白山町川口１０１８番地５ 鈴木　理也
4月7日 津市白山町山田野４４０番地３ 多喜　正和 津市白山町二本木３１２６番地２ 蓑田　博之

住　所 氏　名 住　所 氏　名
3月31日 津市美杉町竹原２０８２番地 岡田　郁子 津市美杉町八知７８３番地 大西　順子
4月1日 津市美杉町竹原２０８２番地 岡田　郁子 津市美杉町竹原１０３７番地 横谷　周
4月2日 津市美杉町八知３０９１番地 白谷　征雄 津市美杉町下多気１９２番地 富田　健造
4月3日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町八知７８３番地 大西　順子
4月4日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町竹原１０３７番地 横谷　周
4月5日 津市美杉町八知３０９１番地 白谷　征雄 津市美杉町下多気１９２番地 富田　健造
4月6日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町八知７８３番地 大西　順子
4月7日 津市美杉町八知３９４１番地 藤田　清志 津市美杉町竹原１０３７番地 横谷　周

第１０期日前投票所
職務を行う

べき日
投票管理者 職務代理者

第９期日前投票所
職務を行う

べき日
投票管理者 職務代理者

第８期日前投票所
職務を行う

べき日
投票管理者 職務代理者

第７期日前投票所
職務を行う

べき日
投票管理者 職務代理者

第６期日前投票所
職務を行う

べき日
投票管理者 職務代理者



津市選挙管理委員会告示第５７号  
 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１４条第１項に規

定する津市農業委員会委員の選挙権を有する者の２分の１の数は、次のとおり

であるので同条第５項の規定により告示する。  
  平成１９年３月３１日  

 
                      津市選挙管理委員会  
                      委員長 大 橋 達 郎  
 

 ２分の１の数     ７,４１５人 
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