




















































































氏　名 住　所 氏　名 住　所
1 津市社会福祉センター 中村　和広 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　健 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

2 津市立養正小学校 松本　尚士 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉住　充弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

3 津市相愛保育園 岸田　慶仁 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉谷　直樹 〇〇〇〇〇〇〇〇
4 津市立敬和小学校 浅生　伸之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川原田　吉光 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

5 津市敬和公民館 家城　覚 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉田　和司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

6 津市橋南会館 明津　雅也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 瀧　宣彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇
7 津市阿漕塚記念館 坂倉　誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　浩司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

8 津市立育生小学校 藤田　善樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　浩規 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

9 津市立橋南中学校 中井　征喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鎌井　幸則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

10 ぼだいじ保育園 濵口　耕一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 太田　幸弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
11 津市橋南公民館 谷口　ひろみ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 出口　真也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

12 名古屋文化学園津幼稚園 松田　いづみ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 古市　和久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
13 津市立新町小学校 村田　宗秀 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山口　尚利 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

14 津市立西橋内中学校 川合　清久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 片岡　伸介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

15 三重大学附属幼稚園 前田　裕久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松井　昭道 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

16 三重県民サービスセンター 吉田　雄二 〇〇〇〇〇〇〇〇 櫻井　隆弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

17 津市立南立誠小学校 奥田　寛次 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮本　達也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

18 アスト津 溝田　久孝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 江﨑　浩昭 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

19 津市津西会館 山下　佳寿 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森　康浩 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

20 津市立西が丘小学校 木下　一大 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 真柄　利光 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

21 上浜団地集会所 橋本　知巳 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

22 津市立北立誠小学校 松下　康典 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 澤口　太 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

23 津市立雲出幼稚園 福井　泰宏 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 濱村　章史 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

24 津市城山会館 戸上　喜之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中西　友幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
25 津市南郊公民館 新　有 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山本　裕介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

26 三重県工業研究所 松田　千秋 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 草深　寿雄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

27 津市立藤水小学校 宮田　雅司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　光司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

28 津市南が丘会館 冨増　正志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 米山　浩之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

29 津市立南が丘小学校 倉田　浩伸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋　幹久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

30 津市立神戸小学校 森　美穂 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷中　勝則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
31 泉ヶ丘集会所 川邊　勝利 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西牟田　清文 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

32 津市立片田小学校 武川　明広 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　隆之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
33 津市立櫛形小学校 田中　玲 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　宏明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
34 津市立安東小学校 坂越　健二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木﨑　彰 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

35 三重県立津西高等学校 荒木　忠徳 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西澤　幸生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

36 津市立一身田小学校 藤井　孝則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　巧 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

37 津市一身田公民館 森川　謙一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 服部　顕 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

38 豊野会館 小宮　伸介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙木　伸幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

39 町屋会館 別府　敏 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 赤塚　真一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

40 津市栗真保育園 藤井　政弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合　勝利 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

41 津市白塚公民館 中条　貴之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 水谷　隆彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
42 津市白塚市民センター 西口　哲司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 濵口　忠成 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

43 白塚団地第２自治会集会所 佐脇　重喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 加藤　雅司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

44 津市立大里小学校 草深　泰幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小菅　武 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

45 高野尾転作促進技術研修所 竹村　健 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤　英明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

46 豊が丘会館 勝田　秀貴 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 北村　慎 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
47 中別保公民館 柴田　英 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 南出　剛志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

48 津市立豊津小学校 北川　良治 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大西　寛章 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

49 津市立上野小学校 杉野　由幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　猛司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

50 東千里公民館 辻岡　龍志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田　好彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

51 津市立千里ヶ丘小学校 長谷　祥元 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 加藤　良弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

52 津市立黒田小学校 奥山　巌 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

53 南黒田公民館 岡　孝充 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　和実 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

54 三行地区農業構造改善センター 米倉　秀治 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 笠井　洋幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

55 津市芸濃総合文化センター 田中　康之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今田　真孝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
56 津市立明小学校 栗本　斉 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　孝弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

57 津市立安西・雲林院幼稚園 豊濱　博幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下　信人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

58 津市雲林院福祉会館 松本　良由喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松谷　弘樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

59 津市落合の郷（管理棟） 佐野　雅彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合　毅人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

60 津市立長野小学校 小川　幸則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻本　恵子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

61 津市立高宮小学校 小林　玉季 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横山　美紀子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
62 津市立辰水小学校 清水　裕順 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 福山　秀子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

63 津市草生公民館 内藤　健次 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川　美穂子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
64 津市村主公民館 小林　千春 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 新屋　吉隆 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

65 津市安濃公民館 小柴　勝司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　秀和 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
66 津市明合公民館 駒田　一彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 織田　勝弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

投票管理者 職務代理者投票所
番号

投票所名称



67 津市久居庁舎 松岡　浩二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　厚子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

68 津市立誠之小学校 前田　達 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前川　秀樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

69 津市立成美小学校 大西　直彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　弘明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

70 津市立立成小学校 海津　正周 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木村　みどり 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

71 久居さくらが丘集会所 伊藤　美智 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 多門　伸浩 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
72 津市立密柑山幼稚園 松下　浩己 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森川　浩好 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

73 津市北部保育園 川合　芳明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松永　正春 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

74 津市元町地区集会所 上野毛戸　いずみ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 真田　貴之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

75 津市須ヶ瀬構造改善センター 南条　弥生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 高士　健一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

76 木造区集会所 稲垣　久雄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 垣野　哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

77 津市桃園情報センター 下里　秀紀 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　定彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

78 津市こべき保育園 上野　豊 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西村　和良 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

79 津市立戸木小学校 磯部　典生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大井　清 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

80 津市七栗産業会館 橋本　剛至 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江　一浩 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

81 津市立栗葉幼稚園 杉野　浩也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西山　直美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
82 一色公会所 青木　好巳 〇〇〇〇〇〇〇〇 渡邉　進 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

83 下稲葉公会所 木村　守 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松島　正則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

84 上稲葉ふれあい会館 伊藤　裕司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鳥井　宏孝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

85 津市榊原農民研修所 山出　正己 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 的場　哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

86 津市下村教育集会所 森　孝之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川　勝由 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
87 寺野垣内集会所 小瀬古　桂子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 水野　浩哉 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

88 津市榊原上教育集会所 水谷　勉 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　賢秀 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

89 津市香良洲公民館 奥野　昌也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤　哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

90 津市立香海中学校 後藤　千春 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小野　真裕 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
91 井生公会所 伊勢野　久好 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池山　みずき 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
92 津市大井公民館 中山　忠之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木村　進治 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

93 井関公会所 奥田　武志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鯖戸　嘉典 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

94 津市波瀬ふれあい会館 小畑　種稔 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮路　さち子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

95 室の口公民館 松室　晃 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平山　恭浩 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

96 津市川合文化会館 森澤　啓 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 成相　公洋 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

97 津市庄村集会所 大倉　広之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹内　俊晴 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

98 津市高岡老人憩いの家 田中　康一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長脇　弘幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

99 津市一志高岡公民館 田端　健 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 加賀　康介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

100 津市一志体育館 辻村　繁之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 澤田　和也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

101 津市小山集会所 前田　博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小津　哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

102 虹が丘集会所 森田　徹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 徳井　孝文 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

103 津市元取公民館 岩田　英夫 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　俊之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

104 津市立家城小学校 飯田　精一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 嶋田　浩幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

105 津市立川口小学校 大川　祐喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 廣瀬　みすず 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

106 津市大三農村集落多目的共同利用施設 松田　正義 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　宏樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

107 津市三ケ野集会所 木村　重好 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 瀬田　義久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

108 津市倭公民館 辻川　正仁 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村山　昌之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

109 津市八ツ山農村集落多目的共同利用施設 細井　勝義 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻岡　賢二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

110 津市竹原多目的集会所 横谷　隆 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中林　生公 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

111 津市美杉総合開発センター 澤　栄理子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下　修 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

112 津市太郎生多目的集会所 田中　敬二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 井上　博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

113 下太郎生中農業集落多目的集会所 脇田　久三 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹森　さわか 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

114 津市伊勢地地域住民センター 樋口　征義 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　泰大 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

115 津市八幡地域住民センター 峰田　敏也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　栄志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

116 津市美杉高齢者婦人センター「しゃくなげ会館」 板谷　敦郎 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　千奈 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

117 津市丹生俣多目的集会所 鈴木　洋一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 溝口　咲子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

118 津市多気地域住民センター 菊田　文雄 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 芝山　秀樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

119 津市下之川地域住民センター 水谷　明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横山　美嗣 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇















氏　名 氏　名
4月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡本　祐次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中原　賢二
4月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 須山　美智子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 池村　典子
4月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 阿曽　正夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 源口　雅之
4月21日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川井　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇山口　尚利
4月22日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中川　幹夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小野寺　卓也
4月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡本　祐次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 市川　いずみ

氏　名 氏　名
4月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇鈴木　進也 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇赤塚　賢司
4月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉本　行男 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 庄村　典子
4月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　捷功 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 小野　慎一
4月21日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　　一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平松　節子
4月22日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久保　佳美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇松下　貴史
4月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 相松　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇鈴木　たか子

氏　名 氏　名
4月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林　信郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田　幸宏
4月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　嘉次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇村井　雅道
4月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林　信郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平田　近房
4月21日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　文吾 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 倉田　和夫
4月22日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　嘉次 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山川　洋子
4月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　文吾 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田　勝巳

氏　名 氏　名
4月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若浪　常 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 福山　秀子
4月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 増井　みどり 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 神田　光一
4月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉川　一生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　良孝
4月21日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　松雄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣　正司
4月22日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山原　敏昭 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　竜二郎
4月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中森　長郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮田　真伸

氏　名 氏　名
4月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　芳久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 新屋　吉隆
4月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　　肇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　行正
4月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小泉　秀善 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　玉季
4月21日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 黒川　　司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小柴恵美子
4月22日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小泉　秀善 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　久樹
4月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　　肇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細野　雅司

氏　名 氏　名
4月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西田　静子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 太田　年彦
4月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川本　一郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江　一浩
4月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中島　久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 浅見　寿明
4月21日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻　義則 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸江　一浩
4月22日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山　龍也 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 浅見　寿明
4月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 下井　宗男 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 太田　年彦

氏　名 氏　名
4月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久田　英子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤川　圭司
4月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤川　順堆 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤　哲也
4月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田　一幸 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 石塚　重一
4月21日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 笠井　洋幸
4月22日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 津尾　博子
4月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 久田　英子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤川　圭司

住　所 住　所

住　所 住　所

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
住　所 住　所

投票管理者 職務代理者

第５期日前投票所
職務を行う
べき日

住　所 住　所

投票管理者 職務代理者

職務を行う
べき日

第４期日前投票所
職務を行う
べき日 住　所 住　所

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
職務を行う
べき日

第２期日前投票所
職務を行う
べき日

職務代理者
住　所

住　所 住　所

投票管理者
住　所

投票管理者 職務代理者



氏　名 氏　名
4月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 德田 博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小市　雅義
4月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前山 寛 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
4月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田 節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小市　雅義
4月21日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 德田 博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　佳基
4月22日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前山 寛 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小市　雅義
4月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田 節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小市　雅義

氏　名 氏　名
4月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙口　清 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻川　正仁
4月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 多上　光久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細井　勝義
4月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井　直毅 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松田  正義
4月21日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋　勝哉 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 飯田　精一
4月22日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 飯田　善久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 松田  澄子
4月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今崎　敏司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇谷　  広巳

氏　名 氏　名
4月18日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横谷　周 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　千晃
4月19日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡田　郁子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井　啓人
4月20日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　清志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 溝口　咲子
4月21日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　清志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　千春
4月22日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡田　郁子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 向田　早永
4月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横谷　周 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井　啓人

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 住　所 住　所

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
住　所 住　所

投票管理者 職務代理者
住　所 住　所









津市選挙管理委員会告示第８６号

 平成２３年４月２４日執行の津市長選挙及び津市議会議員補欠選挙おける期

日前投票所の投票管理者を次のとおり変更したので、公職選挙施行令（昭和２

５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２３年４月１７日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

第６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

４月１９日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

川本 一郎

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

森 正美









津市選挙管理委員会告示第９０号

 平成２３年５月１１日執行予定の波瀬財産区議会議員選挙における選挙長及

び選挙長に事故があり、又は選挙長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８１条の規定により告示する。

  平成２３年４月２１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙長 

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

     氏 名  德田 博之

２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理

すべき者

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

     氏 名  松室 晃









津市選挙管理委員会告示第９４号

 平成２３年４月２４日執行の津市長選挙及び津市議会議員補欠選挙における

投票管理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２５条の規定により告示する。

  平成２３年４月２３日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

投票区 辞任する者 新たに選任する者

第 105 投票区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

大川 祐喜

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

小林 洋之








