
       区   分

投票区 所  在  地 名      称

1 四郷第一 西日野町3207-1      　 四日市市立四郷小学校　　　　　　 体育館　　
2 四郷第二　　 室山町233   　　　　　 四日市市立四郷保育園　　　　　　 ホール　　
3 笹 川 東 笹川六丁目25  　　　　 四日市市立笹川東小学校　　　　　 体育館　　
4 笹 川 西　 笹川五丁目62  　　　　 四日市市立笹川西小学校　　　　　 体育館　　
5 高 花 平 高花平三丁目1-51　　　 高花平中央集会所 第１ホール
6 日永第一 日永四丁目5-13    　　 四日市市立日永小学校　　　　　　 体育館　　
7 日永第二 前田町18-17     　　　 四日市市立南中学校　　　　　　　 武道場　　
8 日永第三 日永一丁目8-4     　　 大瀬古町公会所　　　　　　　　　 大会議室　
9 塩浜第一 塩浜本町一丁目１-2　　 四日市市塩浜地区市民センター　　 会議室　　

10 塩浜第二 柳町33  　　　　　　　 四日市市立塩浜こども園　　　 ホール　　
11 磯      津 大字塩浜官有地　　　　 磯津町集会所　　　　　　　　　　 ホール　　
12 河 原 田 河原田町70  　　　　　 四日市市立河原田小学校　　　　　 ランチルーム
13 内部第一 釆女町857-1     　　　 四日市市内部地区市民センター　　 ホール　　
14 内部第二 波木町697 　　　　　　 四日市市立内部中学校　　　　　　 体育館　　
15 小 古 曽 小古曽一丁目15-22   　 中堀町公会所　　　　　　　　　　 ホール　　
16 小 山 田 山田町1373-1      　　 四日市市立小山田小学校　　　　　 体育館　　
17 水     沢　 水沢町2491    　　　　 四日市市立水沢小学校　　　　　　 体育館　　
18 楠第一 楠町北五味塚2060-72 四日市市楠地区市民センター ロビー
19 楠第二 楠町南五味塚60 四日市市楠福祉会館 ホール　　
20 中央第一 西浦二丁目5-36      　 四日市市立中部中学校　　　　　　 体育館　　
21 中央第二 北町2-23            　 四日市市立中部西小学校　　　　　 体育館　　
22 中央第三 蔵町4-17            　 旧四日市市立納屋小学校　　　　　 体育館　　
23 中央第四 北浜田町13-6    　　　 四日市市立浜田小学校　　　　　　 体育館　　
24 中央第五 元新町2-36    　　　　 四日市市立中央小学校　　　　　　 体育館　　
25 常磐第一 城西町9-14    　　　　 四日市市立常磐小学校　　　　　　 体育館　　
26 常磐第二 大字松本764 　　　　 四日市市立常磐西小学校　　　　　 体育館　　
27 常磐第三 ときわ五丁目1-12    　 四日市市立ときわ保育園　　　　　 ホール　　
28 常磐第四 西伊倉町9-4 西伊倉町集会所 集会室　　
29 桜 桜町1257    　　　　　 四日市市立桜小学校　　　　　　　 体育館　　
30 桜     台 桜台一丁目32   　　 四日市市立桜台小学校 体育館　　
31 桜 花 台 桜花台二丁目40 桜花台コミュニティセンター 会議室　　
32 川島第一 川島新町1 四日市市川島地区市民センター 和室
33 川島第二 三滝台三丁目14-1    　 三滝台公会所　　　　　　　　　　 集会室　　
34 西 橋 北 川原町25-22     　　　 四日市市立橋北小学校　　　　　 体育館　　
35 東 橋 北 高浜町１−４ 四日市市立橋北中学校　　　　　 体育館　　
36 海蔵第一 大字東阿倉川578-1 　　 四日市市立海蔵小学校　　　　　　 体育館　　
37 海蔵第二 大字西阿倉川883-1 四日市市立海蔵保育園　　　　　　 園児室
38 羽津第一 大宮町16-35 　　　　　 四日市市立羽津小学校　　　　　　 体育館　　
39 羽津第二 大字羽津500 　　　　　 四日市市立羽津北小学校　　　　　 体育館　　
40 羽津第三 羽津甲26　　　　　 四日市市立羽津中学校　　　　　 体育館　　
41 富田第一 富田一丁目24-49 　　　 四日市市立富田小学校　　　　　　 体育館　　
42 富田第二 東富田町22-10 　　　　 東富田会館　　　　　　　　　　　 ホール　　
43 富田第三 東茂福町4-19　　　　　 四日市市立富田中学校　　　　　　 体育館　　
44 富洲原第一 富田一色町28-26 　　　 富田一色公会堂　　　　　　　　　 ホール　　
45 富洲原第二 天カ須賀二丁目14-13 　 天カ須賀公会堂　　　　　　　　　 ホール　　
46 富洲原第三 富州原町26-5    　　　 松原公会堂　　　　　　　　　　　 ホール　　
47 大矢知第一 大矢知町1212　　　　　 四日市市立大矢知興譲小学校　　　 体育館　　
48 大矢知第二 松寺一丁目11-12 　　　 四日市市立大矢知保育園　　　　　 ホール　　
49 八      郷 平津町99-1　　　　　　 四日市市立八郷小学校　　　　　　 体育館　　
50 八 郷 西 萱生町1086　　　　　　 四日市市立八郷西小学校　　　　　 体育館　　
51 下      野 朝明町498-1 　　　　　 四日市市立下野中央保育園　　　　 ホール　　
52 あさけが丘 あさけが丘三丁目1-59　 あさけが丘中央集会所　　　　　　 ホール　　
53 保      々 西村町2725-1 四日市市立保々保育園　　　　　　 ホール　　
54 県　 赤水町1002　　　　　　 四日市市立県小学校　　　　　　　 多目的教室
55 神前第一 高角町2985-1　　　　　 四日市市立神前保育園　　　　　　 ホール　　
56 神前第二 尾平町2995-1　　　　　 尾平町集落センタ－　　　　　　　 会議室　　
57 三重第一 東坂部町71-2　　　　　 四日市市三重地区市民センター　　 大会議室　
58 三重第二 坂部が丘三丁目1-9 　　 坂部が丘集会所　　　　　　　　　 ホール　　
59 三重第三 三重三丁目129 　　　　 四日市市立三重西小学校　　　　　 体育館　　
60 大谷台 大谷台一丁目204 　　　 四日市市立大谷台小学校　　　　　 体育館　　
61 小杉 小杉町889-3　　 小杉町公会所　　　　　 会議室　　
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平成２９年１０月４日現在

投票区名

四日市市 西日野町３２０７－１

四郷第一投票区 四日市市立四郷小学校

四日市市 室山町２３３

四郷第二投票区 四日市市立四郷保育園

四日市市 笹川六丁目２５

笹川東投票区 四日市市立笹川東小学校

四日市市 笹川五丁目６２

笹川西投票区 四日市市立笹川西小学校

四日市市 高花平三丁目１－５１

高花平投票区 高花平中央集会所

四日市市 日永四丁目５－１３

日永第一投票区 四日市市立日永小学校

四日市市 前田町１８－１７

日永第二投票区 四日市市立南中学校

四日市市 日永一丁目８－４

日永第三投票区 大瀬古町公会所

四日市市 塩浜本町一丁目１-2

塩浜第一投票区 塩浜地区市民センター

四日市市 柳町３３

塩浜第二投票区 四日市市立塩浜西保育園

四日市市 大字塩浜官有地

磯津投票区 磯津町集会所

四日市市 河原田町７０

河原田投票区 四日市市立河原田小学校

西日野町の一部、東日野町、東日野一丁目、東日野二
丁目

八王子町の一部、室山町

笹川一丁目、笹川二丁目、笹川六丁目、笹川七丁目、
笹川八丁目、西日野町の一部

笹川三丁目、笹川四丁目、笹川五丁目、笹川九丁目

小林町、高花平一丁目、高花平二丁目、高花平三丁
目、高花平四丁目、高花平五丁目、八王子町の一部、
波木町の一部

日永三丁目、日永四丁目、日永五丁目、日永東二丁
目、日永東三丁目、日永西二丁目、日永西三丁目、日
永西四丁目、日永西五丁目、大字日永（中之瀬古町・
梅ヶ丘町・南日永町）、大字泊村（南日永町）、雨池
町、大字馳出（北新開）

泊山崎町、泊町、追分一丁目、追分二丁目、追分三丁
目、大字日永（追分三丁目・泊塚原町・山崎町）、前
田町、大字大治田、泊小柳町、大字泊村（泊塚原町・
山崎町・泊ケ丘町・前田町）、大字六呂見

日永一丁目、日永二丁目、日永東一丁目、日永西一丁
目

塩浜本町一丁目、塩浜本町三丁目、馳出町一丁目、馳
出町二丁目、馳出町三丁目、宮東町一丁目、宮東町二
丁目、宮東町三丁目、七つ屋町、高旭町、東邦町、石
原町、三田町、浜旭町、川合町、大字塩浜（川合
町）、御薗町一丁目、塩浜町、海山道町一丁目、海山
道町二丁目、海山道町三丁目、大井の川町一丁目、大
井の川町二丁目、大井の川町三丁目、大浜町

塩浜本町二丁目、大字塩浜（塩浜本町二丁目・御薗町
二丁目・小浜町・大里町・塩浜栄町）、御薗町二丁
目、中里町、小浜町、柳町、大池町、松泉町、大字馳
出（葭原）、宝町

大字塩浜（磯津東町・磯津西町・磯津南町・磯津北
町）

貝塚町、内堀町、川尻町、大治田町、大治田一丁目、
大治田二丁目、大治田三丁目、河原田町、小古曽町の
一部

区　　　　　　　　　域

投票所及び区域一覧表



投票区名

四日市市 釆女町８５７－１

内部第一投票区 内部地区市民センター

四日市市 波木町６９７

内部第二投票区 四日市市立内部中学校

四日市市 小古曽一丁目１５－２２

小古曽投票区 中堀町公会所

四日市市 山田町１３７３－１

小山田投票区 四日市市立小山田小学校

四日市市 水沢町２４９１

水沢投票区 四日市市立水沢小学校

四日市市 楠町北五味塚２０６０－７２

楠第一投票区 楠地区市民センター

四日市市 楠町南五味塚６０

楠第二投票区 楠福祉会館

釆女町、釆女が丘一丁目、釆女が丘二丁目、釆女が丘
三丁目、釆女が丘四丁目、釆女が丘五丁目、南小松町

波木南台一丁目、波木南台二丁目、波木南台三丁目、
波木南台四丁目、波木町の一部、波木が丘町、貝家
町、北小松町

小古曽一丁目、小古曽二丁目、小古曽三丁目、小古曽
四丁目、小古曽五丁目、小古曽六丁目、小古曽東一丁
目、小古曽東二丁目、小古曽東三丁目、小古曽町の一
部、森カ山町

山田町、西山町、小山町、内山町、六名町、堂ケ山
町、美里町、鹿間町、和無田町

水沢野田町、水沢町

楠町北五味塚、楠町吉崎、楠町小倉、楠町北一色、楠
町本郷、

楠町南川、楠町南五味塚

区　　　　　　　　　域



投票区名

四日市市 西浦二丁目５－３６

中央第一投票区 四日市市立中部中学校

四日市市 北町２－２３

中央第二投票区 四日市市立中部西小学校

四日市市 蔵町４－１７

中央第三投票区 旧四日市市立納屋小学校

四日市市 北浜田町１３－６

中央第四投票区 四日市市立浜田小学校

四日市市 元新町２－３６

中央第五投票区 四日市市立中央小学校

四日市市 城西町９－１４

常磐第一投票区 四日市市立常磐小学校

四日市市 大字松本７６４

常磐第二投票区 四日市市立常磐西小学校

四日市市 ときわ五丁目１－１２

常磐第三投票区 四日市市立ときわ保育園

四日市市 西伊倉町9-4

常磐第四投票区 西伊倉町集会所

四日市市 桜町１２５７

桜投票区 四日市市立桜小学校

四日市市 桜台一丁目３2

桜台投票区 四日市市立桜台小学校

四日市市 桜花台二丁目40

桜花台投票区 桜花台コミュニティセンター

四日市市 川島新町1

川島第一投票区 川島地区市民センター

四日市市 三滝台三丁目１４－１

川島第二投票区 三滝台公会所

四日市市 川原町２５－２２

西橋北投票区 四日市市立橋北小学校

四日市市 高浜町１−４

東橋北投票区 四日市市立橋北中学校

堀木一丁目、堀木二丁目、西浦一丁目、西浦二丁目、
安島一丁目、安島二丁目、西町、元町、西新地、諏訪
栄町

中部、北町、八幡町、北条町、中町、北浜町

浜町、蔵町、相生町、北納屋町、中納屋町、南納屋
町、稲葉町、高砂町、西末広町、千歳町、尾上町、大
協町一丁目

鵜の森一丁目、鵜の森二丁目、浜田町、北浜田町、中
浜田町、南浜田町、西浜田町、九の城町、十七軒町、
新正一丁目、新正二丁目、新正三丁目、新正四丁目、
新正五丁目、末広町、昌栄町、南起町、曙町、曙一丁
目、曙二丁目、寿町

諏訪町、三栄町、幸町、朝日町、元新町、新町、新々
町、沖の島町、栄町、本町

赤堀新町、城東町、城西町、城北町、中川原一丁目、
中川原二丁目、中川原三丁目、中川原四丁目、芝田一
丁目、芝田二丁目、ときわ一丁目、ときわ二丁目

大井手一丁目、大井手二丁目、大井手三丁目、松本一
丁目、松本二丁目、松本三丁目、松本四丁目、松本五
丁目、松本六丁目、西松本町、南松本町、青葉町、大
字松本

赤堀南町、赤堀一丁目、赤堀二丁目、赤堀三丁目、石
塚町、ときわ三丁目、ときわ四丁目、ときわ五丁目

伊倉一丁目、伊倉二丁目、伊倉三丁目、西伊倉町、久
保田一丁目、久保田二丁目

智積町、桜台本町、桜町（桜町西・桜町南・桜町
北）、桜台一丁目の一部

桜台一丁目の一部、桜台二丁目、桜台三丁目、桜町
（桜ヶ丘）

桜花台一丁目、桜花台二丁目、桜新町一丁目、桜新町
二丁目

川島町、川島新町、別山一丁目、別山二丁目、別山三
丁目、別山四丁目

小生町、三滝台一丁目、三滝台二丁目、三滝台三丁
目、三滝台四丁目、浮橋一丁目、浮橋二丁目

陶栄町、滝川町、浜一色町、京町、川原町

高浜町、東新町、新浜町、午起一丁目、午起二丁目、
午起三丁目、高浜新町、大協町二丁目、三郎町

区　　　　　　　　　域



投票区名

四日市市 大字東阿倉川５７８－１

海蔵第一投票区 四日市市立海蔵小学校

四日市市 大字西阿倉川８８３－1

海蔵第二投票区 四日市市立海蔵保育園

四日市市 大宮町１６－３５

羽津第一投票区 四日市市立羽津小学校

四日市市 大字羽津５００

羽津第二投票区 四日市市立羽津北小学校

四日市市 羽津甲26番地

羽津第三投票区 四日市市立羽津中学校

四日市市 富田一丁目２４－４９

富田第一投票区 四日市市立富田小学校

四日市市 東富田町２２－１０

富田第二投票区 東富田会館

四日市市 東茂福町４－１９

富田第三投票区 四日市市立富田中学校

四日市市 富田一色町２８－２６

富洲原第一投票区 富田一色公会堂

四日市市 天カ須賀二丁目１４－１３

富洲原第二投票区 天カ須賀公会堂

四日市市 富州原町２６－５

富洲原第三投票区 松原公会堂

四日市市 大矢知町１２１２

大矢知第一投票区
四日市市立大矢知興譲小学
校

四日市市 松寺一丁目１１－１２

大矢知第二投票区 四日市市立大矢知保育園

四日市市 平津町９９－１

八郷投票区 四日市市立八郷小学校

阿倉川町、万古町、三ツ谷町、本郷町、末永町、三ツ
谷東町、清水町、野田一丁目、野田二丁目、大字東阿
倉川（大字東阿倉川・東阿倉川町一区・東阿倉川町二
区）、大字末永、大字野田

みゆきケ丘一丁目、大字西阿倉川、大字東阿倉川（西
阿倉川町五区・松カ丘）、阿倉川新町

富士町、金場町、大宮町、大宮西町、羽津山町、羽津
町、城山町、羽津中一丁目、大字羽津の一部、大字羽
津甲の一部、大字羽津乙の一部

白須賀一丁目、白須賀二丁目、白須賀三丁目、八田一
丁目、八田二丁目、八田三丁目、別名五丁目、別名六
丁目、羽津中二丁目、羽津中三丁目、南いかるが町、
霞一丁目、大字羽津の一部、大字羽津甲の一部、大字
羽津乙の一部、大字羽津丁の一部、大字羽津戊

緑丘町、山手町、別名一丁目、別名二丁目、別名三丁
目、別名四丁目、大字羽津の一部、大字羽津甲の一
部、大字羽津乙の一部、大字羽津丁の一部

富田一丁目、富田二丁目、富田三丁目、富田四丁目、
富田栄町、南富田町、大字茂福

東富田町、富双一丁目

富田浜元町、富田浜町、浜園町、茂福町、東茂福町、
霞二丁目

富田一色町、富双二丁目

天カ須賀一丁目、天カ須賀二丁目、天カ須賀三丁目、
天カ須賀四丁目、天カ須賀五丁目、住吉町、天カ須賀
新町

平町、富州原町、松原町

下之宮町（西富田町を除く。）、川北町、川北一丁
目、川北二丁目、川北三丁目、下さざらい町、大矢知
町、大矢知新町、十志町、西富田町（十志町）

西富田町（十志町を除く。）、下之宮町（西富田
町）、西富田二丁目、西富田三丁目、蒔田一丁目、蒔
田二丁目、蒔田三丁目、蒔田四丁目、松寺一丁目、松
寺二丁目、松寺三丁目

中村町、平津町、伊坂町、山村町、山分町、平津新
町、千代田町、広永町、黄金町、伊坂台一丁目、伊坂
台二丁目、伊坂台三丁目、萱生町（中村町）

区　　　　　　　　　域



投票区名

四日市市 萱生町１０８６

八郷西投票区 四日市市立八郷西小学校

四日市市 朝明町４９８－１

下野投票区 四日市市立下野中央保育園

四日市市 あさけが丘三丁目１－５９

あさけが丘投票区 あさけが丘中央集会所

四日市市 西村町２７２５－１

保々投票区 四日市市立保々保育園

四日市市 赤水町１００２

県投票区 四日市市立県小学校

四日市市 高角町２９８５－１

神前第一投票区 四日市市立神前保育園

四日市市 尾平町２９９５－１

神前第二投票区 尾平町集落センター

四日市市 東坂部町７１－２

三重第一投票区 三重地区市民センター

四日市市 坂部が丘三丁目１－９

三重第二投票区 坂部が丘集会所

四日市市 三重三丁目１２９

三重第三投票区 四日市市立三重西小学校

四日市市 大谷台一丁目２０４

大谷台投票区 四日市市立大谷台小学校

四日市市 小杉町８８９-３

小杉投票区 小杉町公会所

東坂部町、西坂部町（城之谷を除く。）、生桑町（生
桑町・生桑神田町・生桑町大谷、生桑台）

山之一色町、坂部が丘一丁目、坂部が丘二丁目、坂部
が丘三丁目、坂部が丘四丁目、坂部が丘五丁目、坂部
台一丁目、坂部台二丁目

三重一丁目、三重二丁目、三重三丁目、三重四丁目、
三重五丁目、三重六丁目、三重七丁目、三重八丁目、
三重九丁目、生桑町（生桑町美里が丘）、南坂部町、
西坂部町（城之谷）

東ヶ谷、小杉新町、大谷台一丁目、大谷台二丁目、垂
坂町、垂坂新町、南垂坂町、東垂坂町、みゆきケ丘二
丁目

萱生町、あかつき台一丁目、あかつき台二丁目、あか
つき台三丁目、あかつき台四丁目、あかつき台五丁
目、あかつき台六丁目、中村町（萱生町）

朝明町の一部、山城町の一部、北山町、西大鐘町、大
鐘町

札場町、あさけが丘一丁目、あさけが丘二丁目、あさ
けが丘三丁目、八千代台一丁目、八千代台二丁目、八
千代台三丁目、朝明町の一部、山城町の一部

市場町、西村町、小牧町、まきの木台一丁目、まきの
木台二丁目、まきの木台三丁目、中野町、高見台一丁
目、高見台二丁目

赤水町、下海老町、江村町、北野町、黒田町、上海老
町、あがたが丘一丁目、あがたが丘二丁目、あがたが
丘三丁目、平尾町

小杉町

区　　　　　　　　　域

菅原町、高角町、曽井町、寺方町

尾平町


