
平成２８年７月５日

津　市　公　報 第　　２５３　　号

津市上下水道事業告示

津市育休代替任期付職員採用試験実施

道路位置指定

津市公告

犬の抑留

犬の抑留

開発行為に係る工事の完了

建設工事等の事後審査型条件付一般競争入札の執行

三重短期大学専任教員の募集

地籍調査の地図及び簿冊の閲覧

平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日までの津市水道事業、津市工業用水道事業及び津市下水道事業の業
務状況の公表

平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日までの津市農業共済事業の業務状況の公表

平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日までの津市駐車場事業業務状況説明書の公表

議決を経た予算等の公表

市道路線の区域変更

市道路線の区域変更

市道路線の区域変更

特定地域型保育事業者の確認

津市告示

個人演説会等開催施設のために必要な設備の程度及び納付すべき費用の額の承認

認可地縁団体の告示事項の変更

住民票の職権削除に係る公示送達

地縁による団体の認可

地縁による団体の認可

放置自転車等の撤去及び保管

津市規則

津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

津市条例

目　　　次

津市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介
護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例

津市市税条例等の一部を改正する条例



※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における期日前投票所

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における期日前投票所の開閉時間

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理
すべき者の選任

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における開票の場所及び日時

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における開票立会人のくじを行う場所及び日時

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における投票管理者の職務を代理すべき者の選任

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき
者の選任

参議院選挙区選出議員選挙における投票記載所の氏名等の掲示順序のくじを行う場所及び日時

在外選挙人が投票できる期日前投票所の指定

在外選挙人にかかる不在者投票用紙等の交付場所

久居市風早池土地改良区総代会総代選挙における選挙立会人の選任について

久居市風早池土地改良区総代会総代選挙における当選人

久居市風早池土地改良区総代会総代選挙における当選証書の付与

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数及び６分の１の数並びに３分の１の数

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における投票所

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における投票所の開閉時間

津市選挙管理委員会告示

津市選挙投票区の一部の改正

選挙人名簿に登録された者の氏名等を記載した書面の縦覧場所

在外選挙人名簿に登録された者の氏名等を記載した書面の縦覧場所

参議院選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置場所

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における不在者投票用紙等の交付場所

参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における不在者投票の時間

津市教育委員会公告

津市育休代替任期付職員採用試験実施

津市教育委員会告示

津市教育委員会の開催

津市上下水道事業公告

建設工事等の事後審査型条件付一般競争入札の執行

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定
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津市選挙管理委員会告示第３９号

平成２８年６月１９日執行の久居市風早池土地改良区総代会総代選挙におけ

る選挙立会人を次のとおり変更したので、土地改良法施行令（昭和２４年政令

第２９５号）第８条第７項の規定により告示する。

平成２８年６月１６日

津市選挙管理委員会

委員長 坂 口 賢 次

選挙立会人

選挙区 辞任する者 新たに選任する者 

第２選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

川村 光紀 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

黒宮 秀和















 1 27 10

 2 14 1

 3 77

 4 445

 5 21 22

 6 1535 27 

 7 622

 8 1350

 9 2537 4 

 10 1330

 11 18 22

 12 142

 13 3 1

 14 7 1

 15 523

 16 954

 17 39

 18 700

 19 1355 5 

 20 800 437 

 21 49

 22 30

 23 1165

 24 20 3

 25 25 6

 26 5 45

 27 1176 2 

 28 1627

 29 2882 1 

 30 2538 1 

 31 332 1 

 32 21 792 

 33 22

 34 1211 1 

 35 245

 36 3511 7 

 37 355

 38 293 3 

 39 1406 479 

 40 714 1 

 41 274

 42 4463

 43 2111

 44 58 15 

 45 1821

 46 5417

 47 1 1



48 2034 3 

49 1680

50 2963

51 759

52 13

53 109 1 

54 442 1 

55 1228 1 

56 6824

57 325

58 310

59 1019

60 900

61 1445

62 560 2 

63 2054

64 4249 1 

65 69 1 

66 3653

67 978

68 20 2 

69 424

70 737

71 560

72 1813 5 

73 554 2 

74 859 3 

75 2099 2 

76 1610 7 

77 1581

78 1365 5 

79 2314 17 

80 880

81 517 1 

82 284 1 

83 766 2 

84 200

85 2764 1 

86 5104

87 8161 2 

88 4696 1 

89 10295 1 

90 1876 1 

91 128



92 2691 

93 217 1 

94 1550 

95 2232 2 

96 6401 8 

97 420 4 

98 244 1 

99 1321 1 

100 605 2 

101 160 728 

102 401 1 

103 5 7 

104 305

105 647

106 1991

107 1001 253 

108 2773 1 

109 581

110 994 1 

111 2821

112 5580 2 

113 2120

114 4473 3 

115 1681

116 1288 8 

117 3372

118 1360 2 

119 1031

120 6115







投票区
投票管理者 職務代理者

氏名 住所 氏名 住所

1 三宅 正則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 寺西 賢一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

2 吉住 充弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小野寺 卓也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

3 山村 武寛 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前納 秀光 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

4 福田 政一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中津 宜大 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

5 家城 覚 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷本 有司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

6 冨田 正明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森平 敦史 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

7 坂倉 誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西川 敦子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

8 利藤 浩一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷本 聖美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

9 中井 征喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡林 洋子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

10 松井 誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤井 香里 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

11 出口 真也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 宏明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

12 古市 和久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 加藤 充孝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

13 嶌田 まり子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡﨑 篤史 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

14 山口 滋人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 柿内 宏介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

15 佐藤 雅英 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 弘一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

16 宮本 達也 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

17 三浦 弘充 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 水谷 麻美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

18 藤森 美穂子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤 伸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

19 多門 伸浩 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松永 智宏 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

20 真柄 利光 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤 健 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

21 山口 尚利 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田辺 隆志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

22 長谷川 哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山本 美保 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

23 村田 智昭 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 石田 淳美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

24 川原田 吉光 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 福岡 恵美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

25 山本 裕介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 勝士 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

26 木﨑 彰 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 理絵 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

27 橋本 直樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤 伸幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

28 井上 史郎 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 植谷 弘也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

29 川邊 純二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉山 公一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

30 中村 光司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 梅本 洋平 〇〇〇〇〇〇〇〇〇



投票区
投票管理者 職務代理者

氏名 住所 氏名 住所

31 谷中 勝則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井 弘紀 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

32 川邊 勝利 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 美保子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

33 小宮 伸介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 黒川 浩伸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

34 三松 正幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 林 義大 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

35 増田 繁樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 栗本 みどり 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

36 松本 邦子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山本 昌孝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

37 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

38 松田 孝行 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉山 美紀 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

39 永合 由典 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 立松 勇紀 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

40 川出 浩也 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

41 落合 勝利 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 柳原 雄樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

42 水谷 隆彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 濵口 淑子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

43 中原 賢二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川北 学 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

44 酒井 亮 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 家田 友紀 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

45 小菅 武 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小黒 誠仁 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

46 伊藤 英明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 草深 貴宣 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

47 西川 誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 峯田 尚徳 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

48 若林 麻衣子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 清水 克真 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

49 長谷川 厚志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 豊住 和美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

50 丹羽 敬二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 舟橋 裕子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

51 駒田 好彦 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙橋 豊人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

52 松下 貴史 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 畑中 直人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

53 後藤 啓太 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹西 昭人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

54 青 百合恵 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井 秀文 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

55 大西 寛章 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 たか子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

56 伊藤 和幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 蟻戸 孝明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

57 小林 孝弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松田 幸大 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

58 青木 芳光 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中 康治 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

59 松谷 弘樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 福島 奈津 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

60 吉川 雅德 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 米津 裕司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇



投票区
投票管理者 職務代理者

氏名 住所 氏名 住所

61 小川 幸則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西出 和司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

62 池田 良孝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 不破 孝幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

63 今井 一則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 白山 貴子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

64 紀平 久樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野田 遊喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

65 紀平 浩司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川 美穂子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

66 荒木 康 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野口 真也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

67 若林 勤也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林 泰子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

68 中村 哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田口 芳裕 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

69 前川 秀樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小濵 守 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

70 谷口 弘明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐藤 圭太 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

71 澤井 尚 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 坂口 剛 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

72 糸川 綾子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 諸戸 由美子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

73 野垣内 智美 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

74 稲垣 正司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野 隆之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

75 木村 みどり 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村田 展拡 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

76 南条 弥生 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷川 潤 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

77 垣野 哲也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大西 康裕 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

78 真田 貴之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川 隆一 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

79 橋本 剛至 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 関岡 宏幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

80 藤田 定彦 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

81 岸江 一浩 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口 大悟 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

82 大川 祐喜 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小坂 明子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

83 木村 守 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小瀬古 百恵 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

84 丸山 美由紀 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

85 水野 浩哉 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川 義記 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

86 中山 貴博 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口 智子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

87 三浦 みさ子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木村 博友 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

88 玉木 幸樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山本 涼介 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

89 日比 孝明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 裏川 太紀 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

90 小津 充弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岩城 孝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇



投票区
投票管理者 職務代理者

氏名 住所 氏名 住所

91 藤川 圭司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小野 真裕 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

92 伊勢野 久好 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 町野 倫也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

93 成相 公洋 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤川 知樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

94 上川 恵子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鯖戸 嘉典 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

95 辻村 繁之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 神田 敦史 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

96 辻村 尚美 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前山 広重 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

97 村田 英紀 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小畑 豊 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

98 舘 伸明 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹内 俊晴 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

99 長脇 弘幸 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野末 覚 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

100 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

101 上川 幸則 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 澤田 和也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

102 谷川 玉枝 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口 辰也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

103 中北 みのり 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

104 辻岡 賢二 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鏡 昌典 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

105 大西 登 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中西 智徳 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

106 西川 直希 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 廣瀬 みすず 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

107 前田 宏樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川 年樹 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

108 瀬田 義久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中瀬 智広 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

109 岩脇 里司 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村山 昌之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

110 横山 幸司 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

111 溝口 咲子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 芝山 弘行 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

112 井上 博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 安木 作 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

113 木下 修 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本 巧也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

114 竹森 さわか 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井 博之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

115 佐野 栄志 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本 和子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

116 藤田 千晃 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 石淵 誠人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

117 藤田 泰大 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

118 今井 啓人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 廣瀬 智也 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

119 木下 誠 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 向田 泰久 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

120 奥村 昌弘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉谷 義之 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇







10







氏　名 氏　名
6月23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 山本　昂平
6月24日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 須山　美智子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山本　昂平
6月25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 山本　昂平
6月26日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山　貴治 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山本　昂平
6月27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 山本　昂平
6月28日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 須山　美智子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山本　昂平
6月29日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西岡　節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山本　昂平
6月30日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 須山　美智子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山本　昂平
7月1日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　繁 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小熊　信行
7月2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 小熊　信行
7月3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 小熊　信行
7月4日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 須山　美智子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小熊　信行
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　繁 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小熊　信行
7月6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 小熊　信行
7月7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 小熊　信行
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西岡　節子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小熊　信行
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山　貴治 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小熊　信行

氏　名 氏　名
6月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉田　道明 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 庄村　典子
6月24日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　玉季
6月25日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　喜久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉野　康男
6月26日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　捷功 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平松　節子
6月27日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡　正久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 服部　晃久
6月28日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　三喜夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　玉季
6月29日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　和治 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉野　浩也
6月30日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉田　道明 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　新治
7月1日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡　正久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　玉季
7月2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 川北　江利子
7月3日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　捷功 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣　典夫
7月4日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　三喜夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　新治
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 吉田　道明 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤　伸一
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 河戸　和治 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷　祥元
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　喜久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡　孝充
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　捷功 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　玉季
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長井　三喜夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻岡　龍志

氏　名 氏　名
6月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中湖　喬 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松谷　弘樹
6月24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 才戸　めぐみ
6月25日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中湖　喬 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 赤根　潤
6月26日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐藤　惠子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　弘一
6月27日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小松　大演 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今村　典子
6月28日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田　勝巳 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　達也
6月29日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤谷　弘一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　秀昭
6月30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 加藤　勝博
7月1日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小松　大演 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中村　良訓
7月2日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田　勝巳 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　康之
7月3日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中湖　喬 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　久樹
7月4日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐藤　惠子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 加藤　勝博
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤谷　弘一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平子　照子
7月6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 旭　直樹
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐藤　惠子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松谷　弘樹
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤谷　弘一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川　美穂子
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 駒田　勝巳 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平子　照子

氏　名 氏　名
6月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 櫻井　克已 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松室　晃
6月24日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平井　龍治 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　孝弘
6月25日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若浪　常 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細野　雅司
6月26日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西山　悠夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 村井　雅道
6月27日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森川　一正 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 村井　雅道
6月28日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山原　敏昭 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 植谷　三保
6月29日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西山　悠夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　孝弘
6月30日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今瀬　靑佳 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 一志　泰
7月1日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横山　帛生 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松室　晃
7月2日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平井　龍治 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 白山　貴子
7月3日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山原　敏昭 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 後藤　啓太
7月4日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 櫻井　克已 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 日比　孝明
7月5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 村井　雅道
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平井　龍治 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 細野　雅司
7月7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 松本　公伸
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今瀬　靑佳 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本　公伸
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森川　一正 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 不破　孝幸

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
住　所 住　所

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
住　所 住　所

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
住　所 住　所

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 住　所



氏　名 氏　名
6月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中川　勝也 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮田　真伸
6月24日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長野　耕作 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岩野　伸郎
6月25日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 笠井　光雄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　浩司
6月26日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平松　祟己 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 畑　育代
6月27日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中川　勝也 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 不破　孝幸
6月28日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 若林　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　浩司
6月29日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 増井　健二 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 山口　滋人
6月30日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐藤　勝雄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 橋爪　秀典
7月1日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙橋　徳次郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮田　真伸
7月2日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合　哲 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 山口　滋人
7月3日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 笠井　光雄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岩野　伸郎
7月4日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 平松　祟己 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮田　真伸
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中川　勝也 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 瀧　宣彦
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐南　正司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 不破　孝幸
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 増井　健二 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 橋爪　秀典
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐藤　勝雄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 瀧　宣彦
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙橋　徳次郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮田　真伸

氏　名 氏　名
6月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻　義則 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木　厚子
6月24日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　博昭 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野垣内　智美
6月25日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 米津　裕司
6月26日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 箕田　伸夫 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 坂口　剛
6月27日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上野　豊 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊藤　公一
6月28日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中島　久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中井　征喜
6月29日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻　義則 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 三浦　みさ子
6月30日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 奥山　龍也 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　賢秀
7月1日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 近藤　雅人 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 北山　良樹
7月2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 中山　千春
7月3日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 池田　博昭 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷口　智子
7月4日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上野　豊 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 笠井　洋幸
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 本多　久和 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 塚田　仁
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 箕田　伸夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 澤田　和也
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中島　久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野村　日鶴
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森　正美 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 米津　裕司
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 近藤　雅人 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野村　日鶴

氏　名 氏　名
6月23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 中山　隆司
6月24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 内山　知紀
6月25日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉本　例子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中山　隆司
6月26日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 土性　正一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 八太　伸介
6月27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 東山　準也
6月28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 内山　知紀
6月29日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉本　例子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 八太　伸介
6月30日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 土性　正一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙橋　純也
7月1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 東山　準也
7月2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 髙橋　純也
7月3日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉本　例子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 八太　伸介
7月4日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 土性　正一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鯖戸　嘉典
7月5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 東山　準也
7月6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 内山　知紀
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 杉本　例子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 八太　伸介
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 土性　正一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 内山　知紀
7月9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 中山　隆司

氏　名 氏　名
6月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 橋本　克司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
6月24日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田端　健
6月25日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹内　栄喜 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
6月26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 田端　健
6月27日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 橋本　克司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
6月28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 田端　健
6月29日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
6月30日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹内　栄喜 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田端　健
7月1日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 橋本　克司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
7月2日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田端　健
7月3日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 德田　博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
7月4日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹内　栄喜 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田端　健
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 橋本　克司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　久志 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田端　健
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 德田　博之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 橋本　克司 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田端　健
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹内　栄喜 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　博之

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
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
住　所 住　所

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

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
住　所 住　所



氏　名 氏　名
6月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中山　憲一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村山　昌之
6月24日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 多上　光久 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　宏樹
6月25日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中山　大藏 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松永　邦彦
6月26日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋  勝哉 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　宏樹
6月27日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川　直道 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷川　玉枝
6月28日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 脇田　智加子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前川　尚貴
6月29日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙尾　敏彦 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 森川　浩好
6月30日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇喜田　史也 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤川　圭司
7月1日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川　好 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　明美
7月2日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中山　憲一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 瀬田　義久
7月3日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 髙尾　敏彦 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村山　昌之
7月4日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鳥屋尾　健一 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸岡　康成
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　洋之 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前田　巧
7月6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 廣瀬　みすず
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上嶋  勝哉 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　俊之
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 中山　大藏 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 紀平　雅彦
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇喜田　史也 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　明美

氏　名 氏　名
6月23日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横谷　周 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 清水　孝明
6月24日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林　一正 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 芝山　由佳子
6月25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 芝山　由佳子
6月26日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 眞伏　峰雄 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横山　幸司
6月27日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 海住　克己 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐野　千奈
6月28日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 日髙　晃 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小畑　豊
6月29日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岸野　隆夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 向田　早永
6月30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 芝山　弘行
7月1日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　通禮 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小畑　豊
7月2日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 深田　萬里子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 藤田　行正
7月3日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 結城　晋三 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下　誠
7月4日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 海住　克己 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井　啓人
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 大西　順子 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 廣瀬　智也
7月6日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 赤堀　嘉夫 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 今井　啓人
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 横山　常郎 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 松本　巧也
7月8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 藤田　行正
7月9日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中　通禮 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 井上　博之

氏　名 氏　名
7月4日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小菅　賢造 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野口　裕介
7月5日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小菅　賢造 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野口　裕介

氏　名 氏　名
7月7日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 渡邊　昇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野口　裕介
7月8日 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 渡邊　昇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 野口　裕介

イオンタウン津城山期日前投票所
職務を行
うべき日

投票管理者
住　所

職務代理者
住　所

三重大学期日前投票所
職務を行
うべき日

投票管理者
住　所

職務代理者
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

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 住　所





津市選挙管理委員会告示第５０号

平成２８年７月１０日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙における開票管理者及び開票管理者に事故があり、又は開票管理

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６８条の規定により告示する。

平成２８年６月２２日

津市選挙管理委員会

委員長 坂 口 賢 次

１ 開票管理者

住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

氏 名  坂 口 賢 次

２ 開票管理者に事故があり、又は開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

住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

氏 名  鈴 木 捷 功



津市選挙管理委員会告示第５１号

平成２８年７月１０日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙における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

のとおり定めたので、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２８年６月２２日

津市選挙管理委員会

委員長 坂 口 賢 次

１ くじを行う場所  津市本庁舎８階 大会議室Ａ

２ くじを行う日時  平成２８年７月７日 午後５時３０分



津市選挙管理委員会告示第５２号

平成２８年７月１０日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙における投票管理者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２５条の規定により告

示する。

平成２８年６月２４日

津市選挙管理委員会

委員長 坂 口 賢 次

投票管理者の職務を代理すべき者 

投票区 辞任する者 新たに選任する者 

第 119 投票区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

向田 泰久 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

渡邊 孝史 



津市選挙管理委員会告示第５３号

平成２８年７月１０日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者を次の

とおり変更したので、公職選挙施行令（昭和２５年政令第８９号）第４９条の

７により読み替えて適用される同令第２５条の規定により告示する。

平成２８年６月２４日

津市選挙管理委員会

委員長 坂 口 賢 次

投票管理者の職務を代理すべき者 

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 

６月２５日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

米津 裕司 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

中西 宏明 


