
 

２７年議案第５号 

 

 

   平成２７年４月１２日執行愛知県議会議員一般選挙に係るポスター掲 

示場について 

 

 

 平成２７年４月１２日執行愛知県議会議員一般選挙のポスター掲示場設置場所を

別紙のとおりとする。 

 

 

  平成２７年２月２７日提出 

 

            清須市選挙管理委員会 

委員長 山 田 耕 慈 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 ポスター掲示所について公職選挙法第１４４条の２第３項では「市町村の選挙管

理委員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置

する。」と規定しており、同条第４項の「市町村の選挙管理委員会は、掲示場を設置

したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。」との規定

を受け場所の決定を行うものです。  



 
 

投 票 区 名 番号

清須第１投票区 1

清須第１投票区 2

清須第１投票区 3

清須第１投票区 4

清須第１投票区 5

清須第１投票区 6

清須第１投票区 7

清須第２投票区 8

清須第２投票区 9

清須第２投票区 10

清須第２投票区 11

清須第２投票区 12

清須第２投票区 13

清須第２投票区 14

清須第３投票区 15

清須第３投票区 16

清須第３投票区 17

清須第３投票区 18

清須第３投票区 19

清須第３投票区 20

清須第３投票区 21

清須第４投票区 22

清須第４投票区 23

清須第４投票区 24

清須第４投票区 25

設　　置　　場　　所

西枇杷島町古城二丁目１５番地１
　　枇杷島公園北側フェンス

西枇杷島町小田井一丁目１３番地１
　　にしび創造センター駐車場フェンス

西枇杷島町上新９５番地
　　上新公園東側フェンス

西枇杷島町南大和８２番地
　　大和ちびっこ広場南側

西枇杷島町花咲７８番地
　　西枇杷島第１幼稚園南側フェンス

西枇杷島町地領一丁目４番地１
　　瀬部田公園南側

西枇杷島町城並二丁目２番地１
　　古城小学校西側フェンス

西枇杷島町城並二丁目２番地１
　　古城小学校南東側フェンス

西枇杷島町城並三丁目１５番地１
　　六ノ条公園北側フェンス

西枇杷島町城並二丁目４番地１
　　古城小学校東信号交差点東側ガードパイプ

西枇杷島町小田井二丁目８番地１
　　城跡公園南側フェンス

西枇杷島町小田井二丁目８番地１
　　城跡公園東側フェンス

西枇杷島町小田井一丁目１０番地１
　　前並公園東側フェンス

西枇杷島町押花５８番地
　　上砂入ちびっこ広場東側フェンス

西枇杷島町十軒裏５８番地
　　グランドハイツ西枇杷島南側向かい側ガードレール

西枇杷島町南問屋１３番地２
　　問屋町信号交差点西側

西枇杷島町七畝割３番地１
　　西枇杷島中学校体育館裏フェンス

西枇杷島町七畝割１０８番地８
　　ＪＲ枇杷島駅西口ロータリー前ガードパイプ

西枇杷島町地領二丁目１１番地１
　　地領公園東側

西枇杷島町宮前二丁目５５番地
　　宮前公園西側

西枇杷島町駅前東一丁目２番地３
　　ＪＲ枇杷島駅東口ロータリー入口名工建設前ガードパイプ

西枇杷島町住吉１番地
　　西枇杷島小学校北側フェンス

西枇杷島町砂入４６番地
　　西枇杷島給食センター西側フェンス

西枇杷島町旭三丁目８番地
　　明治チューインガム㈱本社第一工場前ガードパイプ

西枇杷島町芳野二丁目５８番地２
　　芳野公園西側フェンス（公衆トイレ裏付近）



 

 

清須第４投票区 26

清須第４投票区 27

清須第４投票区 28

清須第５投票区 29

清須第５投票区 30

清須第５投票区 31

清須第５投票区 32

清須第５投票区 33

清須第５投票区 34

清須第５投票区 35

清須第６投票区 36

清須第６投票区 37

清須第６投票区 38

清須第６投票区 39

清須第６投票区 40

清須第６投票区 41

清須第６投票区 42

清須第７投票区 43

清須第７投票区 44

清須第７投票区 45

清須第７投票区 46

清須第７投票区 47

清須第７投票区 48

清須第７投票区 49

清須第８投票区 50

清洲櫓１９０５番地１４の西側
　　巡礼橋左岸交差点付近堤防道路ガードパイプ

清洲山神１８０３番地２の西側
　　松岡石油店前三差路ガードパイプ

清洲２２１５番地
　　本町保育園フェンス

清洲１５９８番地２
　　長者橋の南約４０ｍ（長者橋・五条川左岸）

清洲２３５８番地１　　清洲東小学校南交差点
　　（マンション・クレセントラウレル南側）

西枇杷島町芳野二丁目１０番地の２
　　二ツ杁駅信号交差点東側（ブレイン二ツ杁南側）

西枇杷島町大野３７番地１
　　西枇杷島福祉センター東側フェンス

西枇杷島町小野田５０番地１
　　西枇杷島第２幼稚園南側フェンス

西田中本城１３１番地
　　清洲鍼灸治療院北側ガードパイプ

西田中蓮池７番地
　　西田中ちびっこ広場フェンス

清洲弁天９６番地１
　　清洲市民センター西側

清洲田中町３２番地６
　　清洲城文化広場駐車場南側

一場１９０番地１
　　ＪＲ清洲駅前駐輪場フェンス

清洲２５９１番地３
　　清洲児童センター・ウイング

清洲２６４１番地
　　宮崎商店北側ガードパイプ

朝日弥生１７７番地
　　愛宕信号交差点南方ガードパイプ

朝日天王７４番地
　　朝日天王ちびっこ広場北側

朝日弥生４３番地
　　朝日保育園東側

西市場二丁目３番地１
　　伝馬公園南側フェンス

廻間三丁目１２番地１
　　廻間第一公園北側フェンス

一場４７９番地１
　　大津町ちびっこ広場西側フェンス

一場古城６０４番地１５
　　清洲総合福祉センター入口横

清洲三丁目７番地１
　　清洲公園西側

西市場六丁目６番地１
　　西市場住宅児童遊園西側

西市場四丁目８番地１
　　西市場公園南側



 

 

清須第８投票区 51

清須第８投票区 52

清須第８投票区 53

清須第８投票区 54

清須第８投票区 55

清須第８投票区 56

清須第９投票区 57

清須第９投票区 58

清須第９投票区 59

清須第９投票区 60

清須第９投票区 61

清須第９投票区 62

清須第９投票区 63

清須第１０投票区 64

清須第１０投票区 65

清須第１０投票区 66

清須第１０投票区 67

清須第１０投票区 68

清須第１０投票区 69

清須第１０投票区 70

清須第１１投票区 71

清須第１１投票区 72

清須第１１投票区 73

清須第１１投票区 74

清須第１１投票区 75

廻間一丁目１０番地１
　　廻間第二公園南側フェンス

花水木一丁目２番地２
　　花水木保育園南側フェンス

清洲一丁目６番地１
　　清洲庁舎前

土田一丁目７番地１
　　土田公園西側フェンス

上条二丁目１２番地１
　　上条公園西側フェンス

新清洲二丁目２番２
　　名鉄新清洲駅ロータリー　南側ガードパイプ

新清洲三丁目３番地１０
　　新清洲保育園西側フェンス

新清洲六丁目４番地１
　　丸川公園北側入口間中央付近

花水木一丁目５番地１１
　　伊織公園東側フェンス

清洲９９１番地
　　清洲小学校体育館前堤防道路のり面側ガードパイプ

清洲１１１４番地３
　　フィール駐車場入口付近（水路）ガードパイプ

土田三丁目１８番地６
　　高島公園北側フェンス

土田二丁目８番地４
　　ツツミ田公園西側フェンス

下河原１０５２番地
　　下河原ポンプ場北側ガードレール

下河原９２１番地２
　　五差路ガードレール

西須ケ口９３番地
　　（株）宮崎向かい側ガードパイプ

桃栄二丁目２１番地
　　桃栄小学校東側フェンス

須ケ口駅前一丁目２番地
　　名鉄須ケ口駅前小公園ガードパイプ

土器野北中野２０２番地５
　　北中野公園北側フェンス

土器野３５６番地４
　　山九商店前ガードパイプ

土器野北中野２３２番地１
　　東町公園北側フェンス

土器野５２６番地
　　土器野保育園駐車場南側

中河原４４番地
　　新川ふれあい防災センター北側

西堀江１３２６番地
　　西堀江共同墓地前ガードパイプ

土器野１６５番地１
　　豊田川ポンプ場東側フェンス



 

 

清須第１１投票区 76

清須第１１投票区 77

清須第１２投票区 78

清須第１２投票区 79

清須第１２投票区 80

清須第１２投票区 81

清須第１２投票区 82

清須第１２投票区 83

清須第１２投票区 84

清須第１３投票区 85

清須第１３投票区 86

清須第１３投票区 87

清須第１３投票区 88

清須第１３投票区 89

清須第１３投票区 90

清須第１３投票区 91

清須第１４投票区 92

清須第１４投票区 93

清須第１４投票区 94

清須第１４投票区 95

清須第１４投票区 96

清須第１４投票区 97

清須第１４投票区 98

清須第１５投票区 99

清須第１５投票区 100

鍋片二丁目６６番地
　　天王公園北側

寺野元町９２番地
　　元町ちびっこ広場西側フェンス

須ケ口７５０番地
　　新川中学校西門横フェンス

東外町３３番地
　　上田公園北側

東須ケ口１０６番地
　　須ケ口保育園南側フェンス

土器野５８番地４
　　横町公園北側フェンス

桃栄四丁目７９番地
　　大通公園南側

寺野花園７４番地
　　花園公園南側フェンス

阿原宮前２１番地
　　農協阿原支店向かい側ガードパイプ

阿原神門１２５番地
　　星の宮小東門横フェンス

助七五反田８０
　　（株）イトウ開発南側駐車場西側ガードパイプ

春日上須ケ田９５番地１
　　ネギヤ公園南側

春日弐屋敷１８番地
　　蓮花寺児童遊園東側フェンス

須ケ口１２５１番地１
　　英霊之碑裏

阿原八幡１１４番地
　　八幡公園東側

阿原鴨池１７７番地
　　鴨池公園西側

阿原池之表３２番地
　　星の宮保育園東側フェンス

寺野美鈴６０番地
　　カルチバ新川駐車場南側

春日宮重町２５２番地
　　宮重児童遊園北側フェンス

春日落合１８９番地
　　落合ちびっこ広場東側フェンス

春日野方４９番地１
　　分地児童遊園西側フェンス

春日夢の森１番地
　　夢広場はるひ入口横フェンス

春日夢の森８１番地
　　西牧・新田ふれあい広場東側フェンス

春日西牧前２１番地
　　西牧ちびっこ広場北側

春日河原３番地
　　土地改良区の碑前ガードパイプ



 

 

清須第１５投票区 101

清須第１５投票区 102

清須第１５投票区 103

清須第１５投票区 104

清須第１５投票区 105

春日砂賀東４９番地１
　　中之切公園南側

春日新町８２番地
　　下之切児童遊園西側フェンス

春日東出８番地２
　　春日公民館東側ガードパイプ

春日振形１２９番地
　　春日支所前植込み

春日社子地２６番地
　　春日配水場南側フェンス


