
第２４回参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場設置場所 

 

投票区名 番号 設置場所 

清須第１投票区 １ 
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 

清須第１投票区 ２ 
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 

清須第１投票区 ３ 
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 

清須第１投票区 ４ 
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 

清須第１投票区 ５ 
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 

清須第１投票区 ６ 
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 

清須第１投票区 ７ 
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 

清須第２投票区 ８ 
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 

清須第２投票区 ９ 
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 

清須第２投票区 １０ 
西枇杷島町上新９５番地 

上新公園東側フェンス 

清須第２投票区 １１ 
西枇杷島町南大和８２番地 

大和ちびっこ広場南側 

清須第２投票区 １２ 
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 

清須第２投票区 １３ 
西枇杷島町地領一丁目４番地１ 

瀬部田公園南側 

別紙 
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清須第２投票区 １４ 
西枇杷島町地領二丁目１１番地１ 

地領公園東側 

清須第３投票区 １５ 
西枇杷島町宮前二丁目５５番地 

宮前公園西側 

清須第３投票区 １６ 

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 

清須第３投票区 １７ 
西枇杷島町住吉１番地 

西枇杷島小学校北側フェンス 

清須第３投票区 １８ 
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 

清須第３投票区 １９ 
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 

清須第３投票区 ２０ 

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 

清須第３投票区 ２１ 
西枇杷島町南問屋１３番地２ 

問屋町信号交差点西側 

清須第４投票区 ２２ 
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 

清須第４投票区 ２３ 
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 

清須第４投票区 ２４ 

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 

清須第４投票区 ２５ 
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 
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） 
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清須第４投票区 ２７ 
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 

清須第４投票区 ２８ 
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 

清須第５投票区 ２９ 
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 

清須第５投票区 ３０ 
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 

清須第５投票区 ３１ 
清洲２２１４番地２ 

清洲給食センターフェンス 

清須第５投票区 ３２ 
清洲１５９８番地２ 

長者橋の南約４０ｍ（長者橋・五条川左岸） 

清須第５投票区 ３３ 

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） 

清須第５投票区 ３４ 
清洲２５９１番地３ 

清洲児童センター・ウイング 

清須第５投票区 ３５ 
清洲２６４１番地 

宮崎商店北側ガードパイプ 

清須第６投票区 ３６ 
朝日弥生１７７番地 

愛宕信号交差点南方ガードパイプ 

清須第６投票区 ３７ 
朝日天王７４番地 

朝日天王ちびっこ広場北側 

清須第６投票区 ３８ 
朝日弥生４３番地 

朝日保育園東側 

清須第６投票区 ３９ 
西田中本城１３１番地 

清洲鍼灸治療院北側ガードパイプ 

清須第６投票区 ４０ 
西田中蓮池７番地 

西田中ちびっこ広場フェンス 
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清須第６投票区 ４１ 
清洲弁天９６番地１ 

清洲市民センター西側 

清須第６投票区 ４２ 
清洲田中町３２番地６ 

清洲城文化広場駐車場南側 

清須第７投票区 ４３ 
一場１９０番地１ 

ＪＲ清洲駅前駐輪場フェンス 

清須第７投票区 ４４ 
一場４７９番地１ 

大津町ちびっこ広場西側フェンス 

清須第７投票区 ４５ 
一場古城６０４番地１５ 

清洲総合福祉センター入口横 

清須第７投票区 ４６ 
清洲三丁目７番地１ 

清洲公園西側 

清須第７投票区 ４７ 
西市場六丁目６番地１ 

西市場住宅児童遊園西側 

清須第７投票区 ４８ 
西市場四丁目８番地１ 

西市場公園南側 

清須第７投票区 ４９ 
西市場二丁目３番地１ 

伝馬公園南側フェンス 

清須第８投票区 ５０ 
廻間三丁目１２番地１ 

廻間第一公園北側フェンス 

清須第８投票区 ５１ 
廻間一丁目１０番地１ 

廻間第二公園南側フェンス 

清須第８投票区 ５２ 
花水木一丁目２番地２ 

花水木保育園南側フェンス 

清須第８投票区 ５３ 
清洲一丁目６番地１ 

清洲庁舎前 

清須第８投票区 ５４ 
花水木一丁目５番地１１ 

伊織公園東側フェンス 
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清須第８投票区 ５５ 

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 

清須第８投票区 ５６ 
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 

清須第９投票区 ５７ 
土田三丁目１８番地６ 

高島公園北側フェンス 

清須第９投票区 ５８ 
土田二丁目８番地４ 

ツツミ田公園西側フェンス 

清須第９投票区 ５９ 
土田一丁目７番地１ 

土田公園西側フェンス 

清須第９投票区 ６０ 
上条二丁目１２番地１ 

上条公園西側フェンス 

清須第９投票区 ６１ 
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 

清須第９投票区 ６２ 
新清洲三丁目３番地１０ 

新清洲保育園西側フェンス 

清須第９投票区 ６３ 
新清洲六丁目４番地１ 

丸川公園北側入口間中央付近 

清須第１０投票区 ６４ 
土器野北中野２０２番地５ 

北中野公園北側フェンス 

清須第１０投票区 ６５ 
土器野３５６番地４ 

山九商店前ガードパイプ 

清須第１０投票区 ６６ 
土器野北中野２３２番地１ 

東町公園北側フェンス 

清須第１０投票区 ６７ 
土器野５２６番地 

土器野保育園駐車場南側 

清須第１０投票区 ６８ 
中河原４４番地 

新川ふれあい防災センター北側 
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清須第１０投票区 ６９ 
下河原１０５２番地 

下河原ポンプ場北側ガードレール 

清須第１０投票区 ７０ 
下河原９２１番地２ 

五差路ガードレール 

清須第１１投票区 ７１ 
西須ケ口９３番地 

㈱宮崎向かい側ガードパイプ 

清須第１１投票区 ７２ 
桃栄二丁目２１番地 

桃栄小学校東側フェンス 

清須第１１投票区 ７３ 
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 

清須第１１投票区 ７４ 
西堀江１３２６番地 

西堀江共同墓地前ガードパイプ 

清須第１１投票区 ７５ 
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 
土器野５８番地４ 

横町公園北側フェンス 

清須第１１投票区 ７７ 
桃栄四丁目７９番地 

大通公園南側 

清須第１２投票区 ７８ 
寺野花園７４番地 

花園公園南側フェンス 

清須第１２投票区 ７９ 
鍋片二丁目６６番地 

天王公園北側 

清須第１２投票区 ８０ 
寺野元町９２番地 

元町ちびっこ広場西側フェンス 

清須第１２投票区 ８１ 
須ケ口７５０番地 

新川中学校西門横フェンス 

清須第１２投票区 ８２ 
東外町３３番地 

上田公園北側 
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清須第１２投票区 ８３ 
東須ケ口１０６番地 

須ケ口保育園南側フェンス 

清須第１２投票区 ８４ 
須ケ口１２５１番地１ 

英霊之碑裏 

清須第１３投票区 ８５ 
阿原八幡１１４番地 

八幡公園東側 

清須第１３投票区 ８６ 
阿原鴨池１７７番地 

鴨池公園西側 

清須第１３投票区 ８７ 
阿原池之表３２番地 

星の宮保育園東側フェンス 

清須第１３投票区 ８８ 
寺野美鈴６０番地 

カルチバ新川駐車場南側 

清須第１３投票区 ８９ 
阿原宮前２１番地 

農協阿原支店向かい側ガードパイプ 

清須第１３投票区 ９０ 
阿原神門１２５番地 

星の宮小東門横フェンス 

清須第１３投票区 ９１ 
助七五反田８０ 

㈱イトウ開発南側駐車場西側ガードパイプ 

清須第１４投票区 ９２ 
春日上須ケ田９５番地１ 

ネギヤ公園南側 

清須第１４投票区 ９３ 
春日弐屋敷１８番地 

蓮花寺児童遊園東側フェンス 

清須第１４投票区 ９４ 
春日野方４９番地１ 

分地児童遊園西側フェンス 

清須第１４投票区 ９５ 
春日夢の森１番地 

夢広場はるひ入口横フェンス 

清須第１４投票区 ９６ 
春日夢の森８１番地 

西牧・新田ふれあい広場東側フェンス 
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清須第１４投票区 ９７ 
春日西牧前２１番地 

西牧ちびっこ広場北側 

清須第１４投票区 ９８ 
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 ９９ 
春日宮重町２５２番地 

宮重児童遊園北側フェンス 

清須第１５投票区 １００ 
春日落合１８９番地 

落合ちびっこ広場東側フェンス 

清須第１５投票区 １０１ 
春日東出８番地２ 

春日公民館東側ガードパイプ 

清須第１５投票区 １０２ 
春日振形１２９番地 

春日支所前植込み 

清須第１５投票区 １０３ 
春日社子地２６番地 

春日配水場南側フェンス 

清須第１５投票区 １０４ 
春日砂賀東４９番地１ 

中之切公園南側 

清須第１５投票区 １０５ 
春日新町８２番地 

下之切児童遊園西側フェンス 
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