
野田市選挙管理委員会告示第６号  

 

令和４年５月２２日執行予定の野田市議会議員一般選挙における公職選挙法（昭和２５

年法律第１００号）第１４４条の２第１項に規定するポスター掲示場の設置場所を別紙の

とおり設置した。 

 

令和４年５月１２日 

 

                    野田市選挙管理委員会 
                     委員長 金 子 憲 一 
 



第５投票区

野田市山崎2122番地先 どんぐり公園前

投票区名 ポスター掲示場の設置場所 備  考

第１投票区

野田市野田722番地先 野田愛宕神社脇

野田市野田350番地先 キッコーマン社員駐車場前

野田市野田350番地の4先 野田児童遊園前

野田市野田399番地先 スポーツクラブルネサンス向側

野田市野田794番地先 中央小グランド東門脇

野田市野田793番地先 中央小グランド北門脇

野田市野田611番地先 野田学童保育所前

第２投票区

野田市野田376番地の1先 春風館道場前

野田市上花輪753番地の1先 宝山広場前

野田市野田178番地先 平成食品工業前

野田市上花輪629番地先 上花輪香取神社脇

野田市上花輪498番地先 市営上花輪団地２号棟前

野田市上花輪729番地先 中華花輪屋前

野田市上花輪766番地先 門倉氏宅裏

第３投票区

野田市清水787番地先 清水台小学校入口脇

野田市清水760番地先 清水台小学校南側

野田市堤台438番地の133先 松山第一公園北側

野田市堤台484番地の1先 野田市消防団第６分団器具置場脇

野田市桜の里一丁目4番地先 桜の里公園前

野田市中野台53番地先 堤台児童遊園前

野田市中野台17番地の1先 乳児保育所入口脇

第４投票区

野田市山崎1594番地の81先 上宿第二公園前

野田市山崎1594番地の41先 上宿公園東側

野田市山崎1870番地の6先 梅郷駅西口前

野田市山崎1065番地先 山中氏宅裏

野田市山崎1736番地先 うめさとこども館前

野田市山崎1503番地先 南部小学校西側

野田市みずき一丁目6番地先 みずき一丁目公園前

野田市山崎1314番地先 市営西大和田第一団地１号棟前

野田市山崎2733番地先 山崎小学校東門前

野田市山崎2733番地先 山崎小学校正門前

野田市山崎2008番地先 南コミュニティ会館前

野田市山崎1964番地先 渡会氏宅裏

野田市山崎1873番地の10先 梅郷駅東口前

野田市山崎2022番地の1先 中地第二児童遊園前

野田市山崎2380番地の13先 東新田公園前



投票区名 ポスター掲示場の設置場所 備  考

野田市光葉町三丁目11番地先 光葉町第六公園

第１０投票区

野田市谷津25番地の1先

野田市目吹175番地先 山崎氏宅前

第６投票区

野田市今上531番地の1先 今上児童遊園脇（墓地脇）

野田市今上1460番地先 岡安氏宅前

野田市今上2020番地の1先 今上中組自治会館前

野田市今上1946番地の1先 岡田氏宅裏

野田市今上1782番地の3先 今上下組自治会館脇

野田市今上157番地先 須賀製畳脇

第７投票区

野田市目吹1771番地先 松本氏宅脇

野田市鶴奉25番地先 鶴奉公園北側

野田市鶴奉174番地の1先 東部公民館前

野田市鶴奉220番地先 東部小学校裏

野田市鶴奉262番地先 補修事務所前

野田市目吹1410番地先 塩田商店前

野田市目吹1368番地の7先 海老沼氏宅脇

野田市目吹133番地先 倉持氏宅裏

野田市目吹563番地先 飯田梨園前

第８投票区

野田市横内37番地先 小山氏宅裏

野田市中根6番地の4先 イオンノア店駐車場入口脇

野田市中根6番地の46先 イオンノア店駐車場南角

野田市花井238番地先 平井氏宅裏

野田市花井250番地の38先 中根八幡公園北側

野田市中根31番地先 中根鹿嶋神社脇

野田市中根97番地先 キッコーマン野田工場製造第２部前

第９投票区

野田市柳沢24番地先 野田健康福祉センター前

野田市野田869番地先 第一中学校前

野田市野田869番地先 第一中学校南側

野田市野田826番地先 愛宕児童遊園前

野田市清水公園東二丁目17番地先 けやき公園前

野田市宮崎45番地先 宮崎小学校正門脇

野田市野田788番地の3先 愛宕駅東口駅前広場

野田市吉春928番地の5先 七光台駅西口

北部小学校前

野田市谷津384番地先 北部公民館前

野田市清水公園東一丁目26番地先 さくら公園

野田市吉春646番地の2先 藤井氏宅裏

野田市清水公園東一丁目2番地の1先 清水公園駅東口前

野田市吉春29番地先 ㈱シティ倉庫脇



投票区名 ポスター掲示場の設置場所 備  考

野田市中里556番地先

野田市中里136番地の1先

川間公民館前

川間中学校前

染谷氏宅脇野田市中里1622番地先

第１１投票区

野田市岩名1700番地先 岩名中学校前

野田市岩名1015番地の5先 間中氏宅脇

野田市岩名1008番地先 須田氏宅脇

野田市岩名1169番地の2先 高橋氏宅前

野田市岩名675番地の2先 高橋酒店前

野田市岩名1123番地先 宮田氏宅前

第１２投票区

野田市谷津1145番地の3先 谷吉会館前

野田市日の出町16番地先 日の出町北公園前

野田市日の出町25番地先 日の出町南公園前

野田市吉春1287番地の6先 近藤氏宅前

野田市吉春1182番地の2先 まめバス　木戸口バス停脇

野田市谷吉112番地先 ファミリーマート野田谷津店向側

野田市船形1603番地先 中村材木店前

第１３投票区

野田市中里3026番地の7先 中里上自治会館脇

野田市中里2764番地先 阿部権現神社前

野田市中里939番地先 川間小学校南門脇

野田市中里497番地の1先 ちば東葛農業協同組合川間支店前

寺田氏宅前

野田市船形1173番地の1先 船形中央会館前

野田市泉一丁目３番地の２先

第１４投票区

野田市船形4535番地先 船形紫ま会館前

野田市船形2005番地1先 相嶋氏宅裏

野田市船形2410番1地先 野田市船形2410番1地先交差点

野田市船形2370番地の1先 石川氏宅脇（元ひよこ幼稚園脇）

野田市船形1107番地先

たっぱた公園前

野田市船形670番地先 船形下自治会館脇

第１５投票区

野田市東金野井1265番地先 金野井天神社入口

野田市東金野井850番地先 東金野井浄水場東側

野田市尾崎1443番地の1先 尾崎小学校南側

野田市尾崎1415番地先 尾崎小学校前

野田市尾崎2227番地先 威徳院入口

野田市日の出町4番地先 日の出町西公園前

野田市尾崎1181番地の2先 マルギクヤ菓子店前



投票区名 ポスター掲示場の設置場所 備  考

第１６投票区

野田市小山2714番地先 石塚牧場脇

野田市小山4335番地先 逆井氏宅脇

野田市小山3127番地先 小山自治会館入口

野田市小山2900番地先 小山稲荷陵前

野田市小山3644番地の1先 鈴木モータース前

野田市船形4649番地先 柳氏宅脇

第１７投票区

野田市西三ケ尾578番地先 西三ケ尾正西房前

野田市上三ケ尾324番地先 平井氏宅脇

野田市西三ケ尾988番地先 福田第二小学校前

野田市下三ケ尾807番地先 白旗氏宅脇

野田市下三ケ尾601番地の1先 普門寺前

野田市下三ケ尾44番地の2先 下三ケ尾自治会館前

野田市下三ケ尾20番地先 寺田氏宅脇

第１８投票区

野田市瀬戸1087番地の1 福田土地改良区揚水機場前

野田市三ツ堀1372番地先 福田第一小学校前

野田市三ツ堀1175番地先 高橋氏宅脇

野田市瀬戸970番地先 福田公民館前

野田市三ツ堀586番地の6先 福田郵便局脇

野田市三ツ堀70番地先 東屋酒店向側

野田市瀬戸587番地先 岡田氏宅前

野田市三ツ堀265番地先 野田市清掃工場前

第１９投票区

野田市木野崎2559番地の1先 高根自治会館先大森氏宅脇

野田市木野崎2380番地の8先 小山氏宅前

野田市木野崎918番地先 染谷氏宅裏

野田市木野崎812番地先 木野崎香取神社前

野田市木野崎891番地の2先 木野崎農業構造改善センター前

野田市木野崎281番地の2先 山崎氏宅前

野田市木野崎399番地先 新町自治会館前

野田市木野崎1790番地先 大久保ガソリンスタンド脇

第２０投票区

野田市清水921番地先 市営野球場前

野田市清水878番地の1先 清水公園南側

野田市清水894番地先 戸辺氏宅前

野田市清水673番地先 出井ノ下東公園南側

野田市清水654番地の1先 駒崎氏宅前

野田市清水673番地の226先 出井ノ下西公園前

野田市清水668番地先 清水八幡神社境内



投票区名 ポスター掲示場の設置場所 備  考

川間駅前青年館向側野田市尾崎304番地の1先

第２１投票区

野田市七光台448番地の1先 ドラッグストア　セキ川間店東向側

野田市七光台242番地の1先 七光台会館前

野田市七光台170番地の3先 光ビジネスフォーム㈱野田工場前

野田市七光台20番地の1先 七光台小学校前

野田市七光台305番地の8先 七光台第六公園

野田市蕃昌47番地先 蕃昌昌光会館脇

野田市蕃昌21番地の3先 羽田自動車商会前

野田市七光台182番地の27先 七光台児童公園

第２２投票区

野田市尾崎台20番地の2先 尾崎南第一公園西側

野田市尾崎台20番地の2先 尾崎南第一公園北側

野田市尾崎825番地の15先 川間駅北口駅前広場

野田市尾崎229番地の2先 堂山公園前

野田市尾崎台3番地の1先 尾崎南第二公園

第２３投票区

野田市清水482番地先 清水高等学校正門脇

野田市清水451番地の1先 エル101薬局脇

野田市清水382番地の3先 清水公園駅入口

野田市清水371番地の2先 清水市民の森

野田市清水246番地先 旧日本専売公社野田営業所前

野田市清水246番地先 旧日本専売公社野田営業所脇

野田市清水193番地の2先 島田冷菓前

第２４投票区

野田市柳沢139番地先 柳沢小学校脇

野田市鶴奉586番地先 庚申塚公園前

野田市鶴奉5番地の1先 中央公民館前

野田市鶴奉7番地の1先 野田市役所前

野田市宮崎81番地先 宮崎公園前

野田市宮崎150番地先 市営住宅宮崎団地向側

野田市鶴奉73番地先 あさひ育成園前

第２５投票区

野田市中根324番地先 野田市水道部前

野田市木野崎1901番地の4先 上鹿野公園前

野田市大殿井371番地の68先 長割公園前（スポーツ公園前）

野田市木野崎1758番地先 鹿野公園前

野田市大殿井83番地の175先 真福寺第二公園前（南公園前）

野田市大殿井83番地先 真福寺第一公園前

野田市宮崎324番地の4先 野田ガス㈱旧ガス貯蔵所前



投票区名 ポスター掲示場の設置場所 備  考

第２６投票区

野田市上花輪1358番地先 太子堂長命寺前

野田市上花輪1176番地先 太子堂自治会館前

野田市桜木11番地先 桜台公園西側

野田市中根139番地先 第二中学校南側

野田市桜台139番地先 第二中学校西側

野田市野田110番地先 キッコーマン野田工場製造第１部東側

野田市上花輪1459番地の2先 キッコーマン野田工場製造第１部南側

第２７投票区

野田市山崎2704番地先 県営野田山崎住宅入口

野田市山崎2638番地の75先 西亀山第三公園前

野田市山崎2697番地先 西亀山青年館前

野田市山崎2696番地の14先 デイリーストアスミノヤ東側月極駐車場前

野田市山崎2641番地先 東京理科大学グラウンド北側

野田市山崎2641番地先 東京理科大学西側

野田市山崎2658番地の3先 東京理科大学４号館前

第２８投票区

野田市中野台168番地先 欅のホール前

野田市中野台254番地の1先 野田中野台県営住宅前

野田市中野台521番地の3先 キッコーマン野田工場製造第３部北側

野田市中野台843番地の1先 野田市中野台交差点脇

野田市中野台鹿島町32番地の1先 第一号鹿島町公園前

野田市中野台鹿島町3番地先 第二号鹿島町公園前

野田市中野台305番地先 中野台鹿島神社東側

第２９投票区

野田市花井190番地先 戸辺氏宅脇

野田市花井一丁目13番地先 花井一丁目公園前

野田市花井10番地の1先 中村氏宅脇

野田市花井67番地先 南部中学校正門脇

野田市花井160番地の38先 花井三丁歩公園北側

野田市山崎1328番地先 市営西大和田第三団地４号棟前

野田市桜木20番地先 桜木自治会駐車場前

第３０投票区

野田市岩名一丁目16番地先 川間駅南第一公園前

野田市岩名一丁目55番地先 川間駅南第三公園西側

野田市岩名一丁目55番地先 川間駅南第三公園東側

野田市岩名二丁目39番地先 川間駅南中央公園西側

野田市岩名二丁目12番地先 岩木小学校前

野田市岩名二丁目20番地の1先 間中氏宅前

野田市岩名二丁目59番地先 川間駅南第五公園前

野田市岩名二丁目39番地先 川間駅南中央公園東側



投票区名 ポスター掲示場の設置場所 備  考

第３１投票区

野田市上花輪新町3番地の14先 朝日ヶ丘公園前

野田市上花輪新町9番地の6先 ＮＴＴ-野田ラインマンセンター

野田市上花輪新町14番地先 花輪保育所前

野田市上花輪新町19番地先 上花輪新町公園南口脇

野田市上花輪新町23番地先 上花輪新町青年館前

野田市上花輪新町19番地先 上花輪新町公園東口脇

野田市野田7番地の2先 新下町バス停前

第３２投票区

野田市山崎222番地の6先 中村氏宅脇

野田市山崎梅の台4番地先 梅の台公園前

野田市みずき四丁目8番地先 みずき四丁目公園前

野田市山崎貝塚町26番地先 史跡山崎貝塚南側

野田市みずき二丁目19番地先 みずき公園前

野田市山崎貝塚町26番地の4先 史跡山崎貝塚北側

野田市みずき三丁目1番地先 ホーマックスーパーデポ野田みずき店

第３３投票区

野田市山崎2549番地先 島会館駐車場西側

野田市山崎746番地の1先 大塚氏宅前

野田市山崎850番地先 窪田氏宅前

野田市山崎2556番地の1先 山崎児童遊園前

野田市山崎2549番地先 島会館前

野田市山崎2570番地の15先 島公園前

野田市山崎2702番地先 江戸川病院前

第３４投票区

野田市三ツ堀484番地の279先 野田梅郷団地１１号公園前

野田市三ツ堀433番地の133先 野田梅郷団地８号公園前

野田市三ツ堀454番地の16先 野田梅郷団地７号公園前

野田市二ツ塚461番地の74先 野田梅郷団地５号公園前

野田市三ツ堀969番地の371先 野田梅郷団地４号公園前

野田市瀬戸235番地の68先 野田梅郷団地３号公園前（上灰毛第二公園）

野田市二ツ塚485番地の2先 二ツ塚小学校前

第３５投票区

野田市尾崎807番地の3先 川間トンボ公園前

野田市岩名2009番地先 尾崎前公園前

野田市春日町11番地先 川間駅南第四公園北側

野田市春日町16番地の1先 北コミュニティ会館東側

野田市春日町40番地先 春日町公園前

野田市五木新町28番地先 五木新町公園前

野田市五木新町12番地先 川間駅南第二公園北側



投票区名 ポスター掲示場の設置場所 備  考

第３６投票区

野田市関宿台町2883番地先 大谷氏宅前

野田市関宿台町1401番地の3先 関宿あおぞら広場前

野田市関宿台町274番地先 佐藤氏宅前

野田市関宿台町6363番地の1先 鳩貝氏宅前

野田市関宿台町2558番地の1先 関宿公民館前

野田市関宿台町171番地先 関宿小学校校門脇

野田市関宿台町2103番地の2先 落合氏宅前

第３７投票区

野田市関宿台町361番地の3先 髙林氏宅前

野田市関宿台町2027番地の1先 ネクスタラッピィ（株）千葉工場南側

野田市関宿台町1006番地の1先 下納谷浅間神社前

野田市関宿元町131番地先 富澤氏宅前

野田市はやま19番地の2先 はやま第２号緑地

第３８投票区

野田市はやま2番地の1先 はやま第二公園

野田市東高野35番地の2先 渡辺氏宅前

野田市西高野343番地の4先 吉野氏宅脇

野田市新田戸445番地の1先 中戸揚水ポンプ場前

野田市新田戸686番地先 諏訪神社前

野田市新田戸596番地先 由岐油店前

野田市中戸49番地先 中戸児童遊園前

第３９投票区

野田市新田戸834番地先 西山団地入口前

野田市桐ケ作1099番地先 桐ケ作児童遊園前

野田市柏寺246番地の1先 岡安酒店前

野田市柏寺296番地先 ちば東葛農業協同組合二川支店前

野田市桐ケ作480番地の1先 関宿学校給食センター前

野田市桐ケ作172番地先 上原氏宅前

野田市桐ケ作1567番地先 桐ケ作香取神社前

野田市桐ケ作51番地の1先 二川公民館前

第４０投票区

野田市桐ケ作418番地先 二川中学校前

野田市古布内1526番地の1先 古布内公園

野田市古布内879番地の2先 福田氏宅前

野田市古布内1636番地先 山一倉庫前

野田市古布内1733番地の5先 倉持氏宅前

野田市古布内1165番地先 斉藤設備前

野田市古布内299番地先 田村商店前



投票区名 ポスター掲示場の設置場所 備  考

第４１投票区

野田市なみき三丁目17番地先 イースタン精工㈱脇

野田市なみき二丁目16番地先 なみき二丁目公園

野田市なみき二丁目4番地先 関宿中央ターミナル脇

野田市木間ケ瀬620番地先 関宿複合センター前

野田市東宝珠花550番地先 東宝公会堂前

野田市東宝珠花237番地の1先 いちいのホール前

野田市東宝珠花260番地の1先 関宿保健センター前

野田市東宝珠花234番地の1先 関宿中央小学校校門脇

第４２投票区

野田市木間ケ瀬1933番地の2先 羽貫須賀神社前

野田市木間ケ瀬2073番地先 木間ケ瀬浄水場前

野田市木間ケ瀬1866番地1先 木間ケ瀬1866-1地先植樹帯

野田市木間ケ瀬1790番地の1先

木間ケ瀬小学校校門前

野田市木間ケ瀬9370番地の1先

木間ケ瀬第二児童遊園前

野田市木間ケ瀬762番地の3先 青木氏宅脇

野田市木間ケ瀬479番地先 白山神社前

野田市木間ケ瀬115番地の2先 ㈱マルリ脇

野田市木間ケ瀬3161番地の1先 木間ケ瀬郵便局脇

野田市木間ケ瀬505番地先 池澤氏宅前

第４３投票区

野田市木間ケ瀬1365番地の1先 メープルアベニュー団地入口

野田市木間ケ瀬3393番地の1先 木間ケ瀬中学校前

野田市木間ケ瀬3640番地先

野田市木間ケ瀬2764番地の9先 鈴木建具店前

野田市木間ケ瀬2546番地の1先 小林氏宅脇

野田市木間ケ瀬2568番地先

和田商店南向側

野田市木間ケ瀬5894番地の1先 木間ケ瀬5894番地1　ごみ集積場脇

野田市木間ケ瀬6183番1地先 大山自治会館入口

第４５投票区

野田市木間ケ瀬5409番地の1先 新宿団地入口前

野田市木間ケ瀬5290番地先 王様製菓㈱野田工場前

第４４投票区

野田市木間ケ瀬4263番地の1先 木間ケ瀬第一児童遊園前

野田市木間ケ瀬2935番地先 木間ケ瀬公民館前

野田市岡田550番地の5先 岡田農業構造改善センター前

野田市岡田587番地の43先 下尻坪１公園前

野田市岡田740番地の3先 ＪＡ岡田集出荷所前

野田市木間ケ瀬5046番地先 新宿須賀神社前

野田市木間ケ瀬5159番地の3先 木村氏宅脇

野田市平井412番地の1先 平井中継ポンプ場前

飯村氏宅前

野田市木間ケ瀬2464番地先 関宿グリーンテニスクラブ前

野田市木間ケ瀬4376番地先 関宿高校前



梅郷駅西口前野田市山崎1870番地の6先

中地第二児童遊園前野田市山崎2022番地の1先

東新田公園前野田市山崎2380番地の13先

野田市山崎2733番地先

山崎小学校正門前野田市山崎2733番地先

南コミュニティ会館前野田市山崎2008番地先

渡会氏宅裏野田市山崎1964番地先第５投票区

うめさとこども館前野田市山崎1736番地先

南部小学校西側野田市山崎1503番地先

みずき一丁目公園前野田市みずき一丁目6番地先

市営西大和田第一団地１号棟前野田市山崎1314番地先

山崎小学校東門前

野田児童遊園前野田市野田350番地先

キッコーマン本社駐車場北向側野田市野田350番地先

投票区名 備  考ポスター掲示場の設置場所

野田愛宕神社脇野田市野田722番地先

野田市清水1088番地先

野田学童保育所前野田市野田611番地先

第１投票区

中央小グランド北門脇野田市野田793番地先

中央小グランド東門脇野田市野田794番地先

スポーツクラブルネサンス向側野田市野田399番地先

市営上花輪団地２号棟前野田市上花輪498番地先

上花輪香取神社脇野田市上花輪629番地先第２投票区

平成食品工業前野田市野田178番地先

宝山広場前野田市上花輪753番地の1先

キッコーマン本社駐車場東側

清水台小学校入口脇野田市清水787番地先

門倉氏宅裏野田市上花輪766番地先

中華花輪屋前野田市上花輪729番地先

堤台地区自治会事務所前（旧老人ホーム楽寿園）野田市堤台487番地先

松山第一公園北側野田市堤台438番地の133先

清水台小学校南側野田市清水760番地先

第４投票区

上宿第二公園前野田市山崎1594番地の81先

乳児保育所入口脇野田市中野台17番地の1先

第３投票区

堤台児童遊園前野田市中野台53番地先

堤台八幡神社脇野田市堤台496番地先

山中氏宅裏野田市山崎1065番地先

梅郷駅東口前野田市山崎1873番地の10先

上宿公園東側野田市山崎1594番地の41先



投票区名 備  考ポスター掲示場の設置場所

㈱シティ倉庫脇野田市吉春29番地先

七光台駅（東口）入口交差点前野田市吉春807番地の1先

藤井氏宅裏野田市吉春646番地の2先

清水公園駅東口前野田市清水公園東一丁目2番地先

野田市宮崎45番地先

大塚氏宅前野田市宮崎50番地先

七光台駅西口野田市吉春928番地の5先

第１０投票区

北部小学校前野田市谷津25番地の1先

北部公民館前野田市谷津384番地先

第一中学校前野田市野田869番地先

第９投票区

第一中学校南側野田市野田869番地先

愛宕児童遊園前野田市野田826番地先

けやき公園前野田市清水公園東二丁目17番地先

宮崎小学校正門脇

中根鹿嶋神社脇野田市中根31番地先

キッコーマン野田工場製造第２部前野田市中根97番地先

柳沢24番地　野田健康福祉センター前野田市柳沢24番地先

野田市中根6番地の4先

イオンノア店駐車場南角野田市中根6番地の46先

平井氏宅裏野田市花井238番地先

中根八幡公園北側野田市花井250番地の38先

海老沼氏宅脇野田市目吹1368番地の7先

倉持氏宅裏野田市目吹133番地先

第８投票区

山崎氏宅前野田市目吹175番地先

小山氏宅裏野田市横内37番地先

イオンノア店駐車場入口脇

東部小学校裏野田市鶴奉220番地先

補修事務所前野田市鶴奉262番地先

塩田商店前野田市目吹1410番地先

野田市今上1782番地の3先

須賀製畳脇野田市今上157番地先

松本氏宅脇野田市目吹1771番地先

第７投票区

藤井氏宅裏野田市柳沢298番地の1先

東部公民館前野田市鶴奉174番地の1先

今上児童遊園脇（墓地脇）野田市今上531番地の1先

第６投票区

岡安氏宅前野田市今上1460番地先

今上中組自治会館前野田市今上2020番地の1先

岡田氏宅裏野田市今上1946番地の1先

今上下組自治会館脇



投票区名 備  考ポスター掲示場の設置場所

マルギクヤ菓子店前野田市尾崎1181番地の2先

尾崎小学校前野田市尾崎1415番地先

威徳院入口野田市尾崎2227番地先

日の出町西公園前野田市日の出町4番地先

第１５投票区

船形下自治会館脇野田市船形670番地先

金野井天神社入口野田市東金野井1265番地先

東金野井浄水場東側野田市東金野井850番地先

尾崎六区自治会館前野田市尾崎1443番地の1先

寺田氏宅前野田市船形1107番地先

船形中央会館前野田市船形1173番地の1先

㈲瀬能工業作業場前野田市船形59番地先

船形駐在所西側野田市船形1951番地の1先

船形猪穴青年館脇野田市船形2453番地先

石川氏宅脇（元ひよこ幼稚園脇）野田市船形2370番地の1先

ちば東葛農業協同組合川間支店前野田市中里497番地の1先

染谷氏宅脇野田市中里1622番地先

船形紫ま会館前野田市船形4535番地先

第１３投票区

第１４投票区

川間小学校南門脇野田市中里939番地先

大野氏宅脇野田市中里866番地の1先

川間公民館前野田市中里556番地先

川間中学校前野田市中里136番地の1先

中村材木店前野田市船形1603番地先

染谷氏宅脇野田市中里626番地先

阿部権現神社前野田市中里2764番地先

近藤氏宅前野田市吉春1287番地の6先

中村氏宅前野田市谷津1294番地先

近藤氏宅前野田市吉春1247番地先

谷吉会館前野田市谷津1145番地の3先

日の出町北公園前野田市日の出町16番地先

日の出町南公園前野田市日の出町25番地先

第１１投票区
東京ベット株式会社前野田市岩名1008番地先

第１２投票区

高橋氏宅前野田市岩名1169番地の2先

高橋酒店前野田市岩名675番地の2先

宮田氏宅前野田市岩名1123番地先

岩名中学校前野田市岩名1700番地先

間中氏宅脇野田市岩名1015番地の5先



投票区名 備  考ポスター掲示場の設置場所

野田市清水668番地先

第２０投票区

戸辺氏宅前野田市清水894番地先

出井ノ下東公園南側野田市清水673番地先

駒崎氏宅前野田市清水654番地の1先

出井ノ下西公園前野田市清水673番地の226先

清水八幡神社境内

大久保ガソリンスタンド脇野田市木野崎1709番地先

市営野球場前野田市清水921番地先

清水公園南側野田市清水36番地先

木野崎農業構造改善センター前野田市木野崎891番地の2先

山崎氏宅前野田市木野崎281番地の2先

新町自治会館前野田市木野崎399番地先

野田市木野崎2559番地の1先

小山氏宅前野田市木野崎2380番地の8先

染谷氏宅裏野田市木野崎918番地先

木野崎香取神社前野田市木野崎812番地先
第１９投票区

福田郵便局脇野田市三ツ堀586番地の6先

東屋酒店前野田市三ツ堀70番地先

岡田氏宅前野田市瀬戸587番地先

野田市清掃工場前野田市三ツ堀265番地先

高根自治会館先大森氏宅脇

野田市下三ケ尾20番地先

福田土地改良区揚水機場前野田市瀬戸1087番地の1

第１８投票区

福田第一小学校前野田市三ツ堀1372番地先

高橋氏宅脇野田市三ツ堀1175番地先

福田公民館前野田市瀬戸970番地先

第１７投票区

福田第二小学校前野田市西三ケ尾988番地先

白旗氏宅脇野田市下三ケ尾807番地先

普門寺前野田市下三ケ尾601番地の1先

平井氏宅前野田市下三ケ尾31番地先

寺田氏宅脇

柳氏宅脇野田市船形4649番地先

西三ケ尾正西房前野田市西三ケ尾578番地先

平井氏宅脇野田市上三ケ尾324番地先

小山自治会館入口野田市小山3127番地先

小山稲荷陵前野田市小山2900番地先

鈴木モータース前野田市小山3644番地の1先

石塚牧場脇野田市小山2714番地先

逆井氏宅脇野田市小山4335番地先

第１６投票区



投票区名 備  考ポスター掲示場の設置場所

長割公園前（スポーツ公園前）野田市大殿井371番地の68先

鹿野公園前野田市木野崎1758番地先

真福寺第二公園前（南公園前）野田市大殿井83番地の175先

真福寺第一公園前野田市大殿井83番地先

野田ガス㈱旧ガス貯蔵所前

野田市宮崎150番地先

あさひ育成園前野田市鶴奉73番地先

野田市水道部前野田市中根324番地先

第２５投票区

上野美容室脇野田市大殿井362番地先

野田市宮崎324番地の4先

庚申塚公園前野田市鶴奉586番地先

第２４投票区

中央公民館前野田市鶴奉5番地の1先

野田市役所前野田市鶴奉7番地の1先

宮崎公園前野田市宮崎81番地先

市営住宅宮崎団地向側

野田市清水246番地先

旧日本専売公社野田営業所脇野田市清水246番地先

島田冷菓前野田市清水193番地の2先

柳沢小学校脇野田市柳沢139番地先

清水高等学校正門脇野田市清水482番地先

第２３投票区

山崎外科内科前野田市清水421番地の1先

清水公園駅入口野田市清水382番地の3先

清水市民の森野田市清水371番地の2先

旧日本専売公社野田営業所前

堂山公園前野田市尾崎229番地の2先

尾崎南第二公園野田市尾崎台3番地の1先

川間駅前青年館向側野田市尾崎304番地の1先

野田市尾崎台20番地の2先

尾崎台クリニック前野田市尾崎台7番地の1先

尾崎南第一公園北側野田市尾崎台20番地の2先

山崎氏宅脇野田市尾崎109番地の1先

七光台第六公園野田市七光台305番地の8先

蕃昌昌光会館脇野田市蕃昌47番地先

第２２投票区

羽田自動車商会前野田市蕃昌21番地の3先

イオンタウン野田七光台西側野田市七光台182番地の27先

尾崎南第一公園西側

ドラッグストア　セキ川間店東向側野田市七光台448番地の1先

第２１投票区

七光台会館前野田市七光台242番地の1先

光ビジネスフォーム㈱野田工場前野田市七光台170番地の3先

七光台小学校前野田市七光台20番地の1先



投票区名 備  考ポスター掲示場の設置場所

野田市岩名二丁目20番地の1先

川間駅南第五公園前野田市岩名二丁目59番地先

川間駅南中央公園東側野田市岩名二丁目39番地先

川間駅南第三公園西側野田市岩名一丁目55番地先

第３０投票区

川間駅南第三公園東側野田市岩名一丁目55番地先

川間駅南中央公園西側野田市岩名二丁目39番地先

岩木小学校前野田市岩名二丁目12番地先

間中氏宅前

市営西大和田第三団地４号棟前野田市山崎1328番地先

桜木自治会駐車場前野田市桜木20番地先

川間駅南第一公園前野田市岩名一丁目16番地先

野田市花井一丁目13番地先

中村氏宅脇野田市花井10番地の1先

南部中学校正門脇野田市花井67番地先

花井三丁歩公園北側野田市花井160番地の38先

第一号鹿島町公園前野田市中野台鹿島町32番地の1先

第二号鹿島町公園前野田市中野台鹿島町3番地先

第２９投票区

中野台鹿島神社東側野田市中野台305番地先

戸辺氏宅脇野田市花井190番地先

花井一丁目公園前

野田市山崎2658番地の3先

欅のホール前野田市中野台168番地先

第２８投票区

野田中野台県営住宅前野田市中野台254番地の1先

キッコーマン野田工場製造第３部北側野田市中野台521番地の3先

野田市中野台交差点脇野田市中野台843番地の1先

第２７投票区

西亀山青年館前野田市山崎2697番地先

デイリーストアスミノヤ東側月極駐車場前野田市山崎2696番地の14先

東京理科大学グラウンド北側野田市山崎2641番地先

東京理科大学西側野田市山崎2641番地先

東京理科大学４号館前

キッコーマン野田工場製造第１部南側野田市上花輪1459番地の2先

県営野田山崎住宅入口野田市山崎2704番地先

西亀山第三公園前野田市山崎2638番地の75先

第二中学校南側野田市中根139番地先

第二中学校西側野田市桜台139番地先

キッコーマン野田工場製造第１部東側野田市野田110番地先

太子堂長命寺前野田市上花輪1358番地先

太子堂自治会館前野田市上花輪1176番地先

桜台公園西側野田市桜木11番地先

第２６投票区



投票区名 備  考ポスター掲示場の設置場所

春日町公園前野田市春日町40番地先

五木新町公園前野田市五木新町28番地先

川間駅南第二公園北側野田市五木新町12番地先

野田市二ツ塚485番地の2先

川間トンボ公園前野田市尾崎807番地の3先

第３５投票区

尾崎前公園前野田市岩名2009番地先

川間駅南第四公園北側野田市春日町11番地先

北コミュニティ会館東側野田市春日町16番地の1先

第３４投票区

野田梅郷団地７号公園前野田市三ツ堀454番地の16先

野田梅郷団地５号公園前野田市二ツ塚461番地の74先

野田梅郷団地４号公園前野田市三ツ堀969番地の371先

野田梅郷団地３号公園前（上灰毛第二公園）野田市瀬戸235番地の68先

二ツ塚小学校前

江戸川病院前野田市山崎2702番地先

野田梅郷団地１１号公園前野田市三ツ堀484番地の279先

野田梅郷団地８号公園前野田市三ツ堀433番地の133先

山崎児童遊園前野田市山崎2556番地の1先

島会館前野田市山崎2549番地先

島公園前野田市山崎2570番地の15先

島会館駐車場西側野田市山崎2549番地先

大塚氏宅前野田市山崎746番地の1先

窪田氏宅前野田市山崎850番地先

第３３投票区

みずき四丁目公園前野田市みずき四丁目8番地先

史跡山崎貝塚南側野田市山崎貝塚町26番地先

みずき公園前野田市みずき二丁目19番地先

史跡山崎貝塚北側野田市山崎貝塚町26番地の4先

ホーマックスーパーデポ野田みずき店

野田市上花輪新町19番地先

新下町バス停前野田市野田7番地の2先

中村氏宅脇野田市山崎222番地の6先

第３２投票区

梅の台公園前野田市山崎梅の台4番地先

野田市みずき三丁目1番地先

ＮＴＴ-野田ラインマンセンター野田市上花輪新町9番地の6先

第３１投票区

花輪保育所前野田市上花輪新町14番地先

上花輪新町公園南口脇野田市上花輪新町19番地先

上花輪新町青年館前野田市上花輪新町23番地先

上花輪新町公園東口脇

朝日ヶ丘公園前野田市上花輪新町3番地の14先



投票区名 備  考ポスター掲示場の設置場所

斉藤設備前野田市古布内1165番地先

田村商店前野田市古布内299番地先

野田市古布内1526番地の1先

福田氏宅前野田市古布内879番地の2先

山一倉庫前野田市古布内1636番地先

倉持氏宅前野田市古布内1733番地の5先

第４０投票区

上原氏宅前野田市桐ケ作172番地先

桐ケ作香取神社前野田市桐ケ作1567番地先

二川公民館前野田市桐ケ作51番地の1先

二川中学校前野田市桐ケ作418番地先

旧古布内保育所前

桐ケ作児童遊園前野田市桐ケ作1099番地先

第３９投票区

岡安酒店前野田市柏寺246番地の1先

ちば東葛農業協同組合二川支店前野田市柏寺296番地先

関宿学校給食センター前野田市桐ケ作480番地の1先

野田市新田戸686番地先

由岐油店前野田市新田戸596番地先

中戸児童遊園前野田市中戸49番地先

西山団地入口前野田市新田戸834番地先

はやま第二公園野田市はやま2番地の1先

第３８投票区

渡辺氏宅前野田市東高野35番地の2先

吉野氏宅脇野田市西高野343番地の4先

中戸揚水ポンプ場前野田市新田戸445番地の1先

諏訪神社前

関宿台町2008-2地先（台町東土地区画整理地内）野田市関宿台町2008番地の2先

第３７投票区 下納谷浅間神社前野田市関宿台町1006番地の1先

地蔵尊堂前野田市関宿江戸町765番地の3先

はやま第２号緑地野田市はやま19番地の2先

関宿小学校校門脇野田市関宿台町171番地先

落合氏宅前野田市関宿台町2103番地の2先

髙林氏宅前野田市関宿台町361番地の3先

野田市関宿台町1401番地の3先

佐藤氏宅前野田市関宿台町274番地先

鳩貝氏宅前野田市関宿台町6363番地の1先

関宿公民館前野田市関宿台町2558番地の1先

第３６投票区

大谷氏宅前野田市関宿台町2883番地先

関宿あおぞら広場前



投票区名 備  考ポスター掲示場の設置場所

平井中継ポンプ場前野田市平井412番地の1先

岡田農業構造改善センター前野田市岡田550番地の5先

ＪＡ岡田集出荷所前野田市岡田740番地の3先

新宿須賀神社前野田市木間ケ瀬5046番地先

木村氏宅脇野田市木間ケ瀬5159番地の3先

野田市木間ケ瀬2464番地先

関宿高校脇野田市木間ケ瀬5535番地の9先

新宿団地入口前野田市木間ケ瀬5409番地の1先

第４５投票区

王様製菓㈱野田工場前野田市木間ケ瀬5290番地先

下尻坪１公園前野田市岡田587番地の43先

木間ケ瀬公民館前野田市木間ケ瀬2935番地先

第４４投票区

鈴木建具店前野田市木間ケ瀬2764番地の9先

平井氏宅前野田市木間ケ瀬2546番地の1先

飯村氏宅前野田市木間ケ瀬2568番地先

関宿グリーンテニスクラブ前

八坂神社脇野田市木間ケ瀬6180番地先

木間ケ瀬郵便局脇野田市木間ケ瀬3161番地の1先

木間ケ瀬第一児童遊園前野田市木間ケ瀬4263番地の1先

木間ケ瀬小学校校門前野田市木間ケ瀬3640番地先

和田商店南向側野田市木間ケ瀬9370番地の1先

木間ケ瀬5894番地1　ごみ集積場脇野田市木間ケ瀬5894番地の1先

野田市木間ケ瀬479番地先

㈱マルリ脇野田市木間ケ瀬115番地の2先

第４３投票区

直井氏宅前野田市木間ケ瀬347番地先

メープルアベニュー団地入口野田市木間ケ瀬1365番地の1先

木間ケ瀬中学校前野田市木間ケ瀬3393番地の1先

木間ケ瀬浄水場前野田市木間ケ瀬2073番地先

第４２投票区

木間ケ瀬802-3地先植樹帯野田市木間ケ瀬802番地の3先

木間ケ瀬第二児童遊園前野田市木間ケ瀬1790番地の1先

青木氏宅脇野田市木間ケ瀬762番地の3先

白山神社前

野田市東宝珠花237番地の1先

関宿保健センター前野田市東宝珠花260番地の1先

関宿中央小学校校門脇野田市東宝珠花234番地の1先

羽貫須賀神社前野田市木間ケ瀬1933番地の2先

後藤氏宅脇野田市次木309番地先

第４１投票区

関宿中央ターミナル脇野田市次木59番地の1先

関宿複合センター前野田市木間ケ瀬620番地先

東宝公会堂前野田市東宝珠花550番地先

いちいのホール前

イースタン精工㈱脇野田市次木175番地先


