
別表第１

投票区名 登録者数
新町 2,419
入船 3,500
杉山 2,930
野田 2,175
豊島 3,885
東郷西 3,894
東郷中 1,919
東郷東 2,034
舟着 1,423
八名南 2,161
八名北 1,729
庭野 797

能登瀬 742

巣山 229
鳳来寺 1,037

連谷 317
布里 681
愛郷 211

黄柳野 232
鳳来東 760
菅守 364

28 42,584
※　想定投票所施設については、選挙執行時の状況等により変更する。
※　登録者数は、平成19年12月2日定時登録。
※　実施時期：平成２０年４月１日
　　　　　　　　　決定した投票区は、平成２０年４月１日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について
　　　　　　　　　適用し、平成２０年３月３１日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、従前
　　　　　　　　　のとおりとする。
＊１投票区当たりの登録者数の比較

760人 （1投票区当り） 1,521人 （1投票区当り）

3,894人 （平井） 3,894人 （東郷西）
59人 （島田） 211人 （愛郷）

＊投票区登録者数段階別の比較
現行 再編後 比較
29 6 ▲ 23
14 7 ▲ 7
5 3 ▲ 2
2 2 0
3 5 2
1 2 1
0 1 1
2 2 0
56 28 ▲ 28

　農村環境改善センター

　鳳来東小学校
　農村集落共同利用施設

　開成小学校

　巴小学校

　布里コミュニティセンター　鳳来西小学校　生活改善センター

　愛郷公民館

　山吉田トレーニングセンター

　黄柳野小学校

　巣山老人憩の家
　玖老勢コミュニティプラザ

　海老構造改善センター

　連谷小学校

　上新戸、中新戸、下新戸、柿本、五反田、定国、
　紺東、紺西、大田輪、山吉田山中、小阿寺、
　高野、川上、中平、松沢、矢田、竹ノ輪
　多利野、黄柳野
　名号、鳳来川合、池場

　橋平、湯谷、槙原、ドウデイ、柿平、能登瀬、名越 　東部高齢者生きがいセンター
　浅畑、下平、東矢田、寺林、大峠、引地、阿寺大沢、
　大野1番組、大野2番組、大野3番組、

　鳳来中央集会所

2,501～3,000  
3,001～3,500  
3,501～4,000  
合　　計

501～1,000  
1,001～1,500  
1,501～2,000  
2,001～2,500  

最大登録者数
最小登録者数

区　　分
～500  

区　　分 現　　行 再 編 後
平均登録者数

協和 462
　和田、見代、戸津呂、杉平、赤羽根、小林、
　東高松、大和田、田代

巴 973
　長者平、鴨ケ谷、市場、作手須山、北畑、
　野郷、作手川合、相寺

開成 801

　守義、菅沼、木和田、善夫
　黒瀬、西田原、東田原、岩波、南中河内、
　北中河内、明和

【決定した投票区】 衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議員及び長の選挙関係

山吉田 1,217

　島田、恩原、大輪、湯島

　四谷、連合
　布里、只持、一色、塩瀬、源氏

海老 767
　海老千原田、海老下町、海老中町、海老丁塚、
　海老入洞、海老川売、海老山中、海老須山、
　海老副川

　秋葉巣山、七郷一色
　玖老勢、副川、門谷

大野 2,093
　大野4番組、大野5番組、大野6番組、
　大野7番組、大野8番組、井代、睦平、細川

長篠 2,832
　長篠西、本郷、内金上、内金下、杉下、芳ケ入、
　富保、蔵平、小川、栗衣、大平、本久

　一鍬田公民館　黒田、一鍬田、八名井、東清水野
　庭野 　庭野公民館

　塩沢構造改善センター　市川、塩沢、鳥原、吉川
　富岡公民館（富岡ふるさと会館）　小畑、中宇利、富岡東部、富岡中部、富岡西部

　大宮、牛倉、須長、八束穂、竹広、川路 　東郷中保育園
　浅谷、出沢、横川、大海、有海、緑が丘 　東郷東保育園

　諏訪、野田、中市場、稲木、上市場東住宅
　大野田、豊島、川田、川田原、上市場西住宅
　平井、上平井、矢部、富沢、富永

　千郷西保育園
　東郷西小学校

投票区の区域（行政区名） ※ 参考（想定投票所施設）

　鳳来保健センター

　東新町、西新町、弁天 　東新町公民館
　本町、入船、新城中町、栄町、橋向、的場 　新城市勤労青少年ホーム

　西部公民館（ちさと館）
　野田公民館

　片山、徳定、山、臼子、今出平、杉山、石田



別表第２
投票区名

杉山
野田
豊島
東郷西
東郷中
東郷東
舟着
八名南
八名北

能登瀬

巣山
鳳来寺

連谷
布里
愛郷

黄柳野
鳳来東
菅守

26

※　想定投票所施設については、選挙執行時の状況等により変更する。
※　実施時期：平成２０年４月１日
　　　　　　　　　決定した投票区は、平成２０年４月１日以後その期日を公示され、又は告示される
　　　　　　　　　選挙について適用し、平成２０年３月３１日までにその期日を公示され、又は告示さ
　　　　　　　　　れた選挙については、従前のとおりとする。

　巴小学校

　農村環境改善センター

【決定した投票区】

　山吉田トレーニングセンター

　黄柳野小学校
　鳳来東小学校
　農村集落共同利用施設

　海老構造改善センター

　連谷小学校
　布里コミュニティセンター　鳳来西小学校　生活改善センター

　愛郷公民館

　鳳来保健センター

　東部高齢者生きがいセンター

　鳳来中央集会所

　巣山老人憩の家　秋葉巣山、七郷一色
　玖老勢、副川、門谷
　海老千原田、海老下町、海老中町、海老丁塚、

　紺東、紺西、大田輪、山吉田山中、小阿寺、

　島田、恩原、大輪、湯島

　四谷、連合
　布里、只持、一色、塩瀬、源氏

　平井、上平井、矢部、富沢、富永

投票区の区域（行政区名） ※ 参考（想定投票所施設）
　東新町、西新町、本町、入船、新城中町、
　栄町、橋向、的場、弁天

　東新町公民館

　西部公民館（ちさと館）
　野田公民館
　千郷西保育園

協和
　和田、見代、戸津呂、杉平、赤羽根、小林、
　東高松、大和田、田代

巴
　長者平、鴨ケ谷、市場、作手須山、北畑、
　野郷、作手川合、相寺

　北中河内、明和
　開成小学校

　名号、鳳来川合、池場

山吉田

開成

　守義、菅沼、木和田、善夫
　黒瀬、西田原、東田原、岩波、南中河内、

　高野、川上、中平、松沢、矢田、竹ノ輪
　多利野、黄柳野

　上新戸、中新戸、下新戸、柿本、五反田、定国、

海老 　海老入洞、海老川売、海老山中、海老須山、
　海老副川

　玖老勢コミュニティプラザ

大野

　橋平、湯谷、槙原、ドウデイ、柿平、能登瀬、名越

長篠

　黒田、庭野、一鍬田、八名井、東清水野
　長篠西、本郷、内金上、内金下、杉下、芳ケ入、
　富保、蔵平、小川、栗衣、大平、本久

　浅畑、下平、東矢田、寺林、大峠、引地、阿寺大沢、
　大野1番組、大野2番組、大野3番組、
　大野4番組、大野5番組、大野6番組、
　大野7番組、大野8番組、井代、睦平、細川

　一鍬田公民館

　市川、塩沢、鳥原、吉川
　小畑、中宇利、富岡東部、富岡中部、富岡西部

　塩沢構造改善センター
　富岡公民館（富岡ふるさと会館）

中部

農業委員会委員の選挙関係

　浅谷、出沢、横川、大海、有海、緑が丘
　東郷中保育園
　東郷東保育園

　東郷西小学校
　大宮、牛倉、須長、八束穂、竹広、川路

　片山、徳定、山、臼子、今出平、杉山、石田
　諏訪、野田、中市場、稲木、上市場東住宅
　大野田、豊島、川田、川田原、上市場西住宅




