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市川市長選挙
選挙公報

市内77投票所

投票日
11月24日(日)

午前7時から午後8時まで



⑵備考：この選挙公報は、候補者から提出された原稿をそのまま写真製版により印刷したものです。

市川市長選挙公報 平成25年11月24日執行
市川市選挙管理委員会



⑶

投 票 所 一 覧
投　　票　　所 住　　　　　所 投　　票　　所 住　　　　　所

1 塩浜小学校 塩浜4丁目5-1 39 勤労福祉センター 南八幡2丁目20-1

2 南行徳ハイツ自治会館 南行徳3丁目7-3 40 稲荷木小学校 稲荷木1丁目14-1

3 新井地域ふれあい館 新井3丁目31-1 41 大和田小学校 大和田1丁目1-3

4 新井小学校 新井1丁目18-13 42 八幡小学校 八幡3丁目24-1

5 広尾防災公園管理棟 広尾2丁目3-2 43 菅野保育園 菅野4丁目12-16

6 南行徳公民館 相之川1丁目3-7 44 菅野小学校 菅野6丁目14-1

7 富美浜地域ふれあい館 欠真間2丁目31-5 45 胡録神社 新田1丁目3-1

8 富美浜小学校 南行徳2丁目3-1 46 平田小学校 平田3丁目28-1

9 福栄中学校 福栄3丁目4-1 47 鶴指小学校 大和田4丁目11-1

10 香取地域ふれあい館 香取2丁目19-1 48 大洲保育園 大洲2丁目3-8

11 南行徳小学校 欠真間1丁目6-38 49 大洲幼稚園 大洲4丁目3-12

12 押切自治会館 押切6-6 50 大洲小学校 大洲4丁目18-1

13 新浜小学校 行徳駅前4丁目5-1 51 市川南保育園 市川南4丁目1-15

14 南新浜小学校 新浜1丁目26-1 52 市川地域ふれあい館 市川2丁目7-7

15 行徳支所 末広1丁目1-31 53 宮田小学校 新田4丁目8-15

16 伊勢宿自治会館 伊勢宿8-6 54 市川八幡神社 市川1丁目19-1

17 塩焼第二保育園 塩焼3丁目11-15 55 市川小学校 市川2丁目32-5

18 幸小学校 幸1丁目11-1 56 真間小学校 真間4丁目1-1

19 塩焼小学校 塩焼5丁目9-8 57 第二中学校 須和田2丁目34-1

20 妙典中学校 妙典5丁目22-1 58 国府台高校 国府台2丁目4-1

21 行徳小学校 富浜1丁目1-40 59 国府台小学校 国府台5丁目25-4

22 本行徳公民館 本行徳12-8 60 いきいきセンター北国分 北国分1丁目12-32

23 妙典小学校 妙典2丁目14-2 61 歴史博物館 堀之内2丁目27-1

24 二俣小学校 二俣678 62 中国分小学校 中国分1丁目22-1

25 信篤市民体育館 高谷1丁目8-2 63 チャレンジ国分 国分3丁目22-27

26 原木中山ファミールハイツ
コミュニティセンター 原木1丁目3-2

64 国分小学校 東国分2丁目4-1

65 須和田自治会館 須和田2丁目22-7

27 田尻自治会館 田尻4丁目12-7 66 曽谷小学校 曽谷7丁目18-1

28 第六中学校 鬼高3丁目16-1 67 国分高校 稲越町310

29 鬼高小学校 鬼高2丁目13-5 68 曽谷春日神社 曽谷2丁目7-5

30 中山小学校 中山1丁目1-5 69 第三中学校 曽谷3丁目2-1

31 第四中学校 中山1丁目11-1 70 宮久保小学校 宮久保5丁目7-1

32 中山清華園管理棟 中山4丁目14-1 71 下貝塚中学校 下貝塚3丁目13-1

33 若宮小学校 若宮3丁目54-10 72 大野小学校 南大野1丁目42-1

34 東部公民館 本北方3丁目19-16 73 迎米公民館 大野町2丁目925

35 アイリス幼稚園 北方2丁目29-9 74 大柏出張所 南大野2丁目3-19

36 冨貴島小学校 八幡6丁目10-11 75 柏井小学校 柏井町1丁目1149-1

37 市川市役所 八幡1丁目1-1 76 大野地域ふれあい館 大野町3丁目1625-1

38 市川教育会館 南八幡1丁目10-19 77 大町会館 大町273

投票時間は午前７時から午後８時までです。



⑷

市川市長選挙
期日前投票のご利用を

24日(日)に仕事、レジャー、買い物な
どで投票に行かれない方は、23日(土)
までに期日前投票をご利用ください。

投票できる期間 　11月18日(月)〜11月23日(土)

　期日前投票所（ご都合の良い投票所をご利用ください）
期日前投票所 所在地 開設時間

市川市役所 ２階税カウンター前 八幡1-1-1 午前8時30分

〜

午後8時
行徳支所 ２階多目的ホール 末広1-1-31
大柏出張所 １階第４研修室 南大野2-3-19
ダイエー市川店 ８階ショッピングセンター奥 市川1-4-10

午前10時

〜

午後 8 時

イオン市川妙典店 ２階３番街 妙典5-3-1
ニッケコルトンプラザ ２階イーストモール 鬼高1-1-1
いちかわ情報プラザ ２階打ち合わせ室Ａ 南八幡4-2-5
南行徳市民センター ２階多目的ホール前ロビー 南行徳1-21-1
信篤公民館 １階ロビー 高谷1-8-1

午前10時

〜

午後 6 時

東部公民館 １階談話室 本北方3-19-16
中山清華園管理棟 １階集会室 中山4-14-1
西部公民館 １階ロビー 中国分2-13-8
曽谷公民館 ２階ロビー 曽谷6-25-5

宣誓書は期日前投票所に置いてあるほか、市公式Webサイトからダウンロードできます。
ご不明の点は選挙管理委員会へお問合せください。 ☎047-332-8739
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