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４月８日（日）は県知事・県議選
 投票時間は午前７時から午後７時まで

「選びます　すてきな三重にしたいから」

　投票所の入場券は、圧着郵便はがきでお届けします。住所、氏名などをお確かめください。なお、投票日には、
お届けしたはがきを切り離し、自分の入場券を持って投票所へお出かけください。
　はがきは、遅くとも投票日の２日前までには届くようにお送りしますが、届かないときは市の選挙管理委員会
事務局（☎２２－９６０１）へお問い合わせください。
　また、万が一、入場券を紛失された場合は、投票所の係員に申し出てください。ご本人であることを確認の上、
投票していただきます。

　三重県知事選挙が３月２２日（木）、三重県議会議員選挙が３月
３０日（金）に告示され、４月８日（日）に投票が行われます。
　これからの県政を任せる人を選ぶ大切な選挙です。よく考えて、貴
重な一票を投じましょう。

 ● 投票できる人　
①日本国民で選挙日当日満２０歳以上（昭和６２年４月９日以前に生ま 
　れた人）
②昨年の１２月２９日までに転入届をした人で、引き続き３カ月以上伊賀市に住所があり、投票当日まで引き続     
　き伊賀市に住んでいる人。
　※伊賀市から三重県内へ転出し、今年の４月８日現在で４カ月を経過していない場合には、伊賀市または転出
　　先の市町長が発行する証明書により伊賀市で投票できる場合があります。
　※三重県内から伊賀市へ昨年の１２月３０日以降転入届をした人で引き続き伊賀市に住んでいる人は、前住所
　　地で投票できる場合があります。

 ● 入場券をお確かめください　

　投票日当日、都合で投票所へ行けない方は、期日前投票・不在者投票が
できます。
【期日前投票期間】

● 県知事選挙　　　３月２３日（金）～４月７日（土）
● 県議会議員選挙　３月３１日（土）～４月７日（土）

期日前投票所 投票時間
市役所北庁舎１階 第１１会議室

午前８時３０分～午後８時
青山公民館ロビー

※期日前投票所は６カ所から２カ所になり、伊賀支所・島ヶ原支所・阿山  
　支所・大山田支所での期日前投票ができなくなりましたので、ご了承く
　ださい。
※期日前投票所は、投票所の指定がありません。市役所北庁舎１階 第１１
　会議室か青山公民館ロビーのどちらかの投票所で投票してください。
※なお、指定病院、指定老人ホーム、国立療養施設などの施設に入院、入
　所中の方は、その施設で〔不在者投票〕をすることができます。

 ● 当日投票できない方は　

【問い合わせ】　伊賀市選挙管理委員会　☎２２－９６０１
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■ 統一地方選挙 当日の投票所　４月８日（日）
投票区 投票所 投票区 投票所

　上野第　１ 　崇広中学校多目的教室 　島ヶ原第　１ 　正月堂客殿
　上野第　２ 　伊賀市中央公民館 　島ヶ原第　２ 　町区クラブ
　上野第　３ 　車坂町集議所 　島ヶ原第　３ 　川南区公民館
　上野第　４ 　農人町集議所 　島ヶ原第　４ 　中矢区集議所
　上野第　５ 　上野東小学校体育館 　阿山第　１ 　川合公民館
　上野第　６ 　緑ヶ丘中学校体育館 　阿山第　２ 　波敷野公民館
　上野第　７ 　みどり第２保育園 　阿山第　３ 　石川集落センター
　上野第　８ 　上野南部地区市民センター 　阿山第　４ 　あやま保育所
　上野第　９ 　上野西部地区市民センター 　阿山第　５ 　鞆田地区いきいきセンター
　上野第１０ 　ふたば幼稚園 　阿山第　６ 　ともだ保育所
　上野第１１ 　愛宕町集議所 　阿山第　７ 　玉滝・内保高齢者活動センター
　上野第１２ 　新居地区市民センター 　阿山第　８ 　槙山多目的集会施設
　上野第１３ 　東高倉公民館 　阿山第　９ 　丸柱山村活性化支援センター
　上野第１４ 　久米地区市民センター 　阿山第１０ 　音羽生活改善センター
　上野第１５ 　八幡町教育集会所 　阿山第１１ 　阿山ハイツ小規模多目的集会施設
　上野第１６ 　三田地区市民センター 　大山田第　１ 　大山田支所
　上野第１７ 　花之木地区市民センター 　大山田第　２ 　山田北農事研修センター
　上野第１８ 　長田地区市民センター 　大山田第　３ 　炊村集落センター
　上野第１９ 　小田地区市民センター 　大山田第　４ 　大沢小規模集会所
　上野第２０ 　府中地区市民センター 　大山田第　５ 　真泥集落センター
　上野第２１ 　佐那具町コミュニティセンター 　大山田第　６ 　生活改善センター
　上野第２２ 　猪田地区市民センター 　大山田第　７ 　奥馬野集会所
　上野第２３ 　友生地区市民センター 　大山田第　８ 　坂下公民館
　上野第２４ 　蓮池公民館 　大山田第　９ 　須原小規模集会所
　上野第２５ 　中瀬小学校体育館 　大山田第１０ 　猿野小規模集会所
　上野第２６ 　花垣地区市民センター 　大山田第１１ 　平松構造改善センター
　上野第２７ 　大滝ふだば館 　青山第　１ 　青山公民館
　上野第２８ 　白樫公民館 　青山第　２ 　別府集議所
　上野第２９ 　治田総合庁舎 　青山第　３ 　青山羽根生活改善センター
　上野第３０ 　依那古地区市民センター 　青山第　４ 　上津コミュニティセンター
　上野第３１ 　依那古第２保育所 　青山第　５ 　上津地区市民センター
　上野第３２ 　比自岐地区市民センター 　青山第　６ 　妙楽地生活改善センター
　上野第３３ 　諏訪地区市民センター 　青山第　７ 　博要介護予防センター
　上野第３４ 　神戸地区市民センター 　青山第　８ 　上高尾生活改善センター
　上野第３５ 　比土公民館 　青山第　９ 　原池集議所
　上野第３６ 　きじが台集会所 　青山第１０ 　青山文化センター
　上野第３７ 　古山地区市民センター 　青山第１１ 　川上集会所
　上野第３８ 　ゆめぽりすセンター 　青山第１２ 　霧生農民研修センター
　伊賀第　１ 　新堂公民館 　青山第１３ 　腰山コミュニティセンター
　伊賀第　２ 　小林集議所 　青山第１４ 　諸木公民館
　伊賀第　３ 　下町区コミュニティセンター 　青山第１５ 　福川公民館
　伊賀第　４ 　柘植老人憩いの家 　青山第１６ 　奥鹿野公民館
　伊賀第　５ 　中柘植集落センター 　青山第１７ 　古田集議所
　伊賀第　６ 　上村多目的集会施設 　青山第１８ 　青山中学校体育館
　伊賀第　７ 　小杉区高齢者等活性化センター 　青山第１９ 　桐ヶ丘多目的集会施設
　伊賀第　８ 　下柘植かがやきの郷

 ※選挙当日は、指定された投票所で投票してください。
 
              ※投票時間は、
                         午前７時から午後７時までです。

　伊賀第　９ 　愛田公民館
　伊賀第１０ 　山畑農事集会所
　伊賀第１１ 　希望ヶ丘生きがいセンター
　伊賀第１２ 　川東多目的集会所
　伊賀第１３ 　川西公民館
　伊賀第１４ 　西之澤農事集会所
　伊賀第１５ 　柏野公民館
　伊賀第１６ 　御代多目的集会所


