
再編後投票区区域一覧表

番号 投票区名 投票所の名称 区域(行政区又は町及び字)

1
稲沢西第１
→市役所

稲沢市役所
桜木、重本、横地、小寺、平野、池部、朝府、国分団地、国府宮パークスクエア、朝府住宅
重本二丁目84番地、重本一丁目13番地1

2
稲沢西第２
→稲沢西

稲沢市立稲沢西小学校

南町1、中本町(稲沢北投票区に属する区域を除く。)、本町、旭町(稲沢北投票区に属する区域を
除く。)、西町(稲沢北投票区に属する区域を除く。)
稲沢町北山二丁目11番地、西町二丁目2番7号、西町三丁目15番1号、西町三丁目6番6号、稲葉
三丁目14番5号、稲葉二丁目7番12号
 東小沢、西小沢、南小沢、中小沢
小沢二丁目20番13号

（稲沢西第２投票区から）
南町2

（大塚投票区から）
大塚北の一部（大塚北一丁目から七丁目）
大塚北一丁目22番地、大塚北二丁目99番地

法成寺(治郎丸投票区に属する区域を除く。)、東畑(名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東を除
く。)、本郷、江越、木全、石橋
木全一丁目13番地1、稲島五丁目1番地、稲島十二丁目102番地1

（稲沢西第２投票区から）
北町1、北町2、中本町・旭町の一部（稲葉一丁目）、西町の一部（西町一丁目）
稲葉一丁目6番25号、西町一丁目11番3号

（稲沢西第３投票区から）
北小沢
小沢一丁目13番2号
高御堂南(大塚投票区に属する区域を除く。)、高御堂住宅東、高御堂住宅南、高御堂住宅中

（小正投票区から）
松下中、松下南、松下西、松下北、高御堂北（国府宮投票区に属する区域を除く。）
松下二丁目20番7号、松下二丁目14番23号、高御堂一丁目3番18号
大塚北(小沢投票区に属する区域を除く。)、大塚中、大塚南、大塚東、稲沢ツインステージ、井
島、東緑町(4)、東緑町(5)
梅須賀町四丁目7番地1、梅須賀町江向930番地、大塚北九丁目34番地1、大塚北九丁目33番
地、大塚北九丁目45番地

（高御堂投票区から）
高御堂南の一部（高御堂五丁目）

（公団投票区から）
住宅公団、幸町
幸町120番地1

（緑町投票区から）
緑町、南緑町、東緑町(1)、東緑町(2)、東緑町(3)、緑町(4)
東緑町二丁目2番地

- 公団
UR都市機構アーバンラフ
レ稲沢団地集会場

大塚投票区・小正投票区へ編入

高御堂北（名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東）、正明寺南、正明寺北、住宅公団国府宮、松
下東、国府宮南、国府宮東、国府宮西
御供所町1番1号、正明寺二丁目24番3号、正明寺二丁目21番24号、正明寺一丁目2番15号、国
府宮四丁目9番18号

（小池投票区から）
小池北

- 小池
稲沢市立小正すみれ児
童センター

国府宮投票区・小正投票区へ編入

駅南、稲沢駅前住宅、稲沢フラット、古杁北、古杁中、古杁南、菱町
菱町1番地

（公団投票区から）
長束、ロイヤルマンション長束
長束町青木田102番地、長束町鳥居先39番地

（小池投票区から）
小池南、小池東
小池二丁目25番20号、小池二丁目4番21号
下町、国府町、下津南町、新町、片町
下津下町西三丁目24番地、下津下町西一丁目132番地2、下津寺前町21番地、下津新町65番地
2、下津新町71番地、下津光明寺町39番地1、下津小井戸町41番地

（赤池投票区から）
下赤池、上赤池
赤池坂畑町75番地

- 赤池 上赤池公会堂 下津投票区・治郎丸投票区へ編入

9 下津
稲沢市下津市民センター
→稲沢市立下津小学校

8
駅前
→小正

稲沢市立小正小学校

7
小正
→国府宮

稲沢市立稲沢中学校

6 大塚
信竜こどもの森児童館
→稲沢市立大塚小学校

5 高御堂 稲沢市立高御堂小学校

4 稲沢北 稲沢市立稲沢北小学校

3
稲沢西第３
→小沢

小沢集会場
→稲沢市立稲沢西中学
校



再編後投票区区域一覧表

番号 投票区名 投票所の名称 区域(行政区又は町及び字)

日之出町、長野中、長野南、長野東、長野西、長野スクエア、長野北、長野宮浦
長野五丁目80番地

（駅前投票区から）
駅北、駅中、駅西、石田町

（下津投票区から）
エムズシティ稲沢、ミッドレジデンス稲沢、プレミアムフォート稲沢

子生和、島町東、島町西、南治郎丸、北治郎丸、下山ノ内、東畑(名古屋鉄道株式会社名古屋本
線以東)、稲島町下山ノ内、稲島町洲原東、稲島町洲原、国府宮町諏訪、ネクスコ稲沢社宅、サン
ガーデン、けやきタウン
子生和坂田町32番地、治郎丸元町34番地

（赤池投票区から）
陸田

12 矢合 稲沢市立国分小学校
山口、馬場、法花寺、船橋、矢合本郷、矢合西脇、矢合新町、矢合新田、儀長
船橋町江向193番地1、船橋町江向131番地、儀長二丁目67番地

13 清水 稲沢市立清水小学校
横野、清水、竹腰、天池西、天池南、天池北、下屋、浅井、西島東、西島西、生出、平、西島新町
天池遠松町10番地、天池光田町68番地、西島東町22番地1

14 片原一色
稲沢市立片原一色小学
校

巡見、川俣、下方、森山、杁之屋敷、山屋敷、市場、中屋敷、上方、片原、中野
一色川俣町149番地1

福島、堀之内、板葺、井堀、野崎
井堀野口町27番地、福島町屋敷82番地1、井堀野口町24番地

（附島投票区から）
千代、梅須賀、附島、牛踏、大矢、込野、千代新町
梅須賀町二丁目16番地1、大矢町高松38番地1、大矢町高松1番地1、大矢町地蔵堂1番地、大矢
町地蔵堂46番地1、大矢町大矢田32番地、大矢町五反地28番地、大矢町三條田60番地1

- 附島 附牛公民館 千代田投票区へ編入

16 坂田 稲沢市立坂田小学校
南麻績、北麻績、目比、氷室、坂田、今村、西溝口、田代
今村町175番地

17 大里西 稲沢市立大里西小学校
田畑（東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線以南かつ福田川以西）、高重、宝田、六所、中切、上
中、七ツ寺、堀田町、堀田団地、妙見、北屋敷、御出島、万願寺、中之庄新町
奥田白山町113番地1、奥田町三十番神7133番地1、高重町屋敷43番地、北島五丁目55番地
北市場駅前、北市場本郷、北市場出町、六角堂町之切、六角堂堂前、六角堂堂裏、六角堂上ノ
町、北市場新町、大沢、名鉄団地、日下部北町、日下部東町北、日下部東町南、日下部中町北、
日下部中町南、日下部西南町、シティコープ、ロフティ稲沢Ⅱ
北市場本町四丁目1番地2、六角堂東町一丁目3番地6、奥田大沢町3番地1、奥田大沢町27番地
1、奥田酒伊町1番地、奥田酒伊町1番地2、日下部北町五丁目6番地、日下部西町二丁目76番地
2、日下部中町六丁目49番地
（大里西投票区から）
長角・大門・堀畑の一部（名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東）

四ツ家、山口、西脇、中切、北脇、大宮、川東、金付
井之口町中四反畑4500番地、井之口鶴田町32番地

（大里東投票区から）
井之口団地、宮島、愛宮

増田、増田雇用団、千成住宅、日下部松野町(1)、日下部松野町(2)、日下部松野町(3)
増田北町25番地

（大里西投票区から）
長角・大門・堀畑の一部（名古屋鉄道株式会社名古屋本線以西）、馬場、宮長、東屋敷、寺切、田
畑（大里西投票区に属する地域を除く。）

- 緑町
稲沢市老人福祉センター
さくら館

大塚投票区へ編入

21 祖父江 稲沢市立祖父江小学校

祖父江第一区、祖父江第一区の二、祖父江第二区、祖父江下沼、祖父江第三区の二、祖父江第
五区の一、祖父江第五区の二、祖父江第六区の一、祖父江第六区の二、祖父江広口
祖父江町祖父江柿ノ木104番地1、祖父江町祖父江藤枠3番地2、祖父江町祖父江中沼15番地、
祖父江町祖父江宮西58番地4、祖父江町祖父江宮西2番地、祖父江町祖父江外平150番地

祖父江第三区、祖父江外平区の分区、祖父江川原町、祖父江レインボー祖父江、祖父江曲り、祖
父江第三区の分区、祖父江第四区西、祖父江第四区中、祖父江第四区南、祖父江高熊新田、祖
父江第四区東、祖父江町祖父江高熊430番地

（山崎投票区から）
下枇、鶴塚
祖父江町山崎鶴塚3番地58、祖父江町山崎鶴塚3番地71、祖父江町山崎鶴塚127番地１・130番
地・130番地１、祖父江町山崎杁ノ戸148番地１

（二俣投票区から）
桜方

（牧川投票区から）
上牧

22
善光寺
→祖父江
中央

高熊八幡社
→祖父江支所

20
大里駅前
→大里中

日下部松野町公民館
→稲沢市立大里中学校

19 井之口
井之口公民館
→稲沢市東部体育セン
ター

18 大里東

稲沢市大里東市民セン
ター
→稲沢市立大里東小学
校

15 千代田 稲沢市立千代田小学校

11
子生和
→治郎丸

稲沢市立子生和保育園
→稲沢市立治郎丸中学
校

10
長野
→稲沢東

稲沢市立稲沢東小学校



再編後投票区区域一覧表

番号 投票区名 投票所の名称 区域(行政区又は町及び字)

23 山崎 稲沢市立山崎小学校
本東、本西、明島、中枇、才郷、舟橋、舟橋の二、王塚、中屋敷、上屋敷、狐塚
祖父江町山崎土井平82番地１

- 森上 正琳寺 森上投票区は領内投票区へ

上二俣、下二俣、大牧、砂田、ナビタウン祖父江

（森上投票区から）
森上、日光、森下、西川
祖父江町森上本郷三38番地、祖父江町森上本郷七37番地、祖父江町本甲拾町野７番地、祖父
江町本甲大溝89番地1、祖父江町本甲宮東39番地４・50番地・50番地１

25 丸甲 稲沢市立丸甲小学校
下丸渕、中丸渕、上丸渕、中島、芝原、甲、五ッ屋

26 牧川 稲沢市立牧川小学校
中牧の一、中牧の二、中牧の三、両寺内、野田、島本

27 長岡 稲沢市立長岡小学校
拾町野、四貫中、四貫南、四貫上、四貫北、四貫の二、みどり、富士美ヶ丘、馬飼、西鵜之本、神
明津北、神明津南
祖父江町拾町野屋敷東329番地3

観音堂、上三宅、中三宅、下三宅
平和町観音堂東海塚33番地、平和町上三宅上屋敷１番地１

（平和第５投票区から）
東城、前浪

29
平和第２
→法立

稲沢市立法立小学校
平池、須ケ谷、鷲尾、丸渕、法立、緑
平和町法立北瀬古176番地６、平和町法立北瀬古140番地

横池、西光坊、下起
平和町西光坊新町72番地

（平和第１投票区から）
さくら中央

須ケ脇、塩川、勝幡新田、前平、領内、平六、明和、光和
平和町平六95番地、平和町勝幡新田208番地1、平和町前平53番地1

（平和第５投票区から）
城西、嫁振、那古良
平和町嫁振12番地、平和町嫁振307番地

- 平和第５ 旧六輪児童クラブ 平和第５投票区は平和第１・４投票区へ

平和第３
→平和中央

稲沢市農村環境改善セン
ター
→平和支所

24
二俣
→領内

稲沢市立領内小学校

31
平和第４
→六輪

稲沢市立六輪小学校

28
平和第１
→三宅

稲沢市立三宅小学校

30


