
暮らしの便利帳 暮らしの便利帳� �

市
役
所
の
業
務

市
役
所
の
主
な

窓
口

市
役
所
案
内

緊
急
時
や

困
っ
た
と
き

健
康
・
医
療
・

福
祉

住
ま
い
と

暮
ら
し

生
涯
学
習
・

市
民
活
動

子
育
て
・
教
育

市
議
会
・
選
挙

郵便番号一覧

【取扱い窓口・問合せ先　☎６ページ参照】
◇本庁舎：議会事務局

　市議会は、市民生活に関わる重要な事項について審議、決定を行っています。
　本会議は、年４回開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
　また、議案等を専門的、効率的に審査・調査する常任委員会や、特定の問題を調査・審査するために必要に応じて設
置される特別委員会、議会の円滑な運営を図るために本会議の議事等について協議する議会運営委員会があります。
　議会を傍聴したいときや、請願や陳情を提出するときの手続は、次のとおりです。

【取扱い窓口・問合せ先　☎６ページ参照】
◇庁舎別館：選挙管理委員会事務局

　選挙は、皆さんの意見を政治に反映させる大切な手段の一つです。あなたの一票を大切に、忘れないように投票しま
しょう。

本庁管内（旧田辺市） 646-0001 上秋津 646-0000 西大谷
646-0036 上屋敷一丁目 646-0102 秋津川 646-1323 向山 
646-0036 上屋敷二丁目 646-0214 上三栖 646-1338 合川 
646-0036 上屋敷三丁目 646-0215 中三栖 646-1337 下露 
646-0035 中屋敷町 646-0216 下三栖 646-0000 佐田 
646-0032 下屋敷町 646-0217 城山台 646-0000 仲ノ俣 
646-0033 新屋敷町 646-0212 上野 646-1336 谷野口 
646-0046 本町 646-0213 長野 646-1322 面川 
646-0048 栄町 646-0211 伏菟野 646-1335 串 
646-0044 福路町 646-0014 新万 646-1334 九川
646-0045 片町 646-0027 朝日ケ丘 646-1339 長瀬 
646-0047 紺屋町 646-0013 南新万 646-1333 東伏菟野
646-0043 今福町 646-0021 あけぼの 646-1321 熊野 
646-0041 北新町 龍神行政局管内 646-1331 木守 
646-0042 南新町 645-0525 龍神村龍神 646-1332 五味 
646-0054 江川 645-0521 龍神村小又川 646-0000 原 
646-0031 湊 645-0522 龍神村三ツ又 646-0000 古屋
646-0034 扇ケ浜 645-0524 龍神村湯ノ又 646-1214 平瀬 
646-0026 宝来町 645-0523 龍神村広井原 646-1211 和田
646-0037 磯間 645-0411 龍神村宮代 646-1212 下川上
646-0038 末広町 645-0412 龍神村丹生ノ川 646-1213 下川下 
646-0028 高雄一丁目 645-0413 龍神村殿原 本宮行政局管内
646-0028 高雄二丁目 645-0414 龍神村東 647-1743 本宮町伏拝 
646-0028 高雄三丁目 645-0415 龍神村西 647-1744 本宮町三越
646-0029 東陽 645-0416 龍神村安井 647-1742 本宮町一本松
646-0025 神子浜一丁目 645-0417 龍神村柳瀬 647-1741 本宮町大居 
646-0025 神子浜二丁目 645-0301 龍神村福井 647-1751 本宮町上切原 
646-0022 東山一丁目 645-0302 龍神村甲斐ノ川 647-1752 本宮町切畑 
646-0022 東山二丁目 645-0303 龍神村小家 647-1753 本宮町土河屋
646-0024 学園 中辺路行政局管内 647-1731 本宮町本宮
646-0023 文里一丁目 646-1413 中辺路町北郡 647-1733 本宮町渡瀬 
646-0023 文里二丁目 646-1415 中辺路町真砂 647-1732 本宮町湯峰 
646-0053 元町 646-1414 中辺路町西谷 647-1734 本宮町下湯川 
646-0058 目良 646-1412 中辺路町石船 647-1735 本宮町曲川
646-0059 古尾 646-1411 中辺路町大内川 647-1721 本宮町檜葉 
646-0050 天神崎 646-1435 中辺路町小皆 647-1722 本宮町小々森 
646-0061 上の山一丁目 646-1436 中辺路町熊野川 647-1723 本宮町皆地 
646-0061 上の山二丁目 646-1437 中辺路町沢 647-1726 本宮町武住 
646-0062 明洋一丁目 646-1438 中辺路町水上 647-1725 本宮町大瀬 
646-0062 明洋二丁目 646-1421 中辺路町栗栖川 647-1736 本宮町久保野 
646-0062 明洋三丁目 646-1416 中辺路町高原 647-1702 本宮町大津荷 
646-0056 芳養町 646-1417 中辺路町川合 647-1703 本宮町請川 
646-0063 芳養松原一丁目 646-1434 中辺路町温川 647-1704 本宮町耳打 
646-0063 芳養松原二丁目 646-1439 中辺路町内井川 647-1711 本宮町皆瀬川 
646-0002 上万呂 646-1431 中辺路町小松原 647-1717  本宮町川湯
646-0003 中万呂 646-1433 中辺路町大川 647-1712 本宮町田代
646-0004 下万呂 646-1432 中辺路町福定 647-1716 本宮町上大野
646-0005 秋津町 646-1402 中辺路町近露 647-1715 本宮町東和田 
646-0051 稲成町 646-1401 中辺路町野中 647-1714 本宮町静川
646-0052 むつみ 646-0000 中辺路町道湯川 647-1713 本宮町蓑尾谷 
646-0011 新庄町 大塔行政局管内 647-1724 本宮町野竹 
646-0012 神島台 646-1101 鮎川 647-1705 本宮町高山 
646-0015 たきない町 646-1326 深谷 647-1701 本宮町小津荷
646-0101 上芳養 646-1325 小谷 646-0000 本宮町津荷谷
646-0057 中芳養 646-1324 竹ノ平 

こんなとき 手続の方法

傍聴したいとき
本会議は、どなたでも傍聴することができます。傍聴席は、先着順で定員は 32 名です。定
員が超過した場合や身体的な事情で傍聴席への入室が困難な方は、モニターテレビで本会議
の様子をご覧いただけます。

請願や陳情があるとき
請願・陳情は市民の意思、要望を直接議会に伝える方法です。市議会議長宛てに、件名、請願・
陳情の趣旨、提出年月日、住所、氏名を記入、押印の上、文書で議会事務局に提出してください。
なお、請願を提出する場合には、紹介議員が必要です。

区分 手続の方法

投票 選挙の都度、はがきによる投票所入場券（はがき１枚に世帯員３人までの投票所入場券を印刷）を発送
します。投票所は投票所入場券に記載してありますので、確認してください。

期日前投票

投票日に投票所へ行けない方は、公 ( 告 ) 示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票をするこ
とができます。
◇期日前投票ができる場所…市役所本庁舎、龍神行政局、中辺路行政局、大塔行政局、本宮行政局
なお、投票できる時間はその都度お知らせをします。

不在者投票
田辺市の選挙人名簿に登録がある方で、都道府県選挙管理委員会の指定する病院や施設に入院・入所中
の方、遠方にいるなどの事情で投票所へ行けない方は、不在者投票の制度を利用していただけます。詳
しくは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

市議会

選挙


