
保々地区
　　　市民センター

〒510-0024
　新浜町１４番１１号

〒510-0003
　大宮町１３番１２号

〒512-0904
　東坂部町７１番地２

 ＴＥＬ 331-4465   ＦＡＸ 330-0224

〒510-8033
　下さざらい町１番３号

 ＴＥＬ 365-0259   ＦＡＸ 363-1741

 ＴＥＬ 339-0001   ＦＡＸ 339-8004

〒512-8065
　千代田町２６７番地１

〒512-8054
　朝明町９１４番地３

主　な　ア　ク　セ　ス

大矢知地区
　　　 市民センター

支所・センター名
郵便番号・住所

電話・ファクシミリ番号

三重地区
　　　市民センター

 ＴＥＬ331-3276   ＦＡＸ 330-2000

⑩

⑨
海蔵地区
　　　市民センター

 ＴＥＬ 331-3284   ＦＡＸ 330-0222

〒510-0805
　大字東阿倉川６２２番地1

①

　　　　　　○近鉄名古屋線　「川越富洲原駅」下車、徒歩１５分

②
富田地区
　　　市民センター

 ＴＥＬ 365-1141   ＦＡＸ 361-0043

富洲原地区
　　　市民センター

 ＴＥＬ 365-1136   ＦＡＸ 361-0045

下野地区
　　　市民センター

橋北地区
　　　市民センター

 ＴＥＬ 331-3787   ＦＡＸ 330-0220

羽津地区
　　　市民センター

　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅南のりば４番発
　　　　　　　「福王山」行き「坂部」下車、徒歩５分
　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅西のりば２番発
　　　　　　　「三重団地（生桑町経由）」行き「坂部」下車、徒歩５分
　　　　　　○三岐バス　近鉄四日市駅南のりば４番発
　　　　　　　「山城」「暁学園前」行き「新中倉橋」下車、徒歩１０分

⑦

　　　　　　○近鉄名古屋線　「霞ケ浦駅」下車、徒歩１０分
　　　　　　　 「阿倉川駅」下車、徒歩１５分
 
             ○三交バス　　近鉄四日市駅東のりば１２番発
　　　　　　　「垂坂・東芝四日市」「垂坂・Ｊヒルズ」行き
　　　　　　　「阿倉川駅口」下車、徒歩１２分

　　　　　　○近鉄名古屋線　「阿倉川駅」下車、徒歩１５分
　　　　　　○近鉄名古屋線　「川原町駅」下車、徒歩１３分
　
　　　　　　○三交バス　　近鉄四日市駅東のりば１２番発
　　　　　　  「新小杉・Ｊヒルズ」「新小杉・東芝四日市」行き
　　　　　　　「海蔵神社」下車、徒歩５分

⑧

　　　　　　○近鉄名古屋線　「川原町駅」下車、徒歩１５分

　　　　　　○三交バス　　近鉄四日市駅東のりば１１番発
　　　　　　　「四日市港」行き、「東新町」下車、徒歩２分
　　　　　　○三交バス    ＪＲ四日市駅のりば２番発
　　　　　　　「市立病院」行き「老松橋北詰」下車、徒歩２分

〒512-1302
　市場町３０３９番地５

〒510-8016
　富州原町３１番４６号

〒510-8014
　富田一丁目２４番４７号

　　　　　　○近鉄名古屋線　「近鉄富田駅」で乗換え、
　　　　　　　 三岐鉄道　「大矢知駅」下車、徒歩１５分
　
　　　　　  ○近鉄名古屋線　「近鉄富田駅」下車、徒歩２５分

　　　　　　○近鉄名古屋線　「近鉄富田駅」で乗換え、
　　　　　　　 三岐鉄道　「山城駅」下車、徒歩１５分
　
             ○三岐バス　近鉄四日市駅南のりば発　「山城」行き
　　　　　　 　「山城駅（終点）」下車、徒歩１５分

　　　　　　○近鉄名古屋線・三岐鉄道　「近鉄富田駅」
　　　　　　○ ＪＲ関西本線　「ＪＲ富田駅」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ともに下車、徒歩５分

地区市民センターなどの一覧表  市外局番　（059）

⑥
　　　　　　○近鉄名古屋線　「近鉄富田駅」で乗換え、
　　　　　　 　三岐鉄道　「保々駅」下車、徒歩１０分
　

⑤

④

　　　　  　○近鉄名古屋線　「近鉄富田駅」で乗換え、
　　　　　　 　三岐鉄道　「平津駅」下車、徒歩１０分
　

③

八郷地区
　　　 市民センター

 ＴＥＬ 364-8704   ＦＡＸ 361-0047

 ＴＥＬ 337-0001   ＦＡＸ 336-2006

四日市市 
 行政区域図 

〈窓口業務について〉 
お住まいの地区にある窓口だけでなく、
市内にある２３の地区市民センター（中部
地区市民センターを除く）、市民窓口サー
ビスセンターがご利用いただけます。 



小山田地区
　　　市民センター

　　　　　　○近鉄四日市駅高架下
             　  四日市物産観光ホール内　（旅行会社に隣接）

㉔

市民窓口
　　サービスセンター
 　（開館時間10：00～19:00 )

　　　　　　○近鉄名古屋線　「北楠駅」下車、徒歩７分

 ＴＥＬ 398-3111   ＦＡＸ 397-5754

 ＴＥＬ 359-6521   ＦＡＸ 359-6522

〒510-0192
　楠町北五味塚2060番地72

内部地区
　　　市民センター

㉒

 ＴＥＬ 345-3951   ＦＡＸ 349-2004

　　　　　　○四日市あすなろう鉄道内部線　「内部駅」下車、徒歩１５分
　
　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅南のりば７番発
　　　　　　　「平田町駅」行き
　　　　　　　「内部橋」下車、徒歩１０分
　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅南のりば７番発
　　　　　　　「和無田改善センター」行き
　　　　　　　「内部農協前」下車、徒歩１分

　　　　　　○近鉄名古屋線　「塩浜駅」下車、徒歩5分

　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅南のりば６番発
　　　　　　　「小山田病院」行き
　　　　　　　「小山田市民センター前」下車、徒歩３分

 ＴＥＬ 328-1001   ＦＡＸ 328-8000

〒512-0935
　川島新町１番地

 ＴＥＬ 326-2751   ＦＡＸ 325-2070

〒510-0954
　釆女町８５７番地１

 ＴＥＬ 345-5020   ＦＡＸ 346-8020

 ＴＥＬ 326-2051   ＦＡＸ 325-2074

⑮

⑬

楠地区
　　　市民センター

〒510-0075
　安島一丁目１番５６号

〒512-1111
　山田町１３７３番地３

〒510-0948
　室山町６４５番地１

㉕

 ＴＥＬ 345-2403   ＦＡＸ 349-0045

川島地区
　　　市民センター

⑱

 ＴＥＬ 329-2001   ＦＡＸ 329-8002

⑯

⑭

⑪

〒512-1105
　水沢町２１０９番地２

塩浜地区
　　　市民センター

㉑

　　　　　　○ＪＲ関西本線　「河原田駅」下車、徒歩１５分
　　　　　　○伊勢鉄道　「河原田駅」下車、徒歩１５分
 
             ○三交バス　近鉄四日市駅南のりば７番発
　　　　　　　「鈴鹿市駅」行き
　　　　　　　「河原田市民センター」下車、徒歩１分

河原田地区
　　　市民センター

〒510-0874
　河原田町１５９番地

〒510-0854
　塩浜本町一丁目１番地２

水沢地区
　　　市民センター

　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅西のりば１番発
　　　　　　　「笹川団地」、「笹川ジャブ」、「笹川テニス場」行き
　　　　　　　「笹川一丁目」下車、徒歩４分
　　　　　　○三交バス  近鉄四日市駅南のりば６番発
　　　　　　　「宮妻口」「小山田病院」「椿大神社」行き
　　　　　　　「八王子」下車、徒歩４分

四郷地区
　　　市民センター

⑰

 
 ＴＥＬ 321-2021   ＦＡＸ 320-2090

⑳

　　　　　　○四日市あすなろう鉄道内部線　「南日永駅」下車、徒歩５分
　
             ○三交バス　近鉄四日市駅西のりば１番発
　　　　　　　「笹川団地」、「笹川ジャブ」、「笹川テニス場」行き
　　　　　　　「南日永」下車、徒歩２分

日永地区
　　　市民センター

 ＴＥＬ 345-3197   ＦＡＸ 349-0043

　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅南のりば６番発
　　　　　　　「宮妻口」行き
　　　　　　　「水沢市民センター前」下車、徒歩１分
　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅南のりば６番発
　　　　　　　「椿大神社」行き
　　　　　　　「水沢本町」下車、徒歩８分

⑲

　　　　　　○近鉄湯の山線　「桜駅」下車、徒歩２０分

　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅西のりば３番発
　　　　　　　「桜花台」行き「桜花台一丁目」下車、徒歩１０分

桜地区
　　　市民センター

〒510-0829
　城西町８番１１号

〒512-1211
　桜町１３９９番地

　　　　　　○四日市あすなろう鉄道内部線　「赤堀駅」下車、徒歩１３分
　　　　　　○近鉄湯の山線　「中川原駅」下車、徒歩１３分
 
             ○三交バス　近鉄四日市駅南のりば５番発
　　　　　　　「ガーデンタウン東日野」行き
　　　　　　　「常磐小学校」下車、徒歩２分
　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅西のりば３番発
　　　　　　　「桜花台」「桜リサーチパーク」行き
　　　　　　　「常磐小学校」下車、徒歩２分

常磐地区
　　　市民センター

　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅南のりば４番発
　　　　　　　「福王山」行き「赤水」下車、徒歩１分
　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅西のりば２番発
　　　　　　　「あがたハイツ」行き「赤水」下車、徒歩１分

⑫

　　　　　　○近鉄湯の山線　「伊勢川島駅」下車、徒歩１３分
　
             ○三交バス　近鉄四日市駅西のりば３番発
　　　　　　　「桜花台」「桜リサーチパーク」行き「川島」下車、徒歩１２分
　　　　　　○三交バス　近鉄四日市駅西のりば２番発
　　　　　　　「高角駅」行き「神前市民センター前」下車

 ＴＥＬ 326-0001   ＦＡＸ 325-2072

県地区
　　　市民センター

神前地区
　　　市民センター

〒512-0923
　高角町２９７７番地

〒512-1204
　赤水町９５７番地

〒510-0891
　日永西三丁目２番１８号

　　　　　　○近鉄湯の山線　「伊勢川島駅」下車、徒歩１０分
 
             ○三交バス　　近鉄四日市駅西のりば３番発
　　　　　　　「悠彩の里」行き「川島市民センター前」下車、徒歩１分
　　　　　　○三交バス    近鉄四日市駅西のりば３番発
　　　　　　　「桜花台」「桜リサーチパーク」行き
　　　　　　　「かわしま園口」下車、徒歩７分

 ＴＥＬ 351-1751   ＦＡＸ 359-0294

 ＴＥＬ 321-3020   ＦＡＸ 320-2092


