
番
号

投票区名 投票所名称
番
号

投票区名 投票所名称 対象区域

1 大宮第１投票区 大宮第３区公民館 1 第1投票区 大宮第３区公民館
大宮第１区，大宮第２区，大宮第３区，大
宮第５区，大宮第６区

2 第２投票区 おおみやコミュニティセンター
大宮第７区，大宮第８区，大宮第９区，大
宮第１０区，大宮第１２区

3 第３投票区 大宮西小学校
大宮第４区，大宮第１１区，石沢区の一部
（額山上）

3 大宮第３投票区 玉川農村集落センター 4 第４投票区 玉川農村集落センター 東野区

4 大宮第４投票区 八田集落センター 5 第５投票区 八田集落センター 八田区

5 大宮第５投票区 若林公民館 6 第６投票区 若林公民館 若林区

6 大宮第６投票区 大宮公民館大賀分館

7 大宮第７投票区 岩崎ふるさとコミュニティセンター

8 大宮第８投票区 鷹巣ふるさとコミュニティセンター 8 第８投票区 鷹巣ふるさとコミュニティセンター 鷹巣区

9 大宮第９投票区 塩原農村集落センター

10 大宮第１０投票区 小倉集会所

11 大宮第１１投票区 富岡集会所

12 大宮第１２投票区 上岩瀬新農村集落センター 10 第１０投票区 上岩瀬新農村集落センター 下岩瀬区，上岩瀬区，根本区

13 大宮第１３投票区 宇留野台ふれあい交流センター 11 第１１投票区 宇留野台ふれあい交流センター 宇留野台区，宇留野圷区

14 大宮第１４投票区 泉コミュニティセンター 12 第１２投票区 泉コミュニティセンター 泉区

15 大宮第１５投票区 下村田公民館 13 第１３投票区 下村田公民館 下村田区

16 大宮第１６投票区 大宮公民館村石分館 14 第１４投票区 大宮公民館村石分館 上村田区，石沢区（額山上を除く。）

17 大宮第１７投票区 小場公民館 15 第１５投票区 小場公民館 小場区

18 大宮第１８投票区 大宮公民館大場分館

19 大宮第１９投票区 三美公民館

20 大宮第２０投票区 大宮公民館塩田分館

21 大宮第２１投票区 西塩子田園都市センター

小計　（２１） 小計　（１７）

22 山方第１投票区 山方公民館

23 山方第２投票区 山方公民館山方分館

24 山方第８投票区 山方公民館西野内分館

25 山方第３投票区 芝新農村集落センター 19 第１９投票区 芝新農村集落センター 山方第３区（北皆沢を除く。）

26 山方第４投票区 山方公民館野上分館 20 第２０投票区 山方公民館野上分館 野上第１区，野上第２区

27 山方第５投票区 山方公民館舟生分館 21 第２１投票区 山方公民館舟生分館 舟生区

28 山方第６投票区 山方農村環境改善センター

29 山方第７投票区 山方公民館諸沢第五区分館

30 山方第９投票区 山方公民館小貫分館

31 山方第１０投票区 山方公民館照山分館

32 山方第１１投票区 山方農村集落多目的共同利用施設

33 山方第１３投票区 家和楽農村集落センター

34 山方第１２投票区 山方公民館久隆分館 25 第２５投票区 山方公民館久隆分館 久隆区

35 山方第１４投票区 照田区集落センター

36 山方第１５投票区 山方公民館長田分館

37 山方第１６投票区 長沢農村集落センター

盛金区，家和楽区

山方照田区，長田区，長沢区

上大賀区，久慈岡区，岩崎区，小祝区

辰ノ口区，塩原区，小倉区，富岡区

小野区，三美区

西塩子区，北塩子区，大宮照田区

山方第１区，山方第２区，山方第３区の一
部（北皆沢），西野内区

諸沢西区，諸沢東区

小貫区，照山区

26 第２６投票区 山方公民館長田分館

24 第２４投票区
山方農村集落多目的共同利用施
設

23 第２３投票区 山方公民館小貫分館

22 第２２投票区 山方農村環境改善センター

18 第１８投票区 山方公民館

17 第１７投票区 大宮公民館塩田分館

16 第１６投票区 大宮公民館大場分館

9 第９投票区 大宮東部地区コミュニティセンター

7 第７投票区 大賀小学校

再　編　後

投　票　区　再　編　一　覧　（※水色の部分が再編した投票区です。）

現　　行

2 大宮第２投票区 おおみやコミュニティセンター



小計　　（１６） 小計　　（９）

38 美和第１投票区 野沢会館

39 美和第２投票区 表郷みらい館

40 美和第３投票区 宿里ふるさとコミュニティセンター

41 美和第４投票区 仲郷コミュニティセンター

42 美和第５投票区 上組会館

43 美和第６投票区 美和山村開発センター

44 美和第７投票区 東河戸集落センター

45 美和第８投票区 入檜沢下集落センター

46 美和第９投票区 小田野宿集落センター

47 美和第１０投票区 小田野中郷集落センター

48 美和第１１投票区 美和高齢者コミュニティセンター 32 第３２投票区 美和高齢者コミュニティセンター 鷲子区（鷲子下郷を除く。）

小計　（１１） 小計　（６）

49 緒川第１投票区 那賀集落農事集会所

50 緒川第２投票区 下小瀬生活改善センター

51 緒川第３投票区 国長生活改善センター

52 緒川第４投票区 下郷農村集落センター

53 緒川第５投票区 宿農村集落センター

54 緒川第６投票区 川西生活改善センター

55 緒川第７投票区 大岩集落センター

56 緒川第８投票区 小舟上集落センター

57 緒川第９投票区 老人福祉センターやすらぎ荘

58 緒川第１０投票区 旧八里小学校

59 緒川第１１投票区 松之草生活改善センター

60 緒川第１２投票区 吉丸コミュニティセンター

61 緒川第１３投票区 入本郷集落センター

62 緒川第１４投票区 千田田園都市センター

小計　（１４） 小計　　（６）

63 御前山第１投票区 野口地区センター

64 御前山第２投票区 上郷新農村集落センター

65 御前山第３投票区 野口平公民館

66 御前山第４投票区 門井公民館

67 御前山第５投票区 下伊勢畑生活改善センター

68 御前山第６投票区 上伊勢畑集落センター

69 御前山第７投票区 檜山公民館

70 御前山第８投票区 長倉地区センター

71 御前山第９投票区 野田集落センター

72 御前山第１０投票区 秋田公民館

73 御前山第１１投票区 中居公民館

74 御前山第１２投票区 御前山文化伝習センター

小計　　（１２） 小計　　（４）

合計　〔７４〕 合計　〔４２〕

入本郷区，千田区

野口第１区，野口第２区，野口第３区，下
伊勢畑区の一部（光戸）

野口平区，門井区

下伊勢畑（光戸を除く。），上伊勢畑区，檜
山区

長倉区，野田区，秋田区，中居区，金井区

小田野区，高部第１区の一部（谷熊・細
草・大貝），鷲子区の一部（鷲子下郷）

那賀区，下小瀬小玉区，国長区

下郷区，宿区，本郷区，川西区，西根区

大岩区，小舟区の一部（上郷・宿石原・小
舟住宅）

小舟区の一部（仲郷・前屋・大貝），油河内区

小松区，吉丸区

氷之沢区

下檜沢第１区，下檜沢第２区

上檜沢区，高部第１区の一部（三ツ木・下
町・関山・上町）

高部第２区

42 第４２投票区 長倉地区センター

41 第４１投票区 下伊勢畑生活改善センター

40 第４０投票区 野口平公民館

39 第３９投票区 野口地区センター

38 第３８投票区 入本郷集落センター

37 第３７投票区 小瀬沢ふるさとコミュニティセンター

36 第３６投票区 緒川老人福祉センター「やすらぎ荘」

35 第３５投票区 小舟上集落センター

34 第３４投票区 緒川支所

33 第３３投票区 那賀集落農事集会所

31 第３１投票区 小田野宿集落センター

30 第３０投票区 美和幼稚園

29 第２９投票区 美和山村開発センター

28 第２８投票区 美和総合福祉センター

27 第２７投票区 表郷みらい館


