
様式１

大津市 選挙管理委員会

投票区名 投票所施設の名称 所　　在　　地
選挙人
名簿

登録者数
距 離 当該投票所で投票する区域

土足のまま
投票可の
場合○印

人 km

１ 大津市役所小松支所 北小松565番地 903 30.6
北小松

○

２ 南小松公民館 南小松888番地 1,504 27.7
南小松

○

３ 北比良会館 北比良76番地の1 1,256 26.5
北比良

○

４ 南比良公民館 南比良587番地の1 474 25.4
南比良

○

５ 大物公民館 大物418番地 669 24.8
大物

○

６ 荒川公民館 荒川972番地 638 23.8
荒川

○

７ 木戸会館 木戸740番地 838 22.7
木戸

○

８ 守山公民館 八屋戸363番地 672 21.2
八屋戸の一部

○

９ 北船路公民館 八屋戸1488番地 331 20.6
八屋戸の一部

　

１０ 南船路会館 南船路1019番地 194 20.2
南船路

○

１１ 北浜公民館 和邇北浜121番地 1,258 19.2
和邇北浜、和邇中浜の一部

　

１２ 栗原会議所 栗原644番地の1 253 20.5
栗原

　

１３ 大津市和邇市民体育館 和邇高城27番地の2　 4,540 18.5
和邇中浜の一部、和邇高城、和邇中、和
邇南浜の一部、和邇春日一・二・三丁
目、和邇今宿の一部

○

１４ 南浜自治会館 和邇南浜227番地の2 537 18.0
和邇南浜の一部、和邇今宿
の一部 　

１５ 旧小野会議所 小野1213番地 525 17.8
小野

○

１６ 大津市立小野小学校 水明一丁目34番地2 2,595 17.5
水明一・二丁目、朝日二丁
目 ○

１７ 大津市立小野公民館 湖青一丁目1番地2 1,633 16.8
朝日一丁目、湖青一・二丁
目 ○

１８ 貫井町自治会館　　 川貫井町 145番地 94 34.0
川梅ノ木町、 川貫井

町、 川細川町 　

１９ 大津市役所 川支所 川坊村町 237番地の37 59 31.0
川坊村町、 川町居町

　

２０ 大津市立 川小学校 川中村町 108番地の1 60 29.5
川木戸口町、 川中村町

　

２１ 仲平会館 川坂下町251番地の1 39 19.9
川坂下町

　

２２ 途中自治会館 伊香立途中町 404番地 165 22.5
伊香立途中町

　

２３ 上龍華自治会館　　　 伊香立上龍華町490番地 195 16.0
伊香立上龍華町、伊香立下
龍華町の一部 　

２４ 地域総合集会所　　　　 伊香立下龍華町584番地の157 405 18.0
伊香立下龍華町の一部

　

投 票 所 に 関 す る 調



２５ 大津市伊香立環境交流館 伊香立下在地町 1222番地の1 958 19.5
山百合の丘、伊香立向在地町、伊香立生
津町、伊香立上在地町、伊香立北在地
町、伊香立下在地町

○

２６ 南庄自治会館　　 伊香立南庄町 1448番地の1 426 17.5
伊香立南庄町

○

２７ 佐川公民館　 真野佐川町6番15号 119 17.5
真野佐川町

　

２８ 大野自治会館　 真野大野一丁目10番6号 690 17.0
真野大野一丁目、真野大野
二丁目、真野家田町 　

２９ 普門自治会館 真野普門一丁目15番25号 555 15.5
真野普門一丁目、真野普門二丁
目、真野普門三丁目、真野普門町 　

３０ 大津市役所真野北支所 緑町 4番1号 4,012 16.0
清風町、陽明町、緑町、清
和町 ○

３１ 麗湖幼稚園 花園町13番36号 2,670 14.6
真野四丁目の一部、真野六丁目の
一部、向陽町、美空町、花園町 　

３２ 真野浜公民館　　　 真野五丁目 6番10号 1,895 15.0
真野三丁目の一部、真野四丁目の一部、
真野五丁目、真野六丁目の一部、今堅田
三丁目の一部

　

３３ 中村会館　 真野三丁目 2番6号 2,288 15.0
真野一～三丁目の一部、真
野谷口町 ○

３４ 今堅田公民館 今堅田一丁目16番11号 3,093 14.5
今堅田一丁目、今堅田二丁
目、今堅田三丁目の一部 　

３５ 本福寺 本堅田一丁目 22番30号 1,733 13.0
本堅田一丁目の一部、本堅
田二丁目の一部 ○

３６ 大津市立堅田幼稚園 本堅田三丁目 7番17号 5,434 13.0
堅田二丁目、本堅田一丁目の一部、本堅
田二丁目の一部、本堅田三～五丁目、本
堅田六丁目の一部

○

３７ 衣川自治会館　 堅田一丁目 6番13号 2,378 12.5
堅田一丁目、衣川一丁目の
一部、衣川二丁目の一部 ○

３８ 天神山自治会館 衣川三丁目 11番9号 1,385 13.5
本堅田六丁目の一部、衣川二丁目
の一部、衣川三丁目、仰木七丁目
の一部

　

３９ 下仰木自治会館 仰木五丁目 13番11号 472 12.5
仰木五丁目の一部、仰木六丁目の
一部、仰木七丁目の一部 　

４０ 平尾自治会館 仰木四丁目 20番52号 581 11.5
仰木三丁目の一部、仰木四丁目の
一部、仰木五丁目の一部、仰木六
丁目の一部

　

４１ 辻ヶ下自治会館 仰木二丁目 13番26号 460 12.0
仰木一丁目、仰木二丁目の一部、
仰木三丁目の一部、仰木四丁目の
一部

　

４２ 上仰木自治会館 仰木二丁目 19番31号 412 13.0
仰木二丁目の一部、仰木四
丁目の一部、仰木町 　

４３ 大津市立仰木の里小学校 仰木の里四丁目 4番1号 3,810 11.0
仰木の里一～七丁目

○

４４ 大津市立仰木の里東小学校 仰木の里東六丁目1番1号 5,383 11.5
衣川一丁目の一部、仰木の里東一
～八丁目、雄琴北二丁目 ○

４５ 大津市役所雄琴支所 雄琴一丁目 17番2号 3,725 10.5
雄琴一～六丁目、雄琴北一丁目、
苗鹿二丁目の一部 ○

４６ 千野会館　　　　 千野一丁目 12番14号 555 10.0
千野一丁目、千野二丁目、千野三
丁目、苗鹿二丁目の一部 　

４７ 苗鹿会館別館　　 苗鹿一丁目 9番13号 883 9.5
苗鹿一丁目、苗鹿二丁目の
一部、苗鹿三丁目 ○

４８ 大津市立坂本公民館分館 坂本六丁目 11番48号 972 7.5
坂本五丁目の一部、坂本六丁目の
一部、坂本八丁目の一部、坂本本
町

　

４９ 大津市比叡ふれあいセンター 坂本六丁目 33番19号 1,430 7.5
坂本六丁目の一部、坂本七丁目の
一部、坂本八丁目の一部 　

５０ 大津市役所日吉台支所 日吉台一丁目15番1号 3,412 9.0
日吉台一～四丁目

○

５１ 大津市立坂本小学校 坂本三丁目12番57号 3,299 6.0
坂本三丁目の一部、坂本四丁目の一部、
坂本五丁目の一部、坂本六丁目の一部、
坂本七丁目の一部

○

５２ 真愛保育園　　 坂本二丁目 12番45号 2,463 5.5
坂本一丁目の一部、坂本二丁目、
坂本三丁目の一部、坂本四丁目の
一部

　



５３ 穴太町会議所 穴太二丁目 18番10号 3,010 4.0
坂本一丁目の一部、穴太一丁目、穴太二
丁目、穴太三丁目、弥生町、唐崎三丁目
の一部、唐崎四丁目の一部

○

５４ 比叡辻町自治会館 比叡辻一丁目 2番8号 3,821 6.5
下阪本六丁目、比叡辻一・
二丁目、木の岡町 　

５５ 大津市役所下阪本支所 下阪本三丁目 14番30号 2,230 5.5
下阪本三～五丁目

○

５６ 小唐崎自治会館 下阪本一丁目33番19号 2,036 5.0
下阪本一～三丁目

　

５７ 大津市立唐崎中学校 唐崎二丁目 9番1号 3,736 3.5
唐崎一～三丁目の一部、唐崎四丁目の一
部、滋賀里四丁目の一部、蓮池町、際川
四丁目

○

５８ 大津市立唐崎幼稚園 際川三丁目 38番2号 3,602 3.0
あかね町、見世一丁目の一部、見
世二丁目、際川一～三丁目 ○

５９ 旧大津市立山中保育園 山中町 1番12号 130 7.0
山中町

　

６０ 大津市役所山中比叡平支所 比叡平三丁目 57番1号 2,353 3.5
比叡平一～三丁目、山上町の一
部 ○

６１ 大津市滋賀里コミュニティセンタ－ 滋賀里一丁目9番11号 2,608 3.0
滋賀里一～三丁目、滋賀里四丁目の一
部、高砂町の一部、滋賀里町甲、滋賀里
町乙

○

６２ 大津市立志賀小学校 南志賀一丁目 5番1号 4,135 1.5
見世一丁目の一部、高砂町の一部、南志
賀一～四丁目、勧学一・二丁目、神宮
町、南滋賀町

○

６３ 二本松自治会館　　 二本松 2番18号 5,711 2.0
柳川一・二丁目、鏡が浜、二本
松、柳が崎、錦織三丁目、桜野町
二丁目、松山町

　

６４ 錦織町公会所　　　 錦織一丁目 3番33号 3,262 1.0
錦織一丁目、錦織二丁目、桜野町
一丁目、千石台、皇子が丘一丁
目、錦織町

○

６５ 大津市役所藤尾支所 横木二丁目4番1号 4,239 5.0
追分町、横木一丁目、横木二丁
目、茶戸町、稲葉台、藤尾奥町 ○

６６ 大谷町会館　　　　　 大谷町 26番18号 384 3.0
大谷町

　

６７ 大津市役所新館３階232会議室 御陵町3番1号 5,768 0.0
皇子が丘二丁目、皇子が丘三丁
目、山上町の一部、観音寺、尾花
川、茶が崎、御陵町

○

６８ 大津市立長等幼稚園 三井寺町 10番30号 2,418 0.5
大門通、園城寺町、浜大津三丁目の一部、長等
一丁目の一部、長等二丁目の一部、長等三丁目
の一部、三井寺町、小関町、神出開町

○

６９ 大津市立図書館 浜大津二丁目 1番3号 2,044 0.5
浜大津二丁目、浜大津三丁目の一部、浜
大津四丁目の一部、長等二丁目の一部、
長等三丁目の一部

○

７０ 近松別院　　 札の辻 4番26号 550 1.0
長等一丁目の一部、逢坂二
丁目、札の辻 　

７１ 大津市役所逢坂支所 京町三丁目 1番3号 1,948 2.5
梅林一丁目の一部、末広町、春日町、御
幸町、京町一丁目、京町二丁目、京町三
丁目の一部

○

７２ 大津市立逢坂小学校 音羽台 6番1号 2,093 2.0
東浦垣内町、梅林町、梅林二丁目、逢坂
一丁目、音羽台、朝日が丘一丁目の一
部、朝日が丘二丁目

○

７３ 大津市役所中央支所 中央二丁目 2番5号 1,502 1.5
浜大津四丁目の一部、中央一丁目、中央
二丁目の一部、浜町の一部、浜大津一丁
目、浜大津五丁目

○

７４ 大津市立大津幼稚園 島の関 1番50号 2,069 2.0
中央二丁目の一部、中央三丁目、
中央四丁目、京町三丁目の一部、
島の関、浜町の一部

○

７５ 滋賀県農業教育情報センタ－ 松本一丁目 2番20号 3,717 2.5
松本本宮町、梅林一丁目の一部、朝日が
丘一丁目の一部、本宮一丁目、本宮二丁
目の一部、京町四丁目、松本一・二丁目

○

７６ 大津市立障害者福祉センタ－ におの浜四丁目2番33号 4,454 3.0
におの浜一～四丁目、打
出浜の一部、由美浜

○

７７ 滋賀短期大学 竜が丘24番4号 4,503 4.5
本宮二丁目の一部、鶴の里、竜
が丘、湖城が丘の一部、池の里 　

７８ 大津市立平野幼稚園 馬場一丁目 5番28号 3,643 3.5
馬場一丁目、馬場二丁目、馬場三
丁目、石場、打出浜の一部、湖城
が丘の一部

○

７９ 滋賀大学附属幼稚園　 昭和町 10番3号 2,118 4.0
西の庄、木下町の一部、昭
和町 ○

８０ 池の内会館　　 湖城が丘 10番28号 2,216 5.0
相模町の一部、湖城が丘の一部、
膳所池ノ内町、秋葉台の一部 　



８１ 大津市役所膳所支所 本丸町 6番40号 2,820 4.5
木下町の一部、相模町の一部、
膳所二丁目、丸の内町、本丸町 ○

８２ 大津市立膳所小学校 中庄二丁目8番37号 3,370 5.0
膳所一丁目、中庄一丁目、
中庄二丁目 ○

８３ 粟津第一団地御殿浜自治会館 御殿浜 8番地 1,925 6.0
御殿浜、杉浦町の一部、晴
嵐二丁目 　

８４ 別保一丁目自治会館 別保一丁目 1番1号 1,688 6.5
杉浦町の一部、別保一丁目、別保
二丁目、別保三丁目 　

８５ 永興富士見保育園 富士見台3番30号 3,462 6.0
秋葉台の一部、富士見台の一
部、膳所平尾町、膳所雲雀丘町 ○

８６ 大津市役所富士見支所 園山二丁目15番33号 3,780 6.5
富士見台の一部、膳所上別保町、園山
二・三丁目、美崎町、若葉台、北大路三
丁目の一部、園山一丁目

○

８７ 松原一区自治会館 粟津町 6番12号 1,831 7.5
松原町、粟津町、晴嵐一丁
目 ○

８８ 大津市立晴嵐小学校 光が丘町 4番70号 5,280 8.0
北大路三丁目の一部、北大路一・
二丁目、光が丘町、国分一丁目の
一部

○

８９ 国分二丁目自治会館 国分二丁目 14番4号 1,950 9.0
国分一丁目の一部、国分二
丁目 ○

９０ 大津市立晴嵐幼稚園 鳥居川町 15番22号 5,386 8.5
栄町、鳥居川町、唐橋町、
田辺町、螢谷 ○

９１ 大津市石山市民体育館 石山寺三丁目10番35号 2,662 10.0
石山寺一～五丁目、石山
寺辺町

○

９２ 大津市立大平保育園 大平二丁目 33番22号 3,437 12.0
大平一丁目、大平二丁目

○

９３ 平津会館　　　　 平津一丁目 31番16号 2,432 10.5
平津一丁目、平津二丁目、
石山平津町 ○

９４ 千町公民館　　 千町一丁目 12番6号 1,777 12.0
千町一丁目、千町二丁目の一部、
千町三・丁目、石山千町、石山内
畑町の一部

○

９５ 赤尾会館　　 赤尾町 10番26号 1,375 12.5
千町二丁目の一部、赤尾町

　

９６ 大津市立南老人福祉センタ－ 南郷一丁目14番30号 4,865 13.0
南郷一～六丁目、南郷上山町、
石山南郷町 ○

９７ 外畑町自治会館 石山外畑町 94番地の9 98 15.5
石山内畑町の一部、石山外
畑町 ○

９８ 貴船会館　 大石曽束三丁目3番43号 112 20.5
大石曽束一～五丁目、大
石曽束町

○

９９ 大石小田原町自治会館 大石小田原二丁目12番8号 117 18.5
大石小田原一丁目、大石小
田原二丁目、大石小田原町 ○

１００ 大津市立大石小学校 大石東七丁目 4番1号 3,681 15.0
大石龍門一～六丁目、大石龍門町、大石淀一～
三丁目、大石淀町、大石中一～七丁目、大石中
町、大石東一～七丁目、大石東町

○

１０１ 富川会館　　 大石富川三丁目 6番7号 137 19.5
大石富川一～四丁目、大石
富川町 ○

１０２ 関津自治会館　　　 関津一丁目6番25号 873 13.5
太子一・二丁目、関津一～五丁
目、田上太子町、田上関津町 ○

１０３ 大津市田上市民体育館 稲津一丁目 10番18号 2,932 11.5
稲津一～丁目、黒津一～五丁目、
田上稲津町、田上黒津町 ○

１０４ 大津市役所田上支所 里三丁目9番1号 4,922 13.5
枝一～四丁目、里一～七丁目、石居一～
三丁目、関津六丁目、田上枝町、田上里
町、田上石居町

○

１０５ 森町会館 森二丁目 6番22号 464 15.5
羽栗二・三丁目、森一・三丁目、
田上羽栗町、田上森町 ○

１０６ 橋本南自治会館 瀬田二丁目6番36号 4,470 8.5
瀬田一～六丁目、瀬田橋本
町 ○

１０７ 大津市役所瀬田南支所 神領三丁目 8番9号 6,159 9.0
神領一～五丁目、野郷原一・二丁
目、松陽一～四丁目、瀬田神領町 ○

１０８ 県営神領団地集会所 三大寺 6番5号 918 9.5
三大寺、大江三丁目の一部

○



１０９ 大江会館　　 大江二丁目 9番2号 1,881 8.5
玉野浦、大江二丁目の一
部、大江三丁目の一部 ○

１１０ 大津市役所瀬田支所 大江三丁目 2番1号 5,689 9.0
大江一丁目の一部、大江二丁目の一部、大江三
丁目の一部、大江四丁目の一部、大江五丁目の
一部、大江六丁目、大萱一丁目の一部

○

１１１ 大津市立瀬田中学校 大江七丁目1番1号 3,230 9.0
大江四丁目の一部、大江五丁目の一
部、大江七・八丁目、瀬田大江町 ○

１１２ 大津市立瀬田北幼稚園 大将軍一丁目 14番1号 8,993 10.5
大江一丁目の一部(3街区)、大萱四～
七丁目、萱野浦、大将軍一～三丁目 ○

１１３ 南大萱会館 大萱二丁目 18番31号 3,773 10.0
大萱一丁目の一部、大萱二
丁目、大萱三丁目 ○

１１４ 大津市立瀬田東幼稚園 一里山二丁目 20番1号 5,309 10.5
一里山一～四丁目、一里山五丁目の一
部、一里山六丁目の一部、一里山七丁
目、瀬田南大萱町

○

１１５ 大津市役所瀬田東支所 一里山三丁目 16番1号 3,865 10.0
一里山三丁目の一部、一里山五丁目の一
部、一里山六丁目の一部、月輪四丁目、
月輪五丁目、瀬田月輪町

○

１１６ 月輪自治会館 月輪三丁目2番6号 2,915 10.5
一里山三丁目の一部、月輪一丁目、
月輪二丁目、月輪三丁目、栗林町 ○

１１７ 堂公民館　　 堂一丁目10番15号 541 12.5
羽栗一丁目、堂一・二丁目、上田上
堂町、新免一・二丁目、上田上新免
町

○

１１８ 中野町自治会館 中野一丁目12番30号 504 14.0
中野一～三丁目、上田上中野町、芝
原一～二丁目、上田上芝原町 ○

１１９ 大津市役所上田上支所 牧一丁目1番24号 703 14.5
牧一～三丁目、上田上牧町、平
野一～三丁目、上田上平野町 ○

１２０ 桐生自治会館    　　 桐生一丁目17番32号 831 18.0
桐生一～三丁目、上田上桐
生町 ○

１２１ 大鳥居自治会館 大鳥居9番11号 165 11.0
上田上大鳥居町、大鳥居

○

１２２ 大津市役所青山支所 青山五丁目13番36号 6,418 17.0
青山一～八丁目、松が丘一
～七丁目 ○

１２２ 273,370

箇所　 人

計



様式１

彦根市 選挙管理委員会

投票区名 投票所施設の名称 所　　在　　地
選挙人
名簿

登録者数
距 離 当該投票所で投票する区域

土足のまま
投票可の
場合○印

人 km

１ 彦根市役所 元町４番２号 2,242 0.0
船町、旭町、元町、大東町、佐和町、尾
末町、立花町、京町三丁目、古沢町（ﾃﾞｨ
ｵﾌｪﾙﾃｨ彦根）の区域

○

２ 城東小学校体育館 京町二丁目２番１９号 1,862 0.6
中央町、錦町、河原一丁目、河原二丁
目、河原三丁目、銀座町、芹橋一丁目、
京町一丁目、京町二丁目の区域

○

３ 城西小学校体育館 本町三丁目３番２２号 2,483 1.0
本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、
城町一丁目、池州町、栄町一丁目、中藪
一丁目、芹橋二丁目の区域

○

４ 西中学校図書室 金亀町８番１号 2,524 1.1
金亀町、城町二丁目、馬場一丁目、馬場
二丁目、栄町二丁目、中藪二丁目、長曽
根町の区域

○

５ 後三条会館 後三条町５６４番地 2,222 1.3 後三条町の区域

６ 金城小学校体育館 大藪町３９１番地 3,560 2.3
長曽根南町（第２近江平）、中藪町、大
藪町（大藪、大藪団地二部）の区域 ○

７ 中地区公民館 大藪町２６１０番地 2,388 2.5
大藪町（大藪団地一部、越地、ﾐﾝﾇﾌﾞﾙｰ
ｼﾞｭ、ｼｭﾛｽ越路）の区域

８ 中老人福祉センター 開出今町１３６１番地 3,120 3.1
開出今町（一部、二部、三部、四部、五
部、ﾒｲﾌﾟﾙﾀｳﾝ、ﾍﾞﾙﾀｳﾝ彦根、第２近江ふ
るさと園）、八坂町（北）、西今町（松
田団地、ｺﾓﾝﾗｲﾌⅡ）の区域

○

９ 城北小学校体育館 松原町３７５１番地３ 3,439 1.1
松原一丁目、松原二丁目、松原町、古沢
町（ＪＲ東海社宅、東山、佐和山西、佐
和山東、大洞北、ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ）の区域

○

１０ 東山会館 里根町１６３番地１ 1,840 1.1
古沢町（沢、松縄手、駅東、ｸﾞﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ
彦根）、里根町、外町（外町、外町長
山、道路公団）、幸町の区域

１１ 東中学校柔剣道場 芹川町４４３番地 3,730 1.6
安清町、芹町、芹川町（北芹川）、外町
（ﾊﾟｻｰｼﾞｭ、Mﾌﾟﾗｻﾞ）、西沼波町（東
部）、原町（東団地、西団地、原団
地）、地蔵町（地蔵団地）の区域

○

１２ 千鳥ケ丘会館 芹川町１４６３番地４ 1,785 1.8
橋向町、新町、芹中町、大橋町、芹川町
（北芹川を除く）、元岡町、沼波町、岡
町の区域

１３ 旭森小学校体育館 東沼波町３００番地 3,727 2.9
大堀町、東沼波町、西沼波町（本郷、出
屋敷、住宅部）の区域 ○

１４ 旭森地区公民館 正法寺町６４２番地１ 4,710 3.0
地蔵町（地蔵団地を除く）、正法寺町、
野田山町の区域 ○

１５ 平田小学校体育館 平田町２６７番地 3,229 2.2
長曽根南町（一部）、平田町（北、大
沢）、戸賀町の区域 ○

１６ 平田幼稚園 平田町３７９番地３ 2,441 2.2
山之脇町、平田町（中、南、西）、和田
町の区域

１７ ひこね燦ぱれす 小泉町６４８番地３ 4,253 3.3
小泉町、高宮町（日の出東、日の出西、
暁、ｾﾝﾁｭﾘｰﾏﾝｼｮﾝ、ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ杉原、高宮
ﾆｭｰﾀｳﾝ、ﾚｲﾝﾎﾞｰﾀｳﾝ南彦根、ｳｪﾙｽMori）の
区域

○

１８ 城南小学校体育館 西今町３８０番地 5,057 3.4
竹ケ鼻町、西今町（一区、二区、三区、
四区、五区）野瀬町、宇尾町の区域 ○

１９ 南地区公民館 甘呂町１３２１番地１ 2,924 5.1
甘呂町、開出今町（開出今、蔵の町団
地、日夏町（筒井、五僧田、安田、泉、
寺村、妙楽寺、中沢、島）の区域

○

２０ 多景保育園 須越町１１５５番地 1,643 6.0 八坂町、須越町、三津屋町の区域

投 票 所 に 関 す る 調



様式１

彦根市 選挙管理委員会

投票区名 投票所施設の名称 所　　在　　地
選挙人
名簿

登録者数
距 離 当該投票所で投票する区域

土足のまま
投票可の
場合○印

人 km

投 票 所 に 関 す る 調

２１ 若葉小学校図工室 蓮台寺町１８０番地 3,576 5.5
日夏町（１９投票区以外）、蓮台寺町
（彦根南ﾛｰｽﾞﾀｳﾝ）の区域 ○

２２ 鳥居本地区公民館 鳥居本町１４９１番地６ 2,075 2.5
鳥居本町、下矢倉町、甲田町、宮田町、
佐和山町、中山町、男鬼町、武奈町、笹
尾町、荘厳寺町、善谷町、仏生寺町の区
域

○

２３ 小野こまち会館 小野町９３７番地 267 5.8 小野町、原町（原）の区域

２４ 人権・福祉交流会館 犬方町８４８番地１ 1,346 4.6 広野町、犬方町の区域

２５ 河瀬小学校体育館 極楽寺町１１８番地 1,672 5.7
極楽寺町、森堂町、金剛寺町、辻堂町、
堀町、蓮台寺町（彦根南ﾛｰｽﾞﾀｳﾝを除
く）、葛龍町、西葛龍町、出町、法士町
の区域

○

２６ しあわせ保育園 南川瀬町１１９５番地１ 3,300 6.6 南川瀬町、野口町、川瀬馬場町の区域 ○

２７ グリーンピアひこね 清崎町１１１８番地 1,676 6.7 清崎町、賀田山町の区域 ○

２８ 楡町公民館 楡町４８８番地 663 7.6 千尋町、太堂町、安食中町、楡町の区域

２９ 高宮地域文化センター 高宮町２３１１番地 4,301 4.6

高宮町（大北、中北、宮町、高橋、前
裏、鳥居上、七軒、西浦、中町、北本
町、中本町、南本町、竹之腰、御旅、門
口、新町、上出、五社、北東出、南東
出）の区域

３０ 肥田町公民館 肥田町５２３番地１ 666 9.6 三津町、海瀬町、肥田町（肥田）の区域

３１ 稲枝東小学校体育館 稲部町３０８番地 2,156 9.5
稲枝町（雇用促進）、金沢町、稲部町、
彦冨町（笹田団地）、肥田町（肥田を除
く）の区域

○

３２ 野良田公会堂 野良田町１５３番地 1,635 10.2
野良田町、稲枝町（雇用促進を除く）、
服部町の区域

３３ 稲里会館 稲里町１４２９番地 441 8.3 稲里町の区域

３４ 稲枝支所 田原町１３番地１ 1,266 10.0
田原町、彦冨町（笹田団地を除く）、金
田町、出路町、上稲葉町、下稲葉町の区
域

○

３５ 稲枝北小学校体育館 下岡部町５９７番地 987 9.5
下岡部町、上岡部町、甲崎町、下西川
町、上西川町、石寺町（上石寺）の区域 ○

３６ 薩摩公民館 薩摩町１３５５番地 974 10.6
薩摩町、柳川町、石寺町（下石寺）の区
域

３７ 稲枝西小学校体育館 本庄町３８５３番地 1,507 11.7
本庄町、普光寺町、南三ツ谷町、田附町
（田附）の区域 ○

３８ 新海町さざなみホール 新海町４０９番地 854 12.7
新海町、新海浜一丁目、新海浜二丁目、
田附町（美浜団地）の区域 ○

３８ 88,541

箇所　 人

計



様式１

長浜市 選挙管理委員会

投票区名 投票所施設の名称 所　　在　　地
選挙人
名簿

登録者数
距 離 当該投票所で投票する区域

土足のまま
投票可の
場合○印

人 km

第1投票区 長浜公民館（１号室） 高田町１０番５１号 2,895 0.10

神前東、月見ヶ丘、神前上、神前
西、北門前、高田東、高田、高田
北、高田中、一の宮、八幡東、八
幡泉、南川、八幡中山南、三の宮
北､三の宮中、三の宮南

○

第3投票区 仏光寺門徒会館 三ツ矢元町１０番３号 2,213 0.86

大通寺、三ツ矢中東、中三ツ矢、仏光
寺、東三ツ矢南、東三ツ矢中、東三ツ
矢北、三ツ矢北、三ツ矢新道、京、南
三越、北三越、北日吉、中山、分木、
三ツ矢新、神前栄、御坊東、伊部、相
生、三ツ矢南

第4投票区 殿町会館 殿町５番２６号 2,127 1.31

北呉服、郡上、南日吉、中日吉、
南呉服上、南呉服元、殿、公園、
公園新、南呉服鐘紡、豊公園前弐
番館、鐘紡町緑風苑

第5投票区 長浜幼稚園（遊戯室） 朝日町５番１４号 2,497 0.83

南片、高田西、八幡、紺屋、南新、
上田、中田、下田、田旭、栄船、船
山、神戸、東本、西本、横、大手、
南呉服東、南呉服南、北船東、永
保、箕浦、北船北、北船南、ハート
フル・タウン、南船、大島、米川、
御堂前、金屋、十軒、錦南、宮、
片、祝、グランブルー長浜

○

第6投票区 養蚕の館（研修室） 相撲町６０４番地７ 2,883 2.18
森、相撲、美浜、緑ヶ浜、祇園元、
相撲西、鶴ヶ島、みずべの里

第7投票区
長浜市勤労青少年
ホーム（体育室）

八幡中山町１３１６番地３ 2,518 1.31
列見、上祇園、十里、十里南新、
八幡中山栄

第8投票区 新庄寺町公会堂 新庄寺町２５５番地 1,862 2.25
新庄寺、新庄中、新庄馬場、
小沢、下之郷西

第9投票区 北保育園（遊戯室） 神照町５９６番地 3,187 1.34
神照東、神照西、八幡中山、シ
ティライフ ○

第10投票区 北新会館 神照町８６２番地 831 1.98
北新東、北新西、北新南、北新
北、北新暁

第11投票区 国友町会館 国友町６８０番地 1,385 3.25
保田、今、国友東、国友西、泉、
下之郷東、下之郷中

第12投票区 口分田会館（会議室） 口分田町７５３番地 1,849 2.33 榎木、川崎、山階、口分田

第13投票区
姉川コミュニティ防災セン
ター（訓練・体験研修室）

西上坂町１１４９番地３ 2,186 4.43
東上坂、西上坂、千草東、千草
中、千草西

第14投票区 北郷里公民館（学習室）東上坂町９７６番地７ 751 4.71 春近、堀部、保多、垣籠

第15投票区 足柄神社社務所 七条町７０６番地１ 1,320 3.41 七条東、七条中、七条西、石田

第16投票区
南郷里公民館（多目
的ホール）

新栄町１０６５番地２ 1,499 2.47
今川、日の出、加納、加納新、南
田附東、七条新、新栄（一部）

第17投票区 小足新町会館 南小足町２５７番地３０ 1,437 3.39 南小足、小足新、小足北、新栄

第18投票区 ながはまウェルセンター 小堀町３２番地３ 1,855 1.73
小堀、小堀新、コーポ小堀、南田
附西

投 票 所 に 関 す る 調



第19投票区
大戌亥町コミュニティ
センター

大戌亥町１０８９番地 1,625 1.75
大戌亥、下坂中、寺田、田村、高
橋、下坂浜

第20投票区
長浜市ふれあい
コミュニティホール

勝町４９０番地 2,636 1.55 四ツ塚、勝、勝北、平方南、弥高

第21投票区 平方町公会堂 平方町５４２番地３ 1,513 1.09 平方、平方北

第22投票区
市民交流センター（ふ
れあいホール）

地福寺町４番３６号 2,636 0.58
南高田、東高田、地福寺、柳、三
和

第23投票区 南中学校（武道場） 永久寺町８１０番地 933 2.04 大辰巳、室、永久寺、大東

第24投票区
西黒田公民館（ホー
ル）

常喜町５００番地 1,352 3.67
八条、本庄、常喜東、常喜西、鳥羽上
北、鳥羽上南、本庄新、常喜新

第25投票区 布勢町会議所 布勢町１９９番地 550 4.75 名越、布勢、小一条 ○

第26投票区 神田公民館（学習室） 加田町２７２７番地 1,121 3.44
加田東、加田西、加田南、加田北、加
田今、加田新、加田栄、加田促進

第27投票区 宮司東町会議所 宮司町４６９番地 1,926 1.70 宮司東、宮司西

第28投票区 浅井支所 内保町２４９０番地１ 1,626 5.70 内保、大依、湯次
○

第29投票区 大路公会堂 大路町５３番地 581 5.07 大路、中瀬、大路楽門

第30投票区 三田公会堂 三田町１１４２番地 501 5.05 三田 ○

第31投票区 新三田会館 三田町４４８番地２４ 589 5.75 新三田、西新三田、北新三田

第32投票区 七尾公民館 佐野町１８１番地 563 6.32 佐野、南池、北池、野村 ○

第33投票区 相撲庭公会堂 相撲庭町９９３番地１ 536 6.70 相撲庭、今荘

第34投票区 浅井高原公会堂 法楽寺町２７番地７２ 982 7.37 法楽寺、小野寺、浅井高原、高尾

第35投票区 東主計公会堂 東主計町２１３番地１ 393 6.87 西主計、東主計、乗倉

第36投票区 下草野公民館 北ノ郷町１０５番地 610 7.70
北ノ郷、東野、醍醐、徳山、南郷、
飯山、当目、大門

第38投票区 上草野公民館 野瀬町８０９番地 1,211 9.90
郷野、鍛冶屋、岡谷、野瀬、西村、
太田、草野、高山、寺師

第40投票区 上野公会堂 上野町３５４番地 527 8.47 木尾、上野、小室

第41投票区 五先賢の館 北野町１３８６番地 765 8.62
谷口、北野、竜安寺、黒部、高畑、
力丸、野田、池奥、瓜生

第42投票区 尊勝寺公会堂 尊勝寺町２３５番地 592 6.45
尊勝寺、山ノ前、西野、田川、須賀
谷

第43投票区 八島公会堂 八島町４８４番地 941 6.17 八島、平塚、尊野、野上

第44投票区 細江会館 細江町４４０番地 362 2.95 細江

第45投票区 曽根公館 曽根町９９６番地１ 746 3.53 曽根、御館

第46投票区 落合コミュニティセンター 落合町２３３番地 835 4.87 錦織、落合、難波、新居、野寺



第47投票区 あじさいホール 富田町４３１番地 659 6.74
富田、北富田、十九、小観音寺、
稲葉、弓削、香花寺 ○

第48投票区 益田農村集落センター 益田町６１１番地 716 7.00 益田、安養寺、早崎、下益田

第49投票区 下八木公民館 下八木町４３９番地 443 5.95 上八木、下八木

第50投票区 大浜会館 大浜町２１３番地 591 5.05 大浜、中浜、八木浜

第51投票区 南浜公民館 南浜町１４４０番地 450 4.83 南浜

第52投票区 川道コミュニティセンター 川道町４１６番地 764 4.08 川道

第53投票区 唐国会館 唐国町836番地 529 5.63 唐国町、月ヶ瀬町

第54投票区 虎姫公民館 田町108番地 745 4.81 大寺町、虎姫本町、田町、五村

第55投票区 虎姫時遊館 三川町1635番地2 696 5.46 中野町、三川町 ○

第56投票区 宮部会館 宮部町1554番地 531 4.29 宮部町

第57投票区 大井集会所 大井町320番地 342 3.74 大井町

第58投票区 虎姫コミュニティセンター 酢280番地1 803 4.47 桜町、酢、西大井町 ○

第59投票区 柿ノ木集会所 柿ノ木42番地 353 4.47 柿ノ木、長田町

第60投票区 新旭町集会所 新旭町69番地 341 5.17 新旭町

第61投票区 上山田事務所 小谷上山田町1239番地1 322 10.4 小谷上山田町・下山田

第62投票区 小谷丁野町自治会館 小谷丁野町808番地 575 9.0 小谷丁野町・湖北町二俣

第63投票区 郡上会議所 小谷郡上町289番地2 159 7.9 小谷郡上町・小谷美濃山町 ○

第64投票区 ひばり山交流会館 湖北町伊部118番地 416 6.9
湖北町伊部・湖北町留目・湖北町
別所

第65投票区 飯給会館 湖北町河毛1709番地 374 7.4 湖北町山脇・湖北町河毛

第66投票区 賀友会館 湖北町賀407番地4 258 6.7 湖北町賀・湖北町小今

第67投票区 馬渡地主会館 湖北町馬渡1754番地 243 6.3 湖北町馬渡

第68投票区 小倉公会堂 湖北町小倉392番地 379 7.0
湖北町大安寺・湖北町南速水・湖
北町小倉

第69投票区 湖北公民館　楽房 湖北町速水2745番地 1,342 7.8 湖北高田町・湖北町速水 ○

第70投票区 八日市公民館 湖北町八日市541番地 404 8.8 湖北町八日市・湖北町青名

第71投票区 今事務所 湖北今町209番地 299 8.8 湖北町猫口・湖北町沢・湖北今町

第72投票区 山本会議所 湖北町山本1148番地 1,118 9.1
湖北町五坪・大光寺町・湖北町田
中・湖北町山本



第73投票区 海老江公民館 湖北町海老江32番地 235 8.0 湖北町海老江

第74投票区 延勝寺公民館 湖北町延勝寺1441番地 274 9.2 湖北町延勝寺

第75投票区 今西和協館 湖北町今西472番地 323 9.5 湖北町今西・湖北町津里

第76投票区 尾上公民館 湖北町尾上153番地2 382 10.7
湖北町石川・湖北東尾上町・湖北
町尾上

第77投票区 富永小学校（１階交流室） 長浜市高月町井口160番地 1,464 12.5
井口　持寺　洞戸　高月尾山　保
延寺　雨森　高野　新井口

第78投票区 高月小学校（体育館） 長浜市高月町高月738番地 3,198 11.0
柏原　新柏原　渡岸寺　落川　馬
上　森本　高月

第79投票区 古保利小学校（体育館） 長浜市高月町西柳野38番地 2,178 11.0
宇根　東阿閉　東柳野　市営住宅　東
柳野　柳野中　西柳野　重則　松尾
高月西野　熊野　片山　西阿閉

第80投票区 七郷小学校（体育館） 長浜市高月町唐川248番地 1,241 12.7
高月東高田　高月布施　唐川　唐川新
町　横山　東物部　西物部　磯野

第81投票区 金居原ふれあい館 木之本町金居原1178番地 143 29.0 金居原 ○

第82投票区 もみじ会館 木之本町杉野2810番地3 294 26.0 杉野 ○

第83投票区 杉本集会所 木之本町杉本363番地 59 25.0 杉本

第84投票区 音羽集会所 木之本町音羽286番地 19 23.0 音羽

第85投票区 大見公民館 木之本町大見187番地 50 22.0 大見

第86投票区 川合会館 木之本町川合137番地 398 19.0 川合

第87投票区 古橋ミニ集会所 木之本町古橋1110番地 376 18.0 古橋

第88投票区 石道会館 木之本町石道831番地1 99 17.0 石道

第89投票区 小山集会所 木之本町小山307番地 93 16.8 小山

第90投票区
長浜市役所北部振興
局　１階ホール

木之本町木之本606番地1 1,751 17.0 木之本・アットリ

第91投票区 木之本文化センター 木之本町田部542番地 1,002 16.0 廣瀬

第92投票区 黒田集会所 木之本町黒田729番地 719 17.3 黒田・黒田新町・駅前黒田

第93投票区 田部集会所 木之本町田部5番地1 136 16.0 田部

第94投票区 千田会館 木之本町千田867番地4 340 16.0 千田

第95投票区 大音集会所 木之本町大音925番地 289 18.5 大音

第96投票区 飯浦集会所 木之本町飯浦585番地11 66 20.0 飯浦・山梨子

第97投票区 西山集会所 木之本町西山715番地 176 18.2 西山

第98投票区 田居集会所 木之本町田居56番地 116 18.0 田居



第99投票区 北布施集会所 木之本町北布施222番地2 136 17.5 北布施

第100投票区赤尾集会所 木之本町赤尾511番地4 144 17.0 赤尾

第101投票区余呉高齢者福祉センター 余呉町中之郷956番地2 482 19.0 中之郷

第102投票区下余呉活性化支援センター 余呉町下余呉2817番地 537 18.0 下余呉・坂口

第103投票区川並草の根会館 余呉町川並530番地 307 18.4 川並・八戸

第104投票区下丹生集会所 余呉町下丹生1102番地1 89 19.8 下丹生

第105投票区丹生コミュニティセンター 余呉町上丹生2483番地 301 20.8 上丹生、摺墨

第107投票区菅並集会所 余呉町菅並741番地1 56 24.0 菅並

第108投票区文室草の根会館 余呉町文室1248番地5 81 19.7 文室

第109投票区国安多目的集会所 余呉町国安417番地4 139 20.3 国安

第110投票区東野集会所 余呉町東野218番地2 500 20.3 東野・今市

第111投票区新堂草の根会館 余呉町新堂355番地 196 21.2 新堂・池原

第112投票区小谷草の根会館 余呉町小谷153番地 81 22.5 小谷

第113投票区柳ヶ瀬公会堂 余呉町柳ヶ瀬139番地 57 23.7 柳ヶ瀬

第114投票区椿坂草の根会館 余呉町椿坂219番地 47 27.5 椿坂

第115投票区中河内集会所 余呉町中河内86番地1 37 33.3 中河内

第116投票区塩津浜地区公民館 塩津浜960番地1 393 18.2
西浅井町塩津浜
祝山513番地1および
塩津中1110番地3～7を含む

第117投票区祝山会館 祝山309番地 104 19.0
西浅井町祝山
祝山513番地1を除く

第118投票区野坂会館 野坂195番地1 87 19.4 西浅井町野坂

第119投票区塩津中生活改善センター 塩津中27番地2 140 19.9
西浅井町塩津中
塩津中1110番地3～7を除く

第120投票区余会館 余224番地 267 20.7 西浅井町余

第121投票区集福寺会館 集福寺507番地2 150 22.1 西浅井町集福寺

第122投票区沓掛会館 沓掛603番地5 125 23.1 西浅井町沓掛

第123投票区横波公民館 横波175番地 93 20.3 西浅井町横波

第124投票区
岩熊生活改善セン
ター

岩熊541番地 245 18.6 西浅井町岩熊

第125投票区大浦地区公民館 大浦2275番地1 692 18.3
西浅井町大浦
菅浦1490番地1を含む



第126投票区菅浦地区公民館 菅浦218番地 144 14.8
西浅井町菅浦
菅浦1490番地1を除く

第127投票区月出多目的集会所 月出235番地 24 16.5 西浅井町月出

第128投票区八田部公会堂 八田部612番地 237 17.8 西浅井町八田部 ○

第129投票区山田公民館 山田446番地2 80 17.4 西浅井町山田 ○

第130投票区小山会館 小山411番地 82 18.0 西浅井町小山

第131投票区山門地区公民館 山門103番地 185 20.7 西浅井町山門

第132投票区中生活改善センター 中366番地 93 20.6 西浅井町中

第133投票区農業者トレーニングセンター 庄929番地 316 20.2 西浅井町庄

第134投票区黒山会館 黒山381番地1 100 19.8 西浅井町黒山

計 130箇所 95,967人



様式１

近江八幡 市選挙管理委員会

投票区名 投票所施設の名称 所　　在　　地
選挙人
名簿

登録者数
距 離 当該投票所で投票する区域

土足のまま
投票可の
場合○印

人 km

第１投票区 第三区自治会館 博労町元５番地 1,726 1.2 別紙のとおり

第２投票区 八幡子どもセンター 八幡町３７番地１ 535 0.8 別紙のとおり

第３投票区 近江八幡市役所 桜宮町２３６番地 4,759 0.0 別紙のとおり ○

第４投票区 中村町公民館 中村町３８３番地 3,696 0.6 別紙のとおり

第５投票区 西元町会議所 西元町３１番地 1,008 1.5 別紙のとおり

第６投票区 第９区自治会館 池田町三丁目１３番地 639 1.4 別紙のとおり

第７投票区 八幡コミュニティセンター 宇津呂町７３番地１ 829 1.0 別紙のとおり ○

第８投票区 第５区自治会館 宮内町３２番地９ 1,738 1.8 別紙のとおり

第９投票区 近江兄弟社学園金田東保育園 西庄町１４４１番地 1,556 2.0 別紙のとおり

第１０投票区 サン・ビレッジ近江八幡 鷹飼町４０番地 2,492 1.1 別紙のとおり ○

第１１投票区 金田コミュニティセンター 金剛寺町３７５番地 2,608 1.5 別紙のとおり ○

第１２投票区 つながりハウス篠田の里 上田町７３９番地１ 1,529 2.1 別紙のとおり

第１３投票区 倉橋部町集会所 倉橋部町１０５番地 353 4.5 別紙のとおり

第１４投票区 馬淵コミュニティセンター 馬淵町３１４５番地 1,524 3.0 別紙のとおり ○

第１５投票区 岩倉町会議所 馬淵町６２７番地２ 992 3.7 別紙のとおり ○

第１６投票区 若宮町会議所 若宮町２９９番地 968 2.5 別紙のとおり

第１７投票区 桐原コミュニティセンター 中小森町１１７８番地 3,267 2.3 別紙のとおり ○

第１８投票区 上野町自治会館 上野町２２７番地 3,123 3.8 別紙のとおり

第１９投票区 市立八幡西中学校 古川町５０番地 1,384 3.1 別紙のとおり ○

第２０投票区 江頭町会議所 江頭町８１４番地 1,289 4.0 別紙のとおり ○

第２１投票区 北里ふれあいホール 江頭町９７３番地２ 2,512 4.8 別紙のとおり ○

第２２投票区 野村町集落センター 野村町１４３９番地 957 5.7 別紙のとおり

第２３投票区 佐波江町会議所 佐波江町４４番地 201 7.2 別紙のとおり

第２４投票区 牧町公民館 牧町７８１番地 699 3.7 別紙のとおり

第２５投票区 加茂自治会館 加茂町１６９１番地 1,027 3.3 別紙のとおり

第２６投票区 船木自治ハウス 船木町１２７０番地１ 1,495 2.2 別紙のとおり

第２７投票区 草の根ハウスまるやま 円山町１６０９番地 433 3.7 別紙のとおり

第２８投票区 島コミュニティセンター 島町１６７１番地１ 573 4.6 別紙のとおり

第２９投票区 中之庄町自治会館 中之庄町１４７番地１ 313 4.5 別紙のとおり

第３０投票区 沖島コミュニティセンター 沖島町２６８番地１ 289 9.0 別紙のとおり

第３１投票区 武佐コミュニティセンター 友定町３０５番地 1,632 3.6 別紙のとおり

第３２投票区 八幡東子どもセンター 末広町３２０番地２ 1,665 5.1 別紙のとおり

第３３投票区 大中町公民館 大中町１６０番地 259 6.4 別紙のとおり

第３４投票区 堀上町公民館 堀上町２８２番地 2,869 1.2 別紙のとおり ○

第３５投票区 市立桐原東小学校 土田町１７５番地 3,508 1.0 別紙のとおり ○

第３６投票区 若葉町自治会館 若葉町三丁目１７９０番地３３ 1,221 1.7 別紙のとおり ○

第３７投票区 常楽寺老人憩の家 安土町常楽寺７８５番地 2,185 3.3 別紙のとおり

投 票 所 に 関 す る 調



第３８投票区 下豊浦草の根区民会館 安土町下豊浦３２３２番地 1,979 4.0 別紙のとおり ○

第３９投票区 芦刈会館 安土町下豊浦８０１４番地 425 5.4 別紙のとおり

第４０投票区 宮津自治会館 安土町桑実寺１６７番地５ 946 4.8 別紙のとおり

第４１投票区 中屋集会所 安土町中屋１８番地１ 428 3.5 別紙のとおり

第４２投票区 老蘇コミュニティセンター 安土町東老蘇１１３６番地１ 1,457 5.3 別紙のとおり ○

第４３投票区 楽座会館 安土町石寺２０８７番地 355 5.8 別紙のとおり

第４４投票区 内野会議所 安土町内野１１２６番地 420 6.0 別紙のとおり

第４５投票区 上豊浦あったかハウス 安土町下豊浦７８番地 1,878 3.7 別紙のとおり

４５ 65,741

箇所　 人

計



投票区一覧表（町地番別）

投票区 区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　域

縄手町末　縄手町中4番地から54番地、同61番地、同68番地　縄手町元　鍵之手町　慈恩寺町上

慈恩寺町中　慈恩寺町元　鍛冶屋町　新左衛門町　生須町　薬師町　大工町　江南町　玉屋町

東畳屋町　西畳屋町　博労町上　博労町中　博労町元　永原町上　永原町中　永原町元　間之町

多賀町1番地から597番地2　市井町

縄手町中57番地1から59番地5、同65番地6  出町15番地2、同15番地4から26番地、

同27番地から41番地2、同47番地2、同50番地4、同60番地6から63番地1、同69番地から73番地、

同76番地1から80番地、同88番地から88番地1、同92番地3、同122番地5

八幡町6番地から16番地7、同28番地から417番地

桜宮町　音羽町　出町2番地から11番地2、同15番地3、同26番地から26番地3、

同42番地から43番地、同49番地1、同50番地、同51番地から58番地、同67番地、

同74番地から75番地、同86番地から87番地、同89番地から91番地、同93番地2から121番地

同123番地1から799番地　八幡町3番地、同21番地1　鷹飼町北一丁目　鷹飼町北二丁目

鷹飼町北三丁目　鷹飼町北四丁目　鷹飼町450番地1から930番地46、同1478番地1から1613番地3

土田町1番地から40番地、同525番地2から1344番地、同1379番地から1583番地1　中村町

宇津呂町

板屋町　北末町　北元町　西元町　西末町　元玉屋町　佐久間町　日杉町　孫平治町一丁目

孫平治町二丁目　小船木町1番地から453番地2、同574番地2から720番地、

同728番地1から733番地1、733番地151、756番地1から764番地、同775番地から866番地、

同867番地1、同868番地から872番地、同873番地5、同874番地10、同876番地13、同877番地11、

同879番地17、同880番地18、同899番地から928番地2　新栄町　船木町2番地9

本町一丁目　本町二丁目　本町三丁目　本町四丁目　本町五丁目　池田町一丁目　池田町二丁目

池田町三丁目　池田町四丁目　池田町五丁目

仲屋町上　仲屋町中　仲屋町元　為心町上　為心町中　為心町元　魚屋町上　魚屋町中

魚屋町元、新町一丁目　新町二丁目　新町三丁目　新町四丁目　玉木町一丁目　玉木町二丁目

正神町　小幡町上　小幡町中

8 鉄炮町　宮内町　大杉町　多賀町602番地3から761番地　船町　北之庄町

長田町983番地から1253番地3　西庄町457番地から504番地2、同764番地3から2036番地2

浅小井町

鷹飼町南一丁目　鷹飼町南三丁目　鷹飼町南四丁目　鷹飼町東二丁目

鷹飼町2番地2から410番地3、同430番地1から430番地9、同1011番地1から1011番地4

西本郷町西　西本郷町12番地75、同74番地から105番地、同221番地4から232番地5、

同401番地1から411番地3　南本郷町一丁目　南本郷町二丁目　南本郷町三丁目

鷹飼町東一丁目　鷹飼町989番地、同991番地4から1400番地13　西本郷町東

西本郷町1番地7から1番地23、同191番地から192番地、同252番地9から381番地21、

同461番地から490番地　金剛寺町　杉森町　長田町160番地から702番地

西庄町51番地から175番地、同571番地から646番地12

12 上田町

7
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11

9

1

2

3

5

4

6



投票区一覧表（町地番別）

投票区 区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　域

13 馬淵町219番地　倉橋部町　浄土寺町　上畑町　新巻町

馬淵町22番地2から157番地、同683番地、同696番地から2660番地　東横関町

千僧供町443番地から489番地、同494番地1から497番地1、同611番地3、同659番地、

同664番地から692番地2　東川町

馬淵町87番地9　同204番地4から228番地93、同284番地から628番地

千僧供町88番地から436番地、同493番地、同561番地1から607番地3、同612番地から626番地3、

同662番地、同691番地　長福寺町

竹町　東町48番地2から63番地15、同180番地7から180番地8、同181番地2、

同181番地4から181番地24、同182番地4、同182番地7から186番地2

日吉野町2番地1から160番地　若宮町

東町97番地2から180番地6、同180番地9、同181番地3、同182番地1から182番地2、

同182番地5から182番地6、同187番地1から同746番地　池田本町428番地3から779番地、

同819番地2、同831番地2、同869番地15から1101番地17　森尻町

中小森町308番地3から678番地7、同682番地8から1228番地　赤尾町　大森町

川原町一丁目　川原町二丁目

池田本町215番地5から357番地2、同795番地から831番地4、同1255番地1　安養寺町　上野町

古川町1173番地41から1190番地、同1272番地2、同1492番地2から1576番地　篠原町一丁目

篠原町二丁目　篠原町三丁目

古川町409番地から876番地、同1270番地、同1414番地　益田町　緑町一丁目　緑町二丁目

緑町三丁目　緑町四丁目　柳町一丁目　柳町二丁目　柳町三丁目

加茂町789番地2から792番地2、同3327番地1から3328番地　田中江町

江頭町44番地3から944番地10、同991番地

江頭町946番地から980番地4、同991番地、同1005番地1から1242番地　十王町　小田町

丸の内町

野村町307番地4から2080番地、同2151番地から2171番地、同2288番地37から2288番地42まで、

同2426番地から2623番地2、4522番地から4556番地　水茎町

23 野村町2108番地から2108番地12、同2298番地1から2341番地、同2631番地1　佐波江町

24 牧町75番地から298番地、同367番地4、同383番地、同543番地から2835番地　元水茎町

25 加茂町239番地から625番地、同845番地2から3176番地5、同3599番地1から4022番地2

26 牧町369番地2から383番地　大房町　船木町2番地8、同2番地10から1790番地7　南津田町

27 円山町　白王町

28 島町　北津田町

29 中之庄町　長命寺町　沖島町官有地

30 沖島町18番地から470番地

武佐町434番地4から456番地1、同512番地1から723番地　長光寺町2番地から694番地、

同746番地、同748番地2、西宿町　野田町　御所内町　友定町　西生来町38番地から461番地1、

同1039番地、同1065番地1から1882番地1

22
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投票区一覧表（町地番別）

投票区 区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　域

武佐町1番地から349番地、同489番地1　長光寺町748番地、同751番地1から922番地

西生来町588番地11から945番地1、同2398番地から2416番地2　末広町

33 大中町

中小森町680番地13から681番地15　堀上町2番地4から24番地24、同122番地1から134番地9、

同168番地9から391番地3　白鳥町　日吉野町189番地から775番地19、同783番地

土田町136番地1から296番地1、同1345番地1から1378番地2　小船木町572番地2から572番地4、

同721番地1から721番地94、同733番地2から同733番地150、同745番地1から745番地141、

同765番地1から765番地85、同867番地2から867番地3、同873番地1から873番地4、

同873番地6から874番地9、874番地11から876番地12、876番地14から877番地10、

同877番地12から879番地16、同879番地18から880番地17、同880番地19から882番地

中小森町60番地1から305番地12　堀上町41番地2から100番地21、同139番地2から159番地75

八木町

36 若葉町一丁目　若葉町二丁目　若葉町三丁目　若葉町四丁目　若葉町五丁目

安土町常楽寺38番地3から1984番地13　安土町香庄　安土町慈恩寺

安土町小中143番地1から200番地7、同203番地1から205番地1、同213番地3、

同213番地4から218番地2、同230番地1、同600番地4から623番地、同640番地から678番地

安土町上豊浦1334番地1、同1357番地から1377番地、同1378番地、同1387番地から1391番地、

同1395番地3、同1646番地から1675番地　安土町下豊浦4667番地、同4687番地2から4687番地3、

同4707番地3、同5258番地17、同5258番地36、同5274番地1から5283番地7

安土町下豊浦2613番地1から4655番地、同4673番地2から4677番地、同4698番地、同4713番地5、

同5385番地4から5420番地4、同6210番地から6371番地、同7471番地1から7602番地3、

同8217番地2、同8218番地、同8260番地、同8270番地、同8492番地4、同9025番地、同9221番地2

安土町下豊浦5880番地3から6006番地3、同6949番地から7031番地、

同7727番地1から8084番地　安土町大中

40 安土町下豊浦9018番地3　安土町桑実寺　安土町宮津

41 安土町常楽寺1番地　安土町上出　安土町中屋　安土町小中1番地12から140番地1、同374番地

42 安土町東老蘇　安土町西老蘇　安土町石寺2474番地2

43 安土町石寺2番地から2154番地、同3074番地1

44 安土町内野

安土町小中201番地1から202番地6、同206番地1から212番地1、同213番地3、

同219番地1から228番地3、同230番地1から234番地1、同502番地12から597番地、同625番地、

同690番地　安土町上豊浦655番地1から1303番地2、同1335番地から1355番地、同1378番地2、

同1380番地から1385番地、同1394番地、同1397番地4から1630番地　

安土町下豊浦4番地から1288番地12、同8801番地3、同8809番地

32

34

45

35

37

38

39



様式１

草津市 選挙管理委員会

投票区名 投票所施設の名称 所　　在　　地
選挙人
名簿

登録者数
距 離 当該投票所で投票する区域

土足のまま
投票可の
場合○印

人 km

第１投票区
草津市志津南市民
センター（公民館）

草津市若草五丁目１０番
地

2455 2.8

岡本町の一部、馬場町の一
部、若草一丁目～八丁目、
追分南八丁目の一部

○

第２投票区
草津市立志津小学
校体育館

草津市青地町８２７番地
1989 2.0

馬場町の一部、岡本町の一
部、山寺町の一部、青地町
の一部

○

第３投票区
草津市志津市民セ
ンター（公民館）

草津市青地町５６１番地
4030 1.6

青地町の一部、山寺町の一
部

○

第４投票区 追分町会館
草津市追分五丁目６番５
号

5073 1.5

追分一丁目～三丁目、追分
四丁目の一部、追分五丁目
～追分七丁目、追分八丁目
の一部、追分南一丁目の一
部、追分南二丁目の一部、
追分南三丁目～七丁目、追
分南八丁目の一部、追分南
九丁目

第５投票区 渋川中町会館
草津市渋川一丁目７番１
４号

2869 1.5

渋川一丁目の一部、渋川二
丁目、大路一丁目の一部、
若竹町の一部

第６投票区
渋川市民センター
（公民館）

草津市西渋川二丁目９番
３８号

3864 1.5

西渋川一丁目～二丁目、野
村一丁目の一部

○

第７投票区
草津市大路市民セ
ンター（公民館）

草津市大路二丁目９番１
１号

4797 1.0

大路一丁目の一部、大路二
丁目～三丁目、若竹町の一
部、渋川一丁目の一部

○

第８投票区
草津市立まちづくり
センター

草津市西大路町９番６号

3860 1.2

西大路町、野村一丁目の一
部、野村二丁目の一部、野
村三丁目の一部

○

第９投票区 砂原会館
草津市東草津一丁目４番
２０号 1981 0.8

東草津一丁目、東草津二丁
目の一部、東草津三丁目

第１０投票区
草津市草津市民セ
ンター（公民館）

草津市草津一丁目４番３
３号 1426 0.5

草津一丁目、草津二丁目の
一部、東草津二丁目の一部

第１１投票区草津市立西一会館
草津市草津町１４４６番地
１

2902 0.9

西草津一丁目、西草津二丁
目の一部、草津町の一部、
木川町の一部

○

第１２投票区込田会館
草津市草津三丁目１３番
８１号

2333 0.1

草津二丁目の一部、草津三
丁目～四丁目、東草津二丁
目の一部、東草津四丁目、
草津町の一部、西草津二丁
目の一部

○

投 票 所 に 関 す る 調



第１３投票区矢倉町会館
草津市矢倉二丁目１番７
号

4088 0.8

矢倉一丁目～二丁目、東矢
倉一丁目の一部、東矢倉二
丁目の一部、東矢倉三丁目
の一部、追分四丁目の一
部、西矢倉一丁目～三丁目

○

第１４投票区
草津市矢倉市民セ
ンター（公民館）

草津市東矢倉二丁目１３
番６号

3485 1.0

東矢倉一丁目の一部、東矢
倉二丁目の一部、東矢倉三
丁目の一部、東矢倉四丁
目、追分町の一部、追分四
丁目の一部、追分八丁目の
一部、追分南一丁目の一
部、追分南二丁目の一部

○

第１５投票区
野路コミュニティセ
ンター

草津市野路七丁目１番１
８号

4072 1.6

野路町の一部、野路四丁目
～九丁目、野路東三丁目の
一部、野路東四～七丁目

第１６投票区桜ケ丘会館
草津市桜ケ丘四丁目３番
４号

1779 2.7

野路町の一部、野路東一丁
目～二丁目、野路東三丁目
の一部、桜ケ丘一丁目～五
丁目

第１７投票区
草津市立老上小学
校体育館

草津市野路町５１７番地

6300 2.3

野路町の一部、南草津一丁
目～五丁目、橋岡町の一
部、矢橋町の一部

○

第１８投票区
草津市立南笠東小
学校正面玄関内

草津市南笠東四丁目４番
１号

5797 2.8

南笠東一丁目、南笠東三丁
目～四丁目、笠山一丁目～
八丁目

第１９投票区南笠公民館 草津市南笠町１２１７番地
1382 2.6

南笠町の一部、南笠東二丁
目

○

第２０投票区草津市立橋岡会館 草津市橋岡町７１番地
1740 2.3

橋岡町の一部、矢橋町の一
部

第２１投票区矢橋総合会館
草津市矢橋町１１９９番地
１ 1984 3.0

矢橋町の一部 ○

第２２投票区新浜会館 草津市新浜町６８番地１
2169 3.7

新浜町、矢橋町の一部、南
笠町の一部

第２３投票区草津市立新田会館 草津市木川町８９８番地３
1069 1.2

木川町の一部、草津町の一
部

第２４投票区出屋敷会館 草津市木川町８３３番地１
1075 1.9

木川町の一部

第２５投票区
野路小林町自治会
館

草津市野路二丁目１３番
２号 2985 1.8

野路一丁目～三丁目 ○

第２６投票区木川町農業会館 草津市木川町５１７番地
1139 2.4

木川町の一部

第２７投票区
草津市山田市民セ
ンター（公民館）

草津市南山田町６７８番
地 777 2.9

山田町、北山田町の一部、
南山田町の一部

第２８投票区北山田会館
草津市北山田町７７８番
地 1182 3.9

北山田町の一部

第２９投票区南山田会館
草津市南山田町７７６番
地 1236 3.0

南山田町の一部、御倉町



第３０投票区野村会館
草津市野村五丁目２６番
２０号

4273 2.1

野村二丁目の一部、野村三
丁目の一部、野村四丁目、
野村五丁目の一部、野村六
丁目～八丁目、川原一丁目
の一部、川原二丁目の一部

○

第３１投票区
草津市立笠縫小学
校体育館

草津市上笠一丁目６番２
号

4330 2.5

上笠一丁目～四丁目、上笠
町、野村五丁目の一部、下
笠町の一部

○

第３２投票区
草津市立笠縫東幼
稚園

草津市平井三丁目８番２
号

4467 2.5

平井一丁目～六丁目、平井
町、川原一丁目の一部、川
原二丁目の一部、川原三丁
目～四丁目、川原町

○

第３３投票区駒井沢町公民館
草津市駒井沢町３１７番
地１ 1170 3.1

駒井沢町、新堂町、集町

第３４投票区下笠会館
草津市下笠町３００７番地
２ 2639 3.6

下笠町の一部、上笠五丁目

第３５投票区
草津市立常盤東総
合センター

草津市芦浦町３１９番地１
907 4.8

上寺町、長束町、芦浦町

第３６投票区下物会館 草津市下物町１１３番地１
786 5.3

下物町、下寺町

第３７投票区
草津市常盤市民セ
ンター（公民館）

草津市志那中町１１１番
地１ 1459 4.7

志那中町、片岡町、穴村町

第３８投票区吉田町会議所 草津市志那町２６２０番地
964 4.5

志那町、北大萱町

３８
100833

箇所　 人

計



















様式１

野洲 市選挙管理委員会

投票区名 投票所施設の名称 所　　在　　地
選挙人
名簿

登録者数
距 離 当該投票所で投票する区域

土足のまま
投票可の
場合○印

人 km

第　１投票区 比江自治会館 比江１１６０番地１ 897 2.7 比江,小比江

第　２投票区
コミュニティセン
ターなかさと

西河原２３６６番地１ 2,963 4.0
北比江,乙窪,吉地,西河
原，錦の里

○

第　３投票区 比留田自治会館 比留田８１番地 890 4.6 比留田

第　４投票区 木部自治会館 木部８３０番地 967 3.4 木部,虫生,八夫

第　５投票区 野田自治会館 野田３１２７番地 856 5.9 野田,五条 ○

第　６投票区 六条自治会館 六条５５１番地２ 811 4.1 安治,六条 ○

第　７投票区 須原いこいの家 須原２５２番地１ 329 6.2 須原,下堤

第　８投票区 井口自治会館 井口５４４番地 611 5.3 堤,井口

第　９投票区
吉川自治会研修
センター

吉川３６４１番地 1,116 6.9 吉川,菖蒲 ○

第１０投票区 野洲自治会館 野洲７０番地 1,849 1.2
野洲西町第１,野洲西町第
２,野洲中町,野洲東町,四
ツ家

第１１投票区 行畑自治会館 行畑一丁目９番１５号 2,007 0.8 万葉台,行合,古里,中畑

第１２投票区 市三宅自治会館 市三宅１８２８番地 1,790 1.2 市三宅第１,市三宅第２

第１３投票区 小篠原自治会館 小篠原１４４０番地 3,213 0.4
小篠原東部,小篠原西部,
桜生

第１４投票区
野洲地域総合セン
ター

小篠原１７８０番地 1,451 0.6
和田,青葉台,駅前東,レ
オ,レックス,エスリード
野洲第２

○

第１５投票区 駅前自治会館
小篠原２１４２番地１
３

1,164 0.4
駅前第一,駅前第二,グラ
ン・ブルー

第１６投票区 栄自治会館 栄４３番１号 1,616 1.0
五反田,山田,縄手,樋ノ
尻,稲辻,みすいでん,冨波
南

第１７投票区
コミュニティセン
ターきたの

市三宅３１３番地 2,831 1.2
駅前北,久野部,竹生,久野
部東,ヴィルヌーブ野洲,
竹ヶ丘

○

第１８投票区
コミュニティセン
ターみかみ

三上８２８番地 1,081 2.2

三上山出,三上東林寺,三
上前田,三上小中小路,三
上大中小路,妙光寺,中国
塗料,ヒラカワガイダム

投 票 所 に 関 す る 調



第１９投票区 大畑自治会館 大畑１０番７号 1,197 1.5 大畑,七間場

第２０投票区 南桜自治会館 南桜１７８１番地１ 622 4.7
南櫻,北櫻,びわこ学園寮,
悠紀の里

第２１投票区 市立三上保育園
近江富士五丁目１番３
号

1,746 5.0 近江富士第１～第７

第２２投票区
コミュニティセン
ターぎおう

永原４６３番地 1,726 3.3
野洲の里,上町,下町,上
屋,見星寺オレンジタウン

第２３投票区 北自治会館 北８１７番地 603 3.5 中北,北 ○

第２４投票区 辻町自治会館 辻町１５２番地 360 2.0 新上屋,辻町

第２５投票区 冨波乙公民館 冨波乙２７０番地 2,106 1.6
冨波野,冨波甲,冨波乙,五
之里,ダイハツ寮、冨波東

○

第２６投票区
冨波湖州平自治会
館

冨波乙７２０番地３０ 1,255 2.0

冨波湖州平,第二湖洲平,
富士美台,野洲平,アル
ティプラザ野洲,デイタウ
ン野洲

第２７投票区 江部自治会館 永原９９７番地６ 1,322 2.6
江部,冨波松陽台,ぎおう
の里

第２８投票区 大篠原自治会館 大篠原１８４０番地 609 3.6
大篠原成橋,大篠原街道,
大篠原東町,大篠原西町,
テクノスマート

○

第２９投票区
小堤生産森林組合
城山館

小堤１１７５番地 221 2.8 小堤

第３０投票区 入町自治会館 入町１８番地 159 5.2 入町

第３１投票区 高木自治会館 高木２１３５番地２ 363 4.6 長島,高木

第３２投票区 小南自治会館 小南４２７１番地 670 4.8 小南

第３３投票区 篠原駅前自治会館 高木２３０番地２９ 966 5.5 篠原駅前

３３ 40,367

箇所　 人
計





様式１

高島市 選挙管理委員会

投票区名 投票所施設の名称 所　　在　　地
選挙人
名簿

登録者数
距 離 当該投票所で投票する区域

土足のまま
投票可の
場合○印

人 km

第１投票区 　西浜集会所 　高島市マキノ町西浜79番地 901 12.3
西浜、高木浜一丁目、高木浜二丁
目

２ 　高島市立マキノ東小学校体育館 　高島市マキノ町海津2384番地 522 12.8 海津

３ 　草の根ハウス野口集会所 　高島市マキノ町野口1322番地 70 17.0 野口

４ 　在原草の根ハウス 　高島市マキノ町在原503番地1 40 18.8 在原

５ 　山中生活改善センター 　高島市マキノ町山中294番地1 88 15.6 山中

６ 　下区民会館 　高島市マキノ町下247番地 117 15.9 下

７ 　地福庵 　高島市マキノ町浦339番地 45 15.0 浦（上分の区域を除く。）

８ 　小荒路多目的集会施設 　高島市マキノ町小荒路1319番地 199 15.3 小荒路、上分

９ 　石庭草の根会館 　高島市マキノ町石庭421番地 168 13.5 石庭

１０ 　マキノ観光会館 　高島市マキノ町牧野234番地1 348 15.3 牧野、白谷

１１ 　上開田草の根ハウス 　高島市マキノ町上開田98番地1 144 14.1 上開田、下開田

１２ 　蛭口集会所 　高島市マキノ町蛭口935番地 562 12.5 寺久保、蛭口

１３ 　沢草の根ハウス 　高島市マキノ町沢1240番地 546 11.7 マキノ辻、森西、沢

１４ 　知内会館 　高島市マキノ町知内2033番地1 362 10.7 知内

１５ 　中庄集会所 　高島市マキノ町中庄726番地1 634 9.8 中庄、大沼

１６ 　新保公民館 　高島市マキノ町新保661番地 396 10.1 新保 ○

１７ 　今津上体育館 　高島市今津町上弘部486番地 961 6.5
下弘部、上弘部、藺生、梅原、大
床、岸脇 ○

１８ 　高島市立今津図書館 　高島市今津町舟橋二丁目3番地1 1,094 5.3
栄区、天神、大供、陸上自衛隊駐
屯地 ○

１９ 　今津老人福祉センター 　高島市今津町弘川204番地1 1,483 5.9
南新保のうち森池、カームタウ
ン、弘川、新保寺、武末、東新町 ○

２０ 　今津宮の森コミュニティセンター 　高島市今津町弘川1692番地1、1705番地1 892 6.0 宮西、今津中野、杉沢 ○

２１ 　今津東コミュニティセンター 　高島市今津町中沼一丁目4番地1 1,292 5.0
今津南浜、中浜、今津北浜、東
区、西区 ○

２２ 　松陽台草の根ハウス 　高島市今津町松陽台一丁目13番地16 1,103 4.7 松陽台 ○

投 票 所 に 関 す る 調



２３ 　南深清水集会所 　高島市今津町深清水536番地 456 8.8 北深清水、南深清水、新田

２４ 　伊井公民館 　高島市今津町日置前2124番地 513 8.5 酒波、伊井、三谷 ○

２５ 　今津北コミュニティセンター 　高島市今津町日置前149番地1 1,158 7.6
桂、平ヶ崎、北林、中ノ町、今津
井ノ口、構、北仰 ○

２６ 　浜分作業場 　高島市今津町浜分318番地 910 6.3
南新保（森池の区域を除く。）、
市ヶ崎、今津辻、浜分、川尻 ○

２７ 　保坂区草の根ハウス 　高島市今津町保坂559番地 72 11.0
保坂、途中谷、杉山のうち山中の
区域

２８ 　角川生活改善センター 　高島市今津町角川871番地 76 11.4 角川

２９ 　ECC学園高等学校 　高島市今津町椋川512番地1 45 12.8 椋川

３０ 　天増川自治会交流施設 　高島市今津町天増川162番地 13 14.9 杉山のうち大杉の区域、天増川 ○

３１ 　朽木栃生農事集会所 　高島市朽木栃生367番地3 93 15.2 栃生

３２ 　地良々会館 　高島市朽木麻生831番地 72 12.9 麻生

３３ 　朽木地子原集会所 　高島市朽木地子原833番地 66 13.3 地子原

３４ 　朽木雲洞谷集会所 　高島市朽木雲洞谷1213番地 103 15.0 雲洞谷、能家

３５ 　朽木木地山集会所 　高島市朽木麻生1906番地 14 18.4 木地山

３６ 　高島市立朽木西小学校 　高島市朽木中牧187番地 61 20.9 小入谷、生杉、中牧、古屋

３７ 　朽木平良集会所 　高島市朽木平良100番地１ 56 19.1 桑原、平良、小川

３８ 　朽木大野集会所 　高島市朽木大野180番地1 132 13.4 村井、大野

３９ 　高島市役所朽木支所 　高島市朽木市場709番地 947 10.6
古川、岩瀬、市場、上野、野尻、
宮前坊、柏 ○

４０ 　朽木荒川集会所 　高島市朽木荒川366番地2 179 9.0 荒川、荒川惣田

４１ 　藤江区草の根ハウス 　高島市安曇川町四津川572番地 335 4.2 藤江

４２ 　リバーサイド集会所 　高島市安曇川町青柳2022番地42 618 2.2 リバ－サイド

４３ 　安曇川上古賀農民研修センター 　高島市安曇川町上古賀910番地 334 5.3 上古賀

４４ 　長尾老人憩の家 　高島市安曇川町長尾627番地 152 6.4 長尾

４５ 　中野区草の根ハウス 　高島市安曇川町中野200番地2 231 5.0 安曇川中野

４６ 　南古賀公民館 　高島市安曇川町南古賀343番地 295 3.5 南古賀、梅の子

４７ 　下古賀草の根ハウス 　高島市安曇川町下古賀1508番地、1510番地2 278 3.9 下古賀

４８ 　高島市役所安曇川支所 　高島市安曇川町田中455番地 1,612 3.1
南市、下ﾉ城、五番領、中央、田中
ニュータウン ○



４９ 　三田草の根ハウス 　高島市安曇川町田中3133番地4 521 3.8 馬場、仁和寺、三田、佐賀、陵

５０ 　上寺区草の根ハウス 　高島市安曇川町田中4278番地1 286 4.9
上寺、泰山寺、びわこガーデンタ
ウン

５１ 　沖田老人憩の家 　高島市安曇川町田中2873番地2 353 4.5 沖田、伏原、煤田、竹の里

５２ 　三尾里区草の根ハウス 　高島市安曇川町三尾里558番地 268 3.5 三尾里、北出

５３ 　西万木会議所 　高島市安曇川町西万木161番地 1,570 2.8 西万木、末広

５４ 　十八川区草の根ハウス 　高島市安曇川町常磐木66番地1 243 1.9 十八川

５５ 　三重生庄堺老人憩の家 　高島市安曇川町常磐木1238番地 226 2.7 三重生、庄堺

５６ 　青柳区草の根ハウス 　高島市安曇川町青柳939番地、939番地1 1,023 2.7 青柳

５７ 　下小川草の根ハウス 　高島市安曇川町下小川3220番地2 934 3.7 上小川、下小川、横江

５８ 　安曇川世代交流センター 　高島市安曇川町南船木249番地 426 4.6 南船木

５９ 　北船木老人憩の家 　高島市安曇川町北船木2053番地 535 4.3 北船木

６０ 　川島老人憩の家 　高島市安曇川町川島602番地、602番地1 550 2.9 川島

６１ 　今在家会議所 　高島市安曇川町四津川816番地 472 4.9 今在家、横江浜

６２ 　高島漁業会館 　高島市勝野1652番地 836 6.8 港、巴、榊、城山台

６３ 　鵜川会議所 　高島市鵜川672番地 156 9.8 鵜川

６４ 　宿鴨草の根ハウス 　高島市鴨2105番地1 916 4.8 出鴨、北鴨、東鴨、宿鴨、南鴨

６５ 　宮野会議所 　高島市宮野362番地 152 5.7 宮野

６６ 　野田草の根ハウス 　高島市野田703番地 259 5.5 野田、北野田、野田南

６７ 　武曽会議所 　高島市武曽横山2172番地 207 6.4 武曽

６８ 　高島横山集会所 　高島市武曽横山1057番地 319 5.8 横山 ○

６９ 　拝戸会議所 　高島市拝戸656番地2 689 6.7 拝戸、南拝戸、鴨川平

７０ 　伊黒会議所 　高島市高島2275番地 302 7.7 伊黒、富坂

７１ 　黒谷会議所 　高島市黒谷572番地1 257 11.4 中溝、鹿ケ瀬、黒谷

７２ 　高島市畑の棚田ふれあい交流施設 　高島市畑580番地 81 11.6 畑

７３ 　音羽会議所 　高島市音羽465番地 149 6.6 音羽、音羽上

７４ 　永田（上）会議所 　高島市永田897番地 242 5.7 上永田、下永田



７５ 　打下区民会館 　高島市勝野2935番地 157 7.6 打下

７６ 　高島市役所高島支所 　高島市勝野215番地 669 6.2 勇、竜、宝、高島南浜、高島北浜 ○

７７ 　藁園ふれあい会館 　高島市新旭町藁園1542番地 1,354 1.6 藁園

７８ 　太田会館 　高島市新旭町太田1468番地1 987 2.3 太田

７９ 　新庄公民館 　高島市新旭町新庄898番地 1,282 1.0 新庄、北畑

８０ 　安養寺会館 　高島市新旭町安井川276番地2 938 0.9 安井川

８１ 　今市会議所 　高島市新旭町熊野本1000番地 1,178 0.9
熊野本、饗庭のうち米井の区域、
航空自衛隊駐屯地

８２ 　岡平成会館 　高島市新旭町饗庭2286番地 904 2.3
饗庭のうち木津、岡、日爪、五十
川の区域

８３ 　ふれあいサロン｢さわやか｣ 　高島市新旭町旭818番地 1,299 0.2 旭 ○

８４ 　丸沢会館 　高島市新旭町深溝1403番地1 1,228 1.4 針江、深溝

８４ 42,756

箇所　 人
計



様式１

東近江 市選挙管理委員会

投票区名 投票所施設の名称 所　　在　　地
選挙人
名簿

登録者数
距 離 当該投票所で投票する区域

土足のまま
投票可の
場合○印

人 km

第1投票区 平田駅前自治会館 東近江市平田町128番地 208 5.6 平田町

第2投票区 上平木公民館 東近江市上平木町1503番地 952 6.2 上平木町

第3投票区 東近江市立平田コミュニティセンター 東近江市下羽田町84番地5 724 5.9 下羽田町、柏木町、中羽田町

第4投票区 上羽田町南方集落センター 東近江市上羽田町732番地 769 5.6 上羽田町

第5投票区 野口町自治会館 東近江市野口町60番地 1,120 4.5 野口町、三津屋町、市辺町

第6投票区 東近江市立市辺コミュニティセンター 東近江市市辺町2391番地 843 3.3 市辺町、糠塚町

第7投票区 布施町会議所 東近江市布施町288番地 1,575 3.6
布施町、蛇溝町、布引台一丁目、
布引台二丁目

第8投票区 県営住宅今堀団地集会所 東近江市今堀町431番地1 958 2.5 今堀町

第9投票区 今崎町公民館 東近江市今崎町296番地 282 2.1 今崎町、東今崎町

第10投票区 レンガのえんとつとまれ 東近江市西中野町3番14号2 1,176 1.3
栄町、東中野町、西中野町、中野
町

第11投票区 東近江市立中野コミュニティセンター 東近江市中野町781番地5 1,767 2.0
昭和町、中野町、小今町、小脇
町、今崎町

第12投票区 東近江市立みつくり保育園 東近江市小脇町1125番地 1,769 2.6 小脇町 ○

第13投票区 清水会館 東近江市八日市清水一丁目1番2号 1,189 1.3
建部瓦屋寺町、八日市松尾町、八
日市清水一・二・三丁目 ○

第14投票区 東近江市立八日市コミュニティセンター 東近江市八日市町9番20号 1,428 8.7
八日市浜野町、八日市東浜町、八
日市本町、八日市町 ○

第15投票区 （旧）東近江市立中央公民館別館 東近江市八日市野々宮町1番6号 1,308 1.0
八日市金屋一・二・三丁目、八日
市野々宮町、青葉町、八日市東本
町、幸町

○

第16投票区 東近江市立南部コミュニティセンター 東近江市沖野二丁目1番34号 2,736 1.2
芝原町、聖和町、沖野一・二丁
目、東沖野二丁目

第17投票区 東近江市立聖徳中学校 東近江市聖徳町1番1号 1,561 1.3
ひばり丘町、春日町、聖徳町、青
葉町、幸町 ○

第18投票区 東近江市立八日市南小学校（体育館） 東近江市沖野三丁目6番1号 1,884 1.9
沖野三・四・五丁目、東沖野五丁
目 ○

第19投票区 柴原南町会議所 東近江市柴原南町989番地 720 3.0 下二俣町、芝原町、柴原南町

第20投票区 東近江市立玉緒コミュニティセンター 東近江市大森町1030番地 1,790 3.5 上大森町、大森町、尻無町

第21投票区 慈眼寺会館 東近江市瓜生津町1259番地 393 5.6 瓜生津町、土器町

第22投票区 （旧）東近江市立八日市寺幼稚園 東近江市寺町799番地 533 4.7 池田町、今代町、寺町、岡田町 ○

投 票 所 に 関 す る 調



第23投票区 東近江市立御園コミュニティセンター 東近江市五智町351番地2 3,808 3.0
林田町、五智町、御園町、中小路
町、妙法寺町、大森町 ○

第24投票区 野村沖会館 東近江市札の辻二丁目2番1号 1,788 1.2
野村町、東沖野一・三・四丁目、
札の辻一・二丁目

第25投票区 野村町自治会館 東近江市野村町166番地 426 1.2 神田町、野村町

第26投票区 東近江市役所 東近江市八日市緑町10番5号 1,562 0.0
外町、川合寺町、八日市上之町、
八日市緑町 ○

第27投票区 東近江市立八日市北小学校 東近江市建部日吉町468番地 1,231 0.9 建部日吉町、建部堺町、建部南町 ○

第28投票区 東近江市立建部コミュニティセンター 東近江市建部日吉町31番地 986 1.7
建部日吉町、建部上中町、建部瓦
屋寺町、建部北町、建部下野町 ○

第29投票区 一式町集会所 東近江市一式町313番地 625 6.4
石谷町、一式町、新出町、市原野
町

第30投票区 東近江市ふるさと文化体験学習館 東近江市市原野町23番地 597 7.8 市原野町、高木町

第31投票区 上二俣集会所 東近江市上二俣町1060番地 344 8.8 上二俣町、池之脇町、山上町

第32投票区 甲津畑町集会所 東近江市甲津畑町1216番地 405 12.9 甲津畑町

第33投票区 和南町集会所 東近江市和南町916番地 192 11.0 和南町

第34投票区 東近江市立永源寺コミュニティセンター 東近江市山上町1316番地 967 9.2 山上町

第35投票区 青野町集会所 東近江市青野町4526番地 475 7.3 青野町 ○

第36投票区 東近江市社会福祉協議会永源寺事務所ゆうあいの家 東近江市永源寺高野町437番地 350 9.9 永源寺高野町

第37投票区 永源寺相谷町集会所 東近江市永源寺相谷町345番地 322 11.5 永源寺相谷町 ○

第38投票区 佐目町集会所 東近江市佐目町1283番地11 34 13.0 佐目町、萱尾町

第39投票区 杠葉尾町自治会館 東近江市杠葉尾町1491番地2 141 15.5 杠葉尾町

第40投票区 東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター 東近江市蓼畑町510番地 211 14.9 蓼畑町、黄和田町、政所町 ○

第41投票区 箕川町集会所 東近江市箕川町135番地 43 14.3 箕川町、蛭谷町

第42投票区 君ヶ畑町集会所 東近江市君ヶ畑町813番地1 44 16.4 君ヶ畑町

第43投票区 東近江市立五個荘東幼稚園 東近江市五個荘山本町306番地 1,862 4.0
五個荘山本町、五個荘新堂町、五
個荘木流町、五個荘石塚町、五個
荘清水鼻町

○

第44投票区 平阪公会堂 東近江市五個荘平阪町207番地6 273 2.6 五個荘平阪町、五個荘伊野部町

第45投票区 奥構造改善センター 東近江市五個荘奥町939番地 318 3.6 五個荘奥町、五個荘小幡町

第46投票区 五個荘北町屋町会議所 東近江市五個荘北町屋町207番地 629 4.4 五個荘北町屋町

第47投票区 五個荘金堂町自治会館 東近江市五個荘金堂町490番地 627 5.4
五個荘金堂町、五個荘石川町、五
個荘竜田町

第48投票区 きぬがさ会館 東近江市五個荘川並町672番地 795 5.0 五個荘塚本町、五個荘川並町 ○



第49投票区 七里会議所 東近江市五個荘七里町600番地 889 6.8
五個荘石馬寺町、五個荘七里町、
五個荘日吉町

第50投票区 宮荘町公会堂 東近江市宮荘町766番地 654 5.8 宮荘町

第51投票区 東近江市五個荘支所 東近江市五個荘小幡町318番地 810 4.8
五箇荘三俣町、五個荘竜田町、五
個荘新堂町 ○

第52投票区 小幡公会堂 東近江市五個荘小幡町687番地 692 4.7 五個荘小幡町

第53投票区 五個荘中町公会堂 東近江市五個荘中町304番地1 722 5.3
五個荘中町、五個荘五位田町、五
個荘簗瀬町

第54投票区 簗瀬報徳館 東近江市五個荘簗瀬町305番地 571 5.6 五個荘簗瀬町

第55投票区 五個荘河曲町公民館 東近江市五個荘河曲町255番地 326 6.8 五個荘和田町、五個荘河曲町

第56投票区 百済寺本町集落センター 東近江市百済寺本町1345番地1 514 6.4 上山町、百済寺本町、百済寺甲町

第57投票区 上中野集落センター 東近江市上中野町408番地 519 5.5 下中野町、上中野町、池之尻町

第58投票区 大林集落センター 東近江市大林町5番地 717 6.5
平尾町、園町、大覚寺町、大林
町、市ヶ原町

第59投票区 西明寺 東近江市北坂町684番地 323 6.9 百済寺町、北坂町

第60投票区 小倉公民館 東近江市小倉町1895番地 415 7.0 愛東外町、小倉町

第61投票区 東近江市立愛東南小学校 東近江市曽根町1285番地 725 4.8 青山町、曽根町、妹町

第62投票区 鯰江町自治会館 東近江市鯰江町1296番地 388 3.3 中戸町、鯰江町

第63投票区 上岸本公民館 東近江市上岸本町1101番地 524 2.0 上岸本町、梅林町、大萩町

第64投票区 つどいの広場童夢の館どむどむ 東近江市下里町3番地 782 5.5 僧坊町、湯屋町、大沢町、下里町

第65投票区 平柳公民館 東近江市平柳町2181番地 456 6.5 平柳町、祇園町

第66投票区 北花沢草の根ハウス 東近江市北花沢町904番地 781 5.0
南花沢町、北花沢町、読合堂町、
中里町

第67投票区 今在家公民館（愛郷館） 東近江市今在家町606番地 669 5.6 小八木町、今在家町、平松町

第68投票区 東近江市立湖東第二小学校 東近江市南菩提寺町430番地 895 4.4
中一色町、北菩提寺町、西菩提寺
町、南菩提寺町、横溝町

第69投票区 勝堂農業研修センター 東近江市勝堂町1054番地1 516 5.1 下一色町、勝堂町

第70投票区 小田苅共澤館 東近江市小田苅町253番地 1,269 2.5
中岸本町、下岸本町、小田苅町、
長町

第71投票区 南清水公民館 東近江市南清水町393番地 857 3.5
大清水町、南清水町、北清水町、
清水中町

第72投票区 池庄公民館 東近江市池庄町1353番地1 754 3.5 横溝町、小池町、池庄町

第73投票区 神郷公民館 東近江市神郷町820番地 979 7.5
長勝寺町、神郷町、佐生町、佐野
町 ○

第74投票区 佐野区公民館 東近江市佐野町185番地 2,079 7.5 佐生町、佐野町



第75投票区 能登川栄町自治会公会堂 東近江市佐野町800番地3 901 7.8 佐野町

第76投票区 東近江市立めじろ保育園 東近江市種町1596番地 896 8.0 種町

第77投票区 東近江市立能登川第一幼稚園 東近江市佐野町379番地 2,266 8.0 神郷町、佐野町、種町 ○

第78投票区 今老人憩の家 東近江市今町41番地 570 8.5 種町、今町

第79投票区 東近江市立能登川コミュニティセンター 東近江市猪子町1番地1 1,115 7.8 垣見町、猪子町、林町、山路町 ○

第80投票区 猪子草の根ハウス 東近江市猪子町358番地 1,039 8.2 猪子町、伊庭町

第81投票区 山路草の根ハウス 東近江市山路町468番地1 1,862 8.8 林町、山路町

第82投票区 能登川自治会館 東近江市能登川町1533番地 935 8.2 能登川町、伊庭町、きぬがさ町

第83投票区 智徳館 東近江市北須田町609番地 335 7.3 北須田町、南須田町、きぬがさ町

第84投票区 伊庭老人憩の家 東近江市伊庭町2016番地 1,086 8.8 伊庭町、きぬがさ町

第85投票区 東近江市やわらぎホール 東近江市躰光寺町254番地3 1,144 8.7 躰光寺町 ○

第86投票区 小川老人憩の家 東近江市小川町262番地 707 9.5 今町、小川町

第87投票区 阿弥陀堂草の根ハウス 東近江市阿弥陀堂町307番地1 374 10.9 川南町、阿弥陀堂町

第88投票区 新宮東草の根ハウス 東近江市新宮町265番地1 351 10.3 新宮町

第89投票区 乙女浜啓徳館 東近江市乙女浜町247番地 448 10.3 乙女浜町 ○

第90投票区 福堂老人憩の家 東近江市福堂町3274番地 471 11.0 乙女浜町、福堂町

第91投票区 新明館 東近江市栗見新田町606番地 615 12.7 栗見新田町、栗見出在家町

第92投票区 大中老人憩の家 東近江市大中町1612番地1 275 12.3 大中町

第93投票区 蒲生デイサービスセンターあさひの 東近江市鋳物師町708番地1 956 8.3
鋳物師町、蒲生岡本町、上麻生
町、下麻生町

第94投票区 大塚草の根集会所 東近江市大塚町1712番地3 418 6.7 大塚町、田井町

第95投票区 東近江市立蒲生西小学校体育館（ふれあいホール） 東近江市鈴町1番地 596 7.5
蒲生大森町、鈴町、蒲生堂町、市
子殿町、市子松井町

第96投票区 長峰コミュニティセンター 東近江市宮川町244番地701 5,137 8.7 蒲生堂町、宮川町 ○

第97投票区 宮井草の根集会所 東近江市外原町222番地 524 7.5 宮川町、外原町、宮井町、葛巻町

第98投票区 東近江市社会福祉協議会蒲生事務所せせらぎ 東近江市市子川原町676番地 1,146 6.5
合戸町、上南町、市子殿町、市子
沖町、市子松井町、市子川原町 ○

第99投票区 石塔一区公民館 東近江市石塔町667番地 599 5.0 平林町、石塔町、綺田町

第100投票区 綺田草の根集会所 東近江市綺田町645番地3 338 5.8 綺田町、蒲生寺町 ○



第101投票区 東近江市立蒲生東小学校 東近江市桜川東町455番地 955 5.7
市子川原町、桜川東町、桜川西
町、川合町

第102投票区 川合東出公民館 東近江市川合町655番地2 1,032 5.9 横山町、川合町、木村町、稲垂町

１０２ 90,657

箇所　 人

計








