
様式１

大津 市(町)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

849 30.6
北小松

○

２
南小松公民館 南小松888番地

1,536 27.7
南小松

○

３
北比良会館 北比良76番地の1

1,247 26.5
北比良

○

４
南比良公民館 南比良587番地の1

449 25.4
南比良

○

５
大物公民館 大物418番地

711 24.8
大物

○

６
荒川公民館 荒川972番地

679 23.8
荒川

○

７
木戸会館 木戸740番地

858 22.7
木戸

○

８
守山公民館 八屋戸363番地

699 21.2
八屋戸の一部

○

９
北船路公民館 八屋戸1488番地

351 20.6
八屋戸の一部

　

１０
南船路会館 南船路1019番地

187 20.2
南船路

○

１１
北浜公民館 和邇北浜121番地

1,270 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

217 20.5
栗原

　

１３
大津市和邇市民体育
館

和邇高城27番地の2
4,753 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

498 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

504 17.8
小野

○

１６
大津市立小野小学校 水明一丁目34番地2

2,447 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

1,607 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

76 34.0
葛川梅ノ木町、葛川貫井
町、葛川細川町 　

１９
大津市役所 川支所 川坊村町237番地の37

50 31.0
葛川坊村町、葛川町居町

　

２０
大津市立 川小学校 川中村町108番地の1

51 29.5
葛川木戸口町、葛川中村町

　

２１
仲平会館 川坂下町251番地の1

33 19.9
葛川坂下町

　

２２
途中自治会館 伊香立途中町404番地

140 22.5
伊香立途中町

　

投 票 所 に 関 す る 調



２３
上龍華自治会館 伊香立上龍華町490番地

183 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

364 18.0
伊香立下龍華町の一部

　

２５
大津市伊香立環境交
流館

伊香立下在地町1222番地の1
1,127 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

402 17.5
伊香立南庄町

○

２７
佐川公民館 真野佐川町6番15号

112 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

654 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

542 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
3,783 16.0

清風町、陽明町、緑町、清
和町 ○

３１
大津ガスサービスセ
ンター真野店

真野四丁目26番23号
2,571 15.5

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
浜自治会館 真野五丁目6番10号

1,985 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

2,373 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

3,396 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

1,721 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

5,861 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

2,550 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

1,283 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

441 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

573 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

435 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

396 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
3,942 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
5,695 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

3,917 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

535 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

866 9.5
苗鹿一丁目、苗鹿二丁目の
一部、苗鹿三丁目 ○

４８
旧大津市立坂本公民
館分館

坂本六丁目11番48号
947 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
1,465 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
3,319 9.0

日吉台一～四丁目
○

５１
大津市役所坂本支所 坂本六丁目1番12号

3,481 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

2,584 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

3,220 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

4,128 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
2,586 5.5

下阪本三～五丁目
○

５６
小唐崎町自治会館 下阪本一丁目33番19号

2,066 5.0
下阪本一～三丁目

　

５７
大津市役所唐崎支所 唐崎二丁目10番1号

3,841 3.6
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

3,715 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
山中会館 山中町1番12号

120 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
2,262 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
2,613 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

4,225 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

5,994 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

3,314 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

4,200 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

347 3.0
大谷町

　

６７
大津市立皇子山中学
校

尾花川12番1号
6,457 0.5

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

2,364 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

2,030 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

493 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

1,922 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

2,123 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

1,653 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

2,278 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
3,853 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
5,063 3.0

におの浜一～四丁目、打
出浜の一部、由美浜

○

７７
竜が丘保育園 竜が丘26番36号

4,565 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

3,548 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

2,096 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

2,269 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

2,730 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

3,363 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
1,870 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

1,820 6.5
杉浦町の一部、別保一丁目、別
保二丁目、別保三丁目 　

８５
永興富士見こども園 富士見台3番30号

3,534 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
3,908 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

1,790 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

5,430 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

1,986 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

5,617 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
2,823 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

3,200 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

2,577 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

1,877 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

1,325 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
4,847 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

81 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
大津市役所大石支所 大石中一丁目1番1号

3,710 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

120 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

829 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
2,785 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

4,852 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

460 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

4,496 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
6,297 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

858 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

2,050 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

6,152 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

3,610 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
大津市立瀬田北小学
校

大将軍一丁目14番5号
10,104 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

3,832 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
5,581 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

3,911 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

3,309 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

527 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

494 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
652 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

784 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

160 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

7,310 17.0
青山一～八丁目、松が丘一
～七丁目 ○

１２２ 281,950

箇所　 人

計



様式１

彦根 市(町)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 彦根駅西口仮庁舎 大東町2番28号 2,185 0.3
船町、旭町、元町、大東町、佐和町、立
花町、京町三丁目、古沢町、尾末町 〇

２ 城東小学校体育館 京町二丁目2番19号 1,800 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

〇

３ 城西小学校体育館 本町三丁目3番22号 2,400 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

〇

４ 西中学校図書室 金亀町8番1号 2,642 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

〇

５ 後三条会館 後三条町564番地 2,135 1.3 後三条町の区域

６ 金城小学校体育館 大藪町391番地 3,676 2.3
長曽根南町、中藪町、大藪町、開出今
町、八坂町の区域 〇

７ 中地区公民館 大藪町2610番地 2,494 2.5 長曽根南町、大藪町の区域

８
中老人福祉セン

ター
開出今町1361番地 3,421 3.1

開出今町、八坂町、西今町、野瀬町、大
薮町の区域 〇

９ 城北小学校体育館 松原町3751番地1 3,599 1.1
松原一丁目、松原二丁目、松原町、古沢
町の区域 〇

１０ 市民交流センター 里根町163番地1 2,158 1.1
古沢町、駅東町、里根町、外町、安清東
町、幸町、芹川町の区域

１１ 東中学校柔剣道場 芹川町443番地 3,935 1.6
地蔵町、原町、外町、安清町、芹町、芹
川町、西沼波町、安清東町の区域 〇

１２ 千鳥ヶ丘会館 芹川町1463番地39 1,756 1.8
橋向町、新町、芹中町、大橋町、芹川
町、元岡町、沼波町、岡町、東沼波町の
区域

１３ 旭森小学校体育館 東沼波町300番地 4,216 2.9 大堀町、東沼波町、西沼波町の区域 〇

１４ 旭森地区公民館 正法寺町642番地1 4,960 3.0
地蔵町、正法寺町、原町、東沼波町、野
田山町の区域 〇

１５ 平田小学校体育館 平田町267番地 3,295 2.2
長曽根南町、平田町、戸賀町、西今町の
区域 〇

１６ 平田こども園 平田町303番地1 2,619 2.2 山之脇町、平田町、和田町の区域

１７ ひこね燦ぱれす 小泉町648番地3 4,767 3.3 小泉町、東沼波町、高宮町の区域 〇

１８ 城南小学校体育館 西今町380番地 5,566 3.4
竹ケ鼻町、西今町、野瀬町、宇尾町の区
域 〇

１９ 南地区公民館 甘呂町1321番地1 2,909 5.1
甘呂町、開出今町、八坂町、日夏町の区
域 〇

２０ 多景保育園 須越町1154番地5 1,626 6.0 八坂町、須越町、三津屋町の区域

２１ 若葉小学校図工室 蓮台寺町180番地 3,639 5.5 日夏町、宇尾町、蓮台寺町の区域 〇

２２ 鳥居本地区公民館 鳥居本町1491番地6 1,997 2.5
鳥居本町、下矢倉町、甲田町、宮田町、佐和山
町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、中山町、仏生
寺町、男鬼町、武奈町の区域

〇

投 票 所 に 関 す る 調
参



２３ 小野こまち会館 小野町937番地 228 5.8 小野町、原町の区域

２４
人権・福祉交流会

館
犬方町848番地1 1,294 4.6

宇尾町、金剛寺町、堀町、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 1,716 5.7
葛龍町、西葛龍町、極楽寺町、出町、南
川瀬町、森堂町、金剛寺町、辻堂町、蓮
台寺町、宇尾町、堀町、犬方町、法士町
の区域

〇

２６ しあわせ保育園 南川瀬町1195番地1 3,719 6.6 南川瀬町、野口町、河瀬馬場町の区域 〇

２７
グリーンピアひこ

ね
清崎町1118番地 1,613 6.7 清崎町、賀田山町の区域 〇

２８ 楡町公民館 楡町488番地 613 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 4,438 4.6 高宮町の区域

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

３１
稲枝東小学校体育

館
稲部町308番地 2,204 9.5 肥田町、彦富町、金沢町、稲部町の区域

３２ 野良田公会堂 野良田町153番地 1,731 10.2 野良田町、稲部町、服部町の区域 〇

３３ 稲里会館 稲里町1429番地 426 8.3 稲里町の区域

３４ 稲枝支所 田原町13番地1 1,216 10.0
彦富町、金田町、田原町、出路町、本庄
町、上稲葉町、下稲葉町の区域 〇

３５
稲枝北小学校体育

館
下岡部町597番地 945 9.5

下岡部町、石寺町、甲崎町、下西川町、
上西川町、上岡部町の区域 〇

３６ 薩摩公民館 薩摩町1355番地 900 10.6 薩摩町、柳川町、石寺町の区域

３７
稲枝西小学校体育

館
本庄町3583番地 1,471 11.7

本庄町、普光寺町、南三ツ谷町、田附町
の区域 〇

３８
新海町さざなみ

ホール
新海町409番地 885 12.7

新海町、新海浜一丁目、新海浜二丁目、
田附町の区域 〇

３８ 91,860

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
長浜まちづくりセン
ター（１号室）

高田町10番51号 2,844 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 2,174 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 2,176 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 2,360 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、長浜駅西、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 3,178 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 2,585 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 1,941 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 3,453 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 810 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 1,354 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 1,841 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 1,754 4.43
西上坂、千草東、千草中、千草
西

第14投票区
北郷里まちづくりセ
ンター（多目的ホー
ルB）

東上坂町976番地7 1,064 4.71
東上坂、春近、堀部、保多、垣
籠

第15投票区 七条会館 七条町703番地 1,302 3.41 七条東、七条中、七条西、石田

投 票 所 に 関 す る 調
参



第16投票区
南郷里まちづくりセ
ンター（多目的ホー
ル）

新栄町1065番地2 1,503 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 1,462 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 1,974 1.73
小堀、小堀新、コーポ小堀、南
田附西

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 1,853 1.75
大戌亥、下坂中、寺田、田村、
高橋、下坂浜

第20投票区
六荘まちづくりセン
ター（多目的ホー
ル）

勝町490番地 2,813 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 1,638 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 2,785 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 985 2.04 大辰巳、室、永久寺、大東

第24投票区
西黒田まちづくりセ
ンター（ホール）

常喜町500番地 1,312 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 布勢町会館 布勢町199番地 545 4.75 名越、布勢、小一条

第26投票区
神田まちづくりセン
ター（学習室）

加田町2727番地 1,117 3.44
加田東、加田西、加田南、加田
北、加田今、加田新、加田栄、
ﾋﾞﾚｯｼﾞﾊｳｽ加田

第27投票区 宮司東町会議所 宮司町469番地 2,124 1.70 宮司東、宮司西

第28投票区 長浜市役所浅井支所 内保町2490番地1 1,716 5.70 内保、大依、湯次 ○

第29投票区 大路公会堂 大路町53番地 589 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 504 5.05 三田 ○

第31投票区 新三田会館 三田町448番地24 618 5.75 新三田、西新三田、北新三田

第32投票区
七尾まちづくりセン
ター

佐野町181番地 560 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1 553 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 1,051 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1 401 6.87 西主計、東主計、乗倉

第36投票区
下草野まちづくりセ
ンター

北ノ郷町105番地 587 7.70
北ノ郷、東野、醍醐、徳山、南
郷、飯山、当目、大門

第38投票区
上草野まちづくりセ
ンター

野瀬町809番地 1,132 9.90
郷野、鍛冶屋、岡谷、野瀬、西
村、太田、草野、高山、寺師 〇

第40投票区 上野公会堂 上野町354番地 514 8.47 木尾、上野、小室

第41投票区 五先賢の館 北野町1386番地 726 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 561 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 964 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 340 2.95 細江

第45投票区 曽根公民館 曽根町996番地1 708 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 801 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 638 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 694 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 428 5.95 上八木、下八木

第50投票区 大浜会館 大浜町213番地 581 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 445 4.83 南浜

第52投票区
川道コミュニティセ
ンター（児童館）

川道町416番地 738 4.08 川道

第53投票区 月ヶ瀬多目的集会所 月ヶ瀬町181番地 511 5.63 唐国、月ヶ瀬

第54投票区
虎姫まちづくりセン
ター

田町108番地 716 4.81 大寺、虎姫本町、田、五村

第55投票区 虎姫時遊館 三川町1635番地2 660 5.46 中野、三川 ○

第56投票区 宮部会館 宮部町1437番地3 526 4.29 宮部

第57投票区 大井集会所 大井町320番地 331 3.74 大井

第58投票区
虎姫コミュニティセ
ンター

酢280番地1 766 4.47 桜町、酢、西大井 ○

第59投票区 長田町会館 長田町80番地 331 4.47 柿ノ木、長田

第60投票区 新旭町集会所 新旭町69番地 339 5.17 新旭

第61投票区 上山田事務所 小谷上山田町1239番地1 319 10.4 小谷上山田、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 555 9.0 小谷丁野、二俣

第63投票区 郡上草の根会館 小谷郡上町506番地 153 7.9 小谷郡上、小谷美濃山

第64投票区 ひばり山交流会館 湖北町伊部118番地 368 6.9 伊部、留目、別所

第65投票区 飯給会館 湖北町河毛1709番地 356 7.4 山脇、河毛

第66投票区 賀友会館 湖北町賀407番地4 244 6.7 賀、小今

第67投票区 馬渡地主会館 湖北町馬渡1754番地 235 6.3 馬渡



第68投票区 小倉公会堂 湖北町小倉392番地 367 7.0 大安寺、南速水、小倉

第69投票区
湖北まちづくりセン
ター　楽房

湖北町速水2745番地 1,382 7.8 湖北高田、速水 ○

第70投票区 八日市公民館 湖北町八日市541番地 412 8.8 八日市、青名

第71投票区 今事務所 湖北今町209番地 305 8.8 猫口、沢、湖北今

第72投票区 山本会議所 湖北町山本1148番地 1,101 9.1 五坪、大光寺、田中、山本

第73投票区 海老江公民館 湖北町海老江32番地 237 8.0 海老江

第74投票区 延勝寺公民館 湖北町延勝寺1441番地 268 9.2 延勝寺

第75投票区 今西和協館 湖北町今西472番地 321 9.5 今西、津里

第76投票区 尾上公民館 湖北町尾上153番地2 347 10.7 石川、湖北東尾上、尾上

第77投票区
富永小学校（１階交
流室）

高月町井口160番地 1,476 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）

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）

高月町西柳野38番地 2,186 11.0

宇根、東阿閉、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）

高月町唐川248番地 1,209 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 114 29.0 金居原 ○

第82投票区 もみじ会館 木之本町杉野2810番地3 318 26.0 杉野、杉本、音羽 ○

第86投票区 川合会館 木之本町川合137番地 410 19.0 川合、大見

第87投票区 古橋自治会事務所 木之本町古橋550番地1 363 18.0 古橋

第88投票区 石道会館 木之本町石道831番地1 88 17.0 石道

第89投票区 小山集会所 木之本町小山367番地 88 16.8 小山

第90投票区
きのもと認定こども
園（遊戯室）

木之本町木之本698番地2 1,611 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 962 16.0 廣瀬

第92投票区 黒田集会所 木之本町黒田729番地 746 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1 122 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 280 18.5 大音



第97投票区 西山集会所 木之本町西山688番地2 231 18.2 西山、飯浦、山梨子

第98投票区 田居集会所 木之本町田居56番地 119 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2 123 17.5 北布施

第100投票区赤尾集会所 木之本町赤尾511番地4 142 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2 467 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 487 18.0 下余呉、坂口

第103投票区川並草の根会館 余呉町川並531番地 289 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 86 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 321 20.8 上丹生、摺墨、菅並

第108投票区文室草の根会館 余呉町文室1092番地 72 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4 128 20.3 国安

第110投票区東野集会所 余呉町東野218番地2 506 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 185 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 127 22.5 小谷、柳ヶ瀬

第114投票区椿坂草の根会館 余呉町椿坂219番地 39 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 33 33.3 中河内

第116投票区塩津浜地区公民館 西浅井町塩津浜960番地1 374 18.2
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 西浅井町祝山309番地 96 19.0
祝山
祝山513番地1を除く

第118投票区野坂会館 西浅井町野坂195番地1 85 19.4 野坂

第119投票区
塩津中生活改善セン
ター

西浅井町塩津中27番地2 132 19.9
塩津中
塩津中1110番地3～7を除く

第120投票区余会館 西浅井町余224番地 282 20.7 余

第121投票区集福寺会館 西浅井町集福寺507番地2 138 22.1 集福寺

第122投票区沓掛会館 西浅井町沓掛603番地5 108 23.1 沓掛

第123投票区横波公民館 西浅井町横波481番地 83 20.3 横波

第124投票区
岩熊生活改善セン
ター

西浅井町岩熊541番地 262 18.6 岩熊、月出



第125投票区大浦地区公民館 西浅井町大浦2275番地1 688 18.3
大浦
菅浦1490番地1を含む

第126投票区菅浦地区公民館 西浅井町菅浦218番地 125 14.8
菅浦
菅浦1490番地1を除く

第128投票区八田部公会堂 西浅井町八田部612番地 229 17.8 八田部

第129投票区山田公民館 西浅井町山田446番地2 85 17.4 山田

第130投票区小山会館 西浅井町小山411番地 75 18.0 小山

第131投票区山門地区公民館 西浅井町山門103番地 174 20.7 山門

第132投票区中生活改善センター 西浅井町中366番地 92 20.6 中

第133投票区
農業者トレーニング
センター

西浅井町庄929番地 301 20.2 庄

第134投票区黒山会館 西浅井町黒山381番地1 83 19.8 黒山

１２３ 96,224

箇所　 人

計



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

１ 近江八幡市民アリーナ 市井町３６番地 3,757 1.1 別紙のとおり ○

２ 近江八幡市役所 桜宮町２３６番地 5,092 0.0 別紙のとおり ○

３
近江八幡市総合福祉セ
ンター（ひまわり館） 土田町１３１３番地 3,626 0.5 別紙のとおり ○

４
八幡コミュニティセン
ター 宇津呂町７３番地１ 2,300 1.0 別紙のとおり ○

５
島地域防災センター（島
コミュニティセンター） 島町１６７１番地１ 1,203 4.6 別紙のとおり ○

６
沖島コミュニティセン
ター 沖島町268番地１ 254 9.0 別紙のとおり

７ 農土香の郷大中 大中町１６１番地 288 6.4 別紙のとおり

８ 岡山ふれあいセンター 加茂町１５２２番地４ 2,394 2.6 別紙のとおり

９ 岡山土地改良区 船木町１９０９番地 1,223 1.5 別紙のとおり ○

１０ 船木自治ハウス 船木町１２７０番地１ 1,237 2.2 別紙のとおり

１１
ヴォーリズ学園金田東
保育園 西庄町１４４１番地 1,674 2.0 別紙のとおり

１２ 近江八幡市駅南スポーツ施設（サ
ン・ビレッジ近江八幡） 鷹飼町４０番地 3,407 1.1 別紙のとおり ○

１３
金田コミュニティセン
ター 金剛寺町３７５番地 2,539 1.5 別紙のとおり ○

１４
つながりハウス篠田の
里 上田町７３９番地１ 1,619 2.1 別紙のとおり

１５ 若宮町会議所 若宮町２９９番地 922 2.5 別紙のとおり

１６
桐原コミュニティセン
ター 森尻町４１４番地３ 2,737 2.6 別紙のとおり ○

１７ 上野町自治会館 上野町２２７番地 1,880 3.8 別紙のとおり

１８ 市民共生センター 大森町４１番地７ 3,163 2.1 別紙のとおり ○

１９ 市立桐原東小学校 土田町１７５番地 3,864 1.1 別紙のとおり ○

２０ 篠原町自治会館 篠原町二丁目５番地１ 1,279 3.7 別紙のとおり

２１ 近江八幡市勤労者福祉センター
（アクティ近江八幡）

鷹飼町南四丁目４番地
５

1,574 1.0 別紙のとおり ○

２２ 倉橋部町集会所 倉橋部町１０５番地 324 4.5 別紙のとおり

投 票 所 に 関 す る 調
参



２３ 馬淵地域防災センター（馬淵コ
ミュニティセンター） 馬淵町３１４５番地 2,580 3.2 別紙のとおり ○

２４ 北里ふれあいホール 江頭町９７３番地２ 2,397 4.7 別紙のとおり ○

２５ 丸の内町自治会館 丸の内町４番地５ 1,133 4.2 別紙のとおり

２６ 野村町集落センター 野村町１４３９番地 1,132 5.7 別紙のとおり

２７
武佐コミュニティセン
ター 武佐町７６４番地 1,610 3.9 別紙のとおり ○

２８ 八幡東子どもセンター 末広町３２０番地２ 1,644 5.1 別紙のとおり

２９
安土コミュニティセン
ター

安土町下豊浦４６６０
番地

2,334 3.7 別紙のとおり ○

３０ 西の湖すてーしょん
安土町下豊浦４１８７
番地３

2,003 4.2 別紙のとおり

３１ 安土町総合支所 安土町小中１番地８ 2,686 3.9 別紙のとおり ○

３２ 宮津自治会館
安土町桑実寺１６７番
地５

908 4.9 別紙のとおり

３３
老蘇コミュニティセン
ター

安土町東老蘇１１３６
番地１

1,947 5.5 別紙のとおり ○

３４ 楽座会館
安土町石寺２０８７番
地

314 5.8 別紙のとおり

67,044

３４箇所　 人

計



別紙　投票区一覧表（町別）

投票
区

施設の名称 区域

1 近江八幡市民アリーナ

縄手町末、縄手町中、縄手町元、鍵之手町、慈恩寺町上、慈恩寺町中、慈恩寺町元、鍛治
屋町、新左衛門町、鉄砲町、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、出町の
一部、八幡町、多賀町、船町、北之庄町、市井町

2 近江八幡市役所
桜宮町、音羽町、出町の一部、鷹飼町の一部、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、西庄町の一部、中村町の一部

3
近江八幡市総合福祉センター
（ひまわり館）

土田町の一部、中村町の一部

4 八幡コミュニティセンター

仲屋町上、仲屋町中、仲屋町元、為心町上、為心町中、為心町元、宮内町、大杉町、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、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、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、宇津呂町、出町の一部、船木町の一部

5 島コミュニティセンター 円山町、白王町の一部、島町、北津田町、中之庄町、長命寺町、沖島町の一部

6 沖島コミュニティセンター 沖島町の一部（島内に限る）

7 農土香の郷大中 白王町の一部、大中町

8 岡山ふれあいセンター 加茂町、田中江町、牧町、大房町、元水茎町

9 岡山土地改良区 小船木町、新栄町

10 船木自治ハウス 船木町の一部、南津田町

11 ヴォーリズ学園金田東保育園 長田町の一部、西庄町の一部、浅小井町

12
近江八幡市駅南総合スポーツ
施設（サン・ビレッジ近江八
幡）

鷹飼町の一部、鷹飼町東二丁目、鷹飼町南一丁目、鷹飼町南三丁目、西本郷町の一部、西
本郷町西、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、
南本郷町一丁目、南本郷町二丁目、南本郷町三丁目

13 金田コミュニティセンター
鷹飼町の一部、鷹飼町東一丁目、西本郷町の一部、西本郷町東、金剛寺町、杉森町、長田
町の一部、西庄町の一部

14 つながりハウス篠田の里 上田町

15 若宮町会議所 竹町、東町の一部、日吉野町の一部、若宮町

16 桐原コミュニティセンター
池田本町、古川町の一部、益田町、森尻町、赤尾町、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、川原町一丁目、川原町二丁目

17 上野町自治会館 安養寺町の一部、上野町、古川町の一部

18 市民共生センター 東町の一部、中小森町の一部、大森町

19 桐原東小学校 土田町の一部、中小森町の一部、堀上町、白鳥町、八木町

20 篠原町自治会館 安養寺町の一部、篠原町一丁目、篠原町二丁目、篠原町三丁目

21
近江八幡市勤労者福祉セン
ター（アクティ近江八幡）

鷹飼町の一部、鷹飼町南四丁目、日吉野町の一部

22 倉橋部町集会所 倉橋部町、浄土寺町、上畑町、新巻町

23 馬淵コミュニティセンター 馬淵町、東横関町、千僧供町、東川町、長福寺町



別紙　投票区一覧表（町別）

投票
区

施設の名称 区域

24 北里ふれあいホール 江頭町、十王町、小田町

25 丸の内町自治会館 丸の内町

26 野村町集落センター 野村町、佐波江町、水茎町

27 武佐コミュニティセンター 武佐町の一部、長光寺町の一部、西宿町、野田町、御所内町、友定町、西生来町の一部

28 八幡東子どもセンター 武佐町の一部、長光寺町の一部、西生来町の一部、末広町

29 安土コミュニティセンター
安土町常楽寺の一部、安土町香庄、安土町慈恩寺、安土町小中の一部、安土町上豊浦の一
部、安土町下豊浦の一部

30 西の湖すてーしょん 安土町下豊浦の一部、安土町大中

31 近江八幡市安土町総合支所
安土町常楽寺の一部、安土町上出、安土町中屋、安土町小中の一部、安土町上豊浦の一
部、安土町下豊浦の一部

32 宮津自治会館 安土町下豊浦の一部、安土町桑実寺、安土町宮津

33 老蘇コミュニティセンター 安土町東老蘇、安土町西老蘇、安土町石寺の一部、安土町内野

34 楽座会館 安土町石寺の一部



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
草津市立志津南ま
ちづくりセンター

草津市若草五丁目１０
番地

2,430 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

2,208 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
草津市立志津まち
づくりセンター

草津市青地町５６１番
地

4,668 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

5,824 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
１４号

3,188 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
草津市立渋川まち
づくりセンター

草津市西渋川二丁目９
番３８号

4,565 1.5
西渋川一丁目～二丁目、
野村一丁目の一部

○

第7投票区
草津市立大路まち
づくりセンター

草津市大路二丁目９番
１１号

5,275 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

4,090 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

2,151 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
草津市立草津まち
づくりセンター

草津市草津一丁目４番
３３号

1,444 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

3,027 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

2,622 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

○

第13投票区 矢倉町会館
草津市矢倉二丁目１番
７号

4,380 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
草津市立矢倉まち
づくりセンター

草津市東矢倉二丁目１
３番６号

3,571 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

○

投 票 所 に 関 す る 調
参



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
１８号

4,479 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

1,789 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

6,767 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

6,034 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

1,411 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 1,801 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

2,171 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

2,306 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

1,097 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

1,102 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

3,307 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 1,118 2.4 木川町の一部

第27投票区
草津市立山田まち
づくりセンター

草津市南山田町６７８
番地

833 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７８７
番地

1,130 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

1,262 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

4,349 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
草津市立笠縫幼稚
園

草津市上笠一丁目６番
１号

4,439 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
草津市立笠縫東小
学校正面玄関内

草津市平井三丁目８番
１号

4,662 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

1,315 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

2,740 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

958 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

793 5.3 下物町、下寺町

第37投票区
草津市立常盤まち
づくりセンター

草津市志那中町１１１
番地１

1,412 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

953 4.5 志那町、北大萱町

３８ 107,671

箇所　 人

計



様式１

守山 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 今宿自治会館 今宿四丁目２番５号 2,552 1.6 今宿 ○

第２投票区 守山小学校 勝部一丁目13番１号 3,416 0.7 泉町・本町・梅田 ○

第３投票区 元町自治会館 守山四丁目13番25号 2,652 0.4 元町 ○

第４投票区 すこやかセンター 下之郷三丁目２番５号 1,870 1.0 下之郷・サムズ守山 ○

第５投票区 守山市役所大ホール 吉身二丁目５番22号 3,960 0.0
吉身西町・吉身中町・吉
身東町

○

第６投票区 岡自治会館 岡町115番地の56 2,725 1.6
岡・立入・レックス弐番
館

○

第７投票区 浮気保育園 浮気町321番地の２ 2,490 1.2
浮気・グランドメゾン守
山

○

第８投票区 エルセンター 勝部三丁目９番１号 4,036 1.4 勝部 ○

第９投票区 物部小学校 二町町252番地 2,975 2.4 焔魔堂・二町・大鳥 ○

第10投票区 古高町公民館 古高町296番地 2,583 2.3 古高 ○

第11投票区 阿村公民館 阿村町222番地 1,331 2.6 千代・阿村 ○

第12投票区 伊勢町自治会館 伊勢町545番地 2,048 2.5 伊勢 ○

第13投票区 大門集会所 大門町235番地 1,165 2.6 大門・横江・弥生の里 ○

第14投票区 金森町自治会館 金森町359番地 1,503 2.0 金森・金森山柿 ○

第15投票区 三宅自治会館 三宅町833番地の８ 775 3.0 三宅・三宅稲葉

第16投票区 守山市立小津会館 欲賀町901番地の１ 1,794 3.6 大林・欲賀・森川原 ○

第17投票区 山賀自治会館 山賀町332番地の１ 663 4.7 山賀・杉江 ○

第18投票区 赤野井自治会館 赤野井町167番地 1,070 3.0 赤野井・十二里 ○

第19投票区 矢島町自治会館 矢島町1059番地 967 4.6 矢島 ○

第20投票区 石田町集会所 石田町119番地 1,389 2.4 石田 ○

第21投票区 河西幼稚園 今市町25番地の１ 1,596 2.6 小島・今市・中 ○

第22投票区 播磨田町公民館 播磨田町815番地 3,437 1.6 播磨田（下記以外） ○

投 票 所 に 関 す る 調

参



第23投票区 久保つくしんぼ集会所 播磨田町1437番地８ 804 2.1
播磨田（1300番地から
2999番地）

○

第24投票区 鳩の森会館 播磨田町684番地の86 2,778 1.6
阿比留・河西ﾆｭｰﾀｳﾝ・河
西ﾊｲﾑ・ﾗﾌｨｰﾈ守山

○

第25投票区 守山北中学校 荒見町235番地 805 4.0 布施野・荒見・川中 ○

第26投票区 笠原公民館 笠原町938番地 773 4.4 笠原・川辺

第27投票区 喜多自治会館 川田町1142番地の４ 1,064 3.0 川田・喜多・田中

第28投票区 守山市立北公民館 洲本町1353番地の２ 965 4.8 開発・大曲 ○

第29投票区 木浜町公民館 木浜町2032番地 970 6.8 木浜 ○

第30投票区 ﾈｵ・ﾍﾞﾗｳﾞｨｰﾀ守山第二集会所 木浜町3600番地211 954 7.5 ﾈｵ･ﾍﾞﾗｳﾞｨｰﾀ守山 ○

第31投票区 今浜農業研修センター 今浜町473番地 642 7.6 今浜 ○

第32投票区 美崎自治会館 今浜町2761番地の35 1,632 8.0 美崎

第33投票区 水保公民館 水保町460番地 448 5.8 水保 ○

第34投票区 中野第二公民館 水保町1480番地18 1,779 6.6 中野 ○

第35投票区 中野小林自治会館 水保町1255番地の104 2,719 8.0 中野小林・北川ﾆｭｰﾀｳﾝ ○

第36投票区 多目的ホール繭の里 服部町592番地の２ 505 6.9 新庄・服部 ○

第37投票区 立田いきいきクラブ 立田町1528番地の１ 680 6.2 立田 ○

第38投票区 さづかわ交流センターにじいろ 幸津川町1358番地 607 7.1 幸津川 ○

第39投票区 小浜集落センター 小浜町730番地 324 8.6 小浜 ○

３９ 65,446

箇所　 人

計



様式１

栗東 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 岡自治会館 岡１５１－１ 2,302 2.0
岡、目川一部、目川住
宅、旭町、新屋敷、小柿
四区

第２投票区 市立治田児童館 目川８７１－１ 2,554 1.4 目川、坊袋

第３投票区 川辺自治会館 川辺４２７ 2,445 1.0
川辺、川辺住宅、川辺県
営住宅、灰塚、平葉、川
辺グリーンタウン

第４投票区
栗東なかよし作業
所

下鈎７８４ 3,069 1.7
下鈎甲、下鈎乙、湖南
平、北浦団地、下鈎糠田
井

第５投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ治田西 小柿五丁目１－８ 2,298 2.0
日の出町、小柿一区、小
柿二区、小柿三区

第６投票区 中沢公民館 中沢三丁目５－２５ 2,175 2.5
中沢、中沢団地、中沢グ
ローバル

第７投票区 下戸山自治会館 下戸山６７０ 2,052 1.6

下戸山、下戸山親交、下
戸山グリーンハイツ、リ
バティーヒル下戸山、き
ららの杜

第８投票区
栗東市役所１階
ロビー

安養寺一丁目１３－３
３

4,050 0.0

安養寺団地、安養寺一
区、安養寺東、安養寺
西、安養寺南区、安養寺
北区、安養寺レークヒ
ル、上鈎

○

第９投票区 林公民館 林１２６ 1,250 2.3 伊勢落、林

第10投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ葉山東 六地蔵７１４－１ 1,391 1.6
六地蔵、六地蔵団地、小
野、北尾団地、小野南、
小野北

第11投票区 赤坂公民館 小野１０９１ 1,841 1.3
栗東ニューハイツ、赤
坂、日吉が丘

第12投票区 手原赤坂会館 手原三丁目９－５ 1,622 0.5 手原、手原団地

第13投票区 大橋公民館 大橋一丁目６－１０ 1,216 1.3 大橋、大橋住宅

第14投票区 野洲川体育館 出庭２０８３ 1,600 3.0
宅屋、中、出庭、清水ヶ
丘

第15投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ葉山 高野６２２－１ 2,927 2.1
辻、小坂、今土、葉山団
地

第16投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ金勝 御園９８２ 1,651 3.6 山入、辻越、蔵町、中村

第17投票区 上砥山公民館 上砥山１１８７ 1,034 2.5
上向、下向、川南、中浮
気団地

第18投票区 荒張春日神社 荒張６６９ 1,628 4.1
美之郷、浅柄野、雨丸、
片山、走井、成谷、ルモ
ンタウン、井上

投 票 所 に 関 す る 調
参



第19投票区 東坂公民館 東坂４１１ 180 5.0 東坂、観音寺

第20投票区
市立金勝第二保育
園遊戯室

御園１０２８ 875 2.7 トレセン

第21投票区 蜂屋公民館 蜂屋２０５ 644 1.3 蜂屋

第22投票区
市立大宝東学童
保育所

野尻５０２－１ 6,170 2.1

野尻、リソシエ栗東グラ
ンディス、ジオコート栗
東、ルネス・ピース栗東
ステーションスクエア、
綣東、ウィングビュー、
リーデンススクエア、ネ
バーランド、綣南、エス
リード栗東、グレーシィ
栗東オーブ、グレーシィ
栗東ビステージ、グレー
シィ栗東セレージュ、グ
レーシィ栗東デュオ、グ
レーシィ栗東エクサー
ブ、サーパス栗東駅前、
エスリード栗東駅前パー
クレジデンス、苅原

第23投票区
市立大宝小学校
多目的室

綣七丁目１４－１９ 4,042 2.6

西浦、円田団地、綣北
出、綣南出、綣七里、綣
花園、大宝団地、綣成
和、綣南橋、エスリード
栗東第２、北中小路

第24投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ大宝西 霊仙寺四丁目２－６３ 1,386 3.6
霊仙寺、霊仙寺住宅、海
老川、北中小路一部

第25投票区 小平井二区集会所
小平井二丁目１７－２
３

3,250 3.2

市川原、笠川、小平井一
区、小平井二区、小平井
香鳥、小平井三区、小平
井四区、小平井五区

第26投票区 市立ひだまりの家 十里３９９－３ 581 4.3 十里、美里、明日香 ○

２６ 54,233

箇所　 人

計



様式１

甲賀 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 八田公民館
水口町八田491・492番
地

205 5.8 八田区 ○

第2投票区 春日集会所 水口町春日1384番地１ 368 4.8 春日区 ○

第3投票区 下山公民館 水口町下山1201番地 2,098 3.6
下山区、広野台東区、広
野台西区

○

第4投票区 伴谷公民館 水口町伴中山3736番地 364 3.6 伴中山区 ○

第5投票区 山集会所 水口町山2904番地 2,681 3.1
山区、菅谷区、第四水口
台区

○

第6投票区
桜ヶ丘草の根集会
所

水口町山3402番地6 3,041 3.4 桜ヶ丘区、第三水口台区 ○

第7投票区 泉公民館 水口町泉549番地 1,110 3.1 泉区、大法寺区 ○

第8投票区 酒人公民館 水口町酒人578番地 282 3 酒人区

第9投票区 宇田公民館 水口町宇田604番地 445 1.8 宇田区、柏貴区 ○

第10投票区 柏木公民館 水口町北脇1615番地1 1,174 1.7
北脇区、宮前区、山手
区、植区

○

第11投票区 虫生野会館 水口町虫生野1099番地 1,583 1.9 虫生野区 ○

第12投票区 貴生川公民館 水口町貴生川308番地1 1,756 1.7
貴生川第1区、貴生川第2
区、貴生川第3区、西内貴区

○

第13投票区 北内貴山尾館 水口町北内貴1000番地 233 0.8 北内貴区 ○

第14投票区 宇川会館 水口町宇川2404番地 573 2.4 宇川区、岩坂区 ○

第15投票区
貴生川小学校多目
的室

水口町三大寺437番地 1,756 2.1
三大寺区、三本柳区、高
山区

○

第16投票区 牛飼公民館 水口町牛飼941番地 439 2.9 牛飼区 ○

第17投票区
杣中コミュニティ
センター杣の郷

水口町杣中408番地1 246 2.9 杣中区 ○

第18投票区 山上公民館 水口町山上388番地3 203 3.6 山上区

第19投票区 名坂公民館 水口町名坂311番地 2,037 1.7
名坂区、東名坂区、名坂
堂山区

○

第20投票区 松尾草の根ハウス 水口町松尾1063番地 1,326 1.9
松尾区、松尾団地区、水
口松尾台区

○

第21投票区 中畑草の根集会所 水口町中畑517番地 118 3.5 中畑区

第22投票区 岩上体育館 水口町新城653番地 1,442 2.2
新城区、城が丘区、つつ
じが丘区、西ヶ瀬自治会

○

投 票 所 に 関 す る 調
参



第23投票区 今郷公民館 水口町今郷827番地 235 2.2 今郷区 ○

第24投票区 嶬峨草の根集会所 水口町嶬峨1307番地 319 2.9 嶬峨区 ○

第25投票区 和野草の根集会所 水口町和野1194番地 290 3.9 和野区 ○

第26投票区
水口東部コミュニ
ティセンター

水口町神明3517番地 1,427 0.7
第1区、第2区、第3区、第4区、第5
区、第6区、第7区 ○

第27投票区
水口北部コミュニ
ティセンター

水口町朝日が丘610番地
23

1,459 0.9
第13区、朝日が丘区、古城が丘区、東古城が丘
区、古城が丘緑区、古城が丘南自治会、1の1番
街自治会、岡の郷区

○

第28投票区
水口社会福祉セン
ター

水口町水口5609番地 1,397 0.1
第9区、第10区、第17区(美濃部)、
南区、幸が平区、城南区、梅の木
自治会、上真海自治会

○

第29投票区
水口中部コミュニ
ティセンター

水口町八坂3641番地 1,357 0.3
第8区、第11区、第12区、第14区、
第16区、第17区(八幡町)、第19区 ○

第30投票区 水口中央公民館 水口町本丸1番20号 1,855 0.3
第15区、第17区(田中)、第18区、
第20区、第21区、第22区、林口
区、本丸自治会、城内自治会

○

第31投票区
大河原集会セン
ター

土山町大河原1087番地 135 17.1 大河原1区、大河原2区

第32投票区 鮎河公民館 土山町鮎河1950番地 364 15.5
東野1区、東野2区、西野1
区、西野2区

○

第33投票区
ふるさと生きがい
センター六友館

土山町黒川1972番地 741 12
黒滝区、上の平区、中之組区、川
西区、黒川市場区、猪鼻区、山中
区、笹路区、山女原区

○

第34投票区 あずま会館 土山町北土山800番地 630 8.8 南東区、北東区 ○

第35投票区 土山開発センター 土山町北土山1715番地 1,933 8
南中区、北中区、北芝区、大澤
区、南西区、北西区、野上野区 ○

第36投票区 東瀬音集会所 土山町瀬ノ音331番地1 298 10.1
平子区、東瀬音区、西瀬
音区、青土区

○

第37投票区 前野集会所 土山町前野529番地1 782 6.2 頓宮区、前野区、市場区 ○

第38投票区 大野公民館 土山町大野2154番地 1,047 4.8
徳原区、三軒家区、里区、寺前
自治会、新里区、布引自治会 ○

第39投票区 今宿公民館 土山町大野2633番地1 464 3.7 片山区、今宿区、末田区

第40投票区 大原市場公民館
甲賀町大原市場857番地
1

942 7.8 大原市場区、高野区 ○

第41投票区 滝会館 甲賀町滝851番地3 674 7.6 滝区、毛枚区

第42投票区 田堵野会館 甲賀町田堵野829番地2 407 7.8 田堵野区 ○

第43投票区 和田公民館 甲賀町和田461番地 364 8.7 和田区、高嶺区

第44投票区 上野会館 甲賀町上野2416番地 928 8.7 上野区、鹿深台区 ○

第45投票区
五反田ふれあい
ホール

甲賀町五反田372番地 195 10.5 五反田区 ○

第46投票区 油日７組集会所 甲賀町油日1800番地20 191 10.8
油日区(7組～9組、13組～
14組)

○

第47投票区 油日会館 甲賀町油日2522番地 422 9.8 油日(上記以外の組) ○

第48投票区 櫟野公民館 甲賀町櫟野1129番地 227 9.2 櫟野区 ○



第49投票区 里山かむら交流館 甲賀町神1733番地 711 9.9 神区 ○

第50投票区 大原中公民館 甲賀町大原中540番地 1,388 8.3
大原上田、大久保、大原
中、拝坂区

第51投票区
草の根ハウス相模
会館

甲賀町相模848番地 678 6.7 鳥居野区、相模区

第52投票区 甲賀木彩館 甲賀町岩室1390番地 379 6.9 岩室区

第53投票区 甲賀もちふる里館 甲賀町小佐治2121番地1 448 5.9 小佐治区 ○

第54投票区 神保公民館 甲賀町神保1362番地 321 4.7 神保区

第55投票区 隠岐集会所 甲賀町隠岐1304番地 294 5 隠岐区 ○

第56投票区
草の根ハウス寺庄
公民館

甲南町寺庄993番地7 2,173 5.5 寺庄区、葛木区 ○

第57投票区 深川草の根ハウス 甲南町深川2118番地 895 4.3 深川区

第58投票区 森尻草の根ハウス 甲南町森尻339番地1 394 3.7
深川市場区、森尻区、宝
木区

第59投票区 稗谷公民館 甲南町稗谷812番地 127 2.7 稗谷区

第60投票区
池田コミュニティ
センター

甲南町池田3312番地 1,028 6.6 池田区

第61投票区 磯尾多目的集会所 甲南町磯尾60番地 232 7.6 磯尾区

第62投票区
甲南中部小学校体
育館

甲南町竜法師1137番地 938 6.1 竜法師区、野尻区

第63投票区 野田草の根ハウス 甲南町野田388番地 533 4.5 野田区

第64投票区 杉谷公民館 甲南町杉谷71番地 1,480 5.2 杉谷区の一部、新治区

第65投票区 新田公民館 甲南町杉谷3574番地 69 9.2 杉谷区の一部

第66投票区 市原公民館 甲南町市原803番地 287 4.7 塩野区、市原区

第67投票区 柑子公民館 甲南町柑子1887番地 212 7.4 柑子区

第68投票区
甲南第三小学校体
育館

甲南町野川840番地 378 9
下野川区、上野川区、下
馬杉区

○

第69投票区
上馬杉草の根ハウ
ス

甲南町上馬杉1437番地 131 10.3 上馬杉区

第70投票区
耕心区草の根ハウ
ス

甲南町耕心二丁目1023
番地40

1,228 3.1 耕心区

第71投票区
ニューポリスみち
くさ館

甲南町深川2番地84 1,033 5 ニューポリス区

第72投票区
希望ケ丘防災コミュ
ニティセンター

甲南町希望ケ丘一丁目3
番地4

3,317 3.4
希望ケ丘区の一部、希望
ケ丘本町区の一部

第73投票区
甲南希望ケ丘保育
園

甲賀市甲南町希望ケ丘4
丁目1番

2,489 3.8
希望ケ丘区の一部、希望
ケ丘本町区の一部

第74投票区 信楽開発センター 信楽町長野1251番地 931 11.5 長野区の一部 ○



第75投票区
草の根ハウス栗林
会館

信楽町長野582番地 786 13.1 長野区の一部

第76投票区
草の根ハウス二本
丸会館

信楽町長野1384番地103 1,166 11.5 長野区の一部

第77投票区 神山ふれあい会館 信楽町神山1361番地7 856 14 神山区 ○

第78投票区 江田福祉会館 信楽町江田592番地 833 12.9 江田区

第79投票区 田代交流館 信楽町田代564番地 239 17.1 田代区

第80投票区 畑公民館 信楽町畑617番地 93 17.9 畑区

第81投票区 紫香楽宮宮町会館 信楽町宮町1155番地 301 10.1 宮町区

第82投票区 黄瀬交流館さらら 信楽町黄瀬1251番地1 545 8.7 黄瀬区

第83投票区
雲井地区農村活性
化センター

信楽町牧72番地3 859 8.8 牧区 ○

第84投票区
高齢者活動生活支援促
進施設勅旨会館

甲賀市信楽町勅旨485番
地

833 11.8 勅旨区 ○

第85投票区 西教育集会所 信楽町西349番地4 230 13.8 西区 ○

第86投票区
農林漁家婦人活動
促進施設柞原会館

信楽町柞原164番地1 253 15.2 柞原区

第87投票区
草の根ハウス中野
公民館

信楽町中野121番地 156 15.6 中野区

第88投票区 杉山老人憩の家 信楽町杉山192番地 117 16.5 杉山区

第89投票区
信楽農事集会所小
川会館

信楽町小川744番地 336 15.9 小川区

第90投票区 小川出公民館 信楽町小川出144番地 143 14.4 小川出区

第91投票区
朝宮コミュニティ
センター

信楽町上朝宮467番地 338 17.9 上朝宮区 ○

第92投票区 下朝宮老人憩の家 信楽町下朝宮685番地 143 18.7 下朝宮区

第93投票区
宮尻生活改善セン
ター

信楽町宮尻361番地 111 21.8 宮尻区

第94投票区 多羅尾老人憩の家 信楽町多羅尾2058番地 304 19.5 多羅尾区

第95投票区
しがらきニュータ
ウン区民会館

信楽町杉山3番地1 402 15.7 しがらきニュータウン

計 ９５ 73,701

箇所　 人



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１ 872 2.7 比江,小比江

２
コミュニティセン

ターなかさと
西河原2366番地１ 3,116 4.0

北比江,乙窪,吉地,西河
原，錦の里

○

３ 比留田自治会館 比留田81番地 852 4.6 比留田

４ 木部自治会館 木部830番地 958 3.4 木部,虫生,八夫

５ 野田自治会館 野田3127番地 831 5.9 野田、五条 ○

６
コミュニティセン

ターひょうず
六条1509番地１ 1,654 6.1

安治、六条、須原、堤、
井口

○

７
吉川自治会研修セ

ンター
吉川3641番地 1,143 6.9

吉川、菖蒲、あやめの
里、下堤

８ 野洲自治会館 野洲70番地 1,935 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

９ 行畑自治会館 行畑一丁目９番15号 2,090 0.8
万葉台、行合、古里、中
畑

１０ 野洲市役所 小篠原2100番地１ 4,152 0.0
小篠原東部、小篠原西部、駅前
第1、駅前第2、グラン・ブルー ○

１１
野洲市人権セン

ター
小篠原1780番地 3,608 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、桜生、五反田、山田、縄手、樋
ノ尻、稲辻、冨波南、みすいでん

○

１２ 大畑自治会館 大畑10番地７ 1,186 1.5 大畑、七間場

１３ 市三宅自治会館 市三宅1828番地 2,116 1.2 市三宅第1、市三宅第2

１４
コミュニティセン

ターきたの
市三宅313番地 3,376 1.2 駅前北区、久野部、竹生、久野部東、ヴィル

ヌーブ野洲、竹ヶ丘、五之里 ○

１５
冨波湖州平自治会

館
冨波乙720番地30 1,359 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

１６
コミュニティセン

ターみかみ
三上828番地 1,034 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

１７ 南櫻自治会館 南櫻1781番地１ 570 4.7
南櫻、北櫻、びわこ学
園、悠紀の里

１８ 近江富士会館
近江富士３丁目14番地
７

1,700 5.0
近江富士第1、近江富士第2、近江富士第3、近江
富士第4、近江富士第5、近江富士第6、近江富士
第7

１９
コミュニティセン

ターぎおう
永原463番地 1,721 3.3

野洲の里、上町、下町、上屋、見
星寺オレンジタウン ○

２０ 野洲図書館 辻町410番地 2,484 2.6
新上屋、辻町、冨波野、冨波甲、
冨波乙、ダイハツ寮、冨波東 ○

２１ 江部自治会館 永原997番地６ 1,939 2.6
江部、冨波松陽台、ぎお
うの里、中北、北

２２ 大篠原自治会館 大篠原1906番地 827 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、小堤 ○

投 票 所 に 関 す る 調
参



２３ 市立篠原こども園 野洲市大篠原1414番地2 505 4.7 入町、長島、高木

２４ 小南自治会館 小南4271番地 640 4.8 小南

２５ 篠原駅前自治会館 高木230番地29 971 5.5 篠原駅前

２５ 41,639

箇所　 人

計



様式１

湖南 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
みくも地域人権福
祉市民交流セン

ター
三雲1186番地 3,089 4.0 三雲 ○

第２投票区
妙感寺多目的集会

所
三雲1396番地 955 4.5 妙感寺

第３投票区 吉永公民館 吉永294番地4 1,266 3.0 吉永

第４投票区 夏見公民館 夏見717番地1 892 1.8 夏見

第５投票区 針公民館 針648番地 711 1.0 針

第６投票区
湖南市共同福祉施

設
中央一丁目1番地1 1,669 0.1 中央、ルモン甲西 ○

第７投票区 平松こども園 平松268番地 1,247 0.9 平松

第８投票区
柑子袋まちづくり

センター
柑子袋860番地1 2,457 1.0 柑子袋 ○

第９投票区 石部幼稚園 宮の森一丁目1番1号 2,338 2.2 石部東、宮の森 ○

第10投票区 石部保健センター 石部中央一丁目1番3号 2,354 2.4 石部中央、岡出 ○

第11投票区 松籟会館 石部西二丁目12番6号 1,095 2.8 石部西 ○

第12投票区 石部南幼稚園 丸山一丁目1番2号 1,459 3.2 宝来坂、西寺・丸山 ○

第13投票区 阿星保育園 石部南五丁目1番1号 1,837 2.2 石部南 ○

第14投票区
東寺多目的集会施

設
東寺二丁目9番25号 414 2.8 東寺 ○

第15投票区 朝国公民館 朝国650番地 208 4.0 朝国

第16投票区
岩根まちづくりセ

ンター
岩根1155番地1 2,574 3.0

岩根東口、岩根東、岩根
西、岩根花園

○

第17投票区 正福寺公民館 正福寺411番地4 641 3.0 正福寺

第18投票区 北山台自治会館 北山台四丁目7番地4 1,845 5.0 北山台

第19投票区
菩提寺コミュニ
ティセンター

菩提寺775番地1 1,088 5.0 菩提寺 ○

第20投票区
みどりの村自治会

館
菩提寺西五丁目10番12
号

1,749 6.5 みどりの村

第21投票区 三上台自治会館 菩提寺東三丁目1番25号 1,045 6.0 三上台

投 票 所 に 関 す る 調
参



第22投票区
イワタニランド自

治会館
菩提寺北二丁目11番8号 2,168 6.0 イワタニランド、近江台

第23投票区
ハイウェイサイド
タウン自治会館

サイドタウン三丁目1番
5号

1,657 7.2 ハイウェイサイドタウン

第24投票区
下田まちづくりセ

ンター
下田1515番地 1,887 9.0

下田東、下田西、下田
南、下田北、堂の城

○

第25投票区 中山区集会所 下田638番地113 963 9.5 中山

第26投票区 下田こども園 下田2224番地 1,131 8.5 緑ケ丘、桐松

第27投票区 大谷区集会所 岩根678番地216 1,073 8.5 大谷

第28投票区
湖南市市民学習交

流センター
西峰町1番地1 3,773 7.0

湖南工業団地北、湖南工
業団地中、湖南工業団地
南

○

２８ 43,585

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

914 12.3
西浜、高木浜一丁目、高
木浜二丁目

第2投票区
高島市立マキノ東
小学校音楽室

高島市マキノ町海津
2384番地

470 12.8 海津

第3投票区
草の根ハウス野口
集会所

高島市マキノ町野口
1322番地

64 17.0 野口

第4投票区 在原草の根ハウス
高島市マキノ町在原503
番地1

36 18.8 在原

第5投票区
山中生活改善セン
ター

高島市マキノ町山中294
番地1

77 15.6 山中

第6投票区 下区民会館
高島市マキノ町下247番
地

102 15.9 下

第7投票区 地福庵
高島市マキノ町浦339番
地

37 15.0
浦（上分の区域を除
く。）

第8投票区
小荒路多目的集会
施設

高島市マキノ町小荒路
1319番地

186 15.3 小荒路、上分

第9投票区 石庭草の根会館
高島市マキノ町石庭421
番地

155 13.5 石庭

第10投票区 牧野区民会館
高島市マキノ町牧野234
番地1

315 13.5 牧野、白谷

第11投票区
上開田草の根ハウ
ス

高島市マキノ町上開田
98番地1

145 14.1 上開田、下開田

第12投票区 蛭口集会所
高島市マキノ町蛭口935
番地

567 12.5 寺久保、蛭口

第13投票区 沢草の根ハウス
高島市マキノ町沢1240
番地

517 11.7 マキノ辻、森西、沢

第14投票区 知内会館
高島市マキノ町知内
2033番地1

345 10.7 知内

第15投票区 中庄集会所
高島市マキノ町中庄726
番地1

582 9.8 中庄、大沼

第16投票区 新保公民館
高島市マキノ町新保610
番地

379 10.2 新保

第17投票区 今津上体育館
高島市今津町上弘部486
番地

893 6.5
下弘部、上弘部、藺生、
梅原、大床、岸脇

○

第18投票区
高島市立今津図書
館

高島市今津町舟橋二丁
目3番地1

1,138 5.3
栄区、天神、大供、陸上
自衛隊駐屯地

○

第19投票区
今津老人福祉セン
ター

高島市今津町弘川204番
地1

1,564 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

○

第20投票区
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

910 6.0 宮西、今津中野、杉沢 ○

第21投票区
高島市働く女性の
家

高島市今津町今津1640
番地

1,208 5.6
今津南浜、中浜、今津北
浜、東区、西区

○

投 票 所 に 関 す る 調
参



第22投票区
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

1,076 4.7 松陽台 ○

第23投票区 南深清水集会所
高島市今津町深清水536
番地

436 8.8
北深清水、南深清水、新
田

第24投票区 伊井公民館
高島市今津町日置前
2124番地

491 8.5 酒波、伊井、三谷 ○

第25投票区
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

1,119 7.6
桂、平ケ崎、北林、構、
北仰、中ノ町、今津井ノ
口

○

第26投票区 浜分会館
高島市今津町浜分653番
地1

894 6.3
南新保（森池の区域を除
く。）、市ケ崎、今津
辻、浜分、川尻

第27投票区
保坂区草の根ハウ
ス

高島市今津町保坂559番
地

57 11.0
保坂、途中谷、杉山のう
ち山中の区域

○

第28投票区
角川生活改善セン
ター

高島市今津町角川871番
地

58 11.4 角川

第29投票区 ECC学園高等学校
高島市今津町椋川512番
地1

42 12.8 椋川

第30投票区
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

○

第31投票区
朽木栃生農事集会
所

高島市朽木栃生367番地
3

81 15.2 栃生

第32投票区 地良々会館 高島市朽木麻生831番地 80 12.9 麻生、木地山

第33投票区 朽木地子原集会所
高島市朽木地子原833番
地

65 13.3 地子原

第34投票区 朽木雲洞谷集会所
高島市朽木雲洞谷1213
番地

85 15.0 雲洞谷、能家

第35投票区 朽木荒川集会所
高島市朽木荒川366番地
2

147 9.0 荒川、荒川惣田

第36投票区
高島市立朽木西小
学校

高島市朽木中牧187番地 44 20.9
小入谷、生杉、中牧、古
屋

第37投票区 朽木平良集会所
高島市朽木平良100番地
１

50 19.1 桑原、平良、小川

第38投票区 朽木村井集会所 高島市朽木村井832番地 115 13.4 村井、大野

第39投票区
高島市役所朽木支
所

高島市朽木市場604番地 863 10.7
古川、岩瀬、市場、上
野、野尻、宮前坊、柏

○

第40投票区 今在家会議所
高島市安曇川町四津川
816番地

445 4.9 今在家、横江浜

第41投票区
藤江区草の根ハウ
ス

高島市安曇川町四津川
573番地

345 4.2 藤江

第42投票区
リバーサイド集会
所

高島市安曇川町青柳
1987番地92

613 2.2 リバーサイド

第43投票区
上古賀農民研修セ
ンター

高島市安曇川町上古賀
910番地

330 5.3 上古賀

第44投票区 長尾老人憩の家
高島市安曇川町長尾627
番地

150 6.4 長尾

第45投票区
中野区草の根ハウ
ス

高島市安曇川町中野200
番地2

243 5.0
安曇川中野、びわこ台住
民自治会

第46投票区 南古賀公民館
高島市安曇川町南古賀
347番地

288 3.5 南古賀、梅の子



第47投票区
下古賀草の根ハウ
ス

高島市安曇川町下古賀
1508番地

243 3.9 下古賀

第48投票区
安曇川ふれあいセ
ンター

高島市安曇川町田中89
番地

1,677 2.8
南市、下ノ城、五番領、
中央、田中ニュータウン

○

第49投票区 三田草の根ハウス
高島市安曇川町田中
3133番地4

479 3.8
馬場、仁和寺、三田、佐
賀、陵

第50投票区
上寺区草の根ハウ
ス

高島市安曇川町田中
4278番地3

289 4.9
上寺、泰山寺、びわこ
ガーデンタウン

第51投票区 沖田老人憩の家
高島市安曇川町田中
2873番地2

354 4.5
沖田、伏原、煤田、竹の
里

第52投票区
三尾里区草の根ハ
ウス

高島市安曇川町三尾里
558番地

260 3.5 三尾里、北出

第53投票区 西万木会議所
高島市安曇川町西万木
161番地

1,641 2.8 西万木、末広

第54投票区
十八川区草の根ハ
ウス

高島市安曇川町常磐木
96番地6

225 1.9 十八川

第55投票区
三重生庄堺老人憩
の家

高島市安曇川町常磐木
1238番地

206 2.7 三重生、庄堺(常磐木)

第56投票区
青柳区草の根ハウ
ス

高島市安曇川町青柳939
番地

1,001 2.7 青柳

第57投票区
下小川草の根ハウ
ス

高島市安曇川町下小川
3220番地2

896 3.7 上小川、下小川、横江

第58投票区
安曇川世代交流セ
ンター

高島市安曇川町南船木
249番地

390 4.6 南船木

第59投票区 北船木老人憩の家
高島市安曇川町北船木
2053番地

494 4.3 北船木

第60投票区 川島老人憩の家
高島市安曇川町川島602
番地

529 2.9 川島

第61投票区
高島市役所高島支
所

高島市勝野215番地 686 6.2
勇、竜、宝、高島南浜、
高島北浜

〇

第62投票区 高島漁業会館 高島市勝野1652番地 812 6.8 港、巴、榊、城山台

第63投票区 鵜川会議所 高島市鵜川672番地 147 9.8 鵜川

第64投票区 宿鴨草の根ハウス 高島市鴨2105番地1 911 4.8
出鴨、北鴨、東鴨、宿
鴨、南鴨

第65投票区 宮野会議所 高島市宮野362番地 145 5.7 宮野

第66投票区 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

第67投票区 武曽会議所
高島市武曽横山2172番
地

189 6.4 武曽

第68投票区 高島横山集会所
高島市武曽横山1057番
地

312 5.8 横山 ○

第69投票区 拝戸会議所 高島市拝戸656番地2 678 6.7 拝戸、南拝戸、鴨川平

第70投票区 伊黒会議所 高島市高島2275番地 293 7.7 伊黒、富坂

第71投票区 黒谷会議所 高島市黒谷572番地1 246 11.4 中溝、鹿ケ瀬、黒谷

第72投票区
高島市畑の棚田ふ
れあい交流施設

高島市畑580番地 73 11.6 畑



第73投票区 音羽会議所 高島市音羽465番地 147 6.6 音羽、音羽上

第74投票区 永田（上）会議所 高島市永田897番地 243 5.7 上永田、下永田

第75投票区 打下区民会館 高島市勝野2935番地 146 7.6 打下

第76投票区 丸沢会館
高島市新旭町深溝1403
番地1

1,212 1.4 針江、深溝

第77投票区 藁園ふれあい会館
高島市新旭町藁園1542
番地

1,333 1.6 藁園

第78投票区 太田会館
高島市新旭町太田1468
番地1

980 2.3 太田

第79投票区 新庄公民館
高島市新旭町新庄898番
地

1,304 1.0 新庄、北畑

第80投票区 安養寺会館
高島市新旭町安井川276
番地2

938 0.9 安井川

第81投票区 今市会議所
高島市新旭町熊野本
1000番地

1,192 0.9
熊野本、饗庭のうち米井
の区域、航空自衛隊駐屯
地

第82投票区 岡平成会館
高島市新旭町饗庭2286
番地

852 2.3
饗庭のうち木津、岡、日
爪、五十川の区域

第83投票区
ふれあいサロン｢
さわやか｣

高島市新旭町旭818番地 1,337 0.2 旭

８３ 41,853

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
東近江市立平田コ
ミュニティセン
ター

下羽田町８４番地５ 2,605 5.8
平田町、上平木町、柏木
町、下羽田町、中羽田
町、上羽田町

○

第２投票区
東近江市立船岡中
学校

市辺町２７８９番地 1,890 3.9
市辺町、野口町、三津屋
町、糠塚町

○

第３投票区
東近江市立箕作小
学校

小脇町３７７番地 2,606 2.0

小脇町（通称長森の区域
を除く。）、八日市清水
一丁目、八日市清水二丁
目、八日市清水三丁目

○

第４投票区
東近江市立中野コ
ミュニティセン
ター

中野町７８１番地５ 1,890 1.9

昭和町、小今町、小脇町
（通称長森の区域）、中
野町（近江鉄道貴生川線
以西の区域）、今崎町
（５７９番地から５９４
番地）

○

第５投票区
東近江市立布引小
学校

今堀町５８１番地１０ 3,038 3.1

布施町、蛇溝町、布引台
一丁目、布引台二丁目、
今堀町、芝原町（聖和町
自治会の区域を除
く。）、柴原南町

○

第６投票区
東近江市勤労者総
合福祉センター
ウェルネス八日市

建部上中町５６１番地 2,300 1.7

建部日吉町、建部堺町、
建部南町、建部瓦屋寺町
（通称山手及び山の神の
区域を除く。）、建部下
野町、建部上中町、建部
北町

○

投 票 所 に 関 す る 調
参



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

第７投票区
東近江市立八日市
コミュニティセン
ター

八日市町９番２０号 3,050 0.9

八日市松尾町、建部瓦屋
寺町（通称山手及び山の
神の区域）、八日市町、
八日市浜野町、八日市東
浜町、八日市本町、八日
市上之町（八日市町総区
自治会の区域）、八日市
金屋一丁目、八日市金屋
二丁目、八日市金屋三丁
目、八日市野々宮町、青
葉町（１番１８号から１
番４６号及び３番街区を
除く。）、幸町（１番３
３号から１番６４号及び
２番街区を除く。）

○

第８投票区
東近江市保健子育
て複合施設ハピネ
ス

東中野町４番５号 3,237 1.2

今崎町（５７９番地から
５９４番地を除く。）、
東今崎町、栄町、東中野
町、西中野町、中野町
（近江鉄道貴生川線以西
の区域を除く。）、ひば
り丘町、春日町、聖徳
町、青葉町（１番１８号
から１番４６号及び３番
街区）、幸町（１番３３
号から１番６４号及び２
番街区）

○

第９投票区 東近江市役所 八日市緑町１０番５号 2,425 0.0

八日市東本町、札の辻一
丁目、野村町（野村沖自
治会の区域を除く。）、
神田町、八日市上之町
（東本町総区自治会の区
域）、八日市緑町、外
町、川合寺町

○

第１０投票区

東近江市立南部コ
ミュニティセン
ター

沖野二丁目１番３４号 3,243 1.1

聖和町、沖野一丁目、沖
野二丁目、東沖野一丁
目、東沖野二丁目、芝原
町（聖和町自治会の区
域）

○

第１１投票区
東近江市立八日市
南小学校

沖野三丁目６番１号 2,692 1.8
沖野三丁目、沖野四丁
目、沖野五丁目、東沖野
三丁目、東沖野五丁目

○



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

第１２投票区
東近江市立玉園中
学校

妙法寺町１１０１番地 1,851 2.1
東沖野四丁目、札の辻二
丁目、野村町（野村沖自
治会の区域）、妙法寺町

○

第１３投票区

東近江市立御園コ
ミュニティセン
ター

五智町３５１番地２ 2,581 2.7

御園町、林田町、五智
町、中小路町、大森町
（１６９２番地及び２１
７４番地）

○

第１４投票区

東近江市立玉緒コ
ミュニティセン
ター

大森町１０３０番地 2,061 3.3

下二俣町、尻無町、大森
町（１６９２番地及び２
１７４番地を除く。）、
上大森町

○

第１５投票区

東近江市立八日市
寺小規模保育事業
所

寺町７９９番地 486 4.5
池田町、今代町、寺町、
岡田町

○

第１６投票区 慈眼寺会館 瓜生津町１２５９番地 390 5.4 土器町、瓜生津町

第１７投票区
東近江市ふるさと
文化体験学習館

市原野町２３番地 1,448 7.6

石谷町、一式町、新出
町、市原野町、高木町、
上二俣町（４番地から５
番地及び松原団地の区域
を除く。）、池之脇町

○

第１８投票区 甲津畑町自治会館
甲津畑町１１３９番地
１

365 12.6 甲津畑町



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

第１９投票区

東近江市立永源寺
コミュニティセン
ター

山上町１３１６番地 2,035 9.2

青野町、上二俣町（４番
地から５番地及び松原団
地の区域）、山上町、和
南町、永源寺高野町

○

第２０投票区
永源寺相谷町集会
所

永源寺相谷町３４５番
地

314 11.4
永源寺相谷町、佐目町、
萱尾町

○

第２１投票区

東近江市鈴鹿の里
コミュニティセン
ター

蓼畑町５１０番地 297 14.9
杠葉尾町、蓼畑町、黄和
田町、政所町

○

第２２投票区 箕川集会所 箕川町１３５番地 35 14.1 箕川町、蛭谷町

第２３投票区 君ヶ畑集会所 君ヶ畑町８１３番地１ 31 16.2 君ヶ畑町

第２４投票区
東近江市五個荘支
所

五個荘小幡町３１８番
地

1,947 4.7

五個荘奥町、五個荘小幡
町、五個荘三俣町、五個
荘竜田町（５７５番地、
７３８番地１、７４０番
地１及び７４１番地２を
除く。）、五個荘新堂町
（４５番地及び４５番地
２）

○

第２５投票区
東近江市立五個荘
あさひ幼児園

五個荘山本町３０６番
地

2,889 3.9

五個荘山本町、五個荘新
堂町（４５番地及び４５
番地２を除く。）、五個
荘木流町、五個荘石塚
町、五個荘清水鼻町、五
個荘平阪町、五個荘伊野
部町、五個荘北町屋町

○

第２６投票区
東近江市立さくら
んぼ幼児園

五個荘金堂町１７０５
番地

2,293 5.7

五個荘金堂町、五個荘石
川町、五個荘竜田町（５
７５番地、７３８番地
１、７４０番地１及び７
４１番地２）、五個荘塚
本町、五個荘川並町、五
個荘石馬寺町、五個荘七
里町、五個荘日吉町

○



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

第２７投票区
東近江市立五個荘
あじさい幼児園

五個荘宮荘町６３１番
地

2,409 5.4

宮荘町、五個荘中町、五
個荘五位田町、五個荘簗
瀬町、五個荘和田町、五
個荘河曲町

○

第２８投票区
東近江市立愛東北
小学校

百済寺本町１３９９番
地

1,368 6.1

上山町、百済寺本町、百
済寺甲町、上中野町、大
覚寺町、大林町、市ヶ原
町、百済寺町、北坂町、
読合堂町（百済寺本町自
治会の区域）

○

第２９投票区
東近江市おくのの
運動公園

青山町７０番地 884 5.8
平尾町、園町、愛東外
町、小倉町、青山町

○

第３０投票区 東近江市愛東支所 妹町２９番地 876 4.8
下中野町、曽根町、妹
町、中戸町

○

第３１投票区 大萩公民館 大萩町４１番地 894 3.5
池之尻町、鯰江町、上岸
本町、梅林町、大萩町

第３２投票区
東近江市立湖東第
一小学校

下里町２１番地 1,202 5.4

僧坊町、湯屋町、下里
町、読合堂町（百済寺本
町自治会の区域を除
く。）、中里町、平松町

○

第３３投票区 平柳町公民館 平柳町２１８１番地 840 6.4
平柳町、祇園町、小八木
町、今在家町



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

第３４投票区
東近江市立湖東第
二小学校

南菩提寺町４３０番地 1,326 4.2

中一色町、北菩提寺町、
西菩提寺町、南菩提寺
町、横溝町（通称横溝出
屋敷、湖東ニュータウン
及び横溝ニュータウンの
地域を除く。）、下一色
町、勝堂町

○

第３５投票区
東近江市立湖東第
三小学校

小田苅町３４０番地 2,249 2.5

中岸本町、下岸本町、小
田苅町、長町、大清水
町、南清水町、北清水
町、清水中町、小池町

○

第３６投票区 東近江市湖東支所 池庄町５０５番地 1,176 3.7

大沢町、南花沢町、北花
沢町、横溝町（通称横溝
出屋敷、湖東ニュータウ
ン及び横溝ニュータウン
の地域）、池庄町

○

第３７投票区

学校法人ヴォーリ
ズ学園そらの鳥こ
ども園

種町２１２０番地 1,806 8.1

長勝寺町、神郷町（神郷
自治会及び旭ヶ丘自治会
の区域）、佐野町（桜ヶ
丘自治会の区域）、佐生
町４５番地、種町（種自
治会、若葉及びドリーム
ハイツ自治会の区域）

○

第３８投票区 佐野区公民館 佐野町１８５番地 2,198 7.8

佐生町（佐生自治会及び
東佐生自治会の区域。４
５番地を除く。）、佐野
町（佐野自治会の区域）

第３９投票区
東近江市立能登川
あおぞら幼児園

佐野町３７９番地 2,549 8.1

神郷町（神郷団地自治会
及び通称シャトー志賀の
区域）、種町（新種自治
会及び志賀田自治会の区
域）、佐野町（東佐野、
南佐野、緑が丘、大地、
堀切、イーストロード及
び早刈の各自治会並びに
通称石井ハイツ、八反田
及び二反長の区域）

○



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

第４０投票区
東近江市立能登川
東小学校

小川町３０番地 1,073 9.3 今町、小川町 ○

第４１投票区
東近江市立能登川
南小学校

猪子町１２番地 2,313 8.1

佐野町（能登川栄町及び
パークシティー能登川の
各自治会の区域）、林町
（本町自治会の区域）、
猪子町、垣見町（本町自
治会及び通称ロイヤルパ
レスの区域）

○

第４２投票区
東近江市能登川支
所

躰光寺町２６２番地 3,891 9.0

垣見町（垣見町自治会の
区域）、林町（林町自治
会及びレインボーシティ
自治会の区域）、山路
町、躰光寺町

○

第４３投票区
東近江市立ちどり
幼児園

伊庭町２９３３番地３ 2,495 8.5

伊庭町、能登川町、きぬ
がさ町（きぬがさ中洲自
治会及びきぬがさ中央自
治会の区域）

○

第４４投票区 北須田智徳館 北須田町６０９番地 315 7.2
北須田町、南須田町、き
ぬがさ町（きぬがさ城東
自治会の区域）

第４５投票区
新宮東草の根ハウ
ス

新宮町２６５番地１ 679 10.6
川南町、阿弥陀堂町、新
宮町

第４６投票区

東近江市能登川障
害福祉センター水
車野園

乙女浜町１４０５番地 890 11.5 乙女浜町、福堂町

第４７投票区 新明館 栗見新田町６０６番地 833 13.9
栗見新田町、栗見出在家
町、大中町



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

第４８投票区
蒲生デイサービス
センターあさひの

鋳物師町７０８番地１ 909 8.5
鋳物師町、蒲生岡本町、
上麻生町（３８９番地７
を除く。）、下麻生町

第４９投票区
東近江市立蒲生西
小学校

鈴町１番地 1,001 7.7

大塚町、田井町、蒲生大
森町、鈴町、市子松井
町、市子殿町３９番地、
上南町（３８８番地を除
く。）、市子沖町、上麻
生町３８９番地７

○

第５０投票区
長峰コミュニティ
センター

宮川町２４４番地７０
１

5,486 9.3
蒲生堂町（通称長峰の区
域）、宮川町（通称長峰
の区域）

○

第５１投票区
東近江市立蒲生北
小学校

蒲生堂町１２８７番地 662 8.1

蒲生堂町（通称長峰の区
域を除く。）、宮川町
（通称長峰の区域を除
く。）、外原町、宮井
町、葛巻町

○

第５２投票区
東近江市立蒲生東
小学校

桜川東町４５５番地 1,929 5.6

平林町、石塔町、綺田
町、蒲生寺町、市子川原
町７５０番地、桜川東
町、桜川西町、川合町
（通称畑田及び通称赤坂
団地の区域）

○

第５３投票区

東近江市社会福祉
協議会蒲生事務所
せせらぎ

市子川原町６７６番地 1,986 6.3

合戸町、上南町３８８番
地、市子殿町（３９番地
を除く。）、市子川原町
（７５０番地を除く。）
横山町、川合町（通称畑
田及び通称赤坂団地の区
域を除く。）、木村町、
稲垂町

５３ 92,238

箇所　 人

計



様式１

米原 市(町)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
甲津原交流セン
ター

米原市甲津原1753番地 80 23.0 甲津原 ○

第２投票区 曲谷集会所 米原市曲谷111番地 55 19.0 曲谷

第３投票区 甲賀集会所 米原市甲賀606番地 55 18.0 甲賀

第４投票区
吉槻生活改善セン
ター

米原市吉槻785番地3 79 17.2 吉槻

第５投票区 上板並集会所 米原市上板並246番地1 224 15.5 上板並、下板並

第６投票区 大久保老人憩の家 米原市大久保683番地6 170 14.5 大久保、小泉 ○

第７投票区
伊吹生活改善セン
ター

米原市伊吹620番地 312 13.0 伊吹 ○

第８投票区 上野会館 米原市上野1047番地 619 12.5 上野

第９投票区 弥高集会所 米原市弥髙385番地5 168 13.0 弥高

第10投票区
米原市役所伊吹庁
舎

米原市春照490番地1 1,006 11.7 春照 ○

第11投票区 高番集会所 米原市髙番361番地5 336 11.1 高番

第12投票区 春照小学校 米原市杉澤817番地 574 11.5 杉澤、伊吹ヶ丘、南川 〇

第13投票区 村木老人憩の家 米原市村木1128番地 175 12.1 村木

第14投票区 大清水会館 米原市大清水1773番地 282 12.6 大清水

第15投票区 上平寺集会所 米原市上平寺192番地 80 14.5 寺林、上平寺

第16投票区 藤川集会所 米原市藤川1384番地 236 15.0 藤川

第17投票区
山東B&G海洋セン
ター

米原市柏原2293番地１ 1,811 10.9 柏原、清滝、長久寺 ○

第18投票区 大野木公民館 米原市大野木950番地3 486 11.9 大野木、須川 ○

第19投票区 河内会館 米原市梓河内423番地 324 8.8 梓、河内

第20投票区 大原小学校体育館 米原市市場424番地 1,284 10.0
市場、ヴィラ・ルシオー
ル、夫馬、朝日、グリー
ンヒルズあさひ

第21投票区 龍が鼻会館 米原市村居田1686番地1 918 10.9
烏脇、坂口、村居田、山
東桜ケ丘、平和台、グ
リーンタウン坂口

○

投 票 所 に 関 す る 調
参



第22投票区 野一色会館 米原市野一色484番地3 1,412 10.6
井之口、野一色、小田、
間田、坂田青成苑、すみ
れヶ丘

○

第23投票区 山東幼稚園 米原市池下91番地 753 9.8 天満、本市場、池下 ○

第24投票区
山東地域福祉活動
センター

米原市志賀谷1907番地 1,379 7.9
志賀谷、北方、菅江、加
勢野、山室、大鹿

○

第25投票区 本郷公民館 米原市本郷322番地1 426 6.9 堂谷、本郷 ○

第26投票区
米原市役所山東庁
舎

米原市長岡1206番地 1,200 9.9 長岡、万願寺、西山 ○

第27投票区 ゆたに公民館 米原市米原678番地 989 0.8
米原、米原ステーション
タウン

第28投票区 梅ケ原公民館 米原市梅ケ原746番地 526 1.2 梅ヶ原、入江

第29投票区
米原市役所米原庁
舎

米原市下多良三丁目3番
地

2,284 0.0 米原西、下多良、賀目山 ○

第30投票区 多良公民館 米原市朝妻筑摩34番地6 815 1.3 中多良、上多良、多良

第31投票区 筑摩蓮沼会館
米原市朝妻筑摩2481番
地2

511 1.5 朝妻、筑摩

第32投票区 磯公民館 米原市磯2079番地 1,082 2.0 磯

第33投票区 樋口公民館 米原市樋口447番地 380 5.0 河南、樋口

第34投票区 米原診療所 米原市三吉581番地 738 3.5 南三吉、三吉、西坂 ○

第35投票区 東番場会館 米原市番場711番地 445 5.0 東番場、西番場

第36投票区 醒井公民館 米原市醒井130番地 771 6.5 一色、醒井

第37投票区 河南小学校体育館 米原市枝折77番地 450 6.0 枝折 ○

第38投票区 下丹生集会所 米原市下丹生739番地1 689 6.5 下丹生、上丹生

第39投票区 世継会館 米原市世継572番地5 504 2.1 世継

第40投票区
近江母の郷コミュ
ニティハウス

米原市宇賀野840番地1 1,194 2.3
飯、宇賀野、リーディン
グ坂田

○

第41投票区 長沢公民館 米原市長沢1051番地 290 4.1 長沢

第42投票区 近江公民館 米原市顔戸1513番地 1,387 3.2
舟崎、高溝、顔戸、近江
ニュータウン重町

第43投票区 岩脇公民館 米原市岩脇16番地 828 1.9 岩脇、リバティー近江

第44投票区 新庄公民館 米原市新庄420番地 605 2.7 箕浦、新庄

第45投票区 西円寺公民館 米原市西円寺582番地 115 2.1 西円寺

第46投票区
近江いきいき健康
館

米原市能登瀬1294番地1 880 3.5 能登瀬、日光寺、寺倉



第47投票区 多和田会館 米原市多和田1099番地 571 5.0 多和田

第48投票区 さくらが丘公民館 米原市岩脇255番地9 208 1.2 近江さくらが丘

第49投票区
サンライズ近江会
館

米原市宇賀野78番地1 1,862 3.3

近江グリーンタウン、高
溝東、サンライズ近江、
近江母の郷ニュータウ
ン、レイクサイド宇賀野

32,568


