
様式１

日野 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 大字村井会議所 大字村井1397番地 963 1.8
村井(椿野台および五月台の区
域を除く）、村井一～三丁目 ○

２ 日野公民館 中道二丁目12番地 2,161 0.5
大窪（椿野台の区域を除く）、中
道一～二丁目、河原、河原一～二
丁目

○

３ 寺尻公民館 大字寺尻158番地 1,060 1.5
小井口、寺尻、木津、椿野台、
五月台 ○

４ 上野田ひばりの会館 大字上野田174番地1 2,201 1.0
日田、松尾、上野田、大谷、い
せの、松尾一～五丁目 ○

５ 蓮花寺会館 大字蓮花寺833番地 394 6.5 蓮花寺、野出 ○

６ 中在寺会議所 大字中在寺505番地5 657 5.0
中在寺（湖南サンライズの区域
を除く）、安部居、北脇

７ 佐久良会議所 大字佐久良320番地1 240 5.0 佐久良、奥之池

８ 東桜谷公民館 大字中之郷428番地8 463 4.0 中之郷、奥師、鳥居平 ○

９ 杉会議所 大字杉728番地 383 6.0 川原、杉、杣

１０ 原会議所 大字原344番地 158 8.0 原

１１ 小野会議所 大字小野176番地 96 6.2 小野

１２ 西明寺会議所 大字西明寺106番地 100 7.5 西明寺 ○

１３ 北畑会議所 大字北畑731番地 152 5.0 北畑

１４ 平子会議所 大字平子231番地 70 8.6 平子、熊野

１５ 蔵王会議所 大字蔵王525番地 131 5.0 蔵王 ○

１６ 西大路公民館 大字西大路48番地1 1,210 3.0 西大路、仁本木、音羽、青葉台 ○

１７ 鎌掛公民館 大字鎌掛2526番地 655 4.0
鎌掛（第３緑ヶ丘の区域を除
く） ○

１８ 下駒月会議所 大字下駒月1058番地 555 7.0 上駒月、下駒月、第３緑ヶ丘

１９ 南比都佐公民館 大字深山口939番地 374 4.5 深山口、上迫、下迫 ○

２０ 別所農業集会所 大字別所197番地 893 3.0 清田、別所、曙

２１ 十禅師会議所 大字十禅師198番地 349 2.5 十禅師、猫田

２２ 内池東会議所 大字内池486番地14 759 2.0
内池東、内池西、里口、出雲の
里 ○

投 票 所 に 関 す る 調
参



２３ 必佐公民館 大字三十坪1290番地 532 3.5
三十坪上下（出雲の里の区域を除
く）、山本（湖南サンライズの区
域を除く）、小御門

○

２４ 増田作業所 大字増田92番地 413 4.5
小谷、石原（湖南サンライズの
区域を除く）、増田 ○

２５ 日野町豊田共同作業場 大字豊田4番地4 1,132 4.0
豊田１区～５区、中山東、中山
西、徳谷 ○

２６ 湖南サンライズ自治会館 大字山本788番地243 1,643 2.5 湖南サンライズ ○

２６ 17,744

箇所　 人

計



様式１

竜王 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投票所
山之上コミュニ
ティセンター

大字山之上3407番地 641 2.2
大字山之上（東出・西
出）

第２投票所 西山公民館 大字山之上2258番地2 1,053 1.9
大字山之上（西山・新
村）

第３投票所
岡屋構造改善セン

ター
大字岡屋1294番地 1,000 1.6

大字山中（さくら団地を
含む。）・岡屋

第４投票所
川守産業文化セン

ター
大字川守451番地2 525 1.5 大字岩井・川守

第５投票所
綾戸農村集落セン

ター
大字綾戸521番地・522
番地1

582 0.5
大字島・駕輿丁・綾戸・
田中

第６投票所 小口公民館 大字小口177番地3 866 0.6
大字小口・薬師（希望が
丘を含む。）

第７投票所
鵜川ふれあいプラ

ザ
大字鵜川513番地 792 1.9

大字七里・鵜川・橋本・
須惠

第８投票所 林公民館 大字林369番地 444 2.1 大字林・庄・信濃

第９投票所
弓削コミュニティ

センター
大字弓削1422番地 620 3.2 大字川上・弓削・西川

第10投票所 鏡集落センター 大字鏡1148番地3 1,111 4.7
大字鏡（松陽台を含
む。）・山面・西横関

第11投票所
美松台コミュニ
ティホール

大字山面35番地168 1,408 3.2 大字山面（美松台）

第12投票所 松が丘自治会館 大字小口1227番地106 958 1.4 大字小口（松が丘）

１２ 10,000

箇所　 人

投 票 所 に 関 す る 調

計

参



様式１

愛荘 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 松尾寺北草の根ハウス    松尾寺687 483 3.6
上蚊野・松尾寺北・松尾
寺南・斧磨

第2投票区 蚊野老人憩いの家        蚊野1043-1 917 2.6 蚊野・軽野

第3投票区 秦荘東小学校 東出25 818 1.5
岩倉・東出・ジョイフルタ
ウン秦荘東・竹原・常安寺

第4投票区 秦荘保健センター 安孫子811-1 983 0.2 安孫子・円城寺・西出

第5投票区 目加田多目的集会所 目加田885 573 2.0 深草・目加田

第6投票区 香之庄老人憩いの家 香之庄888 402 2.5 蚊野外・香之庄・元持

第7投票区 宮後草の根ハウス        宮後118 315 1.0 沖・宮後・北八木

第8投票区 長塚教育集会所 長塚159 1,140 1.9
下八木・島川・長塚・栗
田・ﾒｲﾀｳﾝ島川

第9投票区 野々目草の根ハウス 野々目71 743 2.5 南野々目・野々目・矢守

第10投票区 平居公民館 平居249 375 2.1 畑田・平居・苅間

第11投票区 東円堂公民館 東円堂1701 794 1.6 東円堂

第12投票区 草の根ハウス豊満会館 豊満959 961 0.7 豊満

第13投票区 愛知川公民館 愛知川13-2 1,599 0.3 愛知川 ○

第14投票区 愛知川小学校以文会館 沓掛480 1,161 1.1 中宿・沓掛・ﾊｰﾓﾆｰﾀｳﾝ

第15投票区 愛知川幼稚園 市1736 1,580 0.3 市

第16投票区 川久保老人憩の家 川久保164-1 629 2.0 磯部・川久保・石橋

第17投票区 つくし保育園 川原680 2,068 2.5
長野東・長野西・長野新
町・亀原・川原・百々町

第18投票区 山川原教育集会所 山川原120 285 3.4 山川原

第19投票区 愛知川ﾆｭｰﾀｳﾝ集会所 愛知川1140-132 522 1.5 愛知川ﾆｭｰﾀｳﾝ・渕ノ下

１９ 16,348

箇所　 人

投 票 所 に 関 す る 調

計

参



様式１

豊郷町選挙管理委員会

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 豊郷町隣保館 大字安食南299番地１ 609 0.1 大字石畑、八目、安食南の一部

第２ 安食西公民館 大字安食西764番地 533 1.2 大字安食西、安食南の一部

第３ 三ツ池集会所 大字大町81番地１ 1,005 0.6 大字三ツ池

第４ 大町教育集会所 大字大町191番地 613 0.5 大字大町

第５ 愛里保育園 大字吉田1454番地 1,268 1.0 大字沢、上枝、下枝、日栄、杉

第６ 吉田公民館 大字吉田76番地 450 1.6 大字吉田

第７ 雨降野多目的集会所 大字雨降野131番地１ 288 2.2 大字雨降野

第８ 八町公民館 大字八町852番地２ 451 0.9 大字八町

第９ 先人を偲ぶ館 大字四十九院815番地 366 0.9 大字四十九院 ○

第１０ 高野瀬公民館 大字高野瀬436番地２ 265 0.5 大字高野瀬

１０ 5,848

箇所　 人

投 票 所 に 関 す る 調

計

参



様式１

甲良町選挙管理委員会

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 在士草の根ハウス 大字在士489番地 162 0.3 在士

第2投票区 ふれあい公民館 大字下之郷1247番地1 608 0.4 下之郷

第3投票区 平成尼子館 大字尼子1619番地 739 0.8 尼子

第4投票区
はばたきの館（呉竹地
域総合センター内） 大字呉竹168番地 982 3.0 呉竹

第5投票区 小川原草の根ハウス 大字小川原562番地 208 2.4 小川原

第6投票区 北落草の根ハウス 大字北落440番地 273 1.8 北落

第7投票区 金屋農事集会所 大字金屋810番地1 334 2.0 金屋

第8投票区 正楽寺公民館 大字正楽寺325番地 104 2.8 正楽寺

第9投票区 池寺公民館 大字池寺292番地 336 2.0 池寺

第10投票区 長寺東老人憩の家 大字長寺1601番地 210 1.6 長寺東

第11投票区
ふれあいの館（長寺地
域総合センター内） 大字長寺507番地 1,606 1.6 長寺西

第12投票区 法養寺研修棟 大字法養寺501番地 115 0.4 法養寺

第13投票区 横関草の根ハウス 大字横関372番地 222 0.4 横関

１３

箇所　 5899人

投 票 所 に 関 す る 調

計

参



様式１

多賀町 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 多賀福祉会館 大字多賀1438番地1 1,918 0.6 多賀

第2投票区 清涼文化センター 大字敏満寺214番地 733 1.8 敏満寺・猿木

第3投票区 土田草の根ハウス 大字土田469番地1 374 1.9 土田

第4投票区 多賀幼稚園 大字久徳348番地 895 1.5
久徳・一円・栗栖・八重
練・保月・杉・五僧

第5投票区
中川原草の根ハウ
ス

大字中川原562番地 495 2.5 中川原・月之木・木曽

第6投票区 文化財センター 大字四手976番地2 190 1.4 四手・大岡

第7投票区
芹谷地域消防セン
ター

大字水谷11番地2 41 4.1
甲頭倉・向之倉・水谷・
桃原・後谷・屏風

○

第8投票区 下村草の根ハウス 大字河内375番地 28 7.8 河内・霊仙

第9投票区
川相生活改善セン
ター

大字川相437番地 628 7.0
川相・藤瀬・一ノ瀬・大
杉・小原・霜ケ原

第10投票区
大滝たきのみやこ
ども園

大字富之尾1586番地5 405 4.0 富之尾・楢崎・壺

第11投票区
森林資源活用セン
ター

大字萱原1309番地 264 11.0 萱原・樋田・佛ケ後

第12投票区 佐目多目的集会所 大字佐目574番地 279 6.0 佐目・南後谷

第13投票区 大君ケ畑集会所 大字大君ケ畑533番地1 63 11.0 大君ケ畑

１３ 6,313

箇所　 人

投 票 所 に 関 す る 調

計

参


