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令和４年６月出雲市選挙管理委員会定例会 会議録 

 

令和４年（２０２２）６月１日（水）午前９時３０分、出雲市選挙管理委員会定例会を

招集し、市役所３階市民応接室で開催した。 

 

１．会議に出席した委員 

  選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長  岸   和 之 

  選挙管理委員会委員（委員長職務代理者）  川 瀨 吉 正 

  選 挙 管 理 委 員 会 委 員  藤 原 君 子 

  選 挙 管 理 委 員 会 委 員  原     市 

 

２．傍聴者 なし 

 

３．配布資料 別添のとおり 
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開会 

（岸委員長）６月の選挙管理委員会定例会を開会します。 

 

１．議事 

（岸委員長）議第１号 永久選挙人名簿に係る公職選挙法第２８条第１項第１号及び第２

号の抹消並びに定時登録について事務局から説明願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ございま

せんか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第１号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第１号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第２号 直接請求に必要な法定署名数を定めることについて説明

願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ございま

せんか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第２号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第２号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第３号 選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公

表について説明願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ございま

せんか。 

 

（委員）ありません。 



3 

 

（岸委員長）それでは、議第３号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第３号について承認します。 

 

【参議院議員通常選挙関係議題】 

（岸委員長）続いて、議第４号 投票所の設置場所の決定について説明願います。 

 

（事務局）投票所は７８箇所で、昨年１０月執行の衆議院議員総選挙と変更はありません。

また、第１５投票所、第１６投票所、第４８投票所及び第６１投票所の設置場所をそれぞ

れ変更します。 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ございま

せんか。 

 

（委員）投票所の設置場所の変更は、どのように周知されますか。 

 

（事務局）全域では啓発チラシを作成し、新聞折込及び拠点配付等により周知し、該当地

域においては、町内会での世帯回覧等により周知をします。そのほか、ホームページにも

情報を掲載します。 

 

（岸委員長）それでは、議第４号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第４号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第５号 期日前投票所の設置場所の決定について説明願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ございま

せんか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第５号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第５号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第６号 期日前投票所の設置期間の決定について説明願います。 
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（事務局）参議院議員通常選挙の期日前投票所については、公示日の翌日から選挙期日の

前日までの間、今回の想定では１７日間設置します。佐田・多伎・大社・斐川の各行政セ

ンター、湖陵コミュニティセンター及びイオンモール出雲については、７月２日（土）か

ら選挙期日の前日までの８日間設置します。 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ございま

せんか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第６号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第６号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第７号 期日前投票所の開始時刻の繰下げ及び閉鎖時刻の繰上げ

の決定について説明願います。 

 

（事務局）期日前投票所は、原則、午前８時３０分から午後８時００分までの間、設置す

ることとされていますが、設置する期日前投票所の数が２箇所以上である場合については、

開始時刻を２時間以内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は閉鎖時刻を繰り上げ若し

くは２時間以内において繰り下げることが可能とされています。イオンモール出雲につい

ては、店舗の開店時間等の理由から、開始時刻を午前１０時に、閉鎖時刻を午後７時にす

るものです。 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ございま

せんか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第７号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第７号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第８号 選挙公報の配布方法の決定について説明願います。 

 

（事務局）選挙公報は、選挙期日前２日までに各世帯に配ることとされており、県選管が

作成し、市選管に配布されます。配布方法については、市報等での配布もありますが、自

治会加入世帯よりも新聞購読世帯が上回っているため、新聞折込みにより配布するもので

す。 
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（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ございま

せんか。 

 

（委員）新聞折込み以外の方法での配布は考えていますか。また、配布方法は法で規定さ

れていますか。 

 

（事務局）選挙公報は、新聞折込みのほか、拠点配布、期日前投票所会場への設置、県の

ホームページで閲覧ができる予定です。また、配布について公職選挙法の規定では、選挙

期日前２日までに各世帯に配ることとされており、方法の規定はありません。 

 

（委員）関連の質問ですが、県立高校等への啓発は、島根県が行っているのですか。 

 

（事務局）県立高校への啓発は、基本的に島根県が行っています。市としても、内容によ

って必要があるものについては、啓発を考えていく必要があります。 

 

（岸委員長）そのほかにご質問等ございませんか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第８号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第８号について承認します。 

 

２．報告事項 

（岸委員長）次に、報第１号 令和５年度 島根県市選挙管理委員会連合会の定期総会及び

幹事会について説明願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問等ございませんか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）報第１号については、説明のとおり承りました。 

 

（岸委員長）続いて、報第２号 １８歳到達者へのお知らせハガキの送付について説明願

います。 

 

（事務局）この度の６月定時登録によって新有権者となった１８歳到達者に対し、６月上

旬にお知らせハガキを送付します。 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問等ございませんか。 
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（委員）ありません。 

 

（岸委員長）報第２号については、説明のとおり承りました。 

 

３．その他 

（岸委員長）次に、その他事項１ 次回の選挙管理委員会（臨時会）の日程について説明

願います。 

 

（事務局）次回の選挙管理委員会定例会は、令和４年６月１３日月曜日午後１時３０分か

ら庁議室で開催予定です。 

 

（岸委員長）以上をもちまして、令和４年６月の選挙管理委員会定例会を閉会します。 

 

 

１０：１０）定例選挙管理委員会閉会 



午前９時３０分～

議第１号 永久選挙人名簿に係る公職選挙法第２８条第１項第１号及び第２号の抹消並びに定時

（人）

男 女 計

67,633 73,391 141,024

１ 号 該 当 死　亡 -89 -83 -172

２ 号 該 当 転　出 -88 -66 -154

543 530 1,073

67,999 73,772 141,771

11 29 40

68,010 73,801 141,811

※141,771人の内訳 出雲地域 平田地域 佐田地域 多伎地域 湖陵地域 大社地域 斐川地域

76,383 20,529 2,645 2,809 4,315 11,865 23,225

令和4年5月1日比 522 60 2 -3 17 25 124

令和4年3月1日比 119 -32 -17 -28 -6 -26 14

議第２号 直接請求に必要な法定署名数を定めることについて

・３分の１の数 47,257 人
議会の解散に係る請求（地方自治法第76条第1項）

議員の解職の請求（地方自治法第80条第1項）

市長の解職の請求（地方自治法第81条第1項）

副市長・選挙管理委員・監査委員の解職の請求（地方自治法第86条第1項）

教育長・教育委員の解職の請求（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項）

・６分の１の数 23,629 人
合併協議会設置協議を選挙人の投票に付する請求

（市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項及び第5条第15項）

・５０分の１の数 2,836 人
条例の制定・改廃にかかる請求（地方自治法第74条第1項）

監査にかかる請求（地方自治法第75条第1項）

合併協議会設置の請求（市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項及び第5条第1項）

（ ５ ． １ ～ ５ ． ３ １ ）

（ １ ． １ ～ １ ． ３ １ ）

定 時 登 録 者 数

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 現 在 の 名 簿 登 録 者 総 数

令和４年６月１日現在の在外選挙人名簿登録者数

合 計

令和４年６月出雲市選挙管理委員会定例会　議題

令 和 ４ 年 (2022) ６ 月 １ 日 ( 水 )

於 出 雲 市 役 所 市 民 応 接 室

登録について

項　　　　　　目

令 和 ４ 年 ５ 月 １ 日 現 在 の 名 簿 登 録 者 総 数



議第３号 選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について【資料１】 

公職選挙法第２８条の４第７項及び選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状 

況の公表に関する規程に基づき、令和３年度分の閲覧状況を６月に公表します。 

 

【参議院議員通常選挙関係議題】 

          ・・・別紙 

 

【報告事項】 

報第１号 令和５年度 島根県市選挙管理委員会連合会の定期総会及び幹事会について 

 島根県市選挙管理委員会連合会から、令和４年度の定期総会の中止（浜田市開催）に

伴い、令和５年度の定期総会及び幹事会について通知がありました。 

 ・定期総会(１回)：雲南市（令和５年 ４月～ ５月開催予定） 

 ・幹事会 (２回)：江津市（令和５年１１月～１２月開催予定） 

          松江市（令和６年 １月～ ２月開催予定） 

 

報第２号 １８歳到達者へのお知らせハガキの送付について（６月定時登録時） 

⑴ 対象者数  ４３２人 ※参考 令和４年３月：３６４人 

 ⑵ 発送予定  ６月上旬  

 ⑶ 送付実績   

 

 

【その他】 

１ 次回の選挙管理委員会（臨時会）の日程について 

⑴ 日時 令和４年６月１３日（月）午後１時３０分～ 

⑵ 場所 出雲市役所 ３階 庁議室  

⑶ 内容 参議院議員通常選挙関係議題について  

 

○行事報告及び今後の日程 

日程 内容 

★委員出席 

☆委員１名出席 

●委員長出席 

令和４年 ６月１日（水） 選管定例会  ９：３０～ ★ 

 ６月１３日（月） 選管臨時会 １３：３０～（予定） ★ 

６月２１日（火） 選管臨時会  ９：３０～（予定） ★ 

 

 

 ６月 ９月 １２月 ３月 合計 

令和元年度 ２４９人 ２１６人 ４５５人 ４１２人 １,３３２人 

令和２年度 ３９０人 ４４８人 ４３１人 ３６６人 １,６３５人 

令和３年度 ４１５人 ４４１人 ４２２人 ３６４人 １,６４２人 

令和４年度 ４３２人    ４３２人 

  計   １,４８６人 １,１０５人 １，３０８人 １，１４２人 ５，０４１人 
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別 紙   参議院議員通常選挙 関係議題 

 

議第４号 投票所の設置場所の決定 【告示事項】 

   （案） 資料２のとおりとする。 

 

 

 

議第５号 期日前投票所の設置場所の決定 【告示事項】 

   （案）期日前投票所を８箇所設置することとし、出雲地域、平田地域、佐田地域、 

多伎地域、湖陵地域、大社地域、斐川地域の選挙人の投票を可能とする。 

 

   ・出雲市役所（本庁）       出雲市今市町７０番地 

   ・出雲市役所平田行政センター   出雲市平田町９５１番地１ 

   ・出雲市役所佐田行政センター   出雲市佐田町反辺１７４７番地６ 

   ・出雲市役所多伎行政センター   出雲市多伎町小田７４番地１ 

   ・湖陵コミュニティセンター    出雲市湖陵町二部１３２０番地 

   ・出雲市役所大社行政センター   出雲市大社町杵築南１３９７番地２ 

   ・出雲市役所斐川行政センター   出雲市斐川町荘原２１７２番地 

   ・イオンモール出雲        出雲市渡橋町１０６６番地 

 

 

 

議第６号 期日前投票所の設置期間の決定 【告示事項】 

   （案） 以下のとおりとする。  

設置場所 設置期間 

出雲市役所本庁 

１階くにびき大ホール ６月２３日(木)～７月９日(土) 
(１７日間) 出雲市役所平田行政センター 

中庁舎 

出雲市役所佐田行政センター 

１階ロビー 

７月２日(土)～７月９日(土) 
(８日間) 

出雲市役所多伎行政センター 

１階会議室 

湖陵コミュニティセンター 

１階集会室 

出雲市役所大社行政センター 

１階第２会議室 

出雲市役所斐川行政センター 

１階ロビー 

イオンモール出雲 

３階 
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議第７号 期日前投票所の開始時刻の繰下げ及び閉鎖時刻の繰上げの決定 【告示事項】 

   （案） 次の期日前投票所の開始時刻を繰り下げて午前１０時とし、閉鎖時刻を繰

り上げて午後７時とする。 

期日前投票所名 開始時刻 閉鎖時刻 

出雲市（イオンモール出雲）期日前投票所 午前１０時 午後７時 

 

 

 

議第８号 選挙公報の配布方法の決定 

   （案） 山陰中央新報、読売、朝日、毎日、産経、中国、島根日日の朝刊７紙に 

      新聞折込みとする。 

        

 

 

 

 



【資料１】

申出者の氏名 利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る選挙人の範囲
主たる事務所の所在地

（申出者が法人である場合）
株式会社東京商工リサーチ松江支店
（支店長　近藤隆司）

令和3年度島根県政世論調
査業務実施に係る調査対象
者の抽出

令和3年7月9日 出雲市全域から計535人 松江市殿町111

株式会社サーベイリサーチセンター
（代表取締役社長　藤澤士朗）

全国の有権者を対象に実施
する時事問題調査「日本の
世論２０２１」の対象者の
抽出

令和3年7月14日 第76投票区から11人 東京都荒川区西日暮里2-40-10

株式会社日経リサーチ
（代表取締役社長　福本敏彦）

「経済や政治、社会問題等
に関する有権者の意識（日
本経済新聞社　郵送世論調
査）」の対象者の抽出

令和3年8月13日 斐川町直江地区から16人 東京都千代田区内神田2-2-1　鎌倉河岸
ビル

一般社団法人共同通信社
（社長　水谷亨）

日本世論調査会・共同通信
社　世論調査の対象者の抽
出

令和3年9月10日 第27投票区から12人
第65投票区から12人

東京都港区東新橋1-7-1

株式会社　東京商工リサーチ松江支店
（支店長　近藤隆司）

令和3年度島根県人権問題
県民意識調査業務に係る調
査対象者の抽出

令和3年11月11日 出雲市全域から計780人 松江市殿町111

読売新聞東京本社編集局世論調査部
（世論調査部長　湯本浩司）

全国の有権者を対象に実施
する世論調査に係る調査対
象者の抽出

令和3年11月17日 第12投票区から45人 東京都千代田区大手町1-7-1

株式会社サーベイリサーチセンター
（大阪事務所長　中村光明）

「関西大学 家族に関する
振り返り調査」の対象者の
抽出

令和4年1月28日 大津町在住の35～49歳の
計30人

大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番30号

出雲市選挙管理委員会告示第　　号

　公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2第1項及び第28条の3第1項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧の状況(令和3年4月分から令和4年3月分まで)を
同法第28条の4第7項の規定により下記のとおり公表する。

令和４年６月１日
　　　出雲市選挙管理委員会　委員長　岸　和之

記



【資料１】

申出者の氏名 利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る選挙人の範囲
申出者が法人である場合にあって
は、その主たる事務所の所在地

閲覧申出なし

記

　公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12において準用する第28条の2第1項及び第28条の3第1項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧の状況(令和3年4
月分から令和4年3月分まで)を同法第30条の12において準用する第28条の4第7項の規定により下記のとおり公表する。

令和４年６月１日

　　　出雲市選挙管理委員会　委員長　岸　和之

出雲市選挙管理委員会告示第　号



【資料２】　投票所一覧

地域 地区 投票区 投票所名 所在地 投票時間

第１投票区 今市小学校 今市町北本町２丁目１番地１ 7:00-19:00

第２投票区 出雲科学館 今市町１９００番地２ 7:00-19:00

第３投票区 中央保育所・中央幼稚園 今市町８２８番地２ 7:00-19:00

第４投票区 第二中学校 塩冶町１５０１番地 7:00-19:00

第５投票区 塩冶コミュニティセンター 塩冶町８０３番地２ 7:00-19:00

第６投票区 えんや保育園 上塩冶町１７５１番地４ 7:00-19:00

第７投票区 朝山コミュニティセンター 所原町１８５番地 7:00-18:00

第８投票区 南部ふるさとセンター 所原町２７１５番地１ 7:00-18:00

乙立 第９投票区 乙立コミュニティセンター 乙立町３１６３番地 7:00-18:00

古志 第１０投票区 古志コミュニティセンター 古志町１１２２番地６ 7:00-19:00

第１１投票区 下古志会館 下古志町１１６３番地７ 7:00-19:00

第１２投票区 神門コミュニティセンター 知井宮町８０１番地１ 7:00-19:00

神西 第１３投票区 神西コミュニティセンター 神西沖町４４７番地 7:00-19:00

第１４投票区 出雲西部体育館 長浜町５１４番地１１ 7:00-19:00

第１５投票区 くにびきの郷 西園町３７２１番地１ 7:00-19:00

第１６投票区 荒茅学童クラブ 荒茅町１０２１番地４ 7:00-19:00

第１７投票区 浜山中学校 松寄下町１６７４番地 7:00-19:00

第１８投票区 高松コミュニティセンター 松寄下町７６１番地１ 7:00-19:00

第１９投票区 出雲文化工房 浜町５２０番地 7:00-19:00

第２０投票区 四絡コミュニティセンター 小山町６５０番地２１ 7:00-19:00

第２１投票区 出雲健康公園健康センター 矢野町９９９番地 7:00-19:00

第２２投票区 出雲市役所 今市町７０番地 7:00-19:00

高浜 第２３投票区 高浜コミュニティセンター 平野町１１８３番地 7:00-19:00

鳶巣 第２４投票区 鳶巣コミュニティセンター 東林木町８９０番地４ 7:00-19:00

第２５投票区 川跡コミュニティセンター 荻杼町２１１番地 7:00-19:00

第２６投票区 北陽小学校 稲岡町１０番地 7:00-19:00

第２７投票区 出雲中央図書館 大津町１１３４番地 7:00-19:00

第２８投票区 大津小学校 大津町３７０番地１ 7:00-19:00

第２９投票区 大津コミュニティセンター 大津町１７２７番地５ 7:00-19:00

上津 第３０投票区 上津コミュニティセンター 上島町１０３１番地 7:00-19:00

第３１投票区 稗原交流センター 稗原町２７９９番地１ 7:00-18:00

第３２投票区 鐘築ふれあい会館 稗原町４１３９番地２ 7:00-18:00

第３３投票区 出雲市役所平田行政センター 平田町９５１番地１ 7:00-19:00

第３４投票区 平田ふれんどりーハウス 西平田町１７１番地 7:00-19:00

灘分 第３５投票区 灘分コミュニティセンター 灘分町１９３３番地 7:00-19:00

国富 第３６投票区 国富コミュニティセンター 国富町８６７番地 7:00-19:00

西田 第３７投票区 西田コミュニティセンター 万田町６９２番地 7:00-19:00

第３８投票区 鰐淵コミュニティセンター 河下町７２０番地１ 7:00-18:00

第３９投票区 猪目交流センター 猪目町２３０番地１ 7:00-18:00

川跡

大津

稗原

平田
(16)

平田

鰐淵

出雲
(32)

今市

四絡

塩冶

朝山

神門

長浜

高松



【資料２】　投票所一覧

地域 地区 投票区 投票所名 所在地 投票時間

久多美 第４０投票区 久多美コミュニティセンター 東郷町１７５番地 7:00-19:00

檜山 第４１投票区 檜山コミュニティセンター 多久町１０番地 7:00-19:00

東 第４２投票区 東コミュニティセンター 鹿園寺町４９番地３ 7:00-19:00

第４３投票区 北浜小学校 十六島町１３８３番地５ 7:00-18:00

第４４投票区 旧塩津小学校 塩津町１０１番地２ 7:00-18:00

第４５投票区 三津水産センター 三津町１４６番地７ 7:00-18:00

第４６投票区 小伊津共同加工場 小伊津町１４００番地１ 7:00-18:00

第４７投票区 坂浦漁村センター 坂浦町２５４番地２ 7:00-18:00

伊野 第４８投票区 伊野コミュニティセンター 野郷町４９２番地５ 7:00-18:00

下橋波・上橋波 第４９投票区 橋波ふるさと館 佐田町下橋波３１番地 7:00-18:00

一窪田・佐津目・高津屋 第５０投票区 窪田小学校 佐田町一窪田１４３０番地８ 7:00-18:00

八幡原・東村・毛津・一窪田 第５１投票区 窪田コミュニティセンター 佐田町八幡原４９２番地６ 7:00-18:00

反辺 第５２投票区 出雲市役所佐田行政センター 佐田町反辺１７４７番地６ 7:00-18:00

大呂・吉野 第５３投票区 なかよし会館 佐田町大呂１００５番地１ 7:00-18:00

大呂 第５４投票区 大呂交流会館 佐田町大呂２０７番地 7:00-18:00

原田・須佐 第５５投票区 潮の井ふれあいセンター 佐田町須佐７４９番地５ 7:00-18:00

朝原 第５６投票区 あさかぜ会館 佐田町朝原５９４番地７ 7:00-18:00

奥田儀・口田儀 第５７投票区 奥田儀センター 多伎町奥田儀５８９番地１ 7:00-18:00

口田儀 第５８投票区 多伎文化伝習館 多伎町口田儀７６２番地３ 7:00-18:00

小田・多岐 第５９投票区 多伎コミュニティセンター 多伎町小田７３番地 7:00-18:00

久村 第６０投票区 多伎勤労者体育センター 多伎町久村１３４１番地１ 7:00-18:00

畑村・常楽寺・三部 第６１投票区 湖陵ふれあい館 湖陵町三部１３５２番地 7:00-18:00

二部・差海 第６２投票区 湖陵コミュニティセンター 湖陵町二部１３２０番地 7:00-18:00

大池・板津 第６３投票区 湖陵体育センター 湖陵町板津１３７番地１ 7:00-18:00

遙堪 第６４投票区 遙堪コミュニティセンター 大社町遙堪３５９番地２ 7:00-19:00

荒木 第６５投票区 荒木サポートセンター 大社町北荒木３８９番地２ 7:00-19:00

荒木・杵築 第６６投票区 出雲市役所大社行政センター 大社町杵築南１３９７番地２ 7:00-19:00

杵築 第６７投票区 大社健康スポーツ公園大社体育館 大社町杵築南１０５１番地１ 7:00-19:00

日御碕 第６８投票区 日御碕コミュニティセンター 大社町宇龍３３８番地３ 7:00-18:00

鷺浦 第６９投票区 ほっと八千代のさと 大社町鷺浦１０４番地 7:00-18:00

鵜峠 第７０投票区 ほっとうたほ 大社町鵜峠２２９番地１ 7:00-18:00

第７１投票区 荘原コミュニティセンター 斐川町荘原３８３５番地 7:00-19:00

第７２投票区 まめなが一番館 斐川町上庄原１７６０番地１ 7:00-19:00

出西 第７３投票区 出西コミュニティセンター 斐川町求院９６５番地 7:00-19:00

阿宮 第７４投票区 阿宮コミュニティセンター 斐川町阿宮２３２３番地２ 7:00-19:00

伊波野 第７５投票区 伊波野コミュニティセンター 斐川町富村７４８番地 7:00-19:00

直江 第７６投票区 直江コミュニティセンター 斐川町直江４８６５番地１ 7:00-19:00

久木 第７７投票区 久木健康広場ふれあいプラザ 斐川町福富８７番地 7:00-19:00

出東 第７８投票区 出東コミュニティセンター 斐川町三分市２０６０番地１ 7:00-19:00

斐川
(8)

佐田
(8)

多伎
(4)

湖陵
(3)

大社
(7)

荘原

平田
(16)

北浜

佐香


