
投票区名 掲示場番
号山形１ 1 城南公園北側 城南町三丁目４

山形１ 2 第三中学校西側 双葉町二丁目１－１０　　
山形１ 3 第三中学校東側 双葉町二丁目１－１０　　
山形１ 4 双葉公園南側 双葉町二丁目９　
山形１ 5 第四大宝ビル西側 双葉町二丁目５－２４
山形１ 6 五日町公園北側 五日町５　　　
山形１ 7 上町公園南側 上町二丁目２　　　　
山形２ 8 ときわ商事北側 十日町三丁目３－７
山形２ 9 かすみ公園南側 幸町４－１
山形２ 11 第二公園南側 十日町四丁目１　　
山形２ 12 ヴェルビュ十日町通り東側 十日町四丁目３－２６　
山形２ 13 松田宅東側 八日町二丁目１－７１
山形２ 14 誓願寺東側 八日町二丁目５－１６　
山形３ 15 大昌院西側 あずま町１－５３　
山形３ 16 東消防署小荷駄町出張所南側 小荷駄町５－２９
山形３ 17 小荷駄町公園北側 小荷駄町７
山形３ 18 山形南高等学校正門西側 東原町四丁目６－１６
山形３ 19 きたうら公園南側 南原町一丁目９
山形３ 20 渡邉宅南側 南原町一丁目１５－１６　
山形３ 21 名取公園北側 あこや町一丁目１４　　
山形４ 22 金子宅西側 鉄砲町二丁目１３－２９
山形４ 23 あこや保育園西側 鉄砲町二丁目２２－３３　
山形４ 24 第六中学校西側門右 南原町二丁目３－５５　　　
山形４ 25 青柳宅西側 南原町二丁目５－７
山形４ 26 前田公園南側 前田町８
山形４ 27 市営松山住宅北側 松山一丁目３－１
山形４ 28 南原中央公園西側 南原町三丁目１２　　　
山形５ 30 小姓町公園西側 小姓町７　　　
山形５ 31 大宝寺北側 七日町五丁目１０－４９
山形５ 32 第五小学校南側 東原町一丁目１－９　　　
山形５ 33 もみじ公園内（清風荘西側） 東原町二丁目１６
山形５ 34 東原幼稚園南側 東原町二丁目３－２６
山形６ 35 千歳が丘公園南側 小白川町一丁目１４－１
山形６ 36 緑町公園南側 緑町四丁目１６
山形６ 37 日の出公園南側 緑町四丁目３　　　　　　　
山形６ 67 消防本部自転車小屋東側（道路沿い） 緑町四丁目１５－７
山形６ 39 福祉文化センター（東部公民館）東側 小白川町二丁目３－４７　
山形６ 40 山口宅南側 小白川町二丁目２－１３　
山形６ 41 荒井宅南側 小白川町三丁目１－２　
山形６ 42 ピュア・ノーブル南側 小白川町三丁目１２－１　　
山形７ 43 駅前公園北側 香澄町一丁目１２　　
山形７ 44 県保健福祉センター西側 十日町一丁目６－６　
山形７ 45 滝山塗装店駐車場南側 木の実町１－１３　　
山形７ 46 山形大学山形国際交流会館東側フェンス 香澄町二丁目１０－２６
山形７ 47 第一小学校北側門右 本町一丁目５－２４
山形７ 49 済生館東側 七日町一丁目３－２６
山形８ 50 あさひ公園（城西１号）北側 城西町五丁目２３
山形８ 51 砂塚公園東側 城西町五丁目５
山形８ 52 斉藤宅南側 城西町三丁目１－１　　
山形８ 53 春日公園北側 春日町３　
山形８ 54 霞城公民館西側 城西町二丁目２－１５
山形８ 55 木口宅東側 城西町二丁目２－５９　　
山形８ 56 蛍ヶ丘公園南側 城西町三丁目４９

公営ポスター掲示場の設置場所及び所在地住所



投票区名 掲示場番
号

公営ポスター掲示場の設置場所及び所在地住所
山形８ 57 べにばな作業所北側 城西町四丁目２－３８　
山形９ 58 霞城公園（最上義光歴史館）南側 大手町１　　
山形９ 59 霞城公園（検察庁）東側 大手町１　　
山形９ 60 第四小学校南側門右 相生町４－３７　　
山形９ 61 會田宅東側 錦町１５－５５
山形９ 62 圓称寺西側 相生町７－８　　
山形９ 63 熊野神社南側 六日町５－５７　　
山形９ 64 市中央駐車場北側 旅篭町二丁目２－１３　　　

山形１０ 65 山形工業高等学校北西側土留 緑町一丁目５－１２
山形１０ 66 山形工業高等学校東側　山形地区高等学校屋内共用プール前フェンス 緑町一丁目５－１２　
山形１０ 68 山形北高等学校南側バス停脇 緑町二丁目２－７　　　　　
山形１０ 69 県生涯学習センター南側緑地 緑町一丁目２－３６
山形１０ 70 宝林寺西側表門脇 緑町三丁目８－１　　　　　
山形１０ 71 来迎寺北側門左 七日町四丁目４－１６　　　
山形１１ 72 トヨタレンタリース山形北山形駅前店南側 北山形二丁目１－９
山形１１ 73 森谷宅西側 下条町四丁目３－２７　　
山形１１ 74 土屋宅南側 下条町四丁目１－２　
山形１１ 75 飯野宅南側 肴町８－２　　
山形１１ 76 第七小学校東側 城北町二丁目９－３７　
山形１１ 77 永野宅東側 下条町二丁目３－４４　　
山形１２ 78 慈光寺駐車場東側 宮町一丁目１２－２１　
山形１２ 80 第三小学校北側門右 宮町五丁目７－５８　　
山形１２ 81 ふれあい公園東側 薬師町一丁目１１　
山形１２ 82 第五中学校東側 薬師町一丁目１４－１０　　
山形１２ 83 山口宅西側 薬師町二丁目１３－４　　
山形１２ 84 薬師公園西側 薬師町二丁目８　　　
山形１３ 85 両所宮公園南側 宮町三丁目８　　
山形１３ 86 スズキハイテック㈱北側 銅町二丁目２－３０　
山形１３ 87 中村宅南側 宮町四丁目１３－１４　　
山形１３ 88 北部公民館北側 宮町四丁目１７－１３　
山形１３ 89 円応寺町公園南側 円応寺町１１　　
山形１３ 90 辻間宅西側 円応寺町２１－１
山形１３ 91 観音堂公園南側 宮町四丁目１６
山形１４ 92 第九小学校西側門左 馬見ヶ崎二丁目５－１　　　
山形１４ 93 桧葉の木公園南側 桧町三丁目１０－１　
山形１４ 94 沖東公園西側 馬見ケ崎一丁目19番
山形１４ 95 市営北町住宅Ｃ棟北側 桧町二丁目１－１　　
山形１４ 96 ヨコハマタイヤ㈱事務所南側 北町三丁目１－３　　
山形１４ 97 天狗橋公園南側 北町二丁目３　　　
山形１４ 98 イオン山形北店南側 馬見ヶ崎二丁目１２－１９
山形１５ 99 荒楯西公園南側 荒楯町一丁目１６　　　
山形１５ 100 日大山形高等学校南側正門右 鳥居ケ丘４－５５　　　　　　
山形１５ 101 鳥居ヶ丘公園西側 鳥居ケ丘２４　　　　　
山形１５ 102 阿部宅南側 青田二丁目８－１６　　
山形１５ 103 南小学校北側門左 青田二丁目１－１　　　
山形１５ 104 東北電化工業（株）第３駐車場北側 青田三丁目９－１８
山形１５ 105 西村宅西側緑道地内 青田五丁目２－１８　　
山形１５ 106 南ヶ丘公園南側 青田南１６　　　　　　
山形１６ 107 ㈱サンデー下条店東側 下条町二丁目１８－３２　　
山形１６ 108 西部南公園北側 下条町二丁目８　　　　　　
山形１６ 109 ㈱日医工山形南側 下条町三丁目８－１０　　　
山形１６ 110 西田中央公園南側 西田二丁目１９　　　　　　
山形１６ 111 西小学校東側門左 西田三丁目２－１　　　　　



投票区名 掲示場番
号

公営ポスター掲示場の設置場所及び所在地住所
山形１６ 112 西田かえで公園（西田２号公園）南側 西田五丁目１２　　　　　　
山形１７ 114 上町南公園東側 上町五丁目３
山形１７ 115 石塚宅北側 上町三丁目７－２６　　
山形１７ 116 篭田中央公園北東角 篭田三丁目４
山形１７ 117 西部公民館北側 篭田一丁目２－２３　
山形１７ 118 篭田東公園北側 篭田一丁目８
山形１８ 119 かじか公園北側 小白川町五丁目２１
山形１８ 120 あけぼの公園南側 小白川町五丁目６　　
山形１８ 122 太郎公園東側 あこや町三丁目７
山形１８ 123 山形大学附属小学校南側バス停右 松波二丁目７－２　　
山形１８ 124 明泉宅南側 松波四丁目３－３５　　
山形１８ 125 千歳ケ丘自治会館南側 大字妙見寺　千歳ケ丘児童遊園内
山形１９ 126 山形西高等学校テニスコート南側 末広町４　　　
山形１９ 127 市営末広住宅Ｄ棟南側 末広町８－１０　　　
山形１９ 128 山形西高等学校西側通用門左 鉄砲町一丁目１５－６４
山形１９ 129 山形トヨタ自動車株式会社駐車場フェンス 南一番町１１－１６
山形１９ 130 みなみ公園南側 南一番町８　　　　　
山形１９ 131 南栄町会館北側 南三番町１１
山形１９ 132 ㈱ＮＴＴ東日本山形南側 南二番町６－１０　
山形２０ 133 セレモニーホール霞城第２駐車場南側 清住町三丁目３
山形２０ 134 久保田公園北東角 久保田二丁目３　
山形２０ 135 山形商業高等学校東側フェンス あかねヶ丘一丁目９－１　　
山形２０ 136 きらやか銀行西支店北側 久保田三丁目１－３　
山形２０ 137 あかねヶ丘公園南側 あかねケ丘一丁目１４－１　
山形２０ 138 ひまわり公園北東角 あかねケ丘三丁目１１　　
山形２０ 139 渡辺パイプ（株）東側 やよい一丁目１－１３
山形２１ 140 南江俣公園西側 江南三丁目１５　
山形２１ 141 南江俣公園東側 江南三丁目１５　　
山形２１ 143 清水町公園南側 江南一丁目１７
山形２１ 144 江南公民館北側 江南一丁目１－２７　
山形２１ 145 西得寺東側 下条町五丁目１１－１８　
山形２２ 146 山形ガス㈱西側 白山三丁目１－３１
山形２２ 147 白山北公園南側 白山一丁目７
山形２２ 148 中ノ目公園南側 元木三丁目６
山形２２ 149 丹野宅南側 元木二丁目７－５７　　　　
山形２２ 150 ひょうたん公園南側 元木一丁目３
山形２３ 10 嶋遺跡公園南側 嶋北二丁目地内
山形２３ 79 市浄化センター東側 嶋南一丁目１１－５
山形２３ 121 河原田公園北側 嶋北一丁目１２－６
山形２３ 142 本屋敷公園南側 嶋北三丁目８－１
鈴川１ 151 ＪＡ山形鈴川支店北側 双月町二丁目３－３　　
鈴川１ 152 加藤魚店東側駐車場 双月町一丁目４－１６
鈴川１ 153 ガーデンハウス双月Ｃ－２フェンス北側 双月町三丁目１０－１５
鈴川１ 154 大寿宅東側 双月町四丁目５－１２　　
鈴川１ 155 日月山明光寺 上山家町４３６      　　　
鈴川１ 156 武田宅南側 和合町一丁目１－５７
鈴川１ 157 鈴川コミュニティセンター南側 山家町二丁目４－４８
鈴川１ 158 武田宅南側 山家本町一丁目２－２６
鈴川２ 159 深瀬宅西側 印役町二丁目２－５　
鈴川２ 160 長瀬宅西側 印役町三丁目４－１　　
鈴川２ 161 大場宅西側 鈴川町二丁目２－７　　　
鈴川２ 162 川原宿児童遊園南側 鈴川町二丁目１７－２６
鈴川２ 163 鈴川小学校南側 鈴川町三丁目７－１０　　



投票区名 掲示場番
号

公営ポスター掲示場の設置場所及び所在地住所
鈴川２ 164 武田宅南側 山家町一丁目２－４０
鈴川２ 165 グループホーム鈴川西側 大野目一丁目４－６２
鈴川２ 166 三沢宅南側 高原町８９８　
鈴川３ 167 県営五十鈴アパート遊園地東側 大野目二丁目２－５２　
鈴川３ 168 後藤宅東側 大野目三丁目３－３５　　
鈴川３ 169 印役町五丁目３－５５貸家東側 印役町五丁目３－５５　　
鈴川３ 170 深瀬宅南側 五十鈴二丁目８－１４　
鈴川３ 171 鈴川交流センター北側 五十鈴三丁目６－１７　　
鈴川３ 172 花楯公園南側 花楯一丁目９　
鈴川３ 173 第四中学校南側 花楯二丁目１０－４８
鈴川３ 174 東小学校西側 泉町１９－３１
千歳 175 古瀬宅西側 大野目町１８９　
千歳 176 会田宅西側 千歳二丁目２－３　　　　　
千歳 177 かいや花店西側 千歳二丁目１５　　　　　　
千歳 178 田苗宅西側 千歳二丁目１５-２６
千歳 179 小山宅南側 長町四丁目１－５　　　　　
千歳 181 千歳コミュニティセンター前 落合町１０８７ー１　
千歳 182 下青柳児童遊園東側 大字下青柳１４１－２
千歳 183 伍嶋宅西側 落合町６６９　　　　　　　

南沼原１ 184 南沼原コミュニティセンター東側 南館西１９－１１　　　
南沼原１ 187 藤木宅東側 富の中三丁目９－７　
南沼原１ 188 長岡宅西側 南館五丁目７－２４
南沼原２ 186 南沼原小学校新グランド南側 飯沢５９－２
南沼原２ 189 田中宅東側 大字沼木２－１
南沼原２ 190 土屋宅北側 大字沼木２２　　　　　　
南沼原２ 191 沼木公民館西側 大字沼木５５６－１７
南沼原２ 192 長澤宅北側 大字沼木６０　　　　　　
南沼原２ 193 折原宅東側 大字沼木９２　　　　　　
南沼原２ 194 なかよし遊園地西側 大字沼木１２１－１５７
南沼原２ 195 山形広域クリーンセンター南東側フェンス 大字沼木字高野内４８６－３
南沼原３ 196 小関宅西側 吉原一丁目３－３３　　　　
南沼原３ 197 若宮公園南側 若宮二丁目１８　　　
南沼原３ 198 冨の中公園北側 冨の中四丁目６
南沼原３ 199 第十中学校南側フェンス 若宮一丁目１０－１２
南山形１ 200 半田宅東側 大字黒沢５９　　　　　
南山形１ 202 南山形コミュニティセンター南側 大字松原２０３－１　
南山形１ 203 南山形公園西側 山形市南松原二丁目４
南山形１ 204 （有）須藤会計事務所西側 大字松原３３９－３９　　　　　
南山形１ 205 小笠原宅東側 大字片谷地７　　　　　　　
南山形１ 206 睦合橋児童遊園南側 蔵王成沢字向久保田２１８４－１５
南山形２ 207 津金沢生活センター西向かい畑地東側 大字津金沢２４３－７　
南山形２ 208 中川宅北側 大字谷柏２６　　　
南山形２ 209 鈴木宅北側 大字谷柏１４１２　　　
南山形２ 210 高瀬宅南側 大字谷柏１４３１－１　
南山形２ 211 念力寺境内東側 大字谷柏１９４　　　　
南山形２ 212 小木曽宅北側 大字谷柏６７３
南山形２ 213 高橋宅西側 大字津金沢１８
南山形３ 214 蔵王みはらしの丘2号公園南側 みはらしの丘一丁目地内
南山形３ 215 みはらしの丘小学校正面南東側 みはらしの丘三丁目４
南山形３ 185 蔵王みはらしの丘１号公園東側 みはらしの丘一丁目地内
南山形３ 375 蔵王みはらしの丘３号公園北側 みはらしの丘二丁目地内
滝山１ 216 滝山小学校北西角 小立四丁目１３－８６
滝山１ 217 菅野宅西側 小立四丁目１６－６０



投票区名 掲示場番
号

公営ポスター掲示場の設置場所及び所在地住所
滝山１ 218 平清水公園南側 平清水二丁目４－１
滝山１ 219 今野宅西側 平清水一丁目６－２３
滝山１ 220 平清水公民館南側 大字平清水７４　　
滝山１ 221 伊藤宅東側 大字岩波１１７　
滝山１ 222 石沢宅北側 大字八森１３
滝山２ 223 川田宅西側 東青田五丁目９－２３
滝山２ 224 大峯公園東側 中桜田一丁目５
滝山２ 225 滝山コミュニティセンター西側 上桜田一丁目１７－２６
滝山２ 226 朝倉宅南側 大字中桜田１９８９－１
滝山２ 227 沼沢宅西側 東青田三丁目７－２１　
滝山２ 228 APカーディナル東方向の田圃南側 東青田一丁目１０－５　　　
滝山２ 229 上桜田バス停南側交差点南西側宅地東側 上桜田二丁目８番地内　
滝山３ 230 八森公民館西角口 大字八森２　　
滝山３ 231 西蔵王土坂公民館前 大字土坂乙４７
滝山３ 232 今野宅西側 大字土坂４２７　　　　　
滝山３ 233 神尾バス停道路向 大字土坂神尾原９０　　　　　　　
蔵王１ 234 高橋宅北側 桜田東三丁目８－８　　　　
蔵王１ 235 広面公園東側 桜田東一丁目５
蔵王１ 236 サンコーポ桜田北側 桜田東四丁目１－４１　　　
蔵王１ 237 佐藤宅西側 桜田西二丁目１０－１６　　
蔵王１ 239 市営飯田住宅バス停西側 飯田西三丁目２－１　　　　
蔵王２ 240 貯水池前 飯田三丁目７－３５　　　　
蔵王２ 241 鏡宅西側 飯田四丁目６－４３
蔵王２ 242 神谷宅南側 飯田五丁目３－２４　　　　
蔵王２ 243 前田宅北側 飯田五丁目１－１１
蔵王２ 244 Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ山形飯田店南 飯田二丁目８－３４　　　　
蔵王２ 245 佐藤宅南側 飯田西五丁目２－２１　　　
蔵王２ 246 山口宅南東側 飯田四丁目５－１６　　　　
蔵王３ 247 長岡宅東側 蔵王成沢１７　　　　　　　
蔵王３ 248 成沢南バス停南側 蔵王成沢６９９－２　　　　
蔵王３ 249 三沢宅敷地貯水池北側 蔵王成沢７１　　　　　　
蔵王３ 250 なりさわ西調剤薬局向駐車場北側 蔵王成沢６２８－１
蔵王３ 251 鈴木宅北側 蔵王成沢３２    　　　　　
蔵王３ 252 睦公園西側 蔵王成沢４９９－７４（成沢西三丁目１３）　

蔵王３ 460 西成沢公園西側 成沢西一丁目３
蔵王４ 253 冬木宅南側 蔵王半郷１９－１４
蔵王４ 254 蔵王第一中学校南側 蔵王南成沢３４
蔵王４ 255 蔵王コミュニティセンター前 蔵王半郷１０２８　　　　
蔵王４ 256 荒井畳店北隣畑前 蔵王半郷１１３－４
蔵王４ 257 武田宅西側 蔵王半郷４２７－３　　　
蔵王５ 258 岡崎宅北側 蔵王上野７０-１
蔵王５ 259 上野ふれあいプラザ２１前 蔵王上野５３７－１０　
蔵王５ 260 寒河江宅西側 蔵王上野９８６　　　　
蔵王５ 261 斉藤宅北側 蔵王堀田１３　　　
蔵王５ 262 同志平公民館前 蔵王温泉１２０６－２　　　　
蔵王６ 263 昭栄館西側 蔵王温泉２８　　　　　　
蔵王６ 264 蔵王体育館南側 蔵王温泉字上の代１０３　
蔵王６ 265 上公衆浴場北側 蔵王温泉４６　　　　　　
蔵王６ 266 蔵王中央ロープウェイ駐車場西側 蔵王温泉９４０－１
蔵王６ 267 蔵王温泉民宿山麓ヒュッテ向、ポンプ小屋脇 蔵王温泉１１１８－８　　
蔵王７ 268 山田公民館前 蔵王山田８３　　　　
蔵王７ 270 荒井宅南側 蔵王山田４２４　　　　
東沢１ 271 ひぐらし公園西側 東山形一丁目３－１　　　



投票区名 掲示場番
号

公営ポスター掲示場の設置場所及び所在地住所
東沢１ 272 黒木宅南側 東山形一丁目１２－１３　
東沢１ 273 黒木宅北側 大字妙見寺１０９　　　　
東沢１ 274 三浦宅南側 大字妙見寺８２　　　　　
東沢１ 275 東沢コミュニティセンター北側 大字妙見寺４　　　　　　
東沢１ 276 横川宅南側 大字釈迦堂１７　　　　　
東沢１ 277 石井宅北側 大字釈迦堂５８　　
東沢２ 278 会田宅北側 防原町１０－７　　　　　
東沢２ 279 滑川団地公園南側 大字滑川字ヒトロ１３５５－２
東沢２ 280 滑川住宅自治会集会所南側 大字滑川２３７０－６　　
東沢２ 281 会田宅西側 大字滑川２９７－１　
東沢３ 282 新山児童遊園西側 大字新山字荒屋敷２７
東沢４ 283 関沢公民館前 大字関沢１４１
東沢５ 284 渡辺宅東側 大字下宝沢２７９　　　　　
東沢５ 285 佐藤宅西側 大字下宝沢５９３　　　　　
東沢５ 286 宝沢中央公民館前 大字下宝沢１
東沢５ 287 上宝沢集会所東側 大字上宝沢１２２　　　　

西山形１ 288 柏倉バス停西側 柏倉バス停西側
西山形１ 289 中村宅南側 大字柏倉３９　　
西山形１ 290 西山形小学校東側 大字柏倉８８８　　　
西山形１ 291 西村宅北側 大字柏倉９２１　　　
西山形１ 292 上丁地区集会所前 大字柏倉１１１９－２　
西山形１ 293 木村商店南側 大字門伝３１　　　　
西山形１ 294 高野宅南側 大字門伝８６　　　　
西山形１ 295 西山形コミュニティセンター駐車場北側 大字柏倉３７７６－３
西山形２ 296 七ツ松公民館前 大字門伝１６７５　　　　
西山形２ 297 上平多目的集会施設北側 大字村木沢４０７３－２　　
西山形２ 298 荻の窪多目的集会施設前 大字門伝２０２６－１　　
西山形２ 299 礫石多目的集会施設前 大字門伝３０８０－１　　
村木沢１ 300 長根集会所前 大字村木沢７４４　　　　
村木沢１ 301 吉田宅作業小屋西側 大字村木沢２９８　　　　
村木沢１ 302 遠藤宅東側 大字村木沢３４４　　　　
村木沢１ 303 的場会館前 大字村木沢１６７３－２
村木沢１ 304 白田地西側 大字村木沢５２９　　　　
村木沢１ 305 下宿公民館東側 大字村木沢１６　　　
村木沢１ 306 神保宅西側 大字村木沢１４５０　　　
村木沢１ 307 第八中学校前 大字村木沢字河原田１６２０－２
村木沢２ 308 高橋宅北側 大字若木３６　　　　　
村木沢２ 309 細矢宅作業小屋東側 大字若木６２９－１　　　　
村木沢２ 310 足沢集会所南側 大字村木沢３３５２－２
村木沢２ 311 大宮宅西側 大字村木沢３４５８－１　　
本沢１ 312 本沢コミュニティセンター西側 大字長谷堂１０７０－１
本沢１ 313 今野宅東側 大字長谷堂６５　　　　　
本沢１ 314 隔間場ポンプ置場南側 大字長谷堂２９０５　　　
本沢１ 315 山口宅東側 大字長谷堂４６８　　　　
本沢１ 316 内町公民館前 大字長谷堂１５９
本沢１ 317 菅沢公民館前 大字菅沢１２３３　　　　　
本沢１ 318 佐藤宅南側 大字二位田２　　　　　　
本沢２ 319 前明石集会所前 大字前明石４１３　　
本沢２ 320 （株）ジェイエイあぐりんやまがた前 大字前明石２９８－５　　　　
本沢２ 321 山口宅北側 大字前明石４６７　　　　
本沢２ 322 山口宅北側 大字前明石６０　　　　
飯塚１ 323 飯塚コミュニティセンター西側 横道７　　　　　　　
飯塚１ 324 加藤宅南側 飯塚町１１９　　　　
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飯塚１ 325 岩田宅南側 飯塚町１３５３－８　
飯塚１ 326 奥山宅南側 飯塚町４１　　　　　
飯塚１ 327 阿部宅南側 飯塚町４３６－１１
飯塚１ 328 大澤宅(横道192-4)向い畑地東側 横道１１－１
飯塚１ 329 武田宅南側 飯塚町７１－２
飯塚２ 330 門間宅西側 飯塚町１２１２－１９　　
飯塚２ 331 椎名宅西側 飯塚町９０４　　　　　　
飯塚２ 332 市営飯塚住宅集会所北側駐車場前 飯塚町１１９１　　　　　
飯塚２ 333 飯塚なかよし公園南側 飯塚町１９７９　　　　　
飯塚２ 334 大山宅南側 飯塚町１０６８－１　　　
飯塚２ 335 クリーン精米向い土地の北側 飯塚町４９５－２　　　　　
飯塚２ 336 飯塚公園東側 飯塚町２０６６　　　　　
椹沢 337 上椹沢バス停(山形行)向い畑地北側 大字上椹沢１６５－１　
椹沢 338 佐山宅南側 大字上椹沢４５　　　　
椹沢 339 椹沢コミュニティセンター前 金石田８－２　　　　　
椹沢 340 ㈱小松工業西側 大字下椹沢１０５１－３
椹沢 341 石澤宅南側 大字下椹沢４２２　　　
椹沢 342 西原公園東側 西原二丁目４　　　　　
椹沢 343 高橋宅畑地西側 大字下椹沢５１９　　　
金井１ 344 斎藤宅東側 陣場二丁目１０－４５　
金井１ 345 金井コミュニティセンター前 大字陣場９０３　
金井１ 346 武田宅西側 大字陣場新田３７　　
金井１ 347 陣場瀬波公園南側 瀬波二丁目９　　
金井１ 348 陣場公園南側 陣場二丁目４
金井１ 349 田中宅倉庫南側 西江俣３－１
金井２ 350 佐藤宅北側 大字吉野宿３７７－８　　
金井２ 351 原田宅西側 大字鮨洗４５４－３
金井２ 352 吉野宿児童遊園東側 大字吉野宿１０
金井３ 353 田中宅北側 江南二丁目５－５２　　　　
金井３ 354 熊谷宅北側 江俣一丁目９－３０　　　　
金井３ 355 金井幼稚園北側 江俣三丁目５－１０　　　　
金井３ 356 江俣中央公園南側 江俣三丁目１０　　　　　　
金井３ 357 田中宅南側 江俣三丁目２－１　　　　　
金井３ 358 江俣西公園北側 江俣四丁目１３　　　　
金井３ 359 梅野木前公園東側 大字梅野木前６－１
金井４ 360 細谷宅西側 大字内表１０１　　　
金井４ 361 内表生活改善センター前 大字内表２２－１
金井４ 362 羽角宅東側 大字内表４３
金井５ 363 有沢宅北側 大字志戸田１０１４　　　　
金井５ 364 栗原宅南側 大字東志戸田３３９－１　
金井５ 365 荘司宅北側 大字志戸田１２４　　　　　

大曽根１ 366 佐藤宅南側 大字下反田１７２　　　　　
大曽根１ 367 岸宅南側 大字下反田８２　　　　　　
大曽根１ 368 大曽根小学校西側 大字上反田２７８
大曽根１ 369 樋口宅南向かい畑地 大字上反田字後明１８６
大曽根１ 370 新関宅南側 大字古館３６　　　　　　　
大曽根１ 371 城戸口宅西側 大字古館２５３－１　　　　
大曽根１ 372 常明寺児童遊園南側 大字常明寺字大明神１２１１－２
大曽根１ 376 佐藤様所有地ポスト南側 大字芳沢６０
大曽根２ 373 住宅道路向かい 大字滝平１１
大曽根２ 374 滝平公民館前 大字滝平５９９
大郷１ 377 松田宅北側 大字中野１００　　　　　
大郷１ 378 松田宅南畑前 大字中野２８２　　　　　
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大郷１ 379 鈴木宅北側 大字中野３９１　　　　　
大郷１ 380 小関宅東側 大字中野３６５　　　　　
大郷２ 381 後藤宅東側 大字成安３７－２　　　　
大郷２ 382 成安公民館前 大字成安５６８
大郷２ 383 長岡宅西側 大字成安５２８　　　　　
大郷２ 384 伊藤宅北側 天神町２３４６　　　　　
大郷２ 385 伊藤宅北側 天神町２３３６　　　　　
大郷２ 386 伊藤宅東側 天神町２０５３－１
大郷３ 387 会田宅西側 大字見崎３２　　　　　　　
大郷３ 388 三部宅西側 大字見崎１７
大郷３ 389 松本宅北側 大字見崎３　　　　　　　　
大郷３ 390 丹野宅東側 大字今塚１　　　　　　　　
大郷３ 391 高梨宅東側（高源寺） 大字今塚４１　　　　　　　
大郷３ 392 森谷宅東側 大字今塚７３４－２　　　　
大郷４ 393 恵山宅南側 大字船町１５９６　　　　
大郷４ 394 阿部宅西側 大字船町６１　　　　　　
大郷４ 395 船町多目的集会所前（大日堂境内） 大字船町１９４-１
大郷４ 396 鈴木宅北側 大字船町１６４　　　　　　
明治 397 原田宅北側 大字渋江４３　　　　　　
明治 398 秋葉宅南側 大字渋江１１６　　　　　
明治 399 長岡宅(渋江287)道路向い宅地北側 大字渋江２８９　　　　　
明治 400 明治コミュニティセンター東側 大字渋江９７９　　
明治 401 松尾宅西側 大字灰塚４７０　　　　　
明治 402 野口宅北側 大字中野目１４９　
明治 403 阿部宅北側 大字中野目８６
明治 404 中野目団地公園南側 大字中野目１１７９－１
出羽１ 405 清水宅東側 大字漆山２７１１　　　　
出羽１ 406 矢萩宅東側 大字漆山２９３４　　　　　
出羽１ 407 鈴木宅北側 大字漆山１７５　　　　　　
出羽１ 408 加藤宅西側 大字漆山１２３　　　　　　
出羽１ 409 出羽小学校東門前 大字漆山３１７４－４　　
出羽１ 410 東海林宅北側 大字千手堂７　　　　　　
出羽１ 411 横山宅東側 大字七浦５９６　　　　　
出羽１ 412 出羽コミュニティセンター北側 大字千手堂４０４－１
出羽１ 413 漆山やすらぎ荘東側 大字漆山８１８　　
出羽２ 414 漆山住宅第四児童遊園東側 大字漆山字大段１８８６－３６
出羽２ 415 漆山住宅第二児童遊園東側 伊達城三丁目１１－１　
出羽２ 416 伊達城稲荷神社北側 伊達城１丁目１０－６　
出羽２ 417 幸町公民館南側 伊達城二丁目３－４　　　
出羽２ 418 池野宅西側 伊達城二丁目７－１２　　
出羽２ 419 新開集会所西側 新開１丁目７－２
楯山１ 420 鈴木宅西側 大字風間６５　　　　　
楯山１ 421 楯山コミュニティセンター東側 大字風間１１８１-１
楯山１ 422 柴田宅西側 大字風間１３２３　　　
楯山１ 423 高嶋宅北東側 大字十文字４３４　　　
楯山１ 424 中村宅西側 大字十文字８２－１　　
楯山１ 425 山形貨物運送事業協同組合北側 上柳１６－３　　　　　
楯山１ 426 東海林宅北側 大字青柳５３５　　　　
楯山１ 427 青柳集会所南側 大字青柳５９５　　
楯山２ 428 三澤宅西側 大字青野５１３－１　　　
楯山２ 429 三澤宅南側 大字青野５５２　　　　　
楯山２ 430 石山宅南側 大字青野６３３　　　　　
楯山２ 431 石山宅南側 大字青野５８７　　　　　



投票区名 掲示場番
号

公営ポスター掲示場の設置場所及び所在地住所
楯山２ 432 渡辺宅西側 大字青野４７　　　　　　
楯山２ 433 三澤宅東側 大字青野６８－１　　　　
高瀬１ 434 高瀬紅花ふれあいセンター前 大字下東山１３６０
高瀬１ 435 石山宅東側 大字上東山２６１　　
高瀬１ 436 石山建設作業所前 大字上東山５０６　
高瀬１ 437 切畑集落センター東側 大字切畑４８６８　　
高瀬１ 438 理容やりみず道路向え宅地北側 大字切畑２７７　　
高瀬１ 439 高瀬小学校プール南側 大字下東山１２６４
高瀬２ 440 斉藤宅西側 大字下東山１０６１－１　
高瀬２ 441 尾形宅西側 大字大森１４９－２　　　
高瀬２ 442 小林宅北側 大字大森５２８　　　　　
高瀬２ 443 布施宅南側 大字大森９５６　　　　　
高瀬２ 444 石山宅北側 大字下東山２６３　　　　
高瀬２ 445 大森住宅集会所北側 大字大森５７６　　　　　
高瀬２ 446 石山宅南側 大字中里１７８　　　　　
高瀬２ 447 村岡宅南側 大字下東山４１５４　　　
高瀬３ 448 高沢公民館前 大字高沢３７７　　
高瀬４ 449 斉藤宅北側 大字上東山９５８　
高瀬４ 450 平石水公民館前 平石水公民館前ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ停北側
山寺 451 堀川宅北側 大字山寺１９７３－１３　　
山寺 452 武田屋酒店道路向い畑地北側 大字山寺１１３ 
山寺 453 矢萩宅南側 大字山寺５１５　　　
山寺 455 千手院集会所北側 大字山寺４６５５－１６
山寺 456 所部公民館前 大字山寺７２２４　　
山寺 457 小笠原宅東側 大字山寺３０３０　　
山寺 458 遠藤宅北側 大字山寺１８７３　　
山寺 459 山田住宅北側 大字山寺１７８０　　


