
山形1(第三中学校) 山形10(山形北高校) 山形21(江南公民館) 南沼原2(沼木公民館)
五日町 七日町4丁目 江南1丁目 飯沢（160・161・164・165・

上町2丁目 緑町1･2丁目 江南2丁目1～4番･6～15番                  181・522・767以外）

城南町1･3丁目 緑町3丁目8～11番･14～19番 江南3丁目1～21番･25～27番 木ノ目田

双葉町1･2丁目 緑町4丁目19～26番 下条町5丁目 長苗代49･585

山形2(第二小学校) 山形11(第七小学校) 山形22(元木公民館) 中沼83～86･374～376

香澄町3丁目 北山形1･2丁目 南栄町1～3丁目 大字沼木

幸町 肴町 白山1～3丁目 羽黒堂

十日町3･4丁目 下条町1丁目 元木1～3丁目 松栄

八日町1･2丁目 下条町2丁目1～5番 山形23(嶋北集会所) 松栄1･2丁目

山形3(南部公民館) 下条町4丁目 島 明神前

あこや町1丁目 城北町1･2丁目 嶋北1～4丁目 南沼原3(吉原集会所)
あずま町 山形12(第三小学校) 樋越 富の中4丁目

小荷駄町 宮町1･5丁目 嶋南1丁目11～13番 深町2丁目9～12番･3丁目

諏訪町2丁目 薬師町1･2丁目 嶋南2丁目6～14番 大字南館(414-1以外)

東原町3丁目･4丁目1～6番 山形13(北部公民館) 嶋南3丁目7～16番 南館3丁目21～26番

三日町1･2丁目 円応寺町 鈴川1(鈴川コミュニティセンター) 大字吉原

南原町1丁目1～16番 銅町1･2丁目 上山家町436 吉原1～3丁目

山形4(第六中学校) 宮町2～4丁目 双月新町 吉原南

寿町 山形14(第九小学校) 双月町(字中道･字蟹沢) 若宮

鉄砲町2丁目 北町1～4丁目 双月町1～4丁目 若宮1～4丁目

前田町 桧町1～4丁目 沼の辺町 南山形1(南山形コミュニティセンター)

松山1丁目 馬見ヶ崎1～4丁目 山家町2丁目 大字片谷地

南原町1丁目17～27番 山形15(南小学校) 山家本町1･2丁目 大字黒沢

南原町2･3丁目 青田1～5丁目 和合町1～3丁目 蔵王成沢280・285・289・292・

山形5(第五小学校) 青田南1～22番39号 鈴川2(鈴川小学校)        316・2120・2121・2156～

あこや町2丁目 旭が丘 印役町1～4丁目 　　　2281・2584～2713

小姓町 荒楯町1･2丁目 上山家町(436以外) 大字松原1～913・2230

小白川町1丁目1～3番 鳥居ヶ丘 早乙女 南松原1･2丁目

諏訪町1丁目 松見町 鈴川町1～4丁目 南山形2(第九中学校)
七日町5丁目 山形16(西小学校) 大野目1丁目 大字津金沢

東原町1･2丁目 下条町2丁目6～28番 大野目町309～399
大字松原1027･1039･1060・
1065

東原町4丁目7～19番 下条町3丁目 高原町 　　　　　　･1876

山形6(福祉体育館) 西田1～5丁目 山家町1丁目 大字谷柏(660以外)

小白川町1丁目4～19番 山形17(西部公民館) 鈴川3(第四中学校) 南山形3(みはらしの丘小学校)

小白川町2～4丁目 上町1･3～5丁目 五十鈴1～3丁目 みはらしの丘1丁目～5丁目

緑町3丁目1～7番･12･13番 篭田1～3丁目 泉町 大字松原（1～913・1027･1039･

緑町4丁目1～18番 南館1･2丁目 印役町5丁目 　　　　　　　1060・1065･1876・

山形7(第一小学校) 山形18(第一中学校) 大野目2～4丁目 　　　　　　　2230以外）

香澄町1･2丁目 あこや町3丁目 花楯1･2丁目 滝山1(滝山小学校)
木の実町 あさひ町 芳野 大字岩波(1295･1296･1297以外)

桜町 小白川町5丁目 千歳(千歳コミュニティセンター) 大字小立

十日町1･2丁目 大字平清水247 大字青柳144・145・151・848～ 小立1～3･4丁目(20番以外)

七日町1･2丁目 松波1～5丁目           1288・2282～2303・2459 大字八森2～20・739・784

本町1･2丁目 山形19(山形西高校) 沖町79，179 大字平清水(247以外)

山形8（総合福祉センター) 末広町 落合町 平清水1･2丁目

春日町 鉄砲町1･3丁目 栄原 松山2･3丁目

城南町2丁目 南一番町～南四番町 下柳 滝山2(滝山コミュニティセンター)

城西町1～5丁目 美畑町 大野目町(309～399以外) 小立4丁目20番

山形9(第四小学校) 若葉町 千歳1･2丁目 大字上桜田

相生町 山形20(山形商業高校) 長町･長町1～4丁目 上桜田1～5丁目

大手町 あかねヶ丘1～3丁目 浜崎 大字中桜田

七日町3丁目 飯沢160・161・164・165・181・522 平久保 中桜田1～3丁目

錦町 飯塚口38－4 南沼原1(南沼原コミュニティセンター) 東青田1～5丁目

旅篭町1～3丁目 清住町1～3丁目 飯沢767 滝山3(西蔵王土坂公民館)
六日町 久保田1～3丁目 高堂･高堂1･2丁目 大字岩波1295･1296･1297

長苗代(49･585以外) 富の中1～3丁目 大字神尾

やよい1･2丁目 深町1丁目･2丁目(9～12番以外) 大字土坂

南館3丁目(21～26番以外) 大字八森(2～20・739・784以外)

南館4･5丁目

南館西



蔵王1(桜田小学校) 東沢3(新山集会所) 飯塚1(飯塚コミュニティセンター) 金井5(志戸田集会所)
青田南22番40号～25番 大字新山 飯塚口(38－4以外) 上江

飯田西1～4丁目 東沢4(関沢公民館) 飯塚町(442～527・536～581・ 大字志戸田

桜田西1～5丁目 大字関沢       770～1305・1629・1871～ 東志戸田(266～268・1191～

桜田東1～4丁目 東沢5(宝沢中央公民館)       1885・1903～2164・2166              1205・1207～1237・

桜田南 大字上宝沢(28･228以外)       以外）              1312・2136以外）

蔵王2(飯田公民館)                  (字不動上以外) 石関 大曽根1(大曽根コミュニティセンター)

飯田1～4丁目 大字下宝沢(250～462・485・ 中沼(83～86･374～376以外) 大字上反田(695・734以外)

飯田5丁目1～6番11号・6番32 　　　　　　　　1774以外) 西見田1 大字下反田

          ～7番23号・48～50号 西山形1(西山形コミュニティセンター) 宮浦 大字常明寺(1127･1128･

          ・10番１～10号・26号・ 大道端 横道                              1130以外)

          11～25番 大字柏倉 飯塚2(飯塚住宅集会所) 並柳46－2･46－3
飯田西5丁目1～5番5･24･25
号・

城森(128－1以外) 飯塚町442～527・536～581・ 大字古館

　　　　　6番15～43号・7～10番 富神台       770～1305・1629・1871～ 大字芳沢

蔵王飯田 富神前       1885・1903～2164・2166 大曽根2(滝平公民館)
蔵王3(蔵王第一小学校) 大字門伝（86(大平)・1575・1580 西見田(1以外) 大字上反田695・734

飯田5丁目6番12～31号・7番24      ～2116・2356・2449～2559・ 藤沢川 大字滝平

        　～47号・8番・9番・10番     2647～2899・2956・2970-10 椹沢(椹沢コミュニティセンター) 大郷1(大郷コミュニティセンター)

　　　　　11～14号     ・2985-3・2997・3092・3105・ 金石田 北田

飯田西5丁目5番6～23号・6番1     3134・3155・3166・3575～ 大字上椹沢 藤治屋敷

　　　　　　　～14号・44～50号     3586以外） 黄金 大字中野(783以外)

蔵王成沢（46・139・280・285・ 西山形2(元双葉小学校) 大字下椹沢 大字西中野

　　　289・292・316・894～957・ 大字村木沢3960～4211・5860 砂塚 八幡前

　　　1074～1084・1545・1583・                                ～5960 千代田 東篭野町

　　　2120・2121・2156～2281・ 大字門伝86(大平)・1575・1580 天神台 大郷2(成安公民館)
　　　2406・2584～2713以外）     ～2116・2356・2449～2559・ 西崎 大字渋江1635･1675(字向川原)

蔵王松ヶ丘1丁目     2647～2899・2956・2970-10・ 西原1･2丁目 白川

成沢西1～5丁目     2985-3・2997・3092・3105・ 平田 高田

蔵王4(蔵王コミュニティセンター)     3134・3155・3166・3575～ 柳田 天神町

表蔵王     3586 くぬぎざわ西 大字成安

蔵王成沢46・139・894～957・ 村木沢1(村木沢コミュニティセンター) 金井1(金井コミュニティセンター) 大郷3(今塚集会所)
　　　　　　1074～1084・1545・ 桜ヶ丘 北江俣 大字今塚

　　　　　　1583・2406 城森128－1 江南4丁目 沖町(79，179以外)

蔵王半郷 大字村木沢（3325～3539・3960 大字陣場 境田町

蔵王松ヶ丘2丁目              ～4211・5669～5742・ 陣場1～3丁目 檀野前

蔵王南成沢 　　　　　　 5860～5960・6048～ 大字陣場新田 七十刈

東半郷               6069以外） 陣場南 大字見崎

南半郷 村木沢2(若木公民館) 瀬波1～3丁目 見崎川原

蔵王5(上野ふれあいプラザ２１) 大字常明寺1127･1128･1130 西江俣 本屋敷

蔵王上野 並柳(46－2･46－3以外) 金井2(吉野宿集会所) 大郷4(船町多目的集会所)
蔵王温泉380・394・1206～1233 大字村木沢3325～3539・5669 大字鮨洗 大字船町

蔵王掘田                 ～5742・6048～6069 東志戸田266～268・1191～ 大字向新田

蔵王6(蔵王体育館) 大字若木              1205・1207～1237・ 大字中野783

大字上宝沢28･228(字不動上) 本沢1(本沢コミュニティセンター)              1312・2136 明治(明治コミュニティセンター)

蔵王温泉(380・394・1206～ 大字菅沢 横井 大字渋江(1635･1675以外)

　　　　　　　　　　　　　1233以外） すげさわの丘 大字吉野宿 大字中野目

蔵王7(山田公民館) 大師堂 金井3(新江俣会館) 大字灰塚

蔵王山田 百目鬼 梅野木前 出羽1(出羽コミュニティセンター)

東沢1(東沢コミュニティセンター) 大字二位田 江俣1～5丁目 大字青柳1801･1824

大字釈迦堂 大字長谷堂 江南2丁目5･16番 大字漆山（392・472～504・727

東山形1･2丁目 東二位田 江南3丁目22～24番･28番              ～791・883～1318・

大字妙見寺 大字谷柏660 嶋南1丁目1～10番              1329～1353・1360～

東沢2(東沢小学校) 谷地前 嶋南2丁目1～5番              2007・2314-11以外）

大字下宝沢250～462・485・1774 本沢2(前明石公民館) 嶋南3丁目1～6番 大字千手堂

大字滑川(字新楯の下) 明石堂 嶋南4丁目 大字七浦

防原町 大字前明石 金井4(内表生活改善センター)

大字南館414番地の1 大字内表

内表東

行才



出羽2(伊達城公民館)
あけぼの1･2丁目  

大字漆山392・472～504・727～  

　　　　　　791・883～1318・1360  

　　　　　　～2007・2314-11  

新開1～3丁目  
伊達城1～3丁目  

楯山1(楯山コミュニティセンター)  

大字漆山1329～1353  
大字青柳(144・145・151・848～  

            1288・1801･1824・2282

            ～2303・2459以外）

大字風間(1962以外)

上柳

大字下東山4562・4572・4584

大字十文字(字薬師浦･字伴内)

千石

寺西

西越

花岡

楯山2(青野公民館)
大字青野

塔の前

穂積

高瀬1(高瀬紅花ふれあいセンター)

大字上東山(735～836・909～

　　　　　　　　　　　 　1195以外)

大字切畑

大字下東山8・17・21・37・67・71

               ～729・955～1038・

               1061・1094-3・4087

               ～4567・4572・4584

               以外）

高瀬2(大森住宅集会所)
大字大森

大字風間1962

大字下東山8・17・21・37・67・71

                ～729・955～1038・

                1061・1094-3・4087

                ～4567

立谷川1～3丁目

大字中里

高瀬3(高沢公民館)
大字高沢

高瀬4(平石水公民館)
大字上東山735～836・909～1195

山寺(山寺コミュニティセンター)

大字山寺

tカッコ内の投票所は、変更になる場合があります。
投票所は、選挙の際送付される投票入場券に記載されていますので、
必ず確認のえ、投票所にお越しください。


