
第　１投票区 八田公民館 八田区

第　２投票区 春日集会所 春日区

第　３投票区 下山公民館 下山区、広野台東区、広野台西区、

第　４投票区 伴谷公民館 伴中山区

第　５投票区 山集会所 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 桜ヶ丘区、第三水口台区、

第　７投票区 泉公民館 泉区、大法寺区、

第　８投票区 酒人公民館 酒人区

第　９投票区 宇田公民館 宇田区、柏貴区

第１０投票区 柏木公民館 北脇区、宮前区、山手区、植区、

第１１投票区 虫生野会館 虫生野区、

第１２投票区 貴生川公民館 貴生川第１区、貴生川第２区、貴生川第３区、西内貴区、南内貴区

第１３投票区 北内貴山尾館 北内貴区

第１４投票区 宇川会館 宇川区、岩坂区

第１５投票区 貴生川小学校多目的室 三大寺区、三本柳区、かふかの丘区、高山区

第１６投票区 牛飼公民館 牛飼区

第１７投票区 杣中コミュニティセンター杣の郷 杣中区

第１８投票区 山上公民館 山上区

第１９投票区 名坂公民館 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 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 中畑区

第２２投票区 岩上体育館 新城区、城が丘区、つつじが丘区、西ケ瀬自治会

第２３投票区 今郷公民館 今郷区

第２４投票区 嶬峨草の根集会所 嶬峨区

第２５投票区 和野草の根集会所 和野区

水口第１区（月ケ上町､田町､片町､松原町､作坂町）

水口第２区（旅籠町、葛篭町、大池町、柳町）

水口第３区（東町東組、東町中組、東町西組）

水口第４区（速玉町、湯屋町、滝町、池田町）

水口第５区（大岡寺町、大原町、呉服町）

水口第６区（永原町、鍵中町、中島町、西町）

水口第７区（夷町、魚屋町、伴町）

水口第13区（新町、天理町）

朝日が丘区（岡山町、旭町、車谷利平町）

城山区(西城山区、城山町)

古城が丘区（２番街、３番街）

東古城が丘（４～７番街）

古城が丘緑区（１組、２組、３組、４組）

古城が丘南自治会（１番街）

１の１番街自治会、岡の郷自治会

水口第９区（大正町、御所後町、石倉町、大川町）

水口第10区（町邸町、街森町、市場町、蓮花寺町

勝栄町、地方森町、南元町）

水口第17区（美濃部）

南区（南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目）

幸が平区

城南区

梅の木自治会

第２７投票区 水口北部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

第２８投票区 甲賀市役所別館

投票区及びその区域

投票区 投票所 行　　政　　区　　域

第２６投票区 水口東部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ



投票区及びその区域

投票区 投票所 行　　政　　区　　域

水口第８区（平町、米屋町）

水口第11区（中之町、塗師屋町）

水口第12区（坂町、大徳寺町）

水口第14区（天王町、河内町、北町、栄町）

水口第16区（郷山町、綾野町）

水口第17区（八幡町）

水口第19区（天王口町、南小路町、丸の内町）

水口第15区（心光寺門前町、天神町、西郷山町）

水口第17区（田中）

水口第18区（東邸町、御本丸町）

水口第20区（東小坂町、北邸町、小坂町）

水口第21区（金刀比羅町、天神口町、広小路町）

水口第22区（内殿町、西小路町）

林口区     （東林口、西林口、西邸北組、

西邸南組、御茶園町）

本丸自治会

城内自治会

第３１投票区 大河原集会センター 大河原1区、大河原2区

第３２投票区 鮎河公民館 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
黒滝区、上の平区、中野組区、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 南東区、北東区

第３５投票区 土山開発センター 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 平子区、東瀬音区、西瀬音区、青土区

第３７投票区 前野集会所 頓宮区、前野区、市場区

第３８投票区 大野公民館 徳原区、三軒家区、里区、寺前区、新里区、布引区

第３９投票区 今宿公民館 片山区、今宿区、末田区

第４０投票区 大原市場公民館 大原市場区、高野区

第４１投票区 滝会館 滝区、毛枚区

第４２投票区 田堵野会館 田堵野区

第４３投票区 和田公民館 和田区、高嶺区

第４４投票区 上野会館 上野区、鹿深台区

第４５投票区 五反田ふれあいホール 五反田区

第４６投票区 油日７組集会所 油日区(７組～9組、12組～13組)

第４７投票区 油日会館 油日(上記以外の組)

第４８投票区 櫟野公民館 櫟野区

第４９投票区 里山かむら交流館 神区

第５０投票区 大原中公民館 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 鳥居野区、相模区

第５２投票区 甲賀木彩館 岩室区

第５３投票区 甲賀もちふる里館 小佐治区

第５４投票区 神保公民館 神保区

第５５投票区 隠岐集会所 隠岐区

第５６投票区 草の根ハウス寺庄公民館 寺庄区、葛木区

第３０投票区 水口中央公民館

第２９投票区 水口中部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ



投票区及びその区域

投票区 投票所 行　　政　　区　　域

第５７投票区 深川草の根ハウス 深川区

第５８投票区 森尻草の根ハウス 深川市場区、森尻区、宝木区

第５９投票区 稗谷公民館 稗谷区

第６０投票区 池田コミュニティセンター 池田区、池田団地区

第６１投票区 磯尾多目的集会所 磯尾区

第６２投票区 甲南中部小学校体育館 竜法師区、野尻区

第６３投票区 野田草の根ハウス 野田区

第６４投票区 杉谷公民館 杉谷区の一部、新治区

第６５投票区 新田公民館 杉谷区の一部

第６６投票区 市原公民館 塩野区、市原区

第６７投票区 柑子公民館 柑子区

第６８投票区 甲南第三小学校体育館 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 上馬杉区

第７０投票区 耕心区草の根ハウス 耕心区

第７１投票区 ニューポリスみちくさ館 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 希望ケ丘学区の一部

第７３投票区 甲南希望ケ丘保育園 稗谷の一部、希望ケ丘学区の一部

第７４投票区 信楽開発センター 長野区の一部

第７５投票区 草の根ハウス栗林会館　 長野区の一部

第７６投票所 草の根ハウス二本丸会館 長野区の一部

第７７投票区 神山ふれあい会館 神山区

第７８投票所 江田福祉会館 江田区、西区の一部

第７９投票所 田代交流館 田代区

第８０投票所 畑公民館 畑区

第８１投票所 紫香楽宮宮町会館 宮町区

第８２投票所 黄瀬交流館さらら 黄瀬区

第８３投票所 雲井地区農村活性化センター 牧区、勅旨区の一部

第８４投票所 高齢者活動生活支援促進施設勅旨会館 勅旨区の一部、丸岡区

第８５投票所 西教育集会所 西区の一部

第８６投票所 農林漁家婦人活動促進施設柞原会館 柞原区の一部

第８７投票所 草の根ハウス中野公民館 中野区

第８８投票所 杉山老人憩の家 杉山区

第８９投票所 信楽農事集会所小川会館 小川区の一部、柞原区の一部

第９０投票所 小川出公民館 小川出区

第９１投票所 朝宮コミュニティセンター 上朝宮区

第９２投票所 下朝宮老人憩の家　 下朝宮区

第９３投票所 宮尻生活改善センター　 宮尻区

第９４投票所 多羅尾老人憩の家　 多羅尾区

第９５投票所 しがらきニュータウン区民会館　 しがらきニュータウン区


