






投票区 投票所名 投票する区域

第1 甲津原交流センター 甲津原

第2 曲谷集会所 曲谷

第3 甲賀集会所 甲賀

第4 𠮷槻生活改善センター 𠮷槻

第5 下板並集会所 上板並、下板並

第6 大久保老人憩の家 大久保、小泉

第7 伊吹生活改善センター 伊吹

第8 上野会館 上野

第9 弥髙集会所 弥髙

第10 米原市役所伊吹市民自治センター 春照

第11 春照小学校体育館 髙番、杉澤、伊吹ケ丘、南川、村木、大清水

第12 藤川集会所 寺林、上平寺、藤川

第13 山東B&G海洋センター 長久寺、柏原、清滝

第14 大野木公民館 須川、大野木

第15 河内会館 梓、河内

第16 大原小学校体育館 市場、ヴィラ・ルシオール、夫馬、朝日、
グリーンヒルズあさひ

第17 龍が鼻会館 烏脇、坂口、村居田、山東桜ケ丘、
平和台、グリーンタウン坂口

第18 野一色会館 井之口、野一色、小田、間田、坂田青成苑、
すみれケ丘

第19 山東幼稚園 天満、本市場、池下

第20 旧山東生涯学習センター 志賀谷、北方、菅江、山室、大鹿、加勢野

第21 本郷公民館 堂谷、本郷

第22 米原市役所山東支所 長岡、万願寺、西山

投票区 投票所名 投票する区域

第23 ゆたに公民館 米原、米原ステーションタウン

第24 梅ケ原公民館 梅ケ原、入江

第25 米原学びあいステーション
(旧米原公民館) 米原西、下多良、賀目山

第26 多良公民館
(旧和ふれあいセンター) 中多良、上多良、多良

第27 筑摩蓮沼会館 朝妻、筑摩

第28 磯公民館 磯

第29 樋口公民館 河南、樋口

第30 米原診療所 南三吉、三吉、西坂

第31 東番場会館 東番場、西番場

第32 醒井公民館 一色、醒井

第33 河南小学校体育館 枝折

第34 下丹生集会所 下丹生、上丹生

第35 世継会館 世継

第36 近江母の郷コミュニティハウス 宇賀野、飯、リーディング坂田

第37 長沢公民館 長沢

第38 近江学びあいステーション
(旧近江公民館) 舟崎、高溝、顔戸、近江ニュータウン重町

第39 岩脇公民館 岩脇、リバティー近江

第40 新庄公民館 新庄、箕浦

第41 西円寺公民館 西円寺

第42 近江いきいき健康館 能登瀬、日光寺、寺倉

第43 多和田会館 多和田

第44 さくらが丘公民館 近江さくらが丘

第45 サンライズ近江会館 近江グリーンタウン、高溝東、サンライズ近江、
近江母の郷ニュータウン、レイクサイド宇賀野
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