
名　称 所　在　地

1甲府市 第1投票区 南部市民センター 甲府市下今井町15番地

2 第2投票区 旧甲府市立相生小学校 甲府市相生二丁目17番1号

3 第3投票区 甲府市立舞鶴小学校 甲府市丸の内二丁目35番5号

4 第4投票区 旧甲府市立穴切小学校 甲府市宝二丁目8番19号

5 第5投票区 甲府市立西中学校 甲府市飯田五丁目13番1号

6 第6投票区 甲府市立朝日小学校 甲府市塩部一丁目4番1号

7 第7投票区 北口公民館 甲府市北口二丁目12番7号

8 第8投票区 甲府市立新紺屋小学校 甲府市武田一丁目3番34号

9 第9投票区 富士川悠遊館 甲府市中央三丁目3番1号

10 第10投票区 甲府市教育研修所 甲府市城東一丁目12番28号

11 第11投票区 甲府市総合市民会館 甲府市青沼三丁目5番44号

12 第12投票区 甲府市立湯田小学校 甲府市湯田一丁目8番1号

13 第13投票区 甲府市立伊勢小学校 甲府市伊勢二丁目16番1号

14 第14投票区 甲府市立里垣小学校 甲府市善光寺二丁目7番1号

15 第15投票区 甲府市立相川小学校 甲府市古府中町1501番地

16 第16投票区 下積翠寺町公民館 甲府市下積翠寺町1011番地

17 第17投票区 甲府市立国母小学校 甲府市国母四丁目1番10号

18 第18投票区 甲府市立貢川小学校 甲府市貢川本町8番1号

19 第19投票区 甲府市立千塚小学校 甲府市千塚一丁目2番16号

20 第20投票区 甲府市立北新小学校 甲府市北新一丁目5番1号

21 第21投票区 甲府市立池田小学校 甲府市長松寺町7番1号

22 第22投票区 甲府市立南中学校 甲府市湯田二丁目21番24号

23 第23投票区 甲府市立山城小学校 甲府市上今井町474番地2

24 第24投票区 甲府市立玉諸小学校 甲府市上阿原町491番地

25 第25投票区 東部市民センター 甲府市和戸町955番地1

26 第26投票区 北部悠遊館 甲府市下帯那町3054番地4

27 第27投票区 甲府市役所能泉連絡所 甲府市高成町1010番地

28 第28投票区 甲府市役所宮本連絡所 甲府市御岳町2359番地

29 第29投票区 甲府市役所上九一色出張所 甲府市古関町1158番地

30 第30投票区 大里悠遊館 甲府市大里町3805番地1

31 第31投票区 大津自治会館 甲府市大津町967番地

32 第32投票区 甲府市立東小学校 甲府市朝気一丁目14番1号

33 第33投票区 甲府市立北中学校 甲府市大和町4番35号

34 第34投票区 玉諸福祉センター 甲府市向町568番地

35 第35投票区 甲府市立甲運小学校 甲府市川田町65番地2

36 第36投票区 就業支援センター 甲府市塩部四丁目5番28号

37 第37投票区 貢川進徳幼稚園 甲府市貢川一丁目7番22号

38 第38投票区 甲府市立東中学校 甲府市東光寺二丁目8番1号

39 第39投票区 永照寺幼稚園 甲府市高畑一丁目21番2号

40 第40投票区 甲府市立羽黒小学校 甲府市羽黒町527番地

41 第41投票区 甲府市立南西中学校 甲府市上石田四丁目10番8号

42 第42投票区 南西部市民センター 甲府市国母六丁目4番2号

43 第43投票区 甲府市立新田小学校 甲府市新田町12番28号

44 第44投票区 山梨県立甲府南高等学校 甲府市中小河原町222番地

45 第45投票区 上町公民館 甲府市上町1501番地

46 第46投票区 甲府市立北東中学校 甲府市大手二丁目4番18号

47 第47投票区 池田市民会館 甲府市池田二丁目4番17号

48 第48投票区 甲府市立北西中学校 甲府市山宮町538番地

49 第49投票区 進徳幼稚園 甲府市湯村二丁目4番35号

50 第50投票区 石田悠遊館 甲府市上石田三丁目3番46号

51 第51投票区 甲府市立上条中学校 甲府市古上条町95番地

52 第52投票区 甲府市立城南中学校 甲府市大里町2590番地1

53 第53投票区 相川保育園 甲府市小松町316番地

54 第54投票区 甲府市東部浄化センター 甲府市住吉三丁目28番1号

55 第55投票区 友愛保育園 甲府市里吉四丁目8番25号

56 第56投票区 大国悠遊館 甲府市後屋町155番地15

57 第57投票区 山梨県立甲府東高等学校 甲府市酒折一丁目17番1号

58 第58投票区 甲府市中道南児童館 甲府市下向山町4370番地1
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59 第59投票区 甲府市健康の杜センター 甲府市下向山町910番地

60 第60投票区 甲府市中道北児童館 甲府市上曽根町1890番地1

61 第61投票区 甲府市立笛南中学校 甲府市下曽根町270番地

1富士吉田市 第1投票区 市立下吉田東小学校 下吉田九丁目21番1号

2 第2投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨ供用施設中央会館 下吉田二丁目21番39号

3 第3投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨ供用施設中村会館 下吉田三丁目12番9号

4 第4投票区 市立下吉田南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 下吉田六丁目16番1号

5 第5投票区 市民会館 緑ヶ丘二丁目5番23号

6 第6投票区 市立下吉田中学校 下吉田886番地

7 第7投票区 市立下吉田第一小学校 下吉田5222番地

8 第8投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨ供用施設富士見町会館 富士見三丁目2番8号

9 第9投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨ供用施設新屋会館 新屋173番地1

10 第10投票区 市立吉田小学校 上吉田五丁目1番1号

11 第11投票区 市立吉田中学校 上吉田一丁目3番6号

12 第12投票区 市立第6保育園 中曽根一丁目10番1号

13 第13投票区 松山公民館 松山二丁目10番18号

14 第14投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨ供用施設大明見会館 大明見五丁目1番地18号

15 第15投票区 市立明見小学校 小明見2113番地

16 第16投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨ供用施設向原会館 小明見3952番地6

17 第17投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨ供用施設寿町会館 上暮地四丁目7番18号

18 第18投票区 市立吉田西小学校 新西原三丁目7番1号

19　 第19投票区 ｺﾐｭﾆﾃｨ供用施設竜ヶ丘会館 竜ヶ丘三丁目4番39号

20　 第20投票区 熊穴団地集会場 上吉田4356番地

1都留市 第1投票区 産業技術短期大学校 上谷五丁目7番35号

2 第2投票区 都留市役所 上谷一丁目1番1号

3 第3投票区 都留市下谷体育館 下谷四丁目2番19号

4 第4投票区 谷村第二小学校 法能923番地

5 第5投票区 都留文科大学附属小学校 大野396番地

6 第6投票区 宝公民館 中津森718番地

7 第7投票区 厚原自治会館 厚原1番地2

8 第8投票区 宝山寮 大幡5118番地

9 第9投票区 禾生第一小学校 古川渡553番地

10 第10投票区 田野倉公民館 田野倉1330番地

11 第11投票区 盛里公民館 朝日馬場309番地

12 第12投票区 与縄営農指導センター 盛里134番地1

13 第13投票区 農村環境改善センター 桂町678番地

14 第14投票区 十日市場公民館 十日市場1475番地

15 第15投票区 古渡団地集会所 鹿留2122番地

16 第16投票区 境公民館 境209番地

17 第17投票区 健康科学大学 四日市場830番地1

18 第18投票区 蒼竜峡集会所 十日市場900番地

1山梨市 第1投票区 大野公会堂 大野759番地

2 第2投票区 下神内川二区公会堂 下神内川380番地2

3 第3投票区 上神内川四区育成会館 上神内川1214番地1

4 第4投票区 上神内川六区公会堂 上神内川739番地

5 第5投票区 加納岩公民館下石森分館（下石森公会堂） 下石森1152番地4

6 第6投票区 加納岩公民館上石森分館（上石森公民館） 上石森270番地2

7 第7投票区 日下部小学校体育館 小原東305番地

8 第8投票区 七日市場公会堂 七日市場336番地4

9 第9投票区 下井尻区公民館 下井尻343番地7

10 第10投票区 山梨市デイサービスセンター 小原西649番地1

11 第11投票区 八幡保育園 北977番地

12 第12投票区 八幡公民館 市川1220番地1

13 第13投票区 堀之内公会堂 堀内1878番地2

14 第14投票区 切差区公民館 切差1153番地1

15 第15投票区 山梨小学校体育館 落合1番地7

16 第16投票区 山根公民館 山根828番地

17 第17投票区 万力二区公民館 万力1113番地
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18 第18投票区 一町田中公民館 一町田中1175番地

19 第19投票区 日川小学校体育館 歌田140番地

20 第20投票区 上栗原集落集会所 上栗原901番地

21 第21投票区 後屋敷公民館 三ヶ所870番地1

22 第22投票区 岩手公民館 東1734番地1

23 第23投票区 山梨市牧丘町コミュニティセンター 牧丘町窪平56番地

24 第24投票区 笛川小学校体育館 牧丘町窪平1200番地

25 第25投票区 上杣口公民館 牧丘町杣口1594番地1

26 第26投票区 室伏公民館 牧丘町室伏214番地1

27 第27投票区 下平農事集会所 牧丘町倉科1959番地1

28 第28投票区 旧牧丘第二小学校体育館 牧丘町倉科5938番地2

29 第29投票区 中牧多目的集会施設 牧丘町西保下2252番地1

30 第30投票区 中村上公民館 牧丘町西保中1196番地

31 第31投票区 西保多目的集会施設 牧丘町牧平36番地1

32 第32投票区 北原生活改善センター 牧丘町北原251番地

33 第33投票区 塩平公民館 牧丘町北原1920番地

34 第34投票区 三富保育園 三富下荻原120番地

35 第35投票区 徳和地区多目的集会所 三富徳和628番地

36 第36投票区 三富基幹集落センター 三富川浦262番地

37 第37投票区 三富公民館川浦分館（川浦公民館） 三富川浦1441番地4

38 第38投票区 広瀬地区集会所 三富川浦1818番地

1大月市 第1投票区 笹子公民館原分館 笹子町白野993番地

2 第2投票区 笹子公民館 笹子町黒野田1359番地7

3 第3投票区 西部農村集会所 初狩町下初狩3335番地

4 第4投票区 初狩公民館藤沢分館 初狩町下初狩2076番地

5 第5投票区 西部農村環境改善センター 初狩町中初狩100番地

6 第6投票区 初狩公民館神戸分館 初狩町中初狩687番地2

7 第7投票区 市営浅利団地集会所 賑岡町浅利536番地4

8 第8投票区 賑岡公民館強瀬分館 賑岡町強瀬758番地1

9 第9投票区 賑岡公民館ゆりヶ丘分館 賑岡町ゆりヶ丘63番地4

10 第10投票区 賑岡公民館 賑岡町畑倉1284番地

11 第11投票区 大月東小学校 大月二丁目7番43号

12 第12投票区 大月短期大学 御太刀一丁目16番2号

13 第13投票区 大月市総合福祉センター 大月町花咲10番地

14 第14投票区 真木公民館下真木分館 大月町真木1842番地3

15 第15投票区 真木公民館 大月町真木2288番地

16 第16投票区 間明野集会所 大月町真木6469番地

17 第17投票区 七保公民館下和田分館 七保町下和田1000番地

18 第18投票区 七保小学校 七保町葛野2345番地

19 第19投票区 大月市役所七保出張所 七保町林943番地

20 第20投票区 旧奈良子保育所 七保町奈良子11番地1

21 第21投票区 旧瀬戸小学校 七保町瀬戸1000番地

22 第22投票区 旧上和田小学校 七保町瀬戸1909番地1

23 第23投票区 浅川集会所 七保町浅川1027番地

24 第24投票区 猿橋公民館 猿橋町猿橋81番地

25 第25投票区 猿橋公民館殿上分館 猿橋町殿上4番地1

26 第26投票区 猿橋小学校 猿橋町伊良原48番地

27 第27投票区 猿橋公民館藤崎分館 猿橋町藤崎1552番地

28 第28投票区 猿橋公民館小沢分館 猿橋町小沢1452番地

29 第29投票区 小篠振興舎 猿橋町小篠579番地2

30 第30投票区 鳥沢小学校 富浜町鳥沢1979番地

31 第31投票区 遠堀集いの家 富浜町鳥沢3365番地1

32 第32投票区 中野集会所 富浜町鳥沢5265番地

33 第33投票区 宮谷集会所 富浜町宮谷529番地2

34 第34投票区 富浜公民館小向袴着分館 富浜町鳥沢1433番地

35　 第35投票区 梁川公民館 梁川町綱の上1391番地

1韮崎市 第1投票区 韮崎児童センター 本町2丁目1番7号

2 第2投票区 韮崎市役所 水神1丁目3番1号
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3 第3投票区 祖母石公民館 下祖母石370番地

4 第4投票区 ＪＡ梨北穂坂支店 穂坂町宮久保6196番地1

5 第5投票区 日之城公民館 穂坂町三之蔵4332番地1

6 第6投票区 上今井公民館 穂坂町上今井1448番地

7 第7投票区 藤井公民館 藤井町坂井124番地

8 第8投票区 坂井公民館 藤井町坂井636番地1

9 第9投票区 韮崎東中学校 藤井町南下條371番地

10 第10投票区 中田公民館 中田町中條490番地1

11 第11投票区 中條上野公民館 中田町中條4308番地

12 第12投票区 小田川公民館 中田町小田川1290番地

13 第13投票区 穴山公民館 穴山町4487番地1

14 第14投票区 円野公民館 円野町下円井1199番地3

15 第15投票区 清哲公民館 清哲町青木2309番地1

16 第16投票区 神山公民館 神山町北宮地945番地3

17 第17投票区 旭公民館 旭町上條北割3879番地1

18 第18投票区 南割公民館 旭町上條南割2669番地

19 第19投票区 大草公民館 大草町上條東割788番地

20 第20投票区 若尾公民館 大草町若尾792番地

21 第21投票区 竜岡公民館 龍岡町下條南割1007番地

22 第22投票区 若尾新田公民館 龍岡町若尾新田325番地2

1南アルプス市 第1投票区 六科集落センター 六科1497番地

2 第2投票区 野牛島集落センター 野牛島2013番地

3 第3投票区 上高砂集落センター 上高砂987番地

4 第4投票区 下高砂集落センター 徳永373番地1

5 第5投票区 徳永集落センター 徳永2026番地

6 第6投票区 榎原集落センター 榎原646番地2

7 第7投票区 白根飯野小学校　1階　理科室 飯野1972番地1

8 第8投票区 巨摩保育所　 飯野2912番地4

9 第9投票区 白根げんき館 在家塚1156番地1

10 第10投票区 百々公民館　 百々2994番地

11 第11投票区 上八田公民館 上八田612番地1

12 第12投票区 西野松聲堂 西野2783番地1

13 第13投票区 今諏訪集落センター 上今諏訪1624番地1

14 第14投票区 飯野新田営農センター 飯野新田972番地

15 第15投票区 有野公民館（総合技術管理センター） 有野1090番地

16 第16投票区 西区公民館 有野2491番地

17 第17投票区 芦安健康管理センター 芦安芦倉518番地

18 第18投票区 十日市場ふれあいセンター 十日市場1906番地1

19 第19投票区 加賀美地区公民館 加賀美3403番地1

20 第20投票区 寺部公民館 寺部1929番地1

21 第21投票区 鏡中條体育館 鏡中條710番地2

22 第22投票区 下今井ふれあいセンター 下今井100番地1

23 第23投票区 若草南小学校体育館 藤田1130番地1

24 第24投票区 西地区農村環境改善センター 上市之瀬725番地7

25 第25投票区 下市之瀬集会所 下市之瀬175番地

26 第26投票区 山寺公会堂 山寺278番地3

27 第27投票区 南アルプス市役所本庁舎 小笠原376番地

28 第28投票区 櫛形社会福祉会館 小笠原471番地8

29 第29投票区 下小路公会堂 桃園1211番地3

30 第30投票区 くしがたすこやか平岡館 平岡1676番地1

31 第31投票区 風新居公会堂 上宮地64番地

32 第32投票区 曲輪田公会堂 曲輪田2538番地1

33 第33投票区 上今井稚蚕飼育所 上今井327番地1

34 第34投票区 西吉田公会堂 吉田18番地

35 第35投票区 十五所公会堂 十五所454番地

36 第36投票区 沢登公会堂 沢登743番地1

37 第37投票区 落合小学校体育館 落合1092番地

38 第38投票区 落合創造館アミカル 湯沢1035番地5
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39 第39投票区 江原公会堂 江原1581番地

40 第40投票区 南アルプス市役所甲西支所 鮎沢1212番地

41 第41投票区 大師公会堂 大師327番地1

42 第42投票区 宮沢公会堂 清水202番地

43 第43投票区 西南湖報徳館 西南湖4385番地

44 第44投票区 東南湖公民館 東南湖3270番地1

1北杜市 明野町第1投票区 北杜市立明野保育園 明野町小笠原3891番地

2 明野町第2投票区 北杜市明野総合会館 明野町上手5602番地

3 明野町第3投票区 北杜市明野ゆうゆうふれあい館 明野町浅尾新田1499番地1

4　 明野町第4投票区 北杜市公民館浅尾原分館 明野町浅尾5259番地2791

5 須玉町第1投票区 北杜市須玉町農業体験農園施設 須玉町下津金2961番地3

6 須玉町第2投票区 北杜市須玉総合支所 須玉町若神子2155番地

7 須玉町第3投票区 北杜市公民館穂足中央分館 須玉町大蔵734番地

8 須玉町第4投票区 北杜市公民館多麻中央分館 須玉町東向2251番地1

9 須玉町第5投票区 北杜市公民館仁田平分館 須玉町江草2089番地

10 須玉町第6投票区 北杜市公民館江草中央分館 須玉町江草8100番地

11 須玉町第7投票区 北杜市公民館岩下分館 須玉町江草14972番地1

12 須玉町第8投票区 北杜市増富総合会館 須玉町比志3621番地30

13 須玉町第9投票区 北杜市公民館和田分館 須玉町小尾7475番地

14 高根町第1投票区 北杜市公民館八ヶ岳分館 高根町清里3545番地237

15 高根町第2投票区 梨北農協清里出張所 高根町清里2163番地

16 高根町第3投票区 北杜市立しらかば保育園さくら分園 高根町長沢2127番地1

17 高根町第4投票区 北杜市高根町農村環境改善センター 高根町村山北割3288番地

18 高根町第5投票区 北杜市高根町デイサービスセンター 高根町箕輪新町50

19 高根町第6投票区 北杜市高根西放課後児童クラブ 高根町村山西割1675-1

20　 高根町第7投票区 北杜市公民館上黒沢分館 高根町上黒沢1243番地1

21 長坂町第1投票区 旧日野春放課後児童クラブ 長坂町長坂下条1295番地3

22 長坂町第2投票区 北杜市障害者総合支援センター 長坂町長坂上条2233番地

23 長坂町第3投票区 北杜市公民館下村3区分館 長坂町大八田314

24 長坂町第4投票区 都市農村交流センター 長坂町中丸1994番地

25 長坂町第5投票区 北杜市立小泉保育園・北部こども園　子育て支援センター 長坂町白井沢4160番地

26 大泉町第1投票区 北杜市大泉総合会館 大泉町谷戸3025番地

27　 大泉町第2投票区 北杜市大泉格技場 大泉町谷戸1915番地

28 大泉町第3投票区 北杜市公民館１０区分館 大泉町西井出８２４０－１４

29 白州町第1投票区 北杜市公民館大武川分館 白州町大武川159番地

30 白州町第2投票区 北杜市公民館下教来石分館 白州町下教来石655番地

31 白州町第3投票区 北杜市はくしゅう館 白州町白須312番地

32 白州町第4投票区 北杜市公民館花水分館 白州町花水1487番地

33　 白州町第5投票区 北杜市公民館横手分館 白州町横手1882番地2

34 武川町第1投票区 北杜市武川総合支所 武川町山高1457番地3

35 武川町第2投票区 北杜市公民館下三吹分館 武川町三吹1900番地1

36　 武川町第3投票区 北杜市公民館柳澤分館 武川町柳澤1716番地3

37 小淵沢町第1投票区 北杜市小淵沢総合スポーツセンター体育館 小淵沢町2161番地

38 小淵沢町第2投票区 北杜市公民館本町分館 小淵沢町7559番地6

39 小淵沢町第3投票区 北杜市公民館上笹尾分館 小淵沢町上笹尾901番地

40 小淵沢町第4投票区 北杜市公民館篠原分館 小淵沢町上笹尾3332番地199

1甲斐市 第1投票区 甲斐市立竜王中学校体育館 篠原2030番地

2 第2投票区 甲斐市立竜王西保育園 竜王1671番地

3 第3投票区 甲斐市立竜王北保育園 竜王新町640番地1

4 第4投票区 甲斐市立竜王東小学校体育館 富竹新田933番地1

5 第5投票区 甲斐市立竜王南小学校体育館 篠原1180番地

6 第6投票区 甲斐市玉幡体育館 西八幡2648番地

7 第7投票区 甲斐市立竜王西小学校体育館 玉川75番地

8 第8投票区 玉川地区集落集会所 玉川333番地

9 第9投票区 甲斐市立敷島北小学校体育館 境57番地

10 第10投票区 甲斐市立敷島中学校体育館 島上条1263番地

11 第11投票区 松島団地集会場 中下条86番地41

12 第12投票区 甲斐市立敷島南小学校体育館 大下条175番地
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13 第13投票区 甲斐市立敷島小学校体育館 島上条212番地

14 第14投票区 睦沢地域ふれあい館 亀沢3687番地

15 第15投票区 清川地域ふれあい館 上福沢124番地

16 第16投票区 吉沢地域ふれあい館 吉沢233番地2

17 第17投票区 甲斐市双葉保健福祉センター 竜地6536番地1

18 第18投票区 双葉東公民館 大垈2591番地

19 第19投票区 甲斐市役所双葉庁舎 下今井171番地

20 第20投票区 甲斐市立双葉西保育園 宇津谷4542番地

21　 第21投票区 桃花の街クラブハウス 竜地2770番地82

1笛吹市 第1投票区 石和南小学校屋内運動場 笛吹市石和町市部720番地

2 第2投票区 広瀬公民館 笛吹市石和町広瀬244番地

3 第3投票区 石和北小学校屋内運動場 笛吹市石和町松本1442番地20

4 第4投票区 石和東小学校屋内運動場 笛吹市石和町中川478番地

5 第5投票区 石和西小学校屋内運動場 笛吹市石和町唐柏360番地

6 第6投票区 富士見小学校屋内運動場 笛吹市石和町今井10番地

7 第7投票区 御坂西小学校屋内運動場 笛吹市御坂町夏目原592番地1

8 第8投票区 御坂西部地区公民館（二之宮） 笛吹市御坂町二之宮1450番地

9 第9投票区 御坂体育館 笛吹市御坂町尾山5番地

10 第10投票区 御坂東小学校屋内運動場 笛吹市御坂町上黒駒1692番地

11 第11投票区 御坂林業センター 笛吹市御坂町藤野木1103番地1

12 第12投票区 成田地区コミュニティーセンター 笛吹市御坂町成田559番地

13 第13投票区 花鳥児童館 笛吹市御坂町竹居2203番地

14 第14投票区 下矢作地域集落農事集会所 笛吹市一宮町下矢作249番地2

15 第15投票区 一宮西小学校屋内運動場 笛吹市一宮町東原330番地2

16 第16投票区 末木公民館 笛吹市一宮町末木839番地1

17 第17投票区 一宮北小学校屋内運動場 笛吹市一宮町中尾933番地

18 第18投票区 浅間神社参集殿 笛吹市一宮町一ノ宮1684番地1

19 第19投票区 一宮南小学校屋内運動場 笛吹市一宮町土塚655番地2

20 第20投票区 若彦路ふれあいセンター 笛吹市八代町南544番地

21 第21投票区 八代小学校屋内運動場 笛吹市八代町岡780番地

22 第22投票区 増田営農センター 笛吹市八代町増利2番地

23 第23投票区 奈良原集落センター 笛吹市八代町奈良原484番地

24 第24投票区 境川スポーツセンター体育館 笛吹市境川町三椚7番地

25 第25投票区 坊ヶ峯ふれあいセンター 笛吹市境川町藤垈2588番地

26 第26投票区 春日居小学校屋内運動場 笛吹市春日居町桑戸664番地

27 第27投票区 あぐり情報ステーション 笛吹市春日居町寺本155番地1

28 第28投票区 しずめふれあいの家 笛吹市春日居町鎮目762番地

29 第29投票区 芦川ふるさと総合センター 笛吹市芦川町中芦川1077番地

1上野原市 第1投票区 大目出張所 大野1261番地

2 第2投票区 旧大目小学校 大野4031番地

3 第3投票区 犬目公民館 犬目869番地

4 第4投票区 棚頭集会所 野田尻2015番地

5 第5投票区 甲東ふれあいセンター 桑久保1602番地

6 第6投票区 上野原西小学校旧和見分校 和見955番地

7 第7投票区 上野原市消防本部 松留514-8

8 第8投票区 巌出張所 四方津940番地2

9 第9投票区 川合会館 川合3615番地

10 第10投票区 千足つどいの家 川合2477番地

11 第11投票区 大倉集会所 大倉782番地

12 第12投票区 大鶴出張所 大倉331-1

13 第13投票区 大鶴地区体育会卓球場 大椚330番地

14 第14投票区 島田コミュニティセンター 鶴島5433番地

15 第15投票区 田野入集会所 鶴島4467番地

16 第16投票区 新一区集会所 上野原510番地

17 第17投票区 上野原市役所 上野原3832番地

18 第18投票区 第三部消防会館 上野原4679番地

19 第19投票区 農業構造改善センター 上野原7812番地

20 第20投票区 尾続集会所 棡原710番地
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21 第21投票区 用竹公民館 棡原2747番地

22 第22投票区 旧棡原小学校 棡原7234番地

23 第23投票区 小伏多目的集会施設 棡原5730番地

24 第24投票区 井戸農業ふれあいの家 棡原4250番地

25 第25投票区 棡原分団第八部消防庫 棡原10750番地6

26 第26投票区 初戸多目的集会施設 西原253番地

27 第27投票区 田和多目的集会施設 西原3208番地

28 第28投票区 西原小学校 西原4069番地

29 第29投票区 飯尾区民会館 西原6123番地

30 第30投票区 上野原西小学校 コモアしおつ2丁目13番1号

31 第31投票区 旧桜井小学校 秋山3325番地

32 第32投票区 秋山公民館安寺沢分館 秋山1039番地

33 第33投票区 上野原市役所秋山支所 秋山7121番地

34 第34投票区 秋山小学校 秋山8674番地

35 第35投票区 旧浜沢小学校 秋山11863番地

1甲州市 塩山第1投票区 塩山北公民館 塩山千野650番地

2 塩山第2投票区 （変更）塩山北小学校体育館 塩山千野3421番地

3 塩山第3投票区 甲州市役所 塩山上於曽1085番地1

4 塩山第4投票区 塩山南小学校屋内運動場 塩山上於曽1028番地

5 塩山第5投票区 塩山西公民館 塩山上塩後339番地1

6 塩山第6投票区 塩山東公民館 塩山上於曽1919番地11

7 塩山第7投票区 奥野田小学校屋内運動場 塩山熊野964番地1

8 塩山第8投票区 大藤小学校屋内運動場 塩山上粟生野492番地1

9 塩山第9投票区 神金公民館 塩山上萩原9番地

10 塩山第10投票区 下小田原区集会所 塩山下小田原213番地5

11 塩山第11投票区 神金第六区集会所 塩山上萩原2672番地

12 塩山第12投票区 東京都水源管理事務所落合出張所 塩山一ノ瀬高橋216番地

13 塩山第13投票区 一ノ瀬出張診療所 塩山一ノ瀬高橋438番地

14 塩山第14投票区 玉宮小学校屋内運動場 塩山竹森3018番地

15 塩山第15投票区 平沢共撰所 塩山平沢628番地

16 塩山第16投票区 井尻小学校屋内運動場 塩山上井尻675番地1

17 塩山第17投票区 松里小学校屋内運動場 塩山小屋敷1378番地

18 塩山第18投票区 下柚木公会堂 塩山下柚木332番地

19 勝沼第1投票区 勝沼第4区集会所 勝沼町勝沼1420番地3

20 勝沼第2投票区 勝沼防災センター 勝沼町勝沼756番地1

21 勝沼第3投票区 等々力自治公民館 勝沼町等々力1449番地4

22 勝沼第4投票区 祝小学校屋内運動場 勝沼町下岩崎1002番地1

23 勝沼第5投票区 フルーツ山梨農協上岩崎出荷所憩いの家 勝沼町上岩崎288番地17

24 勝沼第6投票区 休息自治公民館 勝沼町休息1675番地1

25 勝沼第7投票区 山区公民館 勝沼町山975番地

26 勝沼第8投票区 東雲保育所 勝沼町小佐手410番地1

27 勝沼第9投票区 綿塚公民館 勝沼町綿塚947番地1

28 勝沼第10投票区 菱山営農センター 勝沼町菱山1778番地

29 大和第1投票区 大和ふるさと会館 大和町初鹿野1693番地1

30 大和第2投票区 田野集会場 大和町田野469番地

31 大和第3投票区 旧大和小学校天目分校 大和町木賊119番地

1中央市 第1投票区 玉穂総合会館 下河東620番地

2 第2投票区 玉穂北部児童館 井之口1139番地1

3 第3投票区 玉穂西部児童館 下三條133番地

4 第4投票区 田富北保育園 山之神22番地59

5 第5投票区 田富第1保育園 布施3015番地

6 第6投票区 田富総合会館 布施2382番地

7 第7投票区 田富第2保育園 西花輪2002番地

8 第8投票区 田富第3保育園 東花輪1173番地

9 第9投票区 豊富中央公民館 大鳥居3800番地

10 第10投票区 豊富浅利公会堂 浅利2926番地

1市川三郷町 第1投票区 市川三郷町総合福祉センター 上野2714番地の2

2 第2投票区 市川三郷町ふるさと交流センター 大塚4763番地
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3 第3投票区 道林ふれあいプラザ 大塚1507番地3

4 第4投票区 市川三郷町下九一色生活改善センター 高萩2番地

5 第5投票区 下芦川地域集会所 下芦川1103番地

6 第6投票区 市川三郷町役場市川大門庁舎 市川大門1790番地3

7 第7投票区 市川三郷町民市川大門体育館 市川大門1852番地3

8 第8投票区 高田地区公民館 印沢71番地の1

9 第9投票区 帯那公民館 山保4800番地

10 第10投票区 山保地区公民館 山保6360番地の1

11 第11投票区 四尾連公民館 山保3695番地7

12 第12投票区 堀切公民館 山保827番地

13 第13投票区 大同地区公民館 黒沢872番地1

14 第14投票区 下大鳥居公民館 下大鳥居33番地

15 第15投票区 多目的集会施設（八之尻） 八之尻1021番地

16 第16投票区 旧市川南分校 黒沢5018番地

17 第17投票区 富士見公民館 市川大門3663番地9

18 第18投票区 市川三郷町民会館 岩間485番地

19 第19投票区 落居三四公民館 落居2244番地

20 第20投票区 岩下公民館 岩下117番地

21 第21投票区 楠甫公民館 楠甫274番地1

22 第22投票区 宮原公民館 宮原609番地

23 第23投票区 鴨狩公民館 鴨狩津向240番地1

1早川町 第1投票区 初鹿島公民館 初鹿島981番地

2 第2投票区 千須和公民館 千須和118番地

3 第3投票区 赤沢公民館 赤沢206番地

4 第4投票区 高住公民館 高住611番地の1

5 第5投票区 塩之上公民館 塩之上784番地

6 第6投票区 大島多目的集会所 大島12番地

7 第7投票区 硯島地区多目的集会所 雨畑699番地

8 第8投票区 早川町町民会館 保509番地

9 第9投票区 黒西公民館 黒桂1069番地の2

10 第10投票区 三里地区公民館 大原野146番地

11 第11投票区 茂倉公民館 新倉1770番地の20

12 第12投票区 西山地区公民館 湯島1378番地

13 第13投票区 奈良田公民館 奈良田379番地

1身延町 第1投票区 下部地区公民館 常葉1025番地

2 第2投票区 湯之奥金山博物館 上之平1787番地

3 第3投票区 下部地区公民館古関分館 古関2437番地

4 第4投票区 根子公民館 根子3877番地

5 第5投票区 大磯小磯公民館 大磯小磯2047番地

6 第6投票区 久那土小学校体育館 三澤72番地

7 第7投票区 久保公民館 久保369番地

8 第8投票区 峡南高等学校文化創造館 三澤2417番地

9 第9投票区 中富地区公民館西嶋分館 西嶋340番地

10 第10投票区 中富地区公民館大須成分館 大塩1398番地1

11 第11投票区 身延町中富総合会館 切石360番地

12 第12投票区 中富地区公民曙分館 古長谷542番地

13 第13投票区 飯富高齢者介護予防センター 飯富2280番地

14 第14投票区 身延地区公民館下山分館 下山10133番地

15 第15投票区 橘町公民館 身延3818番地1

16 第16投票区 梅平二区公民館 梅平1546番地

17 第17投票区 身延町総合文化会館 波木井407番地

18 第18投票区 身延地区公民館豊岡分館 相又250番地

19 第19投票区 清子ふれあいの家 清子3045番地2

20 第20投票区 旧身延保健所 丸滝569番地

21 第21投票区 下大島公民館 大島無番地

1南部町 第1投票区 南部町本郷分館 本郷4361番地

2 第2投票区 南部町柳島分館 南部3021番地

3 第3投票区 南部町南部分館 南部8245番地2
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4 第4投票区 男女共同参画推進センター 内船9353番地2

5 第5投票区 南部町井出分館 井出1385番地

6 第6投票区 南部町十島分館 十島146番地4

7 第7投票区 南部町佐野分館 上佐野193番地2

8 第8投票区 楮根区公民館 楮根2938番地

9 第9投票区 南部町活性化センター 福士28505番地2

10 第10投票区 向田多目的集会センター 福士13886番地2

11 第11投票区 徳間多目的研修センター 福士16832番地

12 第12投票区 南部町役場万沢支所 万沢3398番地1

13 第13投票区 ふるさと陵草館 万沢11786番地65

1富士川町 第1投票区 最勝寺地区公民館 最勝寺762番地1

2 第2投票区 天神中條地区公民館 天神中條766番地1

3 第3投票区 𣇃米地区公民館 𣇃米1237番地

4 第4投票区 長澤地区公民館 長澤567番地5

5 第5投票区 町立第2保育所 長澤918番地

6 第6投票区 青柳町地区公民館 青柳町385番地1

7 第7投票区 町立第3保育所 最勝寺1362番地

8 第8投票区 平林生活改善センター 平林1130番地

9 第9投票区 ゆずの里ふれあいセンター 小室1497番地

10 第10投票区 高下文化センター 高下1432番地

11 第11投票区 ふれあいプラザ 鰍沢153番地21

12 第12投票区 鰍沢中学校体育館 鰍沢1187番地2

13 第13投票区 本町南公民館 鰍沢1256番地2

14 第14投票区 高齢者ふれあいセンター 鰍沢4844番地

15 第15投票区 旧五開小学校 柳川1134番地10

16 第16投票区 十谷生活改善センター 十谷451番地

17 第17投票区 箱原集会所 箱原408番地

18 第18投票区 鹿島集会所 鹿島6631番地

19 第19投票区 駅前通2丁目集会所 駅前通二丁目4番地4

1昭和町 第1投票区 昭和町中央公民館 押越532番地

2 第2投票区 西条一区公会堂 西条4161番地

3 第3投票区 西条二区第一公会堂 西条4265番地

4 第4投票区 清水新居地区公民館 清水新居1110番地2

5 第5投票区 釜無工業団地公園管理棟 築地新居1627番地1

6 第6投票区 上河東公会堂 上河東168番地1常永土地区画整理地内13-1街区16画地

1道志村 第1投票区 月夜野地区公民館 道志村364番地

2 第2投票区 みなもと体験館 道志村2167番地

3 第3投票区 道志村中央公民館 道志村6181番地5

4 第4投票区 水源の郷やまゆりセンター 道志村8991番地

5　 第5投票区 善之木コミュニティセンター 道志村111258番地

1西桂町 西桂投票区 西桂町まちづくり交流センター きずな未来館 下暮地937番地4

1忍野村 第1投票区 内野コミュニティーセンター 内野501

2　 第2投票区 忍草コミュニティーセンター 忍草834

1山中湖村 第1投票区 山中湖村コミュニティセンター 平野283

2 第2投票区 長池コミュニティセンター 平野3307

3 第3投票区 山中湖村公民館 山中448

4　 第4投票区 旭日丘公民館 平野506-624

1鳴沢村 第1投票区 鳴沢村山道ホール 748番地1

2　 第2投票区 鳴沢村大田和公民館 3864番地

1富士河口湖町 第1投票区 富士河口湖町交流センター 船津890番地

2 第2投票区 浅川公民館 浅川655番地

3 第3投票区 小立福祉センター 小立677番地

4 第4投票区 大石福祉センター 大石72番地

5 第5投票区 河口福祉センター 河口6番地の1

6　 第6投票区 船津保育所 船津3391番地

7 第7投票区 勝山ふれあいセンター 勝山4029番地5

8 第8投票区 足和田交流センター 長浜1222番地

9 第9投票区 西湖公民館 西湖南1番3号
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10 第10投票区 根場公民館 西湖西5番18号

11　 第11投票区 大嵐児童館 大嵐422番地

12 第12投票区 精進体育館 精進514番地

13 第13投票区 本栖公民館 本栖331番地

14 第14投票区 上九一色コミュニティセンター 富士ヶ嶺1219番地1

1小菅村 第1投票区 小菅村役場 4698番地

2 第2投票区 多摩川源流大学 1991番地

3　 第3投票区 寺子屋自然塾 425番地

1丹波山村 第1投票区 丹波山村役場 890番地

2　 第2投票区 鴨沢公民館 4943番地2


