
行政区等

水沢第１

寺小路、春日町、三本木、

大町
503

東町、中央通り、駅通り、

青葉町
311

水沢第３

水沢第２ 水沢第２ 水沢体育館 1,993

柳町、立町、川口町、不断

町東、不断町西、西常盤
2,594 水沢第４ 水沢武道館 2,594

勝手町 853

水沢第６

水沢第７

水沢第８

福吉町、大橋 770

桜屋敷南、桜屋敷、桜屋敷

東
1,615

水沢第10

水沢第11 水沢第８ 花園集会所 2,896

水沢第12

水沢第13

水沢第14 水沢第10 瀬台野交流館 1,954

佐倉河第１

佐倉河第３

佐倉河第２ 佐倉河第２ 生活環境伝承センター 881

真城第１

真城第２

真城第３

姉体第１

姉体第２

羽田第１

羽田第２

北鵜ノ木、鵜ノ木 137

（黒石町）内堀 22

黒石第１

黒石第２

黒石第３

黒石第４

47,318

投票区

水沢地域計　29箇所 47,318 水沢地域計　16箇所

羽田第３ 鵜ノ木会館 159

黒石 奥州市黒石地区センター 880

鶴城集会所 289

二渡会館 313

高清水会館 183

正法寺会館 73

奥州市羽田地区センター 2,365

羽田 奥州市羽田地区センター 2,833黒田助会館 331

折居町会館 343

奥州市真城地区センター 1,594

奥州市姉体地区センター 1,043
姉体 奥州市姉体地区センター 3,442

真城が丘集会所 2,274

真城 奥州市真城地区センター 4,211

上姉体会館 2,399

3,639
舘会館 814

生活環境伝承センター 881

瀬台野交流館 1,954

奥州市佐倉河地区センター 2,825
佐倉河第１ 奥州市佐倉河地区センター

奥州市常盤地区センター 4,986
奥州市常盤地区センター 3,012

3,174

花園集会所 2,896

旧奥州市立東水沢中学校体育館 1,974
水沢第９

水沢第９ 大橋集会所 2,385

水沢第７ 奥州市水沢南地区センター 4,789

奥州市水沢南地区センター

ふくわら担い手センター 2,459
水沢第６ ふくわら担い手センター 3,229

水沢第５ 奥州市水沢地区センター 3,439北下幅会館 733

旧奥州市立水沢西幼稚園 1,853

水沢第３ 奥州市総合福祉センター 1,373

奥州市総合福祉センター

奥州市役所 3,676

水沢第１ 奥州市役所 4,179

（別紙）

投票区再編一覧表

現行 再編案

投票所 有権者数

(R2,6定時)
投票所投票区

有権者数

(R2,6定時)

1,062

水沢体育館 1,993

水沢第５ 水沢武道館 3,447

水沢第４ 水沢こども園 814
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行政区等
投票区

現行 再編案

投票所 有権者数

(R2,6定時)
投票所投票区

有権者数

(R2,6定時)

岩谷堂第１

岩谷堂第２

岩谷堂第４

岩谷堂第11区 642

岩谷堂第14区、岩谷堂第

15区
1,110

岩谷堂第３

愛宕第１

愛宕第２

愛宕第３

田原第１

田原第２

田原第３

田原第４

藤里第１

藤里第２

伊手第１

伊手第２

伊手第３

米里第１

米里第２

米里第３

玉里第１

玉里第２

玉里第３

梁川第１

梁川第２

梁川第３

広瀬第１

広瀬第２

稲瀬第１

稲瀬第２

24,098

前沢第１

前沢第４

前沢第２

前沢第３ 前沢第２ 前沢勤労者研修センター 1,569

前沢第５ 古城 奥州市古城地区センター 1,935

前沢第６ 白山 奥州市白山地区センター 1,193

前沢第７

前沢第８

11,211

1,670
奥州市生母地区センター赤生津分館 824

前沢地域計　8箇所 11,211 前沢地域計　5箇所

奥州市生母地区センター母体分館 846
生母 奥州市生母地区センター

奥州市古城地区センター 1,935

奥州市白山地区センター 1,193

4,844奥州市前沢地区センター上野原分館 596

奥州市役所前沢総合支所 3,270

江刺地域計　30箇所 24,098 江刺地域計　11箇所

奥州市前沢地区センター白鳥分館 978

前沢第１ 奥州市役所前沢総合支所

前沢勤労者研修センター 1,569

175

玉里 奥州市玉里地区センター 1,396

日向会館 427

奥州市稲瀬地区センター 1,735
稲瀬 奥州市稲瀬地区センター 2,152

奥州市広瀬地区センター 578
広瀬 奥州市広瀬地区センター 1,005

上三照会館 417

1,151木細工自治会館 157

中郡部落館 207

角川原集落センター 367

東沢目集落センター 209

奥州市玉里地区センター 685

次丸会館 536

奥州市梁川地区センター 691

梁川 奥州市梁川地区センター 1,267

一区自治会館

上伊手生活改善センター 433

伊手八区自治会館 321

奥州市米里地区センター 787

竹原田集落センター 348

奥州市伊手地区センター 654

伊手 奥州市伊手地区センター 1,408

奥州市藤里地区センター 911
藤里 奥州市藤里地区センター 1,259

米里 奥州市米里地区センター

奥州市田原地区センター 359

原体地区農産物処理加工施設 317

田原保育所 605

大平生活改善センター 534

田原 奥州市田原地区センター 1,815

川西営農センター 591

二子町農業構造改善センター 727

2,019

餅田会館 909

奥州市江刺愛宕地区センター 2,710

江刺愛宕 奥州市江刺愛宕地区センター 4,028

6,598
奥州市役所江刺総合支所 3,532

増沢ふれあいセンター 580

江刺総合コミュニティセンター 1,752

岩谷堂第２

奥州市立岩谷堂幼稚園 1,844

岩谷堂第１ 奥州市役所江刺総合支所

岩谷堂第５

江刺総合コミュニティセンター
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行政区等
投票区

現行 再編案

投票所 有権者数

(R2,6定時)
投票所投票区

有権者数

(R2,6定時)

胆沢第１ 若柳 奥州市若柳地区センター 2,003

胆沢第２ 胆沢愛宕 奥州市胆沢愛宕地区センター 1,304

胆沢第３

胆沢第５

胆沢第８

胆沢第４ 小山第２ 二の台公民館 683

胆沢第６

胆沢第７

胆沢第９

胆沢第10

胆沢第11

胆沢第12

13,024

衣川第１ 北股 奥州市北股地区センター 417

衣川第２

衣川第３

衣川第４ 南股 奥州市南股地区センター 425

衣川第５ 衣里 奥州市衣里地区センター 1,206

3,442

99,093

3,272奥州市小山地区センター小山第１

衣川地域計　5箇所 3,442 衣川地域計　4箇所

全地域合計　84箇所 99,093 全地域合計　42箇所

奥州市役所衣川総合支所 1,337

奥州市南股地区センター 425

奥州市衣里地区センター 1,206

自然体験ハウス 57
衣川 奥州市役所衣川総合支所 1,394

南都田第二区自治会館 1,277

第九部落公民館 786

東田ふれあいセンター 481

二の台公民館 683

胆沢笹森児童館 1,144

奥州市南都田地区センター 1,090

奥州市若柳地区センター 2,003

奥州市胆沢愛宕地区センター 1,304

奥州市小山地区センター 1,437

柴山公民館

奥州市北股地区センター 417

南都田 奥州市南都田地区センター

胆沢地域計　12箇所 13,024 胆沢地域計　6箇所

984

くらしの館

西堀切振興会館 1,054

781

3,634

2,128上笹森交流館小山第３
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№ 対象投票区 投票所 再編後の投票所
直線距離
（km）

1 真城第２ 折居町会館 真城地区センター 2.40

2 姉体第２ 上姉体会館 姉体地区センター 2.40

3 羽田第２ 黒田助会館 羽田地区センター 3.50

4 羽田第３ 鵜ノ木会館 羽田地区センター 2.40

5 黒石第２ 二渡会館 黒石地区センター 2.60

6 黒石第４ 正法寺会館 黒石地区センター 3.95

7 岩谷堂第２ 増沢ふれあいセンター 江刺総合支所 2.20

8 愛宕第２ 川西営農センター 江刺愛宕地区センター 2.05

9 愛宕第３ 二子農業構造改善センター 江刺愛宕地区センター 2.70

10 田原第１ 大平生活改善センター 田原地区センター 4.75

11 田原第３ 原体地区農産物処理加工施設 田原地区センター 2.55

12 伊手第２ 上伊手生活改善センター 伊手地区センター 2.10

13 米里第２ 木細工自治会館 米里地区センター 5.40

14 玉里第１ 一区自治会館 玉里地区センター 2.90

15 玉里第３ 次丸会館 玉里地区センター 2.40

16 梁川第２ 角川原集落センター 梁川地区センター 2.45

17 梁川第３ 東沢目集落センター 梁川地区センター 2.25

18 稲瀬第２ 上三照会館 稲瀬地区センター 3.10

19 胆沢第３ 西堀切振興会館 小山地区センター 2.30

20 衣川第２ 自然体験ハウス 衣川総合支所 4.70

臨時期日前投票所設置個所数計

《参考資料》
臨時期日前投票所設置対象投票所（再編後投票所との直線距離が2.00ｋｍ以上となる投票所）

20箇所
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