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投票所再編（案）投票所再編（案）
投票所を見直します

　市選挙管理委員会では、期日前投票が普及したことで当日投票所の利用者が減少してい

ることなどから、合併後初となる投票所の見直しを検討しています。実施は、４年３月 18

日に任期満了となる市長市議会議員選挙からを見込んでいます。皆さんのご意見をお寄せ

ください。

■問い合わせ　本庁選挙管理委員会事務局（☎ 34-2232）

現行 再編案 現行 再編案

投票所 有権者数

(R2.6 現在 )
投票所

投票所 有権者数

(R2.6 現在 )
投票所

行政区など 行政区など

市役所本庁 3,676

市役所本庁

岩谷堂幼稚園 1,844

市役所江刺総合支所
水沢こ

ども園

寺小路、春日町、

三本木、大町
814

503
市役所江刺総合支所 3,532

増沢ふれあいセンター 580

東町、中央通り、

駅通り、青葉町
311

市総合福祉センター

江刺総合コ

ミュニティ

センター

岩谷堂第 11 区

1,752

642

岩谷堂第14区、

岩谷堂第 15 区
1,110 江刺総合コミュニ

ティセンター
市総合福祉センター 1,062

水沢体育館 1,993 水沢体育館 餅田会館 909

水沢武

道館

柳町、立町、川口

町、不断町東、不

断町西、西常盤
3,447

2,594 水沢武道館

江刺愛宕地区センター 2,710
江刺愛宕地区セン

ター
川西営農センター 591

二子町農業構造改善センター 727

勝手町 853

水沢地区センター

大平生活改善センター 534

田原地区センター
北下幅会館 733 田原地区センター 359

旧水沢西幼稚園 1,853 原体地区農産物処理加工施設 317

ふくわら担い手センター 2,459 ふくわら担い手セン

ター

田原保育所 605

大橋集

会所

福吉町、大橋

2,385

770 藤里地区センター 911
藤里地区センター

桜屋敷南、桜屋敷、

桜屋敷東
1,615

水沢南地区センター

竹原田集落センター 348

伊手地区センター 654

伊手地区センター水沢南地区センター 3,174 上伊手生活改善センター 433

花園集会所 2,896 花園集会所 伊手八区自治会館 321

旧東水沢中学校体育館 1,974
常盤地区センター

米里地区センター 787

米里地区センター常盤地区センター 3,012 木細工自治会館 157

瀬台野交流館 1,954 瀬台野交流館 中郡部落館 207

佐倉河地区センター 2,825
佐倉河地区センター

一区自治会館 175

玉里地区センター舘会館 814 玉里地区センター 685

生活環境伝承センター 881 生活環境伝承センター 次丸会館 536

真城が丘集会所 2,274

真城地区センター

梁川地区センター 691

梁川地区センター折居町会館 343 角川原集落センター 367

真城地区センター 1,594 東沢目集落センター 209

姉体地区センター 1,043
姉体地区センター

広瀬地区センター 578
広瀬地区センター

上姉体会館 2,399 日向会館 427

羽田地区センター 2,365

羽田地区センター

稲瀬地区センター 1,735
稲瀬地区センター

黒田助会館 331 上三照会館 417

鵜ノ木

会館

北鵜ノ木、鵜ノ木
159

137 江刺地域計　30 カ所 24,098 江刺地域計　11 カ所

黒石町字内堀 22

黒石地区センター

前沢地区センター白鳥会館 978

市役所前沢総合支所鶴城集会所 289 前沢地区センター上野原分館 596

二渡会館 313 市役所前沢総合支所 3,270

高清水会館 183 前沢勤労者研修センター 1,569 前沢勤労者研修センター

正法寺会館 73 古城地区センター 1,935 古城地区センター

水沢地域計　29 カ所 47,318 水沢地域計　16 カ所 白山地区センター 1,193 白山地区センター

若柳地区センター 2,003 若柳地区センター 生母地区センター母体分館 846
生母地区センター

胆沢愛宕地区センター 1,304 胆沢愛宕地区センター 生母地区センター赤生津分館 824

西堀切振興会館 1,054

小山地区センター

前沢地域計　８カ所 11,211 前沢地域計　５カ所

小山地区センター 1,437 北股地区センター 417 北股地区センター

くらしの館 781 自然体験ハウス 57
市役所衣川総合支所

二の台公民館 683 二の台公民館 市役所衣川総合支所 1,337

柴山公民館 984
上笹森交流館

南股地区センター 425 南股地区センター

胆沢笹森児童館 1,144 衣里地区センター 1,206 衣里地区センター

南都田地区センター 1,090

南都田地区センター

衣川地域計　５カ所 3,442 衣川地域計　４カ所

南都田第二区自治会館 1,277
市合計　84 カ所 99,093 市合計　42 カ所

第九部落公民館 786

東田ふれあいセンター 481
※表中の赤字は臨時期日前投票所を開設予定

胆沢地域計　12 カ所 13,024 胆沢地域計　６カ所

　　期日前投票の普及による
　　　　　　　　当日投票所利用者の減少

　　

　　投開票所従事要員の確保が困難
　　　　投開票所従事要員＝投票管理者、投票立会

　　　　人、投開票従事職員

　　新型コロナウィルス感染症対策のため、広い投票空間の確保が必要
　　　　バリアフリー対応施設の確保も必要

見直しの背景
投票率と職員数の推移

H22 参議院 R1 参議院 増減

投票率 63.66％ 58.04％ ▲ 5.62％

　うち期日前投票 16.79％ 24.45％ 7.66％

　うち当日投票 46.15％ 33.11％ ▲ 13.04％

職員数※病院除く 1,029 人 833 人 ▲ 196 人

　うち選挙実働数 489 人 454 人 ▲ 35 人

見直し内容

８４８４
カ所 ４２４２

カ所

投票所再編に併せた取り組み

旧投票所へ臨時期日前投票所を開設
新たな投票所までの直線距離がおおむね２㎞以上となる地区

の旧投票所に、半日を目安に臨時期日前投票所を開設

移動困難者を対象とした投票所までの移動補助
在宅の要介護の高齢者または障がい者手帳所有者で移動手段

が無い有権者を対象に、タクシーなどでの自宅と当日投票所

の無料送迎を検討

期日前投票所の増設
出入りが多い施設を期日前投票所とすることを検討

１投票所の有権者数をおおむね
5,000 人で調整

皆さんのご意見をお寄せください！
　投票所の見直しに対するご意見を、次のいずれかの方法でお寄せ

ください。

①見直し対象地区への説明会（１月～２月、順次開催）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、行政区長、振興会長、

民生委員などを対象とします

②見直し対象地区への世帯アンケート（12 月配布済み。２月末提出

期限）

③市ホームページ（２月末まで）

　詳しくは市ホームページをご覧ください。

知っていました？

期日前投票は、どの期
日前投票所でも投票で
きます！

（例）江刺地域に住所を有す

る人は、江刺総合支所だけ

ではなく、メイプルなど他

地域にある期日前投票所で

も投票ができます

※当日投票は指定場所のみ

ウィズコロナの選挙は
期日前投票で！


