
投 票 区 投 票 所 投 票 場 所 所 在 地

第　１投票区 藤沢市役所 本庁舎１階ラウンジ 朝日町１番地の１

第　２投票区 大越小学校 図工室 善行坂一丁目１９番１号

第　３投票区 聖園女学院 マリアホール みその台１番４号

第　４投票区 済美館 １階多目的ホール 本町四丁目６番１６号

第　５投票区 本町小学校 体育館 本町二丁目６番１７号

第　６投票区

第　７投票区 善行市民センター １階コモンスペース１ 善行一丁目２番地の３

第　８投票区 秩父宮記念体育館 武道室 鵠沼東８番２号

第　９投票区 鵠沼市民センター ホール 鵠沼海岸二丁目１０番３４号

第１０投票区 鵠南小学校 特別支援学級教室 鵠沼海岸四丁目７番３４号

第１１投票区 太陽の家 体育館 鵠沼海岸六丁目６番１２号

第１２投票区 鵠沼藤が谷市民の家 鵠沼藤が谷二丁目１１番３２号

第１３投票区 鵠洋小学校 体育館 鵠沼桜が岡三丁目１６番３８号

第１４投票区 鵠沼高等学校 図書館下会議室 鵠沼藤が谷四丁目９番１０号

第１５投票区 第一中学校 多目的スペース 鵠沼神明五丁目１０番９号

第１６投票区 鵠沼小学校 体育館 本鵠沼五丁目４番２３号

第１７投票区 鵠沼中学校 図書室 鵠沼桜が岡四丁目３番３７号

第１８投票区 大鋸小学校 体育館 大鋸１０２０番地

第１９投票区 村岡公民館 ホール 弥勒寺一丁目７番７号

第２０投票区 高谷小学校 家庭科室 高谷９番１号

第２１投票区 コンフォール藤沢団地集会所 藤が岡２－２－D３号棟１階

第２２投票区 藤ヶ岡中学校 技術室 藤が岡三丁目１８番１号

第２３投票区 片瀬小学校 図工室 片瀬二丁目１４番２９号

第２４投票区 片瀬市民センター ロビー 片瀬三丁目９番６号

第２５投票区 湘南白百合学園小学校 体育館 片瀬海岸二丁目２番３０号

第２６投票区 片瀬中学校 多目的ホール 片瀬山四丁目１番１号

第２７投票区 江の島市民の家 江の島二丁目２番１４号

第２８投票区 辻堂青少年会館 ホール 辻堂二丁目８番３１号

第２９投票区 八松小学校 体育館 辻堂元町三丁目１番６号

第３０投票区 辻堂市民の家 辻堂元町四丁目１５番３号

第３１投票区 辻堂小学校 体育館 辻堂東海岸一丁目１７番１号

第３２投票区 高砂小学校 音楽室 辻堂西海岸一丁目３番１号

第３３投票区 辻堂団地集会所 集会室Ａ 辻堂西海岸二丁目１０番５号

第３４投票区 明治市民センター 健康プラザ内体育室 辻堂新町一丁目１１番２３号

第３５投票区 明治中学校 格技室 辻堂新町二丁目１３番１号

第３６投票区 羽鳥小学校 体育館 羽鳥三丁目１１番１号

第３７投票区 明治小学校 体育館 城南三丁目３番１号

第３８投票区 大庭小学校 図工室 大庭５３０７番地の７

第３９投票区 小糸小学校 図工室 大庭５０６２番地の１

第４０投票区 駒寄小学校 こまがくプレイルーム 大庭５５２７番地の２

第４１投票区 善行小学校 コモンスペース 善行団地６番１号

第４２投票区 六会小学校 １階ロビー 亀井野５５０番地

第４３投票区 六会中学校 会議室 亀井野１０００番地

第４４投票区 亀井野小学校 かめっ子ひろば教室 亀井野三丁目３１番地

第４５投票区 六会市民センター ロビー 亀井野四丁目８番地の１
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投 票 区 投 票 所 投 票 場 所 所 在 地

第４６投票区 富士見台小学校 図工室 下土棚５９１番地の１

第４７投票区 石川小学校　 体育館 石川四丁目１９番地の１

第４８投票区 俣野小学校 図工室 西俣野２６６０番地

第４９投票区 長後市民センター 衛生教育室 長後５１３番地

第５０投票区 長後滝山市民の家 長後１１８３番地の１

第５１投票区 長後小学校 家庭科室 長後７７０番地

第５２投票区 高倉中学校 金工室 高倉１１２２番地

第５３投票区 市営渋谷ケ原住宅集会所 湘南台４丁目３３番地

第５４投票区 湘南台小学校 図工室 湘南台五丁目２３番地

第５５投票区 湘南台中学校 図書室 湘南台七丁目１８番地の１

第５６投票区 葛原公民館 葛原１３８５番地

第５７投票区 菖蒲沢市民の家 菖蒲沢９２０番地の２

第５８投票区 打戻自治会館 打戻２５３７番地の１

第５９投票区 御所見市民センター 体育室 打戻１７６０番地の１

第６０投票区 宮原自治会館 宮原１２８９番地

第６１投票区 滝の沢小学校 図工室 遠藤６４１番地の３

第６２投票区 遠藤市民センター ロビー 遠藤２９８４番地の３

第６３投票区 秋葉台中学校　 木工室 遠藤２０００番地の２

第６４投票区 滝の沢中学校 第２美術室 遠藤６９９番地の３

第６５投票区 石名坂温水プール　 ２階多目的ホール 本藤沢一丁目１０番１号

第６６投票区 浜見小学校 プレイルーム 辻堂西海岸一丁目４番１号

第６７投票区 新林小学校 体育館 川名４００番地

第６８投票区 片瀬しおさいセンター トレーニング室 片瀬四丁目９番２２号

第６９投票区 善行町内会館 善行二丁目１９番地の９

第７０投票区 村岡市民の家 弥勒寺三丁目５番１３号

第７１投票区 教育文化センター 大会議室 大鋸１４０７番地の１

第７２投票区 まちづくり協会ビル １階会議室 円行二丁目３番地の１７

第７３投票区 石川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 石川一丁目１番地の２２

第７４投票区 柄沢中央町内会館 柄沢一丁目１７番地の３


