
選挙公報を配架している主要な施設一覧

【市役所・公民館・市民センター】

施設名 所在地

1 藤沢市役所本庁舎総合案内 朝日町１－１

2 市役所分庁舎総合案内 朝日町１－１

3 藤沢公民館（Ｆプレイス） 本町１－１２－１７

4 済美館 本町４－６－１６

5 村岡公民館 弥勒寺１－７－７

6 遠藤市民センター 遠藤２９８４－３

7 片瀬市民センター 片瀬３－９－６

8 片瀬しおさいセンター 片瀬４－９－２２

9 湘南大庭市民センター 大庭５４０６－１

10 六会市民センター 亀井野４－８－１

11 六会市民センター石川分館 石川１－１－２２

12 鵠沼市民センター 鵠沼海岸２－１０－３４

13 御所見市民センター 打戻１７６０－１

14 湘南台市民センター 湘南台１－８

15 善行市民センター 善行１－２－３

16 長後市民センター 長後５１３

17 辻堂市民センター 辻堂西海岸２－１－１７

18 明治市民センター 辻堂新町１－１１－２３

【図書館】

施設名 所在地

1 湘南大庭市民図書館 大庭５４０６－４

2 総合市民図書館 湘南台７－１８－２

3 南市民図書館 南藤沢２１－１　ＯＤＡＫＹＵ湘南ＧＡＴＥ６Ｆ

4 辻堂市民図書館 辻堂２－１５－８



【その他市施設】

施設名 所在地

1 秩父宮記念体育館 鵠沼東８－２

2 藤沢市立看護専門学校 藤沢２－６－２

3 環境事業センター（仮設事務所） 石川１７４５-１

4 鵠沼運動施設事務所 鵠沼海岸６－１２－１

5 秋葉台運動施設事務所 遠藤２０００－１

6 石名坂環境事業所 本藤沢２－１－１

7 石名坂温水プール 本藤沢１－１０－１

8 太陽の家 鵠沼海岸６－６－１２

9 藤沢市民会館 鵠沼東８－１

10 生きがい福祉センター 鵠沼神明１－３－１８

11 藤沢市民病院 藤沢２－６－１

12 藤沢市保健所 鵠沼２１３１－１

13 保健医療センター 大庭５５２７－１

14 北部環境事業所 石川２１６８

15 リサイクルプラザ藤沢 桐原町２３－１

16 片瀬江の島観光案内所 片瀬海岸１－１４－８

17 サムエル・コッキング苑 江の島２－３－２８

18 辻堂青少年会館 辻堂２－８－３１

19 藤沢青少年会館 朝日町１０－８

20 やすらぎ荘 稲荷５８６

21 湘南なぎさ荘 鵠沼海岸６－１７－７

22 こぶし荘 下土棚８００－１

23 少年の森 打戻２３４５

24 長久保公園都市緑化植物園管理事務所 辻堂太平台２－１３－３５

25 藤沢聖苑 大鋸１２５１

26 大庭台墓園 大庭３７８２



【その他施設】

施設名 所在地

1 小田急片瀬江ノ島駅 片瀬海岸２－１５－３

2 小田急鵠沼海岸駅 鵠沼海岸２－４－１０

3 小田急本鵠沼駅 本鵠沼２－１３－１４

4 小田急藤沢駅 南藤沢１－１

5 小田急藤沢本町駅 藤沢３－３－４

6 小田急善行駅 善行１－２７

7 小田急六会日大前駅 亀井野１－１－１

8 小田急湘南台駅 湘南台２－１５

9 小田急長後駅 下土棚４７２

10 ＪＲ藤沢駅 藤沢７５

11 ＪＲ辻堂駅 辻堂神台１－１

12 江ノ電藤沢駅 南藤沢２１－１－２０１

13 江ノ電鵠沼駅 鵠沼松が岡１－１－１

14 江ノ電江ノ島駅 片瀬海岸１－４－７

15 県立総合教育センター（善行庁舎） 善行７－１－１

16 湘南産業振興財団 藤沢６０７-１　ミナパーク２Ｆ

17 藤沢商工会議所 藤沢６０７-１　ミナパーク２Ｆ

18 イトーヨーカ堂藤沢店  鵠沼石上１－１０－１

19 イトーヨーカ堂湘南台店  石川６－２－１

20 ヨークプライス湘南台店 湘南台７－３６－１

21 ヨークフーズ辻堂太平台店 辻堂太平台２－１０－３

22 ヨークフーズ藤沢六会店 亀井野１－３－９

23 セブンイレブン 市内店舗（一部配架されていない店舗あり）

24 藤沢西富郵便局 西富５０５

25 藤沢藤ヶ岡郵便局 藤が岡３－９－２

26 藤沢南口郵便局 鵠沼花沢町１－４

27 藤沢橘通郵便局 鵠沼橘１－１１－１２

28 鵠沼桜が岡郵便局 鵠沼桜が岡３－１９－２

29 片瀬郵便局 片瀬４－１４－１０

30 藤沢片瀬山郵便局 片瀬山２－８－８

31 江ノ島郵便局 江の島１－４－１３

32 鵠沼海岸郵便局 鵠沼海岸３－１－１５



33 鵠沼駅前郵便局 鵠沼松が岡１－１－６

34 辻堂郵便局 辻堂１－４－２

35 藤沢東海岸郵便局 辻堂西海岸１－８－１５

36 藤沢西海岸郵便局 辻堂西海岸２－１０－３－１０

37 藤沢郵便局 藤沢１１５－２

38 藤沢台町郵便局 藤沢４－５－２

39 藤沢南仲通郵便局 藤沢１０１５－１４

40 藤沢本町郵便局 本町１－４－２６

41 藤沢辻堂新町郵便局 辻堂新町１－１９－１０

42 藤沢大庭郵便局 大庭５０６１－２１

43 藤沢善行郵便局 善行２－１８－４

44 藤沢善行団地内郵便局 善行団地３－１７－１

45 高座渋谷郵便局 長後１２４４

46 長後郵便局 長後６７２－２

47 藤沢北郵便局 高倉１２２０

48 湘南台駅前郵便局 湘南台２－５－５　ウェルコンシェール１Ｆ

49 藤沢今田郵便局 湘南台７－３－２

50 六会郵便局 亀井野２－１４－２

51 藤沢遠藤郵便局 遠藤２９５３－８

52 御所見郵便局 用田６１７

53 藤沢慶応前郵便局 遠藤４２５０－１

54 藤沢湘南ライフタウン郵便局 大庭５６８１－３０

55 ＪＡさがみ本店 湘南台５－１４－１０

56 ＪＡさがみ総合経済センター 打戻１９０７－１


