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在

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1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4丁目6番16号

第 5投票区 本町小学校

図工室

本町2丁目6番17号

第 6投票区

（

欠番

地

）

第 7投票区 善行市民センター

コモンスペース１

善行1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2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4丁目7番34号

第11投票区 太陽の家

しいの実学園集会室

鵠沼海岸6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2丁目11番32号

第13投票区 鵠洋小学校

職員室前ロビー

鵠沼桜が岡3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4丁目9番10号

第15投票区 第一中学校

会議室

鵠沼神明5丁目10番9号

第16投票区 鵠沼小学校

図工室

本鵠沼5丁目4番23号

第17投票区 鵠沼中学校

図書室

鵠沼桜が岡4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1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 藤が岡市民の家

藤が岡2丁目2番D3号

第22投票区 藤ヶ岡中学校

技術室

藤が岡3丁目18番1号

第23投票区 片瀬小学校

図工室

片瀬2丁目14番29号

第24投票区 片瀬市民センター

ロビー

片瀬3丁目9番6号

第25投票区 湘南白百合学園小学校

昇降口ロビー

片瀬海岸2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4丁目1番1号

第27投票区 江の島市民の家

江の島2丁目2番14号

第28投票区 辻堂青少年会館

ホール

辻堂2丁目8番31号

第29投票区 八松小学校

体育館

辻堂元町3丁目1番6号

第30投票区 辻堂市民の家

辻堂元町4丁目15番3号

第31投票区 辻堂小学校

体育館

辻堂東海岸1丁目17番1号

第32投票区 高砂小学校

音楽室

辻堂西海岸1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2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1丁目11番23号

第35投票区 明治中学校

格技室

辻堂新町2丁目13番1号

第36投票区 羽鳥小学校

体育館

羽鳥3丁目11番1号

第37投票区 明治小学校

体育館

城南3丁目3番1号
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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3丁目31番地

第45投票区 六会市民センター

ロビー

亀井野4丁目8番地の1

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4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

地

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 渋谷ヶ原集会所

湘南台4丁目20番地の12

第54投票区 湘南台小学校

図工室

湘南台5丁目23番地

第55投票区 湘南台中学校

図書室

湘南台7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

第60投票区 宮原自治会館

打戻1760番地の1
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1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1丁目4番1号

第67投票区 新林小学校

図工室

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4丁目9番22号

第69投票区 善行町内会館

善行2丁目19番地の9

第70投票区 村岡市民の家

弥勒寺3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2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1丁目1番地の22

第74投票区 柄沢中央町内会館

柄沢1丁目17番地の3

