
投票区等の見直し一覧（案）

【見直し前】 【見直し後】
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103 北部 994 八幡公民館 郡上市八幡町殿町46番地1

105 中坪 545 新中坪住宅集会所 郡上市八幡町中坪99番地1

101 東部 1,276

八幡防災センター防災

研修室

郡上市八幡町島谷228番地

東町（現小野）を編入、橋本町を西部に

編入

102

八幡東

部

1,394 八幡防災センター 郡上市八幡町島谷228番地

102 西部 1,368

郡上八幡中央コミュニ

ティ消防センター

郡上市八幡町島谷1010番地2 橋本町（現東部）を編入 103

八幡南

部

1,430

郡上八幡中央コミュニ

ティ消防センター

郡上市八幡町島谷1010番地2

104 五町 543 八幡第２公民館 郡上市八幡町五町三丁目18番地1 － 104 五町 543 八幡第２公民館 郡上市八幡町五町三丁目18番地1

106 初音 411 川合公民館 郡上市八幡町初音1135番地2

107 河鹿 95

郡上八幡河鹿２区集落

センター

郡上市八幡町河鹿953番地2

河鹿

110 稲成 803 中野集会所 郡上市八幡町稲成361番地6

111 亀尾島 115 亀尾島集会所 郡上市八幡町相生3454番地

108 相生 1,044 相生公民館 郡上市八幡町相生1371番地4

112 安久田 58

西安久田農林集会所⇔

東安久田集会所

西安久田：郡上市八幡町安久田1085番地

東安久田：郡上市八幡町安久田1582番地

安久田

109 那比 451 那比公民館 郡上市八幡町那比3068番地 － 108 那比 451 那比公民館 郡上市八幡町那比3068番地

116 小野 1,624 郡上八幡青少年セン 郡上市八幡町小野八丁目5番地2

114 初納 655 初納住宅集会所 郡上市八幡町初納9番地3

113 市島 899 口明方公民館 郡上市八幡町市島945番地1

115 有穂 267 有穂集会場 郡上市八幡町有穂394番地 有穂

117 美山 276 西和良公民館 郡上市八幡町美山2643番地

118 夕谷 74 夕谷集会場 郡上市八幡町美山3873番地3

119 入間 106 入間集会場 郡上市八幡町入間1032番地

120 洲河 74 洲河集会場 郡上市八幡町洲河1464番地

121 野々倉 22 旧小那比小野々倉分校 郡上市八幡町野々倉1323番地 野々倉

122 小那比 233 小那比公民館 郡上市八幡町小那比3115番地1

201 徳永 939

大和保健福祉センター

やまつつじ

郡上市大和町徳永618番地

209 名皿部 191 名皿部公民館 郡上市大和町名皿部608番地

202 神路 314 大和神路体育館 郡上市大和町神路783番地 神路

203 下栗巣 400 下栗巣集会所 郡上市大和町栗巣401番地1

204 上栗巣 102 上栗巣集会所 郡上市大和町栗巣1930番地1 上栗巣

205 剣 1,373 剣中公民館 郡上市大和町剣1290番地1 － 203 剣 1,373 剣中公民館 郡上市大和町剣1290番地1

206 大間見 228 大間見いこいの家 郡上市大和町大間見1604番地6 大間見

207 東弥 315 東弥公民館 郡上市大和町大間見307番地1

208 万場 670

郡上大和ほたるの里蛍

光館

郡上市大和町万場2011番地 － 205 万場 670

郡上大和ほたるの里蛍

光館

郡上市大和町万場2011番地

210 島 1,027 大和西公民館 郡上市大和町島2657番地1

211 落部 97 落部公民館 郡上市大和町落部1601番地1

名皿部、神路、徳永を統合

上栗巣と下栗巣を統合。上栗巣は臨時

期日前投票所を開設。

大間見と東弥を統合し、投票所を変更。

大間見は臨時期日前投票所を開設。

落部と島を統合

中坪と北部を統合

初納と小野を統合、東町を東部に編入

河鹿と初音を統合。河鹿は臨時期日前

投票所を開設。

安久田と相生を統合

亀尾島と稲成を統合

有穂と市島を統合。有穂は臨時期日前

投票所を開設。

夕谷、入間、洲河と美山を統合

野々倉と小那比を統合。野々倉は臨時

期日前投票所を開設。

大和西公民館 郡上市大和町島2657番地1

口大間見集会所（変更） 郡上市大和町大間見543番地3

206 島 1,124

204

口大間

見

543

下栗巣集会所 郡上市大和町栗巣401番地1

大和保健福祉センター

やまつつじ

郡上市大和町徳永618番地

202 下栗巣 502

201 徳永 1,444

1,166

106 稲成 918

小那比公民館 郡上市八幡町小那比3115番地1

西和良公民館 郡上市八幡町美山2643番地

112 小那比 255

111 西和良 530

小野公民館 郡上市八幡町小野八丁目5番地2

八幡公民館 郡上市八幡町殿町46番地1

口明方公民館 郡上市八幡町市島945番地1

中野集会所 郡上市八幡町稲成361番地6

109 小野 2,099

101

八幡北

部

1,539

相生公民館 郡上市八幡町相生1371番地10

川合公民館 郡上市八幡町初音1135番地2

107 相生 1,102

105 初音 506

110 市島

別紙
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301 白鳥第1 1,386 白鳥ふれあい創造館 郡上市白鳥町白鳥359番地26

302 白鳥第2 539

郡上市役所白鳥庁舎1

階第1会議室

郡上市白鳥町白鳥38番地1

307 越佐 161 越佐農村センター 郡上市白鳥町越佐757番地5

319 向小駄良 497

向小駄良ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾ

ﾝﾀｰ

郡上市白鳥町向小駄良446番地1

303 為真第1 1,077

為真中央生活改善セン

ター

郡上市白鳥町為真1015番地20

304 為真第2 699 為真小向集会所 郡上市白鳥町為真1948番地1

305 大島 1,180 大島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 郡上市白鳥町大島1651番地3

306 中津屋 569

中津屋伝統芸能継承ｾ

ﾝﾀｰ

郡上市白鳥町中津屋846番地1

308 野添 295 野添集会所 郡上市白鳥町野添677番地

309 六ノ里 215 六ノ里集会所 郡上市白鳥町六ﾉ里1669番地9 六ノ里

310 中西 376 中西区民センター 郡上市白鳥町中西584番地21

311 阿多岐 186 阿多岐集会所 郡上市白鳥町阿多岐1940番地1 阿多岐

312 恩地 240 恩地農村センター 郡上市白鳥町恩地300番地1

313 那留 787

那留農業技術研修セン

ター

郡上市白鳥町那留1198番地2 － 305 那留 787

那留農業技術研修セン

ター

郡上市白鳥町那留1198番地2

314 前谷 246 前谷集会所 郡上市白鳥町前谷318番地1

315 歩岐島 149 歩岐島集会所 郡上市白鳥町歩岐島225番地1

316 干田野 153 干田野集会所 郡上市白鳥町干田野1182番地1

317 長滝 124 長滝ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 郡上市白鳥町長滝77番地

318 二日町 540 二日町農村センター 郡上市白鳥町二日町666番地6

320 石徹白 227 石徹白農村センター 郡上市白鳥町石徹白第36号51番地1 － 307 石徹白 227 石徹白農村センター 郡上市白鳥町石徹白第36号51番地1

401 大鷲 814 高鷲向鷲見集会所 郡上市高鷲町大鷲2437番地1

402 鮎走 564 高鷲鮎走公民館 郡上市高鷲町鮎立2759番地3

403 切立 216 高鷲切立集会所 郡上市高鷲町鮎立3997番地1

404 鷲見 383 高鷲鷲見集会所 郡上市高鷲町鷲見1420番地 鷲見

405 西洞 190 高鷲西洞集会所 郡上市高鷲町西洞2619番地

406 ひるがの 482

高鷲ひるがの老人憩い

の家

郡上市高鷲町ひるがの4670番地101

504 山田 433

美並くじ本転作技術研

修センター

郡上市美並町山田1493番地39

505 三戸 406 美並健康増進センター 郡上市美並町三戸1059番地1

503 高砂 299 美並基幹集落センター 郡上市美並町高砂397番地1

506 白山 694 三城小学校体育館 郡上市美並町白山745番地1

501 南上田 254 美並木尾多目的集会所 郡上市美並町上田3001番地2 南上田

502 北上田 797 下田公民館 郡上市美並町上田248番地1

507 大原 618 美並南部体育館 郡上市美並町大原1111番地1

601 二間手 274 明宝保健センター 郡上市明宝二間手535番地

603 気良 392 気良するすみの家 郡上市明宝気良524番地2

602 寒水 255 寒水掛踊伝承館 郡上市明宝寒水1241番地2 － 602 寒水 255 寒水掛踊伝承館 郡上市明宝寒水1241番地2

604 奥住 231 奥住ふれあいの家 郡上市明宝奥住1770番地1

606 畑佐 201 畑佐ほほえみの家 郡上市明宝畑佐349番地3

605 小川 157 小川交流センター 郡上市明宝小川633番地 － 604 小川 157 小川交流センター 郡上市明宝小川633番地

701 鹿倉 78 鹿倉公民館 郡上市和良町鹿倉698番地 鹿倉

702 野尻 189

宮代公民館⇔野尻公民

館

宮代：郡上市和良町宮代731番地3

野尻：郡上市和良町野尻244番地2

705 中央西 326 和良保育園 郡上市和良町宮地397番地10

706 中央東 378

郡上市役所和良庁舎1

階会議室

郡上市和良町沢882番地

703 田平 42 田平公民館 郡上市和良町三庫1372番地 田平

704 東野 115 東野公民館 郡上市和良町三庫3386番地1

707 土京 187 下土京公民館 郡上市和良町土京534番地

708 方須 247 方須公民館 郡上市和良町方須501番地1

80 計 36,457 （参考）平均：456人 36 計 36,457 （参考）平均：1,013人 13

402

高鷲北

部

1,055

高鷲ひるがの老人憩い

の家

郡上市高鷲町ひるがの4670番地101

鷲見、西洞、ひるがのを統合。鷲見は臨

時期日前投票所を開設。

気良と二間手を統合

奥住と畑佐を統合

鹿倉、野尻、中央東、田平、東野、中央

西を統合。鹿倉、田平は臨時期日前投

票所を開設。

方須と土京を統合

大島と中津屋を統合し、投票所を変更

野添、六ノ里、阿多岐、恩地、中西を統

合。六ノ里、阿多岐は臨時期日前投票

所を開設。

前谷、歩岐島、干田野、長滝、二日町を

統合し、投票所を変更

大鷲、鮎走、切立を統合し、投票所を変

更

南上田、北上田、大原を統合し、投票所

を変更。

高砂と白山を統合。山田の一部（赤池、

杉原、円山）を白山に編入。

山田の一部（門福手、くじ本）を三戸に

編入。

下土京公民館 郡上市和良町土京534番地

和良保育園 郡上市和良町宮地397番地10

702

和良東

部

434

701

和良西

部

1,128

畑佐ほほえみの家

白鳥第2、越佐、向小駄良、白鳥第1を

統合

為真第2と為真第1を統合

郡上市明宝畑佐349番地3

明宝保健センター 郡上市明宝二間手535番地

603

明宝北

部

432

601

明宝中

央

666

郡上市高鷲町大鷲2349番地1

高鷲南

部

1,594401

北濃保育園（変更） 郡上市白鳥町長滝402番地18306 北濃 1,212

高鷲振興事務所（変更）

中西区民センター 郡上市白鳥町中西584番地21

大中公民館（変更） 郡上市白鳥町中津屋366番地２

304 牛道 1,312

303 大中 1,749

為真中央生活改善セン

ター

郡上市白鳥町為真1015番地20

白鳥ふれあい創造館 郡上市白鳥町白鳥359番地26

302 為真 1,776

301 白鳥 2,583

503

美並南

部

1,669

吉田小学校体育館（変

更）

郡上市美並町上田69番地

501

美並北

部

583 美並健康増進センター 郡上市美並町三戸1059番地1

502

美並中

部

1,249 三城小学校体育館 郡上市美並町白山745番地1


