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※ 登録者数は、令和元年12月2日登録日現在の数字です
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投票所

1 旧萩第1 3,014 旧土原保育園 1 3,014 旧土原保育園 川島全区、土原全区

2 旧萩第2 2,120 萩市役所玄関ロビ－ 2 2,120 萩市役所玄関ロビ－ 橋本町、御許町、唐樋町、江向全区

3 旧萩第3 2,244 萩市保健センタ－ 3 2,244 萩市保健センタ－ 河添、平安古全区

4 旧萩第4 2,180 萩西中学校音楽室 4 2,180 萩西中学校音楽室 堀内全区、城東全区、今魚店町、樽屋町

北古萩１区、細工町、塩屋町、恵美須町、瓦町、米屋町、

1,957 東田町、西田町、津守町、上五間町

6 旧萩第6 751 今古萩老人憩の家 下五間町、吉田町、古萩町、今古萩町、熊谷町

7 旧萩第7 936 萩市浜崎介護予防センター 6 936 萩市浜崎介護予防センター 北古萩２区、浜崎新町全区、浜崎町全区、東浜崎町全区 24

8 椿東第1 1,063 県営住宅中津江団地集会所 7 1,063 県営住宅中津江団地集会所 目代、中津江 37 むつみ第2 186 旧高佐下ふれあいセンター

上野、椎原、船津 38 むつみ第3 169 吉部市公会堂

中ノ倉、松本市、無田ヶ原、長山

無田ヶ原口、新川全区、香川津、鶴江全区、前小畑１区、

前小畑２区の１

11 椿東第4 1,306 中小畑恵比須会館 10 1,306 中小畑恵比須会館 前小畑２区の２・３、中小畑、後小畑

12 越ヶ浜 1,229 萩市越ヶ浜介護予防センター 11 1,229 萩市越ヶ浜介護予防センター 越ヶ浜全区

霧口、沖原、大屋、笠屋、河内、椿、濁淵、金谷、椿町、

雑式町、桜江、青海

14 木間 103 木間地域活性化センター 13 103 木間地域活性化センター 東木間、西木間、北木間

15 山田第1 592 白水小学校コミュニティルーム 山田全区、玉江１区、玉江２区の２、玉江３区 42 須佐第2 279 萩市須佐三原農事集会所

16 山田第2 1,705 萩市山田保育園遊戯室 玉江２区の１、玉江浦全区、倉江、小原 43 須佐第3 45 高山公民館

17 三見第1 185 三見市仁王会館 中山、市、手水川、床並、吉広 44 弥富第1 364 萩市弥富支所

18 三見第2 768 萩市三見公民館講義室 畦田、石丸、河内、駅通り、蔵本、明石、浦全区 45 弥富第2 90 鈴野川農林漁業者等健康増進施設

19 三見第3 81 三見飯井公民館 飯井

七重、市場、庄屋、円光寺、馬場上、馬場下、貞平、門前、 46 旭第1 449 萩市旭活性化センター

本郷、羽賀、坂本 47 旭第2 88 長高公民館

21 大井第2 549 旧大井保育園 土井、港全区、港浜全区 48 旭第3 27 舞谷公民館

22 大井第3 412 大井浦蛭子会館 浦全区、後地

23 大島 587 萩市大島公民館講義室 17 587 萩市大島公民館講義室 大島全区

24 相島 133 相島文化センタ－集会室 18 133 相島文化センタ－集会室 相島、櫃島

25 見島第1 548 見島ふれあい交流センター 19 548 見島ふれあい交流センター 本村全区

26 見島第2 155 見島診療所宇津分室待合室 20 155 見島診療所宇津分室待合室 宇津全区 50 福栄第1 330 萩市福栄コミュニティセンター

51 福栄第2 43 半田集会所

27 川上第1 466 萩市川上総合事務所 佐古、川上山田、長谷、三徳、共栄、遠谷、堂河内 52 福栄第3 116 山崎集会所

28 川上第2 196 川上立野集会所 立野、白上、椿瀬、川上横坂 53 福栄第4 255 扇町公会堂

29 川上第3 40 旧笹尾分校 笹尾、杣木谷 54 福栄第5 38 高蕪集会所

30 川上第4 33 江舟集会所 江舟、野戸呂 55 福栄第6 241 市自治会集会所

56 福栄第7 238 農事組合ふくえ会議室

31 田万川第1 214 萩市田万川農村婦人の家 小川4区～小川11区 57 福栄第8 256 京場集会所

32 田万川第2 265 萩市小川交流センター 小川1区～小川3区、小川12区～小川14区、小川24区、小川25区

33 田万川第3 315 下小川ふれあいセンター 小川15区～小川23区

椿東小学校地域ふれあいセンター椿東第29

564

454

1,751

3,8388

487

791

1,468

小計　(2投票区)

26 萩市須佐総合事務所

萩市高俣支所

25 萩市むつみ総合事務所

小計　(2投票区)

2,297

1,034

14

現　　　　　行 再　　編　　後

5 旧萩第5 日の丸保育園保育室

3,838

5

現　　　　　行 再　　編　　後

34 田万川第4 萩市田万川保健センター

23 萩市田万川保健センター

35 田万川第5 江崎ふるさとセンター

須佐第1

日の丸保育園保育室 小計　(5投票区)

30136 むつみ第1 萩市高俣支所

広瀬公会堂

萩市須佐総合事務所

萩市むつみ総合事務所

10 椿東第3 新川会館　　 9 新川会館　　

40

1,786

39

13 椿 萩市民体育館ロビー 12 萩市民体育館ロビー
41

3,364

20 大井第1 萩市大井公民館研修室

16 萩市大井公民館研修室
28

1,692

30 萩市福栄コミュニティセンター

735

735

782

794 小計　(8投票区) 小計　(2投票区)

合計　(57投票区) 合計　(31投票区)

31 農事組合ふくえ会議室小計　(4投票区) 小計　(1投票区)

22 萩市小川交流センター

小計　(26投票区) 小計　(20投票区)

21 萩市川上総合事務所

小計　(4投票区)

49

902

830

1,427

萩市旭活性化センター

旭第4 萩市旭マルチメディアセンター 29 萩市旭マルチメディアセンター830

27
萩市三見公民館講義室

むつみ第5

小計　(2登録区)

342

280

566

萩市弥富支所

小計　(5投票区) 小計　(2投票区)

椿東小学校地域ふれあいセンター

尾浦

731

3,364

1,786

1,206

小計　(5投票区)

むつみ第4

萩市山田保育園遊戯室

15

該当地区名

中郷、宮廻、辻山、高佐横坂、羽月、岸高、中央、御舟子、小国

中橋、金谷、高佐上市、札の奥、領家、安附

下領、影畑、花見、後井、伏馬

佐波木、朝鳥、宇立、市上、市下、岡田、江良、菅谷、毛木山

尾の坂、湯の口、毛木、鈴倉、野田、大光寺、吉部殿川、平ヶ重

瀬尻、上組、丸山、中組、大久保、八幡、松崎、稗田、市味、湊

須佐地、江崎平原、上本郷、下本郷、下郷、わらび台、

大沢、要一、要二

上本町、本町、土居、弁天、上中町、下中町、戎一、戎二、江津

天坪、深谷、二反田、千石台全区

麻生、三戸原、鍛冶屋、志和田、広瀬下、広瀬上、吉部長尾、

柳、鱒谷

松原、本町上、本町中、本町下、河原丁、山根丁西、山根丁東

横屋丁、中津、浦西、浦中、浦東、入江、水海、青葉台、まてかた

金井、押谷、中畑、前地

上三原、堀田、帆柱、下三原上、下三原下、北谷、野頭

高山、沖浦

弥富1区、弥富5区～弥富13区

弥富2区～弥富4区

桜、金峯、扇町、上莚野、下莚野、黒川、吉田

蕪根、高坂

長瀬、大下、佐々並市、成川、深瀬、黒ケ谷、久年、パークタウン

高津、長小野

舞谷

古戦場、同前、矢代、上横瀬、下横瀬、小野山、角力場

すもうば団地、サンウッドビレッジ、釿切、菅蓋、牛地、見定下切

惣田、笛吹、明木上市、下市、蔵屋、原、沖ノ原団地、中央団地

　　　　　　　　　投　票　区　の　再　編

堀越、栗原、小西見、紫福市、田中、小野田、奥畑

中山、永田沖、永井、畑、紫福殿川、紫福長尾、杉原、堂ケ市

奥畑、紫福平原、横貝、京場、壇今木、紫福山田、向山

生野、東宗、西宗、鎌浦、榎屋、別所、押原、仁保谷

鶴ケ谷、平蕨台、麦谷、半田

文捨、山崎、堂ケ迫、入屋、平蕨


