
第４９回衆議院議員総選挙　投票所一覧

番号 地区 NO 投票所名 所　在　地

1 郡　山 1 郡山市郡山公会堂 麓山一丁目8番4号

2 郡　山 2 郡山市立橘小学校（体育館） 堤下町4番4号

3 郡　山 3 中央公民館金透分室 堂前町5番21号

4 郡　山 5 郡山市立赤木地域公民館 赤木町7番19号

5 郡　山 6 郡山市立芳山小学校（体育館） 長者二丁目8番24号

6 郡　山 7 郡山市立桃見台小学校（体育館） 桃見台12番3号

7 郡　山 8 郡山市立桑野小学校（体育館） 亀田一丁目36番17号

8 郡　山 9 郡山市立開成地域公民館 開成三丁目14番10号

9 郡　山 10 郡山市立郡山第一中学校（体育館） 菜根二丁目1番31号

10 郡　山 11 郡山市立郡山第三中学校（体育館） 菜根三丁目1番13号

11 郡　山 13 郡山市立桜小学校（体育館） 字山崎5番地

12 郡　山 14 郡山市立小原田地域公民館 小原田四丁目3番4号

13 郡　山 15 郡山市立芳賀小学校（体育館） 芳賀二丁目20番17号

14 郡　山 16 郡山市立富田小学校（体育館） 町東三丁目147番地

15 郡　山 17 郡山市立郡山第六中学校（体育館） 富田町字十文字2番地

16 郡　山 18 郡山市立小山田小学校（体育館） 大槻町字六角26番地

17 郡　山 19 郡山市立大成小学校（体育館） 鳴神二丁目55番地

18 郡　山 20 郡山市大槻ふれあいセンター 大槻町字中前田56番地1

19 郡　山 21 大槻町矢地内集会所 大槻町字隠居免44番地

20 郡　山 22 大槻町坦ノ腰会館 大槻町字坦ノ腰15番地の2

21 郡　山 23 太田集会所 大槻町字太田199番地

22 郡　山 24 郡山市立中央公民館針生分館 大槻町字笹ノ台71番地の1

23 郡　山 25 蒲倉集会所 緑ケ丘東七丁目28番地の4

24 郡　山 26 郡山市立東部地域公民館 阿久津町字久保24番地の1

25 郡　山 27 郡山市白岩コミュニティ消防センター 白岩町字柿ノ口21番地

26 郡　山 28 舞木町集会所 舞木町字岩ノ作115番地

27 郡　山 29 郡山市立小原田中学校（体育館） 小原田三丁目20番41号

28 郡　山 30 郡山市立大島小学校（体育館） 並木四丁目10番地

29 郡　山 31 郡山市立大槻東地域公民館 御前南二丁目93番地

30 郡　山 32 郡山市緑ケ丘ふれあいセンター 緑ケ丘東三丁目1番地の21

31 郡　山 33 郡山市立富田東小学校（体育館） 富田町字天神林36番地

32 郡　山 34 郡山市立久留米地域公民館 久留米三丁目46番地

33 安　積 1 郡山市立安積公民館笹川分館 安積町笹川字篠川59番地の7

34 安　積 2 郡山市立安積公民館日出山分館 安積町日出山三丁目123番地

35 安　積 3 郡山市立安積公民館安積分室（研修室） 安積一丁目30番地

36 安　積 4 成田集会所 安積町成田字西田96番地の1

37 安　積 5 郡山市立安積公民館牛庭分館 安積町牛庭四丁目112番地

38 安　積 6 神明下集会所 安積町日出山字一本松88番地

39 安　積 7 郡山市立柴宮地域公民館 安積町荒井字前田24番地の1

40 安　積 8 消防団安積第２分団第３班（駅前）旧詰所 笹川二丁目208番地の1

41 安　積 9 荒井中央公園ふれあいホール 安積北井一丁目49番地

42 安　積 10 荒井集会所 安積町荒井字東屋敷10番地の2

43 安　積 11 西長久保集会所 安積町笹川字西長久保64番地の1

44 安　積 12 南長久保集会所 安積町南長久保一丁目127番地

45 安　積 13 郡山市立安積南地域公民館 安積町笹川字吉田40番地の81

46 三穂田 1 郡山市立三穂田公民館下守屋分館 三穂田町下守屋字竹ノ内71番地の2

47 三穂田 2 富岡上郷集会所 三穂田町富岡字梅田2番地

48 三穂田 3 郡山市立三穂田公民館富岡分館 三穂田町富岡字本郷65番地

49 三穂田 4 郡山市立三穂田公民館鍋山分館 三穂田町鍋山字清水尻3番地

50 三穂田 5 郡山市立三穂田公民館芦ノ口分館 三穂田町山口字芦ノ口131番地
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51 三穂田 6 山口集会所 三穂田町山口字中田48番地

52 三穂田 7 大谷集会所 三穂田町大谷字東中ノ内111番地の3

53 三穂田 8 郡山市立三穂田公民館 三穂田町八幡字東屋敷6番地

54 三穂田 9 駒屋集会所 三穂田町駒屋字四斗蒔108番地

55 三穂田 10 野田集会所 三穂田町野田字工藤台1番地

56 三穂田 11 郡山市立三穂田公民館川田分館 三穂田町川田字元前田1番地

57 逢　瀬 1 郡山市逢瀬コミュニティセンター（大集会室） 逢瀬町多田野字南原3番地

58 逢　瀬 2 堀口集会所 逢瀬町多田野字上古川林9番地の5

59 逢　瀬 3 山田原集会所 逢瀬町多田野字上山田原1番地の69

60 逢　瀬 4 逢瀬町三区中央集会所 逢瀬町多田野字大界59番地の2

61 逢　瀬 5 郡山市河内ふれあいセンター 逢瀬町河内字西荒井156番地

62 逢　瀬 6 旧郡山市立河内小学校夏出分校（体育館） 逢瀬町河内字鳥井戸6番地

63 逢　瀬 7 河内下郷集会所 逢瀬町河内字原31番地

64 片　平 1 郡山市片平行政センター 片平町字町南7番地の2

65 片　平 2 岩倉集会所 片平町字中屋敷向51番地2

66 片　平 3 新田口集会所 片平町字下久七田7番地の2

67 片　平 4 蟻塚集会所 片平町字新蟻塚93番地の4

68 片　平 5 庚坦原集会所 片平町字庚坦原4番地

69 喜久田 1 郡山市立喜久田小学校（体育館） 喜久田町堀之内字上馬面3番地

70 喜久田 2 郡山市立喜久田公民館早稲原分館 喜久田町早稲原字町141番地

71 喜久田 3 前田沢地区営農生活改善施設（前田沢集会所） 喜久田町前田沢一丁目41番地

72 喜久田 4 西原集会所 喜久田町字行人作田7番地の128

73 喜久田 5 中原集会所 喜久田町字赤沼向9番地の23

74 日和田 1 日和田町文化体育館 日和田町字日向134番地

75 日和田 2 郡山市立日和田公民館高倉体育館 日和田町高倉字町裏34番地の2

76 日和田 3 郡山市立日和田公民館八丁目分館 日和田町八丁目字仲頃29番地の7

77 日和田 4 郡山市立日和田公民館梅沢分館 日和田町梅沢字新屋敷72番地の4

78 日和田 5 郡山市立日和田公民館久留米分館 日和田町高倉字大口原18番地の8

79 日和田 6 郡山市立日和田公民館宮下分館 日和田町字黒沢100番地の1

80 富久山 1 郡山市富久山総合学習センター（富久山公民館） 富久山町福原字泉崎181番地の1

81 富久山 2 郡山市立行徳地域公民館 富久山町久保田字桝形43番地

82 富久山 3 郡山市富久山総合学習センター（富久山公民館） 富久山町福原字泉崎181番地の1

83 富久山 4 郡山市立行健第二小学校（体育館） 富久山町八山田字八津11番地の２

84 富久山 5 郡山市立富久山公民館小泉分館 富久山町北小泉字前田1番地の1

85 富久山 6 双葉幼稚園 富久山町久保田字石堂51番地

86 富久山 7 郡山市立明健小学校（体育館） 富久山町八山田字大森新田70番地

87 富久山 8 古町集会所 富久山町久保田字古町137番地の1

88 富久山 9 郡山市立八山田地域公民館 八山田五丁目410番地

89 湖　南 1 郡山市湖南コミュニティセンター 湖南町舟津字舟津852番地

90 湖　南 2 舘集会所 湖南町舘字伊勢ノ前1236番地の1

91 湖　南 3 横沢集会所 湖南町横沢字村西1299番地の1

92 湖　南 4 浜路集会所 湖南町浜路字稲宝594番地

93 湖　南 5 中野集会所 湖南町中野字堰内2530番地

94 湖　南 6 安佐野集会所 湖南町中野字安佐野148番地の1

95 湖　南 7 三代集会所 湖南町三代字寺ノ前290番地

96 湖　南 8 中ノ入集会所 湖南町三代字中ノ入2646番地

97 湖　南 9 サン・サン・グリーン湖南 湖南町福良字台畠8584番地

98 湖　南 10 両浜集会所 湖南町福良字前田2番地の3

99 湖　南 11 樋ノ口作業所 湖南町福良字樋ノ口8069番地の2

100 湖　南 12 秋山集会所 湖南町赤津字墓所後50番地
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101 湖　南 13 東岐集会所 湖南町赤津字辰巳ケ沢2446番地の1

102 湖　南 14 赤津集会所 湖南町赤津字北町4623番地の 3

103 熱　海 1 郡山市立熱海公民館高玉分館 熱海町高玉字南梨子平60番地

104 熱　海 2 熱海町上高玉集会所 熱海町高玉字西田仲122番地の1

105 熱　海 3 郡山市立熱海公民館中山分館 熱海町中山字早稲田1番地の2

106 熱　海 4 石筵集会所 熱海町石筵字原田311番地の1

107 熱　海 5 下字集会所 熱海町安子島字一ノ谷27番地の7

108 熱　海 6 熱海多目的交流施設（ほっとあたみ）（多目的ホール） 熱海町熱海二丁目15番地の1

109 熱　海 7 郡山市熱海温泉事業所 熱海町熱海五丁目26番地

110 熱　海 8 郡山市立熱海公民館玉川分館 熱海町玉川字横川147番地

111 熱　海 9 熱海町青木葉集会所 熱海町玉川字前田26番地の1

112 熱　海 10 郡山市立熱海公民館安子島分館 熱海町安子島字桜畑196番地

113 熱　海 11 熱海町上伊豆島集会所 熱海町上伊豆島字中川原63番地

114 熱　海 12 熱海町下伊豆島集会所 熱海町下伊豆島字屋敷22番地の1

115 熱　海 13 熱海町長橋集会所 熱海町長橋字反田93番地の1

116 田　村 1 金屋第一集会所 田村町金屋字二本木26番１

117 田　村 2 郡山市立高瀬地域公民館 田村町上行合字宮耕地93番地の1

118 田　村 3 下行合集会所 田村町下行合字朝日舞55番地

119 田　村 4 小川集会所 田村町小川字下田175番地

120 田　村 5 郡山市立田村公民館 田村町岩作字穂多礼40番地の3

121 田　村 6 細田集会所 田村町細田字宿65番地

122 田　村 7 金沢会館 田村町金沢字三斗蒔179番地

123 田　村 8 大善寺集会所 田村町大善寺字中山田126番地の4

124 田　村 9 郡山市立田村公民館御代田分館 田村町御代田字内手2番地の1

125 田　村 10 郡山市立田村公民館谷田川分館 田村町谷田川字表前57番地の1

126 田　村 11 下道渡公民館 田村町下道渡字前田10番地の1

127 田　村 12 郡山市立二瀬地域公民館 田村町栃本字市穀4番地の2

128 田　村 13 栃山神集落林業組合集会施設 田村町栃山神字東116番地の1

129 田　村 14 川曲集会所 田村町川曲字寺沢94番地

130 田　村 15 糠塚公民館 田村町糠塚字岩ケ作154番地

131 田　村 16 郡山市立田村公民館田母神分館 田村町田母神字古作10番地

132 田　村 17 徳定集会所 田村町徳定字蚕沢103番地

133 西　田 1 郡山市立西田公民館高野分館 西田町丹伊田字西荒井258番地

134 西　田 2 鬼生田一区集会所 西田町鬼生田字中田354番地の1

135 西　田 3 郡山市西田ふれあいセンター(会議室) 西田町三町目字桜内259番地

136 西　田 4 大田集会所 西田町大田字中洞１番地の1

137 西　田 5 郡山市立西田公民館木村分館 西田町木村字川端57番地

138 西　田 6 旧郡山市立根木屋小学校（体育館） 西田町根木屋字明代19番地の2

139 中　田 1 郡山市中田ふれあいセンター 中田町下枝字大平358番地

140 中　田 2 郡山市立中田公民館中津川分館 中田町中津川字町33番地

141 中　田 3 郡山市農村生活中核施設黒石荘 中田町柳橋字町向51番地

142 中　田 4 駒板集会所 中田町駒板字表187番地

143 中　田 5 郡山市立中田公民館木目沢分館 中田町木目沢字道内8番地

144 中　田 6 郡山市黒木消防センター 中田町黒木字大坂343番地の3

145 中　田 7 郡山市立中田公民館牛縊分館 中田町牛縊本郷字亀石71番地

146 中　田 8 海老根交流館 中田町海老根字北向7番地の3

147 中　田 9 郡山市立宮城小学校（体育館） 中田町高倉字宮ノ脇218番地の1

148 中　田 10 蔵屋敷集会所 中田町高倉字蔵屋敷29番地の1

149 中　田 11 上石集会所 中田町上石字長谷子185番地
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