
投票区名及び
掲示場番号 所　在　地 設　置　場　所

1‐１　 鶴間３－２　　　　　　　　　　 南町田グランベリーパーク駅前有料駐車場前

1‐２　 鶴間２－１　　　　　　　 鶴間公園北雨水調整池前

1‐３　 鶴間４－８ 鶴間風の子公園フェンス

1‐４　 鶴間３－１－１　　　　　　 鶴間公園自転車置き場横

1‐５　 鶴間１－１７　　　　　　　　 南町田グランベリーパーク駅北ロータリー前

1‐６　 鶴間４－１７－１　　　　　　　　　 鶴間小学校東側フェンス

1‐７　 鶴間１－１３－２　　　　　　 横田園前（鶴間１丁目)

2‐１　 金森４－４９　　　　　　 西田峯山公園前フェンス

2‐２　 金森４-５　　　　　　　　　 町田市農協南支店駐車場

2‐３　 南町田１－１０－１　　　　　　　　　 南第一小学校西門横

2‐４　 南町田１－１０－１　　　　　　　　 南第一小学校正門横

2‐５　 小川６－７　 小川プラタナス公園前

2‐６　 南町田１－４１　　　　　　　　 個人宅裏新道側フェンス

2‐７　 小川５－１３－１　　　　　　　　　　 都営町田小川アパート前広場フェンス

2‐８　 南町田１－１０－１　　　　　　　　　 南第一小学校北側校舎裏

3‐１　 金森３－５　　　　　 金森鶴金橋児童公園西側

3‐２　 金森７－１９－３　　　　　　　 都営金森第３アパート給水塔前

3‐３　 金森３－２４　　　　　　 南平和児童遊園前

3‐４　 金森３－２７－１ 南中学校正門横

3‐５　 金森３－２７－１　　　 南中学校西側校舎裏

3‐６　 金森４－４－２　　　　　　　 都営金森第７アパート１号棟横　司ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ前

3‐７　 金森４－４　　 金森むつみ児童公園横

3‐８　 金森５－１５ 金森西田橋公園前

4‐１　 南つくし野１－５　　　　　　　 南つくし野さくら公園横

4‐２　 南つくし野４－１２－１９　　　 南つくし野なかむら公園前

4‐３　 南つくし野２－１４－２　　　　 つくし野中学校体育館横

4‐４　 南つくし野３－１４　　　　　　 南つくし野やなぎ公園前

4‐５　 南つくし野２－１０－６　　　　 つばき公園前

4‐６　 南つくし野３－１　　　　　　　 すずかけ台駅前

4‐７　 南つくし野３－１４　　　　　　 南つくし野やなぎ公園ベンチ横

5‐１　 つくし野１－３６－１３　　　　 神閣寺公園西側

5‐２　 つくし野２－８　　　　　　　　 つくし野宮まえ児童公園前

5‐３　 つくし野１－１３先　　　　　　 つくし野貝がら児童公園前歩道

5‐４　 つくし野２－２１－１１　　　　 つくし野小学校校舎裏

5‐５　 つくし野１－３０　　　　　　　 東急ストア前

5‐６　 つくし野４－１０　　　　　　　 つくし野藤児童公園横

5‐７　 つくし野４－３１　　　　　　　 つくし野ながぐつ児童公園横

5‐８　 つくし野３－１９　　　　　　　 つくし野セントラルパーク東

6‐１　 小川４－３－９　　　　　　　　 個人宅前

6‐２　 小川２－１２－１　　　　　 コープタウン７号棟前

6‐３　 小川２－１７　　　　　　　　　 小川しもおがわ公園横

6‐４　 小川３－１０　　　　　　　　　 小川蜂谷戸公園前

6‐５　 小川１－１３－４　　　　　　　 コープタウン１８号棟前

6‐６　 小川１－９　　　　　　　　　　 小川せんげん公園南側

6‐７　 小川３－１０－１　　　　　　　 小川小学校正門横

6‐８　 小川４－２１　　　　　　　　　 小川柳谷戸公園前

7‐１　 金森２－２２　　　 金森２丁目児童遊園前

7‐２　 金森２－２３　　　　　　　 都営金森第４アパート２号棟前　金森バス停留所横

7‐３　 金森東３－２１－１　　　　　 南第四小学校正門横

7‐４　 金森東３－１７　　　　　　　　 金森わさび田児童公園前

7‐５　 金森東３－５ 金森第１１アパート広場横

7‐６　 金森東４－６ 柳橋付近交差点フェンス

7‐７　 金森東３－７ 金森さくらなかよし公園東側



投票区名及び
掲示場番号 所　在　地 設　置　場　所

8‐１　 南成瀬２－２０　　　　　　　　 桐畑公園前

8‐２　 南成瀬２－９　　　　　　　　　 原公園前

8‐３　 南成瀬３－６　　　　　　　　　 南成瀬小学校正門横

8‐４　 南成瀬１－１０　　　　　　　　 南成瀬中央公園前

8‐５　 南成瀬１－１００　　　　　　　 成瀬駅北口前

8‐６　 南成瀬１－２　　　　　　　　　 成瀬駅前ハイツ駐車場裏

8‐７　 南成瀬４－１９　　　　　　　　 西山児童公園前

8‐８　 南成瀬３－６　　　　　　　　　 南成瀬小学校プール横

9‐１　 西成瀬２－２７４１　　　　　 成瀬観性寺公園前フェンス

9‐２　 西成瀬２－１４　　　　　　 観性寺前バス停留所前

9‐３　 西成瀬２－２９　　　　　　　　　 中村バス停留所横

9‐４　 西成瀬２－２７　　　　　　 なるせ児童公園前

9‐５　 成瀬８－１１　　　　　　　 成瀬弁天橋公園前（都営住宅側）

9‐６　 西成瀬２－４９－１　　　　　　　 成瀬コミュニティセンターグラウンド側フェンス

9‐７　 西成瀬２－４９－１　　　　　　　 成瀬コミュニティセンター東

9‐８　 成瀬７－４－１ 都立成瀬高校校庭側

10‐１　 成瀬台１－１４　　　　　　　　 三ツ叉調整池横

10‐２　 成瀬台３－４２　　　　　　　　 成瀬台松風公園横

10‐３　 成瀬台３－７　　　　　　　　　 成瀬台公園北側

10‐４　 成瀬台３－７　　　　　　　　　 成瀬台公園西側

10‐５　 成瀬台２－５－２　　　　　　　 成瀬台小学校北側校舎裏

10‐６　 成瀬台２－５－１　　　　　　　 成瀬台中学校西側

10‐７　 成瀬台４－２５　　　　　　　　 成瀬台美岳公園前

10‐８　 成瀬台２－３１　　　　　　　　 成瀬台庚申塚公園前

11‐１　 成瀬１－５－４　　　　　　　　 観性寺前

11‐２　 成瀬３－６－１　　　　　　　　　　 成瀬東公園前

11‐３　 成瀬３－６－１　　　　　　　　　　 成瀬東公園南側

11‐４　 成瀬３－１６－１　　　　　　　 成瀬奈良谷戸公園前

11‐５　 成瀬２－８　　　　　　　　　　 成瀬中央小学校給食調理室横

11‐６　 成瀬１－２３－１　　　　　　　 天台公園横

11‐７　 成瀬１－１　　　　　　　 清水谷公園前

12‐１　 成瀬７－１０－６　　　　　　　　 都営成瀬アパート６号棟横

12‐２　 成瀬７－１０　　　　　　　 都営成瀬アパートしいのみ広場前

12‐３　 成瀬７－１０－１７　　　　　　 成瀬けやき遊園

12‐４　 成瀬７－１１－１　　　　　　　　 南第二小学校校庭河川側

12‐５　 南成瀬５－１２　　　　　　　　 総合体育館北側（恩田川沿い側）

12‐６　 南成瀬５－１２　　　　　　　　 総合体育館南側

12‐７　 成瀬６－１０　　　　　　 成瀬吹上公園前

12‐８　 南成瀬６－６－１　　　　　　　 天神原公園横

13‐１　 原町田４－２８－１ 版画美術館入口（芹ヶ谷公園）

13‐２　 高ヶ坂４－３５　　　 高瀬台調整池

13‐３　 高ヶ坂３－２０　　　　　　 高瀬第２公園前

13‐４　 高ヶ坂５－１９　　　　　　　 高瀬第１公園前

13‐５　 高ヶ坂６－７－１　　　　　　　　 高ヶ坂小学校正門横

13‐６　 高ヶ坂７－４３　　　　　　　 松葉公園前

13‐７　 高ヶ坂７－３３　　　　　　 ビクトリアハイツ調整池前

13‐８　 高ヶ坂６－７－１　　　　　 高ヶ坂小学校体育倉庫前

14‐１　 金森１－２３　　　　　　　　　 都営金森一丁目アパート集会所前

14‐２　 金森東１－１２－１６　　　　　 金森保育園前フェンス

14‐３　 金森７－１８－６　　　　　　　 都営金森第６アパート集会所横

14‐４　 金森７－１ 杉山神社横

14‐５　 金森７－６　　 こうりん保育園前

14‐６　 金森７－１５　　　　　 金森2丁目 ファミリースポーツ広場横

14‐７　 原町田２－２６　　　　　　　　 都営原町田２丁目アパート前

14‐８　 金森東１－２－１　　　 南第三小学校裏門横



投票区名及び
掲示場番号 所　在　地 設　置　場　所

15‐１　 原町田１－２１－５ 町田天満宮西側

15‐２　 原町田１－７　　　　　　　　　 ＪＲ町田駅地下道入口横

15‐３　 原町田１－７　　　　　　　　　 市営原町田一丁目駐車場入口

15‐４　 原町田１－２８　　　　　　　　 南多摩東部建設事務所東工区前(原町田青空ひろば)

15‐５　 原町田１－２７　　　　　　　　 都営金森第一アパート１０号棟前（原町田青空ひろば）

15‐６　 原町田１－２６　　　　　　　　 焼肉明花前(原町田青空ひろば)

15‐７　 原町田１－３ 市立原町田境橋公園前

16‐１　 原町田４－２６　　　　　　　　 芹ヶ谷公園横

16‐２　 原町田４－２６－４０　　　　　 町田第二小学校西門横

16‐３　 原町田１－２１ 歩道橋前フェンス

16‐４　 原町田２－１　　　　　　　　　 市立中央図書館前交差点横

16‐５　 原町田３－４－６ 原町田三丁目会館横

16‐６　 原町田４－１　　　　　　　　　 町田ターミナルデッキ上横

16‐７　 原町田３－２　　　　　　　　　 市立中央図書館前デッキ上

16‐８　 原町田４－２４　　　　　 芹が谷公園南口アプローチ園路横

17‐１　 原町田６－２　　　　　　　　 ４号デッキ上　ｍｏｄｉ前

17‐２　 原町田６－４　　　　　　　　　 ＪＲ町田駅北口デッキ上広場

17‐３　 原町田６－２３　　　　　　　　 浄運寺交差点側

17‐４　 原町田５－４　　　　　　　　　 原町田５丁目交差点駅方面

17‐５　 原町田６－２７－３　　　　　　 原町田わかば公園東側

17‐６　 原町田５－１４－１　　　　　　　　 東京電力パワーグリッド㈱多摩総支社町田事務所前

17‐７　 原町田５－８　　　　　　　　　 健康福祉会館横

18‐１　 南大谷１３２７　　　　　　　　 町田第二中学校体育館横

18‐２　 南大谷１３２７　　　　　　　　 町田第二中学校校庭側

18‐３　 高ヶ坂３－３５　　　　　　　 高ヶ坂団地入口横

18‐４　 高ヶ坂３－３５　　　　　　　 団地入口バス停留所横

18‐５　 南大谷１２６０　　　　　　　　 町田第六小学校正門横

18‐６　 高ヶ坂３－３５　　　　　　　 高ヶ坂団地Ｃ－１号棟横

18‐７　 高ヶ坂３－３５　　　　　　　 高ヶ坂団地バス停留所前

19‐１　 森野１－２　　　　　　　　　　 公社住宅３号棟横

19‐２　 中町１－４－４ 町田新産業創造センター横

19‐３　 中町１－２０－３０　　　　　　 町田第一小学校校舎側

19‐４　 中町３－７　　　　　 新中町平和公園前

19‐５　 中町１－２７－５ 町田第一中学校横

19‐６　 中町２－１３－２３ さるびあ図書館前

19‐７　 中町１－２０－３０ 町田第一小学校横

19‐８　 森野１－１５　　　　　 町田横断歩道橋デッキ上

20‐１　 森野５－２３　　　　　　　　　 森野市営住宅前

20‐２　 森野５－７－２ 都営森野５丁目第２アパート２号棟横　線路沿

20‐３　 森野３－４－３　　　　　　　　 森野３丁目児童遊園前

20‐４　 森野３－１８－１５　　　　　　 きらぼし銀行旭町出張所向い

20‐５　 森野２－３０－２　　　　　　　 都営森野２丁目第三アパート横

20‐６　 森野２－２１－２８　　　　　　 町田第四小学校校舎裏

20‐７　 森野２－２１－２８　　　　　　 町田第四小学校正門横

20‐８　 森野２－２－２２　　 町田市役所前

21‐１　 本町田２２０７　　　　　　　　 町田木曽住宅ニ３号棟前

21‐２　 本町田２７５４－３５　　　　　 日向台北公園前

21‐３　 本町田１２１２　　　　　　　　 町田第三小学校なかよし橋横

21‐４　 本町田１０５３－２６　　　　　 日向台三角公園東側

21‐５　 本町田１０５３－３４　　　　　 日向台東公園前

21‐６　 本町田１４９４－１　　　　　　　　 個人宅横

21‐７　 本町田１４２２－３　　　　　　 本町田第２児童遊園前



投票区名及び
掲示場番号 所　在　地 設　置　場　所

22‐１　 本町田２９４２－３　　　　　　 給水塔前バス停留所横

22‐２　 本町田３３５０　　　　　　　　 本町田東小学校正門横

22‐３　 藤の台１丁目１番１１号 藤の台団地１街区１１号棟横

22‐４　 藤の台１丁目１番１６号 藤の台団地１街区１６号棟前

22‐５　 藤の台１丁目１番３２号 藤の台団地１街区３２号棟前

22‐６　 藤の台１丁目１番 藤の台団地バスターミナル前

22‐７　 藤の台２丁目２番１７号 藤の台団地２街区１７号棟前

22‐８　 藤の台２丁目２番１４号 藤の台団地２街区１４号棟横

23‐１　 金井１－２０－１  　　　　　　 薬師中学校校庭側

23‐２　 藤の台３丁目３番１５号 藤の台団地３街区１５号棟前

23‐３　 藤の台３丁目１番１号 藤の台小学校体育館横

23‐４　 藤の台３丁目３番８号 藤の台団地３街区８号棟前

23‐５　 藤の台２丁目２番１１号 藤の台団地藤の台歯科診療所下

23‐６　 金井１－９１０　　　　 スーパー三和横の雨水調整池前フェンス

23‐７　 薬師台１－１－１　　　　　　　 薬師台はにわ公園前

24‐１　 本町田７２　　　　　　　　　　 ストアー前バス停留所向かい

24‐２　 本町田２９－１　　　　　　　　 団地南口バス停留所向かい

24‐３　 本町田６８－４　　　　　　　　 公社本町田住宅ロ３号棟横

24‐４　 本町田２９－７　　　　　　　　 貝がら公園前

24‐５　 南大谷１　　　　　　　　　　　 公社本町田住宅ロ１２号棟横

24‐６　 南大谷１２－２　　　　　　　　 埴の丘入口交差点横

24‐７　 南大谷１　　　　　　　　　　　 スーパー三徳前

24‐８　 本町田１９－５　　　　　　　　 ロ―６号棟横

25‐１　 南大谷５０３－７　　　　　　　 南大谷三角公園前

25‐２　 南大谷２４０－１　　　　　　　 南大谷交差点角（駐在所側）

25‐３　 南大谷２４１　　　　　　　　　 都営南大谷住宅入口

25‐４　 南大谷１１４０　　　　　　　　 足立園芸横

25‐５　 南大谷８１１－１　　　　　　　 南大谷小学校正門横

25‐６　 南大谷１０１６－４　　　　　　 南大谷中学校校庭側

25‐７　 高ヶ坂４－４　　　　　　　 高瀬第三公園恩田川方面

25‐８　 高ヶ坂４－４　　　　　　　 高瀬第三公園東側

26‐１　 玉川学園４－１９　 玉川学園つくしんぼ児童公園前

26‐２　 玉川学園４－１５ 玉川学園朝日公園前

26‐３　 玉川学園２－１８　 玉川学園前交差点駅方面

26‐４　 玉川学園３－１８ 玉川学園３丁目児童公園前

26‐５　 玉川学園４－１４－７　　　　　 町田第五小学校正門横

26‐６　 玉川学園４－８　　　　　　　　 玉川学園無料自転車・バイク置場横

26‐７　 玉川学園４－１９ 玉川学園すみれ児童公園

26‐８　 玉川学園４－１４－７　　　　　　 町田第五小学校給食室入口横

27‐１　 東玉川学園４－３４００－１０ 東玉川学園バス折り返し場となり調整池

27‐２　 玉川学園７－１－5 のらくろ坂下バス停留所横

27‐３　 玉川学園７－２  　　 玉川学園７丁目児童公園前

27‐４　 玉川学園７－２６    　　 東玉川学園臨時自転車駐車場前

27‐５　 東玉川学園４－３４００－７７　 東玉川学園４丁目児童公園前

27‐６　 東玉川学園４－３４７０－４ 東玉川学園化石谷公園前

27‐７　 東玉川学園１－９ 東玉川学園１丁目児童公園前

27‐８　 東玉川学園２－３２２１－１ 個人宅向かい調整池

28‐１　 金井ヶ丘１丁目３０番１号 金井小学校プール横

28‐２　 金井ヶ丘１丁目３０番１号 金井小学校正門横

28‐３　 金井ヶ丘２丁目１番 有楽土地玉川学園住宅調整池前

28‐４　 金井ヶ丘１丁目７番 金井大ビャク児童公園横

28‐５　 金井ヶ丘１丁目２２番 金井小学校入口バス停留所向かい

28‐６　 金井ヶ丘１丁目１４番 ゆうき山公園

28‐７　 金井ヶ丘２丁目４９番 笹子第３児童公園前

28‐８　 玉川学園５－１－３ 玉川学園五丁目臨時自転車駐輪場前



投票区名及び
掲示場番号 所　在　地 設　置　場　所

29‐１　 金井２－１８　　　 金井池田公園東側

29‐２　 金井２－２８－５　　　　　　　 金井スポーツ広場南側

29‐３　 金井６－２３　　　　　　　　　 金井森の丘公園前

29‐４　 金井ヶ丘４丁目１番 和光台住宅入口

29‐５　 金井６－４　　　　　　　　　　 金井ふれあい公園前

29‐６　 金井６－１５－１　　　　　　　 金井中学校正門横

29‐７　 金井２－２５　　　　　　　　　 金井白山公園南側

29‐８　 金井ヶ丘３丁目１８番 笹子第２児童公園横（金井２号緑地）

30‐１　 能ケ谷６－２６ 能ケ谷にじの丘公園西側

30‐２　 能ケ谷４－３７ 能ケ谷にじの丘公園通り緑地南側

30‐３　 能ケ谷７－２４－１ 平和台坂上バス停留所前（鶴川第二小学校）

30‐４　 能ケ谷４－３０３６－３ 能ヶ谷空と緑の森公園前

30‐５　 能ケ谷７－２４－１　 鶴川第二小学校正門横

30‐６　 能ケ谷７－２４－１ 鶴川第二小学校南側

30‐７　 能ケ谷５－１２ 能ヶ谷いずみ公園通り緑地

30‐８　 能ケ谷５－４ イト－ピア３号緑地前

31‐１　 三輪町１８７８－７　　　　　　 上三輪公園前

31‐２　 三輪町５３９－７１ 三輪住宅自治会第二公園

31‐３　 三輪緑山４－１９－１３　　　　 上三輪緑地北側

31‐４　 三輪町３３０－１　　　　　　　 三輪小学校校庭側

31‐５　 三輪町３９８　　　　　　　　　 四ツ木橋児童公園内

31‐６　 三輪町５３９ 三輪住宅自治会第三公園

31‐７　 三輪町５０６　　　　　　　　　 三輪住宅入口下水道用地

31‐８　 三輪町３３０－１　　　　　　　 三輪小学校体育館側入口

32‐１　 三輪緑山３－１４　　　　　　　 三輪ゆりの木通り公園横

32‐２　 三輪緑山３－２１　　　　　　　 三輪中央公園横

32‐３　 三輪緑山１－１６－１　　　　　 三輪けやき公園西側

32‐４　 三輪緑山３－２５－１　　　　　 緑山住宅バス停留所前(三輪緑山スポーツ広場）

32‐５　 三輪緑山４－１－１８　　　　　 沢谷戸自然公園南側

32‐６　 三輪緑山２－２７　　　　　　　 三輪コミュニティ－パ－ク

32‐７　 三輪緑山１－２４　　　　　　　 三輪緑山球場入口横

33‐１　 鶴川４－３５ 和光学園向かい

33‐２　 真光寺３－１０　　　　　　　　 真光寺清龍寺公園北側

33‐３　 真光寺３－２５ 真光寺風の子公園

33‐４　 真光寺３－２－５　　　　　　　 真清水公園前

33‐５　 真光寺３－８－１　　　　　　　 真光寺中学校西側

33‐６　 真光寺３－８－１　　　　　　　 真光寺中学校南側

33‐７　 鶴川４－３２　　　　　　　　　 鶴川富士見第１児童公園前

34‐１　 鶴川４－２１　　　　　　　　　 鶴川富士見第２児童公園前

34‐２　 鶴川３－２２　　　　　　　　　 鶴川第四小学校正門横

34‐３　 鶴川５－３－１０　　　　　　　 鶴川団地５－３－１０号棟前

34‐４　 鶴川５－４－１１　　　　　　　 鶴川団地５－４－１１号棟前

34‐５　 鶴川３－１０　　　　　　　　　 鶴川月の子児童公園前

34‐６　 鶴川３－２－３　　　　　　　　 鶴川３丁目バス停留所横（鶴川1号緑地）

34‐７　 鶴川３－２４　　　　　　　　　 鶴川鶴の子児童公園東側

35‐１　 鶴川５－９　　　　　　　　　　 鶴川どんぐり児童公園前

35‐２　 鶴川１－１８　　　　　　　　　 鶴川１丁目バス停留所前（鶴川3号緑地）

35‐３　 鶴川６－７－２　　　　　　　　 鶴川団地商店街入口

35‐４　 鶴川６－６　　　　　　　　　　 鶴川病院前バス停留所横（鶴川中央公園）

35‐５　 鶴川６－６　　　　　　　　　　 市営鶴川球場東側（鶴川中央公園）

35‐６　 鶴川６－５　　　　　　　　　　 鶴川第三小学校正門横

35‐７　 鶴川６－４　　　　　　　　　　 鶴川第二中学校校舎裏土手



投票区名及び
掲示場番号 所　在　地 設　置　場　所

36‐１　 大蔵町３１８０－１　　　　　 大蔵関山緑地前フェンス

36‐２　 大蔵町４２４－１ アグリハウス鶴川横

36‐３　 大蔵町１９８１－４　　　　　　 鶴川市民センター前

36‐４　 大蔵町２８６　　　　　　　　　 大蔵小学校正門前

36‐５　 鶴川２ー１１ 鶴川２丁目団地給水施設前フェンス

36‐６　 大蔵町２８６　　　　　　　　　 大蔵小学校校庭側

36‐７　 鶴川２－３　　　　　　　　　　 鶴川仲よし児童公園前

36‐８　 鶴川３－２－４　　　　　　 タマパーク鶴川市民センター第３駐車場

37‐１　 小野路町１５９６－９ 野津田公園北交差点角（3-1消防器具置場）

37‐２　 野津田町２０３５　　　　 南多摩整形外科バス停留所横（野津田公園）

37‐３　 小野路町１１１3　　　　　　 小野路保育園入り口付近

37‐４　 小野路町７８　　　　　　　　　 向坂バス停留所横のり敷

37‐５　 小野路町１５６０－２ 小野路小谷西緑地

37‐６　 小野路町１３ 野津田高校入口バス停留所前梅林

37‐７　 小野路町５３３８－１０ 浅間下バス停留所横

38‐１　 野津田町１８０－５　　　　　　 並木なかよし公園前

38‐２　 野津田町３５０　　　　 神奈中町田営業所フェンス

38‐３　 野津田町８９７　　　　　　　　 自由民権資料館前

38‐４　 野津田町３１７５－６ 薬師池公園北第２駐車場入口横

38‐５　 野津田町１９７６ 野津田公園（集合広場内）

38‐６　 野津田町２４０６－１ 野津田たなかまえ公園川沿い

38‐７　 野津田町２１２２ 雨水調整池前

38‐８　 野津田町３１９２　　　　　　　 薬師ケ丘住宅入口向かい

39‐１　 山崎町２４８　　　　　　　　　 消防器具置場フェンス（4-2消防器具置場）

39‐２　 山崎町４５７　　　　　　　　　 都営山崎町第２アパート５号棟横広場前

39‐３　 山崎町５６９－１　　　　　　　 山崎第２スポーツ広場前

39‐４　 山崎町１４４５　　　　　　　　 山崎中学校正門横土手

39‐５　 山崎町１４４５　　　　　　　　 山崎中学校校庭側

39‐６　 山崎町１３８０　　　　　　　　 下山崎バス停留所横

39‐７　 山崎町１０２５－１　　　　　　 山崎公園前

39‐８　 山崎町４５７－１０　　　　　　 都営山崎町第２アパート１２号棟広場前

40‐１　 山崎町２１３０　　　　　　　　 北二号バス停留所横

40‐２　 山崎１－２－１ （旧）忠生第六小学校グラウンド横

40‐３　 山崎町１３１４－２　　　　　 七国山小学校正門横

40‐４　 山崎町２１３０　　　　　　　　 山崎団地７街区９号棟横

40‐５　 山崎町２１３０　　　　　　　　 北一号バス停留所横

40‐６　 山崎町２１３０　　　　　　　　 山崎団地５街区８号棟横

40‐７　 山崎町２１３０　　　　　　　　 山崎団地７街区１７号棟横

41‐１　 山崎町２２００　　　　　　　　 山崎団地２街区６号棟横

41‐２　 山崎町２２００　　　　　　　　 山崎団地４街区１５号棟裏

41‐３　 山崎町２１６０　　　　　　　　 たかね保育園前

41‐４　 木曽東４－３３　　　　 山崎団地入り口バス停留所横（調整池側）

41‐５　 山崎町２２６１　　　　 正和幼稚園横月極駐車場A地区

41‐６　 木曽東４－１４　　　　　　 町田木曽公社住宅イ２８号棟横

41‐７　 木曽東４－１４　　　　　　 町田木曽公社住宅イ２０号棟前

42‐１　 本町田２５２３－７　　　　　　 町田木曽公社住宅ハ２５号棟横

42‐２　 本町田２５２４　　　　　　　　 町田木曽公社住宅ハ５号棟前

42‐３　 本町田２４４１　　　　　　　　 町田木曽公社住宅ハ６号棟横

42‐４　 本町田２３８０－３　　　　　　 町田木曽住宅ハ１号棟横第２調整池フェンス

42‐５　 本町田２０３２　　　　　　　　 本町田小学校体育館横

42‐６　 本町田１８５３　　　　　　　　 町田第三中学校校舎裏

42‐７　 本町田１８５３　　　　　　　　 町田第三中学校校庭側

42‐８　 本町田２０８７－５　　　　　 本町田原児童公園
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43‐１　 山崎町２２００　　　　　　　　 山崎団地商店街横

43‐２　 山崎町２２００　　　　　　　　 山崎団地センター横

43‐３　 本町田２６００－４　　　　　　 桜美林大学東京ひなたやまキャンパス入口横フェンス

43‐４　 本町田２５７７　　　　　　　　 町田木曽公社住宅ホ２４号棟横

43‐５　 本町田２４２４－２１　　　　　　　 町田木曽公社住宅ト１号棟横

43‐６　 本町田２３４５－１ 町田木曽公社住宅ホ１７号棟前

43‐７　 本町田２５７７　　　　　　　　 町田木曽公社住宅ホ１８号棟横

44‐１　 木曽東４－２４ 西木曽自治会内公園

44‐２　 木曽東３－２３　　　　　　 上横町バス停留所横

44‐３　 木曽東４－１５－１　　　　　　　　　 木曽住宅ロ２号棟裏

44‐４　 木曽東４－７－１３　　　　　　　　 木曽住宅１３号棟横

44‐５　 木曽東４－１６－１０　　　　　　　　 木曽住宅ロ１０号棟横

44‐６　 木曽東４－７－１０　　　　　　　　 木曽住宅１０号棟横

44‐７　 木曽東３－１１－３　　　　　　　　 忠生第三小学校正門横

44‐８　 木曽東４－２　　　　　　　　　 商店街前

45‐１　 木曽東１－１　　　　　　　　　 都営木曽森野住宅広場横

45‐２　 旭町２－７－７　　　　　　　 滝の沢浄水場前

45‐３　 森野４－８ 木曽森野防災市民いこいの広場東側

45‐４　 木曽東１－４－１　　　 東京都水道局町田サービスステーション前

45‐５　 木曽東１－２　　　　　　　 木曽森野コミュニティセンター前

45‐６　 木曽東２－１　　　　　　　　　 木曽都営入口バス停留所横

45‐７　 森野６－３４６　　　　　　　 味ん味ん向かい畑前

45‐８　 木曽東１－３　　　　　　　　 個人宅前一時避難場所

46‐１　 木曽東２－１３　　　　　　　　 境川団地入口横

46‐２　 木曽東２－１１　　　　　　　　　 境川公社住宅４３号棟横

46‐３　 木曽東３－１６　　　　　　　 境川団地前バス停留所横

46‐４　 木曽東３－１－３ 境川団地中央バス停留所横

46‐５　 木曽東２－１０　　 境川団地１６号棟横

46‐６　 木曽東３－１－３ 教育センター正門横

46‐７　 木曽東２－８　　　　　　　 境川団地入口バス停留所横

46‐８　 木曽西１－４０－１５ 木曽西かわせみ公園

47‐１　 木曽西２－４－９　　　　　　 木曽中学校校庭側

47‐２　 木曽西３－５－１　　　　　　　 町田総合高校前バス停留所横(校舎側)

47‐３　 木曽西５－３０　　　　　　 カルビ丼とスン豆腐専門店向かい畑

47‐４　 忠生１－３－１　　　　　　　　 忠生がにやら自然館駐車場入口（忠生公園）

47‐５　 忠生１－３－１　　　　　　　　 忠生公園前

47‐６　 忠生２－１５－２６　　　　　　 山崎小学校校庭側

47‐７　 忠生１－２９－５　　　　　　　 町田市農協忠生会館前

47‐８　 木曽西３－５－１　　　　　　　 町田総合高校前バス停留所横(校庭側)

48‐１　 図師町２３７ 小山田もみじ台調整池

48‐２　 忠生３－２１－１　　　　　　　 かぶと塚公園横

48‐３　 忠生３－１４－１　　　　　　　 忠生中学校体育館横

48‐４　 根岸町２－７－４　　 淡島公園道路側フェンス

48‐５　 根岸１－６　　　　　　 根岸町内会館入口バス停留所前

48‐６　 忠生３－１０－２　　　　　　　 忠生小学校正門横

48‐７　 忠生３－２５　　　　　　　　　 馬駈交差点北側

48‐８　 忠生４－２４－１　　　　　　　 災害備蓄倉庫前

49‐１　 図師町１５３６－１　　　 図師駐在所付近フェンス

49‐２　 図師町２７４５－１　　　 結道バス停留所向かいフェンス

49‐３　 図師町１９９４－４　　　　　　 個人宅前

49‐４　 図師町３３７８－１　　　　　　 芝溝街道エネオス向かい

49‐５　 図師町１１６　　　　　　　 図師坂下公園雨水調整池前フェンス

49‐６　 図師町３５３　　　　　　　　 東京電力パワーグリッド㈱図師町変電所前

49‐７　 図師町１３４９　　　　　　　　 業務スーパー店舗裏



投票区名及び
掲示場番号 所　在　地 設　置　場　所

50‐１　 真光寺町１１２８－１　　　　　 真光寺スポ－ツ広場前

50‐２　 真光寺２－２　　　　　　　　 真光寺公園西側

50‐３　 真光寺１－１３－１　　　　　　 鶴川台丘の里公園西側

50‐４　 真光寺１－２７－３６　　　　　　 個人宅前

50‐５　 真光寺１－３３－４９ 真光寺会館広場横(真光寺西緑地）

50‐６　 真光寺２－４ 真光寺公園前バス停留所前

50‐７　 真光寺２－４２ 鶴川台せせらぎ緑道

51‐１　 下小山田町８２８－５　　　　　 個人宅横

51‐２　 下小山田町４００６　　　　　　 宮の前公園入口フェンス（調整池）

51‐３　 下小山田町４０１５ 町田市考古資料室向かい

51‐４　 下小山田町１４９１　　　　　　 多摩丘陵病院前フェンス

51‐５　 上小山田町１７６９　　　　　　 ＮＴＴ東日本北忠生電話交換センター前

51‐６　 下小山田町２３５３－１ 大善倶楽部バス停留所後ろ

51‐７　 上小山田町５８５　　　　 上小山田みつやせせらぎ公園

51‐８　 上小山田町５８５　　　　　　 小山田小学校前バス停留所前

51‐９　 下小山田町２８０５ 下小山田山王林公園横

52‐１　 小山田桜台２－１６－３５ 小山田桜台けやき児童公園

52‐２　 小山田桜台１－２１－４　　　　 桜台センターバス停留所横

52‐３　 小山田桜台２－７　　　　　　　 小山田南小学校体育館横

52‐４　 小山田桜台１－２１ 桜台１丁目バス停留所横（小山田南台公園）

52‐５　 小山田桜台１－１２　　　　　　 小山田中学校プール北側

52‐６　 常盤町２９５２　　　　　 尾根緑道富士見広場入口

52‐７　 小山田桜台１－８－３　　　　　 桜台入口バス停留所横（小山田桜台児童公園）

53‐１　 常盤町３２００　　　　　　　　 福祉心話会ときわ事業所前

53‐２　 常盤町３５２０　　　　　　　 ローソン町田常盤店前

53‐３　 忠生４－１４ 桜美林学園東バス停留所横

53‐４　 常盤町３７５８ 桜美林学園バス停留所横

53‐５　 常盤町３６６６　　　　 桜美林学園一粒館前

53‐６　 常盤町３２３０－２１　　　　　 常盤天王山緑地脇フェンス

53‐７　 忠生４－７－１　　　　　　　　 柄沢公園西側

53‐８　 矢部町１４－１ 矢部町消防団倉庫フェンス（4-5消防器具置場）

54‐１　 小山ヶ丘１－３－８ ふれあい町田ホスピタル前

54‐２　 小山ヶ丘１－２－４　　 小山中学校校庭側フェンス

54‐３　 小山ヶ丘１－１　　　　　　　　　 小山馬場谷戸公園

54‐４　 小山町９４４　　　　　　　　　 小山小学校バス停留所横（小山小側）

54‐５　 小山町４６７６　　　　　　 小山上馬場公園前

54‐６　 小山ヶ丘１－１ 見晴らしの丘バス停向かいフェンス（小山馬場谷戸公園）

54‐７　 小山町２１７－３０　　　　　　 馬場児童公園前

54‐８　 小山町４６７３ 小山見晴しの丘公園前

55‐１　 小山ヶ丘３－１４４－６　　　　　　　　京王多摩境駅入口

55‐２　 小山町５００３－６ 小山ヶ丘６号緑地（コストコの裏）

55‐３　 小山町２５０７－１　　　　　　 小山市民センター入口横

55‐４　 小山ヶ丘３－１３９－６　　　　　　　　京王多摩境駅連絡通路

55‐５　 小山町２４８２　　　　　　 個人宅（町田街道沿い）

55‐６　 小山ヶ丘５－４ 小山白山公園入口

55‐７　 小山ヶ丘３－１８ 小山多摩境公園

55‐８　 小山ヶ丘３－７－１ 小山中央小学校北側

56‐１　 小山町４０４１-８　　　　　　　　 久保ヶ谷戸緑地前

56‐２　 小山ヶ丘５－３７ 小山ヶ丘小学校正門横フェンス

56‐３　 小山ヶ丘５－８　　　　　　　　 小山田端自然公園北側

56‐４　 小山町４１３６－３　　　　　　 久保ケ谷戸バス停留所前

56‐５　 小山町３５３４　　　　　　　　 小山観音谷戸緑地東側

56‐６　 小山ヶ丘５－３７ 小山ヶ丘小学校校庭側フェンス

56‐７　 小山ヶ丘５－８　　　　　　　　 小山田端自然公園南側

56‐８　 小山ヶ丘５－３８ 三ツ目山公園バス停フェンス



投票区名及び
掲示場番号 所　在　地 設　置　場　所

57‐１　 相原町１２１８　　　　　 相原駅東口階段下フェンス

57‐２　 相原町７９５－１　　　　　　　 堺市民センター前

57‐３　 相原町１２１６－６　　　　 相原駅西側線路沿

57‐４　 相原町７４６　　　　　　　　　 個人宅前

57‐５　 相原町５４９－６　　　　　　　 元橋会館前

57‐６　 相原町４５　　　　　　　　　　 第５分団本部器具置場横植え込み

57‐７　 相原町１０６　　　　　　　　　 個人宅前のり敷

57‐８　 相原町６７５　　　　　　　　　 町田市農協堺支店前

58‐１　 相原町２０２５－２ 子どもセンターぱお前フェンス

58‐２　 相原町２１８８　　　　　　　　 中相原会館前

58‐３　 相原町２９５１ 相原根岸わかば公園前

58‐４　 相原町２８３２　　　　　　　 町田消防団5-5前フェンス

58‐５　 相原町１６７３　　　　　　　　 相原小学校正門横

58‐６　 相原町１６７３　　　　　　　　 相原小学校体育館裏

58‐７　 相原町１７４５　　　　　　　　 諏訪神社

59‐１　 相原町４４６４－１　　　　　　 大戸橋バス停留所横

59‐２　 相原町４４５２－１　　　　　　 個人宅向かい

59‐３　 相原町３２９６－２　 水ノ口バス停留所前フェンス

59‐４　 相原町３１８１　　　　　　　　 コーシャハイム武蔵岡住宅前

59‐５　 相原町３２９６　　　　　　　 都営武蔵岡住宅公園横

59‐６　 相原町３７６５－３　　　　　　 ゆくのき学園（大戸小学校）第２グラウンド横

59‐７　 相原町３２５５ 都営武蔵岡住宅７号棟前フェンス

60‐１　 小川２－１００２－１　　　　　 都立小川高校前

60‐２　 成瀬が丘１－１３－６　　　　　 成瀬が丘児童公園前

60‐３　 成瀬が丘３－３３ 成瀬が丘３丁目児童公園東側

60‐４　 成瀬が丘２－２０－３ 成瀬が丘ふれあい会館（成瀬が丘2丁目公園）

60‐５　 小川２－１００２－１　　　　　 都立小川高校グランド側フェンス

60‐６　 成瀬が丘２－２５　　　　　　　 ビックヨーサン成瀬店裏線路沿い

60‐７　 成瀬が丘１－６ みどり児童公園南側

61‐１　 南町田２－６－１４　　　　　　　　 リレーセンターみなみ前

61‐２　 南町田２－２６　　　　　　　 鶴間しらかし緑地前

61‐３　 南町田２－６－３２　　 玉乃光酒造（株）東京支店前

61‐４　 南町田５－７　　　　　 田園都市線鶴間陸橋側

61‐５　 南町田５－６　　　 小鶴橋横

61‐６　 南つくし野２－４－８　　　　　 南つくし野小学校校庭側

61‐７　 南町田５－１０　　 鶴間２号緑地

61‐８　 小川６－２９－２５ ＮＴＴ東日本鶴間交換センター横フェンス

62‐１　 中町４－２５－３　　　　　　　 都立町田高校正門横

62‐２　 中町４－８　　　　 中町４丁目ｱﾊﾟｰﾄ１号棟横ﾌｪﾝｽ

62‐３　 旭町２－１５－４１　　　　　　 町田市民病院裏フェンス

62‐４　 中町４－７ 中町４丁目ｱﾊﾟｰﾄ６号棟横ﾌｪﾝｽ

62‐５　 旭町１－１１  　　　　　　　　 町田市民病院付近の駐車場フェンス

62‐６　 旭町３－６    　　　　　　　　 協和キリン東京リサーチパーク横フェンス

62‐７　 旭町３－２０－６０ サン町田旭体育館前

62‐８　 旭町３－２０ 町田市民球場３塁側フェンス

63‐１　 能ケ谷１－６先　　　　 鶴川駅北口バスロータリー前

63‐２　 能ケ谷２－１７　　 都市計画緑地「香山緑地」前

63‐３　 鶴川１－１１ 鶴川若草児童公園前

63‐４　 能ヶ谷１－１ 鶴川駅前五反田公園

63‐５　 能ヶ谷１－６ 鶴川駅前やすらぎ公園

63‐６　 大蔵町５００６－１　　　　　 鶴川駅前２号緑地前

63‐７　 能ケ谷２－２６－８　　 鶴川いちょう会館前フェンス

63‐８　 能ヶ谷１－６ 鶴川駅南口改札前通路



投票区名及び
掲示場番号 所　在　地 設　置　場　所

64‐１　 野津田町２８４４ 野津田山王見晴らし公園

64‐２　 野津田町３５３４ 川島公園雨水調整池横

64‐３　 野津田町１２９０ 鶴川第一小学校西側

64‐４　 野津田町３０５２－１ 山王ガーデンヒルズ川島側入口（山王塚公園）

64‐５　 小野路町１８４０－１２　　　　 鶴川中学校前（小野路下堤くすのき公園）

64‐６　 小野路町１５７１　　　　　　　 湯船バス停留所前

64‐７　 野津田町１２９０　　　　 鶴川第一小学校校庭側入口

64‐８　 小野路町１８０１ カンツリー交通車庫前歩道フェンス

65‐１　 金井３－１２－１　　　　　　　 金井関山公園前

65‐２　 金井３－２０－１　　　　　　　 デイサービス榛名坂前

65‐３　 金井５－３４６ 金井クラブバス停留所横

65‐４　 金井６－４２ 金井さくら公園前

65‐５　 金井４－１９ 森の丘入口バス停留所横（3-4　消防器具置場）

65‐６　 薬師台２－１３－３　　　　　　 薬師台青空公園前

65‐７　 薬師台３－３－２０ 山王塚公園前

66‐１　 鶴間６－２１-２７　　　　　　　 消防器具置場横

66‐２　 鶴間６－９ー１　　　　 南町田スカイハイツ前

66‐３　 鶴間６－１０ 鶴間三角公園

66‐４　 鶴間６－８－３７ 鶴間会館前

66‐５　 鶴間６－５－３７ 個人宅横

66‐６　 鶴間６－４２－１７ 個人宅横

66‐７　 鶴間６－５４ 鶴間ひだまり公園

67‐１　 広袴３－４ 広袴公園南側

67‐２　 広袴３－４ 広袴公園北側

67‐３　 広袴３－４ 広袴公園西側

67‐４　 広袴３－４ 広袴会館前

67‐５　 広袴２－１０－１７ 広袴いせづくり公園横

67‐６　 広袴２－１０－８ 広袴遊水公園調整池北側

67‐７　 広袴２－１１ 広袴おきばたけ公園内


