
町丁名 投票区 投票所名 所在地
ア 青井一・四・五・六丁目 31 栗島小学校 青井6-13-10

青井二丁目 36 第十一中学校 弘道1-38-15
青井三丁目 64 青井小学校 青井3-12-2
足立一・二・三丁目 34 足立小学校 足立3-11-5
足立四丁目 32 弥生小学校 中央本町2-5-1
綾瀬一・二・三丁目(1～16) 39 綾瀬小学校 綾瀬3-12-15
綾瀬三丁目(17～終)・四・五丁目 38 東綾瀬中学校仮設校舎 東綾瀬1-5-3
綾瀬六・七丁目 37 東加平小学校 加平1-12-12

イ 伊興一丁目(1～17) 13 栗原北小学校 栗原4-25-9

伊興一丁目(18～19)・二丁目(1～2、9～終)・三丁目(7、20～
終)・四・五丁目(1～4、6～17、20～終)

57 伊興小学校 伊興4-16-1

伊興一丁目(20～終)・三丁目(1～6、8～19) 56 第十四中学校 西竹の塚1-8-1
伊興二丁目(3～8) 58 西新井第二小学校 西新井4-34-1
伊興五丁目(5、18～19) 67 東伊興小学校 東伊興1-4-15
伊興本町一丁目 56 第十四中学校 西竹の塚1-8-1
伊興本町二丁目 67 東伊興小学校 東伊興1-4-15
入谷一・二丁目（1～6）・五・六・七丁目（2～8） 63 舎人小学校 舎人1-25-32

入谷二丁目（7～終）・三・四・七丁目（1、9～終）・八・九丁目 69 入谷中学校 入谷3-6-1

入谷町 63 舎人小学校 舎人1-25-32
ウ 梅島一丁目 29 梅島小学校 梅田7-35-1

梅島二・三丁目 30 障がい福祉センターあしすと 梅島3-31-19
梅田一・三・四・五丁目(1～4) 27 梅島第二小学校 梅田3-27-4
梅田二・五丁目(5～終)・六丁目 28 第九中学校 梅田6-32-1
梅田七・八丁目 29 梅島小学校 梅田7-35-1

オ 扇一丁目 18 寺地小学校 扇1-7-1
扇二丁目 17 扇小学校 扇2-30-1
扇三丁目(1～17) 20 興野公民館 興野2-1-5
扇三丁目(18～終) 22 第五中学校 西新井本町2-3-1
大谷田一・二丁目 71 第十二中学校 大谷田1-37-1
大谷田三・四・五丁目 44 中川小学校 大谷田3-17-20
興野一・二丁目 20 興野公民館 興野2-1-5
小台一・二丁目 26 宮城小学校 宮城1-27-25

カ 加賀一・二丁目 12 皿沼小学校 皿沼1-19-1
加平一・二・三丁目 37 東加平小学校 加平1-12-12

キ 北加平町 45 神明障がい福祉施設 神明南2-6-18
ク 栗原一・二丁目 51 島根小学校 島根3-28-11

栗原三丁目 23 栗原小学校 西新井栄町2-10-18
栗原四丁目 13 栗原北小学校 栗原4-25-9

コ 弘道一・二丁目(1～15) 36 第十一中学校 弘道1-38-15
弘道二丁目(16～終) 64 青井小学校 青井3-12-2
江北一丁目 17 扇小学校 扇2-30-1
江北二・三丁目 15 江北地域学習センター 江北3-39-4
江北四・五丁目 16 江北小学校 江北4-21-1
江北六・七丁目 60 鹿浜五色桜小学校 鹿浜4-20-22
古千谷一・二丁目(1～3) 57 伊興小学校 伊興4-16-1
古千谷二丁目(4～終) 72 古千谷小学校 古千谷本町4-12-16
古千谷本町一・二・三・四丁目 72 古千谷小学校 古千谷本町4-12-16

サ 佐野一・二丁目 66 中川北小学校 六木1-6-10
皿沼一・二・三丁目 12 皿沼小学校 皿沼1-19-1

シ 鹿浜一・二・三・五丁目 61 鹿浜いきいき館 鹿浜2-24-2
鹿浜四丁目 60 鹿浜五色桜小学校 鹿浜4-20-22
鹿浜六・七・八丁目 62 鹿浜第一小学校 谷在家2-24-1
島根一・二丁目 74 中島根小学校 島根2-9-22
島根三・四丁目 51 島根小学校 島根3-28-11
新田一・二丁目 14 新田住区センター 新田2-2-2
新田三丁目 76 新田学園第二校舎 新田3-30-16
神明一・二丁目(1～6)・三丁目(1～10) 45 神明障がい福祉施設 神明南2-6-18
神明二丁目(7～終)・三丁目(11～終) 75 六木小学校 六木3-21-11
神明南一・二丁目 45 神明障がい福祉施設 神明南2-6-18

セ 関原一・二丁目 25 まちづくり工房館 関原1-21-3
関原三丁目 24 関原小学校 関原3-38-3
千住一・二丁目 6 千住庁舎 千住仲町19-3
千住三・四・五丁目 5 千寿本町小学校 千住3-30
千住曙町 1 千寿第八小学校 千住関屋町16-1
千住旭町(1～23) 4 千寿常東小学校 千住旭町10-31
千住旭町(24～終) 3 総合ボランティアセンター 日ノ出町27-3-102
千住東一丁目 1 千寿第八小学校 千住関屋町16-1
千住東二丁目 4 千寿常東小学校 千住旭町10-31
千住大川町 10 千寿双葉小学校 千住大川町17-1
千住河原町 7 第一中学校 千住河原町4-7
千住寿町 10 千寿双葉小学校 千住大川町17-1
千住桜木一・二丁目 9 千寿桜小学校 千住桜木1-8-15
千住関屋町 1 千寿第八小学校 千住関屋町16-1
千住龍田町 9 千寿桜小学校 千住桜木1-8-15
千住仲町 6 千住庁舎 千寿仲町19-3
千住中居町 9 千寿桜小学校 千寿桜木1-8-15
千住橋戸町 7 第一中学校 千住河原町4-7
千住緑町一・二・三丁目 8 千寿小学校 千住宮元町6-1
千住宮元町(1～28) 8 千寿小学校 千住宮元町6-1
千住宮元町(29～終) 9 千寿桜小学校 千住桜木1-8-15
千住元町 10 千寿双葉小学校 千住大川町17-1
千住柳町 10 千寿双葉小学校 千住大川町17-1
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町丁名 投票区 投票所名 所在地
タ 竹の塚一・二丁目 53 竹の塚小学校 竹の塚1-8-1

竹の塚三丁目 52 保木間小学校 竹の塚3-6-3
竹の塚四・五・六丁目 54 渕江小学校 西保木間1-10-3
竹の塚七丁目 55 西保木間小学校 西保木間4-2-1
辰沼一丁目 73 辰沼小学校 谷中5-12-1
辰沼二丁目 45 神明障がい福祉施設 神明南2-6-18

チ 中央本町一丁目(1～11)・二・三丁目 32 弥生小学校 中央本町2-5-1
中央本町一丁目(12～終)・四・五丁目 70 足立区役所 中央本町1-17-1

ツ 椿一丁目 15 江北地域学習センター 江北3-39-4
椿二丁目 60 鹿浜五色桜小学校 鹿浜4-20-22

ト 東和一・二丁目 40 北三谷小学校 東和1-17-12
東和三丁目(1～12、14～19) 33 蒲原中学校 東和3-17-15
東和三丁目(13・20)・四・五丁目 41 東渕江小学校 東和3-20-11

舎人一・二丁目（1～10）・三丁目（1～3）・五丁目（1～12） 63 舎人小学校 舎人1-25-32

舎人二丁目（11～終）・三丁目（4～終）・四・五丁目（13～
終）・六丁目（4～8）

77 舎人第一小学校 舎人6-4-1

舎人六丁目（1～3、9～終） 69 入谷中学校 入谷3-6-1
舎人公園 63 舎人小学校 舎人1-25-32
舎人町 63 舎人小学校 舎人1-25-32

ナ 中川一・二丁目 42 長門小学校 中川1-19-32
中川三・四・五丁目 43 中川地域センター 中川4-43-4

ニ 西綾瀬一・二・三・四丁目 35 弘道小学校 西綾瀬4-7-27
西新井一・五・六・七丁目 59 西新井第一小学校 西新井6-21-3
西新井二丁目 13 栗原北小学校 栗原4-25-9
西新井三・四丁目 58 西新井第二小学校 西新井4-34-1
西新井栄町一・二丁目 23 栗原小学校 西新井栄町2-10-18
西新井栄町三丁目 21 西新井小学校 西新井本町4-9-27
西新井本町一・二・三丁目 22 第五中学校 西新井本町2-3-1
西新井本町四・五丁目 21 西新井小学校 西新井本町4-9-27
西伊興一・二丁目(11) 58 西新井第二小学校 西新井4-34-1
西伊興二丁目(1～10・12～終)・三丁目 57 伊興小学校 伊興4-16-1
西伊興四丁目 67 東伊興小学校 東伊興1-4-15
西伊興町 58 西新井第二小学校 西新井4-34-1
西加平一・二丁目 50 加平小学校 六町3-3-11
西竹の塚一丁目(1・7～終)・二丁目 56 第十四中学校 西竹の塚1-8-1
西竹の塚一丁目(2～6) 13 栗原北小学校 栗原4-25-9
西保木間一丁目 54 渕江小学校 西保木間1-10-3
西保木間二・三・四丁目 55 西保木間小学校 西保木間4-2-1

ハ 花畑一・二丁目 47 花畑中学校 花畑1-31-1
花畑三丁目（1～32）・四・五丁目（1～12） 48 花畑地域学習センター 花畑4-16-8

花畑三丁目（33～終）・五丁目（13～終）・六・七・八丁目 65 桜花小学校 花畑6-4-6

ヒ 東綾瀬一丁目 38 東綾瀬中学校仮設校舎 東綾瀬1-5-3
東綾瀬二丁目 40 北三谷小学校 東和1-17-12
東綾瀬三丁目 33 蒲原中学校 東和3-17-15
東伊興一・二・三丁目(4～終)・四丁目 67 東伊興小学校 東伊興1-4-15
東伊興三丁目(1～3) 56 第十四中学校 西竹の塚1-8-1
東保木間一・二丁目 11 花保住区センター 東保木間1-25-4-101
東六月町 68 平野小学校 平野3-6-3
一ツ家一丁目 68 平野小学校 平野3-6-3
一ツ家二・三・四丁目 50 加平小学校 六町3-3-11
日ノ出町 3 総合ボランティアセンター 日ノ出町27-3-102
平野一・二・三丁目 68 平野小学校 平野3-6-3

ホ 保木間一・二・三・四丁目 49 渕江中学校 保木間3-6-6
保木間五丁目 48 花畑地域学習センター 花畑4-16-8
保塚町 68 平野小学校 平野3-6-3
堀之内一・二丁目 15 江北地域学習センター 江北3-39-4

ミ 南花畑一・二・三丁目 46 花畑小学校 南花畑3-22-1
南花畑四・五丁目 47 花畑中学校 花畑1-31-1
宮城一・二丁目 26 宮城小学校 宮城1-27-25

ム 六木一・二丁目 66 中川北小学校 六木1-6-10
六木三・四丁目 75 六木小学校 六木3-21-11

モ 本木一・二丁目(1～28) 19 本木小学校 本木北町7-1
本木二丁目(29～終) 20 興野公民館 興野2-1-5
本木東町・西町・南町・北町 19 本木小学校 本木北町7-1

ヤ 谷在家一丁目 58 西新井第二小学校 西新井4-34-1
谷在家二・三丁目 62 鹿浜第一小学校 谷在家2-24-1
谷中一・二丁目 33 蒲原中学校 東和3-17-15
谷中三・四丁目(9～終)・五丁目 73 辰沼小学校 谷中5-12-1
谷中四丁目(1～8) 37 東加平小学校 加平1-12-12
柳原一・二丁目 2 千寿桜堤中学校 柳原2-49-1

ロ 六月一丁目 52 保木間小学校 竹の塚3-6-3
六月二・三丁目 53 竹の塚小学校 竹の塚1-8-1
六町一・二・三・四丁目 50 加平小学校 六町3-3-11
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