
告 示

番 号
さいたま市西区選挙管理委員会告示名 公布年月日

５４
さいたま市西区の投票区及びその区域の一部を改正する

告示
平成２９年１１月７日



さいたま市西区選挙管理委員会告示第５４号 

 さいたま市西区の投票区及びその区域（平成２８年さいたま市西区選挙管理委員会告示第１０号）の一

部を次のように改正する。 

  平成２９年１１月７日 

さいたま市西区選挙管理委員会 

委員長 松 田 邦 彦 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあ

っては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に

改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

［略］ ［略］

投票区 投票区域

 ［略］

第２投票区 大字指扇領辻 214 番地から

261 番地まで、大字中釘 1

番地から 2312 番地まで、

大字中釘 2373 番地から

2378 番地まで、大字高木

561 番地から 697 番地ま

で、大字高木 880 番地から

946 番地まで、大字高木

1126 番地から 1852 番地ま

で、大字平方領々家、大字

上野本郷、西大宮 2 丁目 18

番地から末番地まで、西大

宮 3 丁目 32 番地から 36 番

地まで及び西大宮 4 丁目 18

番地から末番地まで 

第３投票区 大字指扇 1525 番地及び

1526 番地、大字指扇 1528

番地から 1539 番地まで、

大字指扇 1582 番地、大字

指扇 1613 番地から 1818 番

地まで、大字指扇 1835 番

地から 1883 番地まで、大

字指扇 1884 番地 2、大字指

扇 1893 番地から 1921 番地

まで、大字指扇 3395 番地

から 3443 番地まで、大字

指扇 3482 番地 2 から 3527

番地まで、大字指扇 3552

投票区 投票区域

 ［略］

第２投票区 大字指扇領辻 214 番地から

261 番地まで、大字中釘 1

番地から 2312 番地まで、

大字中釘 2373 番地から

2378 番地まで、大字高木

458 番地から 468 番地ま

で、大字高木 475 番地から

1852 番地まで、大字平方領

々家及び大字上野本郷 

第３投票区 大字指扇 1525 番地及び

1526 番地、大字指扇 1528

番地から 1539 番地まで、

大字指扇 1582 番地、大字

指扇 1613 番地から 1818 番

地まで、大字指扇 1835 番

地から 1883 番地まで、大

字指扇 1884 番地 2、大字指

扇 1893 番地から 1921 番地

まで、大字指扇 3395 番地

から 3443 番地まで、大字

指扇 3482 番地 2 から 3527

番地まで、大字指扇 3552



番地 2 から 3554 番地ま

で、大字指扇 3555 番地 2

及び 3555 番地 3、大字指扇

3556 番地から 3558 番地ま

で、大字指扇 3563 番地か

ら 3702 番地まで、大字清

河寺 616 番地及び 617 番

地、大字清河寺 664 番地か

ら 1518 番地まで、西大宮 1

丁目 1 番地から 23 番地ま

で、西大宮 1 丁目 32 番

地、西大宮 1 丁目 34 番地

から 44 番地まで、西大宮 2

丁目 1 番地から 5 番地ま

で、西大宮 2 丁目 17 番

地、西大宮 3 丁目 1 番地か

ら 31 番地まで、西大宮 3

丁目 37 番地から末番地ま

で並びに西大宮 4 丁目 1 番

地から 17 番地まで 

［略］ 

第１２投票区 大字指扇 2647 番地から

2649 番地まで、大字指扇

2652 番地 4 から 2662 番地

まで、大字指扇 2705 番地

及び 2707 番地、大字指扇

2708 番地 9 から 2709 番地

まで、大字指扇 2711 番地

から 2722 番地まで、大字

指扇 2724 番地及び 2725 番

地 1、大字指扇 2847 番地か

ら 2850 番地まで、大字指

扇 2856 番地 294、大字指扇

2856 番地 307 から 2856 番

地 310 まで、大字指扇 2862

番地から 2896 番地まで、

大字指扇 3185 番地から

3197 番地まで、大字指扇

3199 番地 1、大字指扇 3204

番地から 3207 番地まで、

大字指扇 3211 番地から

3226 番地まで、大字指扇

3229 番地から 3344 番地ま

で、大字指扇 3356 番地か

ら 3393 番地まで、大字指

扇 3444 番地から 3482 番地

1 まで、大字指扇 3528 番地

から 3552 番地 1 まで、大

字指扇 3555 番地 1、大字指

扇 3555 番地 4 から 3555 番

番地 2 から 3554 番地ま

で、大字指扇 3555 番地 2

及び 3555 番地 3、大字指扇

3556 番地から 3934 番地ま

で、大字指扇 3936 番地か

ら 4105 番地まで並びに大

字清河寺 1 番地から 1518

番地まで 

［略］ 

第１２投票区 大字指扇 2647 番地から

2649 番地まで、大字指扇

2652 番地 4 から 2662 番地

まで、大字指扇 2705 番地

及び 2707 番地、大字指扇

2708 番地 9 から 2709 番地

まで、大字指扇 2711 番地

から 2722 番地まで、大字

指扇 2724 番地及び 2725 番

地 1、大字指扇 2847 番地か

ら 2850 番地まで、大字指

扇 2856 番地 294、大字指扇

2856 番地 307 から 2856 番

地 310 まで、大字指扇 2862

番地から 2896 番地まで、

大字指扇 3185 番地から

3197 番地まで、大字指扇

3199 番地 1、大字指扇 3204

番地から 3207 番地まで、

大字指扇 3211 番地から

3226 番地まで、大字指扇

3229 番地から 3344 番地ま

で、大字指扇 3356 番地か

ら 3393 番地まで、大字指

扇 3444 番地から 3482 番地

1 まで、大字指扇 3528 番地

から 3552 番地 1 まで、大

字指扇 3555 番地 1、大字指

扇 3555 番地 4 から 3555 番



地末まで、大字指扇 4281

番地から 4497 番地まで、

大字指扇領別所 1 番地から

510 番地まで、大字宝来

1378 番地から 1804 番地ま

で、大字宝来 2173 番地か

ら末番地まで、大字中釘

2313 番地から 2372 番地ま

で、大字高木 1 番地から

376 番地まで、大字高木

379 番地、西大宮 1 丁目 24

番地から 31 番地まで、西

大宮 1 丁目 33 番地、西大

宮 1 丁目 45 番地から末番

地まで並びに西大宮 2 丁目

6 番地から 16 番地まで 

［略］

地末まで、大字指扇 3935

番地、大字指扇 4106 番地

から 4497 番地まで、大字

指扇領別所 1 番地から 510

番地まで、大字宝来 1378

番地から 1804 番地まで、

大字宝来 2173 番地から末

番地まで、大字中釘 2313

番地から 2372 番地まで、

大字高木 1 番地から 457 番

地まで並びに大字高木 469

番地から 474 番地まで 

［略］

   附 則 

 この告示は、平成２９年１１月１８日から施行する。 


