○ 北見自治区
投票区
第１

投票所
市役所北２条仮庁舎

投票区の区域
大通東 1 丁目から東 5 丁目まで、北 1 条から北 4 条の東 1 丁
目から東 5 丁目まで、北 5 条東 1 丁目から東 6 丁目まで、北
6 条から北 11 条の東 1 丁目から東 4 丁目まで、大通西 1 丁目
から西 4 丁目まで、北 1 条から北 8 条の西 1 丁目から西 4 丁
目まで、山下町 1 丁目から 2 丁目まで

第２

中央小学校

三住町、番場町、北斗町、中央町、清見町、幸町、三楽町、
美山町南 1 丁目、美山町南 7 丁目

第３

東小学校

大通東 6 丁目から東 9 丁目まで、北 2 条から北 4 条の東 6 丁
目から東 9 丁目まで、北 1 条東 6 丁目、大町、高砂町、青葉
町、桜町、朝日町、公園町 1 番地から 111 番地まで、東陵町
1 番地から 187 番地まで(北見第 12 投票区に属する区域を除
く。)

第４

勤労青少年ホーム

大通西 5 丁目から西 6 丁目まで、北 1 条から北 7 条の西 5 丁
目から西 7 丁目まで、常盤町 1 丁目から 4 丁目まで、本町、
山下町 3 丁目から 5 丁目まで

第５

西小学校

常盤町 5 丁目から 6 丁目まで、とん田東町

第６

光西中学校

とん田西町、西富町、栄町、光西町、東三輪

第７

南小学校

南仲町、南町、中ノ島町、泉町、清月町

第８

総合福祉会館

美芳町、寿町、高栄東町、花月町(北見第 11 投票区に属する
区域を除く。)

第９

高栄小学校

高栄西町、緑ケ丘 5 丁目から 6 丁目まで

第１０ 緑小学校

若葉、双葉町、桂町、緑町、卸町

第１１ 美山小学校

美山町、美山町南 2 丁目から 6 丁目まで、美山町南
8 丁目から 10 丁目まで、花月町 7 番地から 11 番地まで、緑
ケ丘 1 丁目から 4 丁目まで、東陵町(北見第 3 投票区及び北見
第 12 投票区に属する区域を除く。)、昭和、小泉 941 番地 12、
上仁頃 450 番地 31

第１２ 北見工業大学

小泉(北見第 11 投票区及び北見第 13 投票区に属する区域を除
く。)、公園町(北見第 3 投票区に属する区域を除く。)、東陵
町 111 番地及び 115 番地、柏陽町、並木町、文京町、曙町

第１３ 小泉小学校

小泉 209 番地から 215 番地まで、223 番地から 234 番地まで、
240 番地から 257 番地まで、263 番地から 272 番地まで、276
番地から 392 番地まで、397 番地から 407 番地まで及び 412
番地から 418 番地まで、ひかり野 1 丁目から 8 丁目まで、田
端町、春光町

第１４ 川東住民センター

川東

第１５ 若松小学校

若松、南丘 174 番地

第１６ 開成ふるさと工芸館

開成(北見第 17 投票区に属する区域を除く。)

第１７ 常川会館

常川、開成 783 番地

第１８ 上ところコミュニティプラ 上ところ、北上、広郷
ザ
第１９ 北光小学校

南丘(北見第 15 投票区に属する区域を除く。)、光葉町、花園
町、新生町、川沿町、北央町、錦町、広明町

第２０ 豊地小学校

豊地

第２１ 三輪小学校

西三輪、中央三輪

第２２ 大正小学校

大正

第２３ 仁頃住民センター

大和、仁頃町

第２４ 北陽会館

北陽

第２５ 上仁頃住民センター

上仁頃(北見第 11 投票区に属する区域を除く。)、美里 7 番地

第２６ 美里高齢者福祉会館

美里(北見第 25 投票区に属する区域を除く。)

第２７ 東相内地区住民センター

東相内町、柏木、富里

第２８ 美園会館

美園(北見第 29 投票区に属する区域を除く。)

第２９ 相内地区住民センター

相内町、美園 404 番地、414 番地 1、415 番地 3、417 番地 3、
423 番地 5、425 番地、425 番地 7、426 番地、438 番地、463
番地、463 番地 7、683 番地、684 番地、684 番地 3、684 番地
4、684 番地 6、684 番地 8、684 番地 9、685 番地 1、686 番地
8、699 番地、706 番地 5 及び 754 番地、住吉 3 番地、本沢

第３０ 豊田住民センター

豊田、住吉(北見第 29 投票区に属する区域を除く。)

第３１ 西相内多目的地域会館

西相内

第３２ 北地区住民センター

北進町

第３３ 北光地区住民センター

北光、末広町、無加川町

