
定款附属書総代選挙規程変更新旧対照表 

 

別表 

新 旧 

選挙区 区   域 
選挙すべき 

総代の数 
選挙区 区   域 

選挙すべき 

総代の数 

第１区 
東かがわ市坂元、馬宿、南野、黒

羽、川股、吉田 
６人 第１区 

東かがわ市坂元、馬宿、南野、黒

羽、川股、吉田 
６人 

第２区 東かがわ市引田、小海 ７人 第２区 東かがわ市引田、小海 ７人 

第３区 

東かがわ市松原、伊座、帰来、白

鳥、湊、東山、西山、与田山、入

野山、五名 

１６人 第３区 

東かがわ市松原、伊座、帰来、白

鳥、湊、東山、西山、与田山、入

野山、五名 

１６人 

第４区 
東かがわ市三本松、水主、中筋、

川東、横内、西村 
１０人 第４区 

東かがわ市三本松、水主、中筋、

川東、横内、西村 
１１人 

第５区 

東かがわ市馬篠、小砂、土居、中

山、三殿、町田、松崎、落合、大

谷、小磯、大内 

８人 第５区 

東かがわ市馬篠、小砂、土居、中

山、三殿、町田、松崎、落合、大

谷、小磯、大内 

８人 

第６区 さぬき市大川町 １２人 第６区 さぬき市大川町 １２人 

第７区 さぬき市寒川町 １０人 第７区 さぬき市寒川町 １０人 

第８区 

さぬき市長尾名、長尾東、長尾西、

昭和、前山、造田乙井、造田是弘、 

造田野間田、造田宮西、多和 

１８人 第８区 

さぬき市長尾名、長尾東、長尾西、

昭和、前山、造田乙井、造田是弘、 

造田野間田、造田宮西、多和 

１８人 

第９区 さぬき市津田町 ８人 第９区 さぬき市津田町 ８人 

第１０区 さぬき市鴨部 ６人 第１０区 さぬき市鴨部 ６人 

第１１区 さぬき市鴨庄、小田 ９人 第１１区 さぬき市鴨庄、小田 ９人 

第１２区 さぬき市志度、末 ９人 第１２区 さぬき市志度、末 ９人 

第１３区 
三木町大字池戸、平木、鹿伏、井

上、鹿庭、奥山、下高岡、井戸 
２２人 第１３区 

三木町大字池戸、平木、鹿伏、井

上、鹿庭、奥山、下高岡、井戸 
２１人 

第１４区 三木町大字田中、朝倉、小蓑 ７人 第１４区 三木町大字田中、朝倉、小蓑 ７人 

第１５区 三木町大字氷上、上高岡 ８人 第１５区 三木町大字氷上、上高岡 ８人 

第１６区 高松市香川町浅野、大野、寺井 １１人 第１６区 高松市香川町浅野、大野、寺井 １１人 

第１７区 

高松市香川町川内原、川東下、川

東上、東谷、安原下、塩江町安原

下 

１３人 第１７区 

高松市香川町川内原、川東下、川

東上、東谷、安原下、塩江町安原

下 

１３人 

第１８区 
高松市塩江町安原上、安原上東、

上西甲、上西乙 
５人 第１８区 

高松市塩江町安原上、安原上東、

上西甲、上西乙 
５人 

第１９区 高松市香南町 １１人 第１９区 高松市香南町 １２人 

第２０区 直島町 ４人 第２０区 直島町 ４人 

第２１区 高松市林町、六条町、上林町 ８人 第２１区 高松市林町、六条町、上林町 ８人 

第２２区 
高松市下田井町、東山崎町、元山

町 
６人 第２２区 

高松市下田井町、東山崎町、元山

町 
６人 

第２３区 
高松市川島東町、由良町、川島本

町 
８人 第２３区 

高松市川島東町、由良町、川島本

町 
８人 

第２４区 
高松市亀田南町、十川東町、十川

西町、小村町 
８人 第２４区 

高松市亀田南町、十川東町、十川

西町、小村町 
８人 

別紙１ 



新 旧 

選挙区 区   域 
選挙すべき 

総代の数 
選挙区 区   域 

選挙すべき 

総代の数 

第２５区 
高松市西植田町、池田町、東植田

町、菅沢町 
１１人 第２５区 

高松市西植田町、池田町、東植田

町、菅沢町 
１１人 

第２６区 
高松市前田東町、前田西町、亀田

町 
６人 第２６区 

高松市前田東町、前田西町、亀田

町 
６人 

第２７区 
高松市一宮町、三名町、鹿角町、

成合町、寺井町、女木町、男木町 
１０人 第２７区 

高松市一宮町、三名町、鹿角町、

成合町、寺井町、女木町、男木町 
１１人 

第２８区 高松市仏生山町 ５人 第２８区 高松市仏生山町 ５人 

第２９区 

高松市多肥上町、多肥下町、出作

町、太田上町の一部、太田下町の

一部 

９人 第２９区 

高松市多肥上町、多肥下町、出作

町、太田上町の一部、太田下町の

一部 

９人 

第３０区 高松市三谷町 ７人 第３０区 高松市三谷町 ６人 

第３１区 
高松市木太町、松島町の一部、春

日町川西免 
９人 第３１区 

高松市木太町、松島町の一部、春

日町川西免 
９人 

第３２区 

高松市勅使町、松並町、西春日町、

上天神町、田村町、東ハゼ町、紙

町、西ハゼ町、三条町、室町、室

新町 

６人 第３２区 

高松市勅使町、松並町、西春日町、

上天神町、田村町、東ハゼ町、紙

町、西ハゼ町、三条町、室町、室

新町 

６人 

第３３区 高松市高松町、新田町、春日町 １２人 第３３区 高松市高松町、新田町、春日町 １２人 

第３４区 
高松市屋島西町、屋島中町、屋島

東町 
８人 第３４区 

高松市屋島西町、屋島中町、屋島

東町 
８人 

第３５区 高松市牟礼町 １３人 第３５区 高松市牟礼町 １３人 

第３６区 高松市庵治町 ９人 第３６区 高松市庵治町 ９人 

第３７区 

高松市朝日町、朝日新町、福岡町、

松福町、松島町一丁目、松島町二

丁目、松島町三丁目、松島町の一

部、多賀町、観光町の一部、上福

岡町の一部、 城東町、東浜町一

丁目、通町、井口町、末広町、築

地町、塩屋町、塩上町一丁目、塩

上町二丁目、塩上町三丁目、塩上

町、福田町、八坂町、花園町、楠

上町、北浜町、本町、鶴屋町、玉

藻町、丸の内、内町、片原町、百

間町、大工町、今新町、御坊町、

古馬場町、瓦町、常磐町、観光通、

東田町、藤塚町、藤塚町一丁目、

藤塚町二丁目、藤塚町三丁目、寿

町、西の丸町、西内町、兵庫町、

古新町、磨屋町、紺屋町、丸亀町、

鍛冶屋町、南新町、亀井町、田町、

中新町、旅籠町、浜ノ町、サンポー

ト、錦町、番町、天神前、中央町、

中野町、亀岡町、瀬戸内町、扇町、

幸町、昭和町、紫雲町、宮脇町、

茜町、西町、新北町、西宝町（郷

東地区を除く）、峰山町、栗林町、

桜町、花ノ宮町、上之町、鶴市町

台山地区 

１６人 第３７区 

高松市朝日町、朝日新町、福岡町、

松福町、松島町一丁目、松島町二

丁目、松島町三丁目、松島町の一

部、多賀町、観光町の一部、上福

岡町の一部、 城東町、東浜町一

丁目、通町、井口町、末広町、築

地町、塩屋町、塩上町一丁目、塩

上町二丁目、塩上町三丁目、塩上

町、福田町、八坂町、花園町、楠

上町、北浜町、本町、鶴屋町、玉

藻町、丸の内、内町、片原町、百

間町、大工町、今新町、御坊町、

古馬場町、瓦町、常磐町、観光通、

東田町、藤塚町、藤塚町一丁目、

藤塚町二丁目、藤塚町三丁目、寿

町、西の丸町、西内町、兵庫町、

古新町、磨屋町、紺屋町、丸亀町、

鍛冶屋町、南新町、亀井町、田町、

中新町、旅籠町、浜ノ町、サンポー

ト、錦町、番町、天神前、中央町、

中野町、亀岡町、瀬戸内町、扇町、

幸町、昭和町、紫雲町、宮脇町、

茜町、西町、新北町、西宝町（郷

東地区を除く）、峰山町、栗林町、

桜町、花ノ宮町、上之町、鶴市町

台山地区 

１６人 



新 旧 

選挙区 区   域 
選挙すべき 

総代の数 
選挙区 区   域 

選挙すべき 

総代の数 

第３８区 

高松市太田上町の一部、太田下町

の一部、伏石町、松縄町、今里町、

今里町一丁目、今里町二丁目、上

福岡町の一部、観光町の一部 

８人 第３８区 

高松市太田上町の一部、太田下町

の一部、伏石町、松縄町、今里町、

今里町一丁目、今里町二丁目、上

福岡町の一部、観光町の一部 

８人 

第３９区 高松市円座町、西山崎町 ７人 第３９区 高松市円座町、西山崎町 ７人 

第４０区 高松市檀紙町、中間町、御厩町 １１人 第４０区 高松市檀紙町、中間町、御厩町 １１人 

第４１区 高松市鬼無町、川部町、岡本町 １６人 第４１区 高松市鬼無町、川部町、岡本町 １５人 

第４２区 高松市郷東町、鶴市町、飯田町 ８人 第４２区 高松市郷東町、鶴市町、飯田町 ８人 

第４３区 
高松市香西本町、香西東町、香西

西町、香西南町、香西北町 
６人 第４３区 

高松市香西本町、香西東町、香西

西町、香西南町、香西北町 
７人 

第４４区 
高松市植松町、中山町、生島町、

神在川窪町、亀水町 
９人 第４４区 

高松市植松町、中山町、生島町、

神在川窪町、亀水町 
９人 

第４５区 

小豆島町西村、草壁本町、神懸通、

片城、安田、木庄、橘、岩谷、当

浜、苗羽、馬木、古江、堀越、田

浦、坂手、福田、吉田 

１９人 第４５区 

小豆島町西村、草壁本町、神懸通、

片城、安田、木庄、橘、岩谷、当

浜、苗羽、馬木、古江、堀越、田

浦、坂手、福田、吉田 

２１人 

第４６区 
小豆島町蒲生、池田、室生、二面、

吉野、蒲野、神浦、中山 
９人 第４６区 

小豆島町蒲生、池田、室生、二面、

吉野、蒲野、神浦、中山 
１０人 

第４７区 

土庄町土庄、淵崎、上庄、笠ケ滝、

小馬越、肥土山、黒岩、豊島唐櫃、 

豊島家浦、豊島甲生 

１８人 第４７区 

土庄町土庄、淵崎、上庄、笠ケ滝、

小馬越、肥土山、黒岩、豊島唐櫃、 

豊島家浦、豊島甲生 

１９人 

第４８区 
土庄町小海、見目、屋形崎、馬越、

小部、大部 
５人 第４８区 

土庄町小海、見目、屋形崎、馬越、

小部、大部 
５人 

第４９区 土庄町伊喜末、小江、長浜、滝宮 ５人 第４９区 土庄町伊喜末、小江、長浜、滝宮 ５人 

第５０区 綾川町陶、千疋、畑田 １８人 第５０区 綾川町陶、千疋、畑田 １７人 

第５１区 

綾川町枌所西、枌所東、西分、東

分、山田上、山田下、羽床上、牛

川 

１７人 第５１区 

綾川町枌所西、枌所東、西分、東

分、山田上、山田下、羽床上、牛

川 

１７人 

第５２区 
綾川町滝宮、萱原、北、羽床下、

小野 
１２人 第５２区 

綾川町滝宮、萱原、北、羽床下、

小野 
１２人 

第５３区 高松市国分寺町 ２０人 第５３区 高松市国分寺町 ２０人 

第５４区 
坂出市青海町、大屋冨町、高屋町、

神谷町、王越町 
１３人 第５４区 

坂出市青海町、大屋富町、高屋町、

神谷町、王越町 
１３人 

第５５区 坂出市林田町 １０人 第５５区 坂出市林田町 １０人 

第５６区 

坂出市青葉町、旭町、池園町、入

船町、岩黒、江尻町、大池町、笠

指町、川崎町、京町、久米町、寿

町、駒止町、小山町、御供所町、

坂出町、沙弥島、昭和町、白金町、

新浜町、瀬居町、谷町、築港町、

中央町、常盤町、八幡町、花町、

櫃石、福江町、福江町一丁目、福

江町二丁目、福江町三丁目、富士

見町、文京町、本町、宮下町、室

町、元町、横津町、与島町、西大

浜北、西大浜南、沖の浜、番の州 

１０人 第５６区 

坂出市青葉町、旭町、池園町、入

船町、岩黒、江尻町、大池町、笠

指町、川崎町、京町、久米町、寿

町、駒止町、小山町、御供所町、

坂出町、沙弥島、昭和町、白金町、

新浜町、瀬居町、谷町、築港町、

中央町、常盤町、八幡町、花町、

櫃石、福江町、福江町一丁目、福

江町二丁目、福江町三丁目、富士

見町、文京町、本町、宮下町、室

町、元町、横津町、与島町、西大

浜北、西大浜南、沖の浜、番の州 

１１人 



新 旧 

選挙区 区   域 
選挙すべき 

総代の数 
選挙区 区   域 

選挙すべき 

総代の数 

第５７区 坂出市府中町、加茂町、西庄町 １３人 第５７区 坂出市府中町、加茂町、西庄町 １４人 

第５８区 宇多津町 ６人 第５８区 宇多津町 ６人 

第５９区 坂出市川津町 ８人 第５９区 坂出市川津町 ８人 

第６０区 
丸亀市綾歌町栗熊東、栗熊西、富

熊 
１２人 第６０区 

丸亀市綾歌町栗熊東、栗熊西、富

熊 
１２人 

第６１区 
丸亀市飯山町上法軍寺、下法軍

寺、東小川 
９人 第６１区 

丸亀市飯山町上法軍寺、下法軍

寺、東小川 
９人 

第６２区 
丸亀市飯山町西坂元、真時、川原、

東坂元 
１２人 第６２区 

丸亀市飯山町西坂元、真時、川原、

東坂元 
１２人 

第６３区 
丸亀市綾歌町岡田上、岡田下、岡

田西、岡田東 
１０人 第６３区 

丸亀市綾歌町岡田上、岡田下、岡

田西、岡田東 
１０人 

第６４区 
まんのう町勝浦、川東、中通、造

田 
８人 第６４区 

まんのう町勝浦、川東、中通、造

田 
８人 

第６５区 

まんのう町神野、岸上、五條、四

條、真野、吉野、吉野下、炭所東、 

炭所西、長尾、東高篠、西高篠、

公文、羽間 

２７人 第６５区 

まんのう町神野、岸上、五條、四

條、真野、吉野、吉野下、炭所東、 

炭所西、長尾、東高篠、西高篠、

公文、羽間 

２６人 

第６６区 

まんのう町生間､後山､追上､大

口､買田､佐文、塩入、七箇、新目、

帆山､宮田､山脇 

１１人 第６６区 

まんのう町生間､後山､追上､大口､

買田､佐文、塩入、七箇、新目、帆

山､宮田､山脇 

１１人 

第６７区 
丸亀市飯野町東二、西分、東分、

土器町北、東、西 
１２人 第６７区 

丸亀市飯野町東二、西分、東分、

土器町北、東、西 
１１人 

第６８区 
丸亀市郡家町、三条町、川西町北、

南、垂水町 
１９人 第６８区 

丸亀市郡家町、三条町、川西町北、

南、垂水町 
１８人 

第６９区 

丸亀市本島町、広島町、手島町、

牛島、土居町、城東町、城西町、

城南町、中府町、幸町、西本町、

富士見町、御供所町、北平山町、

西平山町、大手町、風袋町、瓦町、

葭町、米屋町、松屋町、魚屋町、

宗古町、港町、通町、富屋町、浜

町、本町、福島町、新町、塩飽町、

南条町、一番丁、六番丁、七番丁、

八番丁、九番丁、十番丁、昭和町、

蓬萊町、今津町、津森町、天満町、

塩屋町、前塩屋町、新浜町、柞原

町、山北町、田村町、原田町、金

倉町、新田町、中津町 

２０人 第６９区 

丸亀市本島町、広島町、手島町、

牛島、土居町、城東町、城西町、

城南町、中府町、幸町、西本町、

富士見町、御供所町、北平山町、

西平山町、大手町、風袋町、瓦町、

葭町、米屋町、松屋町、魚屋町、

宗古町、港町、通町、富屋町、浜

町、本町、福島町、新町、塩飽町、

南条町、一番丁、六番丁、七番丁、

八番丁、九番丁、十番丁、昭和町、

蓬萊町、今津町、津森町、天満町、

塩屋町、前塩屋町、新浜町、柞原

町、山北町、田村町、原田町、金

倉町、新田町、中津町 

２０人 

第７０区 琴平町 ９人 第７０区 琴平町 ９人 

第７１区 善通寺市 ３６人 第７１区 善通寺市 ３５人 

第７２区 多度津町 １８人 第７２区 多度津町 １８人 

第７３区 三豊市山本町 １６人 第７３区 三豊市山本町 １５人 

第７４区 三豊市財田町 １１人 第７４区 三豊市財田町 １１人 

第７５区 
三豊市高瀬町上高瀬、新名、下勝

間、上勝間、比地中、比地 
１８人 第７５区 

三豊市高瀬町上高瀬、新名、下勝

間、上勝間、比地中、比地 
１８人 

第７６区 三豊市三野町 １６人 第７６区 三豊市三野町 １５人 

第７７区 三豊市高瀬町下麻、上麻、佐股、 １２人 第７７区 三豊市高瀬町下麻、上麻、佐股、 １２人 



新 旧 

選挙区 区   域 
選挙すべき 

総代の数 
選挙区 区   域 

選挙すべき 

総代の数 

羽方 羽方 

第７８区 三豊市豊中町 ２２人 第７８区 三豊市豊中町 ２１人 

第７９区 三豊市詫間町 １４人 第７９区 三豊市詫間町 １５人 

第８０区 

観音寺市観音寺町、有明町、八幡

町、三本松町、琴浪町、瀬戸町、

昭和町、坂本町、伊吹町、天神町、

茂木町、南町、栄町、幸町、茂西

町、西本町、港町 

６人 第８０区 

観音寺市観音寺町、有明町、八幡

町、三本松町、琴浪町、瀬戸町、

昭和町、坂本町、伊吹町、天神町、

茂木町、南町、栄町、幸町、茂西

町、西本町、港町 

６人 

第８１区 観音寺市室本町、高屋町 ６人 第８１区 観音寺市室本町、高屋町 ６人 

第８２区 
観音寺市流岡町、村黒町、植田町、

出作町 
７人 第８２区 

観音寺市流岡町、村黒町、植田町、

出作町 
７人 

第８３区 
観音寺市吉岡町、本大町、中田井

町、古川町 
６人 第８３区 

観音寺市吉岡町、本大町、中田井

町、古川町 
６人 

第８４区 
観音寺市新田町、原町、池之尻町、

粟井町 
１２人 第８４区 

観音寺市新田町、原町、池之尻町、

粟井町 
１２人 

第８５区 観音寺市木之郷町、柞田町 １０人 第８５区 観音寺市木之郷町、柞田町 １０人 

第８６区 三豊市仁尾町 ８人 第８６区 三豊市仁尾町 ８人 

第８７区 観音寺市豊浜町和田浜、姫浜 ４人 第８７区 観音寺市豊浜町和田浜、姫浜 ４人 

第８８区 
観音寺市大野原町、豊浜町和田、

箕浦 
３０人 第８８区 

観音寺市大野原町、豊浜町和田、

箕浦 
３０人 

合計  １,０００人 合計  １,０００人 

 

附 則 

１ この定款附属書総代選挙規程の変更は、行政庁の認可を受けた日から効力を生

ずる。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表は、現総代の任期満了に伴う総代選挙の時から

適用し、それまではなお従前の例による。 

 

 


