
1 

 

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 
７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 ５人 

（削除） ※第２区に統合 ― 第３区 東かがわ市小海 ２人 

（削除） ※第３区に統合 ― 第４区 東かがわ市五名 ２人 

（削除） ※第３区に統合 ― 第５区 
東かがわ市東山、西山、与田山、

入野山 
５人 

（削除） ※第３区に統合 ― 第６区 東かがわ市松原、伊座、帰来 ５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 

１７人 第７区 東かがわ市白鳥、湊 ５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９区 

東かがわ市川東、三本松、中筋、

西村、水主、横内 
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10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 

（削除） ※第６区に統合 ― 第11区 
さぬき市大川町富田東、大川町田

面 
４人 

第６区 さぬき市大川町 １２人 第12区 
さぬき市大川町富田中、大川町富

田西、大川町南川 
８人 

（削除） ※第７区に統合 ― 第13区 さぬき市寒川町神前 ３人 

第７区 さぬき市寒川町 １０人 第14区 
さぬき市寒川町石田西、寒川町石

田東 
６人 

（削除） ※第８区に統合 ― 第15区 
さぬき市造田乙井、造田是弘、造

田野間田、造田宮西、昭和の1部 
５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16区 
さぬき市長尾名、長尾東、長尾西、

昭和の1部、前山 
１０人 

（削除） ※第８区に統合 ― 第17区 さぬき市多和 ２人 

（削除） ※第９区に統合 ― 第18区 さぬき市津田町鶴羽 ３人 

第９区 さぬき市津田町 ８人 第19区 さぬき市津田町津田 ５人 

第10区 さぬき市鴨部 ６人 第21区 さぬき市鴨部 ６人 

第11区 さぬき市鴨庄、小田 １０人 第22区 さぬき市小田、鴨庄 １０人 

第12区 さぬき市志度、末 ９人 第23区 さぬき市志度、末 ８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24区 

三木町池戸、井上、鹿伏、下高岡、

平木 
1２人 

（削除） ※第13区に統合 ― 第25区 三木町鹿庭、奥山 ４人 

第14区 三木町大字田中、朝倉、小蓑 ６人 第26区 三木町田中、朝倉、小蓑 ６人 

第15区 三木町大字氷上、上高岡 ７人 第27区 三木町氷上、上高岡 ７人 

（削除） ※第13区に統合 ― 第29区 三木町井戸 ４人 

第16区 高松市香川町浅野、大野、寺井 １１人 第30区 高松市香川町浅野 ６人 
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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 

（削除） ※第16区に統合 ― 第31区 高松市香川町大野、香川町寺井 ４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32区 
高松市香川町川内原、香川町川東

下、香川町川東上 
８人 

（削除） ※第17区に統合 ― 第33区 
高松市香川町東谷、香川町安原下、

塩江町安原下 
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34区 

高松市塩江町安原上、塩江町安原

上東、塩江町上西甲、塩江町上西

乙 

５人 

第19区 高松市香南町 １１人 第36区 
高松市香南町横井、香南町池内、

香南町西庄 
５人 

（削除） ※第19区に統合 ― 第37区 
高松市香南町岡、香南町由佐、香

南町吉光 
６人 

第20区 直島町 ５人 第38区 直島町 ６人 

第21区 高松市林町、六条町、上林町 ７人 第39区 高松市林町、六条町、上林町 ７人 

第22区 
高松市下田井町、東山崎町、元山

町 
６人 第40区 

高松市下田井町、東山崎町、元山

町 
５人 

第23区 
高松市川島東町、由良町、川島本

町 
８人 第41区 

高松市川島東町、由良町、川島本

町 
７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42区 

高松市亀田南町、十川東町、十川

西町、小村町 
７人 

第25区 
高松市西植田町、池田町、東植田

町、菅沢町 
１１人 第43区 高松市西植田町、池田町 ７人 

（削除） ※第25区に統合 ― 第44区 高松市東植田町、菅沢町 ３人 

第26区 
高松市前田東町、前田西町、亀田

町 
６人 第45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 
１１人 第46区 

高松市一宮町、男木町、鹿角町、

三名町、寺井町、成合町、女木町 
1２人 

第28区 高松市仏生山町 ５人 第47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 

８人 第48区 
高松市多肥上町、多肥下町、出作

町 
７人 

第30区 高松市三谷町 ６人 第49区 高松市三谷町 ７人 

（削除） ※第29区に統合 ― 第50区 
高松市太田上町の一部、太田下町

の一部 
２人 

第31区 
高松市木太町、松島町の一部、春

日町川西免 
８人 第51区 

高松市木太町、松島町の一部、春

日町川西免 
８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52区 

高松市勅使町、西春日町、田村町、

西ハゼ町、東ハゼ町、室町、室新

町、三条町、上天神町、松並町、

紙町 

８人 

第33区 高松市高松町、新田町、春日町 １１人 第55区 高松市高松町、新田町、春日町 １１人 

第34区 
高松市屋島西町、屋島中町、屋島

東町 
８人 第56区 

高松市屋島西町、屋島中町、屋島

東町 
６人 

第35区 高松市牟礼町 １３人 第57区 
高松市牟礼町牟礼、牟礼町大町、

牟礼町原 
1２人 

第36区 高松市庵治町 1０人 第58区 高松市庵治町 1０人 
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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 

１５人 第59区 

高松市朝日町1丁目、朝日町2丁目、

朝日町3丁目、朝日町4丁目、朝日

町5丁目、朝日町6丁目、朝日新町、

福岡町1丁目、福岡町2丁目、福岡

町3丁目、福岡町4丁目、松福町1丁

目、松福町2丁目、松島町1丁目、

松島町2丁目、松島町3丁目、松島

町、多賀町1丁目、多賀町2丁目、

多賀町3丁目、観光町、上福岡町、

城東町1丁目、城東町2丁目、東浜

町1丁目、通町、井口町、末広町、

築地町、塩屋町、塩上町1丁目、塩

上町2丁目、塩上町3丁目、福田町、

八坂町、花園町1丁目、花園町2丁

目、花園町3丁目、楠上町1丁目、

楠上町2丁目、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1丁目、瓦町

2丁目、常磐町1丁目、常磐町2丁目、

観光通1丁目、観光通2丁目、塩上

町、東田町、藤塚町、藤塚町1丁目、

藤塚町2丁目、藤塚町3丁目、寿町1

丁目、寿町2丁目、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1丁目、

錦町2丁目、番町1丁目、番町2丁目、

番町3丁目、番町4丁目、番町5丁目、

天神前、中央町、中野町、亀岡町、

瀬戸内町、扇町1丁目、扇町2丁目、

扇町3丁目、幸町、昭和町1丁目、

昭和町2丁目、紫雲町、宮脇町1丁

目、宮脇町2丁目、茜町、西町、新

北町、西宝町1丁目、西宝町2丁目、

西宝町3丁目（郷東地区を除く）、

峰山町、栗林町1丁目、栗林町2丁

目、栗林町3丁目、桜町1丁目、桜

町2丁目、花ノ宮町1丁目、花ノ宮

町2丁目、花ノ宮町3丁目、上之町1

丁目、上之町2丁目、上之町3丁目、

鶴市町台山地区 

１３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 

７人 第60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、

上福岡町、観光町 

６人 

（削除） ※第37区に統合 ― 第61区 
高松市上之町、花ノ宮町、桜町、

楠上町、栗林町 
２人 

（削除） ※第41区に統合 ― 第62区 
高松市川部町、岡本町、円座町の

一部、西山崎町の一部 
６人 

第39区 高松市円座町、西山崎町 ７人 第63区 

高松市円座町、西山崎町、川部町

の一部、岡本町の一部、檀紙町の

一部、中間町の一部 

６人 
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新 旧 

選挙区 区   域 
選挙すべき 

総代の数 
選挙区 区   域 
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総代の数 

第40区 高松市檀紙町、中間町、御厩町 １１人 第64区 

高松市檀紙町、中間町、御厩町、

円座町の一部、西山崎町の一部、

飯田町の一部 

１０人 

第41区 高松市鬼無町、川部町、岡本町 １５人 第65区 
高松市鬼無町、飯田町の一部、香

西南町の一部 
８人 

第42区 高松市郷東町、鶴市町、飯田町 ８人 第66区 

高松市鶴市町、飯田町、郷東町、

香西東町の一部、鬼無町の一部、

檀紙町の一部 

７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67区 

高松市香西東町、香西本町、香西

南町、香西北町、香西西町、鶴市

町の一部、鬼無町の一部、神在川

窪町の一部 

８人 

第44区 
高松市植松町、中山町、生島町、

神在川窪町、亀水町 
１０人 第68区 

高松市生島町、中山町、亀水町、

植松町、神在川窪町、香西北町の

一部 

１０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 

２３人 第69区 小豆島町のうち旧内海町の区域 ２７人 

第46区 
小豆島町蒲生、池田、室生、二面、

吉野、蒲野、神浦、中山 
１１人 第70区 

小豆島町池田、蒲野、蒲生、神浦、

中山、二面、室生、吉野 
１２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 

２１人 第73区 土庄町土庄、淵崎 １７人 

（削除） ※第47区に統合 ― 第75区 土庄町大鐸 ３人 

第48区 
土庄町小海、見目、屋形崎、馬越、

小部、大部 
６人 第76区 土庄町北浦 ３人 

第49区 土庄町伊喜末、小江、長浜、滝宮 ５人 第77区 土庄町四海 ５人 

（削除） ※第47区に統合 ― 第78区 土庄町豊島 ４人 

（削除） ※第48区に統合 ― 第79区 土庄町大部 ３人 

第50区 綾川町陶、千疋、畑田 １７人 第80区 綾川町陶 ８人 

（削除） ※第50区に統合 ― 第81区 綾川町千疋、畑田 ７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83区 
綾川町枌所西、枌所東、西分、東

分、山田上、山田下 
１３人 

（削除） ※第51区に統合 ― 第85区 綾川町羽床上、牛川 ４人 

（削除） ※第52区に統合 ― 第86区 綾川町羽床下、小野 ４人 

第52区 
綾川町滝宮、萱原、北、羽床下、

小野 
１２人 第87区 綾川町滝宮、萱原、北 ８人 

第53区 高松市国分寺町 ２０人 第88区 

高松市国分寺町柏原、国分寺町国

分、国分寺町新名、国分寺町新居、

国分寺町福家 

１９人 

（削除） ※第54区に統合 ― 第89区 坂出市王越町 ４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90区 

坂出市青海町、大屋富町、高屋町、

神谷町 
１０人 

第55区 坂出市林田町 １０人 第91区 坂出市林田町 １１人 
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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92区 

坂出市青葉町、旭町、池園町、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、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 

１２人 

第57区 坂出市府中町、加茂町、西庄町 １４人 第94区 坂出市府中町 ７人 

（削除） ※第57区に統合 ― 第95区 坂出市加茂町、西庄町 ７人 

第58区 宇多津町 ６人 第98区 宇多津町 ６人 

第59区 坂出市川津町 ８人 第99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100区 

丸亀市綾歌町栗熊東、綾歌町栗熊

西 
６人 

（削除） ※第60区に統合 ― 第101区 丸亀市綾歌町富熊 ５人 

第61区 
丸亀市飯山町上法軍寺、下法軍寺、

東小川 
８人 第102区 

丸亀市飯山町上法軍寺、飯山町下

法軍寺、飯山町東小川 
８人 

第62区 
丸亀市飯山町西坂元、真時、川原、

東坂元 
１２人 第103区 

丸亀市飯山町東坂元、飯山町西坂

元、飯山町川原、飯山町真時 
１１人 

第63区 
丸亀市綾歌町岡田上、岡田下、岡

田西、岡田東 
９人 第104区 丸亀市綾歌町岡田 ９人 

第64区 
まんのう町勝浦、川東、中通、造

田 
８人 第106区 

まんのう町勝浦、川東、造田、中

通 
８人 

（削除） ※第65区に統合 ― 第107区 まんのう町炭所東、炭所西、長尾 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 

２６人 第108区 
まんのう町神野、岸上、五條、四

條、真野、吉野、吉野下 
１３人 

（削除） ※第65区に統合 ― 第112区 
まんのう町東高篠、西高篠、公文、

羽間 
５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113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 

（削除） ※第67区に統合 ― 第118区 丸亀市土器町 ５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119区 丸亀市飯野町 ６人 

（削除） ※第68区に統合 ― 第120区 丸亀市川西町 ５人 

（削除） ※第68区に統合 ― 第121区 丸亀市垂水町 ５人 

第68区 
丸亀市郡家町、三条町、川西町北、

南、垂水町 
１８人 第122区 丸亀市郡家町、三条町 ７人 

（削除） ※第69区に統合 ― 第123区 
丸亀市柞原町、山北町、田村町、

原田町 
６人 

（削除） ※第69区に統合 ― 第124区 丸亀市金倉町、新田町、中津町 ５人 
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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125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、上真島今津町、津森町、

天満町、塩屋町、前塩屋町、新浜

町 

１２人 

第70区 琴平町 １０人 第127区 琴平町榎井、琴平、五條 ６人 

（削除） ※第70区に統合 ― 第129区 琴平町苗田、上櫛梨、下櫛梨 ４人 

（削除） ※第71区に統合 ― 第130区 
善通寺市生野町、生野本町、文京

町、大麻町、櫛梨町 
５人 

（削除） ※第71区に統合 ― 第131区 善通寺市善通寺町、仙遊町、南町 ３人 

第71区 善通寺市 ３４人 第132区 
善通寺市上吉田町、稲木町、下吉

田町 
４人 

（削除） ※第71区に統合 ― 第133区 善通寺市与北町 ４人 

（削除） ※第71区に統合 ― 第134区 善通寺市中村町、弘田町 ５人 

（削除） ※第71区に統合 ― 第135区 善通寺市吉原町、碑殿町 ５人 

（削除） ※第71区に統合 ― 第136区 
善通寺市原田町、金蔵寺町、木徳

町 
５人 

第72区 多度津町 １７人 第137区 多度津町 １８人 

（削除） ※第73区に統合 ― 第138区 三豊市山本町神田 ４人 

第73区 三豊市山本町 １５人 第139区 三豊市山本町大野、山本町財田西 ５人 

（削除） ※第73区に統合 ― 第140区 三豊市山本町河内、辻 ７人 

第74区 三豊市財田町 １１人 第142区 三豊市財田町財田上 ６人 

（削除） ※第74区に統合 ― 第143区 三豊市財田町財田中 ４人 

（削除） ※第77区に統合 ― 第144区 三豊市高瀬町佐股、高瀬町羽方 ５人 

（削除） ※第75区に統合 ― 第145区 
三豊市高瀬町上勝間、高瀬町下勝

間 
６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146区 三豊市高瀬町上高瀬、高瀬町新名 ７人 

（削除） ※第75区に統合 ― 第147区 三豊市高瀬町比地、高瀬町比地中 ５人 

（削除） ※第76区に統合 ― 第148区 三豊市三野町吉津 ５人 

第76区 三豊市三野町 １５人 第149区 三豊市三野町下高瀬 ４人 

（削除） ※第76区に統合 ― 第150区 三豊市三野町大見 ６人 

第77区 
三豊市高瀬町下麻、上麻、佐股、

羽方 
１１人 第151区 三豊市高瀬町上麻、高瀬町下麻 ７人 

（削除） ※第78区に統合 ― 第152区 
三豊市豊中町笠田笠岡、豊中町笠

田竹田 
５人 
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（削除） ※第78区に統合 ― 第153区 三豊市豊中町比地大 ４人 

（削除） ※第78区に統合 ― 第154区 三豊市豊中町下高野、豊中町岡本 ６人 

第78区 三豊市豊中町 ２１人 第155区 
三豊市豊中町本山甲、豊中町本山

乙 
３人 

（削除） ※第78区に統合 ― 第156区 三豊市豊中町上高野 ４人 

第79区 三豊市詫間町 １６人 第157区 

三豊市詫間町松崎、詫間町詫間、

詫間町香田、詫間町大浜、詫間町

積、詫間町箱、詫間町生里、詫間

町粟島、詫間町志々島 

１９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160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 

６人 

第81区 観音寺市室本町、高屋町 ６人 第161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162区 

観音寺市流岡町、村黒町、植田町、

出作町 
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163区 

観音寺市吉岡町、本大町、中田井

町、古川町 
５人 

第84区 
観音寺市新田町、原町、池之尻町、

粟井町 
１２人 第164区 観音寺市新田町、原町、池之尻町 ７人 

（削除） ※第84区に統合 ― 第165区 観音寺市粟井町 ４人 

第85区 観音寺市木之郷町、柞田町 １０人 第166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168区 三豊市仁尾町 ８人 

第87区 観音寺市豊浜町和田浜、姫浜 ５人 第169区 
観音寺市豊浜町和田浜、豊浜町姫

浜 
６人 

第88区 
観音寺市大野原町、豊浜町和田、

箕浦 
３１人 第170区 

観音寺市大野原町大野原、大野原

町中姫、大野原町花稲、大野原町

丸井、大野原町福田原、大野原町

青岡、大野原町萩原、大野原町井

関、大野原町内野々、大野原町田

野々、大野原町有木、大野原町海

老済、豊浜町和田、豊浜町箕浦 

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。 

 

 


