
投票区名 番号 地図番号

第１ 1 大野市 要町1-33 源平酒造㈱様ブロック塀 57

2 大野市 元町5-22 布川博雄様宅ブロック塀 65

3 大野市 本町8-4 本伝寺様ブロック塀 66

4 大野市 錦町3-7 永伝寺様ブロック塀 66

5 大野市 錦町3-3-12 大野魚市場様車庫北金網 66

6 大野市 明倫町3付近 結ステーション広瀬病院様前石碑壁 65

7 大野市 錦町4-2 大宝寺様木塀 66

8 大野市 錦町5-12 あさひ旅館様木塀 67

9 大野市 泉町2-3 宇野昭治様宅ブロック塀 89

10 大野市 泉町7-24 カトリック大野教会様ブロック塀 89

11 大野市 泉町14-17 山翠閣様コンクリ塀 88

12 大野市 泉町12-10 鉱崎昭治様宅ブロック塀 89

13 大野市 泉町13-10 松浦道子様宅ブロック塀 88

14 大野市 城町6-3 松本よし子様宅ブロック塀 65

15 大野市 水落町7-18 根賀一様宅ブロック塀 57

16 大野市 水落町3-2 亀山集会場壁面 57

17 大野市 元町2-3 旅館広島屋様木塀 65

第２ 18 大野市 天神町1-1 市役所前緑地 89

19 大野市 明倫町8-23 明源寺様石垣上木塀 90

20 大野市 明倫町11-6 尾崎病院様駐車場入口金網 90

21 大野市 高砂町5-9 清水一将様宅ブロック塀 90

22 大野市 高砂町8-2 熊野神社様西鉄枠 90

23 大野市 鍬掛15-29 杉本　進様土蔵壁面 86

24 大野市 篠座117-6-1 休日急患診療所前緑地 97

25 大野市 飯降15-5付近 飯降公民館壁面 114

26 大野市 新庄6-24 永森利彦様宅ブロック塀 117

27 大野市 右近次郎40-82-2付近 田中モータース様北溜池金網 126

第３ 28 大野市 大和町5-6付近 山一織物㈱様ブロック塀 67

29 大野市 日吉町4-5 蓮光寺様ブロック塀 90

30 大野市 日吉町16-5 日吉神社様北石垣 91

31 大野市 日吉町17-9 島田肇子様宅ブロック塀 91

32 大野市 元町10-23 元町会館生垣 66

33 大野市 弥生町1-20付近 JR越前大野駅駐輪場駅舎寄り壁面 92

第４ 34 大野市 日吉町8-1 円徳寺様西鉄枠 91

35 大野市 日吉町24-1 荒子延治様宅裏ブロック塀 91

36 大野市 弥生町9 弥生公園南西緑地 100

37 大野市 春日一丁目12-18 若山　豊様宅ブロック塀 99

第５ 38 大野市 篠座22-1 松谷正行様宅ブロック塀 159

39 大野市 篠座74-1付近 浦井真人様所有地（聖和園跡地） 158

40 大野市 西据11-7 生田　孝様物置壁面 159

41 大野市 榎15 榎ふれあい会館広場 171

ポスター掲示場の設置場所

大　野　市
ポスター掲示場の設置場所一覧表
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投票区名 番号 地図番号ポスター掲示場の設置場所

42 大野市 下据43-9 西里集会所向い緑地 159

第６ 43 大野市 春日二丁目4-10付近 酒のゲンサン様前緑地 99

44 大野市 春日二丁目1012 山崎孝幸様宅ブロック塀 119

45 大野市 春日三丁目11 春日公園東金網 100

46 大野市 春日二丁目8-30 有終南小学校西金網 99

47 大野市 国時町1405 谷本建設工業様倉庫南コンクリ塀 121

48 大野市 若杉町1001 若杉公園東緑地 121

49 大野市 春日三丁目19-10 市第３送水場東金網 120

50 大野市 糸魚町8-11 森川昭一様納屋ブロック塀 98

第７ 51 大野市 有明町18-17 吉村　惠様宅ブロック塀 93

52 大野市 有明町11-10 文化会館南東緑地 93

53 大野市 美川町1-10 越前大野駅東空き地 68

54 大野市 美川町11-18 諸江千里様宅木塀 68

55 大野市 美川町5-7 井川　操様宅ブロック塀 68

56 大野市 月美町14-14 ㈱高岡工務店様駐車場ブロック塀 69

57 大野市 月美町7-11 嶋田輝男様宅ブロック塀 69

58 大野市 月美町10-1 田中孝典様宅生垣 69

59 大野市 幸町2-6 宮澤宗臣様宅蔵壁面 92

60 大野市 国時町701 サンコーポラス様遊園地西金網 101

第８ 61 大野市 清和町507 山村孝二様宅コンクリ塀 69

62 大野市 美里町614 南　勇治様宅前用水フェンス 94

63 大野市 吉野町609 排水路沿い山下日吉様敷地 94

64 大野市 中挟二丁目1506 乾　孝一郎様宅石垣上木塀 61

65 大野市 中保5-10 亀城テキスタイル様駐車場金網 71

66 大野市 堂本12-5-1 堂本ふれあい会館横広場内 41

67 大野市 菖蒲池28-16 結和館前駐車場 103

68 大野市 東中10-15 島田義也様宅ブロック塀 94

69 大野市 美里町901 有終東小学校グラウンド西金網 94

第９ 70 大野市 南新在家3-2付近 交差点北東角南新在家区花壇 17

71 大野市 横枕22付近 市道南新在家堂本線横枕地係空き地 18

72 大野市 中津川13-34 中川幸太郎様宅ブロック塀 16

73 大野市 中津川9-25-4付近 下庄駐在所対面ガードレール 32

74 大野市 友江23-9 齊藤康文様宅ブロック塀 40

75 大野市 友江1-11付近 若里ふれあい会館西側花壇前 39

76 大野市 陽明町一丁目605 三ツ井英治様宅ブロック塀 59

77 大野市 中荒井町二丁目901 誓念寺様元保育園東側対面ブロック塀 67

78 大野市 陽明町二丁目109 陽明ふれあい会館北隣空き地 60

79 大野市 陽明町二丁目401 ㈱松浦印刷所様自転車小屋裏壁面 60

80 大野市 陽明町二丁目701 大坪新一郎様車庫ブロック塀 60

81 大野市 陽明町四丁目202 ふれあい会館ゲートボール場 59

第１０ 82 大野市 中野町一丁目3-3 徳佐慎一様土蔵脇 57

83 大野市 中野町一丁目6-18 松田康子様宅ブロック塀 57
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84 大野市 中野町二丁目3-26 唯教寺様ブロック塀 36

85 大野市 中荒井町一丁目201 寺前公園 59

86 大野市 中荒井町一丁目908 安岡守光様宅木塀 58

87 大野市 矢 矢種子籾乾燥施設様壁面 14

88 大野市 東中野一丁目307 土谷博美様宅ブロック塀 32

第１１ 89 大野市 庄林37 庄林生活改善センター東金網 15

90 大野市 太田14-39付近 ポンプ車車庫壁面 16

91 大野市 小矢戸29-59 脇本朝子様宅ブロック塀 2

92 大野市 大矢戸 石本信昭様倉庫壁面 2

93 大野市 西大月6-4 佐々木　守様宅ブロック塀 2

94 大野市 東大月2-8付近 東大月公民館壁面 3

95 大野市 庄林9-4-44 松田宗久様宅ブロック塀 29

第１２ 96 大野市 牛ヶ原22-42付近 大門生活改善センター横畑 12

97 大野市 牛ヶ原49-23 田中　實様宅ブロック塀 25

98 大野市 牛ヶ原 坂戸生活改善センター壁面 25

99 大野市 牛ヶ原154-1-1 一乗ハイツ様南東コンクリ塀 26

100 大野市 下丁21-60 下丁ふれあい会館 52

101 大野市 中丁10-8付近 中丁生活改善センター壁面 84

102 大野市 犬山4-13 松田耕治様宅ブロック塀 54

103 大野市 中丁32-16-1 金森宗太郎様宅ブロック塀 54

第１３ 104 大野市 下舌9-15 小山小学校東金網 157

105 大野市 阿難祖地頭方36 生活改善センター広場北緑地 191

106 大野市 下黒谷8-17付近 消火栓横金網 168

107 大野市 上黒谷18付近 ごみステーション横空き地 168

108 大野市 深井17-17 深井ふれあい会館公園花壇後ろ 156

109 大野市 右近次郎30-26-1 松田洋一様所有倉庫壁面 157

110 大野市 千歳5-7付近 千歳集会所前緑地 170

111 大野市 南春日野31-6-2 旧大野織産㈱敷地西側 158

112 大野市 上舌17-12 高津靖生様車庫壁面 170

113 大野市 阿難祖領家14-110 土屋　隆様土蔵壁面 191

第１４ 114 大野市 木本56-12 浦山哲夫様宅木塀 192

115 大野市 木本45-41 水上長治様土蔵壁面 192

116 大野市 木本62-16-1 福田雅彦様宅ブロック塀 192

117 大野市 木本48-26 堂本しげ子様宅ブロック塀 192

118 大野市 木本73 荒子町集落センターシャッター横 192

119 大野市 木本48-1 土山一夫様宅道路側花壇内 192

第１５ 120 大野市 西山10-25 門前正道様宅ブロック塀 185

121 大野市 平澤領家11-26付近 平沢開発センター前緑地 186

122 大野市 稲郷43-15 杉川清作様宅ブロック塀 174

123 大野市 上据36付近 交差点南西空き地 173

124 大野市 東山7-3 牧嶋　甫様倉庫壁面 176

125 大野市 友兼8-9 亀井亀一郎様宅ブロック塀 163
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126 大野市 森政地頭 八幡神社鳥居横緑地 162

127 大野市 猪島医王寺 医王寺ふれあい会館公園西緑地 161

128 大野市 中据13-7 生活改善センター倉庫壁面 160

129 大野市 森山21付近 源内武雄様倉庫壁面 193

130 大野市 御給 案内板北対面畑内 164

131 大野市 野中8-5 堀田孝之様宅ブロック塀 175

132 大野市 開発13付近 開発集落センター横空き地 162

第１６ 133 大野市 今井29-17-1 ㈱アグリライフプラン様倉庫敷地内 186

134 大野市 佐開10-1付近 ごみステーション横法面 188

135 大野市 今井 白山神社今井バス停横 187

136 大野市 五條方14-12付近 五条方集落センター防災無線鉄塔 187

137 大野市 五條方27-20 下五条方公民館ゴミステーション横 176

第１７ 138 大野市 森政領家 森政領家生活改善センター金網 133

139 大野市 森政領家25-4 辻内　岬様宅ブロック塀 133

140 大野市 下据23-22-3 寶珍正治様宅ブロック塀 131

141 大野市 下据157-6-1 横田組様資材置場フェンス 129

142 大野市 北御門17-1 山田　勇様宅ブロック塀 132

143 大野市 吉29-10 福正寺様ブロック塀 131

第１８ 144 大野市 森目22-7 ぶるー夢森目様 20

145 大野市 森目42-1 松田庄三様土蔵壁面 21

146 大野市 新河原4-51 松田辰已様宅ブロック塀 21

147 大野市 土布子21-47 松山基麿様宅ブロック塀 5

第１９ 148 大野市 七板15-29 岡田きくゑ様宅ブロック塀 77

149 大野市 土打44-4-1 木下　正様宅ブロック塀 75

150 大野市 土打25-34 常見一郎様宅ブロック塀 46

151 大野市 上野41-12-1 常見昌夫様宅ブロック塀 75

152 大野市 上野80-4 松田輝治様宅ブロック塀 74

153 大野市 富嶋12-12-1 富嶋集落センター壁面 45

154 大野市 下麻生嶋59-28 上野三千夫様宅ブロック塀 43

155 大野市 上麻生嶋21-1 鈴木　忍様宅ブロック塀 73

156 大野市 田野15-6 今西多平様宅ブロック塀 73

157 大野市 田野17-53 岸本忠夫様宅ブロック・鉄柵 106

158 大野市 田野74-12 山本輝昭様宅ブロック塀 106

第２０ 159 大野市 木落12-2 山内岩雄様車庫壁面 165

160 大野市 蕨生71-6-1付近 中村　実様宅対面緑地 136

161 大野市 蕨生84-3 大畠　勲様宅石垣 165

162 大野市 蕨生20付近 荒島蕨生駐車場ブロック法面 137

163 大野市 蕨生79-2 城地博治様倉庫壁面 136

164 大野市 下唯野30-7-2 帰山長一様宅ブロック塀 137

165 大野市 下唯野37-16 松田茂造様宅ブロック塀 110

第２１ 166 大野市 森本12付近 多田繁男様宅西側空き地 79

167 大野市 松丸31-18 起橋信之様宅ブロック塀 78
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168 大野市 萩ヶ野14-23 林　達也様宅ブロック塀 47

169 大野市 花房13-2 山崎福松様土蔵壁面 47

170 大野市 不動堂23-45付近 高田康憲様車庫横緑地 48

171 大野市 石谷5-18付近 石谷交差点北東空き地ゴミステーション横 49

第２２ 172 大野市 伏石13-7 旧ＪＡテラル越前伏石出張所駐車場 80

173 大野市 伏石17-16 堂ノ上美代子様土蔵石垣 80

174 大野市 柿ヶ島31-7 三木一允様倉庫壁面 139

175 大野市 八町9-18 辻　哲雄様宅ブロック塀 79

176 大野市 橋爪18-2-8付近 バス停前交差点北西緑地 50

177 大野市 蓑道26-14付近 庵下貞一様倉庫対面畑 81

178 大野市 落合 村中甚孝様倉庫横緑地 81

179 大野市 堂嶋19-6 山川利明様土蔵壁面 82

第２３ 180 大野市 南六呂師33-13 南六呂師集落センター北側倉庫県道間 9

181 大野市 南六呂師59-4-1 北山智啓様宅石垣前緑地 50

第２４ 182 大野市 西勝原15-3-甲 廣瀬重信様宅ブロック塀 141

183 大野市 下打波4-19 山内善満様宅壁面 143

第２５ 184 大野市 角野7-20 田中彰治様車庫壁面 212

185 大野市 板倉1-7 坪　光雄様倉庫壁面 211

186 大野市 朝日35-7付近 リカー＆フードトミタ様前市有地 212

187 大野市 朝日29-6付近 穴馬組㈱様資材置場 212

188 大野市 朝日26-19 JR九頭竜湖駅前 213

189 大野市 朝日17-4-1付近 下穴馬郵便局前空き地 213

190 大野市 川合16付近 川合道場壁面 210

191 大野市 貝皿9-11 嶋田　博様宅ブロック塀 210

192 大野市 貝皿18 ぶなの木台ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ前緑地 210

193 大野市 後野12-34付近 後野バス停横納屋壁面 209

第２６ 194 大野市 下大納5-15 山内はなゑ様敷地内畑 206

195 大野市 上大納23-24 ㈱昇竜まいたけ工場様壁面 206

第２７ 196 大野市 下山9-4付近 坂無バス停東側国道及び市道交差点三角地 201

197 大野市 下山53-44付近 下山地区集落施設ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ北金網 202
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