
様式第２号

坂井市
投票区名 番号

1 三国 南本町一丁目 三国南幼保園ブロック塀(三国南小学校側）
2 三国 汐見一丁目 井場排水機場フェンス（金刀比羅会館側）
3 三国 山王四丁目 三国神社玉垣（正面右）
4 三国 山王二丁目 中元公園県道沿いフェンス
5 三国 南本町三丁目 齊藤孝一郎宅ブロック塀
6 三国 南本町一丁目 いきいき交流会館前ガードレール
7 三国 三国東五丁目 市道三国126号線ガードレール（イーザ正面・加戸排水路沿い）
8 三国 錦一丁目 三国中学校正門擁壁
9 三国 錦一丁目 市道三国120号線三国中学校下擁壁
10 三国 神明三丁目 町　忠雄宅県道側ブロック塀
11 三国 北本町二丁目 氷川神社三国駅前側擁壁
12 三国 緑ヶ丘二丁目 成田山駐車場前三国高校側フェンス
13 三国 神明一丁目 みくに文化未来館東側敷地（藤棚付近）
14 三国 滝谷三丁目 市道三国63号線福井銀行CDコーナー前空地（奥林隆治氏所有地）
15 三国 新宿一丁目 三国運動公園北口バス停前フェンス
16 三国 宿一丁目 旧小坂邸跡地西側市道沿い
17 三国 宿一丁目 市道雄島120号線宿区民館付近交差点
18 三国 宿 広野宿舎西側空地（駐車場）市道雄島1号線沿いガードパイプ
19 三国 宿三丁目 宿幼保園フェンス
20 三国 米ヶ脇五丁目 三国海水浴場駐車場米ケ脇バス停付近ガードパイプ
21 三国 米ヶ脇五丁目 米ヶ脇公園京福団地バス停付近
22 三国 陣ヶ岡 雄島小学校前生垣（雄島小学校バス停前付近)
23 三国 東尋坊 三国観光案内所前空地野立（坂野上芳行氏管理）
24 三国 安島 県道三国東尋坊芦原線安島入口信号交差点角切り内
25 三国 安島 安島区駐車場南側市道沿いフェンス
26 三国 安島 安島ふれあいセンター擁壁
27 三国 崎 マリンタウン崎公園フェンス
28 三国 崎 京福崎浦バス停付近フェンス
29 三国 梶 梶漁港名称看板東側ガードレール
30 三国 浜地 御獄神社玉垣
31 三国 平山 春日神社正面玉垣
32 三国 加戸 萬道ミチ子宅隣り旧農協加戸支所前畑（森田一美氏所有地）
33 三国 加戸 加戸コミュニティセンターフェンス
34 三国 池上 池上区民館前保育所跡地
35 三国 池上 ＪＡ集出荷場付近農免道路交差点
36 三国 水居 市営水居団地ガードフェンス
37 三国 覚善 国道３０５号線覚善バス停付近歩道フェンス
38 三国 嵩 湊別神社玉垣
39 三国 中央一丁目 社会福祉センター駐車場国道沿い植え込み
40 三国 緑ヶ丘五丁目 坂井西警察署前公園覚善バス停付近フェンス
41 三国 運動公園一丁目 三国運動公園健康管理センター前市道沿いフェンス
42 三国 運動公園二丁目 団地２号公園植え込み
43 三国 運動公園二丁目 三国松涛保育園フェンス
44 三国 緑ヶ丘四丁目 新緑ヶ丘団地市道沿いフェンス
45 三国 新保 新保橋詰国道擁壁（川崎理容前)
46 三国 新保 新保コミュニティセンター入口横壁面
47 三国 新保 市道沿い空地フェンス（元新保保育所）
48 三国 新保 北陸電力寮正面右フェンス
49 三国 新保 国道３０５号線新保交差点ファミリーマート北側空地（小泉利雄氏所有地）
50 三国 新保 喫茶詩再度付近県道佐野山岸線ガードパイプ
51 三国 黒目 布谷修宅北側空地（川端欣也氏所有地）
52 三国 黒目 パープルタウン黒目調整池フェンス
53 三国 黒目 小川呉服店前市道交差点付近（北澤政夫氏所有地）
54 三国 米納津 春日神社隣り公園フェンス
55 三国 米納津 出蔵慎一宅ブロック塀
56 三国 山岸 県道佐野山岸線信号交差点片川排水機場付近空地（不破三勇氏所有地）
57 三国 下野荒井 県道福井春江線下野荒井付近信号交差点
58 三国 下野 浜四郷コミュニティセンターフェンス
59 三国 横越 児童遊園地フェンス
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60 三国 金井 県道福井・三国線中林道男宅横ガードパイプ
61 三国 川崎 市道木部28号線川崎バス停付近ガードフェンス

62 三国 池見
県道福井三国線池見バス停付近県道103号青標識と電柱間畑（斉藤由紀男
氏所有地）

63 三国 石丸 春日神社境内市道沿い
64 三国 楽円 神明神社フェンス
65 三国 西今市 酒谷基志宅横県道沿い空地野立て（廣田薫氏所有地）
66 丸岡 東二ツ屋 県道勝山・丸岡線沿いガードレール
67 丸岡 上金屋 鳴鹿幼保園前フェンス
68 丸岡 下久米田 下久米田集落センター前ガードパイプ
69 丸岡 坪ノ内 坪ノ内農業生産組合共同施設南側空き地（施設寄り）
70 丸岡 上久米田 六呂瀬バス停横市道沿いガードパイプ
71 丸岡 楽間 鳴鹿小学校体育館北側植え込み
72 丸岡 新鳴鹿 鳴鹿第2公民館前ソフトボール場フェンス（防火水槽標識西側）
73 丸岡 北横地 県道福井丸岡線沿い重曽道子宅(スナック路)前空地（山田正男氏所有地）
74 丸岡 下安田 安田保育園グラウンドフェンス
75 丸岡 南横地 花咲ふくい農協磯部支店前空地（西岡　實氏所有地）
76 丸岡 四ツ屋 安崎龍太郎宅南側市道沿いフェンス
77 丸岡 磯部新保 タイヤショップ水野前用水フェンス
78 丸岡 安田新 県道板倉高江線沿い山田隆俊宅前畑
79 丸岡 羽崎 羽崎集落生活改善センターフェンス
80 丸岡 上安田 諏訪神社玉垣
81 丸岡 新九頭龍 新九頭竜児童館横グラウンド南側市道ガードパイプ
82 丸岡 磯部福庄 野坂隆明宅北側公園
83 丸岡 熊堂 八幡神社西側玉垣
84 丸岡 磯部島 南出伸二宅北側市道沿いフェンス
85 丸岡 今市 今市児童館プール東側フェンス
86 丸岡 末政 高椋郵便局前市道沿いガードレール
87 丸岡 板倉 高椋東部コミュニティセンター前県道沿いガードフェンス
88 丸岡 油為頭 白山神社玉垣
89 丸岡 野中山王 北川健一宅東側市道沿い植え込み
90 丸岡 四ツ柳 神武天皇社西側フェンス
91 丸岡 高瀬 八幡神社ガードレール
92 丸岡 山崎三ケ 高岡忍宅西側県道三叉路付近ガードレール
93 丸岡 寅国 丸岡中学校前フェンス
94 丸岡 猪爪新 ㈱オーカワパン前県道沿いガードパイプ
95 丸岡 八ツ口 西岡悦夫宅ブロック塀
96 丸岡 西里丸岡 坂井市役所丸岡支所前植え込み
97 丸岡 竜北 福沢正晃宅北側県営住宅跡地掲示板横（森近満子氏所有地）
98 丸岡 今福２区 丸岡今福体育館南側テニスコート市道沿いフェンス
99 丸岡 猪爪 かじ惣南側県道沿いガードフェンス
100 丸岡 高柳 八幡神社前フェンス
101 丸岡 吉政 諏訪神社北側玉垣
102 丸岡 舟寄２区 高椋西部コミュニティセンター前植え込み(掲示板横)
103 丸岡 舟寄３区 恩地康行宅フェンス
104 丸岡 長崎 長崎集落生活改善センター前ユタカ㈱フェンス
105 丸岡 舟寄５区 小林幸代宅東側市道沿いガードレール
106 丸岡 一本田中 中野重治生家後北側カードパイプ
107 丸岡 笹和田 八幡宮西側フェンス
108 丸岡 北霞 平章幼保園壁（信号交差点側）
109 丸岡 霞ケ丘 霞ケ丘集会場西側花壇
110 丸岡 南霞４区 城のまち会館前市道沿い防護柵
111 丸岡 城東 霞ケ城ふれあい広場南側市道沿い植え込み
112 丸岡 一本田福所 八幡神社南側玉垣
113 丸岡 一本田福所２区 丸岡ニュータウン公園東側フェンス（二区公民館前）
114 丸岡 田町 国道８号線一本田中交差点かまどや前フェンス
115 丸岡 谷町 元朝日生命前窓フェンス取り付け（宮本地所㈱所有地）
116 丸岡 石城戸 国神神社西側市道沿い玉垣
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117 丸岡 松川 長畝小学校前グラウンド(城東分校跡地)バス停付近
118 丸岡 女形谷 女形谷区民館南側空き地（区民館とごみステーション間）
119 丸岡 山久保 受法寺前県道沿い植え込み
120 丸岡 城北 城北ふれあい会館南側ガードレール
121 丸岡 上長畝 藤沢芳雄氏牛舎前
122 丸岡 下長畝 薬師神社前県道沿いガードレール
123 丸岡 玄女 神明神社東側市道沿い玉垣
124 丸岡 与河 西川篤治宅北側市道沿いガードフェンス（うららの花壇向かい）
125 丸岡 小黒 春日神社玉垣
126 丸岡 川上 藤澤佳江宅県道沿い植え込み
127 丸岡 八ケ郷 霞の郷前ガードフェンス
128 丸岡 乗兼 坪江地区児童館西側フェンス
129 丸岡 堀水 市道坪江・里竹田線ふれあい会館付近ガードレール
130 丸岡 里竹田 白山神社境内東側
131 丸岡 山口 国道364号線信号交差点高野光正宅東側畑（廣瀬哲夫氏所有地）
132 丸岡 曽谷 元せせらぎの家空地野立て
133 丸岡 岡 岡公民館前三叉路角空地（高橋成宗氏所有）
134 丸岡 山竹田 日吉神社玉垣
135 春江 江留上大和 江留上コミュニティセンター前植え込み
136 春江 江留上大和 春江工業高校グランド西側県道沿いガードパイプ
137 春江 江留上日の出 JR正蓮花踏切東側ブロック塀
138 春江 江留上旭 江留上旭公園東側市道沿いフェンス
139 春江 江留上中央 福井銀行春江支店前県道沿いガードパイプ
140 春江 江留上新町 新町公園東側市道沿いフェンス
141 春江 江留上錦 古川剛宅東側市道沿いガードパイプ
142 春江 為国西の宮 八坂神社北側玉垣
143 春江 為国亀ケ久保 亀ケ久保公園南側ゴミ集積場横フェンス
144 春江 境元町 八幡神社北側玉垣
145 春江 江留下高道 ビッグマート春江店西側ガードパイプ
146 春江 沖布目 沖布目集落センター北側市道沿いガードレール
147 春江 沖布目(豊島) 前田工繊西側フェンス
148 春江 藤鷲塚 八幡神社境内西側
149 春江 江留中 春江中学校体育館北側ゴミ集積場付近花壇
150 春江 随応寺 春江中コミュニティセンター前植え込み
151 春江 本堂 えちぜん鉄道西春江駅ホーム南側フェンス
152 春江 西太郎丸 庄納俊明宅西側県道沿い畑（佐藤充彦氏所有地）
153 春江 中庄 中庄集落センター前市道沿いガードレール
154 春江 針原(西） 八幡神社南側玉垣
155 春江 針原(平柳) 為國政照宅前県道沿いブロック塀
156 春江 田端 田端区ふれあい花壇南側(ＪＡ春江倉庫東側)
157 春江 高江(京町) 東洋染工㈱駐車場植え込み（ゴミステーション横）
158 春江 松木 佐藤利正宅北側ブロック塀
159 春江 安沢 小林俊幸宅西側安沢区ゲートボール場市道沿い
160 春江 千歩寺(春日野) 久保肇宅北側市道沿い住居案内板横ガードパイプ
161 春江 大牧 八幡神社南側玉垣
162 春江 井向 長谷川英晃宅県道沿いブロック塀
163 春江 西長田 汗かき地蔵前掲示板横ガードレール
164 春江 石塚 石塚神社北側掲示板横
165 春江 取次 県道取次交差点北東ガードパイプ
166 春江 姫王 春日神社南側ゴミ集積場横
167 春江 木部西方寺 紀倍神社前掲示板横
168 春江 上小森 ＪＡはるえ大石支所倉庫前ガードレール（元春江北保育所北側）
169 春江 下小森 下小森集落センター前市道沿い畑（高島　精氏所有地）
170 春江 中筋 中島美容室南側県道沿いガードレール
171 春江 中筋(東) 伊藤直輝宅北側市道沿いガードレール
172 春江 中筋駅前 JR春江駅前市道沿いガードパイプ
173 春江 中筋三ツ屋 中筋三ツ屋区民会館前公園フェンス
174 春江 中筋北浦 中筋北浦公園南側フェンス
175 春江 中筋大手 中筋大手公園北側フェンス
176 春江 正蓮花 正蓮花児童公園北側フェンス
177 春江 いちい野中央 いちい野中央公民館前JR北陸線沿いフェンス
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178 坂井 田島 古屋敷一夫宅南側県道沿い畑（海道敦子氏所有地）
179 坂井 宮領 藤田織物北側ガードパイプ
180 坂井 宮領 坂井児童センター前フェンス
181 坂井 上新庄 ＪＲ丸岡駅前自転車駐輪場前ガードパイプ
182 坂井 若宮 稲沢組資材置き場付近ガードパイプ（県道南横地芦原線沿い）
183 坂井 長畑 中央公園北東側県道沿い植え込み
184 坂井 宮領(中宮領） 中宮領公園西側フェンス
185 坂井 若宮（若宮新） 若宮新公園西側フェンス
186 坂井 河和田 河和田集落生活改善センター前フェンス
187 坂井 長屋 氷川神社前フェンス
188 坂井 御油田 御油田神社西側畑（斉川基治氏所有地）
189 坂井 福島 春日神社玉垣
190 坂井 東長田 八幡神社玉垣
191 坂井 徳分田 日吉神社玉垣
192 坂井 上新庄 水上幸雄宅前市道沿いガードパイプ
193 坂井 下新庄 坂井市役所本庁舎前ガードパイプ
194 坂井 定旨 工藤忠宅南側三叉路付近県道沿いガードパイプ
195 坂井 五本 西野信一宅前ガードパイプ
196 坂井 上新庄 坂井体育館前県道沿い植え込み
197 坂井 下関（安光） ＪＲ安光踏切横畑（伊藤不二男氏所有地）
198 坂井 下関 春日神社玉垣
199 坂井 上関 関廼神社玉垣
200 坂井 東 大関小学校前植え込み
201 坂井 西 西鯉集落センター前空地
202 坂井 蔵垣内（下蔵） 春日神社西側市道沿いフェンス
203 坂井 蔵垣内 坂井地域交流センター（いねす）前植え込み
204 坂井 大味（大味上） 近葉帝善宅南側交差点ガードレール
205 坂井 大味（新大味） 新大味集落センター前フェンス
206 坂井 大味（大味下） 国京正一氏ハウス前県道沿いガードパイプ
207 坂井 上兵庫 松原神社前植え込み
208 坂井 上兵庫 中の江北東側県道入口付近ガードパイプ
209 坂井 下兵庫 飛田輝子宅東側市道沿い畑（半田輝夫氏所有地）
210 坂井 下兵庫 真味い真味い前県道沿い（半田輝夫氏所有地）
211 坂井 下兵庫（舟戸） 神明神社境内県道沿い
212 坂井 清永 白山神社玉垣
213 坂井 島 春日神社境内西側市道沿い
214 坂井 木部東 木部東集落センター前公園市道沿い
215 坂井 東荒井 陶山正一宅西側畑（常廣正利氏所有地）
216 坂井 蛸 蛸公園南側フェンス
217 坂井 高柳 西岸寺南側県道沿い藤田憲治氏小屋
218 坂井 今井 熊野神社北側玉垣
219 坂井 折戸 折戸運動公園南側フェンス
220 坂井 木部新保 県道福井三国線沿いふるさと花壇空地ブロック塀（元加藤医院）
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