
永　平　寺　町

投票区名 番号

1 永平寺町松岡窪５１－５８－２ 牧野氏宅向側金網

2 永平寺町松岡薬師１丁目１１２ 薬師神社境内

3 永平寺町松岡薬師２丁目８８－２ 結城義雄氏宅横

4 永平寺町松岡薬師３丁目１３ 薬師防災公園

5 永平寺町松岡神明１丁目９８－１ 松岡駅構内

6 永平寺町松岡神明２丁目２－２ ゲートボール場

7 永平寺町松岡神明２丁目４７－２ 伊藤寛氏駐車場

8 永平寺町松岡葵１丁目６ 川上純朗氏宅前

9 永平寺町松岡神明３丁目７３ 清水氏所有地

10 永平寺町松岡葵１丁目６１ 松浦哲雄氏宅

11 永平寺町松岡葵１丁目７５番地２ 渡邊芳作氏空地

12 永平寺町松岡春日１丁目４ 永平寺町役場前

13 永平寺町松岡春日１丁目８９－１ 町立図書館

14 永平寺町松岡春日２丁目２５ 辻裏俊治氏所有（旧林 義一氏宅）

15 永平寺町松岡春日２丁目１０９ 斎藤俊一氏宅

16 永平寺町松岡葵３丁目９４ 南部　美智子氏所有地

17 永平寺町松岡芝原１丁目１２０ 松岡西幼児園

18 永平寺町松岡芝原３丁目９２－１ 小畑英照氏所有地

19 永平寺町松岡室３１－１４－２ 三谷㈱松岡給油所

20 永平寺町松岡上合月７－３０ 竹澤修一氏宅ブロック塀

21 永平寺町松岡下合月３４－３２ 下合月農業倉庫横

22 永平寺町松岡末政１７－１５ 末政神社境内

23 永平寺町松岡渡新田８－６４ 島田信夫氏所有地

24 永平寺町松岡兼定島３１－２７ 消雪ポンプ前

25 永平寺町松岡兼定島３４－３－６ 天谷調理師専門学校駐車場横ガード

26 永平寺町松岡領家１０－６３－３ 藤田新治氏（ふ志た）宅前駐車場

27 永平寺町松岡樋爪３－５８ 町道樋爪交差点付近

28 永平寺町松岡学園５１６ 公園前（花壇）

29 永平寺町松岡春日３丁目１０３－２ 轟克明氏所有畑

30 永平寺町松岡清水１－７ 松岡清水区住宅入り口（花壇）

31 永平寺町松岡吉野堺１０－６６－２ 新町幹夫氏所有地（更地）

32 永平寺町松岡吉野堺１９－７－２ 松浦富子氏宅

33 永平寺町松岡吉野堺５０－４１－３ 柳田貢氏宅先　歩道柵

34 永平寺町松岡越坂２丁目１－２１ 藤永剛央氏宅

35 永平寺町松岡吉野８－１５－１ 吉野集落センター
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36 永平寺町松岡吉野２５－１８ 松岡多目的集会センター

37 永平寺町松岡宮重４－２８－２ 県道稲津・松岡線中村慎吾氏所有倉庫向側

38 永平寺町松岡西野中２４－９－２ 町道ガードレール

39 永平寺町松岡小畑１７－９ 東山清子氏宅

40 永平寺町松岡湯谷１１－７２ 上水道ポンプ場

41 永平寺町松岡上吉野５６－４ 林久和氏宅

42 永平寺町松岡志比堺３－４ 町有地（コミュニティバス停留所横）

43 永平寺町松岡志比堺１０－１２ 清水雅士氏所有空き地

44 永平寺町松岡志比堺２５－４１５ 公園前消雪ポンプ盤柵

45 永平寺町松岡志比堺１１-８６ 河合柳子氏所有空き地

46 永平寺町松岡木ノ下３丁目１０１ 公園すこやかパーク

47 永平寺町松岡松ケ原１丁目５１１ 江守とみ子氏所有地前

48 永平寺町松岡松ケ原３丁目１０２ 松原団地横公園

49 永平寺町松岡松ケ原４丁目３０９ ふるさと学習館前町道

50 永平寺町松岡松ケ原４丁目２０２ 押野秀樹氏宅前町道

51 永平寺町松岡観音１丁目２０１ 松岡汚水中継ポンプ場横

52 永平寺町法寺岡１０－２５ 平林甚一氏所有者畑（法寺岡区管理）

53 永平寺町東古市１３－１ 春日神社、国道、町道交差点

54 永平寺町東古市１－２３－４ 永平寺口駅前（えちぜん鉄道）

55 永平寺町東古市６－３１－１ 伊藤聡一氏所有空き地

56 永平寺町高橋８－３４ 山口和美氏所有畑前石垣

57 永平寺町谷口１－１９０－１ 坂川不動産管理空き地

58 永平寺町谷口１９－１１８－１ 国道４１６号線はた板金向側

59 永平寺町花谷１０－１２－１ 河野正明氏宅畑

60 永平寺町花谷９－１２ 河野一郎氏畑

61 永平寺町光明寺１６－３４－１ 柳原友次氏工場空き地

62 永平寺町飯島１４－３１－１ 白山神社

63 永平寺町轟８－４２－２ 山本幸市氏宅前畑ゴミステーション南横

64 永平寺町轟１７－８２ 轟ふれあい会館広場

65 永平寺町轟２４－１８ 嶋田明盛氏所有農舎横空地

66 永平寺町諏訪間３－２０－１ 三好孝博氏畑

67 永平寺町諏訪間２４－１ 町営住宅団地入り口（山側）

68 永平寺町諏訪間３０－１５ 竹沢博人氏宅前石ブロック

69 永平寺町けやき台８３９先 けやき台団地入り口

70 永平寺町けやき台８１０ けやき台小公園隣空き地

71 永平寺町寺本１０－４－１ 川本敏江氏他２名所有空き地

72 永平寺町京善７－１４－２ 山下秋信氏畑

73 永平寺町京善１１－２５－５ 上田誠氏所有地（集会ｾﾝﾀｰ前）

74 永平寺町市野々２－２０－１ 志比南幼児園前

75 永平寺町市野々１８－１６－１ 市野々生活改善センター空き地

76 永平寺町荒谷３６－２－１ 山本平義氏宅前（畑）
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77 永平寺町志比３０－４ 町営第1駐車場

78 永平寺町志比６－１０－１ 志比公民館

79 永平寺町下浄法寺１４－２３ ふれあい会館横 橋欄干

80 永平寺町上浄法寺２－２７－１ 山本實氏宅西横畑

81 永平寺町上浄法寺３０－８－１ 中道嘉一氏宅向側川岸

82 永平寺町上浄法寺１５－１－９ 農協浄法寺出張所跡地

83 永平寺町岩野１－３０西側 岩野神社境内（区掲示板横）

84 永平寺町吉波１９-１付近 町道欄干(中村勇氏宅向かい側)

85 永平寺町栃原１５－４－１ 山下宗一郎氏土蔵

86 永平寺町栃原１９－６４－１ 前田利榮氏工場

87 永平寺町鳴鹿山鹿１６－４４－１ 鳴鹿区案内板下

88 永平寺町鳴鹿山鹿１２－１０ 山口孝行氏宅地前

89 永平寺町鳴鹿山鹿２５－２０－１ 山鹿農舎小屋向側

90 永平寺町吉峰１５－１６ 町道１００号線吉峰入口案内板横

91 永平寺町藤巻３４－１９－１ 三国屋魚屋前

92 永平寺町市荒川５－１３ 旧東保育園前

93 永平寺町市荒川５－２２－１ 町道２号線多田照夫氏所有空地

94 永平寺町中島８－２２ 中島集落センター前

95 永平寺町竹原１－１５・１７ 東部村民プール跡地

96 永平寺町竹原２－２３－１ 竹原駅駐車場前

97 永平寺町竹原２１－７－１ 農免道路河内川交差点

98 永平寺町石上１８－２０ 農免道路石上交差点

99 永平寺町栗住波１－１ 永平寺町役場上志比支所前

100 永平寺町栗住波１３－１２－３ せせらぎ取付道路入口

101 永平寺町清水５－２５ 旧上志比公民館前

102 永平寺町大野島１－４７ 国道416号線大野島交差点

103 永平寺町市右エ門島８－７５ 国道416号線市右エ門島交差点

104 永平寺町山王２１－２８ 山王駅前

105 永平寺町山王３０－１－１ 農免道路山王交差点

106 永平寺町牧福島１５－１０－１ スーパーメイト前

107 永平寺町牧福島２１－３２ 国道416号線小渕産業北側

108 永平寺町牧福島２７－４－６ 町道５号線上志比西プール前

109 永平寺町牧福島２９－５０ 国道416号線上坂魚店西側

110 永平寺町浅見１６－４７－１ 農免道路浅見交差点

111 永平寺町野中２－３４ 国道416号線奥出理容店前

112 永平寺町野中１２－６１ 犀川野中橋西側
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