
 

 

平成２８年７月１０日執行の参議院選挙区選出議員選挙 

ポスター掲示場の設置場所一覧表 

 美  浜  町 

投 票 区 名 
番

号 

ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所 
摘         要 

所  在  地  番 所  有  者 取 付 場 所 

美浜町第 1投票区 

１ 美浜町気山 21-3 美浜町 広報掲示板 気山区共有地 

２ 美浜町大藪 43‐6‐1 美浜町 広報掲示板 大藪改善センター 

３ 美浜町金山 22-1 田邉 貢 納屋  

４ 美浜町金山 美浜町 広報掲示板 久保会館前 

５ 美浜町郷市 14-15-1 美浜町 広報掲示板 信用金庫前駐車場 

６ 美浜町郷市 19-14 田辺 緑 家の下見板  

７ 美浜町郷市（駅前） 敦賀美方農協 野立て ＪＡ倉庫跡地 

８ 美浜町松原 13-47‐2 美浜町 広報掲示板 河畑満宅横 

９ 美浜町久々子 2-5-2 ひろせ フェンス 下道 

１０ 美浜町久々子 美浜町 広報掲示板 上道（ごみ集積所横） 

１１ 美浜町久々子 59-1-5 美浜町 野立て 体育センター南側 

１２ 美浜町久々子 美浜町 広報掲示板 矢筈団地 

美浜町第 2投票区 

１３ 美浜町早瀬 11-41 川崎 正活 野立て 渡辺治紀宅横の空地 

１４ 美浜町早瀬 19-71 中島弥次郎 野立て 寺川宅横駐車場 

１５ 美浜町早瀬 9-1‐1 美浜町 広報掲示板 早瀬橋横 

１６ 美浜町笹田 美浜町 歩道柵 北西郷公民館入口横断歩道横 

１７ 美浜町日向 美浜町 ブロック塀 日向橋手前 

１８ 美浜町日向 47‐34 美浜町 広報掲示板 西地区/稲荷神社下広場 

１９ 美浜町日向 2-33-1 美浜町 フェンス 旧日向保育所 

美浜町第 3投票区 

２０ 美浜町河原市 美浜町 広報掲示板 研修センター前 

２１ 美浜町河原市 17-14-2 金吾 芳雄 野立て 金吾芳雄宅敷地内 

２２ 美浜町河原市 9-13-1 美浜町 フェンス 美浜中央小学校 

２３ 美浜町南市 7-3-4 美浜町 広報掲示板 西部集会所 

２４ 美浜町南市 9‐20 美浜町 フェンス 文化会館前 

２５ 美浜町和田 10-2 美浜町 広報掲示板 ふる里交流センター前 

２６ 美浜町木野 美浜町 広報掲示板  

２７ 美浜町佐柿 20-22 美浜町 広報掲示板 武長成志郎宅横 

２８ 美浜町麻生 27‐16 美浜町 広報掲示板 集落駐車場 

２９ 美浜町中寺 美浜町 野立て 県道／興道寺入口 

３０ 美浜町宮代 美浜町 野立て 区入口/鳥居横 



 

 

 

 

投 票 区 名 
番

号 

ポ ス タ ー 掲 示 場 の 設 置 場 所 
摘         要 

所  在  地  番 所  有  者 取 付 場 所 

美浜町第 3投票区 

３１ 美浜町佐野（野口）44-9 美浜町 広報掲示板 秋山和兵納屋横 

３２ 美浜町佐野 24-17 真宗寺 野立て 真宗寺境内 

３３ 美浜町佐野（上野）22‐6‐6 美浜町 広報掲示板 上野生活改善センター 

３４ 美浜町興道寺 28‐10‐2 美浜町 広報掲示板 農業研修センター 

３５ 美浜町興道寺 34-19 妙寿寺 ブロック塀 妙寿寺 

３６ 美浜町佐柿 44-3 美浜町 広報掲示板 小倉会館前 

３７ 美浜町木野 19-1-15 美浜町 広報掲示板 栄会館 

美浜町第 4投票区 

３８ 美浜町新庄 65‐62 新庄区 野立て 馬場（区事務所横） 

３９ 美浜町新庄 49-1 森本 ゆみ子 家の下見板 寄積 

４０ 美浜町新庄 75-2 美浜町 フェンス 旧新庄保育所 

美浜町第 5投票区 

４１ 美浜町坂尻 21-8‐3 美浜町 広報掲示板 坂尻消防器具庫前 

４２ 美浜町山上 53‐34‐1 美浜町 広報掲示板 農村婦人の家前 

４３ 美浜町太田 37‐2‐1 美浜町 広報掲示板 生活改善センター 

４４ 美浜町佐田 50-64 田辺 秀夫 ブロック塀 貸し住宅 

４５ 美浜町佐田 69‐4 美浜町 広報掲示板 東小学校地先 

４６ 美浜町佐田 62-44 美浜町 広告掲示板 あおなみ保育園 

４７ 美浜町北田 39‐32 美浜町 広報掲示板 消防器具置場 

４８ 美浜町佐田 45-5-1 美浜町 広報掲示板 けやき台団地内 

美浜町第 6投票区 

４９ 美浜町菅浜 岩堀 サトシ 野立て 菅浜集落入口 

５０ 美浜町菅浜 92‐43 美浜町 広報掲示板 菅浜生協前 

５１ 美浜町菅浜 90-20-1 西野 正康 野立て 梅津誠一宅横 

美浜町第 7投票区 

５２ 美浜町竹波 21-12 美浜町 広報掲示板 山口健一郎宅横 

５３ 美浜町竹波 11-7 美浜町 フェンス 竹波排水処理場 

５４ 美浜町丹生 47-9 丹生区 野立て 丹生公民館付近 

５５ 美浜町丹生 37-25‐1 美浜町 広報掲示板 丹生診療所 

 

 


