
　　　　　　　　　　　　　　　　      お  お  い　町

投票区名 番号

1 小堀 町有地（竹下工業前）

2 成和 成和商業地（八代横）

3 成和 木村石油裏フェンス

4 本郷 ホテルぱすたいむ横県道沿

5 本郷 福井銀行おおい支店駐車場

6 本郷 副ケ裏ふれあいセンター

7 本郷 松宮佐左エ門　ブロック塀

8 本郷 時岡ヨシ子　板塀

9 本郷 １２の２区集会所

10 本郷 関西電力（株）本郷事務所裏フェンス

11 本郷 時岡克知　板塀

12 本郷 松宮秀行　倉庫（妙見山下）

13 本郷 関電社宅本郷小学校側フェンス

14 本郷 関電社宅山側　敷地内

15 本郷 あみーシャン大飯　正面入口横

16 本郷 おおい町役場　正面入口横

17 本郷 伊丹産業（株）大飯営業所前

18 本郷 時岡氏所有畑（三宅庸夫車庫横）

19 本郷 本郷駅前広場（井上美容室横花壇）

20 尾内 小畑哲男　ブロック塀

21 山田 田中哲夫　ブロック塀

22 芝崎 芝崎区防火水槽

23 野尻 浦松清八郎宅付近

24 野尻 浦松祐子　所有地

25 野尻 浦松俊夫　畑（浦松住設下）

26 野尻 野尻防火水槽前（消防倉庫横）

27 野尻 野尻公民館フェンス

28 万願寺 さぶり川公園　

29 父子 父子公民館下　防火水槽

30 父子 国久英雄　ブロック塀

31 父子 渡辺宏洋　所有地

32 父子 父子消防ポンプ小屋横フェンス

33 父子 国久勇　敷地内　

34 広岡 村松正男　作業場

35 神崎 松井和子　土蔵前

　３２－１１－１

　２９－６－１

　２７－１１－２

　３３－１５－１

　　２－３０

　１８－１４

　　９－３７－５

　　２－１－１１７

　　２－３－２

１３７－９－２

１２６－３－１

１４６－１０－１

１１１－３－１

１４３－３９－１

　８２－１４

１３６－１－１

　９６－１－１

１４３－１３－１

１５３－２０－１

　３８－８－１

  １０－６

　　６－３－１

　２６－４

　２１－２８－１

　１７－２９－１

　２０－１３－２

　１８－２２

　２７－１９

　５４－４６
第３投票区

ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

ポスター掲示場の設置場所一覧表

第１投票区

第２投票区

１１４－１７

１１９－２－４

１２２－２１－２

１１３－４

　４９－１

　４９－１
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　　　　　　　　　　　　　　　　      お  お  い　町

投票区名 番号 ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

36 万願寺 木村恒雄　所有地

37 万願寺 消火栓横

38 岡田 小原美恵子　作業場

39 岡田 松宮重信　土蔵

40 岡田 岡田公民館フェンス

41 岡田 おかだ園地横

42 岡田 サンガーデン岡田公園

43 犬見 犬見区共同作業所跡地

44 犬見 彦惣カズ枝　作業場跡地

45 長井 松宮利廣　作業場

46 長井 松宮広義　稲架場跡

47 長井 長井公民館フェンス

48 川上 福鉄バス停車庫

49 川上 小谷吉一　土蔵

50 川上 橋本久次　ブロック塀

51 川上 渡辺保右門　所有地（清水橋向）

52 川上 三谷静子　土蔵

53 三森 三森多目的研修会館フェンス

54 久保 成瀬剛宅　敷地内

55 安川 安川いこいの広場

56 福谷 湯口宅前　畑　

57 福谷 中川辰男　埋立地

58 福谷 中川宏士　埋立地

59 石山 佐分利診療所

60 石山 佐分利すこやか広場　フェンス

61 佐畑 盛下正弘　所有地

62 小車田 小車田区掲示場跡地

63 鹿野 佐分利小学校（給食講堂横）

64 鹿野 尾谷和孝　ブロック塀

65 鹿野 佐分利小学校（グラウンドフェンス）

66 笹谷 山本治男　作業場

67 笹谷 笹谷区掲示場跡地

68 岡安 治面地秀雄　稲架場

69 岡安 山﨑昇　畑

70 岡安 石橋良一　作業場

　１９－３

　町道

　１７－１

　１１－７－１

　　８－１６

　６１－１０

　６６－３１－２ 

　２２－１０－２

　１６－４２

　６－１２－１

　１３－１

　２１－２２－１

　２７－５

　２１－２２－１

　８７－１１－３

　３２－２８

　２２－１５

　９６－２０－１

　６２－３８

　１０－１０

　３４－４

　１３－７

　７１－５

　２６－２２－１

　　６－９

　４６－４５

　４４－５２－９

　２８－１０８

　２３－４３

　３９－１１

　３０－２０－１

　４１－１－１

　２５－２５

　３２－３－４

　町道

第４投票区

第５投票区

第６投票区

第３投票区

第７投票区

第８投票区

第９投票区
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　　　　　　　　　　　　　　　　      お  お  い　町

投票区名 番号 ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

71 大島 長井徳雄　ブロック塀

72 大島 一瀬隆　ブロック塀

73 大島 駐車場道側フェンス

74 大島 漁村公園フェンス

75 大島 民宿小西付近

76 大島 前本宅横

77 大島 駐車場フェンス（民宿まえもと斜め前）

78 大島 公有水面埋立地（しーまいる前）

79 大島 大道兵一　稲架場

80 大島 神野幹夫　稲架場

81 大島 公有水面埋立地（民宿幸鉢前）

82 大島 公有水面埋立地（民宿井本前）

83 大島 公有水面埋立地（西村集落生活改善センター前バス停横）

84 大島 公有水面埋立地（下西旅館前）

85 大島 浦底埋立地県道横（防火水槽前）

86 名田庄 納田終 ７８（中野） スクールバス待合所付近

87 名田庄 納田終 １０１（棚橋） 納田終集落センター前

88 名田庄 納田終 １１７（小和田）　 小和田バス停付近

89 名田庄 納田終 １３０（仁井）　　 山根憲三下倉庫前

90 名田庄 納田終 １３７（南）　　　 簡易水道ポンプ場前

91 名田庄 奥坂本 ３０（大滝）　　 大滝掲示板付近

92 名田庄 奥坂本 ５９（蛇頭）　　 スクールバス待合所付近

93 名田庄 口坂本 　８（小谷）　　 旧 藤原正信宅前

94 名田庄 口坂本 ３３（黒瀬）　　 坂本開発センター前

95 名田庄 口坂本 ３１（森町）　　 末多徒神社　社務所付近

96 名田庄 口坂本 ４５（朝日）　 明和板金前

97 名田庄 口坂本 １８（横折）　　 横折バス停付近

98 名田庄 井上 ４３（佐野）　 佐野バス停付近

99 名田庄 井上 ３５（佐野） 畑田三喜夫　車庫

100 名田庄 井上 ２５ 山下電器工業所前

101 名田庄 井上 １８ 旧 名田庄診療所前

102 名田庄 西谷 １５－１９－１ 農産加工センターフェンス

103 名田庄 西谷 １０－８ 西谷防火水槽付近

104 名田庄 中 ３０ 門野朝野　倉庫

105 名田庄 中 ３３ 田歌好二宅前　畑付近

106 名田庄 中 ２３ 中住宅団地前付近

１２５－２１

　９１－６８－３３

１１３－１１地先

１１３－７２－３地先

１１６－８１－７地先

　５１－３１

　５８－２９－１

　５２－６５－３地先

　９０－２７

　３９－２

　９１－５４

　３３－１０１

　４４－２７

　４５－３６

　４５－３５

第13投票区

第14投票区

第15投票区

第16投票区

第12投票区

第10投票区

第11投票区
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投票区名 番号 ポ　ス　タ　ー　掲　示　場　の　設　置　場　所

107 名田庄 下 　６ いきいき館バス停付近

108 名田庄 下 ２０ 森口徳行宅前　畑付近

109 名田庄 下 ３１ 森口幸夫宅前　畑付近

110 名田庄 下 ３７ 若丹建設事務所横

111 名田庄 下 ６１（中条） 中條バス停付近

112 名田庄 下 ７０（下条）　 田中末子宅付近

113 名田庄 小倉 １２ 小路谷要一宅前

114 名田庄 小倉 １６（片内）　　 東幸治宅横　三叉路付近

115 名田庄 小倉 ２２（片内） 寺前橋付近

116 名田庄 堂本 １１ 湯上橋付近

117 名田庄 堂本 １７（上条）　　 植茶英男　所有地

118 名田庄 槇谷 １９ 槇谷集落センター横

119 名田庄 久坂 　３ 名田庄総合事務所前駐車場

120 名田庄 久坂   ４ 旧 渋谷薬局前

121 名田庄 久坂   ４ ＪＡ若狭オートピア名田庄裏

122 名田庄 久坂 １１ 児童館グラウンド

123 名田庄 久坂 ２８ 西田清宅横

124 名田庄 挙野 ２４ 上北克也　倉庫

125 名田庄 挙野 １４ 光徳寺下

126 名田庄 三重 ３５（兵瀬） 小間商店前

127 名田庄 三重 ２０（下三重）　 田中重蔵　農作業小屋

128 名田庄 三重 ５（下三重）　 下三重バス停付近

129 名田庄 三重 ２８（尾之内）　 嶋田君子宅付近

130 名田庄 三重 ２７（尾之内） 旧 林絹子宅前

131 名田庄 三重 ４１（山田）　　 藤原キクエ　小屋

132 名田庄 三重 ５４（秋和）　　 秋和バス停付近

133 名田庄 三重 １０－９－１（兵瀬）山本達雄　畑

134 名田庄 小倉畑 １９ 知原宗隆宅前

135 名田庄 小倉畑 １０ 清水義信　旧店

136 名田庄 小倉畑 １５ 東中部地区簡易水道加圧ポンプ場

137 名田庄 虫鹿野 １０ 板谷則昭宅付近

138 名田庄 虫鹿野 １６ 池本治　畑

139 名田庄 虫谷 １０ 畠中氏宅前

140 名田庄 木谷 １１ 田中八重子宅前

第21投票区

第17投票区

第18投票区

第19投票区

第20投票区
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