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ポスター掲示場の設置場所一覧 

小浜市 

投票区名 番号 設置場所 

１ 

1 清滝 三の堀公園フェンス 
2 津島 ケーブルテレビ若狭小浜局舎横 
3 多賀 台場浜公園トイレ前 
4 塩竃 吉井様宅裏（海岸通） 
5 広峰 市営広峰駐車場入口横 
6 駅前町 東寿し横空地 
7 駅前町 小浜小学校前フェンス 
8 南川町 南川第二公園 
9 南川町 健康管理センター植込み 
10 大手町 中央公園トイレ裏フェンス 
11 後瀬町 市営後瀬住宅貯水タンクフェンス 
12 大手町 市役所庁舎正門横 
13 四谷町 四谷公園西側フェンス 
14 四谷町 木村医院横小浜病院官舎ブロック塀 

２ 

15 白鬚 市立図書館前植込み 
16 日吉 若狭ふれあいセンター植込み 
17 神田 八幡神社石垣 
18 大宮 心光寺ブロック塀（尚文堂前） 
19 男山 旧小浜小学校跡地フェンス 
20 鹿島 福祉センター植込み 
21 香取 小浜公園入口 
22 大原 正法寺入口石垣前 
23 青井 青井会館前ゴミ箱横 
24 青井 青井第二公園フェンス 

３ 

25 関 区遊園地 
26 千種一丁目 山森友嗣様宅ブロック塀 
27 千種二丁目 FBC小浜通信部市道沿ブロック 
28 一番町 元福井缶詰正面フェンス 
29 城内一丁目 旧雲浜保育園フェンス 
30 城内二丁目 市営住宅２号棟自転車小屋裏花壇 
31 雲浜二丁目 水野様貸家ブロック塀 
32 山手一丁目 市営北山手団地前市道側 
33 山手二丁目 松見商店前 籔本様宅ブロック塀 
34 水取二丁目 北公園フェンス 
35 水取四丁目 水取会館横ゲートボール場前 
36 板屋町 児童公園内敷地 

４ 

37 小湊 村井浅夫様畑市道沿い 
38 大湊 山清ハウジング倉庫前フェンス 
39 北塩屋 西津小学校グラウンドフェンス 
40 小松原川東 弁天川沿いフェンス 
41 北長町 西川ガレージフェンス 
42 福谷 旧若狭箸工業組合前ごみ集積所横 
43 福谷 若宮台入口三叉路横空き地 
44 小松原川東 小浜市漁協西津支所横トイレ前フェンス 
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小浜市 

投票区名 番号 設置場所 

５ 

45 甲ヶ崎 内外海保育園東側フェンス 
46 阿納尻 旧阿納尻小学校グラウンドフェンス 
47 加尾 坂本様宅横区有地 
48 西小川 西小川区入口手前市道沿 
49 宇久 谷久泰行様宅裏駐車場 
50 若狭 区の広場 
51 仏谷 消防小屋前空地 
52 阿納 消防小屋横 
53 犬熊 公衆便所横フェンス 
54 志積 消防小屋前区の掲示板左側 
55 矢代 加茂神社社務所横 

６ 
56 堅海 集会所前駐車場横 
57 泊 集落改善センター神社沿い 

７ 58 田烏 田烏区駐車場フェンス 

８ 

59 丸山 水防倉庫前空地 
60 羽賀 羽賀ふれあい会館横空地 
61 江古川 江古川区内公園 
62 奈胡 奈胡区入口道路沿 
63 熊野 お堂左側フェンス 
64 次吉 一言神社前 
65 次吉 国富小学校校門左側道路沿 
66 栗田 区入口ガードレール 
67 高塚 公園ブロック 
68 北川 北川会館左側フェンス 
69 太良庄 ふれあい広場フェンス 

９ 

70 大戸 ごみ集積所左側道路法面 
71 竹長 区入口稲木小屋跡 
72 竹長 宮川小学校フェンス 
73 本保 消防小屋横 
74 大谷 区入口天神橋々詰 
75 新保 消防小屋地蔵堂横道路沿 
76 加茂 農業集落排水処理施設フェンス 

１０ 

77 東市場 水防倉庫横 
78 平野 消防小屋横 
79 上野 公民館横ゲートボール場フェンス 
80 上野 社の神前空地 
81 四分一 ふれあい会館前 
82 三分一 山田忠夫様宅付近三叉路 
83 門前 消防小屋横 
84 池河内 消防小屋左側空地 
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小浜市 

投票区名 番号 設置場所 

１１ 

85 検見坂 竹内裕喜様宅前 
86 市場 遠敷小学校校門左側 
87 遠敷三・四丁目 老人憩の家前 
88 遠敷一・二丁目 遠敷児童センター植え込み 
89 遠敷六丁目 遠敷第三公園フェンス 
90 国分 若狭国分寺史跡公園駐車場 
91 金屋 公会堂横市道沿い 
92 竜前 集落センター前 
93 神宮寺 森林の水 PR館付近歩道植込み 
94 忠野 忠野橋詰区掲示板横 
95 遠敷九・十丁目 遠敷第一公園フェンス 
96 中の宮 若狭東高校テニスコートフェンス前市道法面 

１２ 
97 下根来 宮本様宅横空き地 
98 上根来 県道沿いゴミ集積所 

１３ 

99 府中 出荷場横空地 
100 和久里 西方寺境内 
101 和久里 今富公民館前 
102 木崎 フレグランス木崎 B棟横駐車場 
103 多田 多田集落入口三叉路掲示板横 
104 多田 藤の木台団地遊園地前 
105 生守 生守集会所横 
106 和久里 山下薬局前旧池田様宅フェンス 
107 野代 野代ふれあい会館空地 
108 尾崎 地蔵堂前 
109 湯岡 カラヤ㈱裏旧道沿い 
110 伏原 津田様農地 
111 生守団地 市営生守第一駐車場フェンス 

１４ 

112 東相生 消防小屋横 
113 西相生 広場入口横 
114 上中井 五十谷住民センター横 
115 下中井 中井バス停前空地 
116 滝谷 口名田小学校フェンス 
117 口田縄 口田縄バス停横 
118 奥田縄 日枝神社拝殿前 
119 新滝 総合運動場植え込み部分 
120 須縄 地蔵堂前 
121 谷田部 雲外寺フェンス 

１５ 

122 小屋 口小屋バス停前 
123 上田 防火水槽フェンス 
124 上田 堂前武司様宅道路沿い消火栓横 
125 下田 竹本防火水槽フェンス 
126 下田 中名田公民館前 

  



4 

小浜市 

投票区名 番号 設置場所 

１６ 

127 和多田 中名田保育園フェンス 
128 和多田 埋込型防火水槽前 
129 深野 ふれあい会館横広場 
130 深野 中名田児童館フェンス 
131 深谷 村上通様宅空地（旧国道沿） 
132 深谷 田茂谷バス停横 

１７ 
133 東勢 消防小屋前 
134 西勢 勢浜生活改善センター前 

１８ 

135 荒木 埋込式防火水槽前 
136 荒木 加斗小学校前消防小屋横 
137 黒駒 地区入口の橋ガードレール 
138 法海 防火水槽横 
139 上加斗 加斗公民館前農村公園フェンス 
140 下加斗 下加斗ふれあい会館前 
141 岡津 地区入口土地改良記念碑横 
142 鯉川 防火水槽敷地 

 

 


