
 一般選挙における投票区と投票所は次のとおりです。 

区 投票所 区域（行政区） 

１ 村原公民館 地頭所 村原一丁目 村原二丁目 村原三丁目 村原四丁目 村原五丁目 

２ ふれあいかせだ 

平之馬場 町 高城 本町一区 本町二区 本町三区 本町四区 本町中央区 本町五区 本町六区  

本町東区 カーサ・ブランカ 白亀 加世田病院 しらうめ寮 鳳学寮 舞敷野東 舞敷野西 子どもの

家 

３ 加世田中学校 下鴻巣 中鴻巣 上鴻巣 犬追馬場 屋地 ハーモニー 社付 愛宕下 愛宕上 貝掛 

４ 川畑小学校 塘花 上村西 上村東 下村 川畑東 加治屋 落 高倉東 高倉西 

５ 長屋地区公民館 中野 柿本 武田上 アルテンハイム 内布下  内布北 内布中 内布南 鮎川 

６ 内山田地区公民館 
西尾 坂口 松元 内山田中村 横平 玉虫野 田頭 山下  市来 脇 金気田平  

ケアハウスかせだ かせだフレンドホーム 東山 

７ 田之野集落ｾﾝﾀｰ 大野 西村 田之野 鉄山 

８ 津貫地区第２体育館 干河区 西原 中間上 中間中 

９ 久木野地区公民館 新地 浦口 上門 福元 新山 久木野 上木屋 下木屋 新下木屋 

10 中山地区集会施設 中山 小原 上野 

11 益山小学校 陣 上 中小路 諏訪ケ尾 山村 畦杭 浜堀 竹屋 春 上ノ山 

12 万世中学校 
新川 網揚  光の里 唐仁原 内田佐方 神村 潟村 小陣 大崎一・二区 大崎三区  大崎四区

大崎五区 小松原一区 小松原二区 小松原三区 小松原四区 当房  相星東 相星西  養徳園

13 小湊小学校 中央東 中央中 中央西 園山 上村 仲間 

14 並木ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ 市崎木場 松木場 笠石 新田 笠松 清水 山野 並木 はまゆう 浜田 

15 黒瀬公民館 黒瀬 

16 笠沙自然休養村管理ｾﾝﾀｰ 椎木 上村 小浦 笠沙セントラル 仁王崎 片浦 大当 高崎山  石垣の里 

17 笠沙地区公民館 谷山 小崎 魚路 山神 野間池 岬 太郎木場 姥 

18 大浦支所 榊 越路 皮篭石 木連口 宮園 福元 平原 永田 有木 上之門 小浜 干拓 恵風園 

19 九玉公民館 大木場 九玉 久保 柴内 原 

20 栗野地区公民館 栗野 

21 輝津館 上之坊 坊之浜 下浜 中坊 上中坊 鳥越 松ケ迫 泊 

22 清原地区体育館 平原 鈩迫 茅野 草野  和楽苑 

23 久志地区公民館 田崎 博多 平尾 大久志 山口 共伸 仁田川 今村 塩屋 

24 今岳集会所 池屋敷 末柏 柴内（一部） 平崎 

25 秋目診療所 秋目峠 秋目 

26 田布施小学校 
麓一 麓 尾下一 尾下二 尾下三 尾下四 尾下門前 高橋一組 高橋二組  堀川 みさかえ学園  

池辺門前 向江 池辺中 稲葉 前平 下馬場 上馬場 塩屋堀 大塚 南原 京田 竹原 

27 大坂地区公民館 扇山 田ノ平 松葉江 阿久谷 大平 黄和田 長谷 観音河内 牛之河内 牧内 長音寺 

28 阿多地区公民館 
花瀬 上之馬場 下之馬場 本町 松田南 松田北 駅通 新田団地 阿多 阿多病院 金峰苑

宮崎西  日吉 宮崎 塘 田園団地 春屋敷 新山南 新山北 

29 旧大田小学校 
中津野西前 中津野西後 和温 中津野西下 中津野東前 中津野東後 県営住宅 矢杖  堀切

浦之名西 和顔施 浦之名東 ちよまる団地 

30 白川地区公民館 白川東 白川中 白川日枝 白川西 白川南谷 

※投票所については地域の行事や施設の利用状況より変更になる場合がありますので、投票所入場券により確認してください。 


