
3 広報すおう大島 平成 31 年 ( 2019 年 )3 月号

投票時間：午前 7 時から午後 6 時まで
（ただし、馬ヶ原投票区は午後 5 時まで）当日の投票所一覧

◆久賀地区
投票区名 投票所名 区域（行政区名）
大崎 大崎公会堂 白石、大崎
山田 山田公会堂 山田上、山田中、山田下

宮崎 久賀福祉
センター

向町、八幡下、八幡上、仲町、洲崎、
港町 、戎町、上本町、本町

久賀中央 農業者健康
管理センター

古町、東下津原、東天満町、西天
満 町、 新 開 東、 新 開 西、 向 津 原、
東中津原、西中津原、上津原、中
瀬田、久保河内下、久保河内上、
畑能庄、丸山、流田、佐古、前島

宗光 宗光公会堂 庄地、宗光東、宗光西

椋野 椋野公民館

久保田中郷、花田道面、平原大畑、
木屋原、大元、山下浜東１区、山
下浜東２区、山下浜西１区、山下
浜西２区、西ヶ原

◆大島地区
投票区名 投票所名 区域（行政区名）

三蒲中央 蒲野農村環境
改善センター

東浜北、東浜南、中塚、西の郷、
蔵本、明神松東、明神松西、三
蒲中村、新屋敷、西田、前港、
後港、小山田北、小山田南、流東、
流西、小平

三蒲畑 畑老人憩の家 寺家、東畑、西畑

小松西 小 松 コ ミ ュ ニ
ティセンター

瀬戸、笠佐、北一西、北一中、
北一東、北二西、北二中、北二東、
南三、南二、南一、宮の下、商
船

小松東 しまとぴあ
スカイセンター

屋代中田、沖石、北石、小松中田、
手崎、明新

開作 大島町漁業協同
組合

安迫、水車、新開、砂堀、小方、
松ヶ崎、金屋、唐樋、五反田

志佐 志佐老人憩の家 郷串、浜西、浜東、上湯所、下
湯所

小田 さつき園作業所
上片山、中片山、下片山、石小田、
先小田、中小田、和田、ほのぼ
の苑

砂田
屋 代 ふ れ あ い
ディサービスセ
ンター

「延命の家」

徳神、吉井、郷の坪、吉兼、上北迫、
下北迫、東北迫、上砂田、砂田、
下砂田、川地、羽越

神領 神 領 コ ミ ュ ニ
ティセンター 神領、中、原、田中、銅

屋代畑 屋 代 山 泉 セ ン
ター

棟畑、屋代中村、奥村、石原、樫原、
自光寺

家房 家房公会堂 大東、久保、家房原、割石

出井 出井老人憩の家 川窪、中開地、天神東、明神、
追通

津海木 津海木老人憩の
家 立石、皆地

戸田 沖浦農村環境
改善センター

赤石、中浜、迎原、原定、久保庄、
下庄、坂本、西浜

横見 横見老人憩の家 森添、大歳、塩田

日見
沖 浦 ふ れ あ い
ディサービスセ
ンター

「延寿の里」
浜、塩町、奥田中、木原、里

◆東和地区
投票区名 投票所名 区域（行政区名）

伊保田 油田農村環境
改善センター

情、雨振、伊保田（３区、４区、５区、
６区、７区、８区、９区、10 区、11 区）

小伊保田 小伊保田公民館 小伊保田

油宇 油宇集会施設 油宇（13 区、14 区、15 区、16 区、
17 区、18 区、19 区）

馬ヶ原 馬ヶ原公民館 馬ヶ原

和田 和田公民館 和田（東泊、西泊、中泊、庄東、庄西、
庄里）

内入 内入公民館 内入東、内入西
小泊 小泊集会施設 小泊（東、東中、西中、天神）

和佐 和佐公民館 和佐（磯、東浜、東中浜、西浜、大西、
郷）、神浦（東、西）

森野 東和図書館
（旧森野小学校）

森（水上、鹿老渡、片上、盛浜、
走出）、平野（後園、祇園、塩屋、
内浜、江口、為栗、本平野、防河内、
鎌田）

大小積 海辺の家おつみ 小積、大積

西方 西方公民館 長崎東、長崎西、下田東、下田中、
下田西、西方

船越 船越公民館 船越東、船越中、船越西

外入 白木多目的
共同利用施設

伊崎、外入（西泊、東泊、下妙見、
上妙見、宮下、郷、西三下、東三下）

地家室 地家室別館 地家室西、地家室中、地家室郷、
地家室東

佐連 佐連会館 佐連東、佐連中、佐連西

沖家室 旧沖家室小学校 沖家室南、沖家室中、沖家室峠、
沖家室刈山、沖家室岡、沖家室鼻

◆橘地区
投票区名 投票所名 区域（行政区名）

鹿家 鹿家地区農事集会所 鹿家

安下庄東 原地区学習等
供用施設

栄、安高、橘福祉会、原、古
城

安下庄中央 橘総合センター
和戸、塩宇、西浦、真宮、正
分、おれんじヒルズ、長尾天
満、安下、立島、源明

安下庄西 橘ウインドパーク
三ツ松東、三ツ松中、三ツ松
西、川間、田中、庄南、庄北、
大泊

秋 秋老人憩の家 吉浦、江頭、下開地、西開地、
神田

日前郷 日前郷公民館 貞広、大光寺、新屋上、新屋
下

日前浜 しらとり苑
長浜、浜西、浜西中、浜中、
日良居病院、愛和苑、浜東、
日良居団地

土居 日良居出張所
土居西上、土居西下、土居西
中、土居東中、土居東上、土
居東下

油良 橘ふれあい
かんころ楽園

油良西、油良西中、油良東中、
油良東、たちばな園、油良郷

江ノ浦 浮島漁村センター 江ノ浦西、楽ノ江、江ノ浦東
※投票日：４月６日㈯

樽見 浮島地区学習等
供用施設

樽見
※投票日：４月６日㈯

　浮島地区（江ノ浦・樽見投票区）については、今回の選挙から繰上投票（投票日：４月６日㈯　午前７時から午後５時まで）
を実施します。※浮島地区の有権者の皆さまは４月７日㈰は投票できませんので、４月６日㈯までに投票をお願いします。


