
（別紙）

市町村名　（　佐　賀　市　）

投票区
（設置数）

所在地 設置場所

与賀町２ 與賀神社南側道路東側　ガードパイプ

与賀町１ 県庁北西側道路西側　ガードパイプ

城内二丁目３ 市村記念体育館南側　ガードレール

城内一丁目６ ＳＴＳ南西側　フェンス

赤松町７ 山田酒店東側　ガードパイプ

城内二丁目１７－３ 附属小学校東側　フェンス

鬼丸町１１ 生田商店南東側　擬木

中の館町１ 赤松小学校北西側　擬木

中の館町１０ 田中商店北側　擬木

中の館町１－３９ 赤松小学校南側　フェンス

本庄町大字袋２９２ Ａコープ城南店北側　ガードレール

今宿町２ 今宿町バス停北側　ガードパイプ

朝日町３ 朝日町バス停北側　ガードパイプ

水ヶ江四丁目２－３６ 了関橋交差点南側道路東側　フェンス

昭栄町９ 昭栄公園西側　ガードレール

八戸一丁目６ ダイレックス南西側　ガードパイプ

末広一丁目２ 昭栄中学校入口交差点南東側　ガードパイプ

末広一丁目１０ 地蔵前橋北側　欄干

下田町２ とんかつ浜勝南側　ガードパイプ

八戸二丁目２ 長安寺北東側　ガードレール

八戸二丁目３ 八戸南公園南西側　フェンス

成章町３－１６ 勧興小学校東門北側　ブロック塀

唐人二丁目１ 中央橋交差点東側　ガードパイプ

川原町８ 護国神社東側　ガードパイプ

中の小路６ 中の小路児童公園北側　フェンス

堀川町１ 佐賀消防署中央出張所北西側　フェンス

多布施一丁目３ ＮＴＴドコモ北側新十間堀橋東側　欄干

川原町１ 与賀町交差点北東側　ガードパイプ

松原二丁目１０ 佐嘉神社南東側　石塀

神園三丁目１５ 西神野運動広場北側　フェンス

神野西四丁目１３ 西神野記念公園東側　フェンス

神野西二丁目２ 東神野交差点南西側　ガードパイプ

神園二丁目５ 潮音寺北側　フェンス

神園四丁目１ 神野公園バス停横　フェンス

神野西二丁目４－８ 神野小学校南側　フェンス

神野西一丁目４ 神野公民館南側道路北側　ガードレール

多布施四丁目１８ 多布施団地集会室東側　フェンス

第５投票区
（８箇所）

第１投票区
（６箇所）

第２投票区
（８箇所）

第３投票区
（７箇所）

第４投票区
（８箇所）

第４８回衆議院小選挙区選出議員（佐賀県第１区選挙区）　ポスター掲示場設置場所一覧表



投票区
（設置数）

所在地 設置場所

大財二丁目４ 循誘小学校北側　ガードパイプ

大財六丁目７ マルキョウ大財店北西側　ガードパイプ

大財六丁目６ マルキョウ大財店東側大財城東橋北側　欄干

大財二丁目５ 十間堀南橋西側　欄干

東佐賀町１２ 循誘公民館西側　ガードパイプ

東佐賀町５ 城東保育所駐車場西側　フェンス

松原四丁目４ 材木橋北側　ガードパイプ

紺屋町４ 潮見橋北東側　ガードレール

鍋島町大字蛎久１４６７ ウツノミヤ㈱南西側道路北側　ガードパイプ

鍋島町大字鍋島１３６４ ローソン北東側　ガードパイプ

鍋島五丁目１ 九電鉄塔北側　ガードパイプ

鍋島五丁目５ 県営医大西団地児童公園北側　フェンス

鍋島二丁目１０ 鍋島区画記念公園北側　フェンス

鍋島一丁目１１ 鍋島低床公園北側道路南側　フェンス

鍋島町大字森田１７７２ ジョイフル佐賀鍋島店北側　ガードパイプ　

鍋島一丁目４－２７ 市鍋島汚水ポンプ場東側　フェンス

鍋島町大字蛎久 市営植木団地集会所南側　フェンス前

嘉瀬町大字荻野３０７６ 経済連総合流通センター南側　ガードパイプ

嘉瀬町大字荻野２３８７ （有）テクノ西側　ガードパイプ

嘉瀬町大字扇町２３００ 築地橋東側　欄干

嘉瀬町大字中原１９２２ 小池病院北側道路南側　ガードパイプ

嘉瀬町大字十五１２－１ 嘉瀬小学校東側　正門北側フェンス

嘉瀬町大字扇町 扇有橋西側　欄干

嘉瀬町大字十五 嘉瀬新町バス停東側　ガードパイプ

嘉瀬町大字十五１５５１ 有明海漁協佐賀市支所倉庫西側　ガードレール

嘉瀬町大字十五１７５７ 嘉瀬新町交差点北東側　ガードパイプ

嘉瀬町大字中原１８４４ ＪＡさが共同乾燥貯蔵施設南側　ガードパイプ

末広二丁目１２－５ 平松老人福祉センター南側　フェンス

光一丁目７－３０ 城西公民館南側　フェンス

光二丁目２ サンのり北側道路西側　ガードパイプ

光二丁目５ 城西団地入口ゲートボール場北側　フェンス

西与賀町大字厘外１３４０ 西与賀小学校北交差点北側　ガードパイプ

西与賀町大字厘下 西与賀小学校北側　ガードパイプ

西与賀町大字高太郎 農協倉庫西側　ガードパイプ

西与賀町大字高太郎 元相応農村公園南側　フェンス

西与賀町大字高太郎 佐賀市拠点備蓄倉庫東側　フェンス

本庄町大字本庄 佐賀大学東側　フェンス

本庄町大字本庄１９８ 車買取りアラジン東側　ガードパイプ

本庄町大字本庄４２５ 佐賀大学楠葉寮北側　フェンス

本庄町大字本庄１３１－１ 本庄小学校南東側　フェンス

本庄町大字本庄 本庄公民館北側　ガードパイプ

本庄町大字末次３２ 末次北交差点北西側　ガードパイプ　

本庄町大字末次
佐賀空港線末次中交差点東側道路北側
ガードパイプ

本庄町大字正里 消防格納庫南側　ガードパイプ

第１０投票区
（８箇所）

第６投票区
（８箇所）

第７投票区
（９箇所）

第８投票区
（１０箇所）

第９投票区
（９箇所）



投票区
（設置数）

所在地 設置場所

木原二丁目１ 武藤工務店南側　ガードパイプ

木原三丁目２ 柴田自動車整備工場南西側　ガードパイプ

北川副町大字光法６７２ 光教寺南側　ガードパイプ

木原三丁目１２ 北川副小学校西側　ガードパイプ

北川副町大字江上 江上バス停北西側　ガードパイプ

北川副町大字江上 増田宿交差点北西側　ガードパイプ

北川副町大字光法 山津橋南側　ガードレール

北川副町大字光法 平野医院西側　ガードパイプ

久保泉町大字川久保 西原公園東側　フェンス

久保泉町大字川久保 ヤマト運輸佐賀支店南側　ガードパイプ

久保泉町大字川久保 川久保郵便局南側　ガードパイプ

久保泉町大字川久保１３５７－１ 久保泉小学校東側　フェンス

久保泉町大字川久保 桂寿苑南側道路東側　ガードパイプ

久保泉町大字上和泉２３６１－１ 金泉中学校南側　フェンス

久保泉町大字上和泉 村徳永交差点北東側　ガードパイプ

久保泉町大字下和泉 下和泉交差点北側　ガードパイプ

久保泉町大字下和泉 宮本石材店南側千国橋南側　欄干

金立町大字金立１０１７ きのや菓子舗前北西側　ガードパイプ

金立町大字金立 金立公園駐車場南西側　ガードパイプ

金立町大字金立 金立バス停南側栄橋　欄干

金立町大字千布３１６４ 水道局圧送所東側　フェンス

金立町大字千布２１４４－１ 金立小学校北側　フェンス

金立町大字千布６５７ 念仏橋北側　欄干

金立町大字千布２３３４－３ 金立公民館北東側　更地

金立町大字金立 西小川橋西側三叉路南東側　ガードパイプ

金立町大字千布
ＪＡさが金立支所南側道路西側
ガードパイプ

高木瀬町大字長瀬 高木瀬西六丁目交差点西側　ガードパイプ

高木瀬町大字長瀬 農業倉庫北側　ガードパイプ

高木瀬東五丁目１ 高木瀬公民館西側　ガードパイプ

高木瀬東六丁目１２ 城北児童遊園南側　フェンス

高木瀬東五丁目６－１２ 高木瀬小学校南東側　フェンス

高木瀬東三丁目３ セブンイレブン北側　ガードパイプ

日の出一丁目１３ 佐賀県青年会館東側　ガードパイプ

日の出一丁目２１ 県総合体育館バス停北側　ガードパイプ

高木瀬町大字東高木２４１－１ 内田クリニック南西側　ガードパイプ

兵庫町大字藤木１１６０－７８ スーパーモリナガ高木瀬店東側公園北側　フェンス

兵庫町大字渕２８９７ 兵庫団地北東側　ガードパイプ

兵庫町大字渕 昭和西濃運輸佐賀支店西側　ガードパイプ

兵庫町大字若宮 伊賀屋バス停南側　ガードパイプ

兵庫町大字若宮 兵庫町若宮交差点北西側　ガードパイプ

兵庫町大字瓦町 瓦町橋道路南側　欄干

兵庫町大字渕１２９５ 兵庫小学校東側　フェンス

兵庫町大字西渕 ゆめタウン佐賀南東側道路北側　欄干

兵庫町大字藤木 夢咲公園北側歩道南側　ガードパイプ

第１１投票区
（８箇所）

第１２投票区
（９箇所）

第１４投票区
（９箇所）

第１５投票区
（９箇所）

第１３投票区
（９箇所）



投票区
（設置数）

所在地 設置場所

巨勢町大字修理田 田中鉄工所南側　ガードパイプ

巨勢町大字高尾３５０－２８ 児童遊園地北東側　フェンス

巨勢町大字高尾 高尾宿橋北側　ガードパイプ

巨勢町大字高尾 老人センター前バス停北側　ガードパイプ

巨勢町大字修理田 福地石油南側　ガードパイプ

巨勢町大字牛島 モラージュ佐賀北側　ガードパイプ

巨勢町大字牛島 県営牛島団地入口橋西側 欄干

蓮池町大字見島 八幡神社北東側　ガードパイプ

蓮池町大字蓮池 鵜池商事西側　ガードパイプ

蓮池町大字蓮池 蓮池魚町バス停北側　ガードパイプ

蓮池町大字古賀 サン・コーポラス佐賀南側　ガードレール

蓮池町大字見島 ＮＴＴ蓮池分局南側　フェンス

蓮池町大字小松 小松ストアー北側　ガードレール

蓮池町大字小松 児童遊園地東側　フェンス

緑小路１－１ 佐賀工業高校北側　フェンス

天祐団地１ 天祐団地１棟東側　フェンス

天祐一丁目８ 佐賀県総合福祉センター西側　ガードレール

天祐二丁目６－１ 佐賀北高校東側　フェンス

天祐二丁目３ 佐賀北高校南側道路北側　ガードパイプ

天祐二丁目９ 新栄団地バス停南側　ガードパイプ

新栄東二丁目６－３４ 新栄小学校西側　フェンス

鍋島町大字八戸 コープさが新栄店北東側橋梁南側　ガードパイプ

神野東三丁目１１ 三溝公園南側　フェンス

神野東四丁目１１ 大溝公園北東側　フェンス

駅前中央一丁目９ 草場公園北側　柱

栄町３ 市役所第２駐車場西側　フェンス

駅前中央一丁目３ 西友佐賀店駐車場南東側　フェンス

駅前中央三丁目１１ 大藤公園東側　フェンス

愛敬町４－２３ 市交通局駐車場東側　ガードパイプ

天神二丁目４ 天神橋交差点北東側　欄干

若楠二丁目７ 佐賀運輸支局自動車検査場東側　フェンス

若楠三丁目８ 高木団地自治会館東側　フェンス

若宮三丁目４ 県営高木団地西側　フェンス

若宮三丁目６ 佐賀市水道局西側　ガードレール

若宮三丁目１ 陣内クリニック東側　フェンス

若宮三丁目２ 若楠小学校南西側　ガードパイプ

若宮三丁目１ 佐賀県総合運動場西側　フェンス

八丁畷町９
佐賀県消防設備安全協会駐車場北東側
ガードパイプ

高木瀬西六丁目１０ 蛍川橋南東側　ガードパイプ

高木瀬西四丁目９ マルキョウ高木瀬店西側　ガードパイプ

高木瀬西三丁目３ 市営高木団地北側　フェンス

高木瀬西二丁目１４ 高木公園東側　フェンス

高木瀬西三丁目１ 城北中学校東側　ガードパイプ

高木瀬西一丁目６ ＮＴＴ南東側　ガードパイプ

第１７投票区
（７箇所）

第１６投票区
（７箇所）

第１８投票区
（８箇所）

第１９投票区
（８箇所）

第２０投票区
（８箇所）

第２１投票区
（６箇所）



投票区
（設置数）

所在地 設置場所

開成三丁目６ アルタ東側　ガードパイプ

開成六丁目８ 力武クリニック西側　ガードパイプ

開成一丁目２ 佐賀市交通公園北側　フェンス

開成四丁目１ 低床公園南側　フェンス

開成五丁目８ 鍋島西団地調整池東側　フェンス

開成五丁目１３ 西海岸南西側　フェンス

鍋島町大字八戸溝 西佐賀団地東側入口　ガードパイプ

鍋島町大字八戸溝 江頭団地入口交差点南西側　ガードパイプ

多布施三丁目
佐賀グリーンテニスクラブ北東側
道路南側　ガードパイプ

多布施三丁目１３ 南中高橋南東側　ガードレール

六座町７ 県営団地六座町西側　フェンス

長瀬町８ 県営昭栄団地西側　ガードレール

西田代一丁目７
佐賀女子短期大学さわらび寮西側
フェンス

道祖元町 専修寺北側道路南側　ガードパイプ

西田代二丁目５ ＳＥＲＡＩ参番館南側　ガードパイプ

本庄町大字本庄１２２２－６ スーパーモリナガ本庄店東側　ガードパイプ

本庄町大字本庄 本庄神社南東側　ガードパイプ

本庄町大字本庄７９９ 静元寺西側　ガードパイプ

本庄町大字本庄１０２１－１ 城西中学校北東側　フェンス

本庄町大字本庄１０３８ 市営正里団地東側　フェンス

本庄町大字鹿子 ＪＡさが野菜集荷場西側　ガードレール

南佐賀一丁目８
マックスバリュ南佐賀店北側道路西側
ガードパイプ

南佐賀二丁目３ サンカクヤ西側新富松橋南側　欄干

南佐賀一丁目１５－１ 八田下水ポンプ場北側　フェンス

北川副町大字新郷 八田橋南東側　ガードパイプ

南佐賀一丁目２０－１ 城南中学校北西側　フェンス

南佐賀三丁目７ 南佐賀団地児童遊園地西側　フェンス

北川副町大字新郷４１２－５ 下武橋南側　ガードレール

兵庫南二丁目１１ 西中野児童公園東側　フェンス

兵庫南三丁目８ 佐賀中部病院東側楊柳団地入口南側　擬木

兵庫南四丁目９ 低床広場東側　擬木

兵庫南一丁目３ ガスト佐賀兵庫店南東側　ガードパイプ

兵庫南一丁目２５ 兵庫低床公園北側　ガードパイプ

兵庫南四丁目２２ 玄海橋交差点東側　欄干

兵庫南一丁目９ 下村児童公園南西側鉄塔北側　ガードパイプ

第２４投票区
（６箇所）

第２５投票区
（７箇所）

第２６投票区
（７箇所）

第２２投票区
（８箇所）

第２３投票区
（７箇所）



投票区
（設置数）

所在地 設置場所

大字大堂 大堂神社南東側橋北側　ガードレール

大字大堂　字加与丁下
加与丁野菜集荷所南側太田北橋東側
ガードパイプ

大字徳富　字下大津 九州運輸西側　ガードレール

大字徳富　字徳富一区 （株）原田設計東側　ガードレール

大字徳富　字大中島 大中島児童公園西側　フェンス

大字諸富津　字諸富新村 ＮＴＴ諸富電話交換局西側　フェンス

大字大堂　字太田 宝光院西側　ガードレール

大字徳富　字上大津 永井手橋北側　ガードパイプ

大字徳富　字徳富二区
ロイヤルコートニシムラⅡ南側
ガードパイプ

大字為重　字小杭 佐賀市諸富支所前　石垣北側

大字為重　字西搦
有明海漁協諸富支所西側
ガードパイプ（最北の中心）

大字寺井津 徐福寺井橋南側　欄干

大字為重　字三重　 旧副島酒店東側　ガードレール

大字山領　字福田 武藤自動車整備工場北西側　ガードパイプ

大字山領　字山領 小川運送南側　ガードレール

大字為重　字東搦 吉岡宅東側道路西側　ガードパイプ

大字為重　字石塚 橋の駅ドロンパ前　ガードパイプ

大字尼寺　字東町Ａ 春日小学校北側　ガードパイプ

大字尼寺　字国分北２区 警察官舎北東側　ガードパイプ

大字尼寺　字東町Ａ 築山公園北側　ガードパイプ

大字尼寺　字春日丘 春日丘公民館西側　フェンス

大字尼寺　字国分北１区 国分寺東交差点南側　ガードパイプ

大字久池井　字みどり団地 みどり団地公民館西側　ガードパイプ

大字尼寺　字国分南１区
フードウェイ佐賀大和店北側
ガードパイプ

大字尼寺　字西町Ｂ 佐賀市大和支所正面玄関南側　フェンス

大字尼寺　字駄市川原 尼寺橋交差点北西側　ガードパイプ

大字尼寺　字駄市川原 石井樋入口交差点北西側　ガードパイプ

大字尼寺　字福田 江頭医院西交差点北西側　ガードパイプ

大字尼寺　字佐熊 佐熊交差点北東側　ガードパイプ

大字久池井　字下都渡城 佐賀市拠点備蓄倉庫東側　フェンス

大字梅野　字下田 道の駅大和入口南側　ガードパイプ

大字八反原　字八反原 八反原公民館入口北側　ガードパイプ

大字久池井　字北原２区
春日北小学校北東交差点南西側
ガードパイプ

大字久池井　字小川１区 今村堤南交差点北西側　ガードパイプ

大字久池井　字小川１区 小川天満宮鳥居横　石垣

大字久池井　花久保 花久保団地北交差点西側　ガードパイプ

大字久池井　字北原１区 北原交差点北東側　ガードパイプ

大字久池井　字春日 春日集落入口三叉路道路東側　ガードレール

大字久池井　字春日 春日果協集荷所前交差点南側　ガードレール

大字久池井　字野口 春日運動広場北入口　フェンス

第２７投票区
（９箇所）

第２８投票区
（８箇所）

第２９投票区
（７箇所）

第３０投票区
（８箇所）

第３１投票区
（８箇所）



投票区
（設置数）

所在地 設置場所

大字川上　字大願寺 大和勤労者体育センター東入口前　更地

大字東山田　字立石 立石交差点北東側　ガードパイプ

大字川上　字川上 川上テクノ協同組合西側　ガードパイプ

大字川上　字大願寺
㈱かわでん北東側交差点西側新堤
ガードレール

大字久留間　字今山 山王北交差点北東側　ガードパイプ

大字川上　字大久保 川上小学校北交差点南西側　ガードパイプ

大字東山田　字上戸田 大橋交差点南東側　ガードパイプ

大字東山田　字平田 平田橋北西側　ガードパイプ

大字池上　字池上 高岸建設南側　ガードパイプ

大字久留間　字久留間 吉満神社南西側　ガードレール

大字梅野　字井手ノ原 昭和橋東交差点北側　ガードパイプ

大字梅野　字上一区 利宮橋北東側　ガードパイプ

大字松瀬　字三反田 三反田交差点南東側　ガードパイプ

大字松瀬　字井手 松梅小学校入口道路南側　ガードパイプ

大字松瀬　字屋形所 屋形所公民館前道路南側　ガードレール

大字松瀬　字田中 名尾公民館入口前道路南側　ガードレール

大字松瀬　字古道 古道橋東側　ガードレール

大字松瀬　字柚木 柚木地区入口　ガードレール

大字小副川　東古賀 上小副川バス停南側　ガードレール

大字小副川　大野原 大の原バス停東側　ガードレール

大字小副川　峰 下小副川公民館前　生垣

大字上熊川　湯の原 湯の原公民館前　フェンス

大字上熊川　熊の川 上熊の川バス停付近道路東側　ガードパイプ

大字内野 内野上バス停北側道路東側　ガードパイプ

大字下熊川　中の原 昭和橋北側道路東側鉄塔前　ガードパイプ

大字下熊川　山留 山溜バス停付近道路東側　ガードパイプ

大字関屋　馬場野 下関屋バス停南側　ガードレール

大字関屋　中菖蒲 中菖蒲バス停南側　ガードレール

大字古湯　川崎 佐賀市富士支所前　生垣

大字古湯　貝野 貝野公民館南側　ガードレール

大字畑瀬　西畑瀬 西畑瀬団地内貯水槽　フェンス

大字小副川　下須田 須田公民館南東側　ガードレール

大字上熊川　柚木 柚木公民館入口三叉路西側水車橋北側　ガードパイプ

大字鎌原 鎌原地区汚水処理施設北東側　ガードレール

大字苣木 苣木公民館東側　ガードレール

大字古湯　広沢 広沢入口バス停東側　ガードレール

大字杉山 県道池原古湯線杉山集落内　ガードパイプ

大字市川　打越 市川バス停西側　ガードレール

大字市川　葛尾 葛の尾バス停西側道路西側　ガードレール

第３４投票区
（８箇所）

第３５投票区
（１３箇所）

第３３投票区
（８箇所）

第３２投票区
（１０箇所）



投票区
（設置数）

所在地 設置場所

大字大野 大野団地バス停北東側　ガードパイプ

大字中原　中原
富士北部ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ入口前道路西側
ガードパイプ

大字下無津呂　尾防田 下無津呂バス停南側　ガードレール

大字大串　上古賀
広域農道入口三叉路道路東側
ガードパイプ

大字栗並　宮ノ馬場 栗並団地北東側　更地

大字大串　平 大串公民館北西側　ガードレール

大字麻那古　日当 麻那古バス停南東側　ガードパイプ

大字上無津呂　相尾 相尾集会所東側道路北側　ガードレール

大字上無津呂　落合 上無津呂公民館西側道路　ガードパイプ

大字藤瀬　藤瀬
藤瀬野菜集荷場（消防庫）北側道路東側
ガードパイプ

大字古場　上古場
県道三瀬栗並線、広域農道三叉路南側
ガードレール

大字下合瀬　陣内 下合瀬公民館横東側　ガードレール

大字上合瀬 上合瀬公民館西側　法面

三瀬　岸高　国道263号線 三瀬小学校前　フェンス

杠　松尾　国道263号線
マッちゃんの店南側道路西側
ガードパイプ

三瀬　宿　国道263号線 宿公民館南側道路東側　ガードパイプ

杠　中村　県道富士・三瀬線 中村三叉路南側　ガードパイプ

藤原　唐川　県道三瀬・神埼線 唐川公民館北側道路西側　ガードパイプ

藤原　平松　市道 平松公民館北東側道路東側　ガードレール

藤原　柳瀬　市道
県道中原・三瀬線との交差点北東側橋東側
欄干

藤原　中鶴　県道中原・三瀬線 中鶴公民館東側道路南側　ガードレール

三瀬　神有　国道263号線
神有橋西側
欄干

大字鹿江　南２１区 川副中学校北側交差点北側　ガードパイプ

大字鹿江　南１５区南 旧南川副水源地前公園西側　更地

大字犬井道　南４区 真照寺西側　ガードレール

大字犬井道　南６区西 内田宅西側　ガードレール

大字犬井道　南８区北 下の宮南側道路北側　ガードレール

大字犬井道　南９区 川原豊商店西側　ガードレール

大字犬井道　南１８区 原宅北西側　ガードレール

大字鹿江　南１５区西 川副中学校正門南側多目的広場　フェンス

大字鹿江　南２３区南 天満宮前　ガードレール

大字小々森　小々森 善通寺西側　ガードレール

大字小々森　広江東 広江東公民館北側　ガードレール

大字小々森　広江西 吉末宅北西側　ガードレール

大字西古賀　久町 久町バス停北側　ガードレール

大字西古賀　西船津 観音堂西側　ガードレール

大字南里　西南里 南里交差点南西側　ガードパイプ

大字南里　坂井 矢野宅西側　ガードパイプ

大字西古賀　西古賀 西川副小学校前バス停西側　フェンス

大字西古賀　鰡江 於保宅北側　ガードレール

第３９投票区
（９箇所）

第４０投票区
（９箇所）

第３６投票区
（９箇所）

第３７投票区
（４箇所）

第３８投票区
（９箇所）



投票区
（設置数）

所在地 設置場所

大字福富　米納津 松林商店南西側　ガードパイプ

大字福富　東古賀１区 淀姫神社南側農村公園東側　フェンス

大字早津江津　北早 佐野常民記念館北側　ガードパイプ

大字福富　崎ヶ江 吉武宅北側道路東側　ガードレール

大字早津江津　南早 早津江橋西側下道路東側　フェンス

大字早津江　吉村 吉村農村公園北側　フェンス

大字早津江　中津 大坪舗道北東側　ガードパイプ

大字早津江　和崎 吉村宅北側　ガードレール

大字大詫間　大３区 大成水産北東側　ガードレール

大字大詫間　大１区 中尾商店東側道路東側　ガードパイプ

大字大詫間　大２区 大詫間小学校西側　ガードパイプ

大字大詫間　大４区北 ウッディプロダクツ北西側　ガードレール

大字大詫間　大８区
ＪＡさが大詫間支所格納庫西側
ガードパイプ

大字大詫間　大５区 田中宅北側道路東側　フェンス

大字大詫間　大１０区 角町宅南東側道路南側　フェンス

大字大詫間　大１０区 山口宅北東側道路北側　ガードレール

大字大詫間　大６区
大詫間６区営農生活改善センター南東側
ガードレール

大字下古賀　立野 立野遊園地北側　フェンス

大字田中　上古賀 八幡宮東側　ブロック塀

大字飯盛　下飯盛 開田庵東側　ガードパイプ

大字田中　作出二区 東与賀文化ホール西側　ガードパイプ

大字田中　作出一区 作出旧水源地西側　ブロック塀

大字下古賀　今町西 搦入口交差点北側　ガードパイプ

大字下古賀　搦東　　 大島宅東側　ガードレール

大字田中　住吉東 住吉公民館西側　フェンス　

大字飯盛　大野一区 大野東バス停横　更地

大字田中　住吉東 下小堂橋南側交差点東側　ガードレール

大字徳万　字快万 願福寺南西側徳万バス停北東側　ガードパイプ

大字久保田　字上恒安 久保田宿交差点北東側　ガードパイプ

大字徳万　字小路 ＮＴＴ久保田電話交換局西側　フェンス

大字新田　字中副 佐賀市立久保田グラウンド東側　フェンス

大字新田　字横江 横江公民館北西側　フェンス

大字久富　字金丸 金丸公民館西側道路東側　ガードレール

大字久保田　字下新ヶ江 消防車格納庫南側　フェンス

大字新田　字福富 船津宅北西側道路三叉路　コンクリート製擬木

大字久富　字久富西 南部消防署久保田出張所北側　ガードパイプ

大字久富　字搦東 搦東公民館西側　ガードレール

第４４投票区
（１０箇所）

第４２投票区
（９箇所）

第４１投票区
（８箇所）

第４３投票区
（１０箇所）


