
番号 投 票 区 名　　称 番号 投 票 区 名　　称

1 清　水 呉市立和庄小学校 50 押　込 呉市押込集会所

2 和　庄 呉市立和庄中学校 51 郷　原 呉市役所郷原支所

3 本　通 呉市立本通小学校 52 下蒲刈１ 下蒲刈農村環境改善センター

4 長　迫 呉市立長迫小学校 53 下蒲刈２ 大地蔵集会所

5 畑 呉市畑老人集会所 54 川尻１ 呉市立川尻中学校

6 上山田 呉市立明立小学校 55 川尻２ 小仁方文化会館

7 辰　川 旧呉市立辰川小学校 56 川尻３ 呉市川尻市民センター

8 荒　神 呉市立荘山田小学校 57 川尻４ 小用文化会館

9 片　山 呉市立片山中学校 58 音戸１ 引地区集会所

10 中　央 呉市役所 59 音戸２ 呉市音戸市民センター

11 幸　町 呉市立美術館別館 60 音戸３ 波多見コミュニティセンター

12 二　河 呉市立呉中央中学校 61 音戸４ 呉市立波多見小学校

13 三津田 東愛宕アパート 62 音戸５ 旧呉市奧内保育所

14 両　城 呉市立両城小学校 63 音戸６ 早瀬パブリックセンター

15 港　町 呉市立港町小学校 64 音戸７ 旧呉市田原保育所

16 海　岸 呉市新宮浄化センター 65 安浦２ 三津口憩の家

17 吉浦南 呉市吉浦まちづくりセンター 66 安浦３ 女子畑自治会館

18 吉浦北 呉市立吉浦小学校 67 安浦４ 赤向坂自治会館

19 落　走 落走自治会館 68 安浦５ 中畑自治会館

20 鍋 呉市警固屋まちづくりセンター 69 安浦６ 原畑集会所

21 警固屋 呉市立警固屋小学校 70 安浦７ 中切自治会館

22 宮　原 呉市立宮原小学校 71 安浦８ 呉市立安登小学校

23 坪　内 呉市立宮原中学校 72 安浦９ 日之浦自治会館

24 阿賀北 呉市立原小学校 73 安浦10 呉市役所安浦支所

25 阿賀東 呉市役所阿賀支所 74 安浦11 中央ハイツ自治会館

26 阿賀南 呉市立阿賀小学校 75 豊　島 呉市役所豊浜支所

27 大　入 呉市大入老人集会所 76 大　浜 大浜緑地広場管理棟

28 冠　崎 呉市冠崎集会所 77 大　長 安芸灘交流館

29 横　路 呉市立横路小学校 78 久　比 久比東コミュニティセンター

30 石　内 呉市石内老人集会所 79 三　角 三角老人集会所

31 三坂地 呉市立三坂地小学校 80 沖　友 沖友コミュニティセンター

32 広　東 呉市立白岳中学校 81 安浦１ 呉市立安浦小学校

33 広中央 呉市立広小学校 82 安浦２ 三津口憩の家

34 広　西 呉市役所広支所 83 安浦３ 女子畑自治会館

35 広　南 呉市立白岳小学校 84 安浦４ 赤向坂自治会館

36 長　浜 呉市立広南中学校 85 安浦５ 中畑自治会館

37 小　坪 旧呉市立小坪小学校 86 安浦６ 原畑集会所

38 仁　方 呉市役所仁方支所 87 安浦７ 中切自治会館

39 戸　田 戸田自治会館 88 安浦８ 呉市立安登小学校

40 天　応 呉市天応市民センタ－ 89 安浦９ 日之浦自治会館

41 昭和東 旧呉市立昭和東小学校 90 安浦10 呉市役所安浦支所

42 昭和北 呉市立昭和北小学校 91 安浦11 中央ハイツ自治会館

43 昭和西 呉市昭和市民センター 92 豊　島 呉市役所豊浜支所

44 宮ケ迫 呉市立昭和西小学校 93 大　浜 大浜緑地広場管理棟

45 昭和中 呉市立昭和中学校 94 大　長 安芸灘交流館

46 神　山 ケアプラザ呉 95 久　比 久比東コミュニティセンター

47 此　原 呉市立昭和南小学校 96 三　角 三角老人集会所

48 桜ケ丘 呉市桜ヶ丘老人集会所 97 沖　友 沖友コミュニティセンター

49 泉ケ丘 呉市立昭和北中学校

投　票　所　場　所


