
№ 投票区 投票所 該当町名

1 金池第１ 大分市立かないけ認定こども園遊戯室 大手町1丁目，金池町1丁目～5丁目，顕徳町1丁目～3丁目，府内町1丁目，要町

2 金池第２ 大分市立上野ケ丘中学校体育館 上野丘1丁目，上野町，桜ケ丘，金池南1丁目・2丁目

3 金池第３ 大分県立芸術緑丘高等学校体育館 上野丘西，上野丘東，上野丘2丁目，上野南，元町，六坊北町，六坊南町

4 長　浜 大分市立長浜小学校体育館 長浜町1丁目～3丁目，錦町1丁目～3丁目,　舞鶴町1丁目～3丁目，大手町2丁目・3丁目

5 荷　揚 旧大分市立荷揚町小学校体育館 寿町，城崎町1丁目～3丁目，末広町1丁目，荷揚町，都町1丁目～4丁目，高砂町，中央町1丁目～4丁目，府内町2丁目・3丁目

6 中島第１ 大分市住吉保育所 中島東1丁目～3丁目，豊町1丁目・2丁目，泉町，碩田町1丁目～3丁目，弁天1丁目～4丁目，豊海1丁目～5丁目

7 中島第２ 旧大分市立中島小学校体育館 中島中央1丁目～3丁目，中島西1丁目～3丁目，千代町1丁目～4丁目 ，住吉町1丁目・2丁目

8 中島第３ 大分市浜町保育所 新川町1丁目・2丁目，新川西1丁目・2丁目，芦崎，浜町北，浜町東

9 春日第１ 大分市立春日町小学校体育館 王子北町，王子中町，勢家町1丁目～4丁目，東春日町，西春日町

10 春日第２ 大分市生石保育所 生石港町1丁目・2丁目，生石1丁目～5丁目，王子西町，王子町，王子港町， 王子山の手町，新春日町2丁目（６番～），浜の市1丁目・2丁目，南生石西，南生石東

11 春日第３ 高崎公民館 青葉台1丁目～4丁目，にじが丘1丁目～3丁目，高崎1丁目～4丁目,　高尾台1丁目・2丁目，季の坂1丁目～3丁目，高崎山荘通り，青山１丁目・２丁目 

12 王　子 大分市立王子中学校体育館 中春日町，南春日町，上春日町，新春日町，新春日町1丁目・2丁目（１番～５番），王子南町，王子新町，新町（１５番～１９番） 

13 八幡第１ 大分市立八幡小学校体育館 大久保，金谷迫，上白木，下白木（１５～１７），上八幡，下八幡,　机張原，東八幡1丁目～9丁目，御幸町 

14 八幡第２  神崎校区公民館 下白木（１～１４），田ノ浦，鳴川

15 大道第１ 大分市立大道小学校体育館 大道町1丁目～4丁目，新町(１番～１４番),　末広町2丁目，田室町，東大道1丁目～3丁目，西大道1丁目・2丁目 

16 大道第２ 大道町５丁目自治公民館 大道町5丁目～6丁目，太平町，西大道3丁目・4丁目

17 大道第３ 椎迫公民館 椎迫，志手

18 南大分第１ 大分市立南大分中学校体育館 旭町，田中町1丁目～3丁目，二又町1丁目～3丁目，三ケ田町1丁目～3丁目

19 南大分第２ 大分市立城南中学校体育館 尼が瀬1丁目～３丁目，荏隈町1丁目・２丁目，大石町1丁目～5丁目,　中の瀬町，深河内，賀来新川１丁目・２丁目，賀来北1丁目 

20 南大分第３ 大分市南大分公民館 明磧町1丁目・2丁目，畑中1丁目～5丁目，豊饒1丁目～3丁目

21 南大分第４ 大分市立城南小学校体育館 城南東1丁目・2丁目，城南西1丁目・2丁目，城南南1丁目・2丁目，城南北1丁目・2丁目，庄の原，竹の上，永興1丁目～3丁目，大字永興．はなの森

22 南大分第５ 大分市立豊府小学校体育館 上田町１丁目～３丁目，広瀬町１丁目・２丁目，古国府１丁目～６丁目，南太平寺１丁目～４丁目

23 南大分第６ 大分市立豊府幼稚園 花園１丁目～３丁目，羽屋１丁目～４丁目，羽屋新町１丁目～３丁目

24 滝尾第１ 大分市立滝尾小学校体育館 片島，かたしま台1丁目～3丁目，長谷町，羽田，藤の台，米良

25 滝尾第２ 森岡校区公民館 津守，大字津守，富岡，曲1組から8組

26 下　郡 大分市立下郡小学校体育館
南下郡，下郡中央1丁目～3丁目，下郡南1丁目～5丁目，ゆめが丘，加納，北下郡，下郡北1丁目～3丁目，下郡東1丁目・2丁目，希望が丘1丁目・2丁目，大字下郡、下郡山

の手

27 津留第１ 大分市立津留小学校体育館 岩田町1丁目～4丁目，裏川団地，中津留1丁目，古ケ鶴1丁目・2丁目，東津留1丁目・2丁目，花津留1丁目・2丁目，南津留

28 津留第２ 大分市立舞鶴小学校体育館 東浜1丁目・2丁目，今津留1丁目～3丁目，中津留2丁目，大州浜1丁目・2丁目，西浜，大津町1丁目～3丁目，西新地1丁目・2丁目

29 東大分 大分市立東大分小学校体育館 萩原1丁目～4丁目，牧1丁目～3丁目 ，牧上町，牧

30 日　吉 大分市大分東部公民館大会議室 城東町，新貝，新栄町，高城新町，高城西町，原新町，日吉町

31 日　岡 大分市立日岡小学校体育館
高松東1丁目～3丁目，高松1丁目・2丁目, 日岡1丁目～3丁目，花高松1丁目～3丁目，松原町1丁目～3丁目, 向原沖1丁目～3丁目，向原東1丁目・2丁目，向原西1丁目・2

丁目

32 桃　園 大分市立桃園小学校体育館 岡，岡新町，千歳，高城南町，仲西町，仲西町1丁目,　桃園団地，山津，山津町1丁目（４番～１２番）・2丁目 

33 原　川 大分市立原川中学校体育館 高城本町，寺崎町1丁目・2丁目，原川1丁目～3丁目，仲西町2丁目,　三川上1丁目～4丁目，三川下1丁目～3丁目,　三川新町1丁目・2丁目，山津町1丁目（１番～３番）  

34 明野北第１ 大分市立明野北小学校体育館 明野北1丁目（５番～１１番），明野北2丁目，明野西2丁目，高城団地, 則小池，東原，東原1丁目～３丁目，サンランド高城，大字千歳の一部
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35 明野北第２ 大分市明治明野公民館 明野北3丁目～5丁目，大字猪野（池の平） ，大字小池原（池の平），大字千歳（池の平），高城台，法勝台1丁目

36 明野南 大分市明野支所2階大会議室 明野北1丁目（１番～４番），明野西1丁目，明野東1丁目，明野南1丁目～3丁目

37 明野東 大分市立明野東小学校体育館 明野東2丁目～5丁目，明野高尾1丁目～4丁目

38 鶴　崎 大分市立鶴崎小学校体育館 北鶴崎1丁目・2丁目，中鶴崎1丁目・2丁目，南鶴崎1丁目～3丁目，西鶴崎1丁目～3丁目，東鶴崎1丁目～3丁目，大字鶴崎（国宗・寺司・下鶴崎1・2）

39 小中島 小中島公民館 小中島1丁目～3丁目，徳島1丁目～3丁目

40 乙　津 乙津公民館 大字乙津（乙津），大字皆春（乙津），乙津町，乙津港町1丁目・2丁目

41 別保第１ 大分市立別保小学校体育館 大字森町（森町・森町団地・花の木），大字森（森・葛木団地・森住宅団地），大字葛木（森・葛木団地・森町団地），鶴崎コスモス団地

42 別保第２ 大分市立鶴崎中学校武道場 大字皆春（皆春・皆春西），森町西1丁目～5丁目

43 三　佐 大分市立三佐小学校体育館 三佐1丁目～6丁目，大字三佐（三佐２区～４区）

44 家　島 家島公民館 大字家島

45 明　治 大分市立明治小学校体育館
大字横尾（久保山町・猪野南），大字猪野（猪野中・猪野南）,　大字葛木（猪野中），大字森（猪野南），久保山団地，パークヒルズ久保山，新明治1丁目～６丁目，法勝台2

丁目・3丁目 

46 明治北 大分市立明治北小学校体育館 大字猪野（猪野下・猪野２区・葛木・浜田・ひまわり団地），大字葛木（葛木） 大字小池原（小池原・小池原２）

47 横　尾 大分市立大東中学校体育館 大字横尾，大字横尾（岡原・二目川），横尾東町１丁目～４丁目

48 高　田 大分市立高田小学校体育館 大字丸亀（上徳丸・亀甲・下徳丸），大字関園（関門・堂園），大字常行，大字南，大字下徳丸（亀甲・下徳丸・関門・南・常行），大字鶴瀬

49 松　岡 大分市立松岡小学校体育館
大字松岡（池の上・尾崎・上松岡・菰田・下松岡・成松・舟本・真萱・門前）, 大字毛井（大津留・尾崎・毛井・真萱），大字大津留 ，京が丘南1丁目～5丁目，大字大津留，

大字松岡，公園通り1丁目～5丁目

50 川　添 大分市立川添小学校体育館 宮河内ハイランド，大字種具の一部，大字宮河内（金谷・杵河内・迫阿蘇入・浄土寺・新田・宮谷）

51 種　具 種具公民館 大字迫，大字種具（迫），大字種具の1部，つるさき陽光台，リバーサイド若葉台

52 広　内 広内公民館 大字広内

53 判田第１ 大分市立判田中学校体育館
大字下判田（居村・片野・大興寺・辰口・つつじケ丘・戸無瀬・豊田・西新川・東新川・光永）, 大字中判田（昆布刈・庄屋村・高江・つつじケ丘・戸無瀬・西新川）,  大字上

判田（米良），ひばりケ丘1丁目～5丁目

54 判田第２ 判田台団地集会所
大字中判田（板山・立小野・中ノ原），大字上判田（小岳・住床），大字下判田（中ノ原・宮ノ原），高江中央1丁目～3丁目，高江北1丁目・2丁目，高江南1丁目～3丁目，

判田台北1丁目～4丁目，判田台東1丁目・2丁目，判田台南1丁目～4丁目

55 百　木 百木公民館 大字上判田（赤仁田・実原・百木），大字河原内（樫原）

56 上戸次 大分市立上戸次小学校体育館 大字上戸次（上り尾・大塔・影の木・川原），大字端登（岩上・花香・舟戸）

57 戸　次 大分市大南公民館 大字中戸次（川床・佐柳・備後・戸次本町・門前），大字上戸次（利光・戸次本町・嶺），大字下戸次（楠木生・備後・戸次本町），けやき台1丁目～4丁目，美園団地

58 下戸次 大内公民館 大字下戸次（大内・尾津留）

59 吉　野 大分市立吉野中学校体育館
梅が丘1丁目～3丁目，大字奥（奥・下志津留・杉原），大字杉原（奥・杉原），大字萩尾（奥・杉原・萩尾），大字志津留（上志津留・下志津留），大字辻（下志津留・杉

原・月形・辻・吉野原），大字月形（月形・宮尾），大字宮尾（月形・福良・宮尾），大字福良，大字吉野原，ロングヒル中央

60 竹　中 大分市立竹中小学校体育館 大字竹中（上竹中・上冬田・下竹中・中竹中・冬田），大字端登（河原・佐渡川）

61 河原内 大分市河原内くすのきホール 大字安藤（黒岩），大字河原内（黒仁田・高城・中野・中無礼・弓立）

62 伊与床 伊与床公民館 大字端登（伊与床）

63 鴛　野 大分市立鴛野小学校体育館
大字旦野原（大分大学・大分大学区・敷戸），大字鴛野，大字鴛野（鴛野・敷戸），大字寒田（鴛野・敷戸），大園団地，坂詰団地，サンシャインしきど，敷戸駅北町，敷戸

新町，大字宮崎（鴛野），寒田田園町，高江ハイツ，旦野原ハイツ西区・東区，東木団地，花の木坂

64 敷戸団地 大分市立敷戸小学校体育館 敷戸北町，敷戸台1丁目・2丁目，敷戸西町，敷戸南町, 敷戸東町，星和台1丁目・2丁目，芳河原台，曲9組から11組

65 寒　田 大分市立寒田小学校体育館

美し野1丁目・2丁目，サントピア西寒多，サントピア藤美園，寒田北町1丁目～4丁目，寒田御苑，寒田ささむた苑，寒田西町，寒田南町1丁目～4丁目，寒田わかば台，大字

寒田（寒田），大字曲（宮崎），光吉御苑，大字光吉の1部，大字光吉（小原），大字宮崎（宮崎・小原），大字宮崎，宮崎台1丁目～3丁目，大字旦野原（旦野原），スカイ

タウン寒田

66 田尻第１ 大分市立稙田南中学校体育館
大字高瀬(岡・高城・仲村)，小原団地，大字田尻，天領ハイツ，ふじが丘北1丁目・2丁目，ふじが丘東1丁目～3丁目，ふじが丘北区,　大字光吉の1部，大字光吉（光吉），光

吉新町，光吉台，グランビュー光吉 

67 田尻第２ 大分市立田尻小学校体育館
大字岡川(秋岡・石川・蕨野)，田尻北・中央・西・東, 田尻南1丁目・2丁目，ふじが丘西1丁目～3丁目，ふじが丘南1丁目～3丁目，ふじが丘山手1丁目～3丁目，ふじが丘西

区・山手区，大字上判田（石川），大字高瀬 

68 宗方第１ 上宗方公民館 大字玉沢（粟野・雄城・桑本・野添），大字下宗方（下宗方・八幡田），大字上宗方，雄城台中央１丁目・２丁目，雄城台，上宗方１丁目～３丁目，萌葱台
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69 宗方第２ 大分市立宗方小学校体育館 大字小野鶴（小野鶴市営住宅），椿が丘１丁目・2丁目，松が丘１丁目～４丁目，宗方台北・西・東

70 木ノ上 大分市立稙田小学校体育館
大字口戸（露・口戸・田島・平野），大字市（市・下芹），大字木上（内稙田・大柳・上芹・木上・木上新町・木上団地・田島），小野鶴新町，カームタウン木ノ上，小野鶴

南1丁目・2丁目，大字小野鶴（上小野鶴・下小野鶴），大字小野鶴，大字田原（田原・田原住宅），大字田原，大字廻栖野（胡麻鶴・塚野の1部）

71 横瀬第１ 横瀬地区公民館 大字横瀬（下横瀬），富士見が丘東1丁目～5丁目，富士見が丘西1丁目～4丁目

72 横瀬第２ 大分市立横瀬西小学校体育館 大字鬼崎，大字横瀬（上横瀬），緑が丘1丁目～5丁目

73 賀　来 大分市立賀来小学校体育館
大字賀来（上片面・車木・桑原・下片面・中島・餅田・脇），東野台1丁目～3丁目，大字賀来, 賀来北2丁目・3丁目，賀来南1丁目・2丁目，賀来西1丁目，国分新町，国分

台，国分団地，大字国分（国分1～3・森ノ木・脇）, 大字中尾（野田・中尾・森ノ木・脇・中島），大字野田，大字平横瀬，カームタウン野田，大字宮苑（餅田）

74 東　院 東院公民館 賀来西2丁目，大字東院，大字宮苑，大字賀来（東院・宮苑）

75 大在西 角子原公民館
青崎1丁目・2丁目，大在北1丁目～4丁目，大字志村（上志村）, 志村1丁目・2丁目，庄境，須賀1丁目・2丁目, 大字角子原，角子原1丁目・2丁目，角子南1丁目・2丁目，

望みが丘，花江川

76 大在中央 大分市大在支所会議室 大在中央1丁目・2丁目，大字政所，政所1丁目・2丁目，大字横田，横田1丁目・2丁目

77 大在東 大在浜公民館 曙台1丁目～4丁目，大在浜1丁目・2丁目，大字浜（汐見），汐見1丁目・2丁目，大字城原，竹下1丁目・2丁目，横塚1丁目・2丁目

78 坂ノ市 大分市立坂ノ市小学校体育館
坂ノ市中央1丁目～5丁目，坂ノ市西1丁目～2丁目，坂ノ市南1丁目～4丁目，大字坂ノ市，大字坂ノ市(上市・木田東部・倉掛),恵比寿町，浜中，久原北，久原中央1丁目～4

丁目，久原南1丁目・2丁目，大字東上野（内久原・東上野西部・東上野中央），大字久原（上津・内久原・東上野中央・松崎），大字木田（尾田・上市・木田東部）

79 丹　生 丹生校区公民館 大字丹生（一木・佐野・丹生），大字丹川（延命寺・上久所・佐野・下久所・野間） ，大字一木（一木・丹生）大字久土（久土），大字佐野(佐野・佐野上)

80 小佐井 大分市立小佐井小学校体育館
里1丁目～3丁目，大字里（旭社宅・屋山・山ノ手・川南・里中・宮下・王ノ瀬），小佐井1丁目～3丁目，王ノ瀬1丁目～2丁目，大字木田（木田西部），大字屋山（宮下・屋

山），大字久土(屋山)，大字市尾（市尾下）

81 市尾上 市尾上公民館 大字木田（木田西部・木田南部），大字市尾（市尾上）

82 細 細公民館 大字細（細西部・細八丸・細東部），大字東上野（東上野東部・細西部）

83 小　浜 小浜公民館 大字白木（秋の江・小浜・汐見），大字佐賀関（小浜・迫・辻・西町・西脇・古屋敷）

84 本　町 大分市佐賀関支所会議室 大字佐賀関（黒砂・済美寮・田尻・鮮浜・福水・本町・真砂・御幸・佐賀関H25住宅）

85 田　中 田中公民館 大字佐賀関（大黒・神山・幸の浦・小黒・田中1・田中2・田中3・東町）

86 白木浜 旧佐賀関町立白木小学校体育館 大字白木（白木奥・白木浜・玉井・見尾・室生）

87 古　宮 大分市立佐賀関中学校体育館 大字佐賀関（金山・西古宮社宅・東古宮アパート・古宮）

88 辛　幸 辛幸老人憩いの家 大字志生木（辛幸1・辛幸2・光明園・緑ヶ丘）

89 大志生木 旧大分市立大志生木小学校体育館 大字大平（大志生木1），大字志生木（大志生木1～5・小志生木）

90 本神崎 大分市立神崎中学校体育館 大字木佐上（駅），大字本神崎（駅・大平・河内・小猫・中・中の原・中山・東上・東下・湊），大字大平（大平），大字馬場（中山）

91 木佐上 木佐上コミュニティセンター 大字木佐上（木佐上1～5），大字馬場（木佐上1）

92 馬　場 馬場公民館 大字馬場（馬場）

93 一尺屋 旧大分市立一尺屋小学校体育館 大字一尺屋（江川・笠方・下河原・田の浦西・田の浦東・中江川・中上・中下・西上・西下・浜方・早出・東上・東下）

94 野津原第１ 大分市野津原支所大会議室 大字野津原（愛宕・恵良・柿野・小屋鶴・新川・新町・なゝせ・舟ヶ平・本町），大字福宗（舟ヶ平），大字入蔵（入蔵・吉熊）

95 野津原第２ 廻栖公民館 大字廻栖野（看大住宅・新界・廻栖・廻栖住宅・塚野の1部）

96 野津原第３ 竹の内公民館 大字福宗（警察学校・福宗1・福宗2），大字竹矢（竹の内），大字野津原（竹の内）

97 野津原第４ 矢ノ原構造改善センター 大字辻原（岡倉・辻原），大字沢田（沢田），大字下原（長尾台・原村），大字太田（原村），大字入蔵（日方羽原），大字竹矢（矢ノ原）

98 野津原第５ 太田公民館 大字太田（今畑・太田・田ノ口），大字下原（太田），大字竹矢（太田）

99 野津原第６ 上詰公民館 大字上詰（上詰・湛水），大字下原（下詰）

100 野津原第７ 石合公民館 大字今市（石合・山中），大字高原（小原・高沢），大字荷尾杵（杵ヶ原・荷小野）

101 野津原第８ 大分市今市健康増進センター 大字今市（石合原・一本櫟・白家・摺・練ヶ迫・今市町・上石合）


