
鳥取地域
町名 区 投票所 町名 区 投票所

あ 相生町（1～4） 4 西中学校 く 栗谷町　くりたにちょう 2 久松会館
青葉町（1～3） 5 城北小学校 雲山 17 面影小学校
秋里 5 城北小学校 国安 20 倉田体育館
朝月 24 美和小学校 蔵田 20 倉田体育館
赤子田　あこだ 24 美和小学校 け 玄好町　げんこうちょう 3 醇風小学校
有富　ありどめ 27 東郷地区公民館 源太　げんた 24 美和小学校

い 今町（1，2） 8 明徳小学校 こ 寿町 4 西中学校
岩倉 12 東中学校 小西谷　こざい 14 東デイサービスセンター
猪子　いのこ 24 美和小学校 興南町 15 南中学校
岩坪 26 岩坪生活改善センター 越路 19 米里体育館
岩吉 29 世紀小学校 古郡家　ここうげ 19 米里体育館

う 上町 10 山の手体育館 高路 28 高路公民館
上原 32 上原多目的集会施設 五反田町 29 世紀小学校
内海中　うつみなか 36 末恒小学校 河内 33 河内生活改善センター

え 戎町　えびすまち 1 遷喬小学校 湖山町東（1～5） 34 湖山小学校
江崎町 2 久松会館 湖山町南（1～4） 34 湖山小学校
江津 6 浜坂小学校 湖山町北（1，6） 34 湖山小学校
永楽温泉町 9 日進小学校 湖山町西（1～4） 35 国際交流プラザ
円通寺 20 倉田体育館 湖山町南（5） 35 国際交流プラザ
円護寺 40 中ノ郷小学校 湖山町北（2～5） 35 国際交流プラザ

お 桶屋町　おけやまち 1 遷喬小学校 小沢見　こぞみ 36 末恒小学校
大榎町　おおえのきまち 10 山の手体育館 さ 材木町 3 醇風小学校
御弓町　おゆみのちょう 10 山の手体育館 幸町 8 明徳小学校

12 東中学校 栄町 9 日進小学校
17 面影小学校 12 東中学校

扇町 15 南中学校 42 桜ケ丘中学校
面影(1,2) 17 面影小学校 里仁　さとに 29 世紀小学校
晩稲　おくて 22 賀露町七区公民館 し 尚徳町 1 遷喬小学校
大塚 31 豊実地区公民館 職人町 1 遷喬小学校
尾崎 32 上原多目的集会施設 新町 1 遷喬小学校
大畑　おおばたけ 37 湖南学園 新品治町 4 西中学校

か 掛出町 1 遷喬小学校 商栄町 5 城北小学校
鍛冶町　かじまち 1 遷喬小学校 新 17 面影小学校
片原（1～3） 1 遷喬小学校 生山　しょうざん 18 津ノ井小学校
上魚町 1 遷喬小学校 菖蒲 23 大正小学校
川端（1～3） 1 遷喬小学校 下味野　しもあじの 24 美和小学校
片原（4，5） 3 醇風小学校 倭文　しとり 24 美和小学校
川端（4，5） 3 醇風小学校 下砂見 25 神戸地区公民館
瓦町 8 明徳小学校 篠坂 27 東郷地区公民館
海蔵寺　かいぞうじ 18 津ノ井小学校 嶋 31 豊実地区公民館
紙子谷　かごだに 18 津ノ井小学校 下段　しもだん 31 豊実地区公民館
桂木 18 津ノ井小学校 正蓮寺 42 桜ケ丘中学校
香取 18 津ノ井小学校 す 末広温泉町 9 日進小学校

21 鳥取県漁業協同組合 杉崎 18 津ノ井小学校
22 賀露町七区公民館 20 倉田体育館

賀露町西（3，4） 21 鳥取県漁業協同組合 39 美保南小学校
賀露町北（1～4） 21 鳥取県漁業協同組合 せ 瀬田蔵　せたぐら 37 湖南学園
賀露町西（1，2） 22 賀露町七区公民館 そ 双六原　そうろくばら 38 矢矯公民館
賀露町南（1～6） 22 賀露町七区公民館 た 5 城北小学校
上味野　かみあじの 24 美和小学校 7 富桑小学校
上砂見　かみすなみ 25 神戸地区公民館 大工町頭　だいくまちがしら 10 山の手体育館
桂見　かつらみ 30 松保地区公民館 立川町（1，2） 10 山の手体育館
上段　かみだん 32 上原多目的集会施設 立川町（3） 11 修立小学校
金沢 37 湖南学園 11 修立小学校
叶 39 美保南小学校 13 稲葉山小学校
叶（1） 39 美保南小学校 立川町（6,7） 12 東中学校
覚寺 40 中ノ郷小学校 立川町（4） 13 稲葉山小学校

き 行徳（3） 7 富桑小学校 滝山 14 東デイサービスセンター
行徳（1，2） 8 明徳小学校 大覚寺 16 勤労青少年ホーム
北村 27 東郷地区公民館 竹生　たけなり 24 美和小学校
北園（1，2） 40 中ノ郷小学校 玉津　たまづ 24 美和小学校

高住 30 松保地区公民館
足山　たりやま 30 松保地区公民館
大桷　だいかく 31 豊実地区公民館

町名別投票所一覧

立川町（5）

田島

賀露町
数津　すず

大杙　おおくい
桜谷



町名 区 投票所 町名 区 投票所
ち 茶町 3 醇風小学校 ほ 本町（1～3） 1 遷喬小学校

千代水（1～4） 5 城北小学校 本町（4，5） 3 醇風小学校
つ 津ノ井 18 津ノ井小学校 庖丁人町　ほうちょうにんまち 10 山の手体育館
て 田園町（1，2） 4 西中学校 卯垣　ぼうがき 12 東中学校

田園町（3，4） 5 城北小学校 卯垣（4） 12 東中学校
寺町 9 日進小学校 卯垣（1～3，5） 13 稲葉山小学校
天神町　てんじんまち 15 南中学校 細見 32 上原多目的集会施設

と 富安（1，2） 15 南中学校 洞谷 37 湖南学園
富安 16 勤労青少年ホーム ま 2 久松会館
徳尾　とくのお 29 世紀小学校 5 城北小学校
徳吉 29 世紀小学校 松並町（1～3） 5 城北小学校

な 中町 10 山の手体育館 槇原　まきばら 33 河内生活改善センター
南栄町 18 津ノ井小学校 松上 32 上原多目的集会施設
中大路 19 米里体育館 松原 37 湖南学園
中砂見 25 神戸地区公民館 的場 39 美保南小学校
中村 27 東郷地区公民館 的場（1～4） 39 美保南小学校
長柄　ながら 37 湖南学園 み 南町 4 西中学校

に 二階町（1～3） 1 遷喬小学校 南吉方（3） 11 修立小学校
西町（1～3） 2 久松会館 南吉方（1，2） 15 南中学校
二階町（4） 3 醇風小学校 美和 19 米里体育館
西町（4，5） 3 醇風小学校 港町 21 鳥取県漁業協同組合

4 西中学校 南隈　みなみがくま 22 賀露町七区公民館
5 城北小学校 宮谷　みやだに 31 豊実地区公民館
7 富桑小学校 三津　みつ 36 末恒小学校

西大路 19 米里体育館 美萩野（1～5） 36 末恒小学校
西円通寺 20 倉田体育館 御熊　みくま 37 湖南学園
西今在家　　にしいまざいけ 27 東郷地区公民館 三山口　みやまぐち 37 湖南学園

ね 祢宜谷　ねぎだに 18 津ノ井小学校 妙徳寺　みょうとくじ 37 湖南学園
の 野寺 23 大正小学校 宮長 39 美保南小学校

野坂 31 豊実地区公民館 緑ケ丘（1） 23 大正小学校
は 馬場町　ばばのちょう 2 久松会館 緑ケ丘（2，3） 29 世紀小学校

浜坂 6 浜坂小学校 南安長（1） 5 城北小学校
浜坂（1～8，東1） 6 浜坂小学校 南安長（2，3） 29 世紀小学校
橋本 20 倉田体育館 む 向国安　むこうぐにやす 24 美和小学校
八坂 20 倉田体育館 も 元魚町（1，2）　もとうおちょう 1 遷喬小学校
馬場 20 倉田体育館 元大工町　もとだいくまち 1 遷喬小学校
服部　はっとり 23 大正小学校 元町 1 遷喬小学校
長谷　はせ 24 美和小学校 元魚町（3，4） 3 醇風小学校
白兎 36 末恒小学校 百谷　ももだに 14 東デイサービスセンター

ひ 東町（1～3） 2 久松会館 本高　もとだか 27 東郷地区公民館
東品治町　ひがしほんじちょう 8 明徳小学校 や 薬師町　やくしまち 4 西中学校

12 東中学校 5 城北小学校
42 桜ケ丘中学校 7 富桑小学校

広岡 18 津ノ井小学校 山城町　やましろちょう 40 中ノ郷小学校
東大路 19 米里体育館 弥生町　やよいちょう 9 日進小学校
久末　ひさすえ 19 米里体育館 矢矯　やはぎ 38 矢矯公民館

ふ 7 富桑小学校 ゆ 湯所町（1，2） 2 久松会館
16 勤労青少年ホーム よ 吉方温泉（1～3） 9 日進小学校

船木　ふなき 18 津ノ井小学校 吉方町（1，2） 10 山の手体育館
古海　ふるみ 23 大正小学校 吉方温泉（4） 11 修立小学校
布勢　ふせ 30 松保地区公民館 吉方 15 南中学校
伏野 36 末恒小学校 16 勤労青少年ホーム
福井 37 湖南学園 39 美保南小学校

吉成（1～3） 16 勤労青少年ホーム
横枕 24 美和小学校
良田 30 松保地区公民館
吉岡温泉町 37 湖南学園
吉成南町（1，2） 39 美保南小学校

ろ 六反田　ろくたんだ 37 湖南学園
わ 若桜町 1 遷喬小学校

若葉台南（1～7） 41 若葉台体育館
若葉台北（2～4） 41 若葉台体育館
若葉台北（6） 41 若葉台体育館

町名別投票所一覧

古市　ふるいち

吉成
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丸山町



国府地域 福部地域
町名 区 投票所 町名 区 投票所

あ 麻生 53 谷地区公民館 あ 海士　あもう 58 福部町コミュニティセンター
雨滝 56 大茅地区公民館 い 岩戸 58 福部町コミュニティセンター
荒舟 55 山のめぐみ館 く 久志羅　くじら 60 福部町久志羅集会所

い 糸谷 53 谷地区公民館 蔵見 60 福部町久志羅集会所
稲葉丘（１～３） 50 あおば地区公民館 栗谷 58 福部町コミュニティセンター
石井谷 56 大茅地区公民館 さ 左近　さこ 60 福部町久志羅集会所

お 大石 56 大茅地区公民館 た 高江 58 福部町コミュニティセンター
岡益 53 谷地区公民館 な 中 60 福部町久志羅集会所

50 あおば地区公民館 の 南田　のうだ 60 福部町久志羅集会所
51 宮下地区公民館 ほ 細川 58 福部町コミュニティセンター

奥谷（２） 51 宮下地区公民館 や 八重原 58 福部町コミュニティセンター
奥谷（３） 50 あおば地区公民館 箭渓　やだに 58 福部町コミュニティセンター

か 上荒舟 55 山のめぐみ館 ゆ 58 福部町コミュニティセンター
神護　かんご 54 成器地区公民館 59 山湯山農業センター

き 木原 56 大茅地区公民館
こ 神垣　こうがけ 53 谷地区公民館

国分寺 52 国府町コミュニティセンター
さ 三代寺 52 国府町コミュニティセンター
し 拾石　じっこく 56 大茅地区公民館

下木原 56 大茅地区公民館
新通り（１～４） 50 あおば地区公民館
新町（１、２） 50 あおば地区公民館

す 菅野 56 大茅地区公民館
清水　すんず 53 谷地区公民館

た 高岡 53 谷地区公民館
谷 53 谷地区公民館
玉鉾　たまぼこ 53 谷地区公民館

ち 中郷　ちゅうごう 51 宮下地区公民館
庁 52 国府町コミュニティセンター

と 栃本 56 大茅地区公民館
な 中河原 54 成器地区公民館

楠城　なわしろ 56 大茅地区公民館
に 新井　にい 54 成器地区公民館
ひ 広西　ひろせ 52 国府町コミュニティセンター
ふ 分上（１～４） 50 あおば地区公民館
ほ 法花寺 52 国府町コミュニティセンター
ま 52 国府町コミュニティセンター

53 谷地区公民館
松尾 54 成器地区公民館

み 52 国府町コミュニティセンター
53 谷地区公民館

宮下 51 宮下地区公民館
や 山崎 54 成器地区公民館

山根 53 谷地区公民館
よ 吉野 54 成器地区公民館
わ 上地　わじ 57 扇の里交流館

町名別投票所一覧
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町屋
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河原地域 用瀬地域
町名 区 投票所 町名 区 投票所

あ 鮎ヶ丘 61 河原町総合支所 あ 安蔵 71 社地区公民館
い 今在家 62 国英地区公民館 赤波 70 大村電化農協会館

稲常 61 河原町総合支所 い 家奥 71 社地区公民館
う 牛戸 66 西郷地区公民館 え 江波 73 用瀬町江波多目的集会所
お 小倉 64 水根公会堂 か 金屋 71 社地区公民館

小河内 67 小河内公民館 川中 71 社地区公民館
小畑 68 北村公民館 く 樟原　くぬぎわら 71 社地区公民館

か 片山 62 国英地区公民館 た 鷹狩 70 大村電化農協会館
釜口 63 散岐小学校 ふ 69 用瀬町民会館
河原 61 河原町総合支所 71 社地区公民館
神馬 67 小河内公民館 へ 別府 69 用瀬町民会館

き 北村 68 北村公民館 み 美成 70 大村電化農協会館
こ 郷原 26 岩坪生活改善センター 宮原 71 社地区公民館
さ 佐貫 63 散岐小学校 も 用瀬 69 用瀬町民会館
た 高福 62 国英地区公民館 や 屋住 72 用瀬町屋住多目的集会所

谷一木　たにひとつぎ 61 河原町総合支所
て 天神原 65 河原町総合
と 徳吉 62 国英地区公民館 佐治地域
な 中井 66 西郷地区公民館 町名 区 投票所

長瀬 61 河原町総合支所 お 大井 74 佐治町地域活性化センター
ひ 曳田　ひけた 65 河原町総合 尾際 おわい 77 佐治町山王ふれあい会館
ふ 袋河原 61 河原町総合支所 か 葛谷 74 佐治町地域活性化センター
ほ 布袋 61 河原町総合支所 加瀬木 75 佐治町コミュニティセンター

本鹿　ほんが 66 西郷地区公民館 加茂 76 佐治町西佐治会館
み 水根 64 水根公会堂 刈地　かるち 74 佐治町地域活性化センター

三谷 62 国英地区公民館 河本 76 佐治町西佐治会館
や 山上 64 水根公会堂 こ 小原 74 佐治町地域活性化センター

山手 62 国英地区公民館 た 高山 75 佐治町コミュニティセンター
ゆ 湯谷 66 西郷地区公民館 つ つく谷 76 佐治町西佐治会館

弓河内 68 北村公民館 津無 78 佐治町津無生活改善センター
よ 八日市 63 散岐小学校 津野 79 佐治町津野ふれあいの館
わ 渡一木　わたりひとつぎ 61 河原町総合支所 と 栃原 77 佐治町山王ふれあい会館

和奈見 63 散岐小学校 な 中 77 佐治町山王ふれあい会館
は 畑 76 佐治町西佐治会館
ふ 福園 76 佐治町西佐治会館

古市 74 佐治町地域活性化センター
も 森坪 74 佐治町地域活性化センター
よ 余戸 76 佐治町西佐治会館

町名別投票所一覧

古用瀬



気高地域 鹿野地域
町名 区 投票所 町名 区 投票所

い 飯里 84 逢坂地区公民館 い 今市 89 勝谷地区公民館
え 会下　えげ 84 逢坂地区公民館 お 岡木 89 勝谷地区公民館
お 奥沢見　おくぞうみ 80 宝木地区公民館 乙亥正　おつがせ 89 勝谷地区公民館

下石　おろじ 84 逢坂地区公民館 こ 河内 91 鹿野町河内生活改善センター
か 勝見　かちみ 85 気高町総合支所 小別所 90 小鷲河地区公民館

上光 81 気高人権福祉センター し 鹿野 88 鹿野町農業者トレーニングセンター

上原　かんばら 84 逢坂地区公民館 鷲峯　じゅうぼう 90 小鷲河地区公民館
き 北浜（１） 86 浜村小学校 す 末用　すえもち 88 鹿野町農業者トレーニングセンター

北浜（２、３） 85 気高町総合支所 て 寺内 89 勝谷地区公民館
こ 郡家 84 逢坂地区公民館 と 閉野　とじの 88 鹿野町農業者トレーニングセンター

さ 酒津 80 宝木地区公民館 な 中園 89 勝谷地区公民館
し 重高 82 瑞穂地区公民館 ひ 広木 88 鹿野町農業者トレーニングセンター

82 瑞穂地区公民館 み 水谷 88 鹿野町農業者トレーニングセンター

83 営住宅矢口団地集会所 宮方 89 勝谷地区公民館
下原 86 浜村小学校
下光元 81 気高人権福祉センター
宿 82 瑞穂地区公民館 青谷地域
新町（１） 86 浜村小学校 町名 区 投票所
新町（２、３） 85 気高町総合支所 あ 92 青谷地区公民館

た 高江 84 逢坂地区公民館 93 青谷小学校
つ 常松 80 宝木地区公民館 96 日置谷地区公民館
と 土居 82 瑞穂地区公民館 い 井出 92 青谷地区公民館

殿 84 逢坂地区公民館 お 大坪 96 日置谷地区公民館
冨吉 80 宝木地区公民館 奥崎 96 日置谷地区公民館

に 日光 83 営住宅矢口団地集会所 小畑 98 日置地区公民館
二本木 82 瑞穂地区公民館 か 紙屋 97 勝部地区公民館

は 浜村 85 気高町総合支所 亀尻 94 中郷地区公民館
ほ 宝木 80 宝木地区公民館 河原 98 日置地区公民館
む 睦逢　むつお 84 逢坂地区公民館 き 北河原 94 中郷地区公民館
や 86 浜村小学校 絹見 95 絹見公民館

87 船磯公民館 く 楠根 97 勝部地区公民館
八幡 86 浜村小学校 蔵内 96 日置谷地区公民館
山宮 84 逢坂地区公民館 桑原 97 勝部地区公民館

さ 栄町 94 中郷地区公民館
す 澄水　すんず 97 勝部地区公民館
た 田原谷 97 勝部地区公民館
つ 露谷 94 中郷地区公民館
な 長和瀬 92 青谷地区公民館

鳴瀧 94 中郷地区公民館
は 八葉寺 99 八葉寺公民館

早牛 98 日置地区公民館
や 山田 94 中郷地区公民館

山根 98 日置地区公民館
よ 養郷 96 日置谷地区公民館

吉川 94 中郷地区公民館
92 青谷地区公民館
96 日置谷地区公民館

町名別投票所一覧

善田

八束水　やつかみ

青谷

下坂本


