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令和５年２月出雲市選挙管理委員会定例会 会議録 

 

令和５年（２０２３）２月１日（水）午前９時３０分、出雲市選挙管理委員会定例会を招

集し、市役所３階市民応接室で開催した。 

 

１．会議に出席した委員 

  選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長  岸   和 之 

  選挙管理委員会委員（委員長職務代理者）  川 瀨 吉 正 

  選 挙 管 理 委 員 会 委 員  藤 原 君 子 

  選 挙 管 理 委 員 会 委 員  原     市 

 

２．傍聴者 なし 

 

３．配布資料 別添のとおり 
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開会 

（岸委員長）令和５年２月の選挙管理委員会定例会を開会します。 

 

 

１．議事 

（岸委員長）議第１号 永久選挙人名簿に係る公職選挙法第２８条第１項第１号及び第２号

の抹消について事務局から説明願います。 

 

（事務局）１月中に名簿登録者の性別変更があったことにより、１月１日現在の名簿登録者

数の男女内訳と２月１日現在の名簿登録者数の男女内訳との差し引きが、抹消者数と一致し

ていませんが、登録者総数に誤りはありませんので、補足説明いたします。 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第１号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第１号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第２号 在外選挙人名簿の登録について説明願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第２号について承認します。 

 

 

【参議院議員通常選挙関係議題】 

（岸委員長）続いて、議第３号 ポスター掲示場の設置数を減ずることの決定について説明

願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第３号について承認します。 
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（岸委員長）続いて、議第４号 ポスター掲示場の設置場所の決定について説明願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（原委員）昨年の参議院議員通常選挙から、設置場所の変更がありますか。 

 

（事務局）現地確認を行った結果、舗装されて設置ができなくなった場所などがあり、近く

の場所に変更したところが４箇所ほどあります。 

 

（藤原委員）１箇所当たり、どのくらいの費用がかかるのですか。 

 

（事務局）選挙の種類によって掲示場の区画数が異なるため一概には言えませんが、今回で

すと概ね５万円程度を見込んでいます。 

 

（岸委員長）設置業者の確保はどのように行っていますか。 

 

（事務局）出雲市の入札制度に則り確保しています。 

 

（川瀨委員）設置場所の名称や地番の確認はどのように行っていますか。 

 

（事務局）地権者や土地の管理者に承諾をいただく際に、設置場所の名称や地番についても

確認をしています。 

 

（岸委員長）その他にございませんか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第４号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第４号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第５号 期日前投票所の設置場所の決定について説明願います。 

 

（事務局）期日前投票所は、選挙区内に１箇所以上設置することとなっており、本市におい

ては８箇所に設置します。なお、平田地域の期日前投票所については、これまで平田行政セ

ンターに設置していましたが、行政センター建替え工事に伴い、新たな行政センターが建設

されるまでの間、旧平田教育会館を期日前投票所として設置します。 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（委員）ありません。 
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（岸委員長）ご異議ありませんので議第５号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第６号 期日前投票所の設置期間の決定について説明願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第６号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第６号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第７号 期日前投票所の開始時刻及び閉鎖時刻の繰上げ並びに繰下

げの決定について説明願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第７号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第７号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第８号 投票所の設置場所の決定について説明願います。 

 

（事務局）投票所の数は７８箇所で、本年７月の参議院議員通常選挙と変更はありませんが、

先ほど第５号議案で説明した理由から、第３３投票所を平田行政センターから旧平田教育会

館に変更します。 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第８号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 
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（岸委員長）ご異議ありませんので議第８号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第９号 投票所の閉鎖時刻の繰上げの決定について説明願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第９号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第９号について承認します。 

 

 

（岸委員長）続いて、議第１０号 不在者投票を管理する場所の決定について説明願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第１０号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第１０号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第１１号 不在者投票用の投票用紙等を郵便等により発送すること

ができる日の決定について説明願います。 

 

（事務局）資料に基づき説明 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第１１号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 
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（岸委員長）ご異議ありませんので議第１１号について承認します。 

 

（岸委員長）続いて、議第１２号 選挙公報の配布方法の決定について説明願います。 

 

（事務局）選挙公報は、選挙期日前２日までに各世帯に配ることとされていますが、本市で

は、各世帯への選挙公報の配布が困難であることから、県選管へ届け出たうえで、新聞折込

みによる配布を行うものです。 

 

（岸委員長）事務局から説明がありました。委員のみなさま、ご質問、ご意見等ありますか。 

 

（藤原委員）新聞折込み以外の方法では、どのように配布されますか。 

 

（事務局）行政センターやコミュニティセンター、大型ショッピングセンターなどの市報設

置拠点について、ラックへの設置などをお願いする予定です。 

 

（岸委員長）そのほかにご質問等ございませんか。 

 

（委員）ありません。 

 

（岸委員長）それでは、議第１２号について承認されますか。 

 

（委員）異議なし 

 

（岸委員長）ご異議ありませんので議第１２号について承認します。 

 

 

２．その他 

（岸委員長）次に、その他事項１ 次回の選挙管理委員会の日程について説明願います。 

 

（事務局）次回の選挙管理委員会定例会は、令和５年３月１日水曜日午前９時３０分から市

民応接室で開催予定です。 

 

（岸委員長）以上をもちまして、令和５年２月の選挙管理委員会定例会を閉会します。 

 

（閉会 午前１０時１５分） 

 



午前９時３０分～

議第１号 永久選挙人名簿に係る公職選挙法第２８条第１項第１号及び第２号の抹消について
（人）

男 女 計

67,705 73,350 141,055

１ 号 該 当 死　亡 -93 -107 -200

２ 号 該 当 転　出 -109 -97 -206

67,504 73,145 140,649

9 27 36

67,513 73,172 140,685

※140,649人 の地域別内訳

出雲地域 平田地域 佐田地域 多伎地域 湖陵地域 大社地域 斐川地域

75,958 20,256 2,567 2,774 4,276 11,727 23,091

令和5年1月1日比 -243 -55 -11 -7 -3 -41 -46

令和3年7月1日 76,201 20,311 2,578 2,781 4,279 11,768 23,137

議第２号 在外選挙人名簿の登録について

○１人登録 （出雲地域　男性）

（人）

男 女 計

9 27 36

1 0 1

10 27 37

※在外選挙人名簿登録者の地域別内訳

出雲地域 平田地域 佐田地域 多伎地域 湖陵地域 大社地域 斐川地域

22 2 1 3 2 3 4

令和５年２月出雲市選挙管理委員会定例会　議題

令和５年 (2023)２月１日 (水 )

於 出 雲 市 役 所 市 民 応 接 室

項　　　　　　目

令 和 ５ 年 １ 月 １ 日 現 在 の 名 簿 登 録 者 総 数

（ １ ． １ ～ １ ． ３ １ ）

令和５年２月１日現在の在外選挙人名簿登録者数

今 回 登 録 者 数

合 計

（ ９ ． １ ～ ９ ． ３ ０ ）

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日 現 在 の 名 簿 登 録 者 総 数

令和５年２月１日現在の在外選挙人名簿登録者数

合 計

項　　　　　　目



 

【島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙 関係議題】 

                     ・・・別 紙 

 

 

 

【その他】 

１ 次回の選挙管理委員会の日程について 

 ⑴ 日時 令和５年３月１日（水） 午前９時３０分～ 

 ⑵ 場所 出雲市役所 ３階 市民応接室 

 ⑶ 内容 ① 永久選挙人名簿に係る公職選挙法第２８条第１項第１号及び第２号の抹消 

並びに定時登録について  

② 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙関係議題 ほか 

 
○今後の日程 

日程 内容 出席者 

令和５年３月 １日（水） 選管定例会  ９：３０～ 市民応接室 全委員 

３月２２日（水） 選管臨時会  ９：３０～ 庁議室 全委員 
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別 紙   島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙 関係議題  

 

議題３号 ポスター掲示場の設置数を減ずることの決定 

（案） 政令基準数から減少し、５０２箇所とする。 

出雲地域 １８３（２４１） 

平田地域 １１０（１２４） 

佐田地域  ５２（ ６４） 

多伎地域  ２４（ ３１） 

湖陵地域  ２４（ ２５） 

大社地域  ４５（ ５３） 

斐川地域  ６４（ ６８）  

       計  ５０２（６０６） ※（   ）は政令基準数 

   

 

 

議第４号 ポスター掲示場の設置場所の決定 【告示事項】 

   （案） 資料１のとおり 

 

 

 

議第５号 期日前投票所の設置場所の決定 【告示事項】 

   （案） 期日前投票所を８箇所設置することとし、出雲地域、平田地域、佐田地域、

多伎地域、湖陵地域、大社地域、斐川地域の選挙人の投票を可能とする。 

設置場所 所在地 

出雲市役所本庁 出雲市今市町７０番地 

旧平田教育会館 出雲市平田町２７９１番地１ 

出雲市役所佐田行政センター 出雲市佐田町反辺１７４７番地６ 

出雲市役所多伎行政センター 出雲市多伎町小田７４番地１ 

湖陵コミュニティセンター 出雲市湖陵町二部１３２０番地 

出雲市役所大社行政センター 出雲市大社町杵築南１３９７番地２ 

出雲市役所斐川行政センター 出雲市斐川町荘原２１７２番地 

イオンモール出雲 出雲市渡橋町１０６６番地 

 



2 

 

議第６号 期日前投票所の設置期間の決定 【告示事項】 

   （案） 以下のとおりとする。  

設置場所 設置期間 

出雲市役所本庁 

１階くにびき大ホール 

３月２４日（金）～４月８日（土） 

（１６日間） 

旧平田教育会館  

１階会議室 

４月１日（土）～４月８日（土） 

（８日間） 

出雲市役所佐田行政センター 

１階ロビー 

出雲市役所多伎行政センター 

１階会議室 

湖陵コミュニティセンター 

１階研修室 

出雲市役所大社行政センター 

１階第２会議室 

出雲市役所斐川行政センター 

１階ロビー 

イオンモール出雲 

３階 

・島根県知事選挙    ：告示日 ３月２３日（木） 

期日前投票期間 ３月２４日（金）～４月８日（土） 

・島根県議会議員一般選挙：告示日 ３月３１日（金） 

期日前投票期間 ４月１日（土）～４月８日（土） 

 

 

 

議第７号 期日前投票所の開始時刻及び閉鎖時刻の繰上げ並びに繰下げの決定 【告示事項】 

   （案） 次の期日前投票所の開始時刻を繰り下げて午前１０時とし、閉鎖時刻を繰り

上げて午後７時とする。 

期日前投票所名 開始時刻 閉鎖時刻 

出雲市（イオンモール出雲）期日前投票所 午前１０時 午後７時 

 

 

 

議第８号 投票所の設置場所の決定 【告示事項】 

   （案） 資料２のとおりとする。 

 

 

 

議第９号 投票所の閉鎖時刻の繰上げの決定 【告示事項】 

（案） 資料３のとおりとする。 
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議第１０号 不在者投票を管理する場所の決定 【告示事項】 

   （案） 以下のとおりとする。 

     出雲市役所（出雲市今市町７０番地）とする。 

 

 

 

議第１１号 不在者投票用の投票用紙等を郵便等により発送することができる日の決定 

   （案） 島根県知事選挙は、令和５年３月２３日（木）、島根県議会議員一般選挙は、

令和５年３月３１日（金）からとする。よって同時に発送する場合は、令和５

年３月３１日（金）となる。 

 

 

 

議第１２号 選挙公報の配布方法の決定 

   （案） 山陰中央新報、読売、朝日、毎日、産経、中国、島根日日の朝刊７紙に 

      新聞折込みとする。 

 

 



【資料１】 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙　ポスター掲示場設置場所一覧

地域 地区 投票区 番号 ポスター掲示場の設置場所 設置地番

出雲 今市 A1 今市小学校南　 今市町北本町2丁目1番地1
出雲 今市 A2 北本町東公園 今市町北本町4丁目4番地7
出雲 今市 A3 持田誠一氏所有地 今市町北本町2丁目8番地
出雲 今市 A4 北本町中央公園 今市町北本町3-1-5
出雲 今市 A5 ㈱島根情報処理センター 今市町321番地3
出雲 今市 A6 大念寺霊園入口 今市町中川町
出雲 今市 A7 出雲市男女共同参画センター駐車場 今市町昭和町1671番地5
出雲 今市 A8 今市幼稚園 今市町小川町1203番地3
出雲 今市 A9 ビッグハート東市営駅南駐車場 駅南町1丁目6
出雲 今市 A10 出雲科学館前 今市町1900番地2
出雲 今市 A11 市営駅北駐車場 駅北町25番地
出雲 今市 A12 中央保育所・中央幼稚園 今市町興生町828番地2
出雲 今市 A13 噴水広場 今市町駅通り四つ角
出雲 今市 A14 親水通りちとせ広場 今市町
出雲 今市 A15 NTT出雲今市ビル 今市町840番地6
出雲 塩冶 A16 天神西児童公園 天神町253
出雲 塩冶 A17 吾郷芳信氏畑地 塩冶町1464番地
出雲 塩冶 A18 塩冶高西公園 塩冶有原町5丁目34番地
出雲 塩冶 A19 天神天満宮東側緑地 天神町476番地10
出雲 塩冶 A20 吾郷盛義氏田地 塩冶有原町6丁目17
出雲 塩冶 A21 塩冶コミュニティセンター 塩冶町803番地2
出雲 塩冶 A22 成相勝氏所有地 塩冶町413番地5
出雲 塩冶 A23 天神団地児童公園 天神町407番地12
出雲 塩冶 A24 医大南町公園 医大南町3丁目24
出雲 塩冶 A25 飯国靖一氏畑地 塩冶神前2丁目2-15
出雲 塩冶 A26 布野純男氏畑地 上塩冶町24
出雲 塩冶 A27 出雲市隣保館 上塩冶町2657番地1
出雲 塩冶 A28 半分集会所 医大南町一丁目
出雲 塩冶 A29 築山新町調整池 築山新町4番地5
出雲 塩冶 A30 藤原武氏向いの市有地 上塩冶町1770番地3
出雲 朝山 A31 佐藤仁志氏宅前三叉路 馬木町中141番地先
出雲 朝山 A32 馬木停留所(出雲市駅方面行き) 馬木北町
出雲 朝山 A33 寺田橋停留所(波根方面行き) 朝山町下
出雲 朝山 A34 上朝山停留所(出雲市駅方面行き) 朝山町上1161番地5
出雲 朝山 A35 朝山コミュニティセンター 所原町桜下185番地
出雲 朝山 A36 吾郷園生子氏宅前 所原町木村1427番地先
出雲 朝山 A37 夢ファクトリー前 見々久町下
出雲 朝山 A38 御方橋上流側三叉路 見々久町下
出雲 朝山 A39 段組橋・林道段組線入口 見々久町段
出雲 朝山 A40 高橋明男氏宅入口 所原町安谷1649番地先
出雲 朝山 A41 殿森旧県道入口 所原町殿森中
出雲 朝山 A42 堂原公会堂横 所原町堂原3624
出雲 朝山 A43 須原公会堂前 所原町須原4075
出雲 朝山 A44 林道大倉谷線入口南 所原町大月
出雲 乙立 A45 安喰広氏宅下市道三叉路　前側の小村健二氏所有地 乙立町上田代
出雲 乙立 A46 今岡　正氏宅正面東側空地 乙立町1145番地1
出雲 乙立 A47 落合重都氏所有地 乙立町3168番地4
出雲 乙立 A48 旧乙立小学校下 乙立町田代
出雲 乙立 A49 上乙立橋北詰 乙立町3050付近
出雲 乙立 A50 今岡一男氏宅前 乙立町2001番地1
出雲 古志 A51 小丸子橋東 古志町
出雲 古志 A52 井上公会堂前大野敏夫氏所有地 古志町3978番地
出雲 古志 A53 浄行寺 古志町1104番地
出雲 古志 A54 古志スポーツセンターグラウンド西側植栽 古志町1934番地2
出雲 古志 A55 園山克己氏宅地 古志町161番地
出雲 神門 A56 日野喜代和氏畑地 下古志町1015番地
出雲 神門 A57 槇原道夫氏宅垣根 下古志町559番地
出雲 神門 A58 岸進氏宅地 芦渡町689番地1
出雲 神門 A59 小村満哉氏所有地 芦渡町1825番地北
出雲 神門 A60 岡田清氏宅地 下古志町585番地
出雲 神門 A61 三木氏宅地 知井宮町532番地
出雲 神門 A62 神門幼稚園 知井宮町481番地1
出雲 神門 A63 (有)出雲樹脂駐車場 知井宮町1279番地1
出雲 神門 A64 岩成透氏宅北側 神門町1050番地
出雲 神門 A65 高橋勇三氏宅北側畑地 神門町268-3北
出雲 神西 A66 伊藤昭則氏宅前三叉路南東 神西沖町772
出雲 神西 A67 九景公園 西神西町909番地
出雲 神西 A68 出雲サンホーム 神西沖町
出雲 神西 A69 大島農免道路沿い用水路法面 大島町578番地2
出雲 神西 A70 ダイハツメタル正門前島大農場 神西沖町
出雲 神西 A71 神西幼稚園西側市道東側法面 神西沖町
出雲 神西 A72 東神西町コミュニティセンター西　市道ガードレール 東神西町
出雲 長浜 A73 大国淳氏宅南畑地 西園町3386-68
出雲 長浜 A74 西園保育園東県道ガードパイプ 西園町原分
出雲 長浜 A75 長浜中央公園西側国道法面 長浜町514番地1地先
出雲 長浜 A76 川上幸博氏方前 荒茅町2602番地
出雲 長浜 A77 橋本屋商店南 荒茅町3221番地
出雲 長浜 A78 藤原吉晃氏畑 西園町4254番地2
出雲 長浜 A79 大国誠氏方向かいの前壁 西園町1202番地

6
えんや保育園

1
今市小学校

2
出雲科学館

3
中央保育所・中央幼稚園

4
第二中学校

5
塩冶コミュニティセンター

7
朝山コミュニティセンター

8
南部ふるさとセンター

9
乙立コミュニティセンター

10
古志コミュニティセンター

11
下古志会館

12
神門コミュニティセンター

13
神西コミュニティセンター

14
出雲西部体育館
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【資料１】 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙　ポスター掲示場設置場所一覧

地域 地区 投票区 番号 ポスター掲示場の設置場所 設置地番

出雲 長浜 A80 藤江繁義氏方西 西園町3546番地
出雲 長浜 A81 藤江富男氏方ブロック壁 外園町339番地
出雲 長浜 A82 市道長浜357号線歩道ガードパイプ 外園町345-2
出雲 長浜 A83 簸川西地区農免農道と市道長浜301号線交差点 西園町4116番地10
出雲 長浜 A84 「くにびきの郷」入口 西園町3721番地2
出雲 長浜 A85 大野文夫氏方前 西園町4194番地
出雲 長浜 A86 前島石油店スタンド向かい今岡澄子氏畑地 荒茅町
出雲 長浜 A87 川上柳逸氏方前 荒茅町463番地
出雲 長浜 A88 今岡益行氏宅地 荒茅町399番地
出雲 長浜 A89 日野敏雄氏畑地 荒茅町1470
出雲 長浜 A90 旧JAしまね荒茅支店 荒茅町1021番地4
出雲 高松 A91 浜山中学校 松寄下町1674番地
出雲 高松 A92 横引遊園地 下横町横引225
出雲 高松 A93 出雲農林高校 下横町950
出雲 高松 A94 安田直史氏宅地 高松町1395-2
出雲 高松 A95 天野省重氏畑地 高松町1592番地1
出雲 高松 A96 大社街道沿八幡会館北東側道路敷地 松寄下町1912番地3
出雲 高松 A97 磯田昌彦氏宅地 下横町528番地
出雲 高松 A98 高松コミュニティセンター 松寄下町761番地1
出雲 高松 A99 高松小学校グランド南西交差点 高松町駅前1245番地2
出雲 高松 A100 佐貫銀市氏方北側 白枝町212番地
出雲 高松 A101 馬庭俊昌氏所有地 白枝町563番地1
出雲 高松 A102 吉田峯雄氏西側畑地 高松町1307番地
出雲 高松 A103 澄田晃治氏方 松寄下町581番地
出雲 高松 A104 伊藤義信氏方前畑地 高松町1037番地3
出雲 高松 A105 井上明信氏宅地 浜町1556番地
出雲 高松 A106 砂子田消防ポンプ格納庫西の神田孝太郎氏所有雑種地 浜町1171番地
出雲 高松 A107 森紙業北側市道法面 浜町328番地1
出雲 高松 A108 川上元久氏宅地 浜町922番地
出雲 高松 A109 井原公民館前広場南 白枝町井原1261番地先
出雲 高松 A110 旧母子支援施設西側公園 浜町2182番地20
出雲 高松 A111 妙勝寺駐車場向い高松218号線路肩 浜町2121番1地先
出雲 四絡 A112 四絡コミュニティセンター 小山町650番地21
出雲 四絡 A113 駒澤薫氏宅地 小山町217番地
出雲 四絡 A114 小山団地西児童公園 小山町431番地5
出雲 四絡 A115 土江敏幸氏所有休耕田 小山町
出雲 四絡 A116 佐藤友伸氏宅 小山町51番地3
出雲 四絡 A117 太陽建機レンタル 矢野町176番地1
出雲 四絡 A118 吾郷修氏宅地 矢野町342番地
出雲 四絡 A119 もくもく苑 矢野町845番地
出雲 四絡 A120 四絡小学校 大塚町821番地3
出雲 四絡 A121 県道矢尾今市線三中前交差点北東ガードパイプ 大塚町1143番地9地先
出雲 四絡 A122 姫原西公園 姫原町305番地3
出雲 四絡 A123 出雲市役所公用車駐車場 今市町109番地1
出雲 四絡 A124 出雲消防署本署 渡橋町253番地1
出雲 四絡 A125 出雲市役所第2駐車場フェンス 今市町75番地5
出雲 四絡 A126 市道四絡150号線ガードパイプ 渡橋町1014番地1地先
出雲 高浜 A127 県道斐川出雲大社線江田交差点西方ガードパイプ 八島町48番地13
出雲 高浜 A128 高浜幼稚園 里方町30番地
出雲 高浜 A129 藤原清恵氏方北西交差点北側路肩 里方町638番地2
出雲 高浜 A130 倉橋孝夫氏方前 日下町185番地1
出雲 高浜 A131 遠藤賢治氏宅地 矢尾町170番地3
出雲 鳶巣 A132 佐藤信二氏宅地 西林木町912番地
出雲 鳶巣 A133 岡位嵩氏所有地 西林木町192番地4
出雲 鳶巣 A134 欅台第一町内北・中島崇敏氏畑地 東林木町1365番地3
出雲 鳶巣 A135 国道431号線-東林木バイパス終点交差点南西ガードパイプ 東林木町377番地東
出雲 鳶巣 A136 鳶巣いこい広場(旧鳶巣幼稚園) 東林木町903番地
出雲 川跡 A137 中野団地ふれあい会館 中野町692番地5
出雲 川跡 A138 得能昌信氏宅 荻杼町604番地
出雲 川跡 A139 石橋平吉土地家屋調査士事務所前 荻杼町342番地
出雲 川跡 A140 足立美恵子氏宅前田地 高岡町390番地2
出雲 川跡 A141 永田喜久氏所有地 高岡町895番地
出雲 川跡 A142 富田勉氏宅ブロック塀 稲岡町341番地2
出雲 川跡 A143 渡部俊一氏宅南側 稲岡町2番地
出雲 川跡 A144 ハートピア出雲 武志町693-4
出雲 川跡 A145 森山繁夫宅北側畑地 武志町359番地
出雲 川跡 A146 宮之島会館 稲岡町
出雲 大津 A147 ㈲イタケン東駐車場 大津町1114番地1
出雲 大津 A148 朝倉南公園 大津朝倉1丁目
出雲 大津 A149 枝大津公園 枝大津町23番地
出雲 大津 A150 新崎北公園 大津新崎2丁目
出雲 大津 A151 吾郷勇氏畑地 大津新崎5丁目
出雲 大津 A152 ＪＡしまね大津支店 大津町588番地
出雲 大津 A153 大津小学校正門 大津町370番地1
出雲 大津 A154 大津小学校校庭東側フェンス 大津町392番地1
出雲 大津 A155 大津小学校北側 大津町370番地1
出雲 大津 A156 出雲平田線-出雲バイパス交差点西側 大津町
出雲 大津 A157 からさで大橋多目的広場 大津町267-6

18
高松コミュニティセンター

15
くにびきの郷

16
荒茅学童クラブ

17
浜山中学校

19
出雲文化工房

20
四絡コミュニティセンター

21
出雲健康公園健康センター

22
出雲市役所

23
高浜コミュニティセンター

24
鳶巣コミュニティセンター

25
川跡コミュニティセンター

26
北陽小学校

27
出雲中央図書館

28
大津小学校
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【資料１】 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙　ポスター掲示場設置場所一覧

地域 地区 投票区 番号 ポスター掲示場の設置場所 設置地番

出雲 大津 A158 大津幼稚園 大津町1683番地
出雲 大津 A159 山田知行氏宅前 大津町570
出雲 大津 A160 高瀬川遊園地 大津町2604-7
出雲 大津 A161 一畑電車大津町駅 大津町1396番地
出雲 大津 A162 西谷交差点東市有地 大津町下来原三
出雲 大津 A163 永田倖三氏宅前 大津町2834地先
出雲 大津 A164 鐘推拓郎氏畑地 大津町1579番地
出雲 上津 A165 船津交流館 船津町506番地1
出雲 上津 A166 今岡鉄工所前菅原林道法面 船津町1017-4地先
出雲 上津 A167 ＪＡしまね上津支店前 上島町1057番地4
出雲 上津 A168 畑邦雄氏宅(ﾊﾀﾓｰﾀｰｽ)南側空き地 上島町2175地先
出雲 上津 A169 嘉本博光氏宅前 上島町1349
出雲 上津 A170 森坂公会堂前庭 上島町森坂
出雲 上津 A171 遠藤茂美氏宅前 上島町550番地
出雲 上津 A172 嘉本良市氏畑地 上島町3030
出雲 上津 A173 昭和橋記念石碑の向かい側 上島町3306番地7
出雲 稗原 A174 大野魚店前三叉路 野尻町673-1
出雲 稗原 A175 奥出雲出雲線、市道115号線(法王寺線)三叉路 野尻町260番地
出雲 稗原 A176 下畑ふれあい会館付近県道沿い 稗原町1581番地4地先
出雲 稗原 A177 稗原交流センター 稗原町2799
出雲 稗原 A178 岡田幹夫氏所有の畑 稗原町2589番地
出雲 稗原 A179 吉井弘江氏宅前 稗原町鐘築284番地7
出雲 稗原 A180 高野誠司氏減反の畑 稗原町才ﾉ峠622
出雲 稗原 A181 嘉村建設資材置場付近 宇那手町381-4･403-5
出雲 稗原 A182 宇那手下交流館 宇那手町651-1
出雲 稗原 A183 飯塚進一氏宅地先 宇那手町1333地先
平田 平田 B1 出雲市役所平田行政センター 平田町951番地1
平田 平田 B2 中ノ島団地公園 平田町2944番地18
平田 平田 B3 平井栄氏所有地 平田町7351番地
平田 平田 B4 中の島西公園 平田町7112番地
平田 平田 B5 みなみ保育所 平田町2390番地33
平田 平田 B6 国道４３１号沿いの道路敷地 平田町5362番地3
平田 平田 B7 平田新田児童公園 平田町5583番地3
平田 平田 B8 平田新田用水機場 平田町4337番地
平田 平田 B9 平田船川河川敷（新宇賀橋付近） 西平田町290番地
平田 平田 B10 藪崎公園 西平田町166番地
平田 平田 B11 平田小学校 西平田町1番地
平田 平田 B12 国交省出雲河川事務所のフェンス 西平田町58番地
平田 平田 B13 平田図書館 平田町2110番地29
平田 平田 B14 平田文化館 平田町2112番地1
平田 平田 B15 平田ショッピングセンターViVA 平田町1698番地3
平田 灘分 B16 駅南団地入口 灘分町794番地1
平田 灘分 B17 曽田重機所有地 灘分町999番地1
平田 灘分 B18 市道浜井手通り線路側帯 灘分町1376番地2
平田 灘分 B19 灘分小学校 灘分町2091番地
平田 灘分 B20 向陽中学校フェンス 灘分町1816番地1
平田 灘分 B21 アールズシステム㈲　太陽光パネル敷地フェンス 灘分町2282番地1
平田 灘分 B22 灘橋北詰 灘分町2427番地2
平田 灘分 B23 長岡正男氏所有地 島村町128番地
平田 灘分 B24 市道島下会場通り線 島村町524番地2
平田 国富 B25 大塚幸男氏所有地 美談町414番地15
平田 国富 B26 美談コミュニティセンター 美談町866番地
平田 国富 B27 太田満郎氏管理地 国富町111番地4
平田 国富 B28 市道口宇賀西代本線路肩 西代町355番地4
平田 国富 B29 西代跨線橋南詰 西代町300番地3
平田 国富 B30 アールズシステム㈲資材置場 国富町747番地4
平田 国富 B31 市道口宇賀西代本線ガードパイプ 国富町859番地7
平田 国富 B32 プラッツ金山館 国富町1310番地8
平田 国富 B33 細木恒夫氏所有地 口宇賀町443番地6
平田 西田 B34 本陣記念館入口ロータリー 西郷町447番地
平田 西田 B35 市道徳雲寺線(徳雲寺橋北) 西郷町148番地2
平田 西田 B36 勝部千義氏所有地 本庄町33番地
平田 西田 B37 学校前橋ガードパイプ 万田町761番地2
平田 西田 B38 平成会館 万田町168番地1
平田 西田 B39 西田ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ付近 本庄町246番地2
平田 西田 B40 若葉公園 万田町933番地1
平田 西田 B41 県道鰐淵寺線(光尾下三叉路) 奥宇賀町450番地5
平田 西田 B42 丸福建設所有地 奥宇賀町906番地12
平田 鰐淵 B43 主要地方道斐川一畑大社線 河下町90番地9
平田 鰐淵 B44 県道鰐淵寺線(垂水神社下) 河下町207
平田 鰐淵 B45 鰐淵小学校　 河下町621番地
平田 鰐淵 B46 鰐淵寺第1駐車場 別所町
平田 鰐淵 B47 市道鰐淵1号線(河下町地内) 河下町772番地10
平田 鰐淵 B48 市道鰐淵1号線(唐川町地内) 唐川町
平田 鰐淵 B49 鰐淵16号線 唐川町
平田 鰐淵 B50 市道猪目大社線の路肩 猪目町624番地先
平田 鰐淵 B51 主要地方道斐川一畑大社線(海岸駐車場) 猪目町126番地
平田 鰐淵 B52 猪目交流センターバス停付近 猪目町233番地1

30
上津コミュニティセンター

29
大津コミュニティセンター

31
稗原交流センター

32
鐘築ふれあい会館

33
旧平田教育会館

34
平田ふれんどりーハウス

35
灘分コミュニティセンター

36
国富コミュニティセンター

37
西田コミュニティセンター

38
鰐淵コミュニティセンター

39
猪目交流センター
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【資料１】 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙　ポスター掲示場設置場所一覧

地域 地区 投票区 番号 ポスター掲示場の設置場所 設置地番

平田 久多美 B53 福田正雄氏所有地 東福町92番地1
平田 久多美 B54 森林組合平田支所 東福町248番地10
平田 久多美 B55 牧戸西団地 東福町147番地1
平田 久多美 B56 茅原生活改善センター 東福町1057番地2
平田 久多美 B57 県道小伊津港線(東福町地内) 東福町444番地
平田 久多美 B58 市道久多見線(臼井自治会地内) 東福町573番地1
平田 久多美 B59 久多美コミュニティセンター 東郷町175番地
平田 久多美 B60 土江健司氏所有地 野石谷町333番地4
平田 久多美 B61 上岡田公会場 上岡田町710番地
平田 檜山 B62 市道湯谷川飯山幹線 岡田町130番地1
平田 檜山 B63 市道布崎浜線(妙福寺入口) 岡田町66番地1
平田 檜山 B64 田中利明氏所有地 多久谷町15番地1
平田 檜山 B65 旧檜山小学校 多久谷町182番地1
平田 檜山 B66 市道多久谷灘寺床線 多久谷町690番地2
平田 檜山 B67 市道多久線 多久町91番地2
平田 檜山 B68 大灘集会所 多久町671番地
平田 檜山 B69 市道平田松江幹線(苅藻谷地内) 多久町1452番地1
平田 東 B70 橋本邦夫氏所有地 園町65番地2
平田 東 B71 田中均氏所有地 園町209番地3
平田 東 B72 東コミセン吾郷俊治所有地 鹿園寺町49番地1
平田 東 B73 市道平田松江幹線路肩 鹿園寺町640番地1
平田 東 B74 梶谷聖子氏所有地 小境町381番地1
平田 東 B75 市道平田松江幹線(中の手下自治会地内) 小境町277番地2
平田 東 B76 東上営農生活改善センター 小境町1741番地1
平田 東 B77 主要地方道斐川一畑大社線(坂下自治会地内) 小境町701番地8
平田 東 B78 北垣上集会所付近 小境町905番地
平田 北浜 B79 主要地方道斐川一畑大社線(相代入口) 小津町
平田 北浜 B80 主要地方道斐川一畑大社線(相代橋南) 小津町
平田 北浜 B81 小津埋め立て地 小津町
平田 北浜 B82 旧北浜小学校 十六島町146番地5
平田 北浜 B83 十六島遊園地 十六島町
平田 北浜 B84 市道多井釜浦塩津線(釜谷入口) 十六島町411番地2
平田 北浜 B85 釜浦海岸埋め立て地 釜浦町249番地2
平田 北浜 B86 市道塩津小谷線 塩津町
平田 北浜 B87 塩津遊園地 塩津町
平田 北浜 B88 美保配水池フェンス 美保町
平田 北浜 B89 婦人消防ポンプ倉庫西側 美保町666番地
平田 佐香 B90 県道小伊津港線(三津町地内) 三津町1305番地9
平田 佐香 B91 金坂弘美氏所有地 三津町1070番地1
平田 佐香 B92 山岡求氏所有地 三津町597番地2
平田 佐香 B93 岡宏氏所有地 三津町261番地9
平田 佐香 B94 土江誠氏所有地 小伊津町
平田 佐香 B95 三社神社 小伊津町1654番地1
平田 佐香 B96 小伊津地区汚水処理場 小伊津町1520番地
平田 佐香 B97 市有地(小伊津ヶ丘団地入口) 小伊津町500番地11
平田 佐香 B98 佐香コミュニティセンター入口 坂浦町3601番地
平田 佐香 B99 三島栄氏所有地 坂浦町529番地3
平田 佐香 B100 南場工務店㈲所有地 坂浦町1095番地3
平田 佐香 B101 市道坂浦庄部線(庄部バス停北) 坂浦町1389番地2
平田 伊野 B102 西地合防災サイレン付近 地合町221番地3
平田 伊野 B103 市道伊野本線(東地合地内) 地合町433番地3
平田 伊野 B104 市道大畑畑線 野郷町1477番地1
平田 伊野 B105 原田潤氏所有地 野郷町387番地1
平田 伊野 B106 伊野小学校 野郷町459番地2
平田 伊野 B107 岩成文江氏所有地 美野町695番地3
平田 伊野 B108 市道平田松江幹線(野郷町地内) 美野町634番地3
平田 伊野 B109 一畑電車線路敷き 美野町92番地2ほか
平田 伊野 B110 市道美野本線 美野町1091番地14
佐田 下橋波 C1 野畠停留所下　待避所 佐田町下橋波324-2
佐田 下橋波 C2 橋波ふるさと館前 佐田町下橋波55-6
佐田 上橋波 C3 横見埋没林公園駐車場 佐田町上橋波436-8
佐田 上橋波 C4 門曲公民館前 佐田町上橋波144-6先
佐田 下橋波 C5 旧新井生コン入口下 佐田町下橋波720-1先
佐田 一窪田 C6 旧窪田駐在所前 佐田町一窪田1928-1先
佐田 一窪田 C7 石場公民館下 佐田町一窪田2373-6
佐田 高津屋 C8 市道高津屋御幡線入口 佐田町高津屋82-4､83-8
佐田 一窪田 C9 岸茂利宅下 佐田町一窪田1755-5
佐田 一窪田 C10 中尾富夫宅前 佐田町一窪田1519-4
佐田 佐津目 C11 和田知良宅下 佐田町佐津目624-1
佐田 佐津目 C12 中佐津目公民館前 佐田町佐津目415-3先
佐田 一窪田 C13 三所神社前 佐田町一窪田1228-6
佐田 八幡原 C14 窪田コミュニティセンター前 佐田町八幡原494先
佐田 東村 C15 竹下英夫宅前 佐田町東村420-1
佐田 東村 C16 東本郷公民館下 佐田町東村110-11
佐田 毛津 C17 ふれあい会館毛津の郷前 佐田町毛津481-2先
佐田 毛津 C18 安井彰義宅上 佐田町毛津327-3先
佐田 八幡原 C19 安喰理髪店上 佐田町八幡原780-22先
佐田 八幡原 C20 山のさと横 佐田町八幡原228-1
佐田 一窪田 C21 栗原公民館下 佐田町一窪田364-4

42
東コミュニティセンター

40
久多美コミュニティセンター

41
檜山コミュニティセンター

43
北浜小学校

44
旧塩津小学校

45
三津水産センター

46
小伊津共同加工場

47
坂浦漁村センター

48
伊野コミュニティセンター

49
橋波ふるさと館

50
窪田小学校

51
窪田コミュニティセンター
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【資料１】 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙　ポスター掲示場設置場所一覧

地域 地区 投票区 番号 ポスター掲示場の設置場所 設置地番

佐田 反辺 C22 出雲市役所佐田行政センター前 佐田町反辺1749-8
佐田 反辺 C23 ラピタ佐田店駐車場 佐田町反辺1586-43
佐田 反辺 C24 西須佐地区サポートセンター前 佐田町反辺966-7
佐田 反辺 C25 ナカバヤシ佐田工場入口三叉路 佐田町反辺1968-4
佐田 反辺 C26 別所口三叉路川側 佐田町反辺943-10
佐田 反辺 C27 多倍神社前 佐田町反辺1064先
佐田 反辺 C28 今岡商店下 佐田町反辺201-8
佐田 大呂 C29 西山中コミュニティ消防センター周辺 佐田町大呂1056-6
佐田 大呂 C30 渡部博宅前三叉路下 佐田町大呂929-9
佐田 大呂 C31 大山停留所上 佐田町大呂1422-1先
佐田 大呂 C32 和田操宅上ため池横 佐田町大呂1318-6
佐田 吉野 C33 吉野大橋下 佐田町吉野66-1先
佐田 吉野 C34 吉野公民館下三叉路上 佐田町吉野218-3先
佐田 大呂 C35 渡部造園前 佐田町大呂243-7
佐田 大呂 C36 三の宮公民館下 佐田町大呂428-6先
佐田 大呂 C37 上組公民館前 佐田町大呂656-2先
佐田 大呂 C38 林道東山中線入口 佐田町大呂492-4
佐田 大呂 C39 東山中公民館向山側 佐田町大呂1826-4先
佐田 須佐 C40 須佐小学校前 佐田町須佐1141-4
佐田 須佐 C41 山中公民館前三叉路山側 佐田町須佐268-4
佐田 須佐 C42 潮の井ふれあいセンター前 佐田町須佐742-2､747-2
佐田 須佐 C43 荒井戸橋下 佐田町須佐2109
佐田 原田 C44 ゆかり館駐車場出入口 佐田町原田738-3先
佐田 原田 C45 原田コミュニティセンター下 佐田町原田106-1先
佐田 原田 C46 安喰安信宅前三叉路 佐田町原田309-1先
佐田 原田 C47 板垣隆宅前 佐田町原田1057先
佐田 朝原 C48 あさかぜ会館前 佐田町朝原597-11
佐田 朝原 C49 ふれあいセンター寺尾前 佐田町朝原854-1
佐田 朝原 C50 三槙公民館前 佐田町朝原371-13
佐田 朝原 C51 寺領三叉路 佐田町朝原185-3
佐田 朝原 C52 名梅公民館上 佐田町朝原114先
多伎 奥田儀 D1 蔵谷バス停横　市道川向線 多伎町奥田儀635-5
多伎 奥田儀 D2 奥田儀ふれあいセンター県道沿いフェンス 多伎町奥田儀586-1
多伎 口田儀 D3 中郷バス停横県道・市道分岐点東側 多伎町口田儀1418-13
多伎 口田儀 D4 市道川向線竹の上交差点道路側 多伎町口田儀1274-2
多伎 口田儀 D5 県道田儀山中大田線塚之尾谷会館前 多伎町口田儀980-2先
多伎 口田儀 D6 越堂バス停北側 多伎町口田儀907-5先
多伎 口田儀 D7 健康増進センター入り口 多伎町口田儀762-4
多伎 口田儀 D8 国道９号線東本町東側入口 多伎町口田儀539-7
多伎 口田儀 D9 ＪＲ田儀駅踏切国道９号線側進入路東側 多伎町口田儀2018-13
多伎 口田儀 D10 国道９号線殿原林道入り口 多伎町口田儀53-1
多伎 小田 D11 柳谷　消防ポンプ格納庫西側 多伎町小田895-1
多伎 小田 D12 元小田幼稚園跡地北側 多伎町小田456
多伎 小田 D13 市道多伎学校線小田町下下田橋西側 多伎町小田482-5先
多伎 小田 D14 市道井出上新線高木会館入り口路側 多伎町小田150-38
多伎 小田 D15 多伎支所前「人形喜峰」前９号線交差点植樹帯 多伎町小田83-2先
多伎 小田 D16 県道佐田小田停車場線堂田橋下(造成地) 多伎町小田1791-1
多伎 多岐 D17 道の駅キララ多伎西側駐車場 多伎町多岐150‐5
多伎 多岐 D18 伊藤一男氏宅　東 多伎町多岐204-3先
多伎 久村 D19 市営久村住宅入り口西側市道法面 多伎町久村137-21
多伎 久村 D20 久村西会館南側市道法面 多伎町久村483-1先
多伎 久村 D21 多伎勤労者体育センター入り口 多伎町久村1341-1
多伎 久村 D22 市道手切茅線ドンド川尻交差点南100ｍ路側空地 多伎町久村1844-3先
多伎 久村 D23 五反田門谷孝治氏宅東側造成地 多伎町久村1237-2
多伎 久村 D24 いちじく温泉横ふれあい広場南側法面 多伎町久村654
湖陵 畑村 E1 湖陵掛合線中畑パーキング付近 湖陵町畑村111-1
湖陵 畑村 E2 下畑集会所付近南側 湖陵町畑村34-4地先
湖陵 常楽寺 E3 常楽寺公民館前(多目的広場) 湖陵町常楽寺451-1
湖陵 常楽寺 E4 常楽寺団地駐車場入口付近 湖陵町常楽寺689
湖陵 三部 E5 ㈱総合流通アシスト西付近 湖陵町三部1020-6先
湖陵 三部 E6 東三部公民館付近 湖陵町三部556-11先
湖陵 三部 E7 市道竹崎線ガードレール 湖陵町三部201番地1先
湖陵 三部 E8 旧南幼稚園上交差点付近 湖陵町三部624-1
湖陵 二部 E9 本田医院前 湖陵町二部1800-1先
湖陵 二部 E10 出雲市役所湖陵行政センター前畑地 湖陵町二部1304-1
湖陵 二部 E11 姉谷公民館前田地 湖陵町二部761-1
湖陵 二部 E12 後谷公民館前 湖陵町二部2026-3
湖陵 差海 E13 国道9号線江南別れ交差点北側付近 湖陵町差海200-1
湖陵 差海 E14 差海公民館付近 湖陵町差海952-1
湖陵 差海 E15 ラピタ湖陵店駐車場付近 湖陵町差海418
湖陵 差海 E16 川向集会所東側付近 湖陵町差海1859-2
湖陵 差海 E17 大峠正一宅前畑地 湖陵町差海1644-1
湖陵 大池 E18 蛇池地区国道9号線北側 湖陵町大池71-3
湖陵 大池 E19 荒神水上線福間一範宅付近 湖陵町大池1058-12
湖陵 大池 E20 市道大池線歩道ガードパイプ 湖陵町大池1320番地1先
湖陵 大池 E21 夕日ケ丘団地入口付近 湖陵町大池1818-4先
湖陵 板津 E22 湖陵体育センター付近 湖陵町板津144-3
湖陵 板津 E23 元エフイーエーシー付近 湖陵町板津69-1
湖陵 板津 E24 板津消防格納庫横 湖陵町板津462-2

54
大呂交流会館

52
出雲市役所佐田行政センター

53
なかよし会館

55
潮の井ふれあいセンター

56
あさかぜ会館

57
奥田儀センター

58
多伎文化伝習館

59
多伎コミュニティセンター

60
多伎勤労者体育センター

61
湖陵ふれあい館

62
湖陵コミュニティセンター

63
湖陵体育センター

5 



【資料１】 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙　ポスター掲示場設置場所一覧

地域 地区 投票区 番号 ポスター掲示場の設置場所 設置地番

大社 遙堪 F1 遙堪東消防コミセン東150ｍガードパイプ 大社町遙堪1098-1先
大社 遙堪 F2 遙堪コミュニティセンター西側フェンス 大社町遙堪359-2
大社 遙堪 F3 国道431号線ガードパイプ（下遙堪） 大社町遙堪
大社 遙堪 F4 柿田アルミ前国道431号線ガードパイプ 大社町菱根213-1先
大社 遙堪 F5 入南水門(堀川)東側ガードパイプ 大社町遙堪
大社 遙堪 F6 阿部祐久宅西ガードパイプ 大社町入南182-1先
大社 遙堪 F7 松井博之宅南県道ガードパイプ 大社町入南962-1先
大社 遙堪 F8 鑓ケ崎大橋南詰め 大社町入南999-6
大社 荒木 F9 浜根総合センター向い側 大社町中荒木147-1
大社 荒木 F10 神門中筋線西側ポケットパーク生垣 大社町北荒木859-1
大社 荒木 F11 大社観光ぶどう園西県道ガードパイプ 大社町中荒木222-23先
大社 荒木 F12 大梶総合センター南側市有地（電柱置き場） 大社町中荒木2024-1
大社 荒木 F13 サンライト南西ガードパイプ(市道湊線) 大社町中荒木
大社 荒木 F14 川上光久宅北道路ガードパイプ 大社町北荒木112先
大社 荒木 F15 南原バス停南道路ガードパイプ 大社町北荒木1230-4
大社 荒木 F16 家畜供養塔北西側空き地 大社町北荒木1347-2
大社 荒木 F17 久保田悦夫宅西 大社町修理免633-3
大社 荒木 F18 元原町団地内東 大社町修理免361-2
大社 荒木 F19 みせん広場北駐車場西芝生 大社町修理免1458-1
大社 杵築 F20 一畑バス車庫入口ガードパイプ 大社町杵築東281-1先
大社 杵築 F21 出雲歴史博物館西ガードパイプ 大社町杵築東3284-34
大社 杵築 F22 大社消防署南 大社町杵築南1395
大社 杵築 F23 大社小学校南フェンス 大社町杵築南901-1
大社 杵築 F24 大社コミュニティセンター入口東側 大社町杵築南1066-1
大社 杵築 F25 法海寺西ブロック 大社町杵築西1825
大社 杵築 F26 市営山内団地北側出口 大社町杵築西1687-2
大社 杵築 F27 大社健康スポーツ公園多目的グラウンド西側フェンス 大社町杵築西2005-1
大社 杵築 F28 国道431号海岸線小土地下ガードパイプ 大社町杵築西
大社 杵築 F29 杵築コミュニティ消防センター北フェンス 大社町杵築西2220-7
大社 杵築 F30 国道431号山根通墓地の東側ガードパイプ 大社町杵築北2912
大社 杵築 F31 児童公園内(赤水菓子店前付近) 大社町杵築北2711
大社 日御碕 F32 一畑バスのバス停広場 大社町日御碕1282-18先
大社 日御碕 F33 県道大社日御碕線三叉路東付近 大社町日御碕中山西
大社 日御碕 F34 ぐるめ幸洋丸東側空き地 大社町日御碕583-3
大社 日御碕 F35 日御碕駐在所フェンス 大社町日御碕503
大社 日御碕 F36 荒魂神社石格子 大社町宇竜79
大社 日御碕 F37 日御碕コミュニティセンター 大社町宇竜337-1
大社 日御碕 F38 象谷勝一宅北側駐車場 大社町宇竜334-1
大社 鵜鷺 F39 鷺浦コミュニティ（消防施設）駐車場入口北側平地 大社町鷺浦386-1
大社 鵜鷺 F40 鵜鷺駐在所跡地 大社町鷺浦977-9
大社 鵜鷺 F41 加地省吾宅北側駐車場 大社町鷺浦45
大社 鵜鷺 F42 うさぎ森林公園入り口付近 大社町鷺浦258-2
大社 鵜鷺 F43 防火水槽敷地 大社町鵜峠580-5先
大社 鵜鷺 F44 仏照寺東ブロック 大社町鵜峠112
大社 鵜鷺 F45 協和組道路南ガードパイプ 大社町鵜峠706-3先
斐川 荘原 G1 新田畑　消防荘原分団第５部格納庫 斐川町学頭2847-2
斐川 荘原 G2 ＪＲ荘原駅前 斐川町学頭826-2
斐川 荘原 G3 県営住宅荘原団地東側ガードパイプ 斐川町荘原1238番地
斐川 荘原 G4 荘原幼稚園 斐川町荘原2300-6
斐川 荘原 G5 北新町公民館前 斐川町荘原1085
斐川 荘原 G6 出雲市役所斐川行政センター 斐川町荘原2172
斐川 荘原 G7 ガーデンコート公園東 斐川町荘原2922-15
斐川 荘原 G8 新田上公民館前 斐川町荘原2679番地
斐川 荘原 G9 新田下公民館 斐川町荘原3319-3
斐川 荘原 G10 荘原小学校南 斐川町神庭265-5
斐川 荘原 G11 前原公民館前 斐川町神庭1220-1
斐川 荘原 G12 西谷　村上基方北三叉路南 斐川町神庭963-1
斐川 荘原 G13 宇屋谷　錦織人志方北側十字路 斐川町神庭489-2
斐川 荘原 G14 新川自治会公民館北 斐川町上庄原1664-1
斐川 荘原 G15 富士通　羽根入口 斐川町三絡1299-1
斐川 荘原 G16 吉成　内藤博方北 斐川町三絡1565-5
斐川 荘原 G17 まめなが一番館 斐川町上庄原1760-1
斐川 出西 G18 中出西４公民館 斐川町出西1071-1
斐川 出西 G19 出西コミュニティセンター 斐川町求院965
斐川 出西 G20 アース館南　公園フェンス 斐川町出西1482-1
斐川 出西 G21 出西農道歩道フェンス 斐川町出西3556番地１
斐川 出西 G22 曽枳能夜神社前ガードパイプ 斐川町神氷859-3
斐川 出西 G23 神守　出西阿宮3部コミュニティ消防センター 斐川町神氷2860-6
斐川 出西 G24 神立２号公園 斐川町併川1675
斐川 出西 G25 千家　出西阿宮2部コミュニティ消防センター　 斐川町併川919-1
斐川 出西 G26 上阿宮　海崎樋門北 斐川町阿宮870-3
斐川 出西 G27 三加茂工業前 斐川町阿宮810-2
斐川 出西 G28 三加茂隆幸方東前 斐川町阿宮748-1
斐川 出西 G29 阿宮コミュニティセンター前 斐川町阿宮2323-9
斐川 出西 G30 下阿宮２　山田マユミ方北 斐川町阿宮1245-4
斐川 出西 G31 下阿宮３　第２大橋東詰 斐川町阿宮1825-7
斐川 出西 G32 下阿宮３　第４大橋北詰 斐川町阿宮1860-8

66
出雲市役所大社行政センター

64
遥堪コミュニティセンター

65
荒木サポートセンター

67
大社健康スポーツ公園大社体育館

68
日御碕コミュニティセンター

69
ほっと八千代のさと

70
ほっとうたほ

71
荘原コミュニティセンター

72
まめなが一番館

73
出西コミュニティセンター

74
阿宮コミュニティセンター
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【資料１】 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙　ポスター掲示場設置場所一覧

地域 地区 投票区 番号 ポスター掲示場の設置場所 設置地番

斐川 伊波野 G33 アクティーひかわ北の緑地公園 斐川町上直江2490
斐川 伊波野 G34 吉野産婦人科医西歩道ガードパイプ 斐川町上直江2931
斐川 伊波野 G35 西野小学校前 斐川町富村635-2
斐川 伊波野 G36 伊波野コミュニティセンター 斐川町富村748
斐川 伊波野 G37 原　嘉藤義元方西 斐川町上直江634
斐川 伊波野 G38 内藤道夫氏所有地東側市道 斐川町名島583-5
斐川 伊波野 G39 鳥屋上公民館西 斐川町鳥井662-3
斐川 伊波野 G40 伊波野保育園 斐川町富村1172
斐川 直江 G41 大型農道歩道橋北（県道斐川出雲大社線） 斐川町直江315
斐川 直江 G42 中部小学校 斐川町直江4243
斐川 直江 G43 直江コミュニティセンター東 斐川町直江1066-1
斐川 直江 G44 斐川インターチェンジ入口 斐川町直江3078-3
斐川 直江 G45 結西公民館北 斐川町直江2654-8
斐川 直江 G46 島根銀行斐川支店南西側植栽 斐川町直江5087-3
斐川 直江 G47 斐川公園自由広場 斐川町直江5286-1
斐川 久木 G48 春日神社西 斐川町今在家1234
斐川 久木 G49 興農公民館前 斐川町今在家1299
斐川 久木 G50 正興公民館東 斐川町今在家631
斐川 久木 G51 蔵島公民館 斐川町美南1833
斐川 久木 G52 久木コミュニティセンター西 斐川町福富2-13
斐川 久木 G53 弥生遊園地南 斐川町原鹿2083-3
斐川 久木 G54 東北公民館南 斐川町原鹿1956
斐川 久木 G55 久木健康広場 斐川町福富87
斐川 出東 G56 元曽田医院跡地南 斐川町沖洲137
斐川 出東 G57 三宅島公民館 斐川町中洲1484
斐川 出東 G58 出東小学校 斐川町三分市1076
斐川 出東 G59 ㈱キムラ南 斐川町黒目19
斐川 出東 G60 坂田上多目的広場 斐川町坂田339
斐川 出東 G61 土手町公民館 斐川町坂田1072
斐川 出東 G62 出東コミュニティセンター 斐川町三分市1819-1
斐川 出東 G63 大型農道三叉路 斐川町黒目2216-7
斐川 出東 G64 瑞穂公民館 斐川町沖洲1752

78
出東コミュニティセンター

75
伊波野コミュニティセンター

76
直江コミュニティセンター

77
久木健康広場ふれあいプラザ
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【資料２】 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙　投票所設置場所一覧

地域 地区 投票区 投票所名 所在地

第１投票区 今市小学校 今市町北本町２丁目１番地１

第２投票区 出雲科学館 今市町１９００番地２

第３投票区 中央保育所・中央幼稚園 今市町８２８番地２

第４投票区 第二中学校 塩冶町１５０１番地

第５投票区 塩冶コミュニティセンター 塩冶町８０３番地２

第６投票区 えんや保育園 上塩冶町１７５１番地４

第７投票区 朝山コミュニティセンター 所原町１８５番地

第８投票区 南部ふるさとセンター 所原町２７１５番地１

乙立 第９投票区 乙立コミュニティセンター 乙立町３１６３番地

古志 第１０投票区 古志コミュニティセンター 古志町１１２２番地６

第１１投票区 下古志会館 下古志町１１６３番地７

第１２投票区 神門コミュニティセンター 知井宮町８０１番地１

神西 第１３投票区 神西コミュニティセンター 神西沖町４４７番地

第１４投票区 出雲西部体育館 長浜町５１４番地１１

第１５投票区 くにびきの郷 西園町３７２１番地１

第１６投票区 荒茅学童クラブ 荒茅町１０２１番地４

第１７投票区 浜山中学校 松寄下町１６７４番地

第１８投票区 高松コミュニティセンター 松寄下町７６１番地１

第１９投票区 出雲文化工房 浜町５２０番地

第２０投票区 四絡コミュニティセンター 小山町６５０番地２１

第２１投票区 出雲健康公園健康センター 矢野町９９９番地

第２２投票区 出雲市役所 今市町７０番地

高浜 第２３投票区 高浜コミュニティセンター 平野町１１８３番地

鳶巣 第２４投票区 鳶巣コミュニティセンター 東林木町８９０番地４

第２５投票区 川跡コミュニティセンター 荻杼町２１１番地

第２６投票区 北陽小学校 稲岡町１０番地

第２７投票区 出雲中央図書館 大津町１１３４番地

第２８投票区 大津小学校 大津町３７０番地１

第２９投票区 大津コミュニティセンター 大津町１７２７番地５

上津 第３０投票区 上津コミュニティセンター 上島町１０３１番地

第３１投票区 稗原交流センター 稗原町２７９９番地１

第３２投票区 鐘築ふれあい会館 稗原町４１３９番地２

第３３投票区 旧平田教育会館 平田町２７９１番地１

第３４投票区 平田ふれんどりーハウス 西平田町１７１番地

灘分 第３５投票区 灘分コミュニティセンター 灘分町１９３３番地

国富 第３６投票区 国富コミュニティセンター 国富町８６７番地

西田 第３７投票区 西田コミュニティセンター 万田町６９２番地

第３８投票区 鰐淵コミュニティセンター 河下町７２０番地１

第３９投票区 猪目交流センター 猪目町２３０番地１

平田
(16)

平田

鰐淵

出雲
(32)

今市

塩冶

朝山

神門

長浜

高松

四絡

川跡

大津

稗原



【資料２】 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙　投票所設置場所一覧

地域 地区 投票区 投票所名 所在地

久多美 第４０投票区 久多美コミュニティセンター 東郷町１７５番地

檜山 第４１投票区 檜山コミュニティセンター 多久町１０番地

東 第４２投票区 東コミュニティセンター 鹿園寺町４９番地３

第４３投票区 北浜小学校 十六島町１３８３番地５

第４４投票区 旧塩津小学校 塩津町１０１番地２

第４５投票区 三津水産センター 三津町１４６番地７

第４６投票区 小伊津共同加工場 小伊津町１４００番地１

第４７投票区 坂浦漁村センター 坂浦町２５４番地２

伊野 第４８投票区 伊野コミュニティセンター 野郷町４９２番地５

下橋波・上橋波 第４９投票区 橋波ふるさと館 佐田町下橋波３１番地

一窪田・佐津目・高津屋 第５０投票区 窪田小学校 佐田町一窪田１４３０番地８

八幡原・東村・毛津・一窪田 第５１投票区 窪田コミュニティセンター 佐田町八幡原４９２番地６

反辺 第５２投票区 出雲市役所佐田行政センター 佐田町反辺１７４７番地６

大呂・吉野 第５３投票区 なかよし会館 佐田町大呂１００５番地１

大呂 第５４投票区 大呂交流会館 佐田町大呂２０７番地

原田・須佐 第５５投票区 潮の井ふれあいセンター 佐田町須佐７４９番地５

朝原 第５６投票区 あさかぜ会館 佐田町朝原５９４番地７

奥田儀・口田儀 第５７投票区 奥田儀センター 多伎町奥田儀５８９番地１

口田儀 第５８投票区 多伎文化伝習館 多伎町口田儀７６２番地３

小田・多岐 第５９投票区 多伎コミュニティセンター 多伎町小田７３番地

久村 第６０投票区 多伎勤労者体育センター 多伎町久村１３４１番地１

畑村・常楽寺・三部 第６１投票区 湖陵ふれあい館 湖陵町三部１３５２番地

二部・差海 第６２投票区 湖陵コミュニティセンター 湖陵町二部１３２０番地

大池・板津 第６３投票区 湖陵体育センター 湖陵町板津１３７番地１

遙堪 第６４投票区 遙堪コミュニティセンター 大社町遙堪３５９番地２

荒木 第６５投票区 荒木サポートセンター 大社町北荒木３８９番地２

荒木・杵築 第６６投票区 出雲市役所大社行政センター 大社町杵築南１３９７番地２

杵築 第６７投票区 大社健康スポーツ公園大社体育館 大社町杵築南１０５１番地１

日御碕 第６８投票区 日御碕コミュニティセンター 大社町宇龍３３８番地３

鷺浦 第６９投票区 ほっと八千代のさと 大社町鷺浦１０４番地

鵜峠 第７０投票区 ほっとうたほ 大社町鵜峠２２９番地１

第７１投票区 荘原コミュニティセンター 斐川町荘原３８３５番地

第７２投票区 まめなが一番館 斐川町上庄原１７６０番地１

出西 第７３投票区 出西コミュニティセンター 斐川町求院９６５番地

阿宮 第７４投票区 阿宮コミュニティセンター 斐川町阿宮２３２３番地２

伊波野 第７５投票区 伊波野コミュニティセンター 斐川町富村７４８番地

直江 第７６投票区 直江コミュニティセンター 斐川町直江４８６５番地１

久木 第７７投票区 久木健康広場ふれあいプラザ 斐川町福富８７番地

出東 第７８投票区 出東コミュニティセンター 斐川町三分市２０６０番地１

大社
(7)

斐川
(8)

荘原

平田
(16)

佐田
(8)

多伎
(4)

湖陵
(3)

北浜

佐香



【資料３】 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙　投票所閉鎖時刻の繰上げ一覧

地域 地区 投票区 投票所名 閉鎖時刻

第１投票区 今市小学校 午後７時

第２投票区 出雲科学館 午後７時

第３投票区 中央保育所・中央幼稚園 午後７時

第４投票区 第二中学校 午後７時

第５投票区 塩冶コミュニティセンター 午後７時

第６投票区 えんや保育園 午後７時

第７投票区 朝山コミュニティセンター 午後６時

第８投票区 南部ふるさとセンター 午後６時

乙立 第９投票区 乙立コミュニティセンター 午後６時

古志 第１０投票区 古志コミュニティセンター 午後７時

第１１投票区 下古志会館 午後７時

第１２投票区 神門コミュニティセンター 午後７時

神西 第１３投票区 神西コミュニティセンター 午後７時

第１４投票区 出雲西部体育館 午後７時

第１５投票区 くにびきの郷 午後７時

第１６投票区 荒茅学童クラブ 午後７時

第１７投票区 浜山中学校 午後７時

第１８投票区 高松コミュニティセンター 午後７時

第１９投票区 出雲文化工房 午後７時

第２０投票区 四絡コミュニティセンター 午後７時

第２１投票区 出雲健康公園健康センター 午後７時

第２２投票区 出雲市役所 午後７時

高浜 第２３投票区 高浜コミュニティセンター 午後７時

鳶巣 第２４投票区 鳶巣コミュニティセンター 午後７時

第２５投票区 川跡コミュニティセンター 午後７時

第２６投票区 北陽小学校 午後７時

第２７投票区 出雲中央図書館 午後７時

第２８投票区 大津小学校 午後７時

第２９投票区 大津コミュニティセンター 午後７時

上津 第３０投票区 上津コミュニティセンター 午後７時

第３１投票区 稗原交流センター 午後６時

第３２投票区 鐘築ふれあい会館 午後６時

第３３投票区 旧平田教育会館 午後７時

第３４投票区 平田ふれんどりーハウス 午後７時

灘分 第３５投票区 灘分コミュニティセンター 午後７時

国富 第３６投票区 国富コミュニティセンター 午後７時

西田 第３７投票区 西田コミュニティセンター 午後７時

第３８投票区 鰐淵コミュニティセンター 午後６時

第３９投票区 猪目交流センター 午後６時

大津

稗原

平田
(16)

平田

鰐淵

出雲
(32)

今市

塩冶

朝山

神門

長浜

高松

四絡

川跡



【資料３】 島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙　投票所閉鎖時刻の繰上げ一覧

地域 地区 投票区 投票所名 閉鎖時刻

久多美 第４０投票区 久多美コミュニティセンター 午後７時

檜山 第４１投票区 檜山コミュニティセンター 午後７時

東 第４２投票区 東コミュニティセンター 午後７時

第４３投票区 北浜小学校 午後６時

第４４投票区 旧塩津小学校 午後６時

第４５投票区 三津水産センター 午後６時

第４６投票区 小伊津共同加工場 午後６時

第４７投票区 坂浦漁村センター 午後６時

伊野 第４８投票区 伊野コミュニティセンター 午後６時

下橋波・上橋波 第４９投票区 橋波ふるさと館 午後６時

一窪田・佐津目・高津屋 第５０投票区 窪田小学校 午後６時

八幡原・東村・毛津・一窪田 第５１投票区 窪田コミュニティセンター 午後６時

反辺 第５２投票区 出雲市役所佐田行政センター 午後６時

大呂・吉野 第５３投票区 なかよし会館 午後６時

大呂 第５４投票区 大呂交流会館 午後６時

原田・須佐 第５５投票区 潮の井ふれあいセンター 午後６時

朝原 第５６投票区 あさかぜ会館 午後６時

奥田儀・口田儀 第５７投票区 奥田儀センター 午後６時

口田儀 第５８投票区 多伎文化伝習館 午後６時

小田・多岐 第５９投票区 多伎コミュニティセンター 午後６時

久村 第６０投票区 多伎勤労者体育センター 午後６時

畑村・常楽寺・三部 第６１投票区 湖陵ふれあい館 午後６時

二部・差海 第６２投票区 湖陵コミュニティセンター 午後６時

大池・板津 第６３投票区 湖陵体育センター 午後６時

遙堪 第６４投票区 遙堪コミュニティセンター 午後７時

荒木 第６５投票区 荒木サポートセンター 午後７時

荒木・杵築 第６６投票区 出雲市役所大社行政センター 午後７時

杵築 第６７投票区 大社健康スポーツ公園大社体育館 午後７時

日御碕 第６８投票区 日御碕コミュニティセンター 午後６時

鷺浦 第６９投票区 ほっと八千代のさと 午後６時

鵜峠 第７０投票区 ほっとうたほ 午後６時

第７１投票区 荘原コミュニティセンター 午後７時

第７２投票区 まめなが一番館 午後７時

出西 第７３投票区 出西コミュニティセンター 午後７時

阿宮 第７４投票区 阿宮コミュニティセンター 午後７時

伊波野 第７５投票区 伊波野コミュニティセンター 午後７時

直江 第７６投票区 直江コミュニティセンター 午後７時

久木 第７７投票区 久木健康広場ふれあいプラザ 午後７時

出東 第７８投票区 出東コミュニティセンター 午後７時

平田
(16)

北浜

佐香

佐田
(8)

多伎
(4)

湖陵
(3)

大社
(7)

斐川
(8)

荘原


