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宮古第1 宮古小学校 横町5-1
保久田、緑ヶ丘、五月町、小沢一丁目、小沢二丁
目、横町、黒田町、新町、本町(宮古)、沢田

659 850 1,509

宮古第2 旧愛宕小学校(東棟) 愛宕一丁目4-5
築地一丁目、築地二丁目、愛宕一丁目、愛宕二
丁目、光岸地

221 271 492

宮古第3 公害試験室 藤原一丁目9-14
藤原一丁目、藤原二丁目、藤原三丁目、藤原上
町

323 332 655

宮古第4
宮古市役所(市民交
流センター)

宮町一丁目1-30
新川町、向町、大通一丁目、大通二丁目、大通三
丁目、大通四丁目、末広町、栄町、宮町一丁目、
宮町二丁目、宮町三丁目、宮町四丁目、南町

1,019 1,119 2,138

宮古第5 鍬ヶ崎公民館 港町3-1
臨港通、鍬ヶ崎上町、鍬ヶ崎仲町、鍬ヶ崎下町、
日影町、熊野町、蛸の浜町、山根町、港町、日立
浜町

497 535 1,032

宮古第6 千徳小学校 西ヶ丘一丁目2-1
西ヶ丘一丁目、西ヶ丘二丁目、西ヶ丘三丁目、
西ヶ丘四丁目（一部を除く。）

785 934 1,719

宮古第7 第二中学校 日の出町7-1
中里団地、日の出町、佐原一丁目、佐原二丁目、
佐原三丁目、佐原四丁目、大沢

1,089 1,314 2,403

宮古第8 山口小学校 鴨崎町3-25
舘合町、鴨崎町、和見町、西町一丁目、西町二丁
目、西町三丁目、西町四丁目、泉町、田の神一丁
目

1,092 1,309 2,401

宮古第9 山口公民館 山口一丁目3-14
黒森町、田の神二丁目、山口一丁目、山口二丁
目、山口三丁目、山口四丁目、山口五丁目、宮園

1,093 1,246 2,339

宮古第10 近内地区センター 近内三丁目8-20
近内上、近内下、近内一丁目、近内二丁目、近内
三丁目、近内四丁目、近内五丁目、近内六丁目
（西ヶ丘四丁目の一部を含む。）

741 778 1,519

宮古第11 田代林業者センター 田代16-50-2 佐羽根、中里(田代)、君田、落合、臼杵 133 122 255

宮古第12 岩船地区会館 千徳24-76 岩船 31 30 61

宮古第13 千徳地区体育館 千徳町5-38

長町一丁目、長町二丁目、太田一丁目、太田二
丁目、千徳町、板屋一丁目、板屋二丁目、板屋三
丁目、板屋四丁目、神田沢町、上鼻一丁目、上鼻
二丁目

1,115 1,266 2,381

宮古第14 根市自治会館 根市7-79-3 根市 105 117 222

宮古第15 花原市林業者センター 花原市2-44-1 花原市 41 45 86

宮古第16 宮古市民文化会館 磯鶏沖2-22

磯鶏石崎、磯鶏沖、磯鶏西、上村一丁目、上村二
丁目、実田一丁目、実田二丁目、磯鶏一丁目、磯
鶏二丁目、磯鶏三丁目、河南一丁目、神林、藤の
川、磯鶏

1,466 1,501 2,967

宮古第17 八木沢地区センター 八木沢二丁目5-9
八木沢一丁目、八木沢二丁目、八木沢三丁目、
八木沢四丁目、八木沢

545 646 1,191

宮古第18 宮古市総合福祉センター 小山田二丁目9-20
小山田一丁目、小山田二丁目、小山田三丁目、
小山田四丁目

281 313 594

宮古第19 高浜小学校 高浜四丁目7-22
高浜一丁目、高浜二丁目、高浜三丁目、高浜四
丁目、金浜

476 492 968

宮古第20 旧愛宕小学校白浜分校 白浜1-90-1 白浜 44 55 99

宮古第21 長根地区会館 長根二丁目5-20
長根一丁目、長根二丁目、長根三丁目、長根四
丁目

437 504 941

12,193 13,779 25,972

【永久選挙人名簿】選挙人名簿登録者数

投票区名 投票所 所在地 投票区の区域
登録者数（Ｒ5.3.1）

宮古　計
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【永久選挙人名簿】選挙人名簿登録者数

投票区名 投票所 所在地 投票区の区域
登録者数（Ｒ5.3.1）

崎山第1 崎山公民館 崎山1-16-1
松月、女遊戸、崎山、下在家、古里、大付、日出
島、早稲栃

1,323 1,392 2,715

崎山第2 箱石林業者センター 崎山7-101-2 箱石 36 47 83

1,359 1,439 2,798

津軽石第1 津軽石公民館 津軽石4-40-6
法の脇、馬越、稲荷ケ下、下町(津軽石)、本町(津
軽石)、有川、上町(津軽石)、前田、沼里、新町
上、新町下、舘ケ下、上根井沢、根井沢

522 562 1,084

津軽石第2 赤前農漁村センター 赤前7-1-18 赤前上、赤前中甲、赤前中乙、赤前下、堀内 282 288 570

津軽石第3 払川地区会館 津軽石10-251-37 払川、荷竹 464 520 984

津軽石第4 駒形通公民館 津軽石10-82-2 藤畑、駒形通、栄通り 259 302 561

1,527 1,672 3,199

重茂第1 重茂中学校 重茂2-1
麦生野、舘上、舘下、里、音部里、笹見内、小角
柄

339 368 707

重茂第2 千鶏コミュニティ消防センター 重茂15-3-1 姉吉、千鶏、石浜、川代 119 121 240

重茂第3 重茂北地区公民館 重茂28-28-25 追切、仲組、鵜磯、荒巻 64 61 125

522 550 1,072

花輪第1 花輪農村文化伝承館 花輪6-13
花輪一、花輪二、花輪三、花輪四、田鎖一、田鎖
二、田鎖三、田鎖四、田鎖五、松山(八木沢の一
部を含む。)

850 856 1,706

花輪第2 老木地区会館 老木7-5-2 老木、根城 73 72 145

花輪第3 長沢農村センター 長沢16-123-8
長沢一、長沢二、長沢三、長沢四、長沢五、長沢
六、長沢七、長沢八

368 371 739

花輪第4 牛伏地区農産物集出荷加工等施設 老木31-1 牛伏 52 57 109

1,343 1,356 2,699

崎山　計

津軽石　計

重茂　計

花輪　計



3/3

男 女 計

【永久選挙人名簿】選挙人名簿登録者数

投票区名 投票所 所在地 投票区の区域
登録者数（Ｒ5.3.1）

田老第1 末前神楽伝承館 田老字日影23 末前、青倉 47 50 97

田老第2 宮古北高等学校 田老字八幡水神43-2 養呂地、神田、小田代、大平(田老) 179 189 368

田老第3 樫内地区集会施設 田老字樫内122 樫内 148 131 279

田老第4 田老公民館 田老字館が森3

小林、堺町、田中、田の沢、上町(田老)、中町、下
町(田老)、川向、上荒谷、中荒谷、下荒谷、乙部、
田老一丁目、田老二丁目、田老三丁目、田老四
丁目、田老三王一丁目、田老三王二丁目、田老
三王三丁目

429 481 910

田老第5 新田地区公民館 田老字新田平26-1 和野、新田平、新田 134 126 260

田老第6 小堀内コミュニティ消防センター 田老字向新田149-4 重津部、青野滝、小堀内 119 109 228

田老第7 第３２分団屯所 田老字上摂待15-2 水沢、摂待、摂待和野、畑 142 121 263

1,198 1,207 2,405

新里第1 新里総合事務所 茂市2-112-1 和美、日向(茂市)、日蔭、町、廻立、袰地、太長根 219 269 488

新里第2 新里高齢者コミュニティセンタ－ 蟇目12-74-9
大平(蟇目)、上組、中組、中瀬、八坂、飛、下川
原、二又

274 289 563

新里第3 腹帯地区生活改善センタ－ 腹帯4-112-3 清水、町場、上の台、水神、三ツ石 47 56 103

新里第4 基幹集落センタ－ 刈屋11-101-17
下刈屋、中野、舘町、日向(刈屋)、北山、丹野、中
里(刈屋)、永田

349 340 689

新里第5 和井内ふるさと会館 和井内17-64-2 一番、二番、三番、四番、五番 126 127 253

1,015 1,081 2,096

川井第1 川井地域振興センター 川井5-101-13
古田、袰岩・下川井、中川井上、中川井下、中川
井川向、上川井・戸草、繋、桐内

279 296 575

川井第2 箱石地域振興センター 箱石1-77
片巣・岡村、箱石上、箱石下・箱石川向、鈴久名、
横沢

113 123 236

川井第3 川内地域振興センター 川内5-7-3
蟹岡・夏屋新興、川内駅前、川内下・白林、川内・
明戸、夏屋

126 116 242

川井第4 門馬地域振興センター 区界3-32-19
平津戸、門馬、松草・黒沢、門馬田代・去石のうち
門馬田代

53 66 119

川井第5 区界集会所 区界2-466-4 門馬田代・去石のうち去石、区界 55 62 117

川井第6 小国地域振興センター 小国9-96-7
大仁田・小国新田、小国永田、末角・土沢、関根、
湯沢

175 164 339

川井第7 江繋地域振興センター 江繋9-43 大久保・赤沢、中村・下村、大畑、尻石 133 127 260

934 954 1,888

20,091 22,038 42,129

田老　計

新里　計

川井　計

合　　計

※投票所名は直近の選挙で投票所を設置した施設です。


