
本庁管内

投票区 投票所施設名 投票所施設所在地 自　　　治　　　会　　　名

第２投票区 福知山市厚生会館 福知山市字中ノ170-5
下柳町、菱屋町、下紺屋町、西町、寺町、鋳物師町、和久市町、昭和新町、東中ノ町、
中ノ町、西中ノ町

第３投票区 惇明小学校 福知山市字内記21
京町、呉服町、長町、上新町、下新町、鍛冶町、上紺屋町、内記二丁目、内記三丁目、
内記四丁目、内記五丁目、内記六丁目、内記六丁目北、南栄町、北栄町、駅前町

第４投票区 福知山幼稚園 福知山市字岡ノ15-1 内田町、蛇ヶ端、堀口、岡ノ一町、岡ノ二町、岡ノ三町、内記一丁目

第５投票区 南陵中学校 福知山市字天田190 岡ノ上町、東岡町、西岡町、広峯町、陵北町、南岡町、北岡町、緑ヶ丘町

第６投票区 昭和小学校 福知山市字天田118 東本町、西本町、南本町、北本町一区、北本町二区、厚、厚東町、厚中問屋町、篠尾新町

第７投票区 大正小学校 福知山市字堀1148
荒木（五位坂の区域）、高畑、水内、本堀、南本堀、野家、東小谷ヶ丘、西小谷ヶ丘、
南小谷ヶ丘、北小谷ヶ丘、東堀

第８投票区 福知山高等学校 福知山市字土師1776 土師新町南、土師新町東、土師町、土師宮町

第９投票区 川北公会堂 福知山市字川北1218-1 川北

第１０投票区 庵我会館 福知山市字中小字立戸2098-2 猪崎、下猪崎、城山、中、中村団地、池部、安井、筈巻

第１２投票区 篠尾中央集会所 福知山市字篠尾818-1
正明寺、市寺、室、上篠尾一区、上篠尾二区、下篠尾、東羽合、西羽合、南羽合、
北羽合、向野

第１３投票区 成和中学校 福知山市字新庄603 上荒河、下荒河、岩井、奥野部、和久寺、半田、新庄

第１４投票区 拝師公会堂 福知山市字拝師723 大門、拝師、山崎、額塚、今安、さつきヶ丘

第１５投票区 遷喬小学校 福知山市石原1丁目180 土、石原、観音寺、興、戸田

第１６投票区 下川口会館 福知山市字上天津1815 下天津、一尾、瘤木、勅使、牧、石本、波江、漆端

第１７投票区 口榎原公民館 福知山市字榎原1370 石場、口榎原、奥榎原

第１８投票区 上豊富小学校 福知山市字畑中1600 畑中、辻、北山、樽水、甘栗、茅ノ台

第１９投票区 談公会堂 福知山市字談306-2 小牧、下戸、談、法用

第２１投票区 上六人部会館 福知山市字三俣572 萩原、上野、生野、堀越、正後寺、坂室、三俣

第２２投票区 池田公民館 福知山市字池田192-2 池田、岩崎

第２３投票区 宮会館 福知山市字宮401 島田、野間仁田

第２４投票区 中六人部ふれあいセンター 福知山市字大内3118 下地、中地、後正寺、大内山田

第２５投票区 田野公民館 福知山市字田野493-1 笹場、口田野、田野山田

第２６投票区 六人部小学校 福知山市字長田232 長田南、長田北、上松、長田段、市の谷、大野

第２７投票区 六人部地域公民館 福知山市字多保市162-2 多保市、駒場新町

第２８投票区 岩間構造改善センター 福知山市字岩間664 岩間

第２９投票区 上川口会館 福知山市字野花275 野花、立原、十二、夷、上下大内

投票所設置予定施設　一覧



本庁管内

投票区 投票所施設名 投票所施設所在地 自　　　治　　　会　　　名

第３０投票区 下小田公会堂 福知山市字下小田849 六十内、下小田、小田、住所大山、十三丘

第３１投票区 大呂公民館 福知山市字大呂266 大呂

第３２投票区 旧金谷小学校 福知山市字猪野々55 大見長祖、野笹、猪野々、梅谷、宮垣、田和、鴨野町

第３３投票区 三岳会館 福知山市字一ノ宮563 一ノ宮、日尾、新宮、常願寺、下佐々木

第３４投票区 上佐々木公会堂 福知山市字上佐々木681-1 上佐々木、中佐々木

第３５投票区 喜多公民館／喜多生活改善センター 福知山市字喜多48／喜多435 喜多

第３６投票区 金山会館 福知山市字上野条773-１ 下野条、上野条、行積、長尾

第３７投票区 天座会館 福知山市字天座837 天座区、坂浦

第３９投票区 雲原公民館 福知山市字雲原762 雲原

第４０投票区 私市公民館 福知山市大字私市小字下深田16 私市

第４１投票区 報恩寺公民館 福知山市大字報恩寺小字今福2 報恩寺、印内、山野口

第４２投票区 森垣公会堂 福知山市字堀558-1・2 荒木（五位坂の区域を除く）、森垣、日吉ヶ丘

第４３投票区 成仁小学校 福知山市中坂町10 東野町、聖佳町、南土野町、大池坂町、中坂町、長山町、平野町、桔梗が丘

第４４投票区 雀部小学校 福知山市字前田1879-9 前田、東佳屋野町、秋津が丘

第４５投票区 丘児童センター 福知山市字天田506 旭が丘、つつじが丘、夕陽が丘、南天田町、南天田自衛隊宿舎、丸田ヶ丘

第４６投票区 南佳屋野児童館 福知山市字前田33-24 小松ヶ丘、西佳屋野町、南佳屋野町

第９０投票区 かしの木台ホール 福知山市かしの木台5-96 荒河ヒルズ、かしの木台、岩井新町、



三和支所管内

投票区 投票所施設名 投票所施設所在地 自　　　治　　　会　　　名

第４７投票区 菟原下一公民館 福知山市三和町菟原下380 菟原下一区、中出（一部）

第４８投票区 菟原下二総合会館 福知山市三和町菟原下862-1 菟原下二区

第４９投票区 菟原集落センター 福知山市三和町菟原中270 菟原中

第５０投票区 高杉集落センター 福知山市三和町高杉399 高杉

第５１投票区 友渕会館 福知山市三和町友渕448-1 友渕

第５２投票区 大身集落センター 福知山市三和町大身83-12 大身、加用

第５５投票区 中出公民館 福知山市三和町中出248-6 西松、田ノ谷、中出

第５６投票区 福知山市三和支所 福知山市三和町千束515 辻、千束、梅原

第５７投票区 寺尾公民館 福知山市三和町寺尾248 寺尾、草山

第５８投票区 芦渕集落センター 福知山市三和町芦渕182 芦渕

第５９投票区 大原集会所 福知山市三和町大原206-1 大原

第６０投票区 台頭コミュニティセンター 福知山市三和町台頭189 台頭

第６１投票区 川合集落センター 福知山市三和町上川合590 上川合

第６２投票区 岼公民館 福知山市三和町岼274-2 岼、下川合



投票区 投票所施設名 投票所施設所在地 自　　　治　　　会　　　名

第６４投票区 稲垣公民館 福知山市夜久野町畑2257 今里、柿本、稲垣、金尾

第６５投票区 畑交流センター 福知山市夜久野町畑54 西谷、桑村、小畑

第６６投票区 旧明正小学校 福知山市夜久野町井田522 今西中、井田、下町

第６７投票区 夜久野町教育集会所 福知山市夜久野町額田217 上町（額田）、奥、且、向

第６８投票区 中千原公民館 福知山市夜久野町千原380-1 上千原、中千原、下千原

第６９投票区 中夜久野地区公民館 福知山市夜久野町高内74-1 日置、末、高内、大油子、小倉

第７０投票区 夜久野町ふれあいの里福祉センター 福知山市夜久野町平野1030 水上、水坂、駅前、奥水坂、夜久野

第７１投票区 さわやか館 福知山市夜久野町板生2738-4 門垣、副谷、中田、上町（板生）、三谷、羽白、平野

第７２投票区 直見総合センター 福知山市夜久野町直見2288-1 山中、金谷、大岶、桑谷、西垣、宮垣、栗尾、才谷

第７３投票区 現世公民館 福知山市夜久野町板生1430-6 田谷垣、現世、今西、田谷

夜久野支所管内



大江支所管内

投票区 投票所施設名 投票所施設所在地 自　　　治　　　会　　　名

第７４投票区 福知山市大江支所 福知山市大江町河守285 関、下町、中央、清水、新町

第７５投票区 金屋ふれあいセンター 福知山市大江町金屋1229-1 上野、波美、金屋

第７６投票区 旧美鈴小学校 福知山市大江町二俣489 内宮、二俣一、二俣二、二俣三、天田内、美鈴新、北原

第７７投票区 旧物成小学校体育館 福知山市大江町佛性寺611 佛性寺、毛原

第７８投票区 橋谷卓球場 福知山市大江町橋谷129 橋谷

第８０投票区 河西下生活改善センター 福知山市大江町蓼原306-11 蓼原、小谷

第８１投票区 小原田公会堂 福知山市大江町小原田920 小原田

第８２投票区 公庄公会堂 福知山市大江町公庄360-2 公庄、日藤

第８３投票区 在田公会堂 福知山市大江町在田489-1 在田、西部、夏間、夏間グリーンヒル

第８４投票区 大江地域公民館 福知山市大江町尾藤1211－1 千原、尾藤口、常津

第８５投票区 尾藤奥公会堂 福知山市大江町尾藤606 尾藤奥、東部

第８６投票区 南有路児童館 福知山市大江町南有路1460 南一、南二、南三、南四

第８７投票区 三ヶ村公民館 福知山市大江町北有路1744-1 北一、北二、北三、北四

第８８投票区 有路下公民館 福知山市大江町二箇1199 二箇上、二箇下、市原

第８９投票区 三河公会堂 福知山市大江町三河443 三河、高津江

※第1、11、20、38、53、54、63、79投票区は投票所の統合等により欠番となっています。


