
投票区 投票所 投票所施設所在地 リンク先アドレス 投票所名リンク

第1投票区 天草市役所 東浜町8番1号 https://goo.gl/maps/FNduN91opJsR53SXA 天草市役所

第2投票区 天草市立本渡南小学校プレイルーム 川原町4番21号 https://goo.gl/maps/G1tEWaEzmSGB3nuu8 天草市立本渡南小学校プレイルーム

第3投票区 本渡南地区コミュニティセンター 港町13番5号 https://goo.gl/maps/CKa62Qr7YGCr7KMT9 本渡南地区コミュニティセンター

第4投票区 本渡児童センター 本渡町本渡1054番地7 https://goo.gl/maps/nZDxHjaDbn1di8YS7 本渡児童センター

第5投票区 本渡北地区コミュニティセンター 今釜町10番43号 https://goo.gl/maps/wbGtBPtbR8avn6oD7 本渡北地区コミュニティセンター

第6投票区 天草市立本渡北小学校体育館 浜崎町3番55号 https://goo.gl/maps/YeHYipUMnC7A2oo76 天草市立本渡北小学校体育館

第7投票区 大矢崎自治公民館 本渡町広瀬5番20号 https://goo.gl/maps/xPE7hTTJ4nHb3bvG9 大矢崎自治公民館

第8投票区 亀場地区コミュニティセンター 亀場町亀川1698番地 https://goo.gl/maps/oWfVK9hT47eVx5X88 亀場地区コミュニティセンター

第9投票区 食場自治公民館 亀場町食場238番地 https://goo.gl/maps/dq6nJfHsEC8WWj9x9 食場自治公民館

第10投票区 枦宇土地区コミュニティセンター 枦宇土町1711番地 https://goo.gl/maps/pfDniA2iZEG8yDYeA 枦宇土地区コミュニティセンター

第11投票区 迫自治公民館 枦宇土町1058番地 https://goo.gl/maps/ar3k4TpTrUyPMhK1A 迫自治公民館

第12投票区 志柿地区コミュニティセンター 志柿町3390番地10 https://goo.gl/maps/mTjUxDDf2UGPXYLs7 志柿地区コミュニティセンター

第13投票区 志柿町瀬戸地区コミュニティセンター 志柿町6623番地1 https://goo.gl/maps/BEYG54bvrkAqaYqH8 志柿町瀬戸地区コミュニティセンター

第14投票区 下浦地区コミュニティセンター 下浦町1282番地 https://goo.gl/maps/97igYgnWkNGt8ntKA 下浦地区コミュニティセンター

第15投票区 旧金焼小学校 下浦町9475番地 https://goo.gl/maps/qPKUTGXpx6dhHHvV8 旧金焼小学校

第16投票区 新田自治公民館 楠浦町10407番地1 https://goo.gl/maps/rKd6EQRr9vDhz6Jj8 新田自治公民館

第17投票区 楠浦地区コミュニティセンター 楠浦町2366番地 https://goo.gl/maps/x8mbxExc2hTb9pcq6 楠浦地区コミュニティセンター

第18投票区 立浦観音自治公民館 楠浦町4305番地3 https://goo.gl/maps/G7h2cXGge471oWEZ6 立浦観音自治公民館

第19投票区 方原自治公民館 楠浦町6695番地 https://goo.gl/maps/pqHAQp1uSUABCV4V7 方原自治公民館

第20投票区 本町地区コミュニティセンター 本町本832番地 https://goo.gl/maps/CUu5NsbbZm8infrE7 本町地区コミュニティセンター

第21投票区 下河内自治公民館 本町下河内913番地1 https://goo.gl/maps/j9nioxDwJT3hweWz7 下河内自治公民館

第22投票区 佐伊津地区コミュニティセンター 佐伊津町2258番地 https://goo.gl/maps/6Z76wRs5NnR7XZRc6 佐伊津地区コミュニティセンター

第23投票区 宮地岳地区コミュニティセンター 宮地岳町5616番地2 https://goo.gl/maps/cCDgzwhyTY65tXGC6 宮地岳地区コミュニティセンター

第24投票区 旧牛深幼稚園 牛深町2065番地9 https://goo.gl/maps/meyzMbYfmqFdoLHF6 旧牛深幼稚園

第25投票区 加世浦公民館 牛深町2899番地3 https://goo.gl/maps/TwCQZxjFkpHm9k6Y7 加世浦公民館

第26投票区 牛深総合センター 牛深町160番地 https://goo.gl/maps/6Apk6gqjm4uPia4v7 牛深総合センター

第27投票区 天草市天附体育館 牛深町3275番地8 https://goo.gl/maps/cmRv54ZDGj1DCVCK9 天草市天附体育館

第28投票区 砂月公民館 牛深町1750番地2 https://goo.gl/maps/EyJzrqVxkkbXR9dr7 砂月公民館

第29投票区 茂串公民館 牛深町1634番地2 https://goo.gl/maps/8bz21QaVky7cfzUv5 茂串公民館

第30投票区 須口区健康センター 牛深町須口地内 https://goo.gl/maps/5JARtZkpZr11Rn6D8 須口区健康センター

第31投票区 山の浦生活改善センター 久玉町1731番地9 https://goo.gl/maps/Aq5iesz58svYwW8u7 山の浦生活改善センター

第32投票区 大の浦公民館 久玉町4689番地4 https://goo.gl/maps/RVeFCzJZ7JSDuRAX9 大の浦公民館

第33投票区 久玉地区コミュニティセンター 久玉町1412番地12 https://goo.gl/maps/vVFq2ZYxYpDLJtaj8 久玉地区コミュニティセンター

第34投票区 新久玉団地集会所 久玉町5706番地18 https://goo.gl/maps/VnfaLarZBYf846Mu6 新久玉団地集会所

第35投票区 内の原公民館 久玉町219番地1 https://goo.gl/maps/3RngMJc2VQnmYJAD9 内の原公民館

第36投票区 下平生活改善センター 深海町2314番地1 https://goo.gl/maps/pEA37iQHPyzYvwCX9 下平生活改善センター

第37投票区 深海地区コミュニティセンター 深海町1842番地42 https://goo.gl/maps/grzXepLEaSsTaJEM8 深海地区コミュニティセンター

第38投票区 天草市浅海体育館 深海町3279番地2 https://goo.gl/maps/g98zFgBVp2u4VjxEA 天草市浅海体育館

第39投票区 早浦生活改善センター 二浦町早浦517番地 https://goo.gl/maps/NdTxodQPchezu6Ag9 早浦生活改善センター

第40投票区 二浦地区コミュニティセンター 二浦町亀浦1035番地11 https://goo.gl/maps/yF4kQGCPsJMFHSBPA 二浦地区コミュニティセンター

第41投票区 魚貫町多目的集会施設 魚貫町1541番地 https://goo.gl/maps/z6oXPF9DJpEuU4j7A 魚貫町多目的集会施設

第42投票区 魚貫地区コミュニティセンター 魚貫町2129番地 https://goo.gl/maps/LcC8WNJAceQq726g6 魚貫地区コミュニティセンター

第43投票区 池田公民館 魚貫町4711番地2 https://goo.gl/maps/WwmMtWqcrdaYQ2jcA 池田公民館

第44投票区 向辺田公民館 天草町大江284番地4 https://goo.gl/maps/khXD2tZntXe1F7ju9 向辺田公民館
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第45投票区 楠甫地区コミュニティセンター 有明町楠甫4629番地7 https://goo.gl/maps/u1LjxCKtJ85UgNfy5 楠甫地区コミュニティセンター

第46投票区 大浦地区コミュニティセンター 有明町大浦1723番地1 https://goo.gl/maps/Sw8XqUYPCAFED7Xq8 大浦地区コミュニティセンター

第47投票区 須子地区コミュニティセンター 有明町須子2082番地3 https://goo.gl/maps/ZdEzF5rzoyg9EbJD6 須子地区コミュニティセンター

第48投票区 赤崎地区コミュニティセンター 有明町赤崎1801番地1 https://goo.gl/maps/muJ9TcxnuLhPXpzYA 赤崎地区コミュニティセンター

第49投票区 下津江センター 有明町上津浦2553番地 https://goo.gl/maps/TW2GoFBdZ69iEvGh8 下津江センター

第50投票区 上津浦地区コミュニティセンター 有明町上津浦3706番地4 https://goo.gl/maps/CmpD6Y19WVQQLPWj8 上津浦地区コミュニティセンター

第51投票区 下津浦地区コミュニティセンター 有明町下津浦2504番地 https://goo.gl/maps/6qeGaRDsjWAhE18S8 下津浦地区コミュニティセンター

第52投票区 小島子上集会所 有明町小島子1192番地 https://goo.gl/maps/7BE8jjZyMUTJhWBNA 小島子上集会所

第53投票区 島子地区コミュニティセンター 有明町大島子2550番地1 https://goo.gl/maps/7ongmYv4bq6L4QCK9 島子地区コミュニティセンター

第54投票区 御所浦地区コミュニティセンター 御所浦町御所浦4310番地5 https://goo.gl/maps/U6mVdaPc3mq8tHH68 御所浦地区コミュニティセンター

第55投票区 牧島地区コミュニティセンター 御所浦町牧島625番地7 https://goo.gl/maps/4m4hHLND49e8tyai7 牧島地区コミュニティセンター

第56投票区 御所浦北地区コミュニティセンター 御所浦町横浦383番地6 https://goo.gl/maps/mHdyWGPmjZhXCnft7 御所浦北地区コミュニティセンター

第57投票区 崎浦自治公民館 御所浦町横浦1054番地1 https://goo.gl/maps/yTb8o6qZZMjjCiCa8 崎浦自治公民館

第58投票区 天草市立御所浦診療所 御所浦町御所浦2891番地3 https://goo.gl/maps/1ALKab4nb4TeVLA86 天草市立御所浦診療所

第59投票区 御所浦交流センター 御所浦町御所浦5875番地2 https://goo.gl/maps/zizLW83uroeNPsut9 御所浦交流センター

第60投票区 宮田地区コミュニティセンター 倉岳町宮田1327番地1 https://goo.gl/maps/1azk1g9dYowu66Qw6 宮田地区コミュニティセンター

第61投票区 倉岳多目的研修集会施設 倉岳町棚底1786番地4 https://goo.gl/maps/nJqncCPoX453FPJD6 倉岳多目的研修集会施設

第62投票区 浦地区コミュニティセンター 倉岳町浦3089番地1 https://goo.gl/maps/uxdPHN4P9c6ishhv9 浦地区コミュニティセンター

第63投票区 栖本福祉会館 栖本町馬場3682番地1 https://goo.gl/maps/Fs2eMtQ7weoWTZ9Y6 栖本福祉会館

第64投票区 栖本地区コミュニティセンター 栖本町河内4414番地1 https://goo.gl/maps/CSbjPSM8rwq5CNQj6 栖本地区コミュニティセンター

第65投票区 天草市立栖本中学校美術室 栖本町湯船原690番地4 https://goo.gl/maps/r1gfWwA7oe1Q44DdA 天草市立栖本中学校美術室

第66投票区 新和町民センター 新和町小宮地669番地1 https://goo.gl/maps/kqzLuMw4v765Bp4t6 新和町民センター

第67投票区 宮南地区コミュニティセンター 新和町小宮地10821番地1 https://goo.gl/maps/1Q7bXznT19qXQQ2U7 宮南地区コミュニティセンター

第68投票区 大宮地地区コミュニティセンター 新和町大宮地4275番地1 https://goo.gl/maps/FSEY379pi9pedGb27 大宮地地区コミュニティセンター

第69投票区 大多尾地区コミュニティセンター 新和町大多尾2852番地1 https://goo.gl/maps/ng1sSJbrr5phLK2w6 大多尾地区コミュニティセンター

第70投票区 公民館天附分館 新和町大多尾4556番地2 https://goo.gl/maps/8W7dN9bCtYxM6iEE6 公民館天附分館

第71投票区 中田地区コミュニティセンター 新和町中田2270番地5 https://goo.gl/maps/bnkydMjTSMb44QFo9 中田地区コミュニティセンター

第72投票区 碇石地区コミュニティセンター 新和町碇石959番地1 https://goo.gl/maps/FHJHZTYhnhiY8URK8 碇石地区コミュニティセンター

第73投票区 御領地区コミュニティセンター 五和町御領12153番地 https://goo.gl/maps/29wCwT6QPVVcW2sZ6 御領地区コミュニティセンター

第74投票区 大島地区コミュニティセンター 五和町御領9761番地 https://goo.gl/maps/mBVdzR42pyE6QCua8 大島地区コミュニティセンター

第75投票区 鬼池地区コミュニティセンター 五和町鬼池1184番地 https://goo.gl/maps/Ysow7HRrUydVRWF29 鬼池地区コミュニティセンター

第76投票区 引坂公民館 五和町鬼池2181番地 https://goo.gl/maps/Cb4MvPTPBLSyeaHc6 引坂公民館

第77投票区 君川水地域学習センター 五和町二江1477番地7 https://goo.gl/maps/8KmmDeH8xV6cfuSk7 君川水地域学習センター

第78投票区 五和漁村センター 五和町二江3150番地3 https://goo.gl/maps/KgmZcR6huGzG5ueQ9 五和漁村センター

第79投票区 島地区多目的集会所 五和町二江68番地17 https://goo.gl/maps/E5ddEXE8TGTZryN67 島地区多目的集会所

第80投票区 旧五和西体育館 五和町手野二丁目2111番地1 https://goo.gl/maps/Nc9cjggz7esVuMbc6 旧五和西体育館

第81投票区 手野地区コミュニティセンター 五和町手野一丁目3768番地3 https://goo.gl/maps/Bn48QPSsDepsQgEY9 手野地区コミュニティセンター

第82投票区 城河原地区コミュニティセンター 五和町城河原一丁目17番地1 https://goo.gl/maps/zwyoVdQqm4bEVjhs8 城河原地区コミュニティセンター

第83投票区 荒河内公民館 五和町城河原二丁目516番地1 https://goo.gl/maps/R3Z2W9Juamd7VXhb7 荒河内公民館

第84投票区 福連木地区コミュニティセンター 天草町福連木3645番地2 https://goo.gl/maps/uFcwMNEJ79MAGDQi7 福連木地区コミュニティセンター

第85投票区 下田北地区コミュニティセンター 天草町下田北534番地1 https://goo.gl/maps/J1ec5krCqpUCGC7LA 下田北地区コミュニティセンター

第86投票区 下田南地区コミュニティセンター 天草町下田南3040番地1 https://goo.gl/maps/6WWAGH5S2sxxjYds6 下田南地区コミュニティセンター

第87投票区 高浜地区コミュニティセンター 天草町高浜南501番地1 https://goo.gl/maps/gJa9Lfea4uaz3PvX9 高浜地区コミュニティセンター

第88投票区 大江シルバーコミュニティセンター 天草町大江2967番地1 https://goo.gl/maps/gszt2FoiMXqKKp9g9 大江シルバーコミュニティセンター

第89投票区 大江地区コミュニティセンター 天草町大江7480番地5 https://goo.gl/maps/tspvicMNNijGNz3h7 大江地区コミュニティセンター

第90投票区 新合地区コミュニティセンター 河浦町新合2008番地4 https://goo.gl/maps/MxkiuMLyL9V4Uks47 新合地区コミュニティセンター

第91投票区 天草市河浦支所 河浦町河浦5253番地 https://goo.gl/maps/ucqjfJPdC9jub1Qa6 天草市河浦支所

第92投票区 一町田体育館 河浦町久留217番地2 https://goo.gl/maps/ojmKHqa46sf4Li6N7 一町田体育館

第93投票区 路木区公民館 河浦町路木3056番地1 https://goo.gl/maps/ER8kLCgz32C9caEt7 路木区公民館

第94投票区 富津地区コミュニティセンター 河浦町﨑津1117番地2 https://goo.gl/maps/RkaLi8x78R5hKnH16 富津地区コミュニティセンター

第95投票区 宮野河内地区コミュニティセンター 河浦町宮野河内337番地6 https://goo.gl/maps/sB7vVtfNXCBUwUWQ8 宮野河内地区コミュニティセンター
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