
    

【大分県第２区】

市町村名 期日前投票所名 所　　　在　　　地 開　設　期　間
平日
休日

開　設　時　間 対　象　区　域

平日 ８:３０～２０:００

休日 ８:３０～２０:００

平日 ８:３０～２０:００

休日 ８:３０～２０:００

平日 ８:３０～２０:００

休日 ８:３０～２０:００

平日 8:30～20:00
休日 8:30～20:00
平日 8:30～19:00
休日 8:30～19:00
平日 8:30～19:00
休日 8:30～19:00
平日 8:30～19:00
休日 8:30～19:00
平日 8:30～19:00
休日 8:30～19:00
平日 8:30～19:00
休日 8:30～19:00

佐伯市中村南町１番１号 平日 ８:３０～２０:００
佐伯市役所１階　展示ホール 休日 ８:３０～２０:００
佐伯市上浦大字津井浦１４００番地３ 平日 ８:３０～２０:００
上浦振興局１階　市民休憩室 休日 ８:３０～２０:００
佐伯市弥生大字上小倉６５６番地１ 平日 ８:３０～２０:００
弥生振興局１階　会議室 休日 ８:３０～２０:００
佐伯市本匠大字波寄２６８５番地 平日 ８:３０～２０:００
本匠振興局１階　会議室 休日 ８:３０～２０:００
佐伯市宇目大字千束１０６０番地１ 平日 ８:３０～２０:００
宇目振興局１階　会議室 休日 ８:３０～２０:００
佐伯市直川大字赤木１０５番地 平日 ８:３０～２０:００
直川振興局１階　第１応接室 休日 ８:３０～２０:００
佐伯市鶴見大字地松浦２００８番地６ 平日 ８:３０～２０:００
鶴見振興局２階　会議室 休日 ８:３０～２０:００
佐伯市米水津大字浦代浦１２３９番地２ 平日 ８:３０～２０:００
米水津振興局１階　相談室 休日 ８:３０～２０:００
佐伯市蒲江大字蒲江浦３２８３番地 平日 ８:３０～２０:００
蒲江振興局１階　会議室 休日 ８:３０～２０:００

平日 ８:３０～２０:００
休日 ８:３０～２０:００
平日 ８:３０～２０:００
休日 ８:３０～２０:００

佐伯市内全域

佐伯市内全域

※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は１２月７日（日）からです。

佐　伯 １２月３日～１２月１３日

12月7日～12月13日

佐伯市内全域

佐伯市内全域

佐伯市内全域

佐伯市内全域

上　浦 12月7日～12月13日

弥　生

日田市前津江振興局
１階　会議室

日田市前津江町大野２１８９番地１ 12月8日～12月13日 日田市全域

第４７回衆議院議員総選挙及び第２３回最高裁判所裁判官国民審査　県内期日前投票所（６７ヶ所）一覧

大分市大字野津原800番地 １２月３日～１２月１３日

大分県第２区
（旧佐賀関町、旧野津原町）

大分市内全域

日田市大山振興局
１階　会議室

日田市大山町西大山３５４５番地１ 12月8日～12月13日 日田市全域

大分県第２区
（旧佐賀関町、旧野津原町）

１２月３日～１２月１３日

大分市
２ヶ所

日田市役所
７階　中会議室

日田市田島２丁目６番１号 12月3日～12月13日 日田市全域

大分市佐賀関支所 大分市大字佐賀関1407番地の27

大分市野津原支所

日田市
６ヶ所

日田市中津江振興局
２階　会議室

1区と同
じカ所

日田市中津江村栃野３５３番地 12月8日～12月13日 日田市全域

日田市上津江町川原２７１０番地 12月8日～12月13日 日田市全域

大分市役所第二庁舎
大研修室

大分市荷揚町2番31号 １２月３日～１２月１３日

日田市天瀬振興局
１階　会議室

日田市天瀬町桜竹６７１番地２ 12月8日～12月13日 日田市全域

佐伯市
９ヶ所

日田市上津江体育館
視聴覚室

本　匠 12月7日～12月13日

12月7日～12月13日直　川

宇　目 12月7日～12月13日

鶴　見 12月7日～12月13日 佐伯市内全域

12月7日～12月13日 佐伯市内全域

米水津 12月7日～12月13日 佐伯市内全域

蒲　江

臼杵市内全域

臼杵市役所野津庁舎305
会議室 臼杵市野津町大字野津市３２６番地の１ １２月３日～１２月１３日 臼杵市内全域

臼杵市
２ヶ所

臼杵市役所臼杵庁舎
101・102会議室 臼杵市大字臼杵７２番１ １２月３日～１２月１３日



    

【大分県第２区】

市町村名 期日前投票所名 所　　　在　　　地 開　設　期　間
平日
休日

開　設　時　間 対　象　区　域

※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は１２月７日（日）からです。
第４７回衆議院議員総選挙及び第２３回最高裁判所裁判官国民審査　県内期日前投票所（６７ヶ所）一覧

平日  8:30  ～  20:00
休日  8:30  ～  20:00
平日 10:00  ～  17:00
休日
平日 10:00  ～  17:00
休日
平日 10:00  ～  17:00
休日
平日 8:30～20:00
休日 8:30～20:00
平日 8:30～20:00
休日 8:30～20:00
平日 8:30～20:00
休日 8:30～20:00
平日 8:30～20:00
休日 8:30～20:00
平日 8:30   ～ 20 :00
休日 8:30   ～ 20 :00
平日 8:30   ～ 20 :00
休日 8:30   ～ 20 :00
平日 8:30   ～ 20 :00
休日 8:30   ～ 20 :00
平日 8:30   ～ 20 :00
休日 8:30   ～ 20 :00
平日 8:30   ～ 20 :00
休日 8:30   ～ 20 :00
平日 8:30   ～ 20 :00
休日 8:30   ～ 20 :00
平日 8:30   ～ 20 :00
休日 8:30   ～ 20 :00
平日 8:30～20:00
休日 8:30～20:00
平日 8:30～20:00
休日 8:30～20:00
平日 8:30～20:00
休日 8:30～20:00
平日 8 : 30 ～ 20:00
休日 8 : 30 ～ 20:00
平日 8:30 ～  20:00
休日 8:30 ～  20:00

町内全域

　竹田市大字会々１６５０番地

　竹田市荻町馬場４２６番地２０

津久見市役所
大会議室

津久見市宮本町20番15号 　12月 3日～12月13日 市内全域

福良区事務所 津久見市大字網代475番地 　 12月 11日～12月13日 市内全域
津久見市
４ヶ所 津久見市役所

四浦出張所
津久見市大字四浦3727番地の2 　 12月 11日～12月13日 市内全域

津久見市
保戸島地区集会所

津久見市大字保戸島1132番地 　 12月 11日～12月13日

　市内全域

竹田市直入支所
大会議室

12月7日～12月13日 　市内全域

市内全域

竹田市荻支所
１階会議室

12月7日～12月13日 　市内全域

　竹田市直入町大字長湯８２０１番地

　竹田市久住町大字久住６１６１番地１

竹田市
４ヶ所 竹田市久住支所

１階ホール

竹田市役所
３階会議室

12月3日～12月13日 　市内全域

豊後大野市役所1階
市民ﾎｰﾙ

豊後大野市三重町市場1200番地 12月3日～12月13日 豊後大野市全域

12月7日～12月13日

清川支所1階会議室 豊後大野市清川町砂田1819番地 12月7日～12月13日 豊後大野市全域

緒方支所1階市民ﾎｰﾙ 豊後大野市緒方町馬場36番地 12月7日～12月13日 豊後大野市全域

朝地支所1階会議室 豊後大野市朝地町朝地891番地 12月7日～12月13日 豊後大野市全域
豊後大野

市
７ヶ所

　12月 3日～　12月13日

大野支所1階事務室 豊後大野市大野町田中81番地1 12月7日～12月13日 豊後大野市全域

千歳支所1階事務室 豊後大野市千歳町新殿706番地1 12月7日～12月13日 豊後大野市全域

　由布市挾間町向原128番地1

　由布市庄内町柿原302番地

犬飼支所1階相談室 豊後大野市犬飼町犬飼28番地 12月7日～12月13日 豊後大野市全域

町内全域
玖珠郡
九重町

　12月 3日～　12月13日

　12月 3日～　12月13日

　由布市内全域

　由布市内全域

　由布市内全域

由布市役所挾間庁舎
２階　会議室
由布市役所庄内庁舎
２階　中会議室
由布市役所湯布院庁舎
２階　会議室

玖珠郡
玖珠町

　由布市湯布院庁舎川上3738番地1

由布市
３ヶ所

九重町役場３０２会議室 大分県玖珠郡九重町大字後野上８番地の１ 　１２月３日～１２月１３日

玖珠町役場 玖珠町大字帆足２６８番地の５ １２月３日～１２月１３日


