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先の土佐山田町内自治会での ｢投票所の閉鎖時刻についてのアンケート｣ にご協力ありがとうございま
した｡ アンケートでは､ 約８割の自治会が投票所の閉鎖時刻を現在の２０時までから１時間～２時間程度
繰り上げることが適当であるとの結果となりました｡
選挙管理委員会としても､ 投票時間短縮により多少不便をおかけすることにはなりますが､ 平成１５年

から行われている期日前投票制度により､ 皆さんの投票の利便は大幅に向上しており､ 夜間の投票者は少
数であることもふまえたうえで､ 時間短縮による経費削減や投票管理者､ 立会人の方々の負担軽減､ 開票
開始時間を早く始められることによる投票結果の迅速な発表などに効果があると判断しました｡

今後は香美市立中央公民館､ プラザ八王子､ 西町公民館､ じんざん保育園､ 宝町集会所､ 明治地区多目
的集会所､ 片地地区多目的集会所､ 談議所公民館､ 鏡野中学校､ 東町上１公民館の１０投票所では１９時
まで､ 他の土佐山田町地区内の投票所は１８時までの投票となります｡
詳しくは､ 別表のとおりです､ 時間を間違えないように投票しましょう｡

仕事等の都合により､ 投票所の閉鎖時刻までに投票に行けない方は､ 期日前投票をしましょう｡ 香美市
選挙管理委員会室､ 香美市役所香北支所､ 物部支所の３カ所で８時３０分から２０時 (香北､ 物部支所は
１８時) まで行われます｡
期日前投票の場合､ 市内有権者の方はどの期日前投票所でも投票することができます｡ 大変便利ですの

でご利用ください｡

※香北町､ 物部町地区の投票時間は従来と同じです｡

仕事､ 旅行やレジャー､ 冠婚葬祭などの用事で投票日当日投票所に
行けない方や､ 病気やケガで歩けない､ 妊娠中で歩きにくいまたは出
産したばかりの方など､ このような方は期日前投票をしましょう｡

①期 間 ３月３１日 (土) から４月７日 (土) まで

②場 所 ●香美市選挙管理委員会 (市役所本庁横 南別館１階) ８時３０分～２０時
●香美市役所香北支所１階 (旧香北町役場) ８時３０分～１８時
●香美市役所物部支所１階 (旧物部村役場) ８時３０分～１８時

西又 (土佐山田町)､ 河野 (香北町)､ 日の地 (物部町)､ 小川 (物部町) の各地区の投票所は地区人口減
のため閉鎖し､ 近隣の投票所に統合しました｡ 西又地区の方は ｢繁藤地区コミュニティセンター｣ へ､ 河
野・川ノ内地区の方は ｢コミュニティセンター新田｣ へ､ 日の地地区の方は ｢塩公会堂｣ へ､ 小川地区の
方は ｢影仙頭集落センター｣ で投票していただくようお願いします｡

香美市選挙管理委員会 �５３－３１１１ (代表) �５３－３２９６ (直通)

平成19年４月８日執行予定
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投
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区

【投票所施設名】 投 票 時 間
投
票
区

【投票所施設名】 投 票 時 間

1 香美市立中央公民館

7:00～19:00

42 有瀬集会所

7:00～18:00

2 プラザ八王子 43 日ノ御子集会所

3 西町公民館 44 中谷公会堂

4 じんざん保育園 45 谷相公会堂

5 宝町集会所 46 朴ノ木公会堂

6 明治地区多目的集会所 47 永野コミュニティセンター

7 八王子公民館

7:00～18:00

48 梅久保公会堂

8 岩積公民館 49 清爪公会堂

9 中野公民館 50 猪野々公民館

10 片地地区多目的集会所 7:00～19:00 51 永瀬公会堂

11 加茂公民館

7:00～18:00

52 蕨野公会堂

12 山田島公民館 53 白石公会堂

13 影山多目的集会所 54 根須公会堂

14 船谷公民館 55 吉野公会堂

15 宮ノ口公民館 56 久保川集会所

16 小田島部落公民館 57 佐敷農林業共同館

17 逆川老人憩の家 58 韮生野コミュニティセンター

18 佐岡地区多目的集会所 59 柚ノ木集会所

19 佐野公民館 60 香美市役所物部支所

20 西後入公民館 61 山崎老人憩の家

21 佐竹公民館 62 塩公会堂

22 談議所公民館 7:00～19:00 63 押谷公会堂

23 植公民館

7:00～18:00

64 根木屋公会堂

24 大法寺公民館 65 岡ノ内公会堂

25 久次公民館 66 市宇公会堂
7:00～17:00

26 新改公民館 67 体験実習館

27 新改北部構造改善センター 68 影仙頭集落センター

7:00～18:00

28 繁藤部落公民館 69 浦山公会堂

29 繁藤地区コミュニティセンター 70 頓定集会所

30 樫谷公民館 71 庄谷相多目的集会所

31 須江公民館 72 中谷川公会堂

32 岩村地区老人憩の家 73 楮佐古公会堂

33 立石公民館 74 神池分団屯所

34 鏡野中学校1年1組教室
7:00～19:00

75 黒代公会堂

35 東町上１公民館 76 笹上公会堂

7:00～17:0036 美良布分団屯所

7:00～18:00

77 堂ノ岡公会堂

37 コミュニティセンター新田 78 旧久保小学校

38 太郎丸公会堂 79 五王堂分団屯所

7:00～18:0039 北岩改公会堂 80 安丸公会堂

40 白川下集会所 81 平井公会堂

41 暁霞公民館

香美市投票所一覧

高高

※上記の投票所の開閉時刻等は､ ３月２日から執行される予定です｡




