
投票所の五十音順町名別一覧表 令和5年1月26日現在

五十音 投票区 五十音 投票区

あ 赤阪1丁目 22 熊野田小学校体育館 な 中桜塚1・2丁目 27 地域共生センター

旭丘 24 アルビス旭ヶ丘団地中央集会所 中桜塚3丁目1～6番 26 桜塚小学校体育館

い 石橋麻田町 6 石橋文化幼稚園 中桜塚5丁目6・7番 22 熊野田小学校体育館

稲津町 46 庄内体育館第1競技場 中桜塚3丁目7～15番、同4丁目7～15番 28 南桜塚小学校体育館

今在家町 48 豊島西小学校体育館 中桜塚4丁目1～6番、同5丁目1～5番と8～24番 25 府営桜塚住宅集会所

う 上野坂 11 上野小学校体育館 に 西泉丘 23 泉丘小学校体育館

上野西1～3丁目、同4丁目1～4番 10 堀田会館 西緑丘1・2丁目、同3丁目1～9番 14 第十一中学校体育館

上野西4丁目5～9番 62 第十三中学校多目的室 西緑丘3丁目10～26番 63 北緑丘小学校多目的教室

の 野田町 46 庄内体育館第1競技場

は 走井 3 箕輪小学校体育館

上野東1丁目10～13番、14番15～42号と18～28番 22 熊野田小学校体育館 服部寿町1丁目 50 豊島小学校体育館

上野東2・3丁目 11 上野小学校体育館 服部寿町2～4丁目 49 服部寿センター

え 永楽荘1～3丁目 13 野畑小学校体育館 服部寿町5丁目 51 青少年交流文化館いぶき2階多目的ホール

永楽荘4丁目 58 第十四中学校体育館 服部西町1～3丁目 50 豊島小学校体育館

お 大島町 43 大島文化会館 服部西町4・5丁目 51 青少年交流文化館いぶき2階多目的ホール

岡上の町 26 桜塚小学校体育館 服部本町1～3丁目 32 服部幼稚園

岡町 1 克明小学校体育館 服部本町4・5丁目 31 中豊島小学校体育館

岡町北 1 克明小学校体育館 服部南町 33 服部南センター

岡町南1丁目1～5番と9番 1 克明小学校体育館 服部元町1丁目 32 服部幼稚園

岡町南1丁目6～8番と10～13番、同2・3丁目 54 原田小学校体育館 服部元町2丁目 31 中豊島小学校体育館

小曽根1～3丁目 34 小曽根小学校体育館 服部豊町1丁目 50 豊島小学校体育館

小曽根4・5丁目 35 高川小学校体育館 服部豊町2丁目 52 豊島北小学校体育館

か 春日町1・2丁目 12 桜井谷小学校体育館

春日町3・4丁目 13 野畑小学校体育館

春日町5丁目 58 第十四中学校体育館 服部緑地（第23投票区以外） 57 緑地小学校体育館

勝部 54 原田小学校体育館 浜1・2丁目 34 小曽根小学校体育館

上新田1・2丁目 18 新田小学校体育館 浜3・4丁目 35 高川小学校体育館

上新田3・4丁目 19 新田南小学校体育館 原田中 54 原田小学校体育館

神州町 42 千成センター 原田西町 54 原田小学校体育館

き 北桜塚 26 桜塚小学校体育館 原田南1丁目1～13番、同2丁目1～8番 54 原田小学校体育館

北条町 30 北条小学校体育館 原田南1丁目14～19番、同2丁目9～11番 48 豊島西小学校体育館

北緑丘1丁目 58 第十四中学校体育館 原田元町 54 原田小学校体育館

北緑丘2・3丁目 63 北緑丘小学校多目的教室 ひ 東泉丘1丁目 23 泉丘小学校体育館

く 熊野町1丁目、同4丁目1～16番 22 熊野田小学校体育館 東泉丘2丁目 61 第十五中学校体育館

熊野町2・3丁目、同4丁目17～23番 61 第十五中学校体育館 東泉丘3・4丁目 59 東泉丘小学校体育館

栗ケ丘町 22 熊野田小学校体育館 東寺内町 29 寺内会館

こ 上津島 48 豊島西小学校体育館 東豊中町1～3丁目、同4丁目1～3番 64 東豊会館

さ 桜の町1・2丁目 62 第十三中学校多目的室

桜の町3～7丁目 12 桜井谷小学校体育館

三和町1～3丁目 41 庄内南小学校・千成小学校体育館 東豊中町5丁目9～19番と24～38番 61 第十五中学校体育館

三和町4丁目 42 千成センター 東豊中町6丁目 56 シャレール東豊中団地集会所

し 柴原町1・2丁目 62 第十三中学校多目的室 日出町1丁目 41 庄内南小学校・千成小学校体育館

柴原町3～5丁目 12 桜井谷小学校体育館 日出町2丁目 39 三国センター

島江町 41 庄内南小学校・千成小学校体育館 広田町 24 アルビス旭ヶ丘団地中央集会所

少路 14 第十一中学校体育館 ふ 二葉町 44 庄内西小学校体育館

庄内幸町1・2丁目 46 庄内体育館第1競技場 ほ 宝山町 1 克明小学校体育館

庄内幸町3～5丁目 40 庄内コラボセンター「ショコラ」4階多目的室 豊南町西1丁目1～9番と11番、同3丁目1～14番 35 高川小学校体育館

庄内栄町1・2丁目 47 島田小学校体育館

庄内栄町3丁目～5丁目 45 第七中学校体育館

庄内宝町 45 第七中学校体育館 豊南町東1・2丁目 35 高川小学校体育館

庄内西町1・2丁目 46 庄内体育館第1競技場 豊南町東3・4丁目 37 豊南小学校体育館

庄内西町3～5丁目 40 庄内コラボセンター「ショコラ」4階多目的室 豊南町南 38 ほうなん子ども園

庄内東町1～5丁目、同6丁目1～12番 36 庄内東センター 螢池北町 5 第十八中学校体育館

庄内東町6丁目13～18番 39 三国センター 螢池中町1丁目 4 螢池小学校体育館

庄本町 44 庄内西小学校体育館 螢池中町2～4丁目 5 第十八中学校体育館

城山町1丁目1～9番、同2丁目 31 中豊島小学校体育館 螢池西町1丁目1～3番、同2丁目1～6番、同3丁目 4 螢池小学校体育館

城山町1丁目10～12番、同3・4丁目 57 緑地小学校体育館 螢池西町1丁目4～26番、同2丁目7～17番 5 第十八中学校体育館

新千里北町 16 北丘小学校体育館 螢池東町 7 刀根山小学校体育館

新千里西町 15 西丘小学校体育館 螢池南町 4 螢池小学校体育館

新千里東町 17 東丘小学校体育館 穂積 46 庄内体育館第1競技場

新千里南町1・2丁目 20 南丘小学校体育館 本町 9 大池小学校体育館

新千里南町3丁目 59 東泉丘小学校体育館 ま 待兼山町1番1号と15～39号、30～38番 55 第二中学校体育館

す 末広町1丁目 2 第五中学校視聴覚室

末広町2・3丁目 1 克明小学校体育館

せ 清風荘 7 刀根山小学校体育館 待兼山町1番12～14号と20～23番 6 石橋文化幼稚園

千成町 42 千成センター み 三国 39 三国センター

千里園 8 神童幼稚園 緑丘 14 第十一中学校体育館

そ 曽根西町1～3丁目 53 第一中学校集いの部屋 南空港町 54 原田小学校体育館

曽根西町4丁目 54 原田小学校体育館 南桜塚 28 南桜塚小学校体育館

曽根東町1～3丁目 53 第一中学校集いの部屋 箕輪1丁目、同2丁目1～9番、同3丁目2～8番 3 箕輪小学校体育館

曽根東町4～6丁目 31 中豊島小学校体育館 箕輪2丁目10～14番、同3丁目1番 4 螢池小学校体育館

曽根南町 52 豊島北小学校体育館 宮山町1丁目1～3番と5～7番 12 桜井谷小学校体育館

た 大黒町 41 庄内南小学校・千成小学校体育館

立花町1丁目、同2丁目7番、同3丁目の1～7番 2 第五中学校視聴覚室

立花町2丁目1～6番 1 克明小学校体育館 む 向丘 13 野畑小学校体育館

立花町3丁目8～15番 3 箕輪小学校体育館 め 名神口1丁目 48 豊島西小学校体育館

玉井町 2 第五中学校視聴覚室 名神口2・3丁目 47 島田小学校体育館

ち 長興寺北 57 緑地小学校体育館 や 山ノ上町 3 箕輪小学校体育館

長興寺南1・2丁目 31 中豊島小学校体育館 ゆ 夕日丘1丁目 22 熊野田小学校体育館

長興寺南3・4丁目 57 緑地小学校体育館 夕日丘2丁目 25 府営桜塚住宅集会所

て 寺内 29 寺内会館 夕日丘3丁目 28 南桜塚小学校体育館

と 利倉 48 豊島西小学校体育館 わ 若竹町 30 北条小学校体育館

利倉西 60 利倉西センター

利倉東 51 青少年交流文化館いぶき2階多目的ホール

刀根山1・2丁目、同3丁目6・7番 8 神童幼稚園

刀根山3丁目1～5番と8・9番、同4～6丁目 7 刀根山小学校体育館

刀根山元町 62 第十三中学校多目的室

投票区域 投票所 投票区域 投票所

上野東1丁目1～9番、14番1～14号と43号以上、

　同　1丁目15～17番
10 堀田会館

服部緑地(大阪府道134号熊野大阪線以北（服部緑地

2471番8地先から服部緑地79番2地先まで）
23 泉丘小学校体育館

東豊中町4丁目4～23番、

　　同　5丁目1～8番、20～23番と39番
21 東豊中小学校体育館

宮山町1丁目4番と8～15番、

　同　2～4丁目
55 第二中学校体育館

豊南町西1丁目10番と12～21番、

　　同　2丁目、3丁目15番～20番、4・5丁目
37 豊南小学校体育館

待兼山町1番2～11号と40号以上、

　　同　2～19番と24～29番
7 刀根山小学校体育館


