
選挙公報を備え付ける施設一覧表

1
シティホールプラザアオーレ長岡
（長岡市役所本庁）

東棟市民窓口サービス課
東棟情報ラウンジ
西棟市民協働センター
西棟ホワイエ

大手通1-4-10

2 市民センター庁舎 国際交流課 大手通2-2-6

3 さいわいプラザ １階市民ホール 幸町2-1-1

4 西サービスセンター
千秋2-278
ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ千秋1階

5 東サービスセンター
沖田1丁目59番地
ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ長岡

6 長岡市社会福祉センター（トモシア）
表町2-2-21
ながおか町口御門内

7 まちなかキャンパス長岡 大手通2-6

8 長岡ロングライフセンター 大字日越185-2

9 高齢者センターけさじろ 今朝白2-8-18

10 高齢者センターまきやま 槇山町1592-1

11 高齢者センターふそき 新保町1399-3

12 高齢者センターみやうち 曲新町566-7

13 高齢者センターしなの 信濃2-6-18

14 市民体育館 学校町1-2-1

15 南部体育館 曲新町564-3

16 北部体育館 東蔵王2-2-72

17 新産体育館 新産2-1-9

18 悠久山プール 悠久町336

19 リリックホール 千秋3-1356-6

20 エコトピア寿 寿3-6-30

21 子育ての駅ちびっこ広場
大手通2-5
ﾌｪﾆｯｸｽ大手ｳｴｽﾄ2･3階

22 子育ての駅千秋（てくてく） 千秋1-99-6

23 子育ての駅ながおか市民防災センター（ぐんぐん） 千歳1-3-85

24 緑花センター（花テラス） 千歳1-3-80

25 互尊文庫 坂之上町3-1-20

26 中央図書館 学校町1-2-2

27 西地域図書館 緑町3-55-41

28 南地域図書館 曲新町566-7

29 北地域図書館 新保町1399-3

30 中央公民館
幸町2-1-1
さいわいﾌﾟﾗｻﾞ内

31 福戸コミュニティセンター 福戸町2606-1

32 大積コミュニティセンター 大積町1-甲1083

33 千手コミュニティセンター 西千手2-5-1

34 四郎丸コミュニティセンター 四郎丸1-11-20

35 豊田コミュニティセンター 豊田町5-1

36 阪之上コミュニティセンター 今朝白1-10-27

37 表町コミュニティセンター
中島5-7-7
（表町小学校内）

38 中島コミュニティセンター 中島2-6-1

39 神田コミュニティセンター 西神田町2-3-1

40 新町コミュニティセンター 西新町2-2-24

41 希望が丘コミュニティセンター 西津町2301-1

42 十日町コミュニティセンター 十日町1220-2

43 六日市コミュニティセンター 中潟町728

44 太田コミュニティセンター 濁沢町482-3

45 山通コミュニティセンター 柿町650-4

46 栖吉コミュニティセンター 悠久町3-734
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47 富曽亀コミュニティセンター 小曽根町757-8

48 山本コミュニティセンター 浦瀬町1072-1

49 新組コミュニティセンター 福井町957-1

50 黒条コミュニティセンター 黒津町373

51 下川西コミュニティセンター 花井町1081-1

52 上川西コミュニティセンター分室 下柳2-5-29

53 日越コミュニティセンター 宝地町753

54 関原コミュニティセンター 五反田町950

55 宮本コミュニティセンター 宮本町1-甲105-2

56 宮内コミュニティセンター 曲新町564

57 王寺川コミュニティセンター 寺宝町38-4

58 深才コミュニティセンター 上富岡2-65-2

59 川崎コミュニティセンター 川崎6-2407-5

60 大島コミュニティセンター 緑町3-55-41

61 青葉台コミュニティセンター 青葉台1-甲120-8

62 宮内コミュニティセンター分館 宮栄3-21-27

63 川崎コミュニティセンター分館 地蔵1-4-1

64 新町コミュニティセンター分室福祉センター 蔵王1-6-17

65 栖吉コミュニティセンター分室活性化センター 栖吉町2065

66 日本郵便株式会社長岡郵便局 【民間】 坂之上町2-6-1

67 日本郵便株式会社長岡西郵便局 【民間】 上除町西1-402

68 長岡技術科学大学 【国立】 上富岡町1603-1

69 長岡造形大学 【市立】 千秋4丁目197

70 長岡大学 【私立】 御山町80-8

71 長岡崇徳大学 【私立】 深沢町2278-8

72 長岡工業高等専門学校 【国立】 西片貝町888

73 ダイエープロビスフェニックスプール 【民間】 長倉町1338

74 リバーサイド千秋モール中央東出入口ラック 【民間】 千秋2-278

75 支所庁舎 情報ラウンジ 中之島788

76 中之島コミュニティセンター 中之島800-1

77 中之島体育館 中之島3807-3

78 中之島北体育館 中之島中条丁302-1

79 サンパルコなかのしま 中野中甲1666-2

80 老人憩いの家　さくらの家 信条東221

81 老人憩いの家　日枝の里 中之島中条2919

82 中之島文化センター 中之島3807-3

83 中之島地域図書館
中之島3807-3
（中之島文化ｾﾝﾀｰ1階）

84 支所庁舎 情報ラウンジ 長岡市浦715

85 越路総合福祉センター 来迎寺3697

86 越路児童交流会館（越路公民館） 来迎寺1647

87 越路地域交流館 不動沢210-2

88 越路体育館 来迎寺甲885

89 浦体育館 浦4802-3

90 支所庁舎（みしまコミュニティセンター） 情報ラウンジ 上岩井1261-1

91 みしま会館（三島郷土資料館）  上岩井1260-1

92 三島体育センター 脇野町1140-1

93 みしま交流センター 吉崎526

94 みしま体育館 三島中条1434

95 子育ての駅みしま（もりもり） 【民間】 上岩井6826
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96 支所庁舎 １階ロビー 山古志竹沢乙461

97 山古志診療所 山古志竹沢甲2835

98 やまこし復興交流館「おらたる」 山古志竹沢甲2835

99 山古志体育館（山古志公民館） 山古志竹沢甲2837-1

100 あまやち会館
山古志種苧原4526
（四季の里古志）

101 福祉センターなごみ苑 山古志虫亀219番地2

102 支所庁舎 情報ラウンジ 小国町法坂793

103 小国診療所 小国町楢沢88

104 商工物産館 小国町法坂738-1

105 おぐにコミュニティセンター 小国町新町304-1

106
養楽館
（自然休養体験館・みんなの体験館）

小国町上岩田208

107 子育ての駅おぐに 小国町相野原139-1

108 支所庁舎（和島公民館） ラウンジ 小島谷3434-4

109 観光物産館（和らぎ家） 島崎5551

110 道の駅 良寛の里わしま 地域交流センター もてなし家 島崎5713-2

111 社会福祉協議会和島支所（ゆきわり荘） 小島谷3560-1

112 和島体育館 小島谷3422

113 支所庁舎 寺泊烏帽子平1977-8

114 寺泊文化センター 寺泊磯町7411-14

115 寺泊コミュニティセンター 寺泊敦ケ曽根551

116 寺泊国民健康保険診療所 寺泊敦ヶ曽根605-1

117
寺泊地域図書館
（寺泊文化センター２階）

寺泊磯町7411-14

118 老人憩いの家　夕映荘 寺泊金山170-3

119 寺泊地域図書館大河津地区図書室（寺泊コミュニティセンター） 寺泊敦ヶ曽根551

120 寺泊体育館 寺泊上田町7695-1

121 寺泊水族博物館 寺泊花立9353-158

122 支所庁舎（栃尾公民館） ラウンジ 金町2-1-5

123 栃尾市民会館 中央公園1-40

124 栃尾文化センター 中央公園1-36

125 栃尾産業交流センター（道の駅R290とちお） 栃尾宮沢1765

126 栃尾表町雁木の駅 栃尾表町9-11

127 栃尾地域図書館 中央公園1-36

128 栃尾老人福祉センター 皆楽荘 上樫出3034 

129 栃尾体育館 中央公園1-34

130 高齢者センターとちお おいらこの湯 赤谷179-2

131 日本郵便株式会社栃尾郵便局 【民間】※本庁送付 谷内1-3-33 

132 支所庁舎 ロビー 与板町与板甲134

133 与板体育館 与板町与板乙2430-1

134 よいたコミュニティセンター 与板町与板乙2469-1

135 志保の里荘 与板町本与板2380-1

136 与板ふれあい交流センター 与板町与板甲339-1

137 与板歴史民俗資料館 与板町与板乙4356

138 まちの駅 与板町与板甲273-1

139 子育ての駅よいた 与板町与板甲95

140 支所庁舎 情報ラウンジ 東川口1976-26

141 川口コミュティセンター（川口公民館） 東川口1979-130

142 子育ての駅かわぐち 川口武道窪200-3

143 川口地域交流体験館 川口中山2538-12

144 川口文化会館 東川口1979-128

145 川口地域福祉センター末広荘 東川口1979-20

146 ＪＲ東日本信濃川発電所ＰＲ川口プラザ 【民間】 西川口1250

147 安田屋（スーパーマーケット） 【民間】 東川口1912
※上記のほか市内全域のセブン-イレブンに配置
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