
【お問い合わせ先】黒潮町選挙管理委員会 事務局：電話４３－２８２５、ＦＡＸ４３－２７８８  

         ★投票日（当日） 
日  時  １１月２４日（日）午前７時～午後６時   場  所  各地域で指定された集会所など（入場ハガキに記載） 
（※一部の投票所は、午後４時まで。入場ハガキは、投票日までに郵送します。）   ★期日前投票所      
期    間 １１月８日（金）～１１月２３日（土） 
場所・時間 本庁 １階くろしおホール 午前８時３０分～午後８時 

佐賀支所 １階町民室    午前８時３０分～午後６時        ★バス・公用車運行  
１１月１９日（火）～１１月２３日（土） 
※乗車場所・発車時刻は、裏面の運行表でご確認ください。  
当日投票ができない方や移動が困難な方へ、移動支援として無料送迎バスを 

運行します。どなたでもご利用できますので、ぜひご利用ください。 
●運行車には、 期日前投票所行き  と表示しています。 
●裏面の乗車場所以外でも、町道・県道の安全な場所であれば乗車できますが、 
運転手にわかるよう、手を振るなどしてお知らせください。なお、国道では、 
どこでも乗車をするということはできませんので、ご了承願います。  
令和元年１１月２４日（日）は   高知県知事選挙の投票日です。 

 

任期満了に伴う高知県知事選挙が行われます。仕事や旅行・レジャーなどで、当日に投

票ができない方は、期日前投票所をご利用ください。 

 



入野駅 8:30 9:15 11:05 13:20 14:50 15:50

本村バス停 8:35 9:20 11:10 13:25 14:55 15:55

芝バス停 8:37 9:22 11:12 13:27 14:57 15:57

役場（着） 8:42 9:27 11:17 13:29 15:02 16:02

灘停留所

旧伊田保育所前

伊田小学校

有井川停留所

上川口停留所

王迎

王無停留所

浮津集会所前

鞭屯所

田辺ストアー

弘野団地下

早咲停留所

役場（着）

伴太郎集会所

仲分川

平見

蜷川小学校前

王迎集会所

王無停留所

浮津集会所前

鞭屯所

田辺ストアー

弘野団地下

猿飼入口

小川橋

早咲停留所

役場（着）

10:35

大方中央保育所 10:15

安部商店 10:10

あったかふれあいセ
ンター にしきの広場 10:10

10:25 加持田村 10:00

田野浦屯所 9:50

10:40

役場（着） 10:20

10:10 北郷小学校前 9:40

10:20 加持本村 9:55

役場(着) 10:25

下田の口停留所 10:15

10:45

役場(着) 10:20

10:30 早咲停留所 10:05

10:15 本谷 9:45

南部農協出荷所 9:40

出口屯所 9:32

午前

郵便局前 9:45

下田の口屯所 10:05

10:05 大井川停留所 9:30

さわやか薬局 9:30

9:40

9:45 ★１１月２１日（木） 大井川 発

旧誠心園 9:40

10:20 旧小学校 9:45

10:10 森ノ下 9:35

田野浦団地 9:35

9:50
乗車場所

発車時刻

乗車場所
発車時刻

10:00

10:20

9:30 役場（着） 10:20

下田の口停留所

入次 10:00

★１１月１９日（火）伴太郎 発 山中診療所 10:05

10:25 日原 9:50

10:30 広岡 9:55

10:15

午前

乗車場所
発車時刻 弘野団地下 10:10

緑野 10:15

午前 早咲停留所 10:15

御坊畑 10:00

上田の口集会所 10:05

下馬荷 9:40

大方橘川 9:50

福堂 9:30

中馬荷 9:35

乗車場所
発車時刻

午前

9:55
乗車場所

発車時刻

10:00 午前

★１１月２３日（土） 福堂 発

9:45

旧中山商店 9:55

9:50 ★１１月２１日（木） 湊川 発 

役場(着) 10:05

★１１月２２日（金） 出口 発

10:05 足川 9:30

9:35 ↓ ↓

万行集会所 9:45

9:40 役場（着） 10:10

大方ガラス 9:50

午前

丸山 9:30

9:30 米原 9:30

田の口森 9:35

★１１月１９日（火） 灘 発  ★１１月１９日（火） 米原 発 
乗車場所

発車時刻

乗車場所
発車時刻

乗車場所
発車時刻

午前

午前

10:00 ※入野駅から役場間のシャトルバス
　 は、１１月２３日（土曜日） も運行
　 します。

10:05

10:07

10:12 ★１１月２２日（金） 丸山 発

期日前投票所行き　無料送迎バス運行表（大方）
★１１月１９日（火）～１１月２３日（土） 入野駅 発  シャトルバス ※帰りは、役場にて投票終了後に、

　 各コースとも行きと逆の順番で
　 運行します。乗車場所

発　　車　　時　　刻

午　　前 午　　後



乗車場所 発車時刻 乗車場所 発車時刻

熊野浦（旧集会所） 9:00 鈴魚市場 9:00

白浜（ニュー白浜の横） 9:20 中ノ川集会所 9:20

白浜（旧道） ↓ 小黒ノ川バス停 9:26

横浜バス停 9:26 不破原バス停 9:30

旧パチンコ店横 9:27 伊与喜バス停（町道） 9:32

ドック場 9:29 町道沿い ↓

漁協（黒潮一番館） 9:30 藤縄バス停（国道） 9:35

高銀、はたしん前 9:32 白石バス停 9:36

役場佐賀支所　着 9:35 坂折（高銀社宅前） 9:38

馬地バス停前の三叉路 9:40

山本建設横 9:42

乗車場所 発車時刻 佐賀バス停（駐在所横） 9:43

市野瀬集会所前 9:00 役場佐賀支所　着 9:45

佐賀橘川バス停 9:05

拳ノ川（お宮前） 9:08

町道沿い ↓ 乗車場所 発車時刻

拳ノ川駐在下 9:10 市野瀬集会所前 9:00

町道沿い ↓ 佐賀橘川バス停 9:05

川奥集会所 9:15 拳ノ川（お宮前） 9:08

荷稲（お宮前） 9:18 町道沿い ↓

小黒ノ川バス停 9:21 拳ノ川駐在下 9:10

不破原バス停 9:24 町道沿い ↓

伊与喜バス停（国道） 9:26 荷稲（お宮前） 9:12

熊井バス停 9:28 小黒ノ川バス停 9:15

西村食品前 9:31 不破原バス停 9:18

役場佐賀支所　着 9:35 市野々川（旧集会所） 9:24

伊与喜バス停（国道） 9:30

※バスには「期日前投票所行き」と表示しています。 藤縄バス停（国道） 9:32

西村食品前 9:35

役場佐賀支所　着 9:40

※帰りは、佐賀支所にて投票終了後に、各コース
　とも行きと逆の順番で運行します。

期日前投票所行き　無料送迎バス運行表（佐賀）

　★ １１月２０日（水）　午前 　★ １１月２２日（金）　午前

★ １１月２１日（木）　午前

★ １１月２３日（土）　午前

※乗車場所以外でも、町道・県道の安全な場所で
　あれば乗車できますが、運転手に分かるよう、
　手を振るなどしてお知らせください。


