
住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 明里町 あかりちょう Akari-cho 足羽 Asuwa
 足谷町 あしたにちょう Ashitani-cho 本郷 Hongo
 足羽上町 あすわかみちょう Asuwa-kami-cho 足羽 Asuwa

 足羽2丁目 あすわ２ちょうめ Asuwa2Chome 足羽 Asuwa
 足羽3丁目 あすわ３ちょうめ Asuwa3Chome 足羽 Asuwa
 足羽4丁目 あすわ４ちょうめ Asuwa4Chome 足羽 Asuwa
 足羽5丁目 あすわ５ちょうめ Asuwa5Chome 足羽 Asuwa
 浅水町 あそうずちょう Asozu-cho 麻生津 Asozu
 浅水二日町 あそうずふつかまち Asozu-Futsukamachi 麻生津 Asozu
 網戸瀬町 あどせちょう Adose-cho 河合 Kawai
 安波賀町 あばかちょう Abaka-cho 一乗 Ichijo
 安波賀中島町 あばかなかじまちょう Abaka-Nakajima-cho 一乗 Ichijo
 安保町 あぼちょう Abo-cho 麻生津 Asozu
 天池町 あまいけちょう Amaike-cho 森田 Morita
 尼ケ谷町 あまがたにちょう Amagatani-cho 殿下 Denga
 天菅生町 あますごうちょう Amasugo-cho 大安寺 Daianji
 鮎川町 あゆかわちょう Ayukawa-cho 国見 Kunimi
 荒木町 あらきちょう Araki-cho 酒生 Sako
 荒木新保町 あらきしんぼちょう Araki-Shinbo-cho 酒生 Sako
 荒木別所町 あらきべっしょちょう Araki-Bessho-cho 岡保 Okabo
 荒谷町 あらたにちょう Aratani-cho 本郷 Hongo
 赤谷町 あかだにちょう Akadani-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 朝谷町 あさだにちょう Asadani-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 味見河内町 あじみこうちちょう Ajimi-Kochi-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 赤坂町 あかさかちょう Akasaka-cho 越廼 Koshino
 在田町 あいだちょう Aida-cho 清水南 Shimizu-minami
 朝宮町 あさみやちょう Asamiya-cho 清水北 Shimizu-kita

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 飯塚町 いいづかちょう Iizuka-cho 東安居 Higashiago
 幾久町 いくひさちょう Ikuhisa-cho 松本 Matsumoto
 幾代2丁目 いくよ２ちょうめ Ikuyo2Chome 松本 Matsumoto
 池尻町 いけのしりちょう Ikenoshiri-cho 鶉 Uzura
 生部町 いけぶちょう Ikebu-cho 上文殊 Kami-Monju
 石新保町 いししんぼちょう Ishishinbo-cho 棗 Natsume
 石橋町 いしばしちょう Ishibashi-cho 棗 Natsume
 石畠町 いしばたけちょう Ishibatake-cho 棗 Natsume
 石盛町 いしもりちょう Ishimori-cho 森田 Morita
 石盛1～3丁目 いしもり１～３ちょうめ Ishimori1~3Chome 森田 Morita
 泉田町 いずみだちょう Izumida-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 板垣町 いたがきちょう Itagaki-cho 木田 Kida
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* ：まち未来創造課（Machimiraisouzouka）に確認

* ：Fordetails, inquireat Community Future 
Development Division （Machimiraisozo-ka）

* ：城市未来创造科（Machimiraisouzouka）确认

* ：Contato: Departamento de Desenvolvimento 
（Machimiraisozo-ka） do Futuro da Comunidade

⇒ Tel:0776-20-5230



 板垣1丁目 いたがき１ちょうめ Itagaki1Chome 木田 Kida
 板垣2丁目 いたがき２ちょうめ Itagaki2Chome 木田 Kida
 板垣3丁目 いたがき３ちょうめ Itagaki3Chome 木田 Kida
 板垣4丁目 いたがき４ちょうめ Itagaki4Chome 木田 Kida
 板垣5丁目 いたがき５ちょうめ Itagaki5Chome 木田 Kida
 一王寺町 いちおうじちょう Ichioji-cho 本郷 Hongo
 市ノ瀬町 いちのせちょう Ichinose-cho 棗 Natsume
 一本木町 いっぽんぎちょう Ippongi-cho 木田 Kida
 糸崎町 いとさきちょう Itosaki-cho 鷹巣 Takasu
 稲津町 いなづちょう Inazu-cho 酒生 Sako
 稲多新町 いなだしんまち Inada-Shinmachi 森田 Morita
 稲多浜町 いなだはままち Inada-Hamamachi 森田 Morita
 稲多元町 いなだもとまち Inada-Motomachi 森田 Morita
 今泉町 いまいずみちょう Imaizumi-cho 円山 Enzan

麻生津 Asozu *
清明 Seimei *

 岩倉町 いわくらちょう Iwakura-cho 上文殊 Kami-Monju
 印田町 いんでんちょう Inden-cho 岡保 Okabo
 市波町 いちなみちょう Ichinami-cho 下宇坂 Shimo-Usaka
 居倉町 いくらちょう Ikura-cho 越廼 Koshino

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 上野町 うえのちょう Ueno-cho 鶉 Uzura
 上野本町1～4丁目 うえのほんまち１～４ちょうめ Ueno-Honmachi1~4Chome 森田 Morita
 上伏町 うえぶせちょう Uebuse-cho 西藤島 Nishi-Fujisima
 羽水1丁目 うすい１ちょうめ Usui1Chome 木田 Kida
 羽水2丁目 うすい２ちょうめ Usui2Chome 木田 Kida
 羽水3丁目 うすい３ちょうめ Usui3Chome 木田 Kida
 内山梨子町 うちやまなしちょう Uchiyamanashi-cho 鶉 Uzura
 上野本町新 うえのほんまちしん Ueno-Honmachi-shin 森田 Morita
 馬垣町 うまがきちょう Umagaki-cho 木田 Kida
 運動公園1丁目 うんどうこうえん１ちょうめ Undokoen1Chome 社西 Yashiro-nishi
 運動公園2丁目 うんどうこうえん２ちょうめ Undokoen2Chome 社西 Yashiro-nishi
 運動公園3丁目 うんどうこうえん３ちょうめ Undokoen3Chome 社西 Yashiro-nishi
 運動公園4丁目 うんどうこうえん４ちょうめ Undokoen4Chome 社西 Yashiro-nishi
 謡谷町 うたいだにちょう Utaidani-cho 殿下 Denga
 宇坂大谷町 うさかおおたにちょう Usaka-Otani-cho 下宇坂 Shimo-Usaka
 宇坂別所町 うさかべっしょちょう Usaka-Bessho-cho 下宇坂 Shimo-Usaka
 獺ケ口町 うそがぐちちょう Usogaguchi-cho 下宇坂 Shimo-Usaka

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 江上町 えがみちょう Egami-cho 鶉 Uzura
 江尻ケ丘町 えじりがおかちょう Ejirigaoka-cho 麻生津 Asozu
 江端町 えばたちょう Ebata-cho 清明 Seimei
 海老助町 えびすけちょう Ebisuke-cho 西藤島 Nishi-Fujisima
 江守中町 えもりなかちょう Emori-naka-cho 社南 Yashiro-minami
 江守中1丁目 えもりなか１ちょうめ Emori-naka1Chome 社南 Yashiro-minami
 江守中2丁目 えもりなか２ちょうめ Emori-naka2Chome 社南 Yashiro-minami
 江守の里1丁目 えもりのさと１ちょうめ Emorinosato1Chome 社南 Yashiro-minami
 江守の里2丁目 えもりのさと２ちょうめ Emorinosato2Chome 社南 Yashiro-minami
 円山1，2丁目 えんざん１，２ちょうめ Enzan1&2Chome 円山 Enzan
 円成寺町 えんじょうじちょう Enjoji-cho 東郷 Togo

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 大窪町 おおくぼちょう Okubo-cho 鷹巣 Takasu

社南 Yashiro-minami *
清明 Seimei *
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 大瀬町 おおせちょう Ose-cho 東安居 Higashi-Ago
 太田町 おおたちょう Ota-cho 文殊 Monju
 大谷町 おおたにちょう Otani-cho 本郷 Hongo
 大手1丁目 おおて１ちょうめ Ote1Chome 順化 Junka
 大手2丁目 おおて２ちょうめ Ote2Chome 順化 Junka
 大手3丁目 おおて３ちょうめ Ote3Chome 順化 Junka
 大年町 おおとしちょう Otoshi-cho 本郷 Hongo
 大土呂町 おおどろちょう Odoro-cho 文殊 Monju
 大町 おおまち Omachi 木田 Kida
 大町1丁目 おおまち１ちょうめ Omachi1Chome 木田 Kida
 大町2丁目 おおまち２ちょうめ Omachi2Chome 木田 Kida

*
*

松本 Matsumoto *
春山 Haruyama *

 大宮3丁目 おおみや３ちょうめ Omiya3Chome 春山 Haruyama
 大宮4丁目 おおみや４ちょうめ Omiya4Chome 春山 Haruyama
 大宮5丁目 おおみや５ちょうめ Omiya5Chome 日新 Nisshin
 大宮6丁目 おおみや６ちょうめ Omiya6Chome 日新 Nisshin
 大村町 おおむらちょう Omura-cho 上文殊 Kami-Monju
 大矢町 おおやちょう Oya-cho 殿下 Denga
 大和田町 おおわだちょう Owada-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 大和田1丁目 おおわだ１ちょうめ Owada1Chome 東藤島 Higashi-Fujishima
 大和田2丁目 おおわだ２ちょうめ Owada2Chome 東藤島 Higashi-Fujishima
 岡西谷町 おかにしたにちょう Okanishitani-cho 岡保 Okabo
 奥平町 おくだいらちょう Okudaira-cho 本郷 Hongo
 恐神町 おそがみちょう Osogami-cho 安居 Ago
 大丹生町 おにゅうちょう Onyu-cho 国見 Kunimi
 大畑町 おばたけちょう Obatake-cho 岡保 Okabo
 小山谷町 おやまだにちょう Oyamadani-cho 足羽 Asuwa
 大久保町 おおくぼちょう Okubo-cho 下宇坂 Shimo-Usaka
 大宮町 おおみやちょう Omiya-cho 羽生 Hanyu
 小当見町 おとみちょう Otomi-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 折立町 おりたてちょう Oritate-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 大味町 おおみちょう Omi-cho 越廼 Koshino
 大森町 おおもりちょう Omori-cho 清水西 Shimizu-nishi
 小羽町 おばちょう Oba-cho 清水東 Shimizu-higashi

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 開発町 かいほつちょう Kaihotsu-cho 啓蒙 Keimo

*
*

 開発2丁目 かいほつ２ちょうめ Kaihotsu2Chome 啓蒙 Keimo
*
*

 開発4～5丁目 かいほつ４～５ちょうめ Kaihotsu4&5Chome 啓蒙 Keimo
 柿谷町 かきだにちょう Kakidani-cho 本郷 Hongo
 花月1～5丁目 かげつ１～５ちょうめ Kagetsu1~5Chome 湊 Minato
 風尾町 かざおちょう Kazao-cho 殿下 Denga
 春日町 かすがちょう Kazuga-cho 木田 Kida
 春日1～3丁目 かすが１～３ちょうめ Kasuga1~3Chome 木田 Kida
 勝見1，2丁目 かつみ１，２ちょうめ Katsumi1&2Chome 旭 Asahi

旭 Asahi *
和田 Wada *

 鹿俣町 かなまたちょう Kanamata-cho 一乗 Ichijo
 金屋町 かなやちょう Kanaya-cho 東安居 Higashi-Ago
 主計中町 かずえなかちょう Kazuenaka-cho 麻生津 Asozu
 上莇生田町 かみあぞうだちょう Kami-Azoda-cho 六条 Rokujo
 上一光町 かみいかりちょう Kami-Ikari-cho 一光 Ikari
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 上江尻町 かみえじりちょう Kami-Ejiri-cho 麻生津 Asozu
 蒲生町 がもうちょう Gamo-cho 越廼 Koshino
 上北野1，2丁目 かみきたの１，２ちょうめ Kami-Kitano1&2Chome 和田 Wada
 上河北町 かみこぎたちょう Kami-Kogita-cho 文殊 Monju
 上東郷町 かみとうごうちょう Kami-Togo-cho 東郷 Togo
 上中町 かみなかちょう Kaminaka-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 上毘沙門町 かみびしゃもんちょう Kami-Bishamon-cho 東郷 Togo
 上細江町 かみほそえちょう Kami-Hosoe-cho 文殊 Monju
 上森田町 かみもりだちょう Kami-Morida-cho 森田 Morita
 上森田1～6丁目 かみもりだ１～６ちょうめ Kami-Morida1~6Chome 森田 Morita
 上六条町 かみろくじょうちょう Kami-Rokujo-cho 六条 Rokujo
 学園1，2丁目 がくえん１，２ちょうめ Gakuen1&2Chome 湊 Minato

湊 Minato *
東安居 Higashi-Ago *

 加茂河原町 かもがわらちょう Kamogawara-cho 社北 Yashiro-kita
 加茂河原1～4丁目 かもがわら１ちょう～４ちょうめ Kamogawara1~4Chome 社北 Yashiro-kita
 加茂緑苑町 かもりょくえんちょう Kamoryokuen-cho 社北 Yashiro-kita
 河合勝見町 かわいかつみちょう Kawai-Katsumi-cho 河合 Kawai
 河合寄安町 かわいよりやすちょう Kawai-Yoriyasu-cho 森田 Morita
 川合鷲塚町 かわいわしづかちょう Kawai-Washizuka-cho 河合 Kawai
 川尻町 かわしりちょう Kawashiri-cho 棗 Natsume
 篭谷町 かごたにちょう Kagotani-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 神当部町 かんとべちょう Kantobe-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 風巻町 かざまきちょう Kazamaki-cho 清水南 Shimizu-minami
 片粕町 かたかすちょう Katakasu-cho 清水北 Shimizu-kita
 片山町 かたやまちょう Katayama-cho 清水南 Shimizu-minami
 上天下町 かみてがちょう Kami-Tega-cho 清水東 Shimizu-higashi
 加茂町 かもちょう Kamo-cho 清水西 Shimizu-nishi
 加茂内町 かもうちちょう Kamouchi-cho 清水西 Shimizu-nishi

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 岸水町 きしみずちょう Kishimi-cho 大安寺 Daianji
 北今泉町 きたいまいずみちょう Kita-Imaizumi-cho 円山 Enzan
 北菅生町 きたすごうちょう Kita-Sugo-cho 鷹巣 Takasu
 北楢原町 きたならはらちょう Kita-Narahara-cho 大安寺 Daianji
 北野上町 きたのかみちょう Kitano-kami-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 北野下町 きたのしもちょう Kitano-shimo-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 北山新保町 きたやましんぼちょう Kitayama-Shinbo-cho 上文殊 Kami-Monju
 北山町 きたやまちょう Kitayama-cho 上文殊 Kami-Monju
 北四ツ居町 きたよついちょう Kita-Yotsui-cho 円山 Enzan
 北四ツ居1～3丁目 きたよつい１～３ちょうめ Kita-Yotsui1~3Chome 円山 Enzan
 狐橋1，2丁目 きつねばし１，２ちょうめ Kitsunebashi1&2Chome 社北 Yashiro-Kita
 木田町 きだちょう Kida-cho 木田 Kida
 木田1～3丁目 きだ１～３ちょうめ Kida1~3Chome 木田 Kida
 城戸ノ内町 きどのうちちょう Kidonouchi-cho 一乗 Ichijo
 木下町 きのしたちょう Kinoshita-cho 鶉 Uzura
 経栄1丁目 きょうえい１ちょうめ Kyoei1Chome 松本 Matsumoto

松本 Matsumoto
明新 Meishin

 経田2丁目 きょうでん２ちょうめ Kyoden2Chome 明新 Meishin
 木米町 きよねちょう Kiyone-cho 本郷 Hongo
 北堀町 きたほりちょう Kitahori-cho 安居 Ago

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 久喜津町 くきづちょう Kukizu-cho 社西 Yashiro-Nishi
 串野町 くしのちょう Kushino-cho 鶉 Uzura
 国見町 くにみちょう Kunimi-cho 国見 Kunimi
 国山町 くにやまちょう Kuniyama-cho 殿下 Denga

Gakuen3Chomeがくえん３ちょうめ

 経田1丁目

く ku

Kyoden1Chomeきょうでん１ちょうめ

き ki

 学園3丁目



 栗森1，2丁目 くりもり１，２ちょうめ Kurimori1&2Chome 森田 Morita
 黒丸町 くろまるちょう Kuromaru-cho 西藤島 Nishifujisima
 黒丸城町 くろまるじょうちょう Kuromarujo-cho 鶉 Uzura
 栗森町浜 くりもりちょうはま Kurimori-cho-hama 森田 Morita
 蔵作町 くらつくりちょう Kuratsukuri-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 茱崎町 ぐみざきちょう Gumizaki-cho 越廼 Koshino
 グリーンハイツ1～10丁目  グリーンハイツ1～10ちょうめ GreenHeights1~10Chome 清水北 Shimizu-kita

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
豊 Minori *
足羽 Asuwa *
豊 Minori *
足羽 Asuwa *

 毛矢3丁目 けや３ちょうめ Keya3Chome 足羽 Asuwa
 下馬1～3丁目 げば１～３ちょうめ Geba1~3Chome 木田 Kida
 乾徳1～4丁目 けんとく１～４ちょうめ Kentoku1~4Chome 日新 Nisshin
 堅達町 げんだつちょう Gendatsu-cho 岡保 Okabo
 玄正島町 げんしょうじまちょう Genshojima-cho 東藤島 Higashi-Fujishima

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 小稲津町 こいなづちょう Koinazu-cho 六条 Rokujo
 河水町 こうすいちょう Kosui-cho 岡保 Okabo
 河内町 こうちちょう Kochi-cho 本郷 Hongo
 河増町 こうますちょう Komasu-cho 円山 Enzan
 光陽1丁目 こうよう１ちょうめ Koyo1Chome 湊 Minato
 光陽2丁目 こうよう２ちょうめ Koyo2Chome 湊 Minato
 光陽3丁目 こうよう３ちょうめ Koyo3Chome 湊 Minato
 光陽4丁目 こうよう４ちょうめ Koyo4Chome 東安居 Higashi-Ago
 郡 町 こおりちょう Kori-cho 西藤島 Nishi-Fujisima
 小尉町 こじょうちょう Kojo-cho 鶉 Uzura
 小丹生町 こにゅうちょう Konyu-cho 国見 Kunimi
 小野町 このちょう Kono-cho 鶉 Uzura
 小幡町 こわたちょう Kowata-cho 棗 Natsume
 合島町 ごうしまちょう Goshima-cho 岡保 Okabo
 合谷町 ごうだにちょう Godani-cho 社南 Yashiro-minami
 御所垣内町 ごしょがいちちょう Goshogaichi-cho 鶉 Uzura
 五太子町 ごたいしちょう Gotaishi-cho 一光 Ikari
 小宇坂町 こうさかちょう Kousaka-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 小宇坂島町 こうさかじまちょう Kousakajima-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 小和清水町 こわしょうずちょう Kowa-Shozu-cho 下宇坂 Shimo-Usaka
 甑谷町 こしきだにちょう Koshikidani-cho 清水南 Shimizu-minami
 御油町 ごゆちょう Goyu-cho 清水南 Shimizu-minami

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 栄 町 さかえちょう Sakae-cho 森田 Morita
 坂下町 さかしたちょう Sakashita-cho 岡保 Okabo
 定正町 さだまさちょう Sadamasa-cho 森田 Morita
 定正1，2丁目 さだまさ１，２ちょうめ Sadamasa1&2Chome 森田 Morita
 里別所町 さとべっしょちょう Satobessho-cho 西藤島 Nishi-Fujishima
 左内町 さないちょう Sanai-cho 足羽 Asuwa
 佐野町 さのちょう Sano-cho 鶉 Uzura
 三郎丸町 さぶろうまるちょう Saburomaru-cho 西藤島 Nishi-Fujisima
 里別所新町 さとべっしょしんまち Satobessho-Shinmachi 明新 Meishin
 三郎丸1丁目 さぶろうまる１ちょうめ Saburomaru1Chome 西藤島 Nishi-Fujishima
 三郎丸2丁目 さぶろうまる２ちょうめ Saburomaru2Chome 西藤島 Nishi-Fujishima
 三郎丸3丁目 さぶろうまる３ちょうめ Saburomaru3Chome 西藤島 Nishi-Fujishima
 三郎丸4丁目 さぶろうまる４ちょうめ Saburomaru4Chome 西藤島 Nishi-Fujishima

Keya2Chome

Keya1Chomeけや１ちょうめ

けや２ちょうめ

さ sa

こ ko

 毛矢2丁目

け ke

 毛矢1丁目



 更毛町 さらげちょう Sarage-cho 安居 Ago
 三十八社町 さんじゅうはっしゃちょう Sanjuhassha-cho 麻生津 Asozu
 三本木町 さんぼんぎちょう Sanbongi-cho 麻生津 Asozu
 境寺町 さかいでらちょう Sakaidera-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 皿谷町 さらだにちょう Saradani-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 三万谷町 さんまんだにちょう Sanmandani-cho 下宇坂 Shimo-Usaka
 笹谷町 ささだにちょう Sasadani-cho 清水西 Shimizu-nishi

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 宿布町 しくぬのちょう Shikununo-cho 酒生 Sako
 重立町 しげたてちょう Shigetate-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 四十谷町 しじゅうたにちょう Shijutani-cho 大安寺 Daianji
 篠尾町 しのおちょう Shinoo-cho 酒生 Sako
 志比口1～3丁目 しひぐち１～３ちょうめ Shihi-guchi1~3Chome 日之出 Hinode
 島橋町 しまばしちょう Shimabashi-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 島山梨子町 しまやまなしちょう Shimayamanashi-cho 鶉 Uzura
 清水平町 しみずだいらちょう Shimizudaira-cho 本郷 Hongo

東郷 Togo
文殊 Monju

 下六条町 しもろくじょうちょう Shimo-Rokujo-cho 六条 Rokujo
 下毘沙門町 しもびしゃもんちょう Shimo-Bishamon-cho 東郷 Togo
 下細江町 しもほそえちょう Shimo-Hosoe-cho 文殊 Monju
 下森田町 しももりだちょう Shimo-Morida-cho 森田 Morita
 下森田桜町 しももりださくらまち Shimo-Morida-Sakuramachi 森田 Morita
 下森田新町 しももりだしんまち Shimo-Morida-Shinmachi 森田 Morita
 下森田藤巻町 しももりだふじまきちょう Shimo-Morida-Fujimaki-cho 森田 Morita
 下森田本町 しももりだほんまち Shimo-Morida-Honmachi 森田 Morita

日之出 Hinode *
旭 Asahi *

 城東2丁目 じょうとう２ちょうめ Joto2Chome 日之出 Hinode
日之出 Hinode *
和田 *
日之出 Hinode *
旭 Asahi *
和田 Wada *

 昭和新町 しょうわしんまち Showa-Shinmachi 鶉 Uzura
 成願寺町 じょうがんじちょう Joganji-cho 酒生 Sako
 次郎丸町 じろうまるちょう Jiromaru-cho 岡保 Okabo
 下莇生田町 しもあぞうだちょう Shimo-Azoda-cho 六条 Rokujo
 下荒井町 しもあらいちょう Shimo-Arai-cho 清明 Seimei
 下一光町 しもいかりちょう Shimo-Ikari-cho 安居 Ago
 下市町 しもいちちょう Shimoichi-cho 東安居 Higashi-Ago
 下江尻町 しもえじりちょう Shimo-Ejiri-cho 麻生津 Asozu

社西 Yashiro-nishi *
社南 Yashiro-minami *

 下河北町 しもこぎたちょう Shimo-Kogita-cho 文殊 Monju
 下中町 しもなかちょう Shimonaka-cho 円山 Enzan
 浄教寺町 じょうきょうじちょう Jokyoji-cho 一乗 Ichijo
 浄土寺町 じょうどじちょう Jodoji-cho 鶉 Uzura
 白方町 しらかたちょう Shirakata-cho 棗 Natsume
 白滝町 しらたきちょう Shirataki-cho 殿下 Denga
 白浜町 しらはまちょう Shirahama-cho 国見 Kunimi
 新下江守町 しんしもえもりちょう Shin-shimo-Emori-cho 社南 Yashiro-minami
 新田本町 しんでんほんまち Shinden-Honmachi 中藤島 Naka-Fujishima
 新開町 しんびらきちょう Shinbiraki-cho 文殊 Monju
 新保町 しんぼちょう Shinbo-cho 啓蒙 Keimo
新保北1丁目 しんぼきた１ちょうめ Shinbo-kita1Chome 啓蒙 Keimo
 新保1～3丁目 しんぼ１～３ちょうめ Shinbo1~3Chome 啓蒙 Keimo

 城東1丁目

 城東3丁目

 城東4丁目

 下東郷町

Shimo-Emori-choしもえもりちょう

じょうとう４ちょうめ Joto4Chome

Joto3Chomeじょうとう３ちょうめ

Joto1Chomeじょうとう１ちょうめ

Shimo-Togo-choしもとうごうちょう

し si

 下江守町



 順化1丁目 じゅんか１ちょうめ Junka1Chome 順化 Junka
 順化2丁目 じゅんか２ちょうめ Junka2Chome 順化 Junka
 小路町 しょうじちょう Shoji-cho 東郷 Togo
 宿堂町 しゅくどうちょう Shukudo-cho 殿下 Denga
 生野町 しょうのちょう Shono-cho 麻生津 Asozu
 菖蒲谷町 しょうぶだにちょう Shobudani-cho 鶉 Uzura
 地蔵堂町 じぞうどうちょう Jizodo-cho 西藤島 Nishi-Fujishima
 品ケ瀬町 しながせちょう Shinagase-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 城有町 しろありちょう Shiroari-cho 越廼 Koshino
 志津が丘1～4丁目 しづがおか１～４ちょうめ Shizugaoka1~4Chome 清水西 Shimizu-nishi
 島寺町 しまでらちょう Shimadera-cho 清水南 Shimizu-minami
 清水町 しみずちょう Shimizu-cho 清水東 Shimizu-higashi
 清水杉谷町 しみずすぎたにちょう Shimizu-Sugitani-cho 清水東 Shimizu-higashi
 清水畑町 しみずばたちょう Shimizubata-cho 清水西 Shimizu-nishi
 清水山町 しみずやまちょう Shimizuyama-cho 清水南 Shimizu-minami
 下天下町 しもてがちょう Shimo-Tega-cho 清水東 Shimizu-higashi

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 末広町 すえひろまち Suehiromachi 麻生津 Asozu
 末 町 すえまち Suemachi 安居 Ago
 菅谷町 すがやちょう Sugaya-cho 東安居 Higashi-Ago

東安居 Higashi-Ago *
湊 Minato *

 菅谷2丁目 すがや２ちょうめ Sugaya2Chome 東安居 Higashi-Ago
 杉谷町 すぎたにちょう Sugitani-cho 清明 Seimei
 砂子坂町 すなごさかちょう Sunagosaka-cho 鶉 Uzura
 砂子田町 すなごだちょう Sunagoda-cho 鶉 Uzura
 椙谷町 すいだにちょう Suidani-cho 上宇坂 Kami-Usaka

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 成和1丁目 せいわ１ちょうめ Seiwa1Chome 和田 Wada
 成和2丁目 せいわ２ちょうめ Seiwa2Chome 和田 Wada
 仙 町 せんちょう Sen-cho 鶉 Uzura

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 曽万布町 そんぼちょう Sonbo-cho 岡保 Okabo

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 高尾町 たかおちょう Takao-cho 酒生 Sako

松本 Matsumoto *
中藤島 Naka-Fujishima *
明新 Meishin *

 高木西1丁目 たかぎにし１ちょうめ Takagi-nishi1Chome 明新 Meishin
 高木1丁目 たかぎ１ちょうめ Takagi1Chome 中藤島 Naka-Fujishima
 高木2丁目 たかぎ２ちょうめ Takagi2Chome 中藤島 Naka-Fujishima
 高木北1～5丁目 たかぎきた１～５ちょうめ Takagi1~5Chome 中藤島 Naka-Fujishima
 高木中央1丁目 たかぎちゅうおう１ちょうめ Takagi-chuo1Chome 中藤島 Naka-Fujishima
 高木中央2丁目 たかぎちゅうおう２ちょうめ Takagi-chuo2Chome 中藤島 Naka-Fujishima
 高木中央3丁目 たかぎちゅうおう３ちょうめ Takagi-chuo3Chome 中藤島 Naka-Fujishima
 高須町 たかすちょう Takasu-cho 棗 Natsume
 高塚町 たかつかちょう Takatsuka-cho 社北 Yashiro-Kita
 高屋町 たかやちょう Takaya-cho 河合 Kawai
 大東1～3丁目 だいとう１～３ちょうめ Daito1~3Chome 円山 Enzan
 田治島町 たじしまちょう Tajishima-cho 上文殊 Kami-Monju
 種池町 たないけちょう Tanaike-cho 社南 Yashiro-minami
 種池1丁目 たないけ１ちょうめ Tanaike1Chome 社南 Yashiro-minami

Takagi-choたかぎちょう

すがや１ちょうめ

そ so

 菅谷1丁目

せ se

Sugaya1Chome

す su

 高木町

た ta



 種池2丁目 たないけ２ちょうめ Tanaike2Chome 社南 Yashiro-minami
 田中町 たなかちょう Tanaka-cho 上文殊 Kami-Monju
 田ノ頭町 たのかしらちょう Tanokashira-cho 棗 Natsume
 田ノ谷町 たのたにちょう Tanotani-cho 大安寺 Daianji
 為寄町 ためよりちょう Tameyori-cho 棗 Natsume
 田原1丁目 たわら１ちょうめ Tawara1Chome 春山 Haruyama
 田原2丁目 たわら１ちょうめ Tawara2Chome 春山 Haruyama
 大願寺1丁目 だいがんじ１ちょうめ Daiganji1Chome 松本 Matsumoto
 大願寺2丁目 だいがんじ２ちょうめ Daiganji2Chome 松本 Matsumoto
 大願寺3丁目 だいがんじ３ちょうめ Daiganji3Chome 松本 Matsumoto
 高柳町 たかやなぎちょう Takayanagi-cho 中藤島 Naka-Fujishima
 高柳1丁目 たかやなぎ１ちょうめ Takayanagi1Chome 中藤島 Naka-Fujishima
 高柳2丁目 たかやなぎ２ちょうめ Takayanagi2Chome 中藤島 Naka-Fujishima
 高柳3丁目 たかやなぎ３ちょうめ Takayanagi3Chome 中藤島 Naka-Fujishima
 高田町 たかだちょう Takada-cho 下宇坂 Shimo-Usaka
 田尻町 たじりちょう Tajiri-cho 下宇坂 Shimo-Usaka
 滝波町 たきなみちょう Takinami-cho 清水西 Shimizu-nishi
 竹生町 たこうちょう Takou-cho 清水東 Shimizu-higashi
 田尻栃谷町 たじりとちたにちょう Tajiri-Tochitani-cho 清水東 Shimizu-higashi

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 中央1丁目 ちゅうおう１ちょうめ Chuo1Chome 順化 Junka
 中央2丁目 ちゅうおう２ちょうめ Chuo2Chome 順化 Junka
 中央3丁目 ちゅうおう３ちょうめ Chuo3Chome 順化 Junka
 千合町 ちごうちょう Chigo-cho 殿下 Denga

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 月見1丁目 つきみ１ちょうめ Tsukimi1Chome 豊 Minori
 月見2丁目 つきみ２ちょうめ Tsukimi2Chome 豊 Minori
 月見3丁目 つきみ３ちょうめ Tsukimi3Chome 豊 Minori
 月見4丁目 つきみ４ちょうめ Tsukimi4Chome 豊 Minori
 月見5丁目 つきみ５ちょうめ Tsukimi5Chome 豊 Minori
 つくし野1丁目 つくしの１ちょうめ Tsukushino1Chome 河合 Kawai
 つくし野2丁目 つくしの２ちょうめ Tsukushino2Chome 河合 Kawai
 つくし野3丁目 つくしの３ちょうめ Tsukushino3Chome 河合 Kawai
 つくも1丁目 つくも１ちょうめ Tsukumo1Chome 足羽 Asuwa
 つくも2丁目 つくも２ちょうめ Tsukumo1Chome 足羽 Asuwa
 土橋町 つちはしちょう Tsuchihashi-cho 西藤島 Nishi-Fujishima
 角折町 つのおりちょう Tsunoori-cho 東安居 Higashi-Ago
 角原町 つのはらちょう Tsunohara-cho 麻生津 Asozu
 剣大谷町 つるぎおおたにちょう Tsurugi-Otani-cho 鶉 Uzura
 坪谷町 つぼたにちょう Tsubotani-cho 清水南 Shimizu-Minami

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 手寄1丁目 てよせ１ちょうめ Teyose1Chome 旭 Asahi
 手寄2丁目 てよせ２ちょうめ Teyose2Chome 旭 Asahi
 寺前町 てらまえちょう Teramae-cho 中藤島 Naka-Fujishima
 殿下町 てんがちょう Tenga-cho 岡保 Okabo
 天王町 てんのうちょう Tenno-cho 六条 Rokujo
 照手1丁目 てるて１ちょうめ Terute1Chome 湊 Minato
 照手2丁目 てるて２ちょうめ Terute2Chome 湊 Minato
 照手3丁目 てるて３ちょうめ Terute3Chome 湊 Minato
 照手4丁目 てるて４ちょうめ Terute4Chome 湊 Minato
 照手町4丁目 てるてちょう４ちょうめ Terute-cho4Chome 湊 Minato

て te

つ tsu

ち chi



住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 問屋1～4丁目 といや１～４ちょうめ Toiya1~4Chome 和田 Wada
 東郷中島町 とうごうなかじまちょう Togo-Nakajima-cho 東郷 Togo
 東郷ニケ町 とうごうにかちょう Togo-Nika-cho 東郷 Togo
 燈豊町 とうぶちょう Tobu-cho 本郷 Hongo

*
*

 灯明寺1～3丁目 とうみょうじ１～３ちょうめ Tomyoji1~3Chome 明新 Meishin
*
*

 堂島町 どうじまちょう Dojima-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 栂野町 とがのちょう Togano-cho 酒生 Sako
 徳尾町 とくおちょう Tokuo-cho 麻生津 Asozu
 徳光町 とくみつちょう Tokumitsu-cho 上文殊 Kami-Monju
 栃泉町 とちいずみちょう Tochiizumi-cho 東郷 Togo
 豊岡1，2丁目 とよおか１，２ちょうめ Toyooka1&2Chome 東安居 Higashi-Ago
 豊島1，2丁目 とよしま１，２ちょうめ Toyoshima1&2Chome 旭 Asahi
 所谷町 ところだにちょう Tokorodani-cho 上宇坂 Kami-Usaka

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 中荒井町 なかあらいまち Naka-Araimachi 清明 Seimei
 中河内町 なかこうちちょう Naka-Kochi-cho 本郷 Hongo
 中新田町 なかしんでんちょう Naka-Shinden-cho 中藤島 Naka-Fujishima
 中平町 なかだいらちょう Nakadaira-cho 本郷 Hongo
 中角町 なかつのちょう Nakatsuno-cho 河合 Kawai
 中ノ郷町 なかのごうちょう Nakanogo-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 中野町 なかのちょう Nakano-cho 麻生津 Asozu
 中野1～3丁目 なかの１～３ちょうめ Nakano1~3Chome 麻生津 Asozu
 中毘沙門町 なかびしゃもんちょう Naka-Bishamon-cho 東郷 Togo
 中藤新保町 なかふじしんぼちょう Nakafuji-Shinbo-cho 中藤島 Naka-Fujishima
 中 町 なかまち Nakamachi 本郷 Hongo
 中山町 なかやまちょう Nakayama-cho 棗 Natsume
 長橋町 ながはしちょう Nagahashi-cho 鷹巣 Takasu
 長本町 ながもとちょう Nagamoto-cho 啓蒙 Keimo
 南居町 なごちょう Nago-cho 社南 Yashiro-minami
 波寄町 なみよせちょう Namiyose-cho 鶉 Uzura
 中手町 なかんてちょう Nakante-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 奈良瀬町 ならせちょう Narase-cho 下宇坂 Shimo-Usaka

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 西荒井町 にしあらいちょう Nishiarai-cho 本郷 Hongo
 西板垣町 にしいたがきちょう Nishi-Itagaki-cho 木田 Kida
 西大味町 にしおおみちょう Nishi-Omi-cho 上文殊 Kami-Monju
 西開発1～5丁目 にしかいほつ１～５ちょうめ Nishi-Kaihotsu1~5Chome 啓蒙 Keimo
 西方町 にしかたちょう Nishikata-cho 和田 Wada
 西方1，2丁目 にしかた１，２ちょうめ Nishikata1&2Chome 和田 Wada
 西学園1～3丁目 にしがくえん１～３ちょうめ Nishi-Gakuen1~3Chome 東安居 Higashi-Ago

木田 Kida *
豊 Minori *
木田 Kida *
豊 Minori *
足羽 Asuwa *
豊 Minori *

 西木田4丁目 にしきだ４ちょうめ Nishi-Kida4Chome 豊 Minori
 西木田5丁目 にしきだ５ちょうめ Nishi-Kida5Chome 豊 Minori
 西谷1丁目 にしたに１ちょうめ Nishitani1Chome 豊 Minori
 西谷2，3丁目 にしたに２，３ちょうめ Nishitani2&3Chome 社南 Yashiro-minami

Tomyoji4Chome

Tomyoji-cho

とうみょうじ４ちょうめ

Nishi-Kida3Chome

Nishi-Kida2Chome

Nishi-Kida1Chome

にしきだ３ちょうめ

にしきだ２ちょうめ

にしきだ１ちょうめ

Meishin

Meishin

な na

に ni

とうみょうじちょう

 西木田1丁目

 西木田2丁目

 西木田3丁目

と to

 灯明寺町 明新

 灯明寺4丁目 明新



社南 Yashiro-minami *
豊 Minori *

 西新町 にししんまち Nishi-Shinmachi 一乗 Ichijo
 西中野町 にしなかのちょう Nishi-Nakano-cho 鶉 Uzura
 西畑町 にしはたちょう Nishihata-cho 鷹巣 Takasu
 西二ツ屋町 にしふたつやちょう Nishi-Futatsuya-cho 鷹巣 Takasu
 西袋町 にしぶくろちょう Nishi-Bukuro-cho 上文殊 Kami-Monju
 西別所町 にしべっしょちょう Nishi-Bessho-cho 殿下 Denga
 西堀町 にしぼりちょう Nishibori-cho 西藤島 Nishi-Fujishima
 日光1，2丁目 にっこう１，２ちょうめ Nikko1&2Chome 湊 Minato

*
*
*
*

 新田塚2丁目 にったづか２ちょうめ Nittazuka2Chome 明新 Meishin
 二の宮1丁目 にのみや１ちょうめ Ninomiya1Chome 松本 Matsumoto

*
*

 二の宮3丁目 にのみや３ちょうめ Ninomiya3Chome 明新 Meishin
 二の宮4丁目 にのみや４ちょうめ Ninomiya4Chome 明新 Meishin
 二の宮5丁目 にのみや５ちょうめ Ninomiya5Chome 明新 Meishin
 西下野町 にししものちょう Nishishimono-cho 社北 Yashiro-kita
 仁位町 にいちょう Nii-cho 羽生 Hanyu
 西天田町 にしあまだちょう Nishiamada-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 西市布町 にしいちぬのちょう Nishiichinuno-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 西河原町 にしこうばらちょう Nishikobaracho 上宇坂 Kami-Usaka
 西中町 にしなかちょう Nishinaka-cho 上宇坂 Kami-Usaka

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
縫原町 ぬいはらちょう Nuihara-cho 羽生 Hanyu

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 猫瀬町 ねこせちょう Nekose-cho 本郷 Hongo

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
野波町 のなみちょう Nonami-cho 羽生 Hanyu

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 羽坂町 はざかちょう Hazaka-cho 安居 Ago
 畠中町 はたけなかちょう Hatakenaka-cho 殿下 Denga
 花野谷町 はなのたにちょう Hananotani-cho 岡保 Okabo
 花守町 はなもりちょう Hanamori-cho 麻生津 Asozu
 浜島町 はましまちょう Hamashima-cho 棗 Natsume
 浜住町 はまじゅうちょう Hamaju-cho 鷹巣 Takasu
 浜別所町 はまべっしょちょう Hamabessho-cho 棗 Natsume
 春山1，2丁目 はるやま１，２ちょうめ Haruyami1&2Chome 春山 Haruyama
 花堂町 はなんどうちょう Hanando-cho 豊 Minori
 花堂北1，2丁目 はなんどうきた１，２ちょうめ Hanando-kita1&2Chome 豊 Minori
 花堂中1，2丁目 はなんどうなか１，２ちょうめ Hanando-naka1&2Chome 豊 Minori
 花堂東1，2丁目 はなんどうひがし１，２ちょうめ Hanando-higashi1&2Chome 木田 Kida
 花堂南1，2丁目 はなんどうみなみ１，２ちょうめ Hanando-minami1&2Chome 豊 Minori
 林 町・林藤島町 はやしちょう・はやしふじしまちょう Hayashi-cho・Hayashi-Fujishima-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 原目町 はらめちょう Harame-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 半田町 はんだちょう Handa-cho 文殊 Monju
 計石町 はかりいしちょう Hakariishi-cho 羽生 Hanyu
 浜北山町 はまきたやまちょう Hamakitayama-cho 越廼 Koshino

MatsumotoNinomiya2Chomeにのみや２ちょうめ

Meishin

Meishin

Nittazuka1Chome

Nittazuka-cho

にったづか１ちょうめ

にったづかちょう

Nishitani-choにしたにちょう

ぬ nu

は ha

 新田塚町 明新

 新田塚1丁目 明新

 二の宮2丁目 松本

 西谷町

ね ne

の no



住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
旭 Asahi *
日之出 Hinode *
旭 Asahi *
日之出 Hinode *
旭 Asahi *
日之出 Hinode *

 日之出4丁目 ひので４ちょうめ Hinode4Chome 日之出 Hinode
*
*

 東明里町 ひがしあかりちょう Higashi-Akari-cho 湊 Minato
 東今泉町 ひがしいまいずみちょう Higashi-Imaizumi-cho 円山 Enzan
 東大味町 ひがしおおみちょう Higashiomicho 上文殊 Kami-Monju
 東下野町 ひがししものちょう Higashishimono-cho 社北 Yashiro-kita
 東新町 ひがししんまち Higashi-Shinmachi 一乗 Ichijo
 東平町 ひがしだいらちょう Higashidaira-cho 本郷 Hongo
 東森田1～4丁目 ひがしもりだ１～４ちょうめ Higashimorida1~4Chome 森田 Morita
 引目町 ひきめちょう Hikime-cho 清明 Seimei
 東天田町 ひがしあまだちょう Higashiamada-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 東川上町 ひがしかわかみちょう Higashikawakami-cho 羽生 Hanyu
 東河原町 ひがしこうばらちょう Higashikobara-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 東俣町 ひがしまたちょう Higashimata-cho 羽生 Hanyu
 平尾町 ひらおちょう Hirao-cho 清水西 Shimizu-nishi

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 深坂町 ふかさかちょう Fukasaka-cho 棗 Natsume
 深見町 ふかみちょう Fukami-cho 東郷 Togo
 福 町 ふくまち Fukumachi 社南 Yashiro-minami
 福1丁目 ふく１ちょうめ Fuku1Chome 社南 Yashiro-minami
 渕1丁目 ふち１ちょうめ Fuchi1Chome 社南 Yashiro-minami
 渕2丁目 ふち２ちょうめ Fuchi2Chome 社南 Yashiro-minami
 渕3丁目 ふち３ちょうめ Fuchi3Chome 社南 Yashiro-minami
 渕4丁目 ふち４ちょうめ Fuchi4Chome 社西 Yashiro-nishi

社南 Yashiro-minami
社西 Yashiro-nishi
松本 Matsumoto *
春山 Haruyama *
宝永 Hoei *
松本 Matsumoto *
春山 Haruyama *

 文京3丁目 ぶんきょう３ちょうめ Bunkyo3Chome 春山 Haruyama
 文京4丁目 ぶんきょう４ちょうめ Bunkyo4Chome 春山 Haruyama
 文京5丁目 ぶんきょう５ちょうめ Bunkyo5Chome 日新 Nisshin

湊 Minato *
日新 Nisshin *
湊 Minato *
西藤島 Nishi-Fujishima *

 福2丁目 ふく２ちょうめ Fuku2Chome 社北 Yashiro-kita
 布施田町 ふせだちょう Fuseda-cho 鶉 Uzura
 二ツ屋町 ふたつやちょう Futatsuya-cho 殿下 Denga
 渕1丁目 ふち１ちょうめ Fuchi1Chome 社南 Yashiro-minami
 深谷町 ふかたにちょう Fukatani-cho 西藤島 Nishi-Fujishima
 福新町 ふくしんまち Fukushinmachi 社西 Yashiro-nishi
 藤島町 ふじしまちょう Fujishima-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 二上町 ふたがみちょう Futagami-cho 文殊 Monju
 二日市町 ふつかいちちょう Futsukaichi-cho 河合 Kawai
 舟橋町 ふなばしちょう Funabashi-cho 中藤島 Naka-Fujishima

Bunkyo7Chome

Bunkyo6Chome

ぶんきょう７ちょうめ

ぶんきょう６ちょうめ

Bunkyo2Chome

Bunkyo1Chome

Fuchimachi

ぶんきょう２ちょうめ

ぶんきょう１ちょうめ

ふちまち

Hinodeひので５ちょうめ

 文京2丁目

 文京6丁目

 渕 町

 文京1丁目

ひ hi

 日之出1丁目

 日之出2丁目

 日之出3丁目

 日之出5丁目 日之出

ふ hu

 文京7丁目

ひので３ちょうめ

ひので２ちょうめ

Hinode1Chomeひので１ちょうめ

Hinode2Chome

Hinode3Chome

Hinode5Chome



 舟橋1～3丁目 ふなばし１～３ちょうめ Funabashi1&3Chome 中藤島 Naka-Fujishima
 舟橋新1丁目 ふなばししん１ちょうめ Funabashishin1Chome 明新 Meishin

*
*

 舟橋黒竜1，2丁目 ふなばしくろたつ１，２ちょうめ Funabashikurotatsu1&2Chome 明新 Meishin
 冬野町 ふゆのちょう Fuyuno-cho 麻生津 Asozu
 武周町 ぶしゅうちょう Bushu-cho 殿下 Denga
 古市町 ふるいちちょう Furuichi-cho 森田 Morita
 古市1丁目 ふるいち１ちょうめ Furuichi1Chome 森田 Morita
 古市2丁目 ふるいち２ちょうめ Furuichi2Chome 森田 Morita
 古市3丁目 ふるいち３ちょうめ Furuichi3Chome 森田 Morita
 福島町 ふくしまちょう Fukushima-cho 下宇坂 Shimo-Usaka

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 別所町 べっしょちょう Bessho-cho 木田 Kida
 別畑町 べつばたちょう Betsubata-cho 殿下 Denga

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 宝永1丁目 ほうえい１ちょうめ Hoei1Chome 宝永 Hoei
 宝永2丁目 ほうえい２ちょうめ Hoei2Chome 宝永 Hoei

*
*
*
*

 本堂町 ほんどうちょう Hondo-cho 安居 Ago
 鉾ケ崎町 ほこがさきちょう Hokogasaki-cho 麻生津 Asozu
 細坂町 ほそさかちょう Hososaka-cho 安居 Ago

上文殊 Kami-Monju *
文殊 Monju *

 堀ノ宮町 ほりのみやちょう Horinomiya-cho 西藤島 Nishi-Fujishima
 堀ノ宮1丁目 ほりのみや１ちょうめ Horinomiya1Chome 西藤島 Nishi-Fujishima

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 舞屋町 まいやちょう Maiya-cho 社南 Yashiro-minami
 前波町 まえばちょう Maeba-cho 酒生 Sako
 真木町 まきちょう Maki-cho 麻生津 Asozu
 牧ノ島町 まきのしまちょう Makinoshima-cho 日新 Nisshin
 間山町 まやまちょう Mayama-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 丸山町 まるやまちょう Maruyama-cho 啓蒙 Keimo

*
*

啓蒙 Keimo *
円山 Enzan *

 丸山3丁目 まるやま３ちょうめ Maruyama3Chome 啓蒙 Keimo
 町屋1丁目 まちや１ちょうめ Machiya1Chome 松本 Matsumoto
 町屋2丁目 まちや２ちょうめ Machiya2Chome 松本 Matsumoto
 町屋3丁目 まちや３ちょうめ Machiya3Chome 松本 Matsumoto
 松本1丁目 まつもと１ちょうめ Matsumoto1Chome 松本 Matsumoto
 松本2丁目 まつもと２ちょうめ Matsumoto2Chome 松本 Matsumoto
 松本3丁目 まつもと３ちょうめ Matsumoto3Chome 宝永 Hoei

*
*

 松蔭町 まつかげちょう Matsukage-cho 鷹巣 Takasu
 松城町 まつしろちょう Matsushiro-cho 日之出 Hinode
 間戸町 まとちょう Mato-cho 羽生 Hanyu
 真栗町 まくりちょう Makuri-cho 清水南 Shimizu-minami

HoeiMatsumoto4Chomeまつもと４ちょうめ

Hodani-choほだにちょう

ほうえい４ちょうめ Hoei4Chome

Keimo

Hoei

HoeiHoei3Chomeほうえい３ちょうめ

MeishinFunabashishin2Chomeふなばししん２ちょうめ

Maruyama2Chome

Maruyama1Chome

まるやま２ちょうめ

まるやま１ちょうめ 丸山1丁目 啓蒙

ま ma

 丸山2丁目

 松本4丁目 宝永

 舟橋新2丁目 明新

 宝永4丁目 宝永

 帆谷町

 宝永3丁目 宝永

へ he

ほ ho



住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 三尾野町 みおのちょう Miono-cho 麻生津 Asozu
 水切町 みずきりちょう Mizukiri-cho 鶉 Uzura
 水越1丁目 みずこし１ちょうめ Mizukoshi1Chome 東安居 Higashi-Ago
 水越2丁目 みずこし２ちょうめ Mizukoshi2Chome 東安居 Higashi-Ago
 水谷町 みずたにちょう Mizutani-cho 殿下 Denga
 三ツ屋町 みつやちょう Mitsuya-cho 西藤島 Nishi-Fujishima
 三ツ屋1，2丁目 みつや１，２ちょうめ Mitsuya1&2Chome 西藤島 Nishi-Fujishima
 蓑 町 みのちょう Mino-cho 鷹巣 Takasu

豊 Minori *
木田 Kida *

 みのり2丁目 みのり２ちょうめ Minori2Chome 豊 Minori
 みのり3丁目  みのり３ちょうめ Minori3Chome 豊 Minori
 みのり4丁目  みのり４ちょうめ Minori4Chome 豊 Minori
 南江守町 みなみえもりちょう Minami-Emoricho 社南 Yashiro-minami
 南菅生町 みなみすごうちょう Minami-Sugocho 鷹巣 Takasu
 南楢原町 みなみならはらちょう Minami-Naraharacho 大安寺 Daianji
 南山町 みなみやまちょう Minamiyamacho 東郷 Togo
 南四ツ居町 みなみよついちょう Minami-Yotsuicho 円山 Enzan
 南四ツ居1，2丁目  みなみよつい１，２ちょうめ Minami-Yotsui1&2Chome 円山 Enzan
 宮地町 みやじちょう Miyaji-cho 岡保 Okabo
 御幸1丁目 みゆき１ちょうめ Miyuki1Chome 旭 Asahi
 御幸2丁目 みゆき２ちょうめ Miyuki2Chome 旭 Asahi

旭 Asahi *
和田 Wada *

 御幸4丁目 みゆき４ちょうめ Miyuki4Chome 和田 Wada
 三宅町 みやけちょう Miyake-cho 鶉 Uzura
 宮郷町 みやごうちょう Miyago-cho 鷹巣 Takasu
 南西俣町 みなみにしまたちょう Minami-Nishimata-cho 羽生 Hanyu
 南野津又町 みなみのつまたちょう Minami-Notsumata-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 南宮地町 みなみみやじちょう Minami-Miyaji-cho 羽生 Hanyu
 美山町 みやまちょう Miyama-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 美山大谷町 みやまおおたにちょう Miyama-Otani-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 三留町 みとめちょう Mitome-cho 清水東 Shimizu-higashi

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 六日市町 むいかいちちょう Muikaichi-cho 河合 Kawai

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 和布町 めらちょう Mera-cho 鷹巣 Takasu
 免鳥町 めんどりちょう Mendori-cho 鷹巣 Takasu

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 桃園1丁目 ももぞの１ちょうめ Momozono1Chome 足羽 Asuwa
 桃園2丁目 ももぞの２ちょうめ Momozono2Chome 足羽 Asuwa
 門前町 もんぜんちょう Monzen-cho 社南 Yashiro-minami

社北 Yashiro-kita *
社南 Yashiro-minami *
社北 Yashiro-kita *
社南 Yashiro-minami *

 森行町 もりゆきちょう Moriyuki-cho 麻生津 Asozu
 本折町 もとおりちょう Motoori-cho 清水西 Shimizu-nishi

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 八重巻町 やえまきちょう Yaemaki-cho 森田 Morita

Monzen2Chome

Monzen1Chomeもんぜん１ちょうめ

もんぜん２ちょうめ

Miyuki3Chomeみゆき３ちょうめ

Minori1Chomeみのり１ちょうめ

 門前2丁目

や ya

め me

む mu

 門前1丁目

 みのり1丁目

 御幸3丁目

み mi

もmo



 八重巻中町 やえまきなかちょう Yaemaki-naka-cho 森田 Morita
 八重巻東町 やえまきひがしちょう Yaemaki-higashi-cho 森田 Morita
 安竹町 やすたけちょう Yasutake-cho 西藤島 Nishi-Fujishima
 安原町 やすはらちょう Yasuhara-cho 東郷 Togo
 安田町 やすだちょう Yasuda-cho 安居 Ago
 八ツ島町 やつしまちょう Yatsushima-cho 日新 Nisshin
 山室町 やまむろちょう Yamamuro-cho 河合 Kawai
 八幡町 やわたちょう Yawata-cho 本郷 Hongo
 八ツ島1丁目 やつしま１ちょうめ Yatsushima1Chome 日新 Nisshin
 薬師町 やくしちょう Yakushi-cho 羽生 Hanyu
 八ツ俣町 やつまたちょう Yatsumata-cho 越廼 Koshino
 山内町 やまうちちょう Yamauchi-cho 清水西 Shimizu-nishi

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 有楽町 ゆうらくちょう Yuraku-cho 足羽 Asuwa

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 四ツ井1，2丁目 よつい１，２ちょうめ Yotsui1&2Chome 日之出 Hinode
 米松1，2丁目 よねまつ１，２ちょうめ Yonematsu1&2Chome 日之出 Hinode
 横越町 よこごしちょう Yokogoshi-cho 上宇坂 Kami-Usaka
 吉山町 よしやまちょう Yoshiyama-cho 上宇坂 Kami-Usaka

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 両橋屋町 りょうはしやちょう Ryohashiya-cho 棗 Natsume
 寮 町 りょうまち Ryomachi 岡保 Okabo

住所 じゅうしょ Jusho 地区 Chiku
 若栄町 わかえちょう Wakae-cho 東藤島 Higashi-Fujishima
 若杉町 わかすぎちょう Wakasugi-cho 社北 Yashiro-kita
 若杉1～4丁目 わかすぎ１～４ちょうめ Wakasugi1~4Chome 社北 Yashiro-kita
 若杉浜1～3丁目 わかすぎはま１～３ちょうめ Wakasugihama1~3Chome 社北 Yashiro-kita

東安居 Higashi-Ago *
社北 Yashiro-kita *

 脇三ケ町 わきさんがちょう Wakisanga-cho 東郷 Togo
 和田1～3丁目 わだ１～３ちょうめ Wada1~3Chome 和田 Wada
 和田中町 わだなかちょう Wadanaka-cho 和田 Wada
 和田中1～3丁目 わだなか１～３ちょうめ Wadanaka1~3Chome 和田 Wada
 和田東1，2丁目 わだひがし１，２ちょうめ Wadahigashi1&2Chome 和田 Wada
 和田町 わだちょう Wada-cho 清水東 Shimizu-higashi

Watari-choわたりちょう

わ wa

り ri

よ yo

 渡 町

ゆ yu
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