
ふ　り　が　な ふ　り　が　な

1 江戸橋一丁目 えどばしいっちょうめ 51 八町二丁目 はっちょうにちょうめ

2 江戸橋二丁目 えどばしにちょうめ 52 八町三丁目 はっちょうさんちょうめ

3 江戸橋三丁目 えどばしさんちょうめ 53 東古河町 ひがしふるかわちょう

4 大谷町 おおたにちょう 54 東町津 ひがしまちつ

5 上浜町一丁目 かみはまちょういっちょうめ 55 東丸之内 ひがしまるのうち

6 上浜町二丁目 かみはまちょうにちょうめ 56 丸之内 まるのうち

7 上浜町三丁目 かみはまちょうさんちょうめ 57 丸之内養正町 まるのうちようせいちょう

8 上浜町四丁目 かみはまちょうよんちょうめ 58 港町 みなとまち

9 上浜町五丁目 かみはまちょうごちょうめ 59 美川町 みかわちょう

10 上浜町六丁目 かみはまちょうろくちょうめ 60 南河路 みなみこうじ

11 広明町 こうめいちょう 61 南新町 みなみしんまち

12 栄町一丁目 さかえまちいっちょうめ 62 南丸之内 みなみまるのうち

13 栄町二丁目 さかえまちにちょうめ 63 万町津 よろずまちつ

14 栄町三丁目 さかえまちさんちょうめ 64 阿漕町津興 あこぎちょうつおき

15 栄町四丁目 さかえまちよんちょうめ 65 岩田 いわた

16 桜橋一丁目 さくらばしいっちょうめ 66 大倉 おおくら

17 桜橋二丁目 さくらばしにちょうめ 67 上弁財町 かみべざいちょう

18 桜橋三丁目 さくらばしさんちょうめ 68 上弁財町津興 かみべざいちょうつおき

19 島崎町 しまざきちょう 69 幸町 さいわいちょう

20 鳥居町 とりいちょう 70 下弁財町津興 しもべざいちょうつおき

21 羽所町 はどころちょう 71 修成町 しゅうせいちょう

22 相生町 あいおいちょう 72 船頭町津 せんどうまちつ

23 愛宕町 あたごちょう 73 船頭町津興 せんどうまちつおき

24 大園町 おおぞのちょう 74 津興 つおき

25 押加部町 おしかべちょう 75 西阿漕町岩田 にしあこぎちょういわた

26 乙部 おとべ 76 野崎垣内岩田 のざきがいといわた

27 海岸町 かいがんちょう 77 藤枝町 ふじえだちょう

28 神納 かのう 78 本町 ほんまち

29 神納町 かのうちょう 79 三重町津興 みえちょうつおき

30 川添町 かわぞえちょう 80 南中央 みなみちゅうおう

31 北町津 きたまちつ 81 柳山津興 やなぎやまつおき

32 北丸之内 きたまるのうち 82 八幡町津 やわたちょうつ

33 寿町 ことぶきちょう 83 八幡町藤方 やわたちょうふじかた

34 桜田町 さくらだちょう 84 八幡町津興 やわたちょうつおき

35 新立町津 しんたてまちつ 85 高野尾町 たかのおちょう

36 新東町塔世 しんひがしまちとうせ 86 あのつ台一丁目 あのつだいいっちょうめ

37 新町一丁目 しんまちいっちょうめ 87 あのつ台二丁目 あのつだいにちょうめ

38 新町二丁目 しんまちにちょうめ 88 あのつ台三丁目 あのつだいさんちょうめ

39 新町三丁目 しんまちさんちょうめ 89 あのつ台四丁目 あのつだいよんちょうめ

40 末広町 すえひろちょう 90 あのつ台五丁目 あのつだいごちょうめ

41 住吉町 すみよしちょう 91 大里川北町 おおざとかわきたちょう

42 高洲町 たかすちょう 92 大里窪田町 おおざとくぼたちょう

43 大門 だいもん 93 大里小野田町 おおざとこのだちょう

44 中央 ちゅうおう 94 大里野田町 おおざとのだちょう

45 中河原 なかがわら 95 大里睦合町 おおざとむつあいちょう

46 なぎさまち なぎさまち 96 大里山室町 おおざとやまむろちょう

47 西古河町 にしふるかわちょう 97 一身田大古曽 いっしんでんおおごそ

48 西丸之内 にしまるのうち 98 一身田上津部田 いっしんでんこうづべた

49 博多町 はかたちょう 99 一身田町 いっしんでんちょう

50 八町一丁目 はっちょういっちょうめ 100 一身田豊野 いっしんでんとよの
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ふ　り　が　な ふ　り　が　な

101 一身田中野 いっしんでんなかの 151 高茶屋小森上野町 たかぢゃやこもりうえのちょう

102 一身田平野 いっしんでんひらの 152 高茶屋小森町 たかぢゃやこもりちょう

103 夢が丘一丁目 ゆめがおかいっちょうめ 153 雲出伊倉津町 くもずいぐらづちょう

104 夢が丘二丁目 ゆめがおかにちょうめ 154 雲出鋼管町 くもずこうかんちょう

105 白塚町 しらつかちょう 155 雲出島貫町 くもずしまぬきちょう

106 栗真小川町 くりまこがわちょう 156 雲出長常町 くもずながつねちょう

107 栗真中山町 くりまなかやまちょう 157 雲出本郷町 くもずほんごうちょう

108 栗真町屋町 くりままちやちょう

109 安東町 あんとうちょう

110 一色町 いっしきちょう

111 観音寺町 かんのんじちょう

112 北河路町 きたこうじちょう

113 河辺町 こうべちょう

114 渋見町 しぶみちょう

115 長岡町 ながおかちょう

116 納所町 のうそちょう

117 産品 うぶしな

118 小舟 おぶね

119 殿村 とのむら

120 分部 わけべ

121 片田井戸町 かただいどちょう

122 片田久保町 かただくぼちょう

123 片田志袋町 かただしぶくろちょう

124 片田新町 かただしんまち

125 片田田中町 かただたなかちょう

126 片田長谷町 かただはせちょう

127 片田長谷場町 かただはせばちょう

128 片田薬王寺町 かただやくおうじちょう

129 片田町 かただちょう

130 神戸 かんべ

131 野田 のだ

132 半田 はんだ

133 緑が丘一丁目 みどりがおかいっちょうめ

134 緑が丘二丁目 みどりがおかにちょうめ

135 垂水 たるみ

136 藤方 ふじかた

137 南が丘一丁目 みなみがおかいっちょうめ

138 南が丘二丁目 みなみがおかにちょうめ

139 南が丘三丁目 みなみがおかさんちょうめ

140 南が丘四丁目 みなみがおかよんちょうめ

141 城山一丁目 しろやまいっちょうめ

142 城山二丁目 しろやまにちょうめ

143 城山三丁目 しろやまさんちょうめ

144 高茶屋一丁目 たかぢゃやいっちょうめ

145 高茶屋二丁目 たかぢゃやにちょうめ

146 高茶屋三丁目 たかぢゃやさんちょうめ

147 高茶屋四丁目 たかぢゃやよんちょうめ

148 高茶屋五丁目 たかぢゃやごちょうめ

149 高茶屋六丁目 たかぢゃやろくちょうめ

150 高茶屋七丁目 たかぢゃやななちょうめ
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1 久居東鷹跡町 ひさいひがしたかとまち 1 河芸町中別保 かわげちょうなかべっぽ

2 久居西鷹跡町 ひさいにしたかとまち 2 河芸町一色 かわげちょういっしき

3 久居万町 ひさいよろずまち 3 河芸町影重 かわげちょうかげしげ

4 久居中町 ひさいなかまち 4 河芸町上野 かわげちょううえの

5 久居幸町 ひさいさやまち 5 河芸町東千里 かわげちょうひがしちさと

6 久居旅籠町 ひさいはたごまち 6 河芸町西千里 かわげちょうにしちさと

7 久居寺町 ひさいてらまち 7 河芸町久知野 かわげちょうくちの

8 久居北口町 ひさいきたぐちちょう 8 河芸町中瀬 かわげちょうなかぜ

9 久居烏木町 ひさいからすぎちょう 9 河芸町北黒田 かわげちょうきたくろだ

10 久居明神町 ひさいみょうじんちょう 10 河芸町南黒田 かわげちょうみなみくろだ

11 久居藤ケ丘町 ひさいふじがおかちょう 11 河芸町高佐 かわげちょうたかさ

12 久居元町 ひさいもとまち 12 河芸町浜田 かわげちょうはまだ

13 久居小戸木町 ひさいこべきちょう 13 河芸町赤部 かわげちょうあかぶ

14 久居野村町 ひさいのむらちょう 14 河芸町三行 かわげちょうみゆき

15 久居小野辺町 ひさいこのんべちょう 15 河芸町千里ヶ丘 かわげちょうちさとがおか

16 久居井戸山町 ひさいいどやまちょう 16 河芸町杜の街一丁目 かわげちょうもりのまちいっちょうめ

17 久居野口町 ひさいのぐちちょう 17 河芸町杜の街二丁目 かわげちょうもりのまちにちょうめ

18 久居相川町 ひさいあいかわちょう

19 久居持川町 ひさいもちかわちょう

20 久居桜が丘町 ひさいさくらがおかちょう

21 久居新町 ひさいしんまち ふ　り　が　な

22 久居本町 ひさいほんまち 1 芸濃町椋本 げいのうちょうむくもと

23 久居二ノ町 ひさいにのまち 2 芸濃町楠原 げいのうちょうくすはら

24 須ケ瀬町 すがぜちょう 3 芸濃町林 げいのうちょうはやし

25 川方町 かわかたちょう 4 芸濃町中縄 げいのうちょうなかなわ

26 牧町 まきちょう 5 芸濃町忍田 げいのうちょうおしだ

27 新家町 にのみちょう 6 芸濃町小野平 げいのうちょうおのひら

28 木造町 こつくりちょう 7 芸濃町多門 げいのうちょうたもん

29 戸木町 へきちょう 8 芸濃町北神山 げいのうちょうきたこやま

30 久居射場町 ひさいいばちょう 9 芸濃町萩野 げいのうちょうはぎの

31 庄田町 しょうだちょう 10 芸濃町岡本 げいのうちょうおかもと

32 森町 もりちょう 11 芸濃町雲林院 げいのうちょううじい

33 久居一色町 ひさいいっしきちょう 12 芸濃町河内 げいのうちょうこうち

34 中村町 なかむらちょう

35 大鳥町 おおどりちょう

36 稲葉町 いなばちょう

37 久居緑が丘町一丁目 ひさいみどりがおかちょういっちょうめ ふ　り　が　な

38 久居緑が丘町二丁目 ひさいみどりがおかちょうにちょうめ 1 美里町五百野 みさとちょういおの

39 原町 さかきばらちょう 2 美里町足坂 みさとちょうあしざか

3 美里町三郷 みさとちょうみさと

4 美里町南長野 みさとちょうみなみながの

5 美里町北長野 みさとちょうきたながの

6 美里町平木 みさとちょうひらぎ

7 美里町桂畑 みさとちょうかつらはた

8 美里町家所 みさとちょういえどころ

9 美里町穴倉 みさとちょうあなくら

10 美里町高座原 みさとちょうこうざわら

11 美里町日南田 みさとちょうひなた

12 美里町船山 みさとちょうふなやま

13 美里町草生 みさとちょうくさわ

河芸町河芸町河芸町河芸町

芸濃町芸濃町芸濃町芸濃町

美里村美里村美里村美里村
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ふ　り　が　な ふ　り　が　な

1 安濃町草生 あのうちょうくさわ 1 白山町南家城 はくさんちょうみなみいえき

2 安濃町安部 あのうちょうあべ 2 白山町北家城 はくさんちょうきたいえき

3 安濃町中川 あのうちょうなかがわ 3 白山町藤 はくさんちょうふじ

4 安濃町川西 あのうちょうかわにし 4 白山町二俣 はくさんちょうふたまた

5 安濃町神田 あのうちょうこうだ 5 白山町真見 はくさんちょうまみ

6 安濃町南神山 あのうちょうみなみこやま 6 白山町城立 はくさんちょうじょうりゅう

7 安濃町前野 あのうちょうまえの 7 白山町小杉 はくさんちょうこすぎ

8 安濃町光明寺 あのうちょうこうみょうじ 8 白山町大原 はくさんちょうおおばら

9 安濃町今徳 あのうちょうこんどく 9 白山町福田山 はくさんちょうふくたやま

10 安濃町妙法寺 あのうちょうみょうほうじ 10 白山町川口 はくさんちょうかわぐち

11 安濃町浄土寺 あのうちょうじょうどうじ 11 白山町二本木 はくさんちょうにほんぎ

12 安濃町連部 あのうちょうつらべ 12 白山町岡 はくさんちょうおか

13 安濃町安濃 あのうちょうあのう 13 白山町三ヶ野 はくさんちょうみつがの

14 安濃町内多 あのうちょううちだ 14 白山町佐田 はくさんちょうさだ

15 安濃町太田 あのうちょうおおた 15 白山町中ノ村 はくさんちょうなかのむら

16 安濃町清水 あのうちょうしみず 16 白山町南出 はくさんちょうみなみで

17 安濃町曽根 あのうちょうそね 17 白山町上ノ村 はくさんちょうかみのむら

18 安濃町野口 あのうちょうのぐち 18 白山町垣内 はくさんちょうかいと

19 安濃町戸島 あのうちょうとしま 19 白山町八対野 はくさんちょうはったいの

20 安濃町大塚 あのうちょうおおつか 20 白山町稲垣 はくさんちょういなかけ

21 安濃町荒木 あのうちょうあらき 21 白山町古市 はくさんちょうふるいち

22 安濃町粟加 あのうちょうおおか 22 白山町山田野 はくさんちょうやまだの

23 安濃町田端上野 あのうちょうたばたうえの 23 白山町伊勢見 はくさんちょういせみ

24 安濃町東観音寺 あのうちょうとうかんおんじ

ふ　り　が　な ふ　り　が　な

1 香良洲町 からすちょう 1 美杉町竹原 みすぎちょうたけはら

2 美杉町八手俣 みすぎちょうはてまた

3 美杉町八知 みすぎちょうやち

4 美杉町太郎生 みすぎちょうたろう

ふ　り　が　な 5 美杉町三多気 みすぎちょうみたけ

1 一志町井生 いちしちょういう 6 美杉町杉平 みすぎちょうすぎひら

2 一志町大仰 いちしちょうおおのき 7 美杉町石名原 みすぎちょういしなはら

3 一志町石橋 いちしちょういしばし 8 美杉町川上 みすぎちょうかわかみ

4 一志町井関 いちしちょういせぎ 9 美杉町奥津 みすぎちょうおきつ

5 一志町波瀬 いちしちょうはぜ 10 美杉町丹生俣 みすぎちょうにゅうのまた

6 一志町八太 いちしちょうはた 11 美杉町上多気 みすぎちょうかみたげ

7 一志町片野 いちしちょうかたの 12 美杉町下多気 みすぎちょうしもたげ

8 一志町小山 いちしちょうおやま 13 美杉町下之川 みすぎちょうしものがわ

9 一志町其村 いちしちょうそのむら

10 一志町庄村 いちしちょうしょうむら

11 一志町小戸木　 いちしちょうこべき

12 一志町新沢田 いちしちょうしんさわだ

13 一志町平生 いちしちょうひろ

14 一志町虹が丘 いちしちょうにじがおか

15 一志町みのりヶ丘 いちしちょうみのりがおか

16 一志町高野 いちしちょうたかの

17 一志町田尻 いちしちょうたじり

18 一志町日置 いちしちょうひおき

19 一志町其倉 いちしちょうそのくら
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