
区域の区分 地域 

第１種区域 千疋字下宮後、津保川台１丁目、２丁目、千疋北１丁目、桜台１丁目から４丁

目の各全部                             

東山４丁目、市平賀字小路洞、千疋のうち字赤土、字入ヶ洞、字上宮後、字竹

ノ腰、字長平、字松洞、山田のうち字久寿志、字正萬、字鳥屋洞、字平田、千

疋北２丁目、大平台、小迫間のうち字檜洞、字宮洞、迫間のうち字北端、字柳

洞、迫間台１丁目、２丁目、下有知字入道、関ノ上１丁目から３丁目の各一部 

第２種区域 稲口、いろは町、梅ヶ枝町、大坪、桜木町、清水町、西欠ノ下、一ッ山町、前

山町、孫六町、南春日町、山ノ手１丁目から３丁目、若草通１丁目、２丁目、

貸上町、川間町、北福野町１丁目、２丁目、西仙房、桜本町１丁目、２丁目、

山王通西、清蔵寺、竪切北、竪切南、段下、力山、辻井戸町、西貸上、東仙房、

北仙房、緑町１丁目、２丁目、緑ヶ丘１丁目、南貸上、南仙房、向西仙房、雄

飛ヶ丘、旭ヶ丘１丁目、円保通１丁目から３丁目、黒屋、塔ノ洞、仲町、西本

郷、東町１丁目から５丁目、東野町、東本郷、東本郷通１丁目から６丁目、東

山、東山１丁目から３丁目、本郷町、吉野町、若草通３丁目、５丁目、広見、

小瀬南２丁目、星ヶ丘、広見北町、広見東町、向山町１丁目から４丁目、桐谷

台１丁目から３丁目、四季ノ台、平賀町１丁目から８丁目、東出町、植野、上

白金、下白金、戸田、保明、側島、虹ヶ丘北、虹ヶ丘南、希望ヶ丘町、西田原、

大杉、東田原、向陽台、東志摩、西境松町、寺田１丁目、２丁目、水ノ輪町、

西神野、神野、上大野、志津野、小野、稲河町、桜ヶ丘１丁目から桜ヶ丘３丁

目、神明町１丁目から４丁目、天徳町１丁目、２丁目、豊岡町１丁目から４丁

目、宮河町１丁目、２丁目、明生町１丁目から５丁目、弥生町３丁目、４丁目、

北天神１丁目から３丁目、南天神１丁目から３丁目、鋳物師屋、鋳物師屋１丁

目から３丁目、５丁目から７丁目、笠屋１丁目、２丁目、洞戸市場のうち字江

崎、字外ヶ島、洞戸通元寺のうち字外ヶ島、字岩野、洞戸片のうち字上ツルギ、

字シモ、字中、字宮前、字石浦、洞戸菅谷のうち字小岩、字松本、字ワラジ、

字中川原、字矢木口、字中村、字天神前、字ノボリ、字ハネ、字ヨツ切、字西

洞、字荒矢、字万場、字大洞口、字尾崎、字上エ野、字カネバ、字野中、字下

之洞、字コザコ、字トチガホラ、字ノジ洞、字中道、字サカウエ、字大洞、字

北畑、字向ヤシキ、字清水、字向畑、字フタマタ、字杉洞口、字溝洞、字宮前、

字タカボタ、洞戸小坂のうち字山下、字中畑、字キト口、字天神浦、字薬師前、

洞戸大野のうち字和田、字上岩野、字大東、字東中村、字西中村、字上大道、



字下大道、字小山、字筏場、字西野、洞戸黒谷のうち字山ザキ、字上切、字中

切、字宮前、字登リ、字下切、字神明前、洞戸栗原のうち字寺前、字上村、字

ツキガ子、字シタシマ、字大道下、字ヲキドノ、洞戸飛瀬のうち字道下、字藤

畑、字中村、字仁社越、字上利、字高栗、字北平、洞戸阿部字根場土、洞戸高

見のうち字田中森、字上村、字竃場、板取のうち字下根、字津奈子、字下タ島、

字起シ、字南起シ、字ヲサルヅカ、字寺尾、字中村、字中島谷岸、字島ノ下、

字島ノ元、字下タ村堅道、字井ノ上、字水左、字森前、字井ノ上北、字砂畑、

字中道下、字中村立道上、字明神前、字下モ老洞、字下タ島、字堀口、字下モ

中村、字下モ棚柄島、字上棚柄島、字葦瀬、字谷戸、字下街道、字高カ平、字

宮ノ下タ、字北街道、字西山、字大栢、字生老、字出口、字牧、字内牧、字島

尻、字落、字宮ノ前、字大道下タ、字藤淵、字水付、字大道西、字井之下タ、

字砂ケ瀬、字宮島道下、字宮島道上ミ、字土場、字下リ、字海道河原、字下タ

細ノ、字大茶畑、字水口シリ、字和田、字大堀西、字堀西井水上江、字名草井

水下タ、字名草井水上、字大道上エ、字橋向、字下モ街道、字平瀬高、字寺野、

字中屋敷、字上街道、字羽根街道、字カシボキ、字下島、字九蔵道上、字下モ

向、字下モ平曽、字九蔵道下、字中瀬、字牧兼、字松場道下タ、字茶屋下、字

中切、字尾川、字小田、字野、字井ノ曽、字薬師下、字下新谷、字仲畑、字寺

澤、字下タ大南、字上江大南、字下街道、字石橋、字下島、字小田街道、字四

ツ田、字下街道、字迎田、字折付、字下タ中根、字薬師下タ、字美佐、字中村

下タ、字岡山西、字土井戸、字下モテ大道下タ、字コウドハ子、字中村、字島

尻、字中根、字宮下モ、字日谷平、字宮前、字オノウヘ、字中平、字下モ平、

武芸川町谷口のうち字雲木、字諏訪洞、字入口、字出尾、字猿洞、字源氏、字

南森、字北森、字三ツ合、字清水、字東山、字尾花、字丸山、字寸洞、字舟洞、

字中川原、字八洞、字水戸洞、字西之山、字大幡、字岩名、字亀坂、字中根、

字六野、字三洞、字小三洞、字稲荷、字椿平、字寺尾、字欠ケ三洞、字落洞、

字下矢元、字松原、字杁戸、字西洞、字貴船、字光福、字栗穴、字鳥屋敷、字

荒神洞、字稲葉、字猪之洞、字椵木、字土佛洞、字西畑、字下熊、字栢木、字

口熊、字門熊、字中立、字追分、字善野、字桑原、字斉藤、字赤谷、武芸川町

宇多院のうち字丸山、字馬和多里、字上長瀬、字下長瀬、字保木山、字木入戸、

字雄有洞、字稲葉、字三笠山、字洗和井、字古山、字下井戸、字本都延、字記

録岩、字上ノハコ、武芸川町平のうち字油部、字井ノ山、字神山下、字市場、

字堤内、字五反田、字長洞、字桂洞、字中大洞、字三山口、字塚洞、字一本杉、



字小洞、字中ヶ洞、字杉洞、字舞子、武芸川町小知野のうち字小向、字落洞、

字眺視、字雨池、字香積寺、字中ノ屋敷、字堀出、字川田、字淵ノ上、武芸川

町八幡のうち字高田、字大洞、字鳶ヶ洞、字小野、字沖田、字雨田、字猿喰、

字山之下、字白山、字池之下、字池之洞、字岡之上、字松洞、字西野田、字井

之北、字三界道砂、字田楽洞、字藤洞、字殿洞、字神之洞、武芸川町高野のう

ち字源田洞、字四反田、字萱場、字棚栗、字江尻、字薦口、字天王寺、字土用

洞、字小豆島、字火燈山、武芸川町跡部のうち字前平、字桜本、字南ヶ洞、字

天神洞、字井口、字下田、字末田、字末田山、字段ノ尾、字城下、字田所洞、

字前平裏、字岩洞、字大洞、字長尾、字丸山、字黒洞、字御輿山、字清水、字

天神洞、字流源寺、字尾崎、字井山、字川原、字上野々、上之保のうち字天神、

字杉ケ野、字杉ケ野段、字杉ケ沢、字大石戸口、字赤ツラ、字大ノ畑、字大久

後、字内井戸、字上向、字赤鍋新田、字上正洞、字栃下、字正洞、字小巾、字

梶屋貝津、字宮前、字寺貝津、字笠屋、字畷テ、字古場、字正洞新田、字下横

腰、字下タ大之田、字仲畑下モ、字仲畑上ミ、字出口、字辻前、字河原田、字

中ケ島、字浦田、字女郎屋敷、字井芝、字保田下タ、字大道下、字大洞、字小

坂、字積平、字東田、字西田、字石神、字薮田、字横保木、字火打上の各全部                        

洞戸市場のうち字紋原島、字岩野、字神明前、字白山前、字天神前、字赤祖父、

字中瀬、洞戸通元寺字小山下、洞戸片のうち字下ツルギ、字杉洞、洞戸菅谷の

うち字下河原、字亀坂口、字山崎、字桑洞口、字鬼洞、字石ヶ畑、字栗ヶ坂、

字惣谷、字原、字宮ヶ洞、字今立、字水上、字穴ヶ洞、洞戸小坂のうち字浦島、

字川原、字前川原、字下ジマ、字迎島、洞戸大野のうち字下岩野、字宮東、字

村前、字風穴、洞戸黒谷のうち字門原、字坂下、字梅洞、洞戸栗原のうち字マ

キ、字曽利、字下村、字仲村、字仲ジマ、字スブチ、字イワヤ、字マチウラ、

洞戸飛瀬字トイナ、洞戸尾倉のうち字下村、字中村、字上村、字下野、字上野、

字野川、字岩野、洞戸高賀のうち字笠神、字谷戸、字仲畑、字平曽、字井会、

字島外戸、字仲島、字上外戸、字真寄勢、字宮下、字羽田、字添又、洞戸阿部

のうち字木作、字スセ、字佐賀平、字宮ノ下、洞戸高見のうち字下村、字持穴、

字中村、字下屋敷、字濃間山、字有屋、字藤田、字杉原、洞戸小瀬見のうち字

下清水、字上美座、字下美座、字黒渕、字岩ノ子、字上檀、板取のうち字下根

道上、字洞、字岩村寺南、字ガキガノド掘南、字アラス、字土場、字厚谷、字

瀬ミ、字蛭子蔵、字保木山、字下モ和田、字上和田、字上中村、字清水、字棚

平、字タラガ谷、字松葉洞、字舟渡、字花房、字葛レ、字下モ谷、字ウラ山、



字大道上江、字井之上江、字丸山、字野大道上江、字中細野、字大畑、字小鍋

子、字老向、字境谷北、字大道下タ、字松根、字道坂、字モチ穴、字会所、字

高ケ洞、字大川向、字三ツ石、字松場道上、字奥牧、字野中、字伊勢、字小田

ケ洞、字西ノ明、字上ミ平、字新谷、字上ミ向、字黒谷、字上新谷、字大船、

字上街道、字橿瀬、字津井谷、字橿瀬、字中街道、字野向、字天神、字赤石、

字杉澤、字中田、字黒地、字久後見、字和平、字宮下、字上ミ阿後、字湯屋、

字弥太郎畑、字下タ久後、字杉澤、字久江、字山神洞口、字下モテ大道上、字

大洞口、字八ツ又、字神明、字高倉、字黒谷、字雁羽瀬、字上ハ久後、字八ツ

保、字川浦、字尾ノ平、字向イ、字上ミ平、字コウド平、字タキナミ、字海曲、

字シッペ、字向イ、字荒倉、字大上ミ、字上ミ平、字飛坂、字栖瀬、字三洞、

武芸川町谷口のうち字花落、字窪見、字登戸、字曲り洞、字保木下、字下嶋、

字吉原、字森北、字横手、字今井、字長塚、字樋田、字砂田、字渡上、字田川

端、字新屋敷、字金屋、字金岡、字片狩、字嫁ヶ野、字辻ヶ洞、字宮ヶ洞、字

中金屋、字下金屋、字筧北、字岡田、字下野白、字益蔵主、字鍛治屋下、字出

口、字大屋敷、字中市場、字石原、字谷川、字中屋敷、字小山東、字桶森、字

金頭山、字東畑、字薬師前、字茅野、字田之洞、字生蒲谷、武芸川町宇多院の

うち字古屋敷、字柯尾地、字出宮地、字中一色、字甘井戸下、字御幸、字垂水

山、字キュセ川、字ネギヲマエ、字石橋、武芸川町平のうち字下平、字薬師前、

字中平、字西中平、字六反、字二反田、字高田、武芸川町小知野のうち字西屋

敷、字中屋敷、字南屋敷、字東屋敷、字暖井前、字樫木田、字西谷渡、字北屋

敷、字西松葉、字東松葉、字宮山越、字アワラ、字小洞口、字鯉折、字鐘鋳洞、

字汾田際、字山際、字池洞、字冨士洞、字大門、字下屋敷、字下タ出、字柏尾、

字池田、字東谷渡、字彦田、字下川原、武芸川町八幡のうち字木造、字稲荷、

字古森、字松葉、字薮下、字木舟、字上野田、字下野田、字西地徳寺、字東地

徳寺、字巾上、字溝北、字井之坪、字木之下、字淵頭、字大日廻、字上池田、

字下池田、字城戸、字乾田、字浦山前、字下流、字下柏尾、字上柏尾、字上流、

字東流、武芸川町高野のうち字西布、字北屋敷、字梅薮、字神高野、字上江尻、

字野中、字竹之腰、字藤、字中野、字上摠分、字下摠分、字大野、字中嶋、字

水押、字川原屋敷、字土場、字西枠ノ手、字東枠ノ手、字東萱場、字本山、字

芝堤、武芸川町跡部のうち字坂之下、字五福、字中之宮、字三反田、字平天神、

字高瀬、字北屋敷、字中屋敷、字南屋敷、字寺ノ洞、字三王寺、字新田、字西

掛、字流レ、字御申堂、字土路、字中島、字枠ノ手、字中畑、字マセグチ、字



梅ノ木、富之保のうち字粟野 漁り越、字粟野 中野、字粟野 大加下、字粟

野 御館野、字粟野 鬼谷、字粟野 水無、字粟野 赤坂、字粟野 畑中、字

粟野 内田、字粟野 畔野田、字粟野 長男佐、字粟野 伽藍、字粟野 宮之

前、字粟野 樫之木、字粟野 出合、字粟野 清水、字岩 下山、字岩 保木

下、字岩 垣内、字岩 下岩、字岩 神戸、字岩 小洞、字岩 下神戸、字岩 

井ノ上、字岩 中田、字岩 切石、字岩 谷渡、字岩 石原端、字岩 梶田、

字岩 臼洞口、字岩 臼洞、字岩 倉崎、字岩 山崎、字町 野田、字町 若

神子、字町 上若神子、字町 諏訪前、字町 馬渡、字町 裏、字大洞 定木

場、字大洞 間狹戸、字大洞 湿気洞口、字大洞 田之洞、字大洞 中屋敷、

字大洞 大前田、字大洞 丹波屋敷、字大洞 宮前、字大洞 大月、字大洞 中

田、字大洞 寺前、字大洞 野上、字一柳 天満保木、字一柳 中道下、字一

柳 道上、字一柳 城山、字武儀倉 日陰、字武儀倉 井瀬前、字武儀倉 下

伊瀬、字武儀倉 中井瀬、字武儀倉 長畑、字武儀倉 伊瀬裏、字武儀倉 下

氏庵、字武儀倉 坂ヶ洞、字武儀倉 上氏庵、字武儀倉 砂谷内、字武儀倉 北

野、字武儀倉 端間場、字武儀倉 松葉ヶ平、字武儀倉 中屋敷、字武儀倉 河

原畑、字武儀倉 平裏、字武儀倉 平前、字武儀倉 柏木平、字武儀倉 若林、

字武儀倉 銚子ヶ洞、字武儀倉 樋洞、字武儀倉 下柳、字武儀倉 柳洞、字

武儀倉 口無シ、字武儀倉 西柳、字武儀倉 木綿洞、字雁曽礼 山端長、字

雁曽礼 下堂谷内、字雁曽礼 通坂、字雁曽礼 向畑、字雁曽礼 上堂谷内、

字雁曽礼 中堂谷内、字雁曽礼 水洞、字雁曽礼 地理木、字雁曽礼 三ツ瀬、

字雁曽礼 小坂、字雁曽礼 立岩、字雁曽礼 向ヒ田、字雁曽礼 森下、字雁

曽礼 宮ノ前、字雁曽礼 向谷内、字雁曽礼 中谷裏、字雁曽礼 中屋、字雁

曽礼 中田、字雁曽礼 羽根、字雁曽礼 秋狩、字雁曽礼 荒神洞、字雁曽礼 

釜ヶ洞、字雁曽礼 桜峠、字雁曽礼 日陰、字雁曽礼 尾崎、字雁曽礼 坂下、

字雁曽礼 家山、字雁曽礼 段、字雁曽礼 六分一、中之保のうち字西ヶ洞、

字大塚、字下井戸、字合路、字中道下、字中屋敷、字新田、字沼田、字山苗木、

字木戸、字中島、字生賀、字六百田、字中尾崎、字明丹島、字一ノ洞口、字藤

川、字山道ノ上、字宮ノ腰、字波佐戸、字経文渕、字向イ田、字月ノ下、字倉

洞口、字平前、字尾崎、字柿ノ木原、字中田、字川切、字清水場、字中井野、

字石仏、字宮本道上、字下坂下、字新田、字宮本道下タ、字窪ミ、字大街道下、

字池田、字大街道上、字後洞口溝下、字観音浦、字寺屋敷、字中道下、字上屋

敷上、字外畑、字榎野上、字野滝、字川窪上、字川窪下、字野滝隅、字亜岐原



道下、字合渡隅、字古戸、字上屋敷道下タ、字上屋敷道上エ、字下屋敷道上エ、

字下屋敷道下タ、字宮上ミ、字清水場、字宮下モ、字花ノ木坂、字上道立、字

中道立、字下道立、字保田之上、字郷社浦、字寺ノ上、字寺前、字丸石、字三

口、字三口上、字木ノ洞、字岩井戸、字宮前、字下若栗、字森下、字上入、字

下入、字亀場、字クゴミ、字上山腰、字下柳瀬、字清水、字下タ切、字柳瀬、

字下山腰、字柳瀬洞口、字柳瀬洞中、字小宮東、字藤屋、字小宮西、字祖父川

口、字小宮洞、字若栗山、字河戸渕、下之保のうち字乳岩洞、字和園、字中谷、

字滝之枝、字上野段、字中田、字岩有瀬、字門原、字平林、字井戸尻、字長塚、

字中屋敷、字平、字境洞、字洗洞、字小坂、字石原、字上り瀬、字中屋敷、字

寺洞、字茶屋ヶ瀬、字保木洞、字助工、字五反田、字落合、字神明前、字片越、

字小山下、字谷戸、字仲田、字樋ヶ爪、字附屋、字権手、字溝口、字榎堂、字

山王洞、字横山、字小万場、字下志奈良、字上志奈良、字葛谷、字堀田、字ド

ンド、字北洞、字氷坂、字ヲジッペ、字大切、字稲葉、字上タラキ、字寺尾、

字下多良木、字保井戸、字荏畑、字土洞口、字中戸洞口、字井野木ヶ洞口、字

水ヶ洞口、字井野上、字風吹平、字畷上、字四ツ水口、字岩井戸、上之保のう

ち字天狗坂、字瀧之平、字迎田、字下平岩、字上平岩、字井之平、字大平野、

字森前、字押場、字長場ケ地、字嵯峨平、字袖之洞、字二又瀬、字念佛、字川

西、字下五宮、字上五宮、字古屋敷、字下万場、字上万場、字田畑ノ洞、字田

畑洞北平、字下田畑、字上田畑、字中塚屋、字横山、字田ノ尻、字寺田段、字

寺田、字田尻ノ洞、字西田尻、字合戸平、字辰洞口、字田尻、字田ノ上、字松

葉、字西垣内、字菖蒲田、字長畑、字先所、字中古屋敷、字会所、字上ノ会津、

字会所畑、字田代、字三月、字奈良屋、字森ケ前、字公神川原、字櫃洞、字笹

平、字高山、字中ノ島、字野合田、字中屋向、字二之瀬、字石垣、字大石戸、

字小石戸口、字上続キ、字木戸ノ口、字鳫柄、字不動島、字鳩屋、字嶋野、字

高平道上、字下屋敷、字馬渡り、字高畑上、字中高畑、字下高畑、字向嶋、字

外和田、字森向、字向奈良屋、字上馬渡、字森下、字小山、字宮之腰、字赤鍋、

字戸尻、字嶋、字滝ケ平、字前ケ平、字三把野、字三把野平、字段、字外洞、

字向イ嶋、字古場ケ洞、字向イ古場、字高谷、字東釜洞、字伽藍、字下貝津、

字巾、字上巾、字小正洞、字炭ケ洞、字赤童子、字釜洞、字竹之腰、字下モ西

之野、字市号洞、字上西之野、字保木口、字保木平、字仲横腰、字上横腰、字

下小花、字上小花、字真瀬戸、字向小花、字松場、字保木島、字大持、字杉瀬、

字仲大之田、字上ミ大之田、字下棚井、字中落、字横枕、字柳田、字八矛、字



上八矛、字上ミ小牧、字中洞山、字屋敷、字向杉瀬、字上杉瀬、字下杉瀬、字

天神洞、字天神下モ、字笠神、字笠神下、字水洞口、字保木平、字大杉、字上

山本、字中山本、字下山本、字宮木、字高下、字若宮前、字曲渕、字縄手、字

先谷、字上ケ曽、字井ノ平畑、字宮ケ野、字下名倉、字上名倉、字丸山平、字

宮ケ瀬、字渕之上、字霜之平、字長八海道、字中道、字霜切、字戸尻口、字中

島、字大道上、字向井島、字小洞口、字岩野、字岩瀬戸、字向小野、字比那木、

字小野、字白会津、字段々、字小場平、字下平、字上平、字高畑、字尾花、字

星永、字溝之上、字段布道上、字上段布、字寺ケ洞、字向島、字火打上平、字

火打下、字樽見の各一部                          

安桜台、安桜山、坂下町、千年町３丁目、西日吉町、西本郷通１丁目から３丁

目、梅龍寺山、平和通２丁目、３丁目、８丁目、本町１丁目、４丁目から６丁

目、南町１丁目、元重町、居敷町、栄町３丁目から５丁目、十三塚南、十六所、

宝山町、中福野町、西福野１丁目、２丁目、巾１丁目から３丁目、馬場出、東

貸上、東桜町、東福野町、緑ヶ丘２丁目、柳町、旭ヶ丘２丁目、伊勢町、観音

山、吉田町、出来町、西町、西旭ヶ丘、西本郷通４丁目から７丁目、東山４丁

目、吉本町、小瀬、池尻、小瀬南１丁目、池田町、倉知、肥田瀬、市平賀、南

出、東新町５丁目、７丁目、千疋、小屋名、山田、千疋北２丁目、大平台、小

迫間、迫間、迫間台１丁目、２丁目、下有知、関ノ上１丁目から３丁目、のぞ

みヶ丘、尾太町、春里町１丁目から３丁目、弥生町１丁目、２丁目、鋳物師屋

４丁目、平成通１丁目、２丁目のうち第一種区域、第三種区域及び第四種区域

を除いた地域 

第３種区域 朝倉町、鍛冶町、春日町１丁目から３丁目、金屋町、兼永町、河合町、貴船町、

小柳町、十軒町、白川町、新町、千年町１丁目、２丁目、月見町、常盤町、吐

月町、富本町、豊川町、日ノ出町１丁目、２丁目、平和通１丁目、４丁目から

７丁目、本町２丁目、３丁目、７丁目、８丁目、前町、森西町、赤淵、一本木

町、片倉町、栄町１丁目、２丁目、山王通１丁目、２丁目、寺内町、十三塚町、

十三塚北、新田、西居敷、西木戸町、古屋敷町、若宮町、相生町、上利町、旭

ヶ丘３丁目、吾妻町、観音前、新堀町、末広町、住吉町、関口町１丁目、２丁

目、４丁目、大平町１丁目から３丁目、大門町１丁目から３丁目、長住町、西

門前町、長谷寺町、花園町、東門前町、美園町、美和町、小瀬のうち字石橋洞、

字北池田、字北目貫橋、字首次、字高山、字東長池、字貳ッ岩、字丸山前、字

南池田、字南長池、字南目貫橋、池尻字坂田西洞、小瀬長池町、東新町１丁目



から４丁目、６丁目、下有知のうち字杁ノ戸、字岩本、字岡河戸前、字上中島、

字北添井堀、字狐塚、字岐阜新田、字小山、字小山西、字境松、字高新田、字

出店前、字出店裏、字野起、字深橋前、字富士裏、字富士西、字松田、字的場、

字道教、字道教北、字道教南、字南添井堀、字茂長洞、字田中、字冨士二、字

野畔、字岡河戸、寿町１丁目、２丁目、洞戸市場のうち字上溜池、字溜池、字

清水、字鎌倉、洞戸通元寺のうち字西川、字柿野谷下、字鎌倉裏、字下ノ段、

字川原、字出合、字清水、字中ノ段、字植ノ段、字溜池、字鈴淵、武芸川町谷

口のうち字柿ヶ平、字永長、字大塚、字馬渡、字瀬武洞、字矢元、字桜田、字

野白、字将監、字街道南、武芸川町宇多院のうち字長尾崎、字定見塚、字馳馬、

字四ツ辻、字神出平、字暖井、武芸川町平字柳原、武芸川町小知野字三ノ井、

武芸川町跡部のうち字田所口、字高田、字町田、字馬渡の各全部                                

安桜台、安桜山、坂下町、千年町３丁目、西日吉町、西本郷通１丁目から３丁

目、梅龍寺山、平和通２丁目、平和通３丁目、８丁目、本町１丁目、４丁目か

ら６丁目、南町１丁目、元重町、居敷町、栄町３丁目から５丁目、十三塚南、

十六所、宝山町、中福野町、西福野町１丁目、２丁目、巾１丁目から３丁目、

馬場出、東貸上、東桜町、東福野町、緑ヶ丘２丁目、柳町、旭ヶ丘２丁目、伊

勢町、観音山、吉田町、出来町、西町、西旭ヶ丘、西本郷通４丁目、西本郷通

５丁目から７丁目、吉本町、小瀬のうち字壹ノ門、字御嶽、字杉洞、字中野、

字長野、字西長池、字苻之岡、字南堀田、池尻のうち字尼ヶ洞、字坂田東洞、

池田町、倉知のうち字赤尾下、字牛頭、字裏屋鋪、字欠之下、字鐘搗、字四反

田、字砂利洞、字簗坪、字西藤谷、字東藤谷、字東若御子、字深田、字藤谷、

字南赤淵、字餅売場、字若御子、肥田瀬のうち字川原田、字田中、字道前、字

流、市平賀のうち字上流、字鹿塚、字下流、南出、東新町５丁目、７丁目、千

疋のうち字下野、字下大砂下、字西ノ野、字西柳原、小屋名のうち字上中島、

字神明東、字藤森、迫間のうち字大下、字大平、字前平、下有知のうち字赤谷、

字池ノ上、字岩崎、字大塚前、字大平前、字上蚯蚓洞、字下蚯蚓洞、字荘洞、

字末洞、字椙ヶ洞、字榿ノ木洞、字富士屋敷、字前洞新田、字峯形尾、字向中

野、字山ノ間、のぞみヶ丘、春里町１丁目から３丁目、弥生町１丁目、２丁目、

鋳物師屋４丁目、平成通１丁目、２丁目、洞戸市場字神明前、洞戸通元寺のう

ち字小山下、字神明前、字山王洞、字矢ノ洞、洞戸菅谷字下河原、洞戸小坂字

坂下、洞戸大野字下岩野、武芸川町谷口のうち字嫁ヶ野、字辻ヶ洞、字宮ヶ洞、

字下野白、字益蔵主、字金頭山、字田之洞、字生蒲谷、武芸川町宇多院のうち



字神明小碓、字祷盤下、字一色、字乳母之懐、字西朶知、字宇多坂、字三日水、

字東朶地、字御幸、字神武、字竪岩、字末通祈洞、字太鼓洞、字深田、字南田、

字垂水山、字十四伏、武芸川町平のうち字貝洞、字下大洞、字岩ヶ尾、字大根

洞、字西ヶ平、字川田、武芸川町小知野のうち字野際、字立岩、武芸川町跡部

のうち字田所山、字前平、字南ヶ洞の各一部 

第４種区域 新迫間、武芸川町谷口のうち字狭間、字矢影、武芸川町宇多院字境松、武芸川

町平のうち字塚越、字大橋、武芸川町八幡のうち字小田野、字古川、武芸川町

跡部のうち字川田、字川向の各全部                       

小瀬南１丁目、下有知のうち字池ノ上、字大平前、字下蚯蚓洞、字末洞、字榿

ノ木洞、字峯形尾、のぞみヶ丘、尾太町、武芸川町谷口のうち字小洞向、字大

榎、字岩井戸、字古黒見、字松山、字東大洞、字西大洞、武芸川町平字影ノ下、

武芸川町八幡のうち字出屋敷、字畑中、字淵頭、武芸川町跡部字柳原の各一部 

 


