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別紙 1 住所コード表 
　町　名 番　地　等 住所コード 　町　名 番　地　等 住所コード 　町　名 番　地　等 住所コード

500番地 植木町小野 全域 ２０３３０

会富町 全域 ６００１０ 502番地1～531番地 植木町亀甲 全域 ２０３４０

秋津新町 全域 ５００２０ 1272番地90 植木町木留 全域 ２０３５０

秋津町秋田 全域 ５００３０ 1629番地1～1633番地 植木町清水 全域 ２０３６０

秋津町沼山津 全域 ５００４０ 1653番地1 植木町鞍掛 全域 ２０３７０

秋津1丁目 全域 ５００４１ 1654番地1 植木町古閑 全域 ２０３８０

秋津2丁目 全域 ５００４２ 1654番地3 植木町色出 全域 ２０３９０

秋津3丁目 全域 ５００４３ 1654番地4 植木町正清 全域 ２０４００

麻生田1丁目 全域 ２００６１ 1655番地1 植木町鈴麦 全域 ２０４１０

麻生田2丁目 全域 ２００６２ 1655番地3～1656番地 植木町大和 全域 ２０４４０

麻生田3丁目 全域 ２００６３ 池田4丁目 全域 ３０１２４ 植木町田底 全域 ２０４２０

麻生田4丁目 全域 ２００６４ 池上町 全域 ３０１３０ 植木町滴水 全域 ２０４３０

麻生田5丁目 全域 ２００６５ 石原町 全域 ５０１４０ 植木町轟 全域 ２０４５０

荒尾町 全域 ６００７０ 石原1丁目 全域 ５０１４１ 植木町富応 全域 ２０４６０

荒尾1丁目 全域 ６００７１ 石原2丁目 全域 ５０１４２ 植木町豊岡 全域 ２０４７０

荒尾2丁目 全域 ６００７２ 石原3丁目 全域 ５０１４３ 植木町豊田 全域 ２０４８０

荒尾3丁目 全域 ６００７３ 和泉町 全域 ２０１６０ 植木町投刀塚 全域 ２０４９０

改寄町 全域 ２００８０ 出水1丁目 全域 ４０１５１ 植木町那知 全域 ２０５００

安政町 全域 ４００９０ 出水2丁目 全域 ４０１５２ 植木町一木 全域 ２０５１０

出水3丁目 全域 ４０１５３ 植木町平井 全域 ２０５２０

井川淵町 全域 ４０１００ 1番～3番 植木町平野 全域 ２０５３０

池亀町 全域 ３０１１０ 5番～16番 植木町平原 全域 ２０５４０

池田1丁目 全域 ３０１２１ 17番1号～11号 植木町広住 全域 ２０５５０

池田2丁目 全域 ３０１２２ 17番29号～54号 植木町舟島 全域 ２０５６０

1番～13番 21番1号～3号 植木町辺田野 全域 ２０５７０

14番5号～7号 21番16号～31号 植木町味取 全域 ２０５８０

14番16号～61号 22番～39番 植木町宮原 全域 ２０５９０

15番～22番 4番 植木町舞尾 全域 ２０６００

23番19号～25号 17番12号～28号 植木町山本 全域 ２０６１０

24番～30番 18番～20番 植木町米塚 全域 ２０６２０

56番 21番4号～15号 魚屋町1丁目 全域 ４０６３１

57番 出水5丁目 全域 ４０１５５ 魚屋町2丁目 全域 ４０６３２

174番地 出水6丁目 全域 ４０１５６ 魚屋町3丁目 全域 ４０６３３

188番地～210番地 出水7丁目 全域 ４０１５７ 兎谷1丁目 全域 ２０６４１

363番地～381番地 出水8丁目 全域 ４０１５８ 兎谷2丁目 全域 ２０６４２

391番地～410番地 板屋町 全域 ４０１７０ 兎谷3丁目 全域 ２０６４３

422番地1～498番地 出仲間1丁目 全域 ６０１８１ 海路口町 全域 ６０６５０

501番地 出仲間2丁目 全域 ６０１８２ 薄場町 全域 ６０６６０

532番地1～1272番地89 出仲間3丁目 全域 ６０１８３ 薄場1丁目 全域 ６０６６１

1272番地91～1627番地4 出仲間4丁目 全域 ６０１８４ 薄場2丁目 全域 ６０６６２

1634番地2～1652番地2 出仲間5丁目 全域 ６０１８５ 薄場3丁目 全域 ６０６６３

1653番地2 出仲間6丁目 全域 ６０１８６ 打越町 全域 ２０６９０

1654番地2 出仲間7丁目 全域 ６０１８７ 内田町 全域 ６０６７０

1654番地5 出仲間8丁目 全域 ６０１８８ 内坪井町 全域 ４０６８０

1654番地6 出仲間9丁目 全域 ６０１８９

1655番地2 今町 全域 ６０１９０ 江越1丁目 全域 ６０７０１

1657番地～1697番地 江越2丁目 全域 ６０７０２

23番1号～18号 植木町鐙田 全域 ２０２００ 画図東1丁目 全域 ５０７６１

23番26号～34号 植木町有泉 全域 ２０２１０ 画図東2丁目 全域 ５０７６２

31番～39番 植木町石川 全域 ２０２２０ 画図町大字上無田 全域 ５０７１０

40番1号～31号 植木町伊知坊 全域 ２０２３０ 画図町大字重富 全域 ５０７２０

40番33号 植木町今藤 全域 ２０２４０ 画図町大字下江津 全域 ５０７３０

41番～55番 植木町岩野 全域 ２０２５０ 画図町大字下無田 全域 ５０７４０

58番 植木町植木 全域 ２０２６０ 画図町大字所島 全域 ５０７５０

1番地～173番地 植木町上古閑 全域 ２０２７０ 江津1丁目 全域 ５０７７１

177番地～187番地 植木町後古閑 全域 ２０２８０ 1番1号～16号

212番地～362番地 植木町内 全域 ２０２９０ 2番～8番

382番地～390番地 植木町円台寺 全域 ２０３００ 9番1号～14号

411番地1～421番地 植木町大井 全域 ２０３１０ 10番～31番

499番地 植木町荻迫 全域 ２０３２０ 32番10号

３０１２３

４０１５４

５０１５４

池田3丁目

池田3丁目

２０１２３

３０１２３

【　え　】

【　う　】

【　あ　】

【　い　】

池田3丁目

出水4丁目

出水4丁目

江津2丁目 ５０７７２
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　町　名 番　地　等 住所コード 　町　名 番　地　等 住所コード 　町　名 番　地　等 住所コード

32番15号～104号 小山2丁目 全域 ５０９２２ 河内町大多尾 全域 ３１１９０

34番～37番 小山3丁目 全域 ５０９２３ 河内町面木 全域 ３１２００

1番20号～43号 小山4丁目 全域 ５０９２４ 河内町河内 全域 ３１１６０

9番15号～22号 小山5丁目 全域 ５０９２５ 河内町白浜 全域 ３１１７０

32番1号～9号 小山6丁目 全域 ５０９２６ 河内町岳 全域 ３１２１０

32番12号～13号 小山7丁目 全域 ５０９２７ 河内町東門寺 全域 ３１２２０

32番105号～113号 河内町野出 全域 ３１２３０

33番 鹿帰瀬町 全域 ５０９３０ 河内町船津 全域 ３１１８０

江津3丁目 全域 ５０７７３ 梶尾町 全域 ２０９４０ 川端町 全域 ４１１４０

江津4丁目 全域 ５０７７４ 鍛冶屋町 全域 ４０９５０ 河原町 全域 ４１１５０

榎町 全域 ５０７８０ 春日1丁目 全域 ３０９６１

春日2丁目 全域 ３０９６２ 北迫町 全域 ２１２５０

大江本町 全域 ４０７９０ 春日3丁目 全域 ３０９６３ 北千反畑町 全域 ４１２４０

大江1丁目 全域 ４０７９１ 春日4丁目 全域 ３０９６４ 京塚本町 全域 ５１２６０

大江2丁目 全域 ４０７９２ 春日5丁目 全域 ３０９６５ 1番1号～22号

大江3丁目 全域 ４０７９３ 春日6丁目 全域 ３０９６６ 1番32号～84号

大江4丁目 全域 ４０７９４ 春日7丁目 全域 ３０９６７ 5番1号～24号

大江5丁目 全域 ４０７９５ 春日8丁目 全域 ３０９６８ 5番54号～105号

大江6丁目 全域 ４０７９６ 鹿子木町 全域 ２０９７０ 6番1号～54号

大窪1丁目 全域 ２０８０１ 釜尾町 全域 ２０９８０ 6番62号～110号

大窪2丁目 全域 ２０８０２ 上鍛冶屋町 全域 ４０９９０ 7番～10番

大窪3丁目 全域 ２０８０３ 上京塚町 全域 ４１０００ 1番23号～31号

大窪4丁目 全域 ２０８０４ 上熊本1丁目 全域 ３１０１１ 2番～4番

大窪5丁目 全域 ２０８０５ 上熊本2丁目 全域 ３１０１２ 5番25号～29号

大鳥居町 全域 ２０８１０ 上熊本3丁目 全域 ３１０１３ 5番33号～34号

岡田町 全域 ４０８２０ 上水前寺1丁目 全域 ４１０２１ 5番40号～53号

沖新町 全域 ３０８３０ 上水前寺2丁目 全域 ４１０２２ 6番55号～61号

奥古閑町 全域 ６０８４０ 上高橋1丁目 全域 ３１０５１ 京町1丁目 全域 ４１２７１

小島上町 全域 ３０８５０ 上高橋2丁目 全域 ３１０５２ 京町2丁目 全域 ４１２７２

小島下町 全域 ３０８６０ 上代1丁目 全域 ３１０３１

小島1丁目 全域 ３０８５１ 上代2丁目 全域 ３１０３２ 草葉町 全域 ４１２８０

小島2丁目 全域 ３０８５２ 上代3丁目 全域 ３１０３３ 楠1丁目 全域 ２１２９１

小島3丁目 全域 ３０８５３ 上代4丁目 全域 ３１０３４ 楠2丁目 全域 ２１２９２

小島4丁目 全域 ３０８５４ 上代5丁目 全域 ３１０３５ 楠3丁目 全域 ２１２９３

小島5丁目 全域 ３０８５５ 上代6丁目 全域 ３１０３６ 楠4丁目 全域 ２１２９４

小島6丁目 全域 ３０８５６ 上代7丁目 全域 ３１０３７ 楠5丁目 全域 ２１２９５

小島7丁目 全域 ３０８５７ 上代8丁目 全域 ３１０３８ 楠6丁目 全域 ２１２９６

小島8丁目 全域 ３０８５８ 上代9丁目 全域 ３１０３９ 楠7丁目 全域 ２１２９７

小島9丁目 全域 ３０８５９ 上代10丁目 全域 ３１０４０ 楠8丁目 全域 ２１２９８

尾ノ上1丁目 全域 ５０８９１ 上通町 全域 ４１０６０ 楠野町 全域 ２１３００

尾ノ上2丁目 全域 ５０８９２ 上南部町 全域 ５１０７０ 九品寺1丁目 全域 ４１３０１

尾ノ上3丁目 全域 ５０８９３ 上南部1丁目 全域 ５１０７１ 九品寺2丁目 全域 ４１３０２

尾ノ上4丁目 全域 ５０８９４ 上南部2丁目 全域 ５１０７２ 九品寺3丁目 全域 ４１３０３

帯山1丁目 全域 ４０９０１ 上南部3丁目 全域 ５１０７３ 九品寺4丁目 全域 ４１３０４

帯山2丁目 全域 ４０９０２ 上南部4丁目 全域 ５１０７４ 九品寺5丁目 全域 ４１３０５

帯山3丁目 全域 ４０９０３ 上ノ郷1丁目 全域 ６１０８１ 九品寺6丁目 全域 ４１３０６

1番～55番 上ノ郷2丁目 全域 ６１０８２ 黒髪町大字坪井 全域 ２１３２０

57番 上林町 全域 ４１０９０ 黒髪1丁目 全域 ４１３１１

帯山4丁目 56番 ５０９０４ 上松尾町 全域 ３３５６６ 黒髪2丁目 全域 ４１３１２

帯山5丁目 全域 ４０９０５ 辛島町 全域 ４１１００ 黒髪3丁目 全域 ４１３１３

帯山6丁目 全域 ４０９０６ 刈草1丁目 全域 ６１１１１ 黒髪4丁目 全域 ４１３１４

帯山7丁目 全域 ４０９０７ 刈草2丁目 全域 ６１１１２ 黒髪5丁目 全域 ４１３１５

帯山8丁目 全域 ４０９０８ 刈草3丁目 全域 ６１１１３ 黒髪6丁目 全域 ４１３１６

帯山9丁目 全域 ４０９０９ 川口町 全域 ６１１２０ 1番地1～89番地1

小峯1丁目 全域 ５０９１１ 川尻1丁目 全域 ６１１３１ 90番地～96番地

小峯2丁目 全域 ５０９１２ 川尻2丁目 全域 ６１１３２ 165番地1～774番地3

小峯3丁目 全域 ５０９１３ 川尻3丁目 全域 ６１１３３ 無番地、89番地2

小峯4丁目 全域 ５０９１４ 川尻4丁目 全域 ６１１３４ 100番地～164番地

小山町 全域 ５０９２０ 川尻5丁目 全域 ６１１３５ 黒髪8丁目 全域 ４１３１８

小山1丁目 全域 ５０９２１ 川尻6丁目 全域 ６１１３６ 神水本町 1番～24番 ４１３３０

４１３１７

２１３１７

京町本丁

京町本丁

黒髪7丁目

５０７７２

４０７７２

４０９０４

【　か　】

【　き　】

【　お　】

【　く　】

江津2丁目

４１２７０

３１２７０

江津2丁目

帯山4丁目

黒髪7丁目
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　町　名 番　地　等 区　名 　町　名 番　地　等 区　名 　町　名 番　地　等 区　名

神水本町 25番1号～6号 ４１３３０ 護藤町 全域 ６１５４０ 下江津6丁目 全域 ５１７６６

25番7号～48号 下江津7丁目 全域 ５１７６７

26番 細工町1丁目 全域 ４１５５１ 下江津8丁目 全域 ５１７６８

27番 細工町2丁目 全域 ４１５５２ 下硯川1丁目 全域 ２１７７１

神水1丁目 全域 ４１３３１ 細工町3丁目 全域 ４１５５３ 下硯川2丁目 全域 ２１７７２

神水2丁目 全域 ４１３３２ 細工町4丁目 全域 ４１５５４ 下硯川町 全域 ２１７７０

細工町5丁目 全域 ４１５５５ 下通1丁目 全域 ４１７８１

慶徳堀町 全域 ４１３４０ 栄町 全域 ５１５６０ 下通2丁目 全域 ４１７８２

健軍本町 全域 ５１３５０ 桜木1丁目 全域 ５１５７１ 下南部1丁目 全域 ５１７９１

健軍1丁目 全域 ５１３５１ 桜木2丁目 全域 ５１５７２ 下南部2丁目 全域 ５１７９２

健軍2丁目 全域 ５１３５２ 桜木3丁目 全域 ５１５７３ 下南部3丁目 全域 ５１７９３

健軍3丁目 全域 ５１３５３ 桜木4丁目 全域 ５１５７４ 十禅寺町 全域 ４１９８０

健軍4丁目 全域 ５１３５４ 桜木5丁目 全域 ５１５７５ 十禅寺1丁目 全域 ４１９８１

健軍5丁目 全域 ５１３５５ 桜木6丁目 全域 ５１５７６ 十禅寺2丁目 全域 ６１９８２

桜町 全域 ４１５８０ 十禅寺3丁目 全域 ６１９８３

小糸山町 全域 ２１３７０ 佐土原1丁目 全域 ５１５９１ 昭和町 全域 ５１８００

神園1丁目 全域 ５１４２１ 佐土原2丁目 全域 ５１５９２ 城山大塘1丁目 全域 ３２０００

神園2丁目 全域 ５１４２２ 佐土原3丁目 全域 ５１５９３ 城山大塘2丁目 全域 ３２００１

幸田1丁目 全域 ６１３８１ 1番～6番 城山大塘3丁目 全域 ３２００２

幸田2丁目 全域 ６１３８２ 7番1号～39号 城山大塘4丁目 全域 ３２００３

紺屋阿弥陀寺町 全域 ４１３９０ 7番50号～83号 城山大塘5丁目 全域 ３２００４

紺屋今町 全域 ４１４００ 7番40号～49号 城山大塘6丁目 全域 ３２００５

紺屋町1丁目 全域 ４１４１１ 8番～14番 城山大塘7丁目 全域 ３２００６

紺屋町2丁目 全域 ４１４１２ 三郎2丁目 全域 ５１６０２ 城山上代町 全域 ３２０１０

紺屋町3丁目 全域 ４１４１３ 城山下代1丁目 全域 ３２０２１

合志1丁目 全域 ６１５１１ 泗水町南田島 全域 ２１８００ 城山下代2丁目 全域 ３２０２２

合志2丁目 全域 ６１５１２ 島崎1丁目 全域 ４１６１１ 城山下代3丁目 全域 ３２０２３

合志3丁目 全域 ６１５１３ 島崎2丁目 全域 ３１６１２ 城山下代4丁目 全域 ３２０２４

合志4丁目 全域 ６１５１４ 島崎3丁目 全域 ３１６１３ 城山下代5丁目 全域 ３２０２５

子飼本町 全域 ４１４３０ 島崎4丁目 全域 ３１６１４ 城山半田1丁目 全域 ３２０３１

国府本町 全域 ４１４４０ 島崎5丁目 全域 ３１６１５ 城山半田2丁目 全域 ３２０３２

国府1丁目 全域 ４１４４１ 島崎6丁目 全域 ３１６１６ 城山半田3丁目 全域 ３２０３３

国府2丁目 全域 ４１４４２ 島崎7丁目 全域 ３１６１７ 城山半田4丁目 全域 ３２０３４

国府3丁目 全域 ４１４４３ 島町1丁目 全域 ６１６２１ 城山薬師1丁目 全域 ３２０３６

国府4丁目 全域 ４１４４４ 島町2丁目 全域 ６１６２２ 城山薬師2丁目 全域 ３２０３７

小沢町 全域 ４１４５０ 島町3丁目 全域 ６１６２３ 城東町 全域 ４２０４０

古城町 全域 ４１４６０ 島町4丁目 全域 ６１６２４ 城南町赤見 全域 ６２０５０

壺川1丁目 全域 ４１４７１ 島町5丁目 全域 ６１６２５ 城南町阿高 全域 ６２０６０

壺川2丁目 全域 ４１４７２ 清水亀井町 全域 ２１６５０ 城南町碇 全域 ６２０７０

1番1号～14号 清水新地1丁目 全域 ２１７１１ 城南町出水 全域 ６２０８０

1番16号 清水新地2丁目 全域 ２１７１２ 城南町今吉野 全域 ６２０９０

1番61号～73号 清水新地3丁目 全域 ２１７１３ 城南町隈庄 全域 ６２１００

1番15号 清水新地4丁目 全域 ２１７１４ 城南町坂野 全域 ６２１１０

1番17号～60号 清水新地5丁目 全域 ２１７１５ 城南町沈目 全域 ６２１２０

2番～15番 清水新地6丁目 全域 ２１７１６ 城南町さんさん1丁目 全域 ６２２８１

湖東2丁目 全域 ５１４８２ 清水新地7丁目 全域 ２１７１７ 城南町さんさん2丁目 全域 ６２２８２

湖東3丁目 全域 ５１４８３ 清水東町 全域 ２１６６０ 城南町島田 全域 ６２１３０

琴平本町 全域 ４１４９０ 清水本町 全域 ２１６４０ 城南町下宮地 全域 ６２１４０

琴平1丁目 全域 ４１４９１ 清水岩倉1丁目 全域 ２１６３１ 城南町陳内 全域 ６２１５０

琴平2丁目 全域 ４１４９２ 清水岩倉2丁目 全域 ２１６３２ 城南町高 全域 ６２１６０

呉服町1丁目 全域 ４１５２１ 清水岩倉3丁目 全域 ２１６３３ 城南町千町 全域 ６２１７０

呉服町2丁目 全域 ４１５２２ 清水町大字打越 全域 ２１６９０ 城南町築地 全域 ６２１８０

呉服町3丁目 全域 ４１５２３ 清水町大字松崎 全域 ２１７３０ 城南町塚原 全域 ６２１９０

米屋町1丁目 全域 ４１５０１ 清水町大字室園 全域 ２１７５０ 城南町永 全域 ６２２００

米屋町2丁目 全域 ４１５０２ 清水万石1丁目 全域 ２１７４１ 城南町丹生宮 全域 ６２２１０

米屋町3丁目 全域 ４１５０３ 清水万石2丁目 全域 ２１７４２ 城南町東阿高 全域 ６２２２０

御領1丁目 全域 ５１５３１ 清水万石3丁目 全域 ２１７４３ 城南町藤山 全域 ６２２３０

御領2丁目 全域 ５１５３２ 清水万石4丁目 全域 ２１７４４ 城南町舞原 全域 ６２２４０

御領3丁目 全域 ５１５３３ 清水万石5丁目 全域 ２１７４５ 城南町宮地 全域 ６２２５０

御領4丁目 全域 ５１５３４ 下江津1丁目 全域 ５１７６１ 城南町六田 全域 ６２２６０

御領5丁目 全域 ５１５３５ 下江津2丁目 全域 ５１７６２ 城南町鰐瀬 全域 ６２２７０

御領6丁目 全域 ５１５３６ 下江津3丁目 全域 ５１７６３ 白石町 全域 ６１８７０

御領7丁目 全域 ５１５３７ 下江津4丁目 全域 ５１７６４ 白藤1丁目 全域 ６１８６１

御領8丁目 全域 ５１５３８ 下江津5丁目 全域 ５１７６５ 白藤2丁目 全域 ６１８６２

４１６０１

５１６０１

神水本町

湖東1丁目

湖東1丁目

５１３３０

【　こ　】

【　し　】

４１４８１

５１４８１

三郎1丁目

三郎1丁目

【　さ　】

【　け　】
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白藤3丁目 全域 ６１８６３ 龍田陳内1丁目 全域 ２２４４１ 坪井3丁目 全域 ４２５８３

白藤4丁目 全域 ６１８６４ 龍田陳内2丁目 全域 ２２４４２ 坪井4丁目 全域 ４２５８４

白藤5丁目 全域 ６１８６５ 龍田陳内3丁目 全域 ２２４４３ 坪井5丁目 全域 ４２５８５

新大江1丁目 全域 ４１８８１ 龍田陳内4丁目 全域 ２２４４４ 坪井6丁目 全域 ４２５８６

新大江2丁目 全域 ４１８８２ 龍田町弓削 全域 ２２４５０ 鶴羽田町 全域 ２２５９０

新大江3丁目 全域 ４１８８３ 龍田弓削1丁目 全域 ２２４５１ 鶴羽田1丁目 全域 ２２５９１

新鍛冶屋町 全域 ４１８９０ 龍田弓削2丁目 全域 ２２４５２ 鶴羽田2丁目 全域 ２２５９２

新市街 全域 ４１９００ 龍田1丁目 全域 ２２４２１ 鶴羽田3丁目 全域 ２２５９３

新生1丁目 全域 ５１９１１ 龍田2丁目 全域 ２２４２２ 鶴羽田4丁目 全域 ２２５９４

新生2丁目 全域 ５１９１２ 龍田3丁目 全域 ２２４２３ 鶴羽田5丁目 全域 ２２５９５

新土河原1丁目 全域 ３１９２１ 龍田4丁目 全域 ２２４２４

新土河原2丁目 全域 ３１９２２ 龍田5丁目 全域 ２２４２５ 手取本町 全域 ４２６００

新南部1丁目 全域 ５１９３１ 龍田6丁目 全域 ２２４２６ 出町 全域 ３２６１０

新南部2丁目 全域 ５１９３２ 龍田7丁目 全域 ２２４２７

新南部3丁目 全域 ５１９３３ 龍田8丁目 全域 ２２４２８ 通町 全域 ４２６２０

新南部4丁目 全域 ５１９３４ 龍田9丁目 全域 ２２４２９ 土河原町 全域 ６２６３０

新南部5丁目 全域 ５１９３５ 谷尾崎町 全域 ３２４６０ 徳王町 全域 ２２６４０

新南部6丁目 全域 ５１９３６ 段山本町 全域 ４２５２０ 徳王1丁目 全域 ２２６４１

新外1丁目 全域 ５１９４１ 田迎町大字田井島 全域 ６２４７０ 徳王2丁目 全域 ２２６４２

新外2丁目 全域 ５１９４２ 田迎町大字良町 全域 ６２４９０ 戸坂町 全域 ３２６５０

新外3丁目 全域 ５１９４３ 田迎1丁目 全域 ６２４８１ 戸島西1丁目 全域 ５２６８１

新外4丁目 全域 ５１９４４ 田迎2丁目 全域 ６２４８２ 戸島西2丁目 全域 ５２６８２

新町1丁目 全域 ４１９５１ 田迎3丁目 全域 ６２４８３ 戸島西3丁目 全域 ５２６８３

新町2丁目 全域 ４１９５２ 田迎4丁目 全域 ６２４８４ 戸島西4丁目 全域 ５２６８４

新町3丁目 全域 ４１９５３ 田迎5丁目 全域 ６２４８５ 戸島西5丁目 全域 ５２６８５

新町4丁目 全域 ４１９５４ 田迎6丁目 全域 ６２４８６ 戸島西6丁目 全域 ５２６８６

新港1丁目 全域 ３１９６１ 太郎迫町 全域 ２２５００ 戸島西7丁目 全域 ５２６８７

新港2丁目 全域 ３１９６２ 戸島本町 全域 ５２６６０

新屋敷1丁目 全域 ４１９７１ 近見町 全域 ６２５３０ 戸島町 全域 ５２６９０

新屋敷2丁目 全域 ４１９７２ 近見1丁目 全域 ６２５３１ 戸島1丁目 全域 ５２６７１

新屋敷3丁目 全域 ４１９７３ 近見2丁目 全域 ６２５３２ 戸島2丁目 全域 ５２６７２

近見3丁目 全域 ６２５３３ 戸島3丁目 全域 ５２６７３

水源1丁目 全域 ５２２８１ 近見4丁目 全域 ６２５３４ 戸島4丁目 全域 ５２６７４

水源2丁目 全域 ５２２８２ 近見5丁目 全域 ６２５３５ 戸島5丁目 全域 ５２６７５

水前寺公園 全域 ４２２９０ 近見6丁目 全域 ６２５３６ 戸島6丁目 全域 ５２６７６

水前寺1丁目 全域 ４２２９１ 近見7丁目 全域 ６２５３７ 戸島7丁目 全域 ５２６７７

水前寺2丁目 全域 ４２２９２ 近見8丁目 全域 ６２５３８ 鳶町1丁目 全域 ６２７０１

水前寺3丁目 全域 ４２２９３ 近見9丁目 全域 ６２５３９ 鳶町2丁目 全域 ６２７０２

水前寺4丁目 全域 ４２２９４ 千葉城町 全域 ４２５４０ 富合町榎津 全域 ６２７１０

水前寺5丁目 全域 ４２２９５ 中央街 全域 ４２５５０ 富合町大町 全域 ６２７２０

水前寺6丁目 全域 ４２２９６ 富合町御船手 全域 ６２７３０

水道町 全域 ４２３００ 月出1丁目 全域 ５２５６１ 富合町硴江 全域 ６２７４０

菅原町 全域 ４２３１０ 月出2丁目 全域 ５２５６２ 富合町上杉 全域 ６２７５０

硯川町 全域 ２２３２０ 月出3丁目 全域 ５２５６３ 富合町清藤 全域 ６２７６０

砂原町 全域 ６２３３０ 月出4丁目 全域 ５２５６４ 富合町木原 全域 ６２７７０

月出5丁目 全域 ５２５６５ 富合町小岩瀬 全域 ６２７８０

銭塘町 全域 ６２３５０ 月出6丁目 全域 ５２５６６ 富合町莎崎 全域 ６２７９０

船場町下1丁目 全域 ４２３４１ 月出7丁目 全域 ５２５６７ 富合町古閑 全域 ６２８００

船場町2丁目 全域 ４２３４２ 月出8丁目 全域 ５２５６８ 富合町国町 全域 ６２８１０

船場町3丁目 全域 ４２３４３ 1番～3番 富合町菰江 全域 ６２８２０

4番1号～5号 富合町志々水 全域 ６２８３０

田井島1丁目 全域 ６２３６１ 4番15号～28号 富合町釈迦堂 全域 ６２８４０

田井島2丁目 全域 ６２３６２ 5番9号～24号 富合町新 全域 ６２８５０

田井島3丁目 全域 ６２３６３ 7番17号～58号 富合町杉島 全域 ６２８６０

高橋町1丁目 全域 ３２３８１ 9番～48番 富合町田尻 全域 ６２８７０

高橋町2丁目 全域 ３２３８２ 4番6号～14号 富合町西田尻 全域 ６２８８０

高平1丁目 全域 ２２３９１ 5番1号～8号 富合町平原 全域 ６２８９０

高平2丁目 全域 ２２３９２ 5番25号～27号 富合町廻江 全域 ６２９００

高平3丁目 全域 ２２３９３ 6番 富合町南田尻 全域 ６２９１０

田崎本町 全域 ３２４００ 7番7号 渡鹿1丁目 全域 ４２９３１

田崎町 全域 ３２４１０ 7番14号～15号 渡鹿2丁目 全域 ４２９３２

田崎1丁目 全域 ３２４０１ 8番 渡鹿3丁目 全域 ４２９３３

田崎2丁目 全域 ３２４０２ 坪井1丁目 全域 ４２５８１ 渡鹿4丁目 全域 ４２９３４

田崎3丁目 全域 ３２４０３ 坪井2丁目 全域 ４２５８２ 渡鹿5丁目 全域 ４２９３５

２２５７０

３２５７０

【　た　】

津浦町

津浦町

【　ち　】

【　す　】

【　つ　】

【　せ　】

【　て　】

【　と　】
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　町　名 番　地　等 区　名 　町　名 番　地　等 区　名 　町　名 番　地　等 区　名

渡鹿6丁目 全域 ４２９３６ 野口4丁目 全域 ６３１５４ 飛田3丁目 全域 ２３３８３

渡鹿7丁目 全域 ４２９３７ 野田1丁目 全域 ６３１６１ 飛田4丁目 全域 ２３３８４

渡鹿8丁目 全域 ５２９３８ 野田2丁目 全域 ６３１６２ 日吉1丁目 全域 ６３３９１

渡鹿9丁目 全域 ５２９３９ 野田3丁目 全域 ６３１６３ 日吉2丁目 全域 ６３３９２

野中1丁目 全域 ３３１７１ 平田1丁目 全域 ６３４０１

中江町 全域 ５２９４０ 野中2丁目 全域 ３３１７２ 平田2丁目 全域 ６３４０２

中島町 全域 ３２９５０ 野中3丁目 全域 ３３１７３ 平山町 全域 ５３４１０

中唐人町 全域 ４２９６０ 乗越ヶ丘 全域 ２３１８０ 広木町 全域 ５３４２０

中原町 全域 ３２９７０

中松尾町 全域 ３３５６５ 萩原町 全域 ４３１９０ 古桶屋町 全域 ４３４５０

中無田町 全域 ６２９８０ 白山1丁目 全域 ４３２０１ 古川町 全域 ４３４６０

長嶺西1丁目 全域 ５２９９１ 白山2丁目 全域 ４３２０２ 古京町 全域 ４３４７０

長嶺西2丁目 全域 ５２９９２ 白山3丁目 全域 ４３２０３ 古大工町 全域 ４３４８０

長嶺西3丁目 全域 ５２９９３ 八景水谷1丁目 全域 ２３２３１

長嶺東1丁目 全域 ５３００１ 八景水谷2丁目 全域 ２３２３２ 1番～3番

長嶺東2丁目 全域 ５３００２ 八景水谷3丁目 全域 ２３２３３ 17番1号～6号

長嶺東3丁目 全域 ５３００３ 八景水谷4丁目 全域 ２３２３４ 17番17号～18号

長嶺東4丁目 全域 ５３００４ 畠口町 全域 ６３２４０ 4番～16番

長嶺東5丁目 全域 ５３００５ 1番～21番 17番7号～16号

長嶺東6丁目 全域 ５３００６ 23番～52番 1番

長嶺東7丁目 全域 ５３００７ 八王寺町 22番 ６３２１０ 2番26号

長嶺東8丁目 全域 ５３００８ 八反田1丁目 全域 ５３２２１ 9番～19番

長嶺東9丁目 全域 ５３００９ 八反田2丁目 全域 ５３２２２ 2番7号～8号

長嶺南1丁目 全域 ５３０２１ 八反田3丁目 全域 ５３２２３ 2番22号

長嶺南2丁目 全域 ５３０２２ 花園1丁目 全域 ３３２５１ 3番～8番

長嶺南3丁目 全域 ５３０２３ 花園2丁目 全域 ３３２５２ 20番

長嶺南4丁目 全域 ５３０２４ 花園3丁目 全域 ３３２５３ 平成3丁目 全域 ４３４９３

長嶺南5丁目 全域 ５３０２５ 花園4丁目 全域 ３３２５４

長嶺南6丁目 全域 ５３０２６ 花園5丁目 全域 ３３２５５ 保田窪本町 全域 ５３５００

長嶺南7丁目 全域 ５３０２７ 花園6丁目 全域 ３３２５６ 保田窪1丁目 全域 ４３５０１

長嶺南8丁目 全域 ５３０２８ 花園7丁目 全域 ３３２５７ 1番

並建町 全域 ６３０３０ 花立1丁目 全域 ５３２６１ 2番

花立2丁目 全域 ５３２６２ 3番20号～35号

西阿弥陀寺町 全域 ４３０４０ 花立3丁目 全域 ５３２６３ 3番1号～19号

西梶尾町 全域 ２３０５０ 花立4丁目 全域 ５３２６４ 3番36号～58号

錦ヶ丘 全域 ５３０６０ 花立5丁目 全域 ５３２６５ 4番～12番

西子飼町 全域 ４３０７０ 花立6丁目 全域 ５３２６６ 保田窪3丁目 全域 ５３５０３

西唐人町 全域 ４３０８０ 花畑町 全域 ４３２７０ 保田窪4丁目 全域 ５３５０４

西原1丁目 全域 ５３０９１ 八分字町 全域 ６３２８０ 保田窪5丁目 全域 ５３５０５

西原2丁目 全域 ５３０９２ 浜口町 全域 ６３２９０ 本荘町 全域 ４３５１０

西原3丁目 全域 ５３０９３ 春竹町大字春竹 全域 ４３３００ 本荘1丁目 全域 ４３５１１

西松尾町 全域 ３３５６７ 本荘2丁目 全域 ４３５１２

二の丸 全域 ４３１００ 稗田町 全域 ３３３１０ 本荘3丁目 全域 ４３５１３

二本木1丁目 全域 ３３１２１ 東阿弥陀寺町 全域 ４３３２０ 本荘4丁目 全域 ４３５１４

二本木2丁目 全域 ３３１２２ 1番～4番 本荘5丁目 全域 ４３５１５

二本木3丁目 全域 ３３１２３ 5番1号～10号 本荘6丁目 全域 ４３５１６

二本木4丁目 全域 ３３１２４ 5番49号～111号 本丸 全域 ４３５２０

二本木5丁目 全域 ３３１２５ 5番125号～136号

楡木1丁目 全域 ２３１３１ 6番～20番 孫代町 全域 ６３５３０

楡木2丁目 全域 ２３１３２ 5番12号～48号 松尾1丁目 全域 ３３５４１

楡木3丁目 全域 ２３１３３ 5番112号～124号 松尾2丁目 全域 ３３５４２

楡木4丁目 全域 ２３１３４ 東子飼町 全域 ４３３４０ 松尾町上松尾 全域 ３３５４０

楡木5丁目 全域 ２３１３５ 東本町 全域 ５３３６０ 松尾町近津 全域 ３３５５０

楡木6丁目 全域 ２３１３６ 東野1丁目 全域 ５３３５１ 松尾町平山 全域 ３３５６０

東野2丁目 全域 ５３３５２ 松原町 全域 ４３５７０

沼山津1丁目 全域 ５３１４１ 東野3丁目 全域 ５３３５３ 馬渡1丁目 全域 ６３５８１

沼山津2丁目 全域 ５３１４２ 東野4丁目 全域 ５３３５４ 馬渡2丁目 全域 ６３５８２

沼山津3丁目 全域 ５３１４３ 東町1丁目 全域 ５３３７１ 万楽寺町 全域 ２３５９０

沼山津4丁目 全域 ５３１４４ 東町2丁目 全域 ５３３７２

東町3丁目 全域 ５３３７３ 貢町 全域 ２３６００

野口町 全域 ６３１５０ 東町4丁目 全域 ５３３７４ 美登里町 全域 ６３６１０

野口1丁目 全域 ６３１５１ 飛田町 全域 ２３３８０ 南熊本1丁目 全域 ４３６２１

野口2丁目 全域 ６３１５２ 飛田1丁目 全域 ２３３８１ 南熊本2丁目 全域 ４３６２２

野口3丁目 全域 ６３１５３ 飛田2丁目 全域 ２３３８２ 南熊本3丁目 全域 ４３６２３

４３４９１

６３４９１

４３４９２

６３４９２

５３５０２

４３５０２

平成1丁目

平成1丁目

平成2丁目

平成2丁目

保田窪2丁目

保田窪2丁目

八王寺町

東京塚町

東京塚町

４３２１０

５３３３０

【　の　】

【　ひ　】

【　ま　】

【　ぬ　】

【　み　】

４３３３０

【　ほ　】

【　に　】

【　な　】

【　は　】 【　ふ　】

【　へ　】
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　町　名 番　地　等 区　名 　町　名 番　地　等 区　名 　町　名 番　地　等 区　名

南熊本4丁目 全域 ４３６２４ 明徳町 全域 ２３８００ 横手2丁目 12番1号～87号 ４３９５２

南熊本5丁目 全域 ４３６２５ 3番6号～93号

南千反畑町 全域 ４３６３０ 元三町 全域 ６３８１０ 11番1号～34号

南高江町 全域 ６３６４０ 元三町1丁目 全域 ６３８１１ 12番88号～116号

南高江1丁目 全域 ６３６４１ 元三町2丁目 全域 ６３８１２ 13番～16番

南高江2丁目 全域 ６３６４２ 元三町3丁目 全域 ６３８１３ 1番～15番

南高江3丁目 全域 ６３６４３ 元三町4丁目 全域 ６３８１４ 16番1号～5号

南高江4丁目 全域 ６３６４４ 元三町5丁目 全域 ６３８１５ 16番31号～46号

南高江5丁目 全域 ６３６４５ 本山町 全域 ４３８２０ 17番

南高江6丁目 全域 ６３６４６ 本山1丁目 全域 ４３８２１ 18番39号～73号

南高江7丁目 全域 ６３６４７ 本山2丁目 全域 ４３８２２ 19番

南坪井町 全域 ４３６９０ 本山3丁目 全域 ４３８２３ 20番

南町 全域 ５３７００ 本山4丁目 全域 ４３８２４ 21番1号～39号

宮内 全域 ４３７１０ 21番88号～113号

御幸木部町 全域 ６３７２０ 薬園町 全域 ４３８３０ 16番6号～30号

御幸木部1丁目 全域 ６３７２１ 八島町 全域 ３３８４０ 18番1号～38号

御幸木部2丁目 全域 ６３７２２ 八島1丁目 全域 ３３８４１ 21番40号～87号

御幸木部3丁目 全域 ６３７２３ 八島2丁目 全域 ３３８４２ 22番～27番

御幸西無田町 全域 ６３７３０ 八幡1丁目 全域 ６３８５１ 横手4丁目 全域 ３３９５４

御幸西1丁目 全域 ６３７３１ 八幡2丁目 全域 ６３８５２ 横手5丁目 全域 ３３９５５

御幸西2丁目 全域 ６３７３２ 八幡3丁目 全域 ６３８５３ 吉原町 全域 ５３９６０

御幸西3丁目 全域 ６３７３３ 八幡4丁目 全域 ６３８５４ 四方寄町 全域 ２３９７０

御幸西4丁目 全域 ６３７３４ 八幡5丁目 全域 ６３８５５ 世安町 全域 ４３９８０

御幸笛田町 全域 ６３７４０ 八幡6丁目 全域 ６３８５６ 万町1丁目 全域 ４３９９１

御幸笛田1丁目 全域 ６３７４１ 八幡7丁目 全域 ６３８５７ 万町2丁目 全域 ４３９９２

御幸笛田2丁目 全域 ６３７４２ 八幡8丁目 全域 ６３８５８

御幸笛田3丁目 全域 ６３７４３ 八幡9丁目 全域 ６３８５９ 流通団地1丁目 全域 ６４００1

御幸笛田4丁目 全域 ６３７４４ 八幡10丁目 全域 ６３８６０ 流通団地2丁目 全域 ６４００２

御幸笛田5丁目 全域 ６３７４５ 八幡11丁目 全域 ６３８６１ 立福寺町 全域 ２４０１０

御幸笛田6丁目 全域 ６３７４６ 山崎町 全域 ４３８７０

御幸笛田7丁目 全域 ６３７４７ 山ノ内1丁目 全域 ５３８８１ 蓮台寺1丁目 全域 ３４０２１

御幸笛田8丁目 全域 ６３７４８ 山ノ内2丁目 全域 ５３８８２ 蓮台寺2丁目 全域 ３４０２２

妙体寺町 全域 ４３７５０ 山ノ内3丁目 全域 ５３８８３ 蓮台寺3丁目 全域 ３４０２３

山ノ内4丁目 全域 ５３８８４ 蓮台寺4丁目 全域 ３４０２４

迎町1丁目 全域 ４３７６１ 山ノ神1丁目 全域 ５３８９１ 蓮台寺5丁目 全域 ３４０２５

迎町2丁目 全域 ４３７６２ 山ノ神2丁目 全域 ５３８９２ 練兵町 全域 ４４０３０

武蔵ヶ丘1丁目 全域 ２３７７１ 山室1丁目 全域 ２３９０１

武蔵ヶ丘2丁目 全域 ２３７７２ 山室2丁目 全域 ２３９０２ 若葉1丁目 全域 ５４０４１

武蔵ヶ丘3丁目 全域 ２３７７３ 山室3丁目 全域 ２３９０３ 若葉2丁目 全域 ５４０４２

武蔵ヶ丘4丁目 全域 ２３７７４ 山室4丁目 全域 ２３９０４ 若葉3丁目 全域 ５４０４３

武蔵ヶ丘5丁目 全域 ２３７７５ 山室5丁目 全域 ２３９０５ 若葉4丁目 全域 ５４０４４

武蔵ヶ丘6丁目 全域 ２３７７６ 山室6丁目 全域 ２３９０６ 若葉5丁目 全域 ５４０４５

武蔵ヶ丘7丁目 全域 ２３７７７ 良町1丁目 全域 ６３９１１ 若葉6丁目 全域 ５４０４６

武蔵ヶ丘8丁目 全域 ２３７７８ 良町2丁目 全域 ６３９１２

武蔵ヶ丘9丁目 全域 ２３７７９ 良町3丁目 全域 ６３９１３

無田口町 全域 ６３７８０ 良町4丁目 全域 ６３９１４ 　　　　　…隣接する区にまたがる町名。

1番～9番 良町5丁目 全域 ６３９１５ 　　　　　　 番地により住所コードが異なります。

10番2号～74号 弥生町 全域 ４３９２０

11番～20番

1番地～748番地 弓削町 全域 ５３９３０

751番地1～923番地

928番地～933番地1 横紺屋町 全域 ４３９４０

938番地3 1番～4番

939番地3 5番1号～8号

940番地2～975番地 5番21号～35号

10番1号 8番～14番

10番75号～83号 5番9号～20号

749番地 6番

750番地 7番

926番地1～927番地2 1番

933番地2～938番地 2番

939番地2 3番1号～5号

940番地1 4番～10番

11番35号～48号

３３９５２

３３９５３

４３９５３

横手2丁目

横手3丁目

横手2丁目

４３９５１

３３９５１

４３９５２

横手3丁目

室園町

２３７９０

４３７９０

【　め　】

【　ゆ　】

【　よ　】

横手1丁目

横手1丁目

室園町

【　り　】

【　れ　】

【　む　】

【　わ　】

【　も　】

【　や　】

 


