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計画停電については、すでに第５グループを対象に、本日１３時前後から実

施されているとの情報もあるところですが、東京電力からの情報をお伝えいた

します。  
各グループの計画停電予定時間については、東京電力ホームページで確認を

お願いしておりますが、計画停電エリアの一部が変更になっております。  
添付ファイルに記載のとおり、現在、計画停電のグループに入っている町丁

目から、一部除外される箇所（今後停電が発生しないこととなる場所）（別紙の

丸囲みの地域）があります。  
また、グループごとの停電の時間帯は日ごとに順番が入れ替わっていきます

ので、ご確認ください。  
また、横浜市水道局から本日１５日の減水・断水が予想される区域の情報提

供があり、水道局のホームページに記載されておりますので、遅くなりました

がお知らせします。  
 
東京電力ホームページ  
http://www.tepco.co.jp/index-j.html 
 
水道局ホームページ（計画停電に伴う減水・断水になる可能性のある地域）  
http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/os/kinkyu.html 
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１グループ ２グループ ３グループ ４グループ ５グループ
磯子区丸山２丁目 保土ケ谷区今井町 鶴見区駒岡２丁目 鶴見区元宮１丁目 南区榎町２丁目

磯子区上中里町 保土ケ谷区狩場町 鶴見区駒岡５丁目 鶴見区江ケ崎町 南区共進町３丁目

磯子区杉田２丁目 旭区さちが丘 鶴見区鶴見２丁目 鶴見区尻手１丁目 南区弘明寺町

磯子区杉田７丁目 旭区下川井町 鶴見区馬場２丁目 鶴見区尻手２丁目 南区弘明寺町字山下

磯子区杉田８丁目 旭区金が谷 鶴見区馬場７丁目 鶴見区尻手３丁目 南区蒔田町

磯子区杉田９丁目 旭区金が谷１丁目 鶴見区矢向４丁目 鶴見区生麦３丁目 南区蒔田町字伊勢山

磯子区氷取沢町 旭区金が谷２丁目 鶴見区矢向５丁目 鶴見区矢向１丁目 南区蒔田町字会下

金沢区みず木町 旭区今宿１丁目 神奈川区旭ケ丘 鶴見区矢向２丁目 南区大岡１丁目

金沢区乙舳町 旭区今宿２丁目 神奈川区羽沢町 鶴見区矢向３丁目 南区大岡２丁目

金沢区海の公園 旭区今宿西町 神奈川区羽沢南１丁目 鶴見区矢向４丁目 南区大岡３丁目

金沢区釜利谷西１丁目 旭区今宿町 神奈川区羽沢南２丁目 鶴見区矢向５丁目 南区大岡５丁目

金沢区釜利谷西２丁目 旭区今宿東町 神奈川区羽沢南３丁目 鶴見区矢向６丁目 南区中里１丁目

金沢区釜利谷西３丁目 旭区今宿南町 神奈川区羽沢南４丁目 港北区下田町２丁目 南区中里２丁目

金沢区釜利谷西４丁目 旭区今川町 神奈川区栗田谷 港北区下田町６丁目 南区中里３丁目

金沢区釜利谷西５丁目 旭区笹野台１丁目 神奈川区斎藤分町 港北区日吉１丁目 南区中里４丁目

金沢区釜利谷西６丁目 旭区笹野台２丁目 神奈川区三ツ沢下町 港北区日吉２丁目 南区中里町

金沢区釜利谷町 旭区笹野台３丁目 神奈川区三ツ沢上町 港北区日吉３丁目 南区別所１丁目

金沢区釜利谷東１丁目 旭区笹野台４丁目 神奈川区三ツ沢西町 南区別所２丁目

金沢区釜利谷東２丁目 旭区若葉台１丁目 神奈川区三ツ沢中町 南区別所３丁目

金沢区釜利谷東３丁目 旭区若葉台２丁目 神奈川区三ツ沢東町 南区別所４丁目

金沢区釜利谷東４丁目 旭区若葉台３丁目 神奈川区三ツ沢南町 南区別所５丁目

金沢区釜利谷東５丁目 旭区若葉台４丁目 神奈川区三枚町 南区別所６丁目

金沢区釜利谷東６丁目 旭区上川井町 神奈川区松ケ丘 南区別所７丁目

金沢区釜利谷東７丁目 旭区上白根１丁目 神奈川区松見町２丁目 南区別所中里台

金沢区釜利谷東８丁目 旭区上白根２丁目 神奈川区松本町２丁目 南区六ツ川１丁目

金沢区釜利谷南１丁目 旭区上白根３丁目 神奈川区松本町３丁目 南区六ツ川２丁目

金沢区釜利谷南２丁目 旭区上白根町 神奈川区松本町４丁目 南区六ツ川３丁目

金沢区釜利谷南３丁目 旭区西川島町 神奈川区松本町５丁目 南区六ツ川４丁目

金沢区釜利谷南４丁目 旭区川井宿町 神奈川区松本町６丁目 磯子区岡村１丁目

金沢区金沢町 旭区川井本町 神奈川区神大寺１丁目 磯子区岡村２丁目

金沢区高舟台１丁目 旭区中希望が丘 神奈川区神大寺２丁目 磯子区岡村３丁目

金沢区高舟台２丁目 旭区中沢１丁目 神奈川区神大寺３丁目 磯子区岡村４丁目

金沢区寺前１丁目 旭区中沢２丁目 神奈川区神大寺４丁目 磯子区岡村５丁目

金沢区寺前２丁目 旭区中沢３丁目 神奈川区神大寺町 磯子区岡村６丁目

金沢区柴町 旭区中白根１丁目 神奈川区菅田町 磯子区丸山１丁目

金沢区洲崎町 旭区中白根２丁目 神奈川区中丸 磯子区丸山２丁目

金沢区瀬戸 旭区中白根３丁目 神奈川区東神奈川１丁目 磯子区上中里町

金沢区西柴１丁目 旭区中尾１丁目 神奈川区反町４丁目 磯子区滝頭１丁目

金沢区西柴２丁目 旭区中尾２丁目 神奈川区片倉１丁目 磯子区滝頭２丁目

金沢区西柴３丁目 旭区鶴ケ峰１丁目 神奈川区片倉２丁目 港北区新羽町

金沢区西柴４丁目 旭区鶴ケ峰２丁目 神奈川区片倉３丁目 戸塚区下倉田町

金沢区大川 旭区鶴ケ峰本町 神奈川区片倉４丁目 戸塚区吉田町

金沢区大道１丁目 旭区鶴ケ峰本町１丁目 神奈川区片倉５丁目 戸塚区汲沢１丁目

金沢区大道２丁目 旭区鶴ケ峰本町２丁目 神奈川区片倉町 戸塚区汲沢２丁目

金沢区谷津町 旭区鶴ケ峰本町３丁目 神奈川区六角橋１丁目 戸塚区汲沢３丁目

金沢区朝比奈町 旭区都岡町 神奈川区六角橋２丁目 戸塚区汲沢４丁目

金沢区町屋町 旭区東希望が丘 神奈川区六角橋４丁目 戸塚区汲沢５丁目

金沢区泥亀１丁目 旭区南希望が丘 中区本郷町３丁目 戸塚区汲沢６丁目

金沢区泥亀２丁目 旭区南本宿町 中区立野 戸塚区汲沢７丁目

金沢区東朝比奈１丁目 旭区二俣川１丁目 南区永田みなみ台 戸塚区汲沢８丁目

金沢区東朝比奈２丁目 旭区柏町 南区永田山王台 戸塚区汲沢町

金沢区東朝比奈３丁目 旭区白根２丁目 南区永田台 戸塚区原宿１丁目

金沢区能見台１丁目 旭区白根５丁目 南区永田町 戸塚区原宿２丁目

金沢区能見台２丁目 旭区白根６丁目 南区永田南１丁目 戸塚区原宿３丁目

金沢区能見台３丁目 旭区白根町 南区永田南２丁目 戸塚区原宿５丁目

金沢区能見台４丁目 旭区本村町 南区永田北１丁目 戸塚区原宿町



金沢区能見台５丁目 旭区矢指町 南区永田北２丁目 戸塚区戸塚町

金沢区能見台６丁目 緑区いぶき野 南区永田北３丁目 戸塚区小雀町

金沢区能見台森 緑区鴨居１丁目 南区中里４丁目 戸塚区上倉田町

金沢区能見台通 緑区鴨居２丁目 南区別所２丁目 戸塚区上柏尾町

金沢区能見台東 緑区鴨居３丁目 南区別所３丁目 戸塚区上矢部町

金沢区富岡西４丁目 緑区鴨居４丁目 南区別所７丁目 戸塚区深谷町

金沢区富岡西５丁目 緑区鴨居５丁目 南区六ツ川１丁目 戸塚区前田町

金沢区富岡西６丁目 緑区鴨居６丁目 南区六ツ川２丁目 戸塚区鳥が丘

金沢区福浦１丁目 緑区鴨居７丁目 南区六ツ川３丁目 戸塚区柏尾町

金沢区平潟町 緑区鴨居町 南区六ツ川４丁目 戸塚区品濃町

金沢区並木１丁目 緑区三保町 保土ケ谷区岡沢町 戸塚区舞岡町

金沢区片吹 緑区寺山町 保土ケ谷区花見台 戸塚区平戸１丁目

金沢区堀口 緑区十日市場町 保土ケ谷区霞台 戸塚区平戸２丁目

金沢区野島町 緑区小山町 保土ケ谷区釜台町 戸塚区平戸３丁目

金沢区柳町 緑区上山１丁目 保土ケ谷区岩井町 戸塚区平戸４丁目

金沢区六浦１丁目 緑区上山２丁目 保土ケ谷区岩崎町 戸塚区平戸５丁目

金沢区六浦２丁目 緑区上山３丁目 保土ケ谷区境木町 戸塚区平戸町

金沢区六浦３丁目 緑区上山町 保土ケ谷区境木本町 戸塚区俣野町

金沢区六浦４丁目 緑区新治町 保土ケ谷区権太坂１丁目 戸塚区名瀬町

金沢区六浦５丁目 緑区森の台 保土ケ谷区権太坂２丁目 戸塚区矢部町

金沢区六浦町 緑区西八朔町 保土ケ谷区権太坂３丁目 港南区下永谷１丁目

金沢区六浦東１丁目 緑区台村町 保土ケ谷区今井町 港南区下永谷２丁目

金沢区六浦東２丁目 緑区中山町 保土ケ谷区坂本町 港南区下永谷３丁目

金沢区六浦東３丁目 緑区長津田１丁目 保土ケ谷区桜ケ丘１丁目 港南区下永谷５丁目

金沢区六浦南１丁目 緑区長津田４丁目 保土ケ谷区桜ケ丘２丁目 港南区下永谷６丁目

金沢区六浦南２丁目 緑区長津田５丁目 保土ケ谷区狩場町 港南区下永谷町

金沢区六浦南３丁目 緑区長津田６丁目 保土ケ谷区初音ケ丘 港南区丸山台１丁目

金沢区六浦南４丁目 緑区長津田７丁目 保土ケ谷区上菅田町 港南区丸山台２丁目

金沢区六浦南５丁目 緑区長津田みなみ台１丁目 保土ケ谷区上星川１丁目 港南区丸山台３丁目

戸塚区影取町 緑区長津田みなみ台２丁目 保土ケ谷区上星川２丁目 港南区丸山台４丁目

戸塚区汲沢１丁目 緑区長津田みなみ台３丁目 保土ケ谷区上星川町 港南区芹が谷１丁目

戸塚区汲沢３丁目 緑区長津田みなみ台４丁目 保土ケ谷区常盤台 港南区芹が谷２丁目

戸塚区汲沢４丁目 緑区長津田みなみ台５丁目 保土ケ谷区新桜ケ丘１丁目 港南区芹が谷３丁目

戸塚区汲沢５丁目 緑区長津田みなみ台６丁目 保土ケ谷区新桜ケ丘２丁目 港南区芹が谷４丁目

戸塚区汲沢６丁目 緑区長津田みなみ台７丁目 保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 港南区芹が谷５丁目

戸塚区汲沢７丁目 緑区長津田町 保土ケ谷区星川２丁目 港南区港南１丁目

戸塚区汲沢８丁目 緑区東本郷町 保土ケ谷区西谷町 港南区港南２丁目

戸塚区汲沢町 緑区白山１丁目 保土ケ谷区東川島町 港南区最戸１丁目

戸塚区原宿１丁目 緑区白山２丁目 保土ケ谷区藤塚町 港南区最戸２丁目

戸塚区原宿２丁目 緑区白山３丁目 保土ケ谷区仏向西 港南区上永谷１丁目

戸塚区原宿３丁目 緑区白山４丁目 保土ケ谷区仏向町 港南区上永谷２丁目

戸塚区原宿４丁目 緑区北八朔町 保土ケ谷区保土ケ谷町１丁目 港南区上永谷３丁目

戸塚区原宿５丁目 緑区霧が丘１丁目 保土ケ谷区保土ケ谷町２丁目 港南区上永谷４丁目

戸塚区原宿町 緑区霧が丘２丁目 保土ケ谷区保土ケ谷町３丁目 港南区上永谷５丁目

戸塚区戸塚町 緑区霧が丘３丁目 保土ケ谷区峰岡町２丁目 港南区上永谷６丁目

戸塚区小雀町 緑区霧が丘４丁目 保土ケ谷区峰岡町３丁目 港南区上永谷町

戸塚区深谷町 緑区霧が丘５丁目 保土ケ谷区峰沢町 港南区上大岡西１丁目

戸塚区東俣野町 緑区霧が丘６丁目 保土ケ谷区法泉１丁目 港南区上大岡西２丁目

戸塚区平戸１丁目 瀬谷区阿久和西１丁目 保土ケ谷区法泉２丁目 港南区上大岡西３丁目

戸塚区平戸４丁目 瀬谷区阿久和西２丁目 保土ケ谷区法泉３丁目 港南区上大岡東１丁目

戸塚区平戸５丁目 瀬谷区阿久和西３丁目 保土ケ谷区和田２丁目 港南区大久保１丁目

戸塚区俣野町 瀬谷区阿久和西４丁目 磯子区上中里町 港南区大久保２丁目

港南区港南台９丁目 瀬谷区阿久和町 磯子区洋光台５丁目 港南区大久保３丁目

港南区上永谷町 瀬谷区阿久和東１丁目 港北区下田町１丁目 港南区東永谷１丁目

港南区日限山３丁目 瀬谷区阿久和東２丁目 港北区下田町２丁目 港南区東永谷２丁目

港南区日限山４丁目 瀬谷区阿久和東３丁目 港北区下田町３丁目 港南区東永谷３丁目

港南区日野南５丁目 瀬谷区阿久和東４丁目 港北区下田町４丁目 港南区東芹が谷



港南区日野南６丁目 瀬谷区阿久和南１丁目 港北区菊名１丁目 港南区日限山１丁目

港南区日野南７丁目 瀬谷区阿久和南２丁目 港北区菊名２丁目 港南区日限山２丁目

港南区野庭町 瀬谷区阿久和南３丁目 港北区菊名３丁目 港南区日限山４丁目

栄区亀井町 瀬谷区阿久和南４丁目 港北区菊名４丁目 港南区日野２丁目

栄区桂台西１丁目 瀬谷区卸本町 港北区菊名５丁目 港南区野庭町

栄区桂台西２丁目 瀬谷区下瀬谷１丁目 港北区菊名６丁目 緑区いぶき野

栄区桂台中 瀬谷区下瀬谷２丁目 港北区菊名７丁目 緑区鴨居２丁目

栄区桂台東 瀬谷区下瀬谷３丁目 港北区錦が丘 緑区三保町

栄区桂台南１丁目 瀬谷区宮沢１丁目 港北区綱島西１丁目 緑区寺山町

栄区桂台南２丁目 瀬谷区宮沢２丁目 港北区綱島西２丁目 緑区十日市場町

栄区桂台北 瀬谷区宮沢３丁目 港北区綱島西３丁目 緑区小山町

栄区桂町 瀬谷区宮沢４丁目 港北区綱島西４丁目 緑区上山２丁目

栄区犬山町 瀬谷区橋戸１丁目 港北区綱島西６丁目 緑区新治町

栄区元大橋１丁目 瀬谷区橋戸２丁目 港北区綱島台 緑区西八朔町

栄区元大橋２丁目 瀬谷区橋戸３丁目 港北区綱島東１丁目 緑区青砥町

栄区公田町 瀬谷区五貫目町 港北区綱島東２丁目 緑区中山町

栄区若竹町 瀬谷区三ツ境 港北区綱島東３丁目 緑区長津田３丁目

栄区小山台１丁目 瀬谷区上瀬谷町 港北区綱島東４丁目 緑区長津田６丁目

栄区小山台２丁目 瀬谷区瀬谷１丁目 港北区綱島東５丁目 緑区長津田みなみ台７丁目

栄区小菅ケ谷１丁目 瀬谷区瀬谷２丁目 港北区綱島東６丁目 緑区北八朔町

栄区小菅ケ谷２丁目 瀬谷区瀬谷３丁目 港北区高田町 緑区霧が丘３丁目

栄区小菅ケ谷３丁目 瀬谷区瀬谷４丁目 港北区高田東１丁目 栄区笠間１丁目

栄区小菅ケ谷４丁目 瀬谷区瀬谷５丁目 港北区師岡町 栄区笠間２丁目

栄区小菅ケ谷町 瀬谷区瀬谷６丁目 港北区篠原西町 栄区笠間３丁目

栄区庄戸１丁目 瀬谷区瀬谷町 港北区篠原町 栄区笠間４丁目

栄区庄戸２丁目 瀬谷区相沢１丁目 港北区篠原北１丁目 栄区笠間５丁目

栄区庄戸３丁目 瀬谷区相沢２丁目 港北区篠原北２丁目 栄区笠間町

栄区庄戸４丁目 瀬谷区相沢３丁目 港北区新羽町 栄区金井町

栄区庄戸５丁目 瀬谷区相沢４丁目 港北区新横浜３丁目 栄区桂町

栄区上郷町 瀬谷区相沢５丁目 港北区新吉田東６丁目 栄区公田町

栄区上之町 瀬谷区相沢６丁目 港北区太尾町 栄区小山台１丁目

栄区鍛冶ケ谷１丁目 瀬谷区相沢７丁目 港北区大曽根１丁目 栄区小菅ケ谷１丁目

栄区鍛冶ケ谷２丁目 瀬谷区竹村町 港北区大曽根２丁目 栄区小菅ケ谷２丁目

栄区鍛冶ケ谷町 瀬谷区中央 港北区大曽根３丁目 栄区小菅ケ谷４丁目

栄区中野町 瀬谷区中屋敷１丁目 港北区大曽根台 栄区小菅ケ谷町

栄区長倉町 瀬谷区中屋敷２丁目 港北区大倉山１丁目 栄区長沼町

栄区東上郷町 瀬谷区中屋敷３丁目 港北区大倉山２丁目 栄区長尾台町

栄区柏陽 瀬谷区東野 港北区大倉山３丁目 栄区田谷町

栄区飯島町 瀬谷区東野台 港北区大倉山４丁目 栄区飯島町

栄区尾月 瀬谷区南瀬谷１丁目 港北区大倉山５丁目 栄区本郷台１丁目

栄区本郷台１丁目 瀬谷区南瀬谷２丁目 港北区大倉山６丁目 栄区本郷台２丁目

栄区野七里１丁目 瀬谷区南台１丁目 港北区大倉山７丁目 栄区本郷台３丁目

栄区野七里２丁目 瀬谷区南台２丁目 港北区大豆戸町 栄区本郷台４丁目

泉区岡津町 瀬谷区二ツ橋町 港北区樽町１丁目 泉区岡津町

泉区下飯田町 瀬谷区北新 港北区樽町２丁目 泉区中田町

泉区上飯田町 瀬谷区北町 港北区樽町３丁目 泉区中田東１丁目

泉区新橋町 瀬谷区本郷１丁目 港北区樽町４丁目 泉区中田東２丁目

泉区西が岡１丁目 瀬谷区本郷２丁目 港北区日吉１丁目 泉区中田南１丁目

泉区西が岡３丁目 瀬谷区本郷３丁目 港北区日吉２丁目 泉区中田南５丁目

泉区中田西１丁目 瀬谷区本郷４丁目 港北区日吉３丁目 泉区緑園５丁目

泉区中田西２丁目 瀬谷区目黒町 港北区日吉４丁目 青葉区あかね台１丁目

泉区中田西３丁目 泉区和泉町 港北区日吉５丁目 青葉区あかね台２丁目

泉区中田西４丁目 青葉区松風台 港北区日吉６丁目 青葉区あざみ野１丁目

泉区中田町 青葉区奈良５丁目 港北区日吉７丁目 青葉区あざみ野２丁目

泉区中田東１丁目 都筑区佐江戸町 港北区日吉本町１丁目 青葉区あざみ野３丁目

泉区中田東２丁目 都筑区川向町 港北区日吉本町２丁目 青葉区あざみ野４丁目

泉区中田東３丁目 港北区日吉本町３丁目 青葉区あざみ野南１丁目



泉区中田東４丁目 港北区日吉本町４丁目 青葉区あざみ野南２丁目

泉区中田南１丁目 港北区富士塚２丁目 青葉区あざみ野南３丁目

泉区中田南２丁目 港北区箕輪町１丁目 青葉区あざみ野南４丁目

泉区中田南３丁目 港北区箕輪町２丁目 青葉区しらとり台

泉区中田南４丁目 港北区箕輪町３丁目 青葉区すすき野１丁目

泉区中田南５丁目 戸塚区下倉田町 青葉区すすき野２丁目

泉区中田北１丁目 戸塚区吉田町 青葉区すすき野３丁目

泉区中田北２丁目 戸塚区戸塚町 青葉区すみよし台

泉区中田北３丁目 戸塚区秋葉町 青葉区たちばな台１丁目

泉区白百合１丁目 戸塚区上倉田町 青葉区たちばな台２丁目

泉区白百合２丁目 戸塚区上柏尾町 青葉区みすずが丘

泉区白百合３丁目 戸塚区上品濃 青葉区みたけ台

泉区弥生台 戸塚区上矢部町 青葉区もえぎ野

泉区和泉町 戸塚区川上町 青葉区もみの木台

戸塚区前田町 青葉区荏子田３丁目

戸塚区鳥が丘 青葉区荏田西１丁目

戸塚区南舞岡１丁目 青葉区荏田西２丁目

戸塚区南舞岡２丁目 青葉区荏田西３丁目

戸塚区南舞岡３丁目 青葉区荏田西４丁目

戸塚区南舞岡４丁目 青葉区荏田西５丁目

戸塚区柏尾町 青葉区荏田町

戸塚区品濃町 青葉区荏田北１丁目

戸塚区舞岡町 青葉区荏田北２丁目

戸塚区平戸１丁目 青葉区荏田北３丁目

戸塚区平戸２丁目 青葉区榎が丘

戸塚区平戸３丁目 青葉区恩田町

戸塚区平戸５丁目 青葉区下谷本町

戸塚区平戸町 青葉区柿の木台

戸塚区名瀬町 青葉区鴨志田町

戸塚区矢部町 青葉区桂台１丁目

港南区下永谷３丁目 青葉区桂台２丁目

港南区下永谷４丁目 青葉区元石川町

港南区下永谷５丁目 青葉区黒須田

港南区下永谷６丁目 青葉区桜台

港南区下永谷町 青葉区市ケ尾町

港南区丸山台２丁目 青葉区寺家町

港南区丸山台３丁目 青葉区若草台

港南区丸山台４丁目 青葉区松風台

港南区港南３丁目 青葉区上谷本町

港南区上永谷３丁目 青葉区新石川１丁目

港南区上永谷５丁目 青葉区新石川２丁目

港南区上永谷６丁目 青葉区新石川３丁目

港南区上永谷町 青葉区新石川４丁目

港南区日限山１丁目 青葉区成合町

港南区日限山２丁目 青葉区青葉台２丁目

港南区日限山３丁目 青葉区千草台

港南区日限山４丁目 青葉区大場町

瀬谷区阿久和町 青葉区鉄町

瀬谷区阿久和南１丁目 青葉区田奈町

瀬谷区阿久和南３丁目 青葉区藤が丘１丁目

瀬谷区阿久和南４丁目 青葉区藤が丘２丁目

栄区小菅ケ谷２丁目 青葉区奈良１丁目

栄区小菅ケ谷４丁目 青葉区奈良２丁目

栄区小菅ケ谷町 青葉区奈良３丁目

栄区長沼町 青葉区奈良４丁目

栄区飯島町 青葉区奈良５丁目

栄区本郷台１丁目 青葉区奈良町



栄区本郷台３丁目 青葉区梅が丘

栄区本郷台４丁目 青葉区美しが丘１丁目

栄区本郷台５丁目 青葉区美しが丘２丁目

泉区岡津町 青葉区美しが丘４丁目

泉区桂坂 青葉区美しが丘５丁目

泉区上飯田町 青葉区美しが丘西２丁目

泉区新橋町 青葉区緑山

泉区西が岡１丁目 都筑区荏田町

泉区西が岡２丁目 都筑区荏田東２丁目

泉区西が岡３丁目 都筑区荏田東３丁目

泉区池の谷 都筑区荏田東４丁目

泉区中田町 都筑区荏田南１丁目

泉区中田東１丁目 都筑区荏田南２丁目

泉区中田東４丁目 都筑区荏田南３丁目

泉区中田北３丁目 都筑区荏田南４丁目

泉区白百合１丁目 都筑区荏田南５丁目

泉区白百合２丁目 都筑区荏田南町

泉区白百合３丁目 都筑区加賀原１丁目

泉区弥生台 都筑区加賀原２丁目

泉区領家１丁目 都筑区葛が谷

泉区領家２丁目 都筑区茅ケ崎中央

泉区領家３丁目 都筑区茅ケ崎町

泉区領家４丁目 都筑区茅ケ崎東２丁目

泉区緑園１丁目 都筑区茅ケ崎東３丁目

泉区緑園２丁目 都筑区茅ケ崎南１丁目

泉区緑園３丁目 都筑区茅ケ崎南２丁目

泉区緑園４丁目 都筑区茅ケ崎南３丁目

泉区緑園５丁目 都筑区茅ケ崎南４丁目

泉区緑園６丁目 都筑区茅ケ崎南５丁目

泉区緑園７丁目 都筑区牛久保西４丁目

泉区和泉町 都筑区牛久保町

都筑区見花山

都筑区高山

都筑区佐江戸町

都筑区桜並木

都筑区新栄町

都筑区折本町

都筑区川向町

都筑区川和台

都筑区川和町

都筑区大丸

都筑区大熊町

都筑区池辺町

都筑区中川１丁目

都筑区中川２丁目

都筑区中川３丁目

都筑区中川町

都筑区仲町台１丁目

都筑区仲町台２丁目

都筑区仲町台３丁目

都筑区仲町台４丁目

都筑区仲町台５丁目

都筑区長坂

都筑区東山田町

都筑区東方町

都筑区南山田町

都筑区二の丸



都筑区富士見が丘

都筑区平台
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