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表 3.4 広域避難場所地区割り当て 

コード 広域避難場所名称 区 地区割当て町丁目 

01-01 三ツ池公園          
鶴見区 

市場上町、市場下町、市場西中町、市場東中町、市場富士見

町、市場大和町、江ケ崎町、梶山一、二丁目、上末吉一～五丁

目、北寺尾一～七丁目、駒岡一～五丁目、栄町通３、４丁目、

獅子ケ谷一丁目、獅子ケ谷二、三丁目の各一部、尻手一～三丁

目、下末吉一～六丁目、菅沢町、諏訪坂、佃野町、東寺尾北

台、平安町１、２丁目、三ツ池公園、元宮一、二丁目、矢向一

～六丁目 

港北区 樽町一～四丁目、師岡町 

01-02 総持寺              鶴見区 

朝日町１、２丁目、安善町１、２丁目、潮田町１～４丁目、扇

島、小野町、寛政町、岸谷三、四丁目、栄町通１、２丁目、汐

入町１～３丁目、下野谷町１～４丁目、末広町１、２丁目、大

黒町、大東町、鶴見一、二丁目、鶴見中央一～五丁目、寺谷

一、二丁目、豊岡町、仲通１～３丁目、生麦二丁目、生麦四、

五丁目、浜町１、２丁目、東寺尾中台、東寺尾東台、弁天町、

本町通１～４丁目、向井町１～４丁目 

01-03 
東寺尾配水池及び松

蔭寺一帯            

鶴見区 
上の宮一、二丁目、馬場一～七丁目、東寺尾一～三丁目、東寺

尾四丁目の一部、東寺尾五、六丁目 

神奈川区 
神之木町、西寺尾一丁目、西寺尾二、三丁目の各一部、松見町

１～４丁目の各一部 

02-01 錦台中学校一帯      

鶴見区 東寺尾四丁目の一部 

神奈川区 

大口通の一部、大口仲町の一部、神之木台、子安台二丁目、西

大口、西寺尾二、三丁目の各一部、西寺尾四丁目、松見町１～

４丁目の各一部 

02-02 浅野学園一帯        

鶴見区 岸谷一、二丁目、生麦一丁目、生麦三丁目 

神奈川区 

入江一、二丁目、恵比須町、子安台一丁目、子安通１丁目の一

部、子安通２、３丁目、新子安一、二丁目、宝町、守屋町２～

４丁目 

02-03 
県立神奈川工業高校

一帯 
神奈川区 

白幡西町の一部、鳥越、西神奈川二、三丁目、二本榎、白楽の

一部、平川町 

02-04 六角橋中学校一帯    神奈川区 
片倉一、二丁目の各一部、片倉三～五丁目、神大寺一～三丁目

の各一部、神大寺四丁目、三枚町の一部、菅田町の一部 

02-05 神奈川大学          神奈川区 斎藤分町、中丸、六角橋三、四丁目 

02-06 南神大寺団地一帯    神奈川区 神大寺一、二丁目の各一部 

02-07 
片倉台団地・片倉う

さぎ山公園          
神奈川区 

片倉一、二丁目の各一部、神大寺三丁目の一部 

02-08 宮向団地            神奈川区 三枚町の一部、菅田町の一部、羽沢町の一部 

02-09 西菅田団地          神奈川区 三枚町の一部、菅田町の一部 

02-10 三ツ沢競技場一帯    

神奈川区 

泉町、上反町１、２丁目、桐畑、栗田谷、沢渡、高島台、反町

３丁目、松ケ丘、松本町１～６丁目、三ツ沢上町、三ツ沢下

町、三ツ沢中町、三ツ沢西町、三ツ沢東町、三ツ沢南町 

西区 
岡野一、二丁目、北軽井沢、浅間台、浅間町１～５丁目、西平

沼町、平沼一、二丁目、南軽井沢、南浅間町、宮ケ谷 
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コード 広域避難場所名称 区 地区割当て町丁目 

保土ケ谷区 鎌谷町 

02-11 反町公園            神奈川区 

青木町、旭ケ丘、神奈川一、二丁目、神奈川本町、幸ケ谷、反

町１、２丁目、反町４丁目、富家町、西神奈川一丁目、東神奈

川一、二丁目、広台太田町、二ツ谷町 

02-12 
浦島丘中学校一帯・

浦島小学校          
神奈川区 

浦島丘、浦島町、大口通の一部、大口仲町の一部、亀住町、子

安通１丁目の一部、白幡東町、白幡南町、新町、立町、七島町 

03-01 紅葉ケ丘一帯        

西区 
御所山町、戸部町１～７丁目、戸部本町、花咲町４、５丁目、

宮崎町、紅葉ケ丘 

中区 野毛町１～４丁目、花咲町１～３丁目、宮川町１～３丁目 

03-02 野毛山公園          

西区 
赤門町２丁目、東ケ丘、伊勢町１～３丁目、老松町、霞ケ丘、

中央一、二丁目、西戸部町１～３丁目、西前町２、３丁目 

中区 

赤門町１丁目、曙町２～５丁目、伊勢佐木町４～７丁目、黄金

町１、２丁目、末吉町１～４丁目、初音町１～３丁目、英町、

日ノ出町１、２丁目、弥生町２～５丁目、若葉町２、３丁目 

03-03 久保山墓地          
西区 

久保町、境之谷、浜松町、東久保町、藤棚町１、２丁目、元久

保町 

南区 伏見町 

04-01 本牧山頂公園一帯    中区 

池袋、上野町１～４丁目、北方町１、２丁目、小港町１～３丁

目、新山下一～三丁目の各一部、千鳥町、千代崎町１～４丁

目、豊浦町、西之谷町、根岸加曽台、根岸町１～３丁目、本郷

町１～３丁目、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧町

１、２丁目、本牧原、本牧間門、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧

宮原、本牧元町、本牧和田、南本牧、妙香寺台、矢口台、和田

山 

04-02 
根岸森林公園及び根

岸住宅地区          

中区 

大芝台、大平町、柏葉、鷺山、滝之上、竹之丸、立野、塚越、

寺久保、仲尾台、西竹之丸、根岸旭台、根岸台、豆口台、簑

沢、麦田町１～４丁目、山手町の一部、大和町１、２丁目、山

元町１～５丁目 

南区 

浦舟町１～５丁目、永楽町１、２丁目、唐沢、山谷、白妙町１

～５丁目、高根町１～４丁目、中村町１～５丁目、八幡町、平

楽、堀ノ内町１、２丁目の各一部、真金町１、２丁目、万世町

１、２丁目、睦町１、２丁目 

磯子区 鳳町、上町、坂下町、下町、西町、馬場町、原町、東町 

04-03 港の見える丘公園    中区 
石川町１～５丁目、打越、諏訪町、元町１～５丁目、山下町の

一部、山手町の一部 

05-01 清水ケ丘公園一帯    
南区 

井土ケ谷上町、井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、庚台、清水ケ

丘、永田北一丁目の一部、永田東一、二丁目の一部、永田東三

丁目、西中町１～４丁目、前里町１～４丁目、南太田一、二、

三丁目の各一部、南太田四丁目、三春台 

保土ケ谷区 岩井町、西久保町の一部 

05-02 
市立横浜商業高校一

帯                  
南区 

榎町１、２丁目、大岡一丁目の一部、共進町１～３丁目、山王

町１～５丁目、宿町１～４丁目、白金町１、２丁目、新川町１

～５丁目、高砂町１～３丁目、花之木町１～３丁目、日枝町１
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～５丁目、東蒔田町、二葉町１～４丁目、堀ノ内町１、２丁目

の各一部、蒔田町、南太田一、二、三丁目の各一部、南吉田町

１～５丁目、宮元町１～４丁目、吉野町１～５丁目 

05-03 南永田団地一帯      南区 
永田北二丁目の一部、永田山王台、永田東一、二丁目の各一

部、永田南１、２丁目、永田みなみ台、六ツ川一丁目の一部 

05-04 六ツ川台団地一帯    南区 六ツ川一、二丁目の各一部、六ツ川三、四丁目 

05-05 
国大附属横浜中学校

一帯                
南区 

大岡一丁目の一部、大岡二丁目、大橋町１～３丁目、弘明寺

町、通町１～４丁目、中里町、中里一、二丁目、中里三、四丁

目の各一部、中島町１～４丁目、別所一丁目、別所二丁目の一

部、別所三丁目、若宮町１～４丁目 

06-01 
こども医療センター

一帯                

南区 
中里三、四丁目の各一部、別所二丁目の一部、別所四～七丁

目、別所中里台、六ツ川二丁目の一部 

港南区 
大久保三丁目、芹が谷一～五丁目、東芹が谷、東永谷一丁目、

東永谷三丁目 

06-02 下永谷市民の森      港南区 下永谷一～六丁目 

06-03 野庭団地            港南区 
上永谷一～六丁目、野庭町の一部、東永谷二丁目、日限山一～

四丁目、日野八、九丁目、日野南四丁目、丸山台一～四丁目 

06-04 
日野公園墓地及び日

野中央公園一帯      
港南区 

港南一～六丁目、港南中央通、笹下四丁目の一部、笹下五～七

丁目、日野一～五丁目、日野六丁目の一部、日野七丁目、日野

中央一、二丁目、日野中央三丁目の一部 

06-05 港南台団地一帯      港南区 港南台一～九丁目、日野南一～三丁目、日野南五～七丁目 

07-01 横浜市児童遊園地    

南区 永田北一、二丁目の各一部、永田北三丁目、永田台 

保土ケ谷区 
狩場町、権太坂一～三丁目、境木本町、瀬戸ケ谷町、保土ケ谷

町１～３丁目 

戸塚区 平戸町の一部、平戸一～五丁目 

07-02 
県立保土ケ谷公園一

帯                  
保土ケ谷区 

岩崎町、霞台、帷子町１、２丁目、坂本町、桜ケ丘一、二丁

目、月見台、初音ケ丘、花見台、仏向町の一部、仏向西、星川

一～三丁目、明神台 

07-03 
川辺公園及び横浜ビ

ジネスパーク一帯    
保土ケ谷区 

岩間町１、２丁目、川辺町、神戸町、天王町１、２丁目、西久

保町の一部 

07-04 横浜国立大学        

神奈川区 羽沢南一～四丁目 

保土ケ谷区 
岡沢町、釜台町、上星川一～三丁目、常盤台、峰岡町１～３丁

目、峰沢町、宮田町１～３丁目、和田一、二丁目 

07-05 笹山団地            
保土ケ谷区 新井町の一部、上菅田町の一部、西谷町、東川島町 

旭区 川島町の一部 

07-06 くぬぎ台団地        

保土ケ谷区 川島町 

旭区 
川島町の一部、三反田町の一部、鶴ケ峰一、二丁目の各一部、

西川島町 

07-07 
横浜カントリークラ

ブ                  

保土ケ谷区 
今井町、境木町、新桜ケ丘一、二丁目、藤塚町、法泉一～三丁

目 

戸塚区 品濃町の一部 

旭区 大池町の一部 



３．広域避難場所の収容率の算定 

29 

コード 広域避難場所名称 区 地区割当て町丁目 

08-01 左近山団地          旭区 
市沢町、小高町、川島町の一部、桐が作、左近山、三反田町の

一部、鶴ケ峰一、二丁目の各一部、本宿町 

08-02 県自動車試験場一帯  旭区 
今川町、今宿一、二丁目、四季美台、中尾一、二丁目、中沢一

～三丁目、東希望が丘、二俣川１丁目、本村町 

08-03 ひかりが丘団地      旭区 
上白根町、上白根一～三丁目、白根一～八丁目、中白根一～四

丁目 

08-04 
横浜動物の森公園一

帯                  
旭区 

今宿西町、今宿東町、今宿南町、川井宿町、都岡町、鶴ケ峰本

町一～三丁目 

08-05 
程ヶ谷カントリー倶

楽部                
旭区 

今宿町、金が谷、金が谷一、二丁目、上川井町の一部、川井本

町、笹野台一～四丁目、下川井町、矢指町 

08-06 若葉台団地          旭区 上川井町の一部、若葉台一～四丁目 

09-01 
汐見台団地及び久良

岐公園一帯          

南区 大岡三～五丁目 

磯子区 

磯子一、二丁目、磯子三丁目の一部、磯子四～八丁目、磯子台

の一部、岡村一丁目、岡村二、三、七、八丁目の各一部、汐見

台１～３丁目、新磯子町、新杉田町、新中原町、新森町、滝頭

一～三丁目、田中一丁目の一部、中浜町、中原一～三丁目、中

原四丁目の一部、久木町、広地町、丸山一、二丁目、森一丁

目、森二丁目の一部、森三～六丁目、森が丘一、二丁目 

港南区 
大久保一、二丁目、上大岡西一～三丁目、上大岡東一～三丁

目、最戸一、二丁目、笹下一～三丁目 

09-02 洋光台北団地        磯子区 洋光台一、二丁目 

09-03 洋光台中央・南団地  磯子区 
栗木一丁目の一部、田中一、二丁目の各一部、洋光台三～六丁

目 

09-04 
磯子カンツリークラ

ブ一帯              
磯子区 

上中里町、栗木一丁目の一部、栗木二、三丁目、杉田二、三丁

目の各一部、杉田九丁目、田中二丁目の一部、氷取沢町の一

部、峰町の一部 

09-05 岡村公園            磯子区 
岡村二、三丁目の各一部、岡村四～六丁目、岡村七、八丁目の

各一部 

09-06 坪呑公園            磯子区 
杉田一丁目、杉田二、三丁目の各一部、杉田四～八丁目、杉田

坪呑、中原四丁目の一部 

10-01 富岡総合公園        金沢区 
昭和町、富岡西一、二、三丁目の各一部、富岡東一～三丁目、

富岡東四、五丁目の各一部、鳥浜町 

10-02 称名寺裏山一帯      金沢区 金沢町、柴町、寺前一、二丁目、谷津町の一部 

10-03 野島公園展望台      金沢区 乙舳町、野島町 

10-04 横浜市立大学一帯    金沢区 
大川、釜利谷東一丁目、洲崎町、瀬戸、泥亀一、二丁目、平潟

町、町屋町、六浦一～四丁目、谷津町の一部、柳町 

10-05 金沢自然公園        金沢区 
釜利谷西一丁目、釜利谷西二、三、四丁目の各一部、釜利谷東

二～八丁目 

10-06 
関東学院総合グラン

ド                  
金沢区 

朝比奈町、釜利谷西二、三、四丁目の各一部、釜利谷西五、六

丁目、釜利谷南一～四丁目、大道一、二丁目、高舟台一、二丁

目 

10-07 長浜公園一帯        金沢区 
片吹、富岡東四、五丁目の各一部、富岡東六丁目、長浜、長浜

一、二丁目、西柴一～四丁目、能見台東の一部、堀口 
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10-08 能見台北公園一帯    金沢区 
富岡西五丁目、富岡西六丁目の一部、能見台一～六丁目、能見

台森 

10-09 
池子米軍用地及び八

景苑墓地一帯        
金沢区 

東朝比奈一～三丁目、六浦町、六浦五丁目、六浦東二、三丁目

の各一部、六浦南一丁目の一部、六浦南二～五丁目 

10-10 
野島公園（室ノ木地

区）                
金沢区 

六浦東一丁目、六浦東二、三丁目の各一部、六浦南一丁目の一

部 

10-11 能見台中央公園      金沢区 
富岡西一、二、三丁目の各一部、富岡西四丁目、富岡西六丁目

の一部、富岡西七丁目、能見台通 

11-01 高田小学校一帯      港北区 
下田町一～六丁目、高田町、高田西一～五丁目、高田東一～四

丁目 

11-02 慶応義塾大学        港北区 
綱島西二、三丁目、綱島東一～六丁目、日吉一～七丁目、箕輪

町一～三丁目 

11-03 
コンフォール南日吉

一帯                
港北区 

綱島台、綱島西一丁目、綱島西四～六丁目、日吉本町一～六丁

目 

11-04 
新羽小・中・高校一

帯                  
港北区 

北新横浜一、二丁目の各一部、新羽町の一部 

11-05 港北高校一帯        港北区 
大倉山一～七丁目、大曽根一～三丁目、大曽根台、大豆戸町の

一部 

11-06 
新横浜駅前及び横浜

国際総合競技場一帯  
港北区 

菊名一～七丁目、小机町の一部、篠原町の一部、篠原北一、二

丁目、新横浜一～三丁目、鳥山町の一部、錦が丘、富士塚一、

二丁目、大豆戸町の一部 

11-07 岸根公園            

神奈川区 
白幡上町、白幡町、白幡仲町、白幡西町の一部、白幡向町、白

楽の一部、六角橋一、二丁目、六角橋五、六丁目 

港北区 
岸根町、篠原町の一部、篠原台町、篠原西町、篠原東一～三丁

目、仲手原一、二丁目 

12-01 
南長津田団地及び森

村学園一帯          

緑区 長津田町の一部、長津田一～七丁目 

青葉区 あかね台一、二丁目、恩田町、田奈町 

12-02 
昭和大学運動場一帯

及び新治里山公園    
緑区 

十日市場町の一部、新治町の一部 

12-03 山下小学校一帯      緑区 青砥町 

12-04 
神奈川大学グランド

及び四季の森公園    

旭区 白根町 

緑区 

上山一～三丁目、台村町の一部、寺山町の一部、中山町、新治

町の一部、三保町の一部、森の台 

12-05 竹山団地            緑区 
鴨居町の一部、鴨居一～七丁目、竹山一～四丁目、白山一～四

丁目、東本郷一～六丁目 

12-06 東洋英和女学院一帯  緑区 霧が丘一～四丁目、霧が丘五、六丁目の各一部、三保町の一部 

12-07 横浜商科大学一帯    
緑区 北八朔町の一部、小山町の一部、西八朔町の一部 

青葉区 梅が丘、さつきが丘 

12-08 玄海田公園          緑区 
いぶき野、十日市場町の一部、長津田町の一部、長津田みなみ

台一丁目、長津田みなみ台四～七丁目 

12-09 北八朔公園          緑区 北八朔町の一部 
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青葉区 千草台 

13-01 
たまプラーザ団地一

帯                  
青葉区 

美しが丘一、二丁目の各一部、美しが丘三～五丁目 

13-02 國學院大学グランド  青葉区 
あざみ野南一～四丁目、新石川一丁目、新石川二、三丁目の各

一部、新石川四丁目 

13-03 桜台公園地区        青葉区 
青葉台一、二丁目、榎が丘、柿の木台、桂台一丁目、桜台、し

らとり台、つつじが丘、松風台、みたけ台、もえぎ野 

13-04 桐蔭学園            青葉区 大場町、鉄町、黒須田、みすずが丘 

13-05 こどもの国          青葉区 すみよし台、奈良町、奈良一～五丁目 

13-06 すすき野団地一帯    青葉区 
あざみ野一～四丁目、美しが丘西一～三丁目、荏子田一～三丁

目、すすき野一～三丁目、元石川町の一部、もみの木台 

13-07 
グリーンヒル鴨志田

西団地一帯          
青葉区 

桂台二丁目、鴨志田町の一部、寺家町の一部、たちばな台一、

二丁目、成合町、若草台 

13-08 谷本公園一帯        青葉区 
市ケ尾町、荏田北一～三丁目、下谷本町の一部、藤が丘一、二

丁目 

14-01 勝田団地            

港北区 新吉田町の一部、新吉田東一～八丁目、綱島上町 

都筑区 
牛久保東一～三丁目、大棚町の一部、大棚西、勝田町、勝田南

一～二丁目、新栄町、茅ケ崎町、早渕一～三丁目 

14-02 
川和高校・都田公園

一帯                
都筑区 

加賀原一、二丁目、川和台、川和町、二の丸、富士見が丘 

14-03 
かしの木台ハイツ一

帯                  

青葉区 荏田町、荏田西一～五丁目 

都筑区 
荏田東町、荏田東一～三丁目、荏田東四丁目の一部、荏田南

町、荏田南一～五丁目、大丸、見花山 

14-04 横浜国際プール一帯  都筑区 
北山田一～七丁目、すみれが丘、東山田町、東山田一～四丁

目、南山田町、南山田一～三丁目 

14-05 山崎公園一帯        都筑区 
あゆみが丘、牛久保町の一部、牛久保一～三丁目、牛久保西一

～四丁目、中川一～八丁目、中川中央一、二丁目の一部 

14-06 葛ケ谷公園一帯      都筑区 
葛が谷、高山、茅ケ崎中央の一部、茅ケ崎南四、五丁目、長

坂、平台 

14-07 茅ケ崎公園一帯      都筑区 
桜並木、茅ケ崎東一～三丁目、茅ケ崎東四丁目の一部、茅ケ崎

東五丁目、茅ケ崎南一～三丁目、仲町台一～五丁目 

15-01 
戸塚カントリー倶楽

部一帯              

戸塚区 
秋葉町、上品濃、上矢部町の一部、川上町の一部、品濃町の一

部、名瀬町、前田町 

旭区 
大池町の一部、柏町、さちが丘、善部町、中希望が丘、二俣川

２丁目、万騎が原、南希望が丘、南本宿町 

泉区 岡津町の一部、桂坂、緑園一～三丁目、緑園五～七丁目 

15-02 八幡山一帯          戸塚区 
柏尾町、上柏尾町、上矢部町の一部、戸塚町の一部、鳥が丘、

矢部町の一部、吉田町 

15-03 
横浜市消防訓練セン

ター                
戸塚区 

原宿一丁目、原宿二丁目の一部、原宿三～五丁目、深谷町の一

部 

15-04 俣野公園            戸塚区 影取町、東俣野町の一部、深谷町の一部、俣野町 

15-05 明治学院大学        戸塚区 上倉田町、下倉田町 

15-06 舞岡公園            戸塚区 舞岡町の一部、南舞岡一～四丁目 
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15-07 小雀公園            戸塚区 小雀町の一部 

16-01 山手学院一帯        栄区 上郷町の一部、元大橋一、二丁目、若竹町 

16-02 公田団地            栄区 
桂台北、桂台中、桂台西一、二丁目、桂台東、桂台南一丁目、

桂台南二丁目の一部、公田町の一部、中野町の一部 

16-03 本郷台駅前一帯      栄区 

笠間町、笠間一、二丁目、笠間三丁目の一部、笠間四、五丁

目、鍛冶ケ谷町、鍛冶ケ谷一丁目の一部、鍛冶ケ谷二丁目、桂

町、小菅ケ谷町、小菅ケ谷一～三丁目、小菅ケ谷四丁目の一

部、小山台一、二丁目、柏陽、本郷台一、二丁目、本郷台三丁

目の一部、本郷台四、五丁目 

16-04 飯島団地            栄区 飯島町の一部、長沼町、本郷台三丁目の一部 

16-05 金井公園            
戸塚区 戸塚町の一部 

栄区 金井町の一部、田谷町の一部、長尾台町の一部 

16-06 
鎌倉カントリークラ

ブ                  
栄区 

犬山町、尾月、桂台南二丁目の一部、上郷町の一部、上之町、

亀井町、庄戸一～五丁目、長倉町、野七里一～二丁目、東上郷

町 

17-01 旧深谷通信所        

戸塚区 
汲沢町、汲沢一～八丁目、戸塚町の一部、深谷町の一部、矢部

町の一部 

泉区 

和泉が丘一、二丁目、和泉が丘三丁目の一部、和泉町の一部、

和泉中央南一丁目、和泉中央南二丁目の一部、下飯田町の一

部、下和泉一～五丁目、中田町の一部、中田北二丁目の一部、

中田西一、二丁目の各一部、中田西三、四丁目、中田東一丁

目、中田東二、三丁目の各一部、中田南一～三丁目、中田南四

丁目の一部、中田南五丁目 

17-02 市営上飯田団地      泉区 和泉町の一部、和泉中央南三丁目の一部、上飯田町の一部 

17-03 
県営いちょう団地

（上飯田）          
泉区 

上飯田町の一部 

17-04 
和泉町 6606 三協木

工所周辺            
泉区 

和泉町の一部 

17-05 
中田町 2921 番地付

近耕地一帯          
泉区 

和泉町の一部、和泉中央南二、三丁目の各一部、岡津町の一

部、白百合一～三丁目、新橋町の一部、中田北一丁目、中田北

二丁目の一部、中田北三丁目、中田西一、二丁目の各一部、中

田東二、三丁目の各一部、中田東四丁目、中田南四丁目の一

部、西が岡一～三丁目、弥生台、領家一～四丁目 

18-01 下瀬谷入口一帯耕地  

泉区 上飯田町の一部 

瀬谷区 

阿久和西一～四丁目、阿久和東一～四丁目、阿久和南一～四丁

目、北新、下瀬谷一～三丁目、橋戸一～三丁目、二ツ橋町の一

部、三ツ境、南瀬谷一、二丁目、南台一、二丁目、宮沢一～四

丁目 

18-02 
旧上瀬谷通信施設一

帯                  

旭区 上川井町の一部 

瀬谷区 

相沢一～七丁目、東野、東野台、卸本町の一部、上瀬谷町、北

町の一部、五貫目町、瀬谷町、瀬谷一～六丁目、竹村町、中

央、中屋敷一～三丁目、二ツ橋町の一部、本郷一～四丁目、目

黒町 


