
横　浜　市　の　町　名　一　覧

町　　　　名 区　名 字丁目
住
居

表
示

廃
止

よみがな
住居表示

実施年月日
設　置
年月日

廃　止
年月日

あ 青葉台一丁目 青葉 あおばだい１ S42.5.5

青葉台二丁目 青葉 あおばだい２ S42.5.5

あかね台一丁目 青葉 あかねだい１ H2.2.18

あかね台二丁目 青葉 あかねだい２ H2.2.18

あざみ野一丁目 青葉 あざみの１ S51.1.15

あざみ野二丁目 青葉 あざみの２ S51.1.15

あざみ野三丁目 青葉 あざみの３ S51.1.15

あざみ野四丁目 青葉 あざみの４ S51.1.15

あざみ野南一丁目 青葉 あざみのみなみ１ H4.9.6

あざみ野南二丁目 青葉 あざみのみなみ２ H4.9.6

あざみ野南三丁目 青葉 あざみのみなみ３ H4.9.6

あざみ野南四丁目 青葉 あざみのみなみ４ H4.9.6

い 市ケ尾町 青葉 いちがおちょう S14.4.1

う 美しが丘一丁目 青葉 うつくしがおか１ S44.1.15

美しが丘二丁目 青葉 うつくしがおか２ S44.1.15

美しが丘三丁目 青葉 うつくしがおか３ S44.1.15

美しが丘四丁目 青葉 うつくしがおか４ S47.7.26

美しが丘五丁目 青葉 うつくしがおか５ S47.7.26

美しが丘西一丁目 青葉 うつくしがおかにし１ H1.11.5

美しが丘西二丁目 青葉 うつくしがおかにし２ H1.11.5

美しが丘西三丁目 青葉 うつくしがおかにし３ H1.11.5

梅が丘 青葉 うめがおか S41.11.6

え 荏子田一丁目 青葉 えこだ１ S59.4.29

荏子田二丁目 青葉 えこだ２ S59.4.29

荏子田三丁目 青葉 えこだ３ S59.4.29

荏田北一丁目 青葉 えだきた１ S53.4.29

荏田北二丁目 青葉 えだきた２ S53.4.29

荏田北三丁目 青葉 えだきた３ S53.4.29

荏田町 青葉 えだちょう S14.4.1

荏田西一丁目 青葉 えだにし１ S58.9.11

荏田西二丁目 青葉 えだにし２ S58.9.11

荏田西三丁目 青葉 えだにし３ S58.9.11

荏田西四丁目 青葉 えだにし４ S58.9.25

荏田西五丁目 青葉 えだにし５ S58.9.25

榎が丘 青葉 えのきがおか S42.5.5

お 大場町 青葉 おおばちょう S14.4.1

恩田町 青葉 おんだちょう S14.4.1

か 柿の木台 青葉 かきのきだい S49.9.26

桂台一丁目 青葉 かつらだい１ S57.1.10

桂台二丁目 青葉 かつらだい２ S57.1.10

上谷本町 青葉 かみやもとちょう S14.4.1

鴨志田町 青葉 かもしだちょう S14.4.1

く 鉄町 青葉 くろがねちょう S14.4.1

黒須田 青葉 くろすだ H1.7.16

さ 桜台 青葉 さくらだい S42.5.5

さつきが丘 青葉 さつきがおか S45.2.26

し 寺家町 青葉 じけちょう S14.4.1

下谷本町 青葉 しもやもとちょう S14.4.1

しらとり台 青葉 しらとりだい S42.11.16

新石川一丁目 青葉 しんいしかわ１ S54.2.18

新石川二丁目 青葉 しんいしかわ２ S54.2.18

新石川三丁目 青葉 しんいしかわ３ S54.2.18

新石川四丁目 青葉 しんいしかわ４ S54.2.18

す すすき野一丁目 青葉 すすきの１ S48.10.26

すすき野二丁目 青葉 すすきの２ S48.10.26

すすき野三丁目 青葉 すすきの３ S48.10.26

すみよし台 青葉 すみよしだい S51.7.16

た たちばな台一丁目 青葉 たちばなだい１ S46.1.26

たちばな台二丁目 青葉 たちばなだい２ S46.1.26

田奈町 青葉 たなちょう S46.3.26

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「住居表示」欄中○は住居表示の実施されている町、「廃止」欄中●は廃止された町です。
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ち 千草台 青葉 ちぐさだい S43.8.6

つ つつじが丘 青葉 つつじがおか S39.3.31

な 奈良一丁目 青葉 なら１ H8.9.30

奈良二丁目 青葉 なら２ H8.9.30

奈良三丁目 青葉 なら３ H8.9.30

奈良四丁目 青葉 なら４ H8.9.30

奈良五丁目 青葉 なら５ H8.9.30

奈良町 青葉 ならちょう S14.4.1

成合町 青葉 なりあいちょう S14.4.1

ふ 藤が丘一丁目 青葉 ふじがおか１ S41.11.6

藤が丘二丁目 青葉 ふじがおか２ S41.11.6

ま 松風台 青葉 まつかぜだい S42.5.5

み みすずが丘 青葉 みすずがおか H7.3.16

みたけ台 青葉 みたけだい S50.9.28

緑山 青葉 みどりやま S53.2.1

も もえぎ野 青葉 もえぎの S46.1.15

　 元石川町 青葉 もといしかわちょう S14.4.1

もみの木台 青葉 もみのきだい S48.10.26

わ 若草台 青葉 わかくさだい S46.1.26

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「住居表示」欄中○は住居表示の実施されている町、「廃止」欄中●は廃止された町です。
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