
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 相沢一丁目 瀬谷 あいざわ１ S60.11.5

相沢二丁目 瀬谷 あいざわ２ S60.11.5

相沢三丁目 瀬谷 あいざわ３ S60.11.5

相沢四丁目 瀬谷 あいざわ４ S60.11.5

相沢五丁目 瀬谷 あいざわ５ S61.10.6

相沢六丁目 瀬谷 あいざわ６ S61.10.6

相沢七丁目 瀬谷 あいざわ７ S61.10.6

阿久和町 瀬谷 ● あくわちょう S14.4.1 H10.8.3

阿久和西一丁目 瀬谷 あくわにし１ H7.8.7

阿久和西二丁目 瀬谷 あくわにし２ H7.8.7

阿久和西三丁目 瀬谷 あくわにし３ H8.8.5

阿久和西四丁目 瀬谷 あくわにし４ H8.8.5

阿久和東一丁目 瀬谷 あくわひがし１ H5.8.9

阿久和東二丁目 瀬谷 あくわひがし２ H5.8.9

阿久和東三丁目 瀬谷 あくわひがし３ H6.8.8

阿久和東四丁目 瀬谷 あくわひがし４ H6.8.8

阿久和南一丁目 瀬谷 あくわみなみ１ H9.8.4

阿久和南二丁目 瀬谷 あくわみなみ２ H9.8.4

阿久和南三丁目 瀬谷 あくわみなみ３ H10.8.3

阿久和南四丁目 瀬谷 あくわみなみ４ H10.8.3

東野 瀬谷 あずまの S53.12.20

東野台 瀬谷 あずまのだい S62.10.26

お 卸本町 瀬谷 おろしほんちょう S55.3.31

か 上瀬谷町 瀬谷 かみせやちょう S52.3.28

き 北新 瀬谷 きたしん S57.10.25

北町 瀬谷 きたまち S49.8.12

こ 五貫目町 瀬谷 ごかんめちょう S49.8.12

し 下瀬谷一丁目 瀬谷 しもせや１ S56.11.9

下瀬谷二丁目 瀬谷 しもせや２ S56.11.9

下瀬谷三丁目 瀬谷 しもせや３ S56.11.9

せ 瀬谷一丁目 瀬谷 せや１ S59.11.5

瀬谷二丁目 瀬谷 せや２ S59.11.5

瀬谷三丁目 瀬谷 せや３ S59.11.5

瀬谷四丁目 瀬谷 せや４ S59.8.6

瀬谷五丁目 瀬谷 せや５ S59.8.6

瀬谷六丁目 瀬谷 せや６ S59.8.6

瀬谷町 瀬谷 せやちょう S14.4.1

た 竹村町 瀬谷 たけむらちょう S52.3.28

ち 中央 瀬谷 ちゅうおう S60.11.5

な 中屋敷一丁目 瀬谷 なかやしき１ S52.3.28

中屋敷二丁目 瀬谷 なかやしき２ S52.3.28

中屋敷三丁目 瀬谷 なかやしき３ S61.10.6

は 橋戸一丁目 瀬谷 はしど１ S57.10.25

橋戸二丁目 瀬谷 はしど２ S57.10.25

橋戸三丁目 瀬谷 はしど３ S57.10.25

ふ 二ツ橋町 瀬谷 ふたつばしちょう S14.4.1

ほ 本郷一丁目 瀬谷 ほんごう１ S53.7.17

本郷二丁目 瀬谷 ほんごう２ S53.7.17

本郷三丁目 瀬谷 ほんごう３ S53.7.17

本郷四丁目 瀬谷 ほんごう４ S61.10.6

み 三ツ境 瀬谷 みつきょう S37.5.1

南瀬谷一丁目 瀬谷 みなみせや１ S54.8.20

南瀬谷二丁目 瀬谷 みなみせや２ S54.8.20

南台一丁目 瀬谷 みなみだい１ S56.4.13

南台二丁目 瀬谷 みなみだい２ S56.4.13

宮沢一丁目 瀬谷 みやざわ１ H11.8.2

宮沢二丁目 瀬谷 みやざわ２ H11.8.2

宮沢三丁目 瀬谷 みやざわ３ H12.8.7

宮沢四丁目 瀬谷 みやざわ４ H12.8.7

宮沢町 瀬谷 ● みやざわちょう S14.4.1 H12.8.7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「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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め 目黒町 瀬谷 めぐろちょう S49.8.12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「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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