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あ 相生町 中 1～6丁目 あいおいちょう M22.4.1
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
青木町 神奈川 あおきちょう S53.2.5
青木通 神奈川 ● あおきどおり S7.1.1 S53.2.5
青木町 神奈川 ● あおきまち M34.4.1 S7.1.1
青砥町 緑 あおとちょう S14.4.1
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
赤門町 西 2丁目 あかもんちょう S10.7.1
赤門町 中 1丁目 あかもんちょう S10.7.1
秋葉町 戸塚 あきばちょう S14.4.1
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
曙町 中 1～5丁目 あけぼのちょう S3.9.1
旭ケ丘 神奈川 ○ あさひがおか H11.10.25 S7.1.1
朝日町 鶴見 1･2丁目 あさひちょう S16.4.1
朝比奈町 金沢 あさひなちょう S11.10.1
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
足曳町 中 ● あしびきちょう M22.4.1 S3.9.1
東ケ丘 西 あずまがおか S10.7.1
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
あゆみが丘 都筑 ○ あゆみがおか H11.10.25 H11.10.25
新井町 保土ケ谷 あらいちょう S14.4.1
阿波町 ● あわちょう M22.4.1 M32.7.4
安善町 鶴見 1･2丁目 あんぜんちょう S2.4.1

い 飯島町 栄 いいじまちょう S14.4.1
飯田町 神奈川 ● いいだまち S7.1.1 S51.1.18
池の谷 泉 いけのや S61.4.6
池袋 中 いけぶくろ S8.4.1
池辺町 港北 ● いこのべちょう S62.5.6 S62.5.6
池辺町 都筑 いこのべちょう S14.4.1
石川町 中 1～5丁目 いしかわちょう M22.4.1
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石川仲町 中 ● いしかわなかちょう M22.4.1 S10.7.1
石崎町 西 ● いしざきちょう S3.9.1 S41.5.1
出田町 神奈川 いずたちょう S2.8.30
和泉が丘一丁目 泉 ○ いずみがおか１ H25.10.21 H25.10.21
和泉が丘二丁目 泉 ○ いずみがおか２ H25.10.21 H25.10.21
和泉が丘三丁目 泉 ○ いずみがおか３ H25.10.21 H25.10.21
和泉中央北一丁目 泉 ○ いずみちゅうおうきた１ H28.10.17 H28.10.17
和泉中央北二丁目 泉 ○ いずみちゅうおうきた２ H28.10.17 H28.10.17
和泉中央北三丁目 泉 ○ いずみちゅうおうきた３ H28.10.17 H28.10.17
和泉中央北四丁目 泉 ○ いずみちゅうおうきた４ H29.10.23 H29.10.23
和泉中央北五丁目 泉 ○ いずみちゅうおうきた５ H29.10.23 H29.10.23
和泉中央北六丁目 泉 ○ いずみちゅうおうきた６ H29.10.23 H29.10.23
和泉中央南一丁目 泉 ○ いずみちゅうおうみなみ１ H26.10.20 H26.10.20
和泉中央南二丁目 泉 ○ いずみちゅうおうみなみ２ H26.10.20 H26.10.20
和泉中央南三丁目 泉 ○ いずみちゅうおうみなみ３ H26.10.20 H26.10.20
和泉中央南四丁目 泉 ○ いずみちゅうおうみなみ４ H27.9.7 H27.9.7
和泉中央南五丁目 泉 ○ いずみちゅうおうみなみ５ H27.9.7 H27.9.7
泉町 神奈川 いずみちょう S7.1.1
和泉町 泉 いずみちょう S14.4.1
泉町 ● いずみちょう M22.4.1 M32.7.4
伊勢佐木町 中 1～7丁目 いせざきちょう M22.4.1
伊勢町 西 1～3丁目 いせちょう M22.4.1
磯子一丁目 磯子 ○ いそご１ S40.1.1 S40.1.1
磯子二丁目 磯子 ○ いそご２ S40.1.1 S40.1.1
磯子三丁目 磯子 ○ いそご３ S40.1.1 S40.1.1
磯子四丁目 磯子 ○ いそご４ S58.8.8 S58.8.8
磯子五丁目 磯子 ○ いそご５ S58.8.8 S58.8.8
磯子六丁目 磯子 ○ いそご６ S58.8.8 S58.8.8
磯子七丁目 磯子 ○ いそご７ S58.8.8 S58.8.8
磯子八丁目 磯子 ○ いそご８ S58.8.8 S58.8.8
磯子台 磯子 ○ いそごだい S58.8.8 S58.8.8
磯子町 磯子 ● いそごちょう M44.4.1 S58.8.8
市ケ尾町 青葉 いちがおちょう S14.4.1
市沢町 旭 いちざわちょう S14.4.1
市場上町 鶴見 ○ いちばかみちょう S43.7.1 S43.7.1
市場下町 鶴見 ○ いちばしもちょう S43.7.1 S43.7.1
市場町 鶴見 ● いちばちょう S2.4.1 S44.6.1
市場西中町 鶴見 ○ いちばにしなかちょう S43.7.1 S43.7.1
市場東中町 鶴見 ○ いちばひがしなかちょう S43.7.1 S43.7.1
市場富士見町 鶴見 ○ いちばふじみちょう S43.7.1 S43.7.1
市場大和町 鶴見 ○ いちばやまとちょう S43.7.1 S43.7.1
井土ケ谷上町 南 ○ いどがやかみまち S51.7.26 S11.11.1
井土ケ谷下町 南 いどがやしもまち S11.11.1
井土ケ谷町 中 ● いどがやちょう M44.4.1 S11.11.1
井土ケ谷中町 南 いどがやなかまち S11.11.1
稲荷町 神奈川 ● いなりちょう S7.1.1 S51.1.18
稲荷町 ● いなりちょう M22.4.1 M32.7.4
犬山町 栄 ○ いのやまちょう S58.7.18 S58.7.18
いぶき野 緑 いぶきの S48.4.6
今井町 保土ケ谷 いまいちょう S14.4.1
今川町 旭 いまがわちょう S36.11.1
今宿一丁目 旭 ○ いまじゅく１ H9.10.27 H9.10.27
今宿二丁目 旭 ○ いまじゅく２ H9.10.27 H9.10.27
今宿町 旭 いまじゅくちょう S14.4.1
今宿西町 旭 いまじゅくにしちょう S47.5.1
今宿東町 旭 いまじゅくひがしちょう S47.5.1
今宿南町 旭 いまじゅくみなみちょう S49.3.15
入江一丁目 神奈川 ○ いりえ１ S41.5.1 S41.5.1
入江二丁目 神奈川 ○ いりえ２ S41.5.1 S41.5.1
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入江町 神奈川 ● いりえちょう S11.11.1 S41.5.1
入船町 西 ● いりふねちょう M35.1.13 S41.5.1
岩井町 保土ケ谷 いわいちょう S15.11.1
岩崎町 保土ケ谷 ○ いわさきちょう H5.10.18 S15.11.1
岩間上町 保土ケ谷 ● いわまかみちょう S2.10.1 S15.11.1
岩間下町 保土ケ谷 ● いわましもちょう S2.10.1 S15.11.1
岩間町 保土ケ谷 1･2丁目 いわまちょう S15.11.1
岩間町 ● いわまちょう S2.4.1 S2.10.1

う 上田町 ● うえだちょう M22.4.1 M32.7.4
上野町 中 1～4丁目 うえのちょう M22.4.1
潮田町 鶴見 1～4丁目 うしおだちょう S2.4.1
牛久保一丁目 都筑 ○ うしくぼ１ H4.10.19 H4.10.19
牛久保二丁目 都筑 ○ うしくぼ２ H2.7.9 H2.7.9
牛久保三丁目 都筑 ○ うしくぼ３ H3.11.11 H3.11.11
牛久保町 都筑 うしくぼちょう S14.4.1
牛久保西一丁目 都筑 ○ うしくぼにし１ H4.10.19 H4.10.19
牛久保西二丁目 都筑 ○ うしくぼにし２ H1.11.27 H1.11.27
牛久保西三丁目 都筑 ○ うしくぼにし３ H3.11.11 H3.11.11
牛久保西四丁目 都筑 ○ うしくぼにし４ H1.11.27 H1.11.27
牛久保東一丁目 都筑 ○ うしくぼひがし１ H6.11.6 H6.11.6
牛久保東二丁目 都筑 ○ うしくぼひがし２ H6.11.6 H6.11.6
牛久保東三丁目 都筑 ○ うしくぼひがし３ H7.10.16 H7.10.16
打越 中 うちこし S10.7.1
内臺坂 ● うちだいざか M22.4.1 M32.7.4
内田町 西 ● うちだちょう M22.4.1 S41.5.1
内田町 中 うちだちょう M22.4.1
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
海の公園 金沢 うみのこうえん S61.10.31
梅ケ枝町 中 ● うめがえちょう M22.4.1 S3.9.1
梅が丘 青葉 うめがおか S41.11.6
浦島丘 神奈川 うらしまおか S7.1.1
浦島町 神奈川 うらしまちょう S51.1.18
裏高島町 神奈川 ● うらたかしまちょう M22.4.1 S7.1.1
浦舟町 南 1～5丁目 うらふねちょう S3.9.1

え 永楽町 南 1･2丁目 えいらくちょう M22.4.1
江ケ崎町 鶴見 ○ えがさきちょう S43.7.1 S2.4.1
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
蝦夷町 ● えぞちょう M22.4.1 M32.7.4
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 港北 ● えだちょう S62.5.6 H6.11.6
荏田町 青葉 えだちょう S14.4.1
荏田町 都筑 ● えだちょう S62.5.6 H11.10.25
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
荏田東一丁目 都筑 ○ えだひがし１ S62.5.6 S62.5.6
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荏田東二丁目 都筑 ○ えだひがし２ S62.5.6 S62.5.6
荏田東三丁目 都筑 ○ えだひがし３ S58.8.8 S58.8.8
荏田東四丁目 都筑 ○ えだひがし４ S62.5.6 S62.5.6
荏田東町 都筑 えだひがしちょう H6.11.6
荏田南一丁目 都筑 ○ えだみなみ１ S58.8.8 S58.8.8
荏田南二丁目 都筑 ○ えだみなみ２ S58.8.8 S58.8.8
荏田南三丁目 都筑 ○ えだみなみ３ S58.8.8 S58.8.8
荏田南四丁目 都筑 ○ えだみなみ４ S62.5.6 S62.5.6
荏田南五丁目 都筑 ○ えだみなみ５ S58.8.8 S58.8.8
荏田南町 都筑 えだみなみちょう H6.11.6
越後町 ● えちごちょう M22.4.1 M32.7.4
榎が丘 青葉 えのきがおか S42.5.5
榎町 南 1･2丁目 えのきちょう S3.9.1
恵比須町 神奈川 えびすちょう S8.3.22

お 老松町 西 おいまつちょう M22.4.1
扇島 鶴見 おうぎしま S39.1.21
扇田町 西 ● おうぎだちょう S3.9.1 S41.5.1
扇町 中 1～4丁目 おうぎちょう M22.4.1
大池町 旭 おおいけちょう S37.11.1
大岡一丁目 南 ○ おおおか１ S44.6.1 S44.6.1
大岡二丁目 南 ○ おおおか２ S44.6.1 S44.6.1
大岡三丁目 南 ○ おおおか３ S44.6.1 S44.6.1
大岡四丁目 南 ○ おおおか４ S49.2.18 S49.2.18
大岡五丁目 南 ○ おおおか５ S49.2.18 S49.2.18
大岡町 南 ● おおおかちょう M44.4.1 S49.2.18
大川 金沢 ○ おおかわ H5.10.18 S14.7.1
大口通 神奈川 おおぐちどおり S11.11.1
大口仲町 神奈川 おおぐちなかまち S11.11.1
大久保一丁目 港南 ○ おおくぼ１ S50.7.28 S50.7.28
大久保二丁目 港南 ○ おおくぼ２ S50.7.28 S50.7.28
大久保三丁目 港南 ○ おおくぼ３ S50.7.28 S50.7.28
大久保町 港南 ● おおくぼちょう S2.4.1 S50.7.28
大熊町 都筑 おおくまちょう S14.4.1
大倉山一丁目 港北 ○ おおくらやま１ H19.11.19 H19.11.19
大倉山二丁目 港北 ○ おおくらやま２ H19.11.19 H19.11.19
大倉山三丁目 港北 ○ おおくらやま３ H19.11.19 H19.11.19
大倉山四丁目 港北 ○ おおくらやま４ H20.10.20 H20.10.20
大倉山五丁目 港北 ○ おおくらやま５ H20.10.20 H20.10.20
大倉山六丁目 港北 ○ おおくらやま６ H21.10.19 H21.10.19
大倉山七丁目 港北 ○ おおくらやま７ H21.10.19 H21.10.19
大坂町 ● おおさかちょう M22.4.1 M32.7.4
大芝台 中 おおしばだい S8.4.1
大曽根一丁目 港北 ○ おおそね１ S57.7.19 S57.7.19
大曽根二丁目 港北 ○ おおそね２ S57.7.19 S57.7.19
大曽根三丁目 港北 ○ おおそね３ S57.7.19 S57.7.19
大曽根台 港北 ○ おおそねだい S57.7.19 S57.7.19
大曾根町 港北 ● おおそねちょう S2.4.1 S57.7.19
大棚町 都筑 おおだなちょう S14.4.1
大棚西 都筑 ○ おおだなにし H7.10.16 H7.10.16
太田町 中 1～6丁目 おおたまち M22.4.1
鳳町 磯子 ○ おおとりちょう S40.7.1 S15.4.1
大野町 神奈川 おおのちょう M38.1.17
大橋町 南 1～3丁目 おおはしちょう S3.9.1
大場町 青葉 おおばちょう S14.4.1
大平町 中 おおひらちょう S8.4.1
大丸 都筑 ○ おおまる S58.8.8 S58.8.8
大丸坂 ● おおまるざか M22.4.1 M32.7.4
岡沢町 保土ケ谷 おかざわちょう S15.11.1
岡津町 泉 おかつちょう S14.4.1
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岡野一丁目 西 ○ おかの１ S40.7.1 S40.7.1
岡野二丁目 西 ○ おかの２ S40.7.1 S40.7.1
岡野町 西 ● おかのちょう M34.4.1 S40.7.1
岡村一丁目 磯子 ○ おかむら１ S51.7.26 S51.7.26
岡村二丁目 磯子 ○ おかむら２ S51.7.26 S51.7.26
岡村三丁目 磯子 ○ おかむら３ S51.7.26 S51.7.26
岡村四丁目 磯子 ○ おかむら４ S51.7.26 S51.7.26
岡村五丁目 磯子 ○ おかむら５ S51.7.26 S51.7.26
岡村六丁目 磯子 ○ おかむら６ S51.7.26 S51.7.26
岡村七丁目 磯子 ○ おかむら７ S51.7.26 S51.7.26
岡村八丁目 磯子 ○ おかむら８ S51.7.26 S51.7.26
岡村町 磯子 ● おかむらちょう M44.4.1 S51.7.26
翁町 中 1･2丁目 おきなちょう M22.4.1
小高町 旭 おたかちょう S14.4.1
小田原町 ● おだわらちょう M22.4.1 M32.7.4
尾月 栄 ○ おづき S58.7.18 S58.7.18
乙舳町 金沢 ○ おっともちょう S50.7.28 S14.7.1
尾上町 中 1～6丁目 おのえちょう M22.4.1
小野町 鶴見 おのちょう S2.4.1
表高島町 西 ● おもてたかしまちょう M36.1.27 S41.5.1
折本町 都筑 おりもとちょう S14.4.1
卸本町 瀬谷 おろしほんちょう S55.3.31
尾張町 ● おわりちょう M22.4.1 M32.7.4
尾張屋町 神奈川 ● おわりやちょう M34.4.1 S3.9.1
恩田町 青葉 おんだちょう S14.4.1

か 貝殻坂 ● かいがらざか M22.4.1 M32.7.4
海岸通 中 1～5丁目 かいがんどおり M22.4.1
海岸通り ● かいがんどおり M22.4.1 M32.7.4
加賀町 ● かがちょう M22.4.1 M32.7.4
加賀原一丁目 都筑 ○ かがはら１ H1.11.27 H1.11.27
加賀原二丁目 都筑 ○ かがはら２ H1.11.27 H1.11.27
柿の木台 青葉 かきのきだい S49.9.26
影取町 戸塚 かげとりちょう S14.4.1
笠間一丁目 栄 ○ かさま１ H12.10.23 H12.10.23
笠間二丁目 栄 ○ かさま２ H12.10.23 H12.10.23
笠間三丁目 栄 ○ かさま３ H12.10.23 H12.10.23
笠間四丁目 栄 ○ かさま４ H12.10.23 H12.10.23
笠間五丁目 栄 ○ かさま５ H12.10.23 H12.10.23
笠間町 栄 かさまちょう S14.4.1
柏尾町 戸塚 かしおちょう S14.4.1
鍛冶ケ谷一丁目 栄 ○ かじがや１ H8.10.21 H8.10.21
鍛冶ケ谷二丁目 栄 ○ かじがや２ H8.10.21 H8.10.21
鍛冶ケ谷町 栄 かじがやちょう S14.4.1
梶山一丁目 鶴見 ○ かじやま１ S44.6.1 S44.6.1
梶山二丁目 鶴見 ○ かじやま２ S44.6.1 S44.6.1
柏町 旭 かしわちょう S38.11.15
柏葉 中 かしわば S8.4.1
霞ケ丘 西 かすみがおか S10.7.1
霞台 保土ケ谷 ○ かすみだい H4.10.19 S15.11.1
霞町 中 ● かすみちょう M22.4.1 S10.7.1
片倉一丁目 神奈川 ○ かたくら１ S59.7.23 S59.7.23
片倉二丁目 神奈川 ○ かたくら２ H14.10.28 H14.10.28
片倉三丁目 神奈川 ○ かたくら３ H15.10.27 H15.10.27
片倉四丁目 神奈川 ○ かたくら４ H15.10.27 H15.10.27
片倉五丁目 神奈川 ○ かたくら５ H15.10.27 H15.10.27
片倉町 神奈川 ● かたくらちょう S2.4.1 H15.10.27
帷子町 保土ケ谷 1･2丁目 かたびらちょう S2.4.1
片吹 金沢 ○ かたぶき S61.7.21 S14.7.1
勝田町 緑 ● かちだちょう S62.5.6 H2.7.9



横　浜　市　の　町　名　一　覧 R２.10.19現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「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。

6 / 28 ページ

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

勝田町 都筑 かちだちょう S14.4.1
勝田南一丁目 都筑 ○ かちだみなみ１ H1.2.27 H1.2.27
勝田南二丁目 都筑 ○ かちだみなみ２ H1.2.27 H1.2.27
桂坂 泉 かつらざか H7.6.6
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
桂台北 栄 ○ かつらだいきた H10.10.19 H10.10.19
桂台中 栄 ○ かつらだいなか H10.10.19 H10.10.19
桂台西一丁目 栄 ○ かつらだいにし１ H10.10.19 H10.10.19
桂台西二丁目 栄 ○ かつらだいにし２ H10.10.19 H10.10.19
桂台東 栄 ○ かつらだいひがし H10.10.19 H10.10.19
桂台南一丁目 栄 ○ かつらだいみなみ１ H10.10.19 H10.10.19
桂台南二丁目 栄 ○ かつらだいみなみ２ H10.10.19 H10.10.19
桂町 栄 かつらちょう S14.4.1
角町 ● かどちょう M22.4.1 M32.7.4
金井町 栄 かないちょう S14.4.1
神奈川一丁目 神奈川 かながわ１ S53.2.5
神奈川二丁目 神奈川 かながわ２ S51.1.18
神奈川通 神奈川 ● かながわどおり S7.1.1 S53.2.5
神奈川本町 神奈川 かながわほんちょう S51.1.18
神奈川町 神奈川 ● かながわまち M34.4.1 S7.1.1
金沢柴町 磯子 ● かなざわしばちょう S11.10.1 S14.7.1
金沢洲崎町 磯子 ● かなざわすさきちょう S11.10.1 S14.7.1
金沢町 金沢 かなざわちょう S14.7.1
金沢泥亀町 磯子 ● かなざわでいきちょう S11.10.1 S14.7.1
金沢寺前町 磯子 ● かなざわてらまえちょう S11.10.1 S14.7.1
金沢野島町 磯子 ● かなざわのじまちょう S11.10.1 S14.7.1
金沢町屋町 磯子 ● かなざわまちやちょう S11.10.1 S14.7.1
金沢谷津町 磯子 ● かなざわやつちょう S11.10.1 S14.7.1
金が谷 旭 かねがや S40.11.15
金が谷一丁目 旭 ○ かねがや１ H3.11.11 H3.11.11
金が谷二丁目 旭 ○ かねがや２ H3.11.11 H3.11.11
庚台 南 かのえだい S10.7.1
釜台町 保土ケ谷 ○ かまだいちょう H8.10.21 S15.11.1
鎌谷町 保土ケ谷 かまやちょう S15.11.1
釜利谷町 金沢 かまりやちょう S11.10.1
釜利谷西一丁目 金沢 ○ かまりやにし１ H5.10.18 H5.10.18
釜利谷西二丁目 金沢 ○ かまりやにし２ H5.10.18 H5.10.18
釜利谷西三丁目 金沢 ○ かまりやにし３ H5.10.18 H5.10.18
釜利谷西四丁目 金沢 ○ かまりやにし４ H5.10.18 H5.10.18
釜利谷西五丁目 金沢 ○ かまりやにし５ H5.10.18 H5.10.18
釜利谷西六丁目 金沢 ○ かまりやにし６ H5.10.18 H5.10.18
釜利谷東一丁目 金沢 ○ かまりやひがし１ H4.10.19 H4.10.19
釜利谷東二丁目 金沢 ○ かまりやひがし２ H4.10.19 H4.10.19
釜利谷東三丁目 金沢 ○ かまりやひがし３ H4.10.19 H4.10.19
釜利谷東四丁目 金沢 ○ かまりやひがし４ H4.10.19 H4.10.19
釜利谷東五丁目 金沢 ○ かまりやひがし５ H4.10.19 H4.10.19
釜利谷東六丁目 金沢 ○ かまりやひがし６ H4.10.19 H4.10.19
釜利谷東七丁目 金沢 ○ かまりやひがし７ H4.10.19 H4.10.19
釜利谷東八丁目 金沢 ○ かまりやひがし８ H4.10.19 H4.10.19
釜利谷南一丁目 金沢 ○ かまりやみなみ１ H5.10.18 H5.10.18
釜利谷南二丁目 金沢 ○ かまりやみなみ２ H5.10.18 H5.10.18
釜利谷南三丁目 金沢 ○ かまりやみなみ３ H5.10.18 H5.10.18
釜利谷南四丁目 金沢 ○ かまりやみなみ４ H5.10.18 H5.10.18
上飯田町 泉 かみいいだちょう S14.4.1
上大岡町 港南 ● かみおおおかちょう S2.4.1 S50.7.28
上大岡西一丁目 港南 ○ かみおおおかにし１ S50.7.28 S50.7.28
上大岡西二丁目 港南 ○ かみおおおかにし２ S50.7.28 S50.7.28
上大岡西三丁目 港南 ○ かみおおおかにし３ S50.7.28 S50.7.28
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上大岡東一丁目 港南 ○ かみおおおかひがし１ S50.7.28 S50.7.28
上大岡東二丁目 港南 ○ かみおおおかひがし２ S50.7.28 S50.7.28
上大岡東三丁目 港南 ○ かみおおおかひがし３ S50.7.28 S50.7.28
上柏尾町 戸塚 かみかしおちょう S14.4.1
上川井町 旭 かみかわいちょう S14.4.1
上倉田町 戸塚 かみくらたちょう S14.4.1
上郷町 栄 かみごうちょう S14.4.1
上品濃 戸塚 ○ かみしなの H8.10.21 H8.10.21
上白根一丁目 旭 ○ かみしらね１ H1.8.21 H1.8.21
上白根二丁目 旭 ○ かみしらね２ H1.8.21 H1.8.21
上白根三丁目 旭 ○ かみしらね３ H1.8.21 H1.8.21
上白根町 旭 かみしらねちょう S14.4.1
上末吉一丁目 鶴見 ○ かみすえよし１ S44.6.1 S44.6.1
上末吉二丁目 鶴見 ○ かみすえよし２ S44.6.1 S44.6.1
上末吉三丁目 鶴見 ○ かみすえよし３ S44.6.1 S44.6.1
上末吉四丁目 鶴見 ○ かみすえよし４ S44.6.1 S44.6.1
上末吉五丁目 鶴見 ○ かみすえよし５ S44.6.1 S44.6.1
上末吉町 鶴見 ● かみすえよしちょう S2.4.1 S44.6.1
上菅田町 保土ケ谷 かみすげだちょう S14.4.1
上瀬谷町 瀬谷 かみせやちょう S52.3.28
上反町 神奈川 1･2丁目 かみたんまち S7.1.1
上町 磯子 ○ かみちょう S40.7.1 S40.7.1
上中里町 磯子 かみなかざとちょう S2.4.1
上永谷一丁目 港南 ○ かみながや１ S54.7.23 S54.7.23
上永谷二丁目 港南 ○ かみながや２ S54.7.23 S54.7.23
上永谷三丁目 港南 ○ かみながや３ S54.7.23 S54.7.23
上永谷四丁目 港南 ○ かみながや４ S54.7.23 S54.7.23
上永谷五丁目 港南 ○ かみながや５ S54.7.23 S54.7.23
上永谷六丁目 港南 ○ かみながや６ S54.7.23 S54.7.23
上永谷町 港南 かみながやちょう S11.10.1
神之木台 神奈川 ○ かみのきだい S42.5.1 S11.11.1
神之木町 神奈川 ○ かみのきちょう S41.5.1 S11.11.1
上之町 栄 ○ かみのちょう S58.7.18 S58.7.18
上の宮一丁目 鶴見 ○ かみのみや１ S49.8.19 S49.8.19
上の宮二丁目 鶴見 ○ かみのみや２ S49.8.19 S49.8.19
上星川一丁目 保土ケ谷 ○ かみほしかわ１ H13.10.22 H13.10.22
上星川二丁目 保土ケ谷 ○ かみほしかわ２ H13.10.22 H13.10.22
上星川三丁目 保土ケ谷 ○ かみほしかわ３ H13.10.22 H13.10.22
上星川町 保土ケ谷 ● かみほしかわちょう S2.4.1 H13.10.22
上矢部町 戸塚 かみやべちょう S14.4.1
上山一丁目 緑 ○ かみやま１ H13.10.22 H13.10.22
上山二丁目 緑 ○ かみやま２ H13.10.22 H13.10.22
上山三丁目 緑 ○ かみやま３ H13.10.22 H13.10.22
上山町 緑 ● かみやまちょう S14.4.1 H13.10.22
上谷本町 青葉 かみやもとちょう S14.4.1
亀井町 栄 ○ かめいちょう S59.7.23 S59.7.23
亀住町 神奈川 かめずみちょう S7.1.1
鴨居一丁目 緑 ○ かもい１ S60.7.22 S60.7.22
鴨居二丁目 緑 ○ かもい２ S60.7.22 S60.7.22
鴨居三丁目 緑 ○ かもい３ S60.7.22 S60.7.22
鴨居四丁目 緑 ○ かもい４ S60.7.22 S60.7.22
鴨居五丁目 緑 ○ かもい５ S60.7.22 S60.7.22
鴨居六丁目 緑 ○ かもい６ S60.7.22 S60.7.22
鴨居七丁目 緑 ○ かもい７ S60.7.22 S60.7.22
鴨居町 緑 かもいちょう S14.4.1
鴨志田町 青葉 かもしだちょう S14.4.1
かもめ町 中 かもめちょう S44.7.1
唐沢 南 からさわ S10.7.1
狩場町 保土ケ谷 かりばちょう S15.11.1
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川井宿町 旭 かわいしゅくちょう S40.2.1
川井町 保土ケ谷 ● かわいちょう S14.4.1 S40.11.25
川井本町 旭 かわいほんちょう S40.2.1
川上町 戸塚 かわかみちょう S14.4.1
川島町 保土ケ谷 かわしまちょう S2.4.1
川島町 旭 かわしまちょう S2.4.1
川辺町 保土ケ谷 かわべちょう S15.11.1
川向町 都筑 かわむこうちょう S14.4.1
川和台 都筑 ○ かわわだい H3.11.11 H3.11.11
川和町 都筑 かわわちょう S14.4.1
寛政町 鶴見 ○ かんせいちょう S53.7.17 S16.4.1
神大寺一丁目 神奈川 ○ かんだいじ１ S59.7.23 S59.7.23
神大寺二丁目 神奈川 ○ かんだいじ２ S59.7.23 S59.7.23
神大寺三丁目 神奈川 ○ かんだいじ３ S59.7.23 S59.7.23
神大寺四丁目 神奈川 ○ かんだいじ４ S59.7.23 S59.7.23
神大寺町 神奈川 ● かんだいじちょう S2.4.1 S59.7.23

き 菊名一丁目 港北 ○ きくな１ S55.7.28 S55.7.28
菊名二丁目 港北 ○ きくな２ S55.7.28 S55.7.28
菊名三丁目 港北 ○ きくな３ S55.7.28 S55.7.28
菊名四丁目 港北 ○ きくな４ S55.7.28 S55.7.28
菊名五丁目 港北 ○ きくな５ S55.7.28 S55.7.28
菊名六丁目 港北 ○ きくな６ S55.7.28 S55.7.28
菊名七丁目 港北 ○ きくな７ S55.7.28 S55.7.28
菊名町 港北 ● きくなちょう S2.4.1 S55.7.28
岸根町 港北 きしねちょう S2.4.1
岸谷一丁目 鶴見 ○ きしや１ S42.5.1 S42.5.1
岸谷二丁目 鶴見 ○ きしや２ S42.5.1 S42.5.1
岸谷三丁目 鶴見 ○ きしや３ S42.5.1 S42.5.1
岸谷四丁目 鶴見 ○ きしや４ S42.5.1 S42.5.1
北方町 中 1･2丁目 きたがたちょう M34.4.1
北軽井沢 西 きたかるいざわ S7.1.1
北幸一丁目 西 ○ きたさいわい１ S40.7.1 S40.7.1
北幸二丁目 西 ○ きたさいわい２ S40.7.1 S40.7.1
北幸町 西 ● きたさいわいちょう S7.1.1 S40.7.1
北新 瀬谷 きたしん S57.10.25
北新横浜一丁目 港北 きたしんよこはま１ H17.1.31
北新横浜二丁目 港北 きたしんよこはま２ H17.1.31
北綱島町 港北 ● きたつなしまちょう S2.4.1 S48.6.11
北寺尾一丁目 鶴見 ○ きたてらお１ S47.6.5 S47.6.5
北寺尾二丁目 鶴見 ○ きたてらお２ S47.6.5 S47.6.5
北寺尾三丁目 鶴見 ○ きたてらお３ S49.8.19 S49.8.19
北寺尾四丁目 鶴見 ○ きたてらお４ S49.8.19 S49.8.19
北寺尾五丁目 鶴見 ○ きたてらお５ S49.8.19 S49.8.19
北寺尾六丁目 鶴見 ○ きたてらお６ S49.8.19 S49.8.19
北寺尾七丁目 鶴見 ○ きたてらお７ S49.8.19 S49.8.19
北寺尾町 鶴見 ● きたてらおちょう S2.4.1 S49.8.19
北仲通 中 1～6丁目 きたなかどおり M22.4.1
北八朔町 緑 きたはっさくちょう S14.4.1
北町 瀬谷 きたまち S49.8.12
北山田一丁目 都筑 ○ きたやまた１ H6.11.6 H6.11.6
北山田二丁目 都筑 ○ きたやまた２ H6.11.6 H6.11.6
北山田三丁目 都筑 ○ きたやまた３ H4.10.19 H4.10.19
北山田四丁目 都筑 ○ きたやまた４ H3.11.11 H3.11.11
北山田五丁目 都筑 ○ きたやまた５ H3.11.11 H3.11.11
北山田六丁目 都筑 ○ きたやまた６ H2.7.9 H2.7.9
北山田七丁目 都筑 ○ きたやまた７ H7.10.16 H7.10.16
北山田町 都筑 ● きたやまたちょう S14.4.1 H7.10.16
九州町 ● きゅうしゅうちょう M22.4.1 M32.7.4
共進町 南 1～3丁目 きょうしんちょう S3.9.1
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京町 ● きょうちょう M22.4.1 M32.7.4
霧が丘一丁目 緑 きりがおか１ S56.3.21
霧が丘二丁目 緑 きりがおか２ S56.3.21
霧が丘三丁目 緑 きりがおか３ S56.3.21
霧が丘四丁目 緑 きりがおか４ S56.3.21
霧が丘五丁目 緑 きりがおか５ S56.3.21
霧が丘六丁目 緑 きりがおか６ S56.3.21
桐が作 旭 きりがさく S45.5.1
桐畑 神奈川 きりばたけ S7.1.1
金港町 神奈川 きんこうちょう S19.2.1

く 葛が谷 都筑 ○ くずがや S61.2.10 S61.2.10
楠町 西 くすのきちょう S7.1.1
公田町 栄 くでんちょう S14.4.1
久保町 西 ○ くぼちょう S52.8.1 M34.4.1
汲沢一丁目 戸塚 ○ ぐみざわ１ S58.7.18 S58.7.18
汲沢二丁目 戸塚 ○ ぐみざわ２ S58.7.18 S58.7.18
汲沢三丁目 戸塚 ○ ぐみざわ３ S58.7.18 S58.7.18
汲沢四丁目 戸塚 ○ ぐみざわ４ S58.7.18 S58.7.18
汲沢五丁目 戸塚 ○ ぐみざわ５ S60.7.22 S60.7.22
汲沢六丁目 戸塚 ○ ぐみざわ６ S60.7.22 S60.7.22
汲沢七丁目 戸塚 ○ ぐみざわ７ S60.7.22 S60.7.22
汲沢八丁目 戸塚 ○ ぐみざわ８ S60.7.22 S60.7.22
汲沢町 戸塚 ぐみざわちょう S14.4.1
弘明寺町 南 ぐみょうじちょう M44.4.1
雲井町 中 ● くもいちょう M22.4.1 S3.9.1
栗木一丁目 磯子 ○ くりき１ S58.8.8 S58.8.8
栗木二丁目 磯子 ○ くりき２ S58.8.8 S58.8.8
栗木三丁目 磯子 ○ くりき３ S58.8.8 S58.8.8
栗木町 磯子 ● くりきちょう S2.4.1 S58.8.8
栗田谷 神奈川 ○ くりたや H12.10.23 S7.1.1
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
黒須田町 緑 ● くろすだちょう S14.4.1 H3.8.25

こ 公園坂 ● こうえんざか M22.4.1 M32.7.4
幸ケ谷 神奈川 こうがや S7.1.1
神戸上町 保土ケ谷 ● ごうどかみちょう S2.10.1 S15.11.1
神戸下町 保土ケ谷 ● ごうどしもちょう S2.10.1 S15.11.1
神戸町 保土ケ谷 ごうどちょう S15.11.1
神戸町 ● ごうどちょう S2.4.1 S2.10.1
港南一丁目 港南 ○ こうなん１ S47.6.5 S47.6.5
港南二丁目 港南 ○ こうなん２ S47.6.5 S47.6.5
港南三丁目 港南 ○ こうなん３ S47.6.5 S47.6.5
港南四丁目 港南 ○ こうなん４ S47.6.5 S47.6.5
港南五丁目 港南 ○ こうなん５ S47.6.5 S47.6.5
港南六丁目 港南 ○ こうなん６ S47.6.5 S47.6.5
港南台一丁目 港南 ○ こうなんだい１ S56.7.27 S56.7.27
港南台二丁目 港南 ○ こうなんだい２ S56.7.27 S56.7.27
港南台三丁目 港南 ○ こうなんだい３ S56.7.27 S56.7.27
港南台四丁目 港南 ○ こうなんだい４ S56.7.27 S56.7.27
港南台五丁目 港南 ○ こうなんだい５ S56.7.27 S56.7.27
港南台六丁目 港南 ○ こうなんだい６ S56.7.27 S56.7.27
港南台七丁目 港南 ○ こうなんだい７ S56.7.27 S56.7.27
港南台八丁目 港南 ○ こうなんだい８ S56.7.27 S56.7.27
港南台九丁目 港南 ○ こうなんだい９ S56.7.27 S56.7.27
港南中央通 港南 ○ こうなんちゅうおうどおり S47.6.5 S47.6.5
紅梅町 西 ● こうばいちょう S3.9.1 S41.5.1
神戸町 ● こうべちょう M22.4.1 M32.7.4
黄金町 中 1･2丁目 こがねちょう M22.4.1
黄金町 南 ● こがねちょう M22.4.1 S19.2.1
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五貫目町 瀬谷 ごかんめちょう S49.8.12
小坂町 ● こさかちょう M22.4.1 M32.7.4
御所山町 西 ごしょやまちょう S3.9.1
小菅ケ谷一丁目 栄 ○ こすがや１ H6.9.26 H6.9.26
小菅ケ谷二丁目 栄 ○ こすがや２ H6.9.26 H6.9.26
小菅ケ谷三丁目 栄 ○ こすがや３ H7.10.16 H7.10.16
小菅ケ谷四丁目 栄 ○ こすがや４ H8.10.21 H8.10.21
小菅ケ谷町 栄 こすがやちょう S14.4.1
小雀町 戸塚 こすずめちょう S14.4.1
小机町 港北 こづくえちょう S2.4.1
御殿町 神奈川 ● ごてんちょう S7.1.1 S51.1.18
寿町 中 1～4丁目 ことぶきちょう M22.4.1
駒岡一丁目 鶴見 ○ こまおか１ H5.10.18 H5.10.18
駒岡二丁目 鶴見 ○ こまおか２ H6.9.26 H6.9.26
駒岡三丁目 鶴見 ○ こまおか３ H6.9.26 H6.9.26
駒岡四丁目 鶴見 ○ こまおか４ H6.9.26 H6.9.26
駒岡五丁目 鶴見 ○ こまおか５ H6.9.26 H6.9.26
駒岡町 鶴見 ● こまおかちょう S2.4.1 H6.9.26
小港町 中 1～3丁目 こみなとちょう S8.4.1
子安台 神奈川 ● こやすだい S11.11.1 S42.5.1
子安台一丁目 神奈川 ○ こやすだい１ S42.5.1 S42.5.1
子安台二丁目 神奈川 ○ こやすだい２ S42.5.1 S42.5.1
子安通 神奈川 1～3丁目 こやすどおり S11.11.1
子安町 神奈川 ● こやすまち M44.4.1 S11.11.1
小山台一丁目 栄 ○ こやまだい１ H6.9.26 H6.9.26
小山台二丁目 栄 ○ こやまだい２ H6.9.26 H6.9.26
小山町 緑 こやまちょう S14.4.1
権太坂 保土ケ谷 ● ごんたさか S15.11.1 S56.7.13
権太坂一丁目 保土ケ谷 ○ ごんたざか１ S56.7.13 S56.7.13
権太坂二丁目 保土ケ谷 ○ ごんたざか２ S56.7.13 S56.7.13
権太坂三丁目 保土ケ谷 ○ ごんたざか３ S56.7.13 S56.7.13

さ 最戸一丁目 港南 ○ さいど１ S50.7.28 S50.7.28
最戸二丁目 港南 ○ さいど２ S50.7.28 S50.7.28
斎藤分町 神奈川 ○ さいとうぶんちょう H12.10.23 S7.1.1
最戸町 港南 ● さいどちょう S2.4.1 S50.7.28
材木町 神奈川 ● ざいもくちょう M22.4.1 S3.9.1
佐江戸町 都筑 さえどちょう S14.4.1
境木町 保土ケ谷 さかいぎちょう S15.11.1
境木本町 保土ケ谷 ○ さかいぎほんちょう S56.7.13 S56.7.13
境町 中 ● さかいちょう M22.4.1 S3.9.1
境之谷 西 さかいのたに S10.7.1
境之谷 南 ● さかいのたに S10.7.1 S19.2.1
栄町 神奈川 さかえちょう S7.1.1
栄町通 鶴見 1～4丁目 さかえちょうどおり S16.4.1
坂下町 磯子 ○ さかしたちょう S40.7.1 S40.7.1
坂本町 保土ケ谷 さかもとちょう S2.4.1
鷺山 中 さぎやま S8.4.1
桜ケ丘 保土ケ谷 ● さくらがおか S15.11.1 H4.10.19
桜ケ丘一丁目 保土ケ谷 ○ さくらがおか１ H4.10.19 H4.10.19
桜ケ丘二丁目 保土ケ谷 ○ さくらがおか２ H4.10.19 H4.10.19
桜木町 西 4～7丁目 さくらぎちょう M22.4.1
桜木町 中 1～3丁目 さくらぎちょう M22.4.1
桜台 青葉 さくらだい S42.5.5
桜並木 都筑 ○ さくらなみき H1.2.27 H1.2.27
左近山 旭 さこんやま S44.10.1
笹下一丁目 港南 ○ ささげ１ S52.8.1 S52.8.1
笹下二丁目 港南 ○ ささげ２ S52.8.1 S52.8.1
笹下三丁目 港南 ○ ささげ３ S52.8.1 S52.8.1
笹下四丁目 港南 ○ ささげ４ S52.8.1 S52.8.1
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笹下五丁目 港南 ○ ささげ５ S52.8.1 S52.8.1
笹下六丁目 港南 ○ ささげ６ S52.8.1 S52.8.1
笹下七丁目 港南 ○ ささげ７ S52.8.1 S52.8.1
笹下町 港南 ● ささげちょう S2.4.1 S52.8.1
笹下町 磯子 ● ささげちょう S2.4.1 S45.4.1
笹野台 旭 ● ささのだい S39.5.1 H3.11.11
笹野台一丁目 旭 ○ ささのだい１ H3.11.11 H3.11.11
笹野台二丁目 旭 ○ ささのだい２ H3.11.11 H3.11.11
笹野台三丁目 旭 ○ ささのだい３ H3.11.11 H3.11.11
笹野台四丁目 旭 ○ ささのだい４ H3.11.11 H3.11.11
幸浦一丁目 金沢 さちうら１ S52.1.10
幸浦二丁目 金沢 さちうら２ S52.1.10
さちが丘 旭 さちがおか S39.3.1
さつきが丘 青葉 さつきがおか S45.2.26
薩摩町 ● さつまちょう M22.4.1 M32.7.4
沢渡 神奈川 さわたり S7.1.1
三反田町 旭 さんたんだちょう S14.4.1
山王町 南 1～5丁目 さんのうちょう S3.9.1
三枚町 神奈川 さんまいちょう S2.4.1
山谷 南 さんや S10.7.1

し 汐入町 鶴見 1～3丁目 しおいりちょう S16.4.1
汐汲坂 ● しおくみざか M22.4.1 M32.7.4
汐見台 磯子 1～3丁目 しおみだい S38.6.26
四季美台 旭 しきみだい S36.11.1
寺家町 青葉 じけちょう S14.4.1
獅子ケ谷一丁目 鶴見 ○ ししがや１ H5.10.18 H5.10.18
獅子ケ谷二丁目 鶴見 ○ ししがや２ H5.10.18 H5.10.18
獅子ケ谷三丁目 鶴見 ○ ししがや３ H5.10.18 H5.10.18
獅子ケ谷町 鶴見 ● ししがやちょう S2.4.1 H6.9.26
地蔵坂 ● じぞうざか M22.4.1 M32.7.4
下野谷町 鶴見 1～4丁目 したのやちょう S16.4.1
尻手一丁目 鶴見 ○ しって１ S43.7.1 S43.7.1
尻手二丁目 鶴見 ○ しって２ S43.7.1 S43.7.1
尻手三丁目 鶴見 ○ しって３ S43.7.1 S43.7.1
品濃町 戸塚 しなのちょう S14.4.1
篠原北一丁目 港北 ○ しのはらきた１ S46.7.5 S46.7.5
篠原北二丁目 港北 ○ しのはらきた２ S46.7.5 S46.7.5
篠原台町 港北 ○ しのはらだいまち S45.6.1 S45.6.1
篠原町 港北 しのはらちょう S2.4.1
篠原西町 港北 ○ しのはらにしちょう S45.6.1 S45.6.1
篠原東一丁目 港北 ○ しのはらひがし１ S46.7.5 S46.7.5
篠原東二丁目 港北 ○ しのはらひがし２ S46.7.5 S46.7.5
篠原東三丁目 港北 ○ しのはらひがし３ S46.7.5 S46.7.5
柴町 金沢 しばちょう S14.7.1
芝生町 磯子 ● しばふちょう S8.4.1 S15.4.1
清水ケ丘 南 しみずがおか S10.7.1
清水町 中 ● しみずちょう M22.4.1 S10.7.1
下飯田町 泉 しもいいだちょう S14.4.1
下和泉一丁目 泉 ○ しもいずみ1 H24.10.22 H24.10.22
下和泉二丁目 泉 ○ しもいずみ２ H24.10.22 H24.10.22
下和泉三丁目 泉 ○ しもいずみ３ H24.10.22 H24.10.22
下和泉四丁目 泉 ○ しもいずみ4 H24.10.22 H24.10.22
下和泉五丁目 泉 ○ しもいずみ5 H24.10.22 H24.10.22
下川井町 旭 しもかわいちょう S14.4.1
下倉田町 戸塚 しもくらたちょう S14.4.1
下白根町 保土ケ谷 ● しもしらねちょう S14.4.1 S16.1.1
下末吉一丁目 鶴見 ○ しもすえよし１ S44.6.1 S44.6.1
下末吉二丁目 鶴見 ○ しもすえよし２ S44.6.1 S44.6.1
下末吉三丁目 鶴見 ○ しもすえよし３ S44.6.1 S44.6.1
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下末吉四丁目 鶴見 ○ しもすえよし４ S44.6.1 S44.6.1
下末吉五丁目 鶴見 ○ しもすえよし５ S44.6.1 S44.6.1
下末吉六丁目 鶴見 ○ しもすえよし６ S44.6.1 S44.6.1
下末吉町 鶴見 ● しもすえよしちょう S2.4.1 S44.6.1
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
下田町 港北 ● しもだちょう S12.4.1 S59.7.23
下田町一丁目 港北 ○ しもだちょう１ S59.7.23 S59.7.23
下田町二丁目 港北 ○ しもだちょう２ S59.7.23 S59.7.23
下田町三丁目 港北 ○ しもだちょう３ S59.7.23 S59.7.23
下田町四丁目 港北 ○ しもだちょう４ S59.7.23 S59.7.23
下田町五丁目 港北 ○ しもだちょう５ S59.7.23 S59.7.23
下田町六丁目 港北 ○ しもだちょう６ S59.7.23 S59.7.23
下町 磯子 ○ しもちょう S40.7.1 S40.7.1
下永谷一丁目 港南 ○ しもながや１ H2.7.9 H2.7.9
下永谷二丁目 港南 ○ しもながや２ H2.7.9 H2.7.9
下永谷三丁目 港南 ○ しもながや３ H2.7.9 H2.7.9
下永谷四丁目 港南 ○ しもながや４ H2.7.9 H2.7.9
下永谷五丁目 港南 ○ しもながや５ H9.10.27 H9.10.27
下永谷六丁目 港南 ○ しもながや６ H9.10.27 H9.10.27
下永谷町 港南 ● しもながやちょう S11.10.1 H9.10.27
下谷本町 青葉 しもやもとちょう S14.4.1
宿町 南 1～4丁目 しゅくちょう S3.9.1
撞木町 ● しゅもくちょう M22.4.1 M32.7.4
庄戸一丁目 栄 ○ しょうど１ S57.7.19 S57.7.19
庄戸二丁目 栄 ○ しょうど２ S57.7.19 S57.7.19
庄戸三丁目 栄 ○ しょうど３ S57.7.19 S57.7.19
庄戸四丁目 栄 ○ しょうど４ S57.7.19 S57.7.19
庄戸五丁目 栄 ○ しょうど５ S57.7.19 S57.7.19
昭和町 金沢 しょうわまち S46.4.23
しらとり台 青葉 しらとりだい S42.11.16
白根一丁目 旭 ○ しらね１ S63.7.25 S63.7.25
白根二丁目 旭 ○ しらね２ S63.7.25 S63.7.25
白根三丁目 旭 ○ しらね３ S63.7.25 S63.7.25
白根四丁目 旭 ○ しらね４ S63.7.25 S63.7.25
白根五丁目 旭 ○ しらね５ S63.7.25 S63.7.25
白根六丁目 旭 ○ しらね６ S63.7.25 S63.7.25
白根七丁目 旭 ○ しらね７ S63.7.25 S63.7.25
白根八丁目 旭 ○ しらね８ S63.7.25 S63.7.25
白根町 旭 しらねちょう S16.1.1
白幡上町 神奈川 ○ しらはたかみちょう H3.11.11 S18.2.1
白幡町 神奈川 ○ しらはたちょう H3.11.11 S2.4.1
白幡仲町 神奈川 ○ しらはたなかちょう H3.11.11 S18.2.1
白幡西町 神奈川 ○ しらはたにしちょう H3.11.11 S18.2.1
白幡東町 神奈川 ○ しらはたひがしちょう H3.11.11 S18.2.1
白幡南町 神奈川 ○ しらはたみなみちょう H3.11.11 S18.2.1
白幡向町 神奈川 ○ しらはたむかいちょう H3.11.11 S18.2.1
白帆 金沢 しらほ H7.7.10
白百合一丁目 泉 ○ しらゆり１ S61.11.3 S61.11.3
白百合二丁目 泉 ○ しらゆり２ S61.11.3 S61.11.3
白百合三丁目 泉 ○ しらゆり３ S61.11.3 S61.11.3
白金町 南 1･2丁目 しろがねちょう S19.2.1
白妙町 南 1～5丁目 しろたえちょう S3.9.1
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
新磯子町 磯子 しんいそごちょう S38.2.1
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新浦島町 神奈川 1･2丁目 しんうらしまちょう M43.2.15
新栄町 都筑 ○ しんえいちょう S63.2.29 S63.2.29
新川町 南 1～5丁目 しんかわちょう S3.9.1
新港一丁目 中 ○ しんこう１ H12.10.23 H12.10.23
新港二丁目 中 ○ しんこう２ H12.10.23 H12.10.23
新港町 中 ● しんこうちょう M39.5.22 H12.10.23
新子安 神奈川 ● しんこやす S11.11.1 S41.5.1
新子安一丁目 神奈川 ○ しんこやす１ S41.5.1 S41.5.1
新子安二丁目 神奈川 ○ しんこやす２ S41.5.1 S41.5.1
新桜ケ丘一丁目 保土ケ谷 ○ しんさくらがおか１ H10.10.19 H10.10.19
新桜ケ丘二丁目 保土ケ谷 ○ しんさくらがおか２ H10.10.19 H10.10.19
新杉田町 磯子 しんすぎたちょう S39.3.24
新中原町 磯子 しんなかはらちょう S39.3.24
新橋町 泉 しんばしちょう S14.4.1
新町 神奈川 しんまち S51.1.18
神明町 神奈川 ● しんめいちょう S7.1.1 S51.1.18
新森町 磯子 しんもりちょう S38.2.1
新山下一丁目 中 ○ しんやました１ S45.4.1 S45.4.1
新山下二丁目 中 ○ しんやました２ S45.4.1 S45.4.1
新山下三丁目 中 ○ しんやました３ S45.4.1 S45.4.1
新山下町 中 ● しんやましたちょう T12.2.1 S45.4.1
陣屋町 ● じんやまち M22.4.1 M32.7.4
新横浜一丁目 港北 しんよこはま１ S50.11.6
新横浜二丁目 港北 しんよこはま２ S50.11.6
新横浜三丁目 港北 しんよこはま３ S50.11.6
新吉田町 港北 しんよしだちょう S14.4.1
新吉田東一丁目 港北 ○ しんよしだひがし１ H15.10.27 H15.10.27
新吉田東二丁目 港北 ○ しんよしだひがし２ H15.10.27 H15.10.27
新吉田東三丁目 港北 ○ しんよしだひがし３ H15.10.27 H15.10.27
新吉田東四丁目 港北 ○ しんよしだひがし４ H15.10.27 H15.10.27
新吉田東五丁目 港北 ○ しんよしだひがし５ H16.10.18 H16.10.18
新吉田東六丁目 港北 ○ しんよしだひがし６ H16.10.18 H16.10.18
新吉田東七丁目 港北 ○ しんよしだひがし７ H17.10.31 H17.10.31
新吉田東八丁目 港北 ○ しんよしだひがし８ H17.10.31 H17.10.31

す 末広町 鶴見 1･2丁目 すえひろちょう S2.4.1
末広町 中 1～3丁目 すえひろちょう S3.9.1
末吉町 中 1～4丁目 すえよしちょう M22.4.1
菅沢町 鶴見 ○ すがさわちょう S43.7.1 S2.4.1
姿見町 中 ● すがたみちょう M22.4.1 S3.9.1
杉田一丁目 磯子 ○ すぎた１ S53.7.17 S53.7.17
杉田二丁目 磯子 ○ すぎた２ S53.7.17 S53.7.17
杉田三丁目 磯子 ○ すぎた３ S53.7.17 S53.7.17
杉田四丁目 磯子 ○ すぎた４ S53.7.17 S53.7.17
杉田五丁目 磯子 ○ すぎた５ S53.7.17 S53.7.17
杉田六丁目 磯子 ○ すぎた６ S54.7.23 S54.7.23
杉田七丁目 磯子 ○ すぎた７ S54.7.23 S54.7.23
杉田八丁目 磯子 ○ すぎた８ S54.7.23 S54.7.23
杉田九丁目 磯子 ○ すぎた９ S54.7.23 S54.7.23
杉田町 磯子 ● すぎたちょう S2.4.1 S63.11.21
杉田坪呑 磯子 ○ すぎたつぼのみ S63.11.21 S63.11.21
杉山町 西 ● すぎやまちょう S3.9.1 S41.5.1
菅田町 神奈川 すげたちょう S2.4.1
洲崎町 金沢 ○ すさきちょう S51.7.26 S14.7.1
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
鈴繁町 神奈川 すずしげちょう S33.4.1
すみよし台 青葉 すみよしだい S51.7.16
住吉町 中 1～6丁目 すみよしちょう M22.4.1
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すみれが丘 都筑 すみれがおか S47.1.26
駿河町 中 ● するがちょう M22.4.1 S3.9.1
駿河町 ● するがちょう M22.4.1 M32.7.4
諏訪坂 鶴見 ○ すわざか S47.6.5 S47.6.5
諏訪町 中 すわちょう M22.4.1
諏訪町通 ● すわちょうどおり M22.4.1 M32.7.4

せ 瀬戸 金沢 ○ せと S53.7.17 S53.7.17
瀬戸ケ谷町 保土ケ谷 せとがやちょう S15.11.1
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
芹が谷一丁目 港南 ○ せりがや１ S53.7.31 S53.7.31
芹が谷二丁目 港南 ○ せりがや２ S53.7.31 S53.7.31
芹が谷三丁目 港南 ○ せりがや３ S53.7.31 S53.7.31
芹が谷四丁目 港南 ○ せりがや４ S53.7.31 S53.7.31
芹が谷五丁目 港南 ○ せりがや５ S53.7.31 S53.7.31
浅間台 西 せんげんだい S11.11.1
浅間町 西 1～5丁目 せんげんちょう M34.4.1
善部町 旭 ぜんぶちょう S36.11.1

た 大黒町 鶴見 ○ だいこくちょう S42.5.1 S12.3.12
大黒ふ頭 鶴見 だいこくふとう S53.4.7
大道一丁目 金沢 ○ だいどう１ S55.7.28 S55.7.28
大道二丁目 金沢 ○ だいどう２ S55.7.28 S55.7.28
大東町 鶴見 だいとうちょう S16.4.1
台町 神奈川 だいまち S7.1.1
台村町 緑 だいむらちょう S14.4.1
高砂町 南 1～3丁目 たかさごちょう S3.9.1
高島一丁目 西 ○ たかしま１ S41.5.1 S41.5.1
高島二丁目 西 ○ たかしま２ S41.5.1 S41.5.1
高島台 神奈川 たかしまだい S7.1.1
高島町 神奈川 ● たかしまちょう M22.4.1 S7.1.1
高島通 神奈川 ● たかしまどおり S7.1.1 S19.2.1
高島通 西 ● たかしまどおり S7.1.1 S41.5.1
高田坂 ● たかたざか M22.4.1 M32.7.4
高田町 港北 たかたちょう S14.4.1
高田西一丁目 港北 ○ たかたにし１ H11.10.25 H11.10.25
高田西二丁目 港北 ○ たかたにし２ H11.10.25 H11.10.25
高田西三丁目 港北 ○ たかたにし３ H11.10.25 H11.10.25
高田西四丁目 港北 ○ たかたにし４ H11.10.25 H11.10.25
高田西五丁目 港北 ○ たかたにし５ H11.10.25 H11.10.25
高田東一丁目 港北 ○ たかたひがし１ H10.10.19 H10.10.19
高田東二丁目 港北 ○ たかたひがし２ H10.10.19 H10.10.19
高田東三丁目 港北 ○ たかたひがし３ H10.10.19 H10.10.19
高田東四丁目 港北 ○ たかたひがし４ H10.10.19 H10.10.19
高根町 南 1～4丁目 たかねちょう S3.9.1
高舟台一丁目 金沢 ○ たかふねだい１ S55.7.28 S55.7.28
高舟台二丁目 金沢 ○ たかふねだい２ S55.7.28 S55.7.28
高山 都筑 ○ たかやま H4.10.19 H4.10.19
宝町 神奈川 ● たからちょう M37.7.12 S7.1.1
宝町 神奈川 たからちょう S12.3.12
滝頭一丁目 磯子 ○ たきがしら１ S40.1.1 S40.1.1
滝頭二丁目 磯子 ○ たきがしら２ S40.1.1 S40.1.1
滝頭三丁目 磯子 ○ たきがしら３ S40.1.1 S40.1.1
滝頭町 磯子 ● たきがしらちょう M44.4.1 S40.1.1
滝之上 中 たきのうえ S8.4.1
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竹之丸 中 たけのまる S8.4.1
竹村町 瀬谷 たけむらちょう S52.3.28
竹山一丁目 緑 たけやま１ S47.9.6
竹山二丁目 緑 たけやま２ S47.9.6
竹山三丁目 緑 たけやま３ S47.9.6
竹山四丁目 緑 たけやま４ S47.9.6
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
橘町 西 ● たちばなちょう M22.4.1 S41.5.1
立野 中 たての S8.4.1
立町 神奈川 たてまち S7.1.1
田中一丁目 磯子 ○ たなか１ S58.8.8 S58.8.8
田中二丁目 磯子 ○ たなか２ S58.8.8 S58.8.8
田中町 磯子 ● たなかちょう S2.4.1 S58.8.8
田奈町 青葉 たなちょう S46.3.26
環町 ● たまきちょう M22.4.1 M32.7.4
田谷町 栄 たやちょう S14.4.1
樽町 港北 ● たるまち S2.4.1 S57.7.19
樽町一丁目 港北 ○ たるまち１ S57.7.19 S57.7.19
樽町二丁目 港北 ○ たるまち２ S57.7.19 S57.7.19
樽町三丁目 港北 ○ たるまち３ S57.7.19 S57.7.19
樽町四丁目 港北 ○ たるまち４ S57.7.19 S57.7.19
反町 神奈川 1～4丁目 たんまち S7.1.1

ち 茅ケ崎中央 都筑 ○ ちがさきちゅうおう H6.11.6 H6.11.6
茅ケ崎町 都筑 ちがさきちょう S14.4.1
茅ケ崎東一丁目 都筑 ○ ちがさきひがし１ H7.10.16 H7.10.16
茅ケ崎東二丁目 都筑 ○ ちがさきひがし２ H3.11.11 H3.11.11
茅ケ崎東三丁目 都筑 ○ ちがさきひがし３ H3.11.11 H3.11.11
茅ケ崎東四丁目 都筑 ○ ちがさきひがし４ H16.10.18 H16.10.18
茅ケ崎東五丁目 都筑 ○ ちがさきひがし５ H16.10.18 H16.10.18
茅ケ崎南一丁目 都筑 ○ ちがさきみなみ１ H1.2.27 H1.2.27
茅ケ崎南二丁目 都筑 ○ ちがさきみなみ２ H3.11.11 H3.11.11
茅ケ崎南三丁目 都筑 ○ ちがさきみなみ３ S62.5.6 S62.5.6
茅ケ崎南四丁目 都筑 ○ ちがさきみなみ４ S62.5.6 S62.5.6
茅ケ崎南五丁目 都筑 ○ ちがさきみなみ５ S62.5.6 S62.5.6
千草台 青葉 ちぐさだい S43.8.6
千歳町 中 ちとせちょう M22.4.1
千歳町 南 ● ちとせちょう M22.4.1 S19.2.1
千鳥町 中 ちどりちょう S40.1.13
中央 瀬谷 ちゅうおう S60.11.5
中央一丁目 西 ○ ちゅうおう１ S41.5.1 S41.5.1
中央二丁目 西 ○ ちゅうおう２ S41.5.1 S41.5.1
長者町 中 1～9丁目 ちょうじゃまち M22.4.1
千代崎町 中 1～4丁目 ちよざきちょう M22.4.1
千若町 神奈川 1～3丁目 ちわかちょう M45.3.12

つ 都岡町 旭 つおかちょう S40.11.25
塚越 中 つかごし S8.4.1
月岡町 中 ● つきおかちょう M22.4.1 S10.7.1
月見台 保土ケ谷 ○ つきみだい H4.10.19 S15.11.1
佃野町 鶴見 ○ つくのちょう S54.7.23 S54.7.23
つつじが丘 青葉 つつじがおか S39.3.31
綱島上町 港北 つなしまかみちょう S22.3.12
綱島台 港北 ○ つなしまだい S48.6.11 S48.6.11
綱島町 港北 ● つなしまちょう S24.3.1 S48.6.11
綱島西一丁目 港北 ○ つなしまにし１ S48.6.11 S48.6.11
綱島西二丁目 港北 ○ つなしまにし２ S48.6.11 S48.6.11
綱島西三丁目 港北 ○ つなしまにし３ S48.6.11 S48.6.11
綱島西四丁目 港北 ○ つなしまにし４ S48.6.11 S48.6.11
綱島西五丁目 港北 ○ つなしまにし５ S48.6.11 S48.6.11
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綱島西六丁目 港北 ○ つなしまにし６ S48.6.11 S48.6.11
綱島東一丁目 港北 ○ つなしまひがし１ S48.6.11 S48.6.11
綱島東二丁目 港北 ○ つなしまひがし２ S48.6.11 S48.6.11
綱島東三丁目 港北 ○ つなしまひがし３ S48.6.11 S48.6.11
綱島東四丁目 港北 ○ つなしまひがし４ S48.6.11 S48.6.11
綱島東五丁目 港北 ○ つなしまひがし５ S48.6.11 S48.6.11
綱島東六丁目 港北 ○ つなしまひがし６ S48.6.11 S48.6.11
鶴ケ峰一丁目 旭 つるがみね１ S43.3.15
鶴ケ峰二丁目 旭 つるがみね２ S43.3.15
鶴ケ峰本町 旭 ● つるがみねほんちょう S45.11.10 H12.10.23
鶴ケ峰本町一丁目 旭 ○ つるがみねほんちょう１ H12.10.23 H12.10.23
鶴ケ峰本町二丁目 旭 ○ つるがみねほんちょう２ H12.10.23 H12.10.23
鶴ケ峰本町三丁目 旭 ○ つるがみねほんちょう３ H12.10.23 H12.10.23
鶴見一丁目 鶴見 ○ つるみ１ S47.6.5 S47.6.5
鶴見二丁目 鶴見 ○ つるみ２ S47.6.5 S47.6.5
鶴見中央一丁目 鶴見 ○ つるみちゅうおう１ S55.7.28 S55.7.28
鶴見中央二丁目 鶴見 ○ つるみちゅうおう２ S55.7.28 S55.7.28
鶴見中央三丁目 鶴見 ○ つるみちゅうおう３ S55.7.28 S55.7.28
鶴見中央四丁目 鶴見 ○ つるみちゅうおう４ S55.7.28 S55.7.28
鶴見中央五丁目 鶴見 ○ つるみちゅうおう５ S55.7.28 S55.7.28
鶴見町 鶴見 ● つるみちょう S2.4.1 S55.7.28
鶴屋町 神奈川 1～3丁目 つるやちょう S7.1.1

て 泥亀一丁目 金沢 ○ でいき１ S50.7.28 S50.7.28
泥亀二丁目 金沢 ○ でいき２ S50.7.28 S50.7.28
泥亀町 金沢 ● でいきちょう S14.7.1 S51.7.26
寺久保 中 てらくぼ S8.4.1
寺前一丁目 金沢 ○ てらまえ１ S51.7.26 S51.7.26
寺前二丁目 金沢 ○ てらまえ２ S51.7.26 S51.7.26
寺前町 金沢 ● てらまえちょう S14.7.1 S51.7.26
寺谷一丁目 鶴見 ○ てらや１ S47.6.5 S47.6.5
寺谷二丁目 鶴見 ○ てらや２ S47.6.5 S47.6.5
寺山町 緑 てらやまちょう S14.4.1
天神町 西 ● てんじんちょう S3.9.1 S41.5.1
天王町 保土ケ谷 1･2丁目 てんのうちょう S2.10.1

と 十日市場町 緑 とおかいちばちょう S14.4.1
通町 南 1～4丁目 とおりちょう S3.9.1
常盤台 保土ケ谷 ○ ときわだい H8.10.21 S15.11.1
常盤町 中 1～6丁目 ときわちょう M22.4.1
戸塚町 戸塚 とつかちょう S14.4.1
戸部町 西 1～7丁目 とべちょう M22.4.1
戸部本町 西 ○ とべほんちょう S41.5.1 S41.5.1
富岡町 金沢 ● とみおかちょう S11.10.1 S62.7.20
富岡西一丁目 金沢 ○ とみおかにし１ S59.11.5 S59.11.5
富岡西二丁目 金沢 ○ とみおかにし２ S59.11.5 S59.11.5
富岡西三丁目 金沢 ○ とみおかにし３ S59.11.5 S59.11.5
富岡西四丁目 金沢 ○ とみおかにし４ S59.11.5 S59.11.5
富岡西五丁目 金沢 ○ とみおかにし５ S59.11.5 S59.11.5
富岡西六丁目 金沢 ○ とみおかにし６ S59.11.5 S59.11.5
富岡西七丁目 金沢 ○ とみおかにし７ S59.11.5 S59.11.5
富岡東一丁目 金沢 ○ とみおかひがし１ S58.7.18 S58.7.18
富岡東二丁目 金沢 ○ とみおかひがし２ S58.7.18 S58.7.18
富岡東三丁目 金沢 ○ とみおかひがし３ S58.7.18 S58.7.18
富岡東四丁目 金沢 ○ とみおかひがし４ S58.7.18 S58.7.18
富岡東五丁目 金沢 ○ とみおかひがし５ S58.7.18 S58.7.18
富岡東六丁目 金沢 ○ とみおかひがし６ S58.7.18 S58.7.18
富家町 神奈川 とみやちょう S7.1.1
豊浦町 中 とようらちょう S42.11.10
豊岡町 鶴見 ○ とよおかちょう S54.7.23 S54.7.23
鳥が丘 戸塚 とりがおか S53.8.27
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鳥越 神奈川 とりごえ S7.1.1
鳥浜町 金沢 とりはまちょう S46.4.23
鳥山町 港北 とりやまちょう S2.4.1

な 中尾一丁目 旭 ○ なかお１ H8.10.21 H8.10.21
中尾二丁目 旭 ○ なかお２ H8.10.21 H8.10.21
仲尾台 中 なかおだい S8.4.1
長尾台町 栄 ながおだいちょう S14.4.1
中尾町 旭 ● なかおちょう S38.2.1 H8.10.21
中川一丁目 都筑 ○ なかがわ１ H1.11.27 H1.11.27
中川二丁目 都筑 ○ なかがわ２ H1.11.27 H1.11.27
中川三丁目 都筑 ○ なかがわ３ H2.7.9 H2.7.9
中川四丁目 都筑 ○ なかがわ４ H2.7.9 H2.7.9
中川五丁目 都筑 ○ なかがわ５ H2.7.9 H2.7.9
中川六丁目 都筑 ○ なかがわ６ H7.10.16 H7.10.16
中川七丁目 都筑 ○ なかがわ７ H3.11.11 H3.11.11
中川八丁目 都筑 ○ なかがわ８ H16.10.18 H16.10.18
中川中央一丁目 都筑 ○ なかがわちゅうおう１ H6.11.6 H6.11.6
中川中央二丁目 都筑 ○ なかがわちゅうおう２ H16.10.18 H16.10.18
中川町 都筑 ● なかがわちょう S14.4.1 H16.10.18
中希望が丘 旭 なかきぼうがおか S36.4.1
長倉町 栄 ○ ながくらちょう S57.7.19 S57.7.19
長坂 都筑 ○ ながさか H3.11.11 H3.11.11
長崎町 ● ながさきちょう M22.4.1 M32.7.4
中里一丁目 南 ○ なかざと１ S50.7.28 S50.7.28
中里二丁目 南 ○ なかざと２ S50.7.28 S50.7.28
中里三丁目 南 ○ なかざと３ S50.7.28 S50.7.28
中里四丁目 南 ○ なかざと４ S50.7.28 S50.7.28
中里町 南 なかざとちょう S2.4.1
中沢一丁目 旭 ○ なかざわ１ H8.10.21 H8.10.21
中沢二丁目 旭 ○ なかざわ２ H8.10.21 H8.10.21
中沢三丁目 旭 ○ なかざわ３ H8.10.21 H8.10.21
中沢町 旭 ● なかざわちょう S38.2.1 H8.10.21
中島町 南 1～4丁目 なかじまちょう S3.9.1
長島町 中 ● ながしまちょう M22.4.1 S3.9.1
中白根一丁目 旭 ○ なかしらね１ H1.8.21 H1.8.21
中白根二丁目 旭 ○ なかしらね２ H1.8.21 H1.8.21
中白根三丁目 旭 ○ なかしらね３ H1.8.21 H1.8.21
中白根四丁目 旭 ○ なかしらね４ H1.8.21 H1.8.21
長住町 西 ● ながすみちょう M22.4.1 S41.5.1
中田北一丁目 泉 ○ なかたきた １ H8.10.21 H8.10.21
中田北二丁目 泉 ○ なかたきた ２ H8.10.21 H8.10.21
中田北三丁目 泉 ○ なかたきた ３ H8.10.21 H8.10.21
永田北一丁目 南 ○ ながたきた１ S56.7.13 S56.7.13
永田北二丁目 南 ○ ながたきた２ S56.7.13 S56.7.13
永田北三丁目 南 ○ ながたきた３ S56.7.13 S56.7.13
永田山王台 南 ○ ながたさんのうだい S54.7.23 S54.7.23
永田台 南 ○ ながただい S56.7.13 S56.7.13
中田町 泉 なかたちょう S14.4.1
永田町 南 ● ながたちょう S2.4.1 S56.7.13
中田西一丁目 泉 ○ なかたにし１ H8.10.21 H8.10.21
中田西二丁目 泉 ○ なかたにし２ H8.10.21 H8.10.21
中田西三丁目 泉 ○ なかたにし３ H8.10.21 H8.10.21
中田西四丁目 泉 ○ なかたにし４ H8.10.21 H8.10.21
中田東一丁目 泉 ○ なかたひがし １ H7.11.20 H7.11.20
中田東二丁目 泉 ○ なかたひがし ２ H7.11.20 H7.11.20
中田東三丁目 泉 ○ なかたひがし ３ H7.11.20 H7.11.20
中田東四丁目 泉 ○ なかたひがし ４ H7.11.20 H7.11.20
永田東一丁目 南 ○ ながたひがし１ S54.7.23 S54.7.23
永田東二丁目 南 ○ ながたひがし２ S54.7.23 S54.7.23
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永田東三丁目 南 ○ ながたひがし３ S56.7.13 S56.7.13
中田南一丁目 泉 ○ なかたみなみ １ H9.10.27 H9.10.27
中田南二丁目 泉 ○ なかたみなみ ２ H9.10.27 H9.10.27
中田南三丁目 泉 ○ なかたみなみ ３ H9.10.27 H9.10.27
中田南四丁目 泉 ○ なかたみなみ ４ H9.10.27 H9.10.27
中田南五丁目 泉 ○ なかたみなみ ５ H9.10.27 H9.10.27
永田南一丁目 南 ○ ながたみなみ１ S54.7.23 S54.7.23
永田南二丁目 南 ○ ながたみなみ２ S54.7.23 S54.7.23
永田みなみ台 南 ○ ながたみなみだい S56.7.13 S56.7.13
仲町 神奈川 ● なかちょう M22.4.1 S3.9.1
長津田一丁目 緑 ○ ながつた１ S57.7.19 S57.7.19
長津田二丁目 緑 ○ ながつた２ S57.7.19 S57.7.19
長津田三丁目 緑 ○ ながつた３ S57.7.19 S57.7.19
長津田四丁目 緑 ○ ながつた４ S57.7.19 S57.7.19
長津田五丁目 緑 ○ ながつた５ S57.7.19 S57.7.19
長津田六丁目 緑 ○ ながつた６ S57.7.19 S57.7.19
長津田七丁目 緑 ○ ながつた７ S57.7.19 S57.7.19
長津田町 緑 ながつたちょう S14.4.1
長津田みなみ台一丁目 緑 ながつたみなみだい１ H17.1.17
長津田みなみ台二丁目 緑 ながつたみなみだい２ H17.1.17
長津田みなみ台三丁目 緑 ながつたみなみだい３ H17.1.17
長津田みなみ台四丁目 緑 ながつたみなみだい４ H17.1.17
長津田みなみ台五丁目 緑 ながつたみなみだい５ H17.1.17
長津田みなみ台六丁目 緑 ながつたみなみだい６ H17.1.17
長津田みなみ台七丁目 緑 ながつたみなみだい７ H17.1.17
仲手原一丁目 港北 ○ なかてはら１ S45.6.1 S45.6.1
仲手原二丁目 港北 ○ なかてはら２ S45.6.1 S45.6.1
仲通 鶴見 1～3丁目 なかどおり S16.4.1
長沼町 栄 ながぬまちょう S14.4.1
中根岸町 磯子 ● なかねぎしちょう S15.4.1 S40.7.1
中野町 栄 なかのちょう S14.4.1
長浜 金沢 ながはま S14.7.1
長浜一丁目 金沢 ○ ながはま１ S61.7.21 S61.7.21
長浜二丁目 金沢 ○ ながはま２ S61.7.21 S61.7.21
中浜町 磯子 ○ なかはまちょう S40.1.1 S40.1.1
中原一丁目 磯子 ○ なかはら１ S46.7.5 S46.7.5
中原二丁目 磯子 ○ なかはら２ S46.7.5 S46.7.5
中原三丁目 磯子 ○ なかはら３ S46.7.5 S46.7.5
中原四丁目 磯子 ○ なかはら４ S46.7.5 S46.7.5
中原町 磯子 ● なかはらちょう S2.4.1 S53.7.17
仲町台一丁目 都筑 ○ なかまちだい１ H4.10.19 H4.10.19
仲町台二丁目 都筑 ○ なかまちだい２ S62.5.6 S62.5.6
仲町台三丁目 都筑 ○ なかまちだい３ S62.5.6 S62.5.6
仲町台四丁目 都筑 ○ なかまちだい４ H1.2.27 H1.2.27
仲町台五丁目 都筑 ○ なかまちだい５ H2.7.9 H2.7.9
中丸 神奈川 なかまる S7.1.1
中村町 南 1～5丁目 なかむらちょう M34.4.1
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
中山一丁目 緑 ○ なかやま１ H30.10.22 H30.10.22
中山二丁目 緑 ○ なかやま２ H30.10.22 H30.10.22
中山三丁目 緑 ○ なかやま３ H30.10.22 H30.10.22

中山四丁目 緑 ○ なかやま４
H30.10.22
R1.10.21

H30.10.22

中山五丁目 緑 ○ なかやま５ R1.10.21 R1.10.21
中山六丁目 緑 ○ なかやま６ R1.10.21 R1.10.21
中山町 緑 ● なかやまちょう S14.4.1 R1.10.21
名瀬町 戸塚 なせちょう S14.4.1
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七島町 神奈川 ななしまちょう S11.11.1
浪花町 中 ● なにわちょう M22.4.1 S3.9.1
生麦一丁目 鶴見 ○ なまむぎ１ S42.5.1 S42.5.1
生麦二丁目 鶴見 ○ なまむぎ２ S42.5.1 S42.5.1
生麦三丁目 鶴見 ○ なまむぎ３ S42.5.1 S42.5.1
生麦四丁目 鶴見 ○ なまむぎ４ S42.5.1 S42.5.1
生麦五丁目 鶴見 ○ なまむぎ５ S42.5.1 S42.5.1
生麦町 鶴見 ● なまむぎちょう S2.4.1 S55.7.28
並木一丁目 金沢 ○ なみき１ S53.7.17 S52.1.10
並木二丁目 金沢 ○ なみき２ S55.7.28 S52.1.10
並木三丁目 金沢 ○ なみき３ S57.3.1 S52.1.10
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

に 新治町 緑 にいはるちょう S14.4.1
賑町 中 ● にぎわいちょう M22.4.1 S3.9.1
西大口 神奈川 にしおおぐち S11.11.1
西が岡一丁目 泉 にしがおか１ S63.1.10
西が岡二丁目 泉 にしがおか２ S63.1.10
西が岡三丁目 泉 にしがおか３ S63.1.10
西神奈川一丁目 神奈川 にしかながわ１ S53.9.10
西神奈川二丁目 神奈川 にしかながわ２ S53.9.10
西神奈川三丁目 神奈川 にしかながわ３ S53.9.10
西神奈川町 神奈川 ● にしかながわちょう S7.1.1 S53.9.10
西川島町 旭 にしかわしまちょう S44.10.1
錦が丘 港北 ○ にしきがおか S46.7.5 S46.7.5
錦町 中 にしきちょう S42.11.10
西久保町 保土ケ谷 にしくぼちょう S10.7.1
西坂町 ● にしざかまち M22.4.1 M32.7.4
西柴 金沢 ● にししば S14.7.1 S61.7.21
西柴一丁目 金沢 ○ にししば１ S61.7.21 S61.7.21
西柴二丁目 金沢 ○ にししば２ S61.7.21 S61.7.21
西柴三丁目 金沢 ○ にししば３ S61.7.21 S61.7.21
西柴四丁目 金沢 ○ にししば４ S61.7.21 S61.7.21
西竹之丸 中 にしたけのまる S8.4.1
西町 磯子 ○ にしちょう S40.7.1 S40.7.1
西寺尾一丁目 神奈川 ○ にしてらお１ S56.7.27 S56.7.27
西寺尾二丁目 神奈川 ○ にしてらお２ S56.7.27 S56.7.27
西寺尾三丁目 神奈川 ○ にしてらお３ S56.7.27 S56.7.27
西寺尾四丁目 神奈川 ○ にしてらお４ S56.7.27 S56.7.27
西寺尾町 神奈川 ● にしてらおちょう S2.4.1 S56.7.27
西戸部町 西 1～3丁目 にしとべちょう M34.4.1
西中町 南 1～4丁目 にしなかちょう S3.9.1
西根岸上町 磯子 ● にしねぎしかみちょう S8.4.1 S40.7.1
西根岸坂下町 磯子 ● にしねぎしさかしたちょう S8.4.1 S40.7.1
西根岸下町 磯子 ● にしねぎししもちょう S8.4.1 S40.7.1
西根岸町 磯子 ● にしねぎしちょう S2.10.1 S8.4.1
西根岸馬場町 磯子 ● にしねぎしばばちょう S8.4.1 S40.7.1
西野坂 ● にしのさか M22.4.1 M32.7.4
西之谷町 中 にしのやちょう S8.4.1
西八朔町 緑 にしはっさくちょう S14.4.1
西平沼町 西 ○ にしひらぬまちょう S41.5.1 M34.4.1
西前町 西 2･3丁目 にしまえちょう S3.9.1
西俣野 戸塚 ● にしまたの S34.7.15 S41.2.5
西谷一丁目 保土ケ谷 ○ にしや１ R2.10.19 R2.10.19
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西谷二丁目 保土ケ谷 ○ にしや２ R2.10.19 R2.10.19
西谷三丁目 保土ケ谷 ○ にしや３ R2.10.19 R2.10.19
西谷四丁目 保土ケ谷 ○ にしや４ R2.10.19 R2.10.19
西谷町 保土ケ谷 にしやまち S35.4.1
新羽町 港北 にっぱちょう S14.4.1
新羽町 緑 ● にっぱちょう S62.5.6 H4.10.19
日本大通り ● にっぽんおおどおり M22.4.1 M32.7.4
二の丸 都筑 ○ にのまる H1.11.27 H1.11.27
二本榎 神奈川 ○ にほんえのき H11.10.25 S7.1.1
日本大通 中 にほんおおどおり S3.9.1

ね 根岸旭台 中 ねぎしあさひだい S15.4.1
根岸加曽台 中 ねぎしかぞうだい S8.4.1
根岸芝生台 中 ● ねぎししばふだい S8.4.1 S15.4.1
根岸台 中 ねぎしだい S8.4.1
根岸町 中 1～3丁目 ねぎしちょう M34.4.1

の 能見台一丁目 金沢 のうけんだい１ S56.5.1
能見台二丁目 金沢 のうけんだい２ S57.12.1
能見台三丁目 金沢 のうけんだい３ S57.12.1
能見台四丁目 金沢 のうけんだい４ S60.5.1
能見台五丁目 金沢 のうけんだい５ S60.5.1
能見台六丁目 金沢 のうけんだい６ S60.5.1
能見台通 金沢 ○ のうけんだいどおり S59.11.5 S59.11.5
能見台東 金沢 ○ のうけんだいひがし H12.10.23 H12.10.23
能見台森 金沢 のうけんだいもり S60.5.1
野毛町 中 1～4丁目 のげちょう M22.4.1
野七里一丁目 栄 ○ のしちり１ S59.7.23 S59.7.23
野七里二丁目 栄 ○ のしちり２ S59.7.23 S59.7.23
野島町 金沢 ○ のじまちょう S50.7.28 S14.7.1
野庭町 港南 のばちょう S11.10.1

は 白山一丁目 緑 ○ はくさん１ H2.7.9 H2.7.9
白山二丁目 緑 ○ はくさん２ H2.7.9 H2.7.9
白山三丁目 緑 ○ はくさん３ H2.7.9 H2.7.9
白山四丁目 緑 ○ はくさん４ H2.7.9 H2.7.9
白山町 緑 ● はくざんちょう S14.4.1 H2.7.9
柏陽 栄 ○ はくよう H7.10.16 H7.10.16
白楽 神奈川 はくらく S7.1.1
函館町 ● はこだてちょう M22.4.1 M32.7.4
羽衣町 中 1～3丁目 はごろもちょう M22.4.1
羽沢町 神奈川 はざわちょう S2.4.1
羽沢南一丁目 神奈川 ○ はざわみなみ１ H18.10.23 H18.10.23
羽沢南二丁目 神奈川 ○ はざわみなみ２ H18.10.23 H18.10.23
羽沢南三丁目 神奈川 ○ はざわみなみ３ H18.10.23 H18.10.23
羽沢南四丁目 神奈川 ○ はざわみなみ４ H18.10.23 H18.10.23
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
橋本町 神奈川 1～3丁目 はしもとちょう M42.4.13
畑町 ● はたちょう M22.4.1 M32.7.4
八幡町 南 はちまんちょう S10.7.1
八景島 金沢 はっけいじま S61.10.31
初音ケ丘 保土ケ谷 ○ はつねがおか H5.10.18 S15.11.1
初音町 中 1～3丁目 はつねちょう M22.4.1
花咲町 西 4～7丁目 はなさきちょう M22.4.1
花咲町 中 1～3丁目 はなさきちょう M22.4.1
花園町 ● はなぞのちょう M22.4.1 M32.7.4
花之木町 南 1～3丁目 はなのきちょう S3.9.1
英町 中 はなぶさちょう M22.4.1
花見台 保土ケ谷 ○ はなみだい H5.10.18 S15.11.1
馬場一丁目 鶴見 ○ ばば１ S47.6.5 S47.6.5
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馬場二丁目 鶴見 ○ ばば２ S47.6.5 S47.6.5
馬場三丁目 鶴見 ○ ばば３ S47.6.5 S47.6.5
馬場四丁目 鶴見 ○ ばば４ S47.6.5 S47.6.5
馬場五丁目 鶴見 ○ ばば５ S49.8.19 S49.8.19
馬場六丁目 鶴見 ○ ばば６ S49.8.19 S49.8.19
馬場七丁目 鶴見 ○ ばば７ S49.8.19 S49.8.19
馬場町 鶴見 ● ばばちょう S2.4.1 S49.8.19
馬場町 磯子 ○ ばばちょう S40.7.1 S40.7.1
浜町 鶴見 1･2丁目 はまちょう S16.4.1
浜町 神奈川 ● はまちょう S7.1.1 S53.2.5
浜松町 西 ○ はままつちょう S41.5.1 S3.9.1
林町 神奈川 ● はやしちょう M38.12.26 S19.2.1
林町 ● はやしちょう M22.4.1 M32.7.4
早渕一丁目 都筑 ○ はやぶち１ H6.11.6 H6.11.6
早渕二丁目 都筑 ○ はやぶち２ H6.11.6 H6.11.6
早渕三丁目 都筑 ○ はやぶち３ H6.11.6 H6.11.6
原宿一丁目 戸塚 ○ はらじゅく１ H11.10.25 H11.10.25
原宿二丁目 戸塚 ○ はらじゅく２ H11.10.25 H11.10.25
原宿三丁目 戸塚 ○ はらじゅく３ H11.10.25 H11.10.25
原宿四丁目 戸塚 ○ はらじゅく４ H11.10.25 H11.10.25
原宿五丁目 戸塚 ○ はらじゅく５ H11.10.25 H11.10.25
原宿町 戸塚 ● はらじゅくちょう S14.4.1 H11.10.25
原町 磯子 ○ はらまち S40.7.1 S8.4.1
万代町 中 1～3丁目 ばんだいちょう M22.4.1

ひ 日枝町 南 1～5丁目 ひえちょう S3.9.1
東朝比奈一丁目 金沢 ○ ひがしあさひな１ S55.7.28 S55.7.28
東朝比奈二丁目 金沢 ○ ひがしあさひな２ S55.7.28 S55.7.28
東朝比奈三丁目 金沢 ○ ひがしあさひな３ S55.7.28 S55.7.28
東方町 都筑 ひがしがたちょう S14.4.1
東方町 港北 ● ひがしがたちょう S62.5.6 H6.11.6
東神奈川一丁目 神奈川 ひがしかながわ１ S51.1.18
東神奈川二丁目 神奈川 ひがしかながわ２ S51.1.18
東神奈川町 神奈川 ● ひがしかながわちょう S7.1.1 S51.1.18
東上郷町 栄 ○ ひがしかみごうちょう S57.7.19 S57.7.19
東川島町 保土ケ谷 ひがしかわしまちょう S43.12.1
東希望が丘 旭 ひがしきぼうがおか S36.4.1
東久保町 西 ○ ひがしくぼちょう S52.8.1 S10.7.1
東芹が谷 港南 ○ ひがしせりがや S58.8.8 S58.8.8
東町 磯子 ○ ひがしちょう S40.7.1 S40.7.1
東寺尾一丁目 鶴見 ○ ひがしてらお１ S47.6.5 S47.6.5
東寺尾二丁目 鶴見 ○ ひがしてらお２ S47.6.5 S47.6.5
東寺尾三丁目 鶴見 ○ ひがしてらお３ S47.6.5 S47.6.5
東寺尾四丁目 鶴見 ○ ひがしてらお４ S47.6.5 S47.6.5
東寺尾五丁目 鶴見 ○ ひがしてらお５ S47.6.5 S47.6.5
東寺尾六丁目 鶴見 ○ ひがしてらお６ S47.6.5 S47.6.5
東寺尾北台 鶴見 ○ ひがしてらおきただい S47.6.5 S47.6.5
東寺尾町 鶴見 ● ひがしてらおちょう S2.4.1 S47.6.5
東寺尾中台 鶴見 ○ ひがしてらおなかだい S47.6.5 S47.6.5
東寺尾東台 鶴見 ○ ひがしてらおひがしだい S47.6.5 S47.6.5
東永谷一丁目 港南 ○ ひがしながや１ S53.7.31 S53.7.31
東永谷二丁目 港南 ○ ひがしながや２ S53.7.31 S53.7.31
東永谷三丁目 港南 ○ ひがしながや３ S58.8.8 S58.8.8
東本郷一丁目 緑 ○ ひがしほんごう１ S63.7.25 S63.7.25
東本郷二丁目 緑 ○ ひがしほんごう２ S63.7.25 S63.7.25
東本郷三丁目 緑 ○ ひがしほんごう３ S63.7.25 S63.7.25
東本郷四丁目 緑 ○ ひがしほんごう４ S63.7.25 S63.7.25
東本郷五丁目 緑 ○ ひがしほんごう５ S63.7.25 S63.7.25
東本郷六丁目 緑 ○ ひがしほんごう６ S63.7.25 S63.7.25
東本郷町 緑 ひがしほんごうちょう S14.4.1
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東蒔田町 南 ひがしまいたまち S10.7.1
東俣野町 戸塚 ひがしまたのちょう S14.4.1
東山田一丁目 都筑 ○ ひがしやまた１ H6.11.6 H6.11.6
東山田二丁目 都筑 ○ ひがしやまた２ H6.11.6 H6.11.6
東山田三丁目 都筑 ○ ひがしやまた３ H3.11.11 H3.11.11
東山田四丁目 都筑 ○ ひがしやまた４ H2.7.9 H2.7.9
東山田町 都筑 ひがしやまたちょう S14.4.1
日限山一丁目 港南 ○ ひぎりやま１ S55.11.10 S55.11.10
日限山二丁目 港南 ○ ひぎりやま２ S55.11.10 S55.11.10
日限山三丁目 港南 ○ ひぎりやま３ S55.11.10 S55.11.10
日限山四丁目 港南 ○ ひぎりやま４ S55.11.10 S55.11.10
久方町 中 ● ひさかたちょう M22.4.1 S3.9.1
久木町 磯子 ○ ひさきちょう S40.1.1 S40.1.1
氷取沢町 磯子 ひとりざわちょう S2.4.1
日野一丁目 港南 ○ ひの１ S60.7.22 S60.7.22
日野二丁目 港南 ○ ひの２ S60.7.22 S60.7.22
日野三丁目 港南 ○ ひの３ S60.7.22 S60.7.22
日野四丁目 港南 ○ ひの４ S60.7.22 S60.7.22
日野五丁目 港南 ○ ひの５ S60.7.22 S60.7.22
日野六丁目 港南 ○ ひの６ S60.7.22 S60.7.22
日野七丁目 港南 ○ ひの７ S60.7.22 S60.7.22
日野八丁目 港南 ○ ひの８ S60.7.22 S60.7.22
日野九丁目 港南 ○ ひの９ S60.7.22 S60.7.22
日野中央一丁目 港南 ○ ひのちゅうおう１ H5.10.18 H5.10.18
日野中央二丁目 港南 ○ ひのちゅうおう２ H5.10.18 H5.10.18
日野中央三丁目 港南 ○ ひのちゅうおう３ H5.10.18 H5.10.18
日野町 港南 ● ひのちょう S2.4.1 H5.10.18
日野町 磯子 ● ひのちょう S2.4.1 S45.4.1
日ノ出町 中 1･2丁目 ひのでちょう M22.4.1
日野南一丁目 港南 ○ ひのみなみ１ S58.8.8 S58.8.8
日野南二丁目 港南 ○ ひのみなみ２ S58.8.8 S58.8.8
日野南三丁目 港南 ○ ひのみなみ３ S58.8.8 S58.8.8
日野南四丁目 港南 ○ ひのみなみ４ S62.7.20 S62.7.20
日野南五丁目 港南 ○ ひのみなみ５ S62.7.20 S62.7.20
日野南六丁目 港南 ○ ひのみなみ６ S62.7.20 S62.7.20
日野南七丁目 港南 ○ ひのみなみ７ S62.7.20 S62.7.20
日吉一丁目 港北 ○ ひよし１ S52.8.1 S52.8.1
日吉二丁目 港北 ○ ひよし２ S52.8.1 S52.8.1
日吉三丁目 港北 ○ ひよし３ S52.8.1 S52.8.1
日吉四丁目 港北 ○ ひよし４ S52.8.1 S52.8.1
日吉五丁目 港北 ○ ひよし５ S52.8.1 S52.8.1
日吉六丁目 港北 ○ ひよし６ S52.8.1 S52.8.1
日吉七丁目 港北 ○ ひよし７ S52.8.1 S52.8.1
日吉町 港北 ● ひよしちょう S12.4.1 S52.8.1
日吉本町 港北 ● ひよしほんちょう S12.4.1 S63.7.25
日吉本町一丁目 港北 ○ ひよしほんちょう１ S63.7.25 S63.7.25
日吉本町二丁目 港北 ○ ひよしほんちょう２ S63.7.25 S63.7.25
日吉本町三丁目 港北 ○ ひよしほんちょう３ S62.7.20 S62.7.20
日吉本町四丁目 港北 ○ ひよしほんちょう４ S62.7.20 S62.7.20
日吉本町五丁目 港北 ○ ひよしほんちょう５ S63.7.25 S63.7.25
日吉本町六丁目 港北 ○ ひよしほんちょう６ S63.7.25 S63.7.25
平潟町 金沢 ○ ひらがたちょう S50.7.28 S14.7.1
平川町 神奈川 ひらかわちょう S7.1.1
平台 都筑 ○ ひらだい S59.11.5 S59.11.5
平戸一丁目 戸塚 ○ ひらど１ S57.7.19 S57.7.19
平戸二丁目 戸塚 ○ ひらど２ S57.7.19 S57.7.19
平戸三丁目 戸塚 ○ ひらど３ S57.7.19 S57.7.19
平戸四丁目 戸塚 ○ ひらど４ S57.7.19 S57.7.19
平戸五丁目 戸塚 ○ ひらど５ S57.7.19 S57.7.19
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平戸町 戸塚 ひらどちょう S14.4.1
平沼一丁目 西 ○ ひらぬま１ S41.5.1 S41.5.1
平沼二丁目 西 ○ ひらぬま２ S41.5.1 S41.5.1
平沼町 西 ● ひらぬまちょう M22.4.1 S41.5.1
広台太田町 神奈川 ひろだいおおたまち S7.1.1
広地町 磯子 ○ ひろちちょう S40.1.1 S40.1.1
琵琶町 ● びわちょう M22.4.1 M32.7.4

ふ 深谷町 戸塚 ふかやちょう S14.4.1
福浦一丁目 金沢 ふくうら１ S55.12.1
福浦二丁目 金沢 ふくうら２ S55.12.1
福浦三丁目 金沢 ふくうら３ S55.12.1
福島町 中 ● ふくしまちょう M22.4.1 S3.9.1
福富町 中 ● ふくとみちょう M22.4.1 S3.9.1
福富町仲通 中 ふくとみちょうなかどおり S3.9.1
福富町西通 中 ふくとみちょうにしどおり S3.9.1
福富町東通 中 ふくとみちょうひがしどおり S3.9.1
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
藤棚町 西 1･2丁目 ふじだなちょう S3.9.1
富士塚一丁目 港北 ○ ふじづか１ S46.7.5 S46.7.5
富士塚二丁目 港北 ○ ふじづか２ S46.7.5 S46.7.5
藤塚町 保土ケ谷 ○ ふじつかちょう H10.10.19 S15.11.1
富士見が丘 都筑 ○ ふじみがおか S61.2.10 S61.2.10
伏見町 南 ふしみちょう S19.2.1
富士見町 中 ふじみちょう M22.4.1
富士見町 ● ふじみちょう M22.4.1 M32.7.4
富士山町 ● ふじやまちょう M22.4.1 M32.7.4
二子町 ● ふたごちょう M22.4.1 M32.7.4
二ツ橋町 瀬谷 ふたつばしちょう S14.4.1
二ツ谷町 神奈川 ふたつやちょう S7.1.1
二葉町 南 1～4丁目 ふたばちょう S3.9.1
二俣川１丁目 旭 ふたまたがわ１ S39.3.1
二俣川２丁目 旭 ふたまたがわ２ S39.3.1
二俣川町 保土ケ谷 ● ふたまたがわちょう S14.4.1 S39.3.1
仏向町 保土ケ谷 ぶっこうちょう S2.4.1
仏向西 保土ケ谷 ○ ぶっこうにし H22.12.6 H22.12.6
太尾町 港北 ● ふとおちょう S2.4.1 H21.10.19
不老町 中 1～3丁目 ふろうちょう M22.4.1
豊後町 ● ぶんごちょう M22.4.1 M32.7.4

へ 平安町 鶴見 1･2丁目 へいあんちょう S2.4.1
平楽 南 へいらく S10.7.1
別所一丁目 南 ○ べっしょ１ S50.7.28 S50.7.28
別所二丁目 南 ○ べっしょ２ S50.7.28 S50.7.28
別所三丁目 南 ○ べっしょ３ S50.7.28 S50.7.28
別所四丁目 南 ○ べっしょ４ S50.7.28 S50.7.28
別所五丁目 南 ○ べっしょ５ S58.8.8 S58.8.8
別所六丁目 南 ○ べっしょ６ S58.8.8 S58.8.8
別所七丁目 南 ○ べっしょ７ S58.8.8 S58.8.8
別所町 南 ● べっしょちょう S2.4.1 S58.8.8
別所中里台 南 ○ べっしょなかざとだい S50.7.28 S50.7.28
弁天町 鶴見 べんてんちょう S16.4.1
弁天通 中 1～6丁目 べんてんどおり M22.4.1

ほ 法泉一丁目 保土ケ谷 ○ ほうせん１ S56.7.13 S56.7.13
法泉二丁目 保土ケ谷 ○ ほうせん２ S56.7.13 S56.7.13
法泉三丁目 保土ケ谷 ○ ほうせん３ S56.7.13 S56.7.13
法泉町 保土ケ谷 ● ほうせんちょう S15.11.1 S56.7.13
蓬萊町 中 1～3丁目 ほうらいちょう M22.4.1
星川一丁目 保土ケ谷 ○ ほしかわ１ S51.11.29 S51.11.29
星川二丁目 保土ケ谷 ○ ほしかわ２ S51.11.29 S51.11.29
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星川三丁目 保土ケ谷 ○ ほしかわ３ S51.11.29 S51.11.29
星川町 保土ケ谷 ● ほしかわちょう S2.4.1 S51.11.29
星野町 神奈川 ほしのちょう M39.10.16
保土ケ谷町 保土ケ谷 1～3丁目 ほどがやちょう S2.4.1
堀川町 ● ほりかわちょう M22.4.1 M32.7.4
堀口 金沢 ○ ほりぐち H12.10.23 S14.7.1
堀ノ内町 南 1･2丁目 ほりのうちちょう M44.4.1
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
本郷台一丁目 栄 ○ ほんごうだい１ H1.8.21 H1.8.21
本郷台二丁目 栄 ○ ほんごうだい２ H1.8.21 H1.8.21
本郷台三丁目 栄 ○ ほんごうだい３ H1.8.21 H1.8.21
本郷台四丁目 栄 ○ ほんごうだい４ H1.8.21 H1.8.21
本郷台五丁目 栄 ○ ほんごうだい５ H1.8.21 H1.8.21
本郷町 中 1～3丁目 ほんごうちょう S3.9.1
本宿町 旭 ほんじゅくちょう S37.11.1
本町 中 1～6丁目 ほんちょう M22.4.1
本町通 鶴見 1～4丁目 ほんちょうどおり S16.4.1
本町通り ● ほんちょうどおり M22.4.1 M32.7.4
本村町 旭 ほんむらちょう S36.11.1
本村通り ● ほんむらどおり M22.4.1 M32.7.4
本牧荒井 中 ほんもくあらい S8.4.1
本牧大里町 中 ○ ほんもくおおさとちょう H6.9.26 S8.4.1
本牧三之谷 中 ○ ほんもくさんのたに H7.10.16 S8.4.1
本牧十二天 中 ○ ほんもくじゅうにてん S61.7.21 S8.4.1
本牧町 中 1･2丁目 ほんもくちょう M34.4.1
本牧原 中 ○ ほんもくはら S61.7.21 S61.7.21
本牧ふ頭 中 ほんもくふとう S43.8.31
本牧間門 中 ○ ほんもくまかど H6.9.26 H6.9.26
本牧満坂 中 ほんもくまんざか S8.4.1
本牧緑ケ丘 中 ほんもくみどりがおか S8.4.1
本牧宮原 中 ○ ほんもくみやばら S61.7.21 S61.7.21
本牧元町 中 ○ ほんもくもとまち H6.9.26 S8.4.1
本牧和田 中 ○ ほんもくわだ S61.7.21 S8.4.1

ま 舞岡町 戸塚 まいおかちょう S14.4.1
蒔田町 南 まいたちょう M44.4.1
前里町 南 1～4丁目 まえさとちょう S3.9.1
前田町 戸塚 まえだちょう S14.4.1
前橋町 ● まえばしちょう M22.4.1 M32.7.4
間門町 中 ● まかどちょう S8.4.1 H6.9.26
真金町 南 1･2丁目 まがねちょう M22.4.1
万騎が原 旭 まきがはら S38.11.15
真砂町 中 1～4丁目 まさごちょう M22.4.1
俣野町 戸塚 またのちょう S14.4.1
町屋町 金沢 ○ まちやちょう S51.7.26 S14.7.1
松ケ枝町 中 ● まつがえちょう M22.4.1 S3.9.1
松ケ丘 神奈川 まつがおか S7.1.1
松影町 中 1～4丁目 まつかげちょう M22.4.1
松風台 青葉 まつかぜだい S42.5.5
松見町 神奈川 1～4丁目 まつみちょう S38.10.16
松本町 神奈川 1～6丁目 まつもとちょう S7.1.1
豆口台 中 まめぐちだい S8.4.1
大豆戸町 港北 まめどちょう S2.4.1
丸山一丁目 磯子 ○ まるやま１ S40.1.1 S40.1.1
丸山二丁目 磯子 ○ まるやま２ S40.1.1 S40.1.1
丸山台一丁目 港南 ○ まるやまだい１ S54.7.23 S54.7.23
丸山台二丁目 港南 ○ まるやまだい２ S54.7.23 S54.7.23
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丸山台三丁目 港南 ○ まるやまだい３ S54.7.23 S54.7.23
丸山台四丁目 港南 ○ まるやまだい４ S54.7.23 S54.7.23
丸山町 磯子 ● まるやまちょう S2.10.1 S40.1.1
万世町 南 1･2丁目 まんせいちょう S19.2.1

み みず木町 金沢 みずきちょう H3.1.21
みすずが丘 青葉 みすずがおか H7.3.16
瑞穂町 神奈川 みずほちょう S11.5.10
水町通り ● みずまちどおり M22.4.1 M32.7.4
みたけ台 青葉 みたけだい S50.9.28
三ツ池公園 鶴見 ○ みついけこうえん S44.6.1 S44.6.1
三ツ境 瀬谷 みつきょう S37.5.1
三ツ沢上町 神奈川 ○ みつざわかみまち S45.6.1 S7.1.1
三ツ沢下町 神奈川 ○ みつざわしもまち S45.6.1 S7.1.1
三ツ沢中町 神奈川 ○ みつざわなかまち S45.6.1 S7.1.1
三ツ沢西町 神奈川 ○ みつざわにしまち S45.6.1 S7.1.1
三ツ沢東町 神奈川 ○ みつざわひがしまち S45.6.1 S7.1.1
三ツ沢南町 神奈川 ○ みつざわみなみまち S45.6.1 S7.1.1
緑町 西 ○ ● みどりちょう S41.5.1 M22.4.1 H17.10.31
緑山 青葉 みどりやま S53.2.1
港町 中 1～6丁目 みなとちょう M22.4.1
みなとみらい一丁目 西 ○ みなとみらい１ H1.10.2 H1.10.2
みなとみらい二丁目 西 ○ みなとみらい２ H1.10.2 H1.10.2
みなとみらい三丁目 西 ○ みなとみらい３ H1.10.2 H1.10.2
みなとみらい四丁目 西 ○ みなとみらい４ H1.10.2 H1.10.2
みなとみらい五丁目 西 ○ みなとみらい５ H1.10.2 H1.10.2
みなとみらい六丁目 西 ○ みなとみらい６ H17.10.31 H17.10.31
南太田一丁目 南 ○ みなみおおた１ H7.10.16 H7.10.16
南太田二丁目 南 ○ みなみおおた２ H7.10.16 H7.10.16
南太田三丁目 南 ○ みなみおおた３ H7.10.16 H7.10.16
南太田四丁目 南 ○ みなみおおた４ H7.10.16 H7.10.16
南太田町 南 ● みなみおおたまち M34.4.1 H7.10.16
南軽井沢 西 みなみかるいざわ S7.1.1
南希望が丘 旭 みなみきぼうがおか S36.4.1
南幸一丁目 西 ○ みなみさいわい１ S40.7.1 S40.7.1
南幸二丁目 西 ○ みなみさいわい２ S40.7.1 S40.7.1
南幸町 西 ● みなみさいわいちょう S7.1.1 S40.7.1
南坂 ● みなみざか M22.4.1 M32.7.4
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
南浅間町 西 みなみせんげんちょう S11.11.1
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
南綱島町 港北 ● みなみつなしまちょう S2.4.1 S48.6.11
南仲通 中 1～5丁目 みなみなかどおり M22.4.1
南本宿町 旭 みなみほんじゅくちょう S37.11.1
南本牧 中 みなみほんもく H10.4.1
南舞岡一丁目 戸塚 ○ みなみまいおか１ S55.11.10 S55.11.10
南舞岡二丁目 戸塚 ○ みなみまいおか２ S55.11.10 S55.11.10
南舞岡三丁目 戸塚 ○ みなみまいおか３ S55.11.10 S55.11.10
南舞岡四丁目 戸塚 ○ みなみまいおか４ S55.11.10 S55.11.10
南山田一丁目 都筑 ○ みなみやまた１ H4.10.19 H4.10.19
南山田二丁目 都筑 ○ みなみやまた２ H6.11.6 H6.11.6
南山田三丁目 都筑 ○ みなみやまた３ H4.10.19 H4.10.19
南山田町 都筑 みなみやまたちょう S14.4.1
南吉田町 南 1～5丁目 みなみよしだちょう M34.4.1
峰岡町 保土ケ谷 1～3丁目 みねおかちょう S2.10.1
峰沢町 保土ケ谷 みねざわちょう S15.11.1
峰町 磯子 みねちょう S2.4.1
簑沢 中 みのさわ S8.4.1
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三ノ輪坂 ● みのわざか M22.4.1 M32.7.4
箕輪町 港北 ● みのわちょう S12.4.1 H1.10.2
箕輪町一丁目 港北 ○ みのわちょう１ H1.10.2 H1.10.2
箕輪町二丁目 港北 ○ みのわちょう２ H1.10.2 H1.10.2
箕輪町三丁目 港北 ○ みのわちょう３ H1.10.2 H1.10.2
見花山 都筑 ○ みはなやま S58.8.8 S58.8.8
三春台 南 みはるだい S10.7.1
三春町 中 ● みはるちょう M22.4.1 S3.9.1
三保町 緑 みほちょう S14.4.1
宮ケ谷 西 みやがや S7.1.1
宮川町 中 1～3丁目 みやがわちょう M22.4.1
宮崎町 西 みやざきちょう M22.4.1
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
宮田町 保土ケ谷 1～3丁目 みやたちょう S2.10.1
宮前町 神奈川 ● みやまえちょう S7.1.1 S53.2.5
宮元町 南 1～4丁目 みやもとちょう S3.9.1
宮脇坂 ● みやわきざか M22.4.1 M32.7.4
妙香寺台 中 みょうこうじだい S11.11.1
明神台 保土ケ谷 ○ みょうじんだい S51.11.29 S15.11.1
三吉町 中 みよしちょう M22.4.1
三吉町 南 ● みよしちょう M22.4.1 S19.2.1

む 向井町 鶴見 1～4丁目 むかいちょう S16.4.1
麦田町 中 1～4丁目 むぎたちょう S3.9.1
武蔵町 ● むさしちょう M22.4.1 M32.7.4
武蔵横町 ● むさしよこちょう M22.4.1 M32.7.4
六浦一丁目 金沢 ○ むつうら１ S53.7.17 S53.7.17
六浦二丁目 金沢 ○ むつうら２ S53.7.17 S53.7.17
六浦三丁目 金沢 ○ むつうら３ S53.7.17 S53.7.17
六浦四丁目 金沢 ○ むつうら４ S53.7.17 S53.7.17
六浦五丁目 金沢 ○ むつうら５ H14.10.28 H14.10.28
六浦町 金沢 むつうらちょう S11.10.1
六浦東一丁目 金沢 ○ むつうらひがし１ H13.10.22 H13.10.22
六浦東二丁目 金沢 ○ むつうらひがし２ H13.10.22 H13.10.22
六浦東三丁目 金沢 ○ むつうらひがし３ H13.10.22 H13.10.22
六浦南一丁目 金沢 ○ むつうらみなみ１ H14.10.28 H14.10.28
六浦南二丁目 金沢 ○ むつうらみなみ２ H15.10.27 H15.10.27
六浦南三丁目 金沢 ○ むつうらみなみ３ H15.10.27 H15.10.27
六浦南四丁目 金沢 ○ むつうらみなみ４ H15.10.27 H15.10.27
六浦南五丁目 金沢 ○ むつうらみなみ５ H15.10.27 H15.10.27
六ツ川一丁目 南 むつかわ１ S42.1.15
六ツ川二丁目 南 むつかわ２ S42.1.15
六ツ川三丁目 南 むつかわ３ S42.1.15
六ツ川四丁目 南 むつかわ４ S44.10.1
六ツ川町 南 ● むつかわちょう S2.4.1 S42.1.15
睦町 南 1･2丁目 むつみちょう S10.7.1

め 目黒町 瀬谷 めぐろちょう S49.8.12
棉花町 神奈川 ● めんかちょう S7.1.1 S53.2.5

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
元大橋一丁目 栄 ○ もとおおはし１ S48.6.11 S48.6.11
元大橋二丁目 栄 ○ もとおおはし２ S48.6.11 S48.6.11
元久保町 西 ○ もとくぼちょう S52.8.1 S10.7.1
元久保町 南 ● もとくぼちょう S10.7.1 S19.2.1
元浜町 中 1～4丁目 もとはまちょう M22.4.1
元町 中 1～5丁目 もとまち M22.4.1
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元宮一丁目 鶴見 ○ もとみや１ S43.7.1 S43.7.1
元宮二丁目 鶴見 ○ もとみや２ S43.7.1 S43.7.1
紅葉ケ丘 西 もみじがおか S3.9.1
もみの木台 青葉 もみのきだい S48.10.26
森一丁目 磯子 ○ もり１ S46.7.5 S46.7.5
森二丁目 磯子 ○ もり２ S46.7.5 S46.7.5
森三丁目 磯子 ○ もり３ S46.7.5 S46.7.5
森四丁目 磯子 ○ もり４ S46.7.5 S46.7.5
森五丁目 磯子 ○ もり５ S46.7.5 S46.7.5
森六丁目 磯子 ○ もり６ S46.7.5 S46.7.5
森が丘一丁目 磯子 ○ もりがおか１ S46.7.5 S46.7.5
森が丘二丁目 磯子 ○ もりがおか２ S46.7.5 S46.7.5
森町 磯子 ● もりちょう S2.4.1 S52.8.1
森の台 緑 ○ もりのだい H10.2.16 H10.2.16
守屋町 神奈川 1～4丁目 もりやちょう T7.10.15
師岡町 港北 もろおかちょう S2.4.1

や 矢口台 中 やぐちだい S8.4.1
矢向一丁目 鶴見 ○ やこう１ S43.7.1 S43.7.1
矢向二丁目 鶴見 ○ やこう２ S43.7.1 S43.7.1
矢向三丁目 鶴見 ○ やこう３ S43.7.1 S43.7.1
矢向四丁目 鶴見 ○ やこう４ S43.7.1 S43.7.1
矢向五丁目 鶴見 ○ やこう５ S43.7.1 S43.7.1
矢向六丁目 鶴見 ○ やこう６ S43.7.1 S43.7.1
矢向町 鶴見 ● やこうちょう S2.4.1 S44.6.1
矢指町 旭 やさしちょう S40.11.25
谷津町 金沢 やつちょう S14.7.1
谷戸坂 ● やとさか M22.4.1 M32.7.4
柳町 中 ● やなぎちょう M22.4.1 S3.9.1
柳町 金沢 やなぎちょう S41.3.31
矢ノ根町 ● やのねちょう M22.4.1 M32.7.4
矢部町 戸塚 やべちょう S14.4.1
矢部野町 磯子 ● やべのちょう S2.4.1 S45.4.1
山下町 中 やましたちょう M32.7.24
山田町 中 やまだちょう M22.4.1
山手町 中 やまてちょう M32.7.24
山手本町通 ● やまてほんちょうどおり M22.4.1 M32.7.4
大和町 中 1･2丁目 やまとちょう S3.9.1
山内町 神奈川 やまのうちちょう M39.4.10
山内町 中 ● やまのうちちょう M39.4.10 S19.2.1
山吹町 中 やまぶきちょう M22.4.1
山元町 中 1～5丁目 やまもとちょう M22.4.1
弥生台 泉 やよいだい S55.1.26
弥生町 中 1～5丁目 やよいちょう S3.9.1

ゆ 弓町 ● ゆみちょう M22.4.1 M32.7.4
よ 洋光台一丁目 磯子 ○ ようこうだい１ S45.4.1 S45.4.1

洋光台二丁目 磯子 ○ ようこうだい２ S45.4.1 S45.4.1
洋光台三丁目 磯子 ○ ようこうだい３ S45.4.1 S45.4.1
洋光台四丁目 磯子 ○ ようこうだい４ S45.4.1 S45.4.1
洋光台五丁目 磯子 ○ ようこうだい５ S45.4.1 S45.4.1
洋光台六丁目 磯子 ○ ようこうだい６ S45.4.1 S45.4.1
横浜公園 中 よこはまこうえん S3.9.1
吉岡町 中 ● よしおかちょう M22.4.1 S3.9.1
吉田町 戸塚 よしだちょう S14.4.1
吉田町 中 よしだまち M22.4.1
吉野町 南 1～5丁目 よしのちょう S3.9.1
吉浜町 中 よしはまちょう M22.4.1

り 領家一丁目 泉 りょうけ１ S63.1.10
領家二丁目 泉 りょうけ２ S63.1.10
領家三丁目 泉 りょうけ３ S63.1.10
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領家四丁目 泉 りょうけ４ S63.1.10
緑園一丁目 泉 りょくえん１ S61.4.6
緑園二丁目 泉 りょくえん２ S61.4.6
緑園三丁目 泉 りょくえん３ S61.4.6
緑園四丁目 泉 りょくえん４ S61.4.6
緑園五丁目 泉 りょくえん５ S61.4.6
緑園六丁目 泉 りょくえん６ S61.4.6
緑園七丁目 泉 りょくえん７ S61.4.6

ろ 六角橋一丁目 神奈川 ○ ろくかくばし１ S40.7.1 S40.7.1
六角橋二丁目 神奈川 ○ ろくかくばし２ S40.7.1 S40.7.1
六角橋三丁目 神奈川 ○ ろくかくばし３ S40.7.1 S40.7.1
六角橋四丁目 神奈川 ○ ろくかくばし４ S40.7.1 S40.7.1
六角橋五丁目 神奈川 ○ ろくかくばし５ S40.7.1 S40.7.1
六角橋六丁目 神奈川 ○ ろくかくばし６ S40.7.1 S40.7.1
六角橋町 神奈川 ● ろくかくばしちょう S2.4.1 S40.7.1

わ 若草台 青葉 わかくさだい S46.1.26
若竹町 中 ● わかたけちょう M22.4.1 S3.9.1
若竹町 栄 ○ わかたけちょう S48.6.11 S48.6.11
若葉台一丁目 旭 ○ わかばだい１ S54.3.26 S54.2.25
若葉台二丁目 旭 ○ わかばだい２ S56.3.1 S54.2.25
若葉台三丁目 旭 ○ わかばだい３ S57.7.19 S54.2.25
若葉台四丁目 旭 ○ わかばだい４ S58.5.1 S54.2.25
若葉町 中 1～3丁目 わかばちょう M22.4.1
若宮町 南 1～4丁目 わかみやちょう S3.9.1
和田一丁目 保土ケ谷 ○ わだ１ S51.11.29 S51.11.29
和田二丁目 保土ケ谷 ○ わだ２ S51.11.29 S51.11.29
和田町 保土ケ谷 ● わだちょう S2.4.1 S51.11.29
和田山 中 ○ わだやま S61.7.21 S61.7.21
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