
３ 市 ・ 区 ・ 町 の 沿 革
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(1) 市域の沿革

年 月 日 事 項 告 示 面積(㎢) 沿 革

明22. 4. 1 市制施行  明22. 3.11県令10 5.40  138か町

明34. 4. 1 第１次合併  明33.12. 8県告212 24.80  久良岐郡　戸太町

 →西戸部町ほか４町

 久良岐郡　中村→中村町

 久良岐郡　本牧村

 →本牧町ほか１町

 久良岐郡　根岸村→根岸町

 橘 樹 郡　神奈川町

 →神奈川町ほか２町

 橘 樹 郡　保土ケ谷町の一部

 →岡野町ほか１町

明35. 1.13 埋立地編入  明35. 1.13告3  入船町

明36. 1.27 埋立地編入  明36. 1.27県令5  表高島町

明37. 7.12 埋立地編入  明37. 7.12告59  宝町

明38. 1.17 埋立地編入  明38. 1.17告4  大野町

明38. 3. 2 埋立地編入  明38. 3. 2告12  表高島町

明38. 7.11 埋立地編入  明38. 7.11告45  表高島町

明38.12.26 埋立地編入  明38.12.26告102  林町

明39. 4.10 埋立地編入  明39. 4.10告28  山内町

明39. 5.22 埋立地編入  明39. 5.22告42  新港町、表高島町

明39. 7. 3 埋立地編入  明39. 7. 3告56、57  表高島町

明39. 8.28 埋立地編入  明39. 8.29告77  表高島町

明39.10.16 埋立地編入  明39.10.16告93  星野町

明39.11.13 埋立地編入  明39.11.13告108  表高島町

明40. 1.15 埋立地編入  明40. 1.15告2、3  山内町、表高島町

明41. 1.28 埋立地編入  明41. 1.28告10、11  山内町、表高島町

明42. 4.13 埋立地編入  明42. 4.13告20、21、22  神奈川町、橋本町、山内町

明43. 2.15 埋立地編入  明43. 2.15県彙報  新浦島町

明44. 3.21 埋立地編入  明44. 3.21告24  橋本町

明44. 3.31 埋立地編入  明44. 3.31県告99  表高島町

明44. 4. 1 第２次合併  明44. 3.21県告89 36.71  橘 樹 郡　子安村の一部→子安町

 橘 樹 郡　保土ケ谷町の一部

 →久保町へ

 久良岐郡　大岡川村の一部

 →大岡町ほか４町

 久良岐郡　屛風浦村の一部

 →磯子町ほか２町
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明45. 3.12 埋立地編入  明45. 3.12県告80  千若町、表高島町、新浦島町

明45. 4.23 埋立地編入  明45. 4.12県告114  新港町、海岸通

明45. 6.11 埋立地編入  明45. 5.28県告162  新浦島町、本牧町

大元.10.22 埋立地編入  大元.10.18県告89  入船町、千若町、子安町

大 2. 2. 4 埋立地編入  大 2. 1.31県告23  子安町

大 3. 9.15 埋立地編入  大 3. 9. 8県告122  磯子町

大 5.12. 5 埋立地編入  大 5.12. 1県告275  表高島町、高島町

大 6. 7.24 埋立地編入  大 6. 7.17県告174  表高島町、根岸町

大 7. 1.22 埋立地編入  大 7. 1.15県告10  海岸通

大 8. 7. 8 埋立地編入  大 8. 7. 5県告133  千若町、星野町、神奈川町、

 大野町、山内町、表高島町

大 8. 9. 9 埋立地編入  大 8. 9. 5県告202  入船町、長住町

大 8.11.25 埋立地編入  大 8.11.25告112  子安町、守屋町

大 9.10. 1 面積の修正 37.03  第１回国勢調査の公表により修正

大12. 2. 1 埋立地編入  大12. 1.26県告12  新山下町、山下町

大14. 8. 4 埋立地編入  大14. 7.17県告317  表高島町

大14.12. 1 埋立地編入  大14.11.24県告465  表高島町

昭 2. 4. 1 第３次合併 133.88  橘 樹 郡　鶴見町

 →鶴見町ほか11町

 橘 樹 郡　旭村

 →獅子ケ谷町ほか７町

 橘 樹 郡　大綱村

 →白幡町ほか８町

 橘 樹 郡　城郷村

 →小机町ほか８町

 橘 樹 郡　保土ケ谷町

 →保土ケ谷町ほか７町

 都 筑 郡　西谷村

 →上星川町ほか１町

 久良岐郡　大岡川村

 →永田町ほか６町

 久良岐郡　日下村

 →笹下町ほか７町

 久良岐郡屛風浦村→森町ほか２町

昭 2. 4.25 埋立地編入  昭 2. 4.22県告137  北仲通

昭 2. 8.30 埋立地編入  昭 2. 8.23県告280  出田町

昭 2.10. 1 区制施行  昭 2. 8.31告184  鶴見区、神奈川区、中区、

 保土ケ谷区、磯子区
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昭 3.11. 5 埋立地編入  昭 3.11. 2県告492  守屋町

昭 4. 2.21 埋立地編入  昭 4. 2.19県告61  森町

昭 4. 6.25 埋立地編入  昭 4. 6.25県告288  磯子町

昭 4. 9.11 埋立地編入  昭 4. 9.10県告420  磯子町

昭 4.11. 5 埋立地編入  昭 4.11. 5県告556  浅間町

昭 4.12.11 埋立地編入  昭 4.12.10県告618  青木町

昭 5. 2.15 埋立地編入  昭 5. 2.10県告93  磯子町

昭 5. 4. 5 埋立地編入  昭 5. 4. 4県告205～208  神奈川町、橋本町、青木町、

 子安町

昭 5. 7. 1 埋立地編入  昭 5. 7. 1県告454  滝頭町

昭 5. 8.26 埋立地編入  昭 5. 8.26県告559  星野町、橋本町

昭 5.12. 1 埋立地編入  昭 5.11.28県告753  山下町

昭 6. 3.21 埋立地編入  昭 6. 3.20県告185  末広町

昭 7. 4. 5 埋立地編入  昭 7. 4. 5県告224、225  末広町、海岸通

昭 7. 5.25 埋立地編入  昭 7. 5.24県告384  入船町、北仲通、海岸通

昭 7. 7. 5 廃川敷編入  昭 7. 7. 5県告475  末広町

昭 7.11. 1 埋立地編入  昭 7.11. 1県告762  末広町

昭 8. 2.24 市境界変更  昭 8. 2.24県告113  鶴見区と川崎市の境界変更

昭 8. 3.22 埋立地編入  昭 8. 3.22県告160、161  恵比須町、末広町

昭 8. 4.14 埋立地編入  昭 8. 4.14県告239  橋本町

昭 9. 3.30 埋立地編入  昭 9. 3.30県告149  棉花町

昭10. 2. 1 埋立地編入  昭10. 2. 1県告55  表高島町

昭10. 4. 5 埋立地編入  昭10. 4. 2県告186、187  新山下町、表高島町

昭10.10. 1 面積の修正 135.63  第４回国勢調査の公表により修正

昭10.12.15 埋立地編入  昭10.12.13県告798  原町

昭11. 5.10 埋立地編入  昭11. 5. 8県告305  瑞穂町

昭11. 8.11 埋立地編入  昭11. 8.11県告552  末広町

昭11.10. 1 第４次合併  昭11. 9.18県告648 168.02  久良岐郡　金沢町

 →富岡町ほか７町

 久良岐郡　六浦荘村

 →六浦町ほか２町

 鎌 倉 郡　永野村

 →野庭町ほか２町

昭11.11. 4 埋立地編入  昭11.11. 4県告754  橋本町

昭12. 3.12 埋立地編入  昭12. 3.12県告171  大黒町、宝町

昭12. 4. 1 第５次合併  昭12. 3.31県告236 173.18  橘 樹 郡　日吉村の一部

 →日吉町ほか３町

昭12.12.25 埋立地編入  昭12.12. 3県告873  末広町
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昭13. 9.10 埋立地編入  昭13. 9. 6県告338  長住町

昭14. 3.10 埋立地編入  昭14. 3. 7県告140  橋本町

昭14. 4. 1 第６次合併  昭14. 3.31県告221 400.97  都 筑 郡　新治村

 →中山町ほか11町

 都 筑 郡　田奈村

 →恩田町ほか２町

 都 筑 郡　中里村

 →北八朔町ほか12町

 都 筑 郡　川和町

 →川和町ほか６町

 都 筑 郡　新田村

 →新吉田町ほか２町

 都 筑 郡　中川村

 →中川町ほか７町

 都 筑 郡　山内村

 →荏田町ほか１町

 都 筑 郡　都岡村

 →上川井町ほか５町

 都 筑 郡　二俣川村

 →二俣川町ほか４町

 鎌 倉 郡　戸塚町

 →戸塚町ほか２町

 鎌 倉 郡　川上村

 →川上町ほか６町

 鎌 倉 郡　豊田村

 →上倉田町ほか６町

 鎌 倉 郡　大正村

 →原宿町ほか６町

 鎌 倉 郡　中和田村

 →中田町ほか３町

 鎌 倉 郡　中川村

 →阿久和町ほか５町

 鎌 倉 郡　瀬谷村

 →瀬谷町ほか２町

 鎌 倉 郡　本郷村

 →桂町ほか６町

昭14. 4. 1 区 新 設  昭14. 3.31告27  港北区、戸塚区

昭14. 5. 1 埋立地編入  昭14. 5. 1県告326  末広町
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昭14. 9.19 埋立地編入  昭14.11.28県告846  末広町

昭15. 3. 1 埋立地編入  昭15. 3. 1県告137  末広町

昭15. 5. 1 埋立地編入  昭15. 4.23県告338  入船町、恵比須町

昭15. 9. 5 埋立地編入  昭15. 9. 3県告787  末広町

昭15.12.20 埋立地編入  昭15.12.17県告1147  末広町

昭16. 4.15 埋立地編入  昭16. 4.15県告314  末広町

昭16. 5. 1 埋立地編入  昭16. 5. 1県告374  橋本町

昭16.10.28 埋立地編入  昭16.10.31県告882  小港町

昭17. 3. 6 埋立地編入  昭17. 3. 6県告113、114  高島通、山下町、末広町

昭17. 7. 3 埋立地編入  昭17. 7. 3県告480、481  柴町、末広町

昭17.12.25 埋立地編入  昭17.12.11県告925  富岡町

昭18. 4. 1 埋立地編入  昭18. 3.26県告231  柴町

昭18. 7.13 埋立地編入  昭18. 7.13県告546  生麦町

昭18.12. 1 区 新 設  昭18.12. 1告193  南区（中区の区域の一部をもって

 新たに南区を画する）

昭19. 4. 1 区 新 設  昭19. 3.10告40  西区（中区の区域の一部をもって

 新たに西区を画する）

昭22. 3.12 市境界変更  昭22. 3.12県告102  港北区と川崎市の境界変更

昭23. 5.15 区 新 設  昭23. 4.30条例20  金沢区（磯子区の区域の一部を

 もって新たに金沢区を画する）

昭25.10. 1 面積の修正 408.66  第７回国勢調査の公表により修正

昭26. 3. 2 埋立地編入  昭26. 3. 2県告90  海岸通

昭26. 4.20 埋立地編入  昭26. 4.20県告202  六浦町

昭26.11.22 埋立地編入  昭26.11.22県告653  山内町

昭29. 5.11 埋立地編入  昭29. 1.22県告51  高島通

昭30.10. 1 面積の修正 405.56  第８回国勢調査の公表により修正

昭31. 6.25 廃川敷編入  昭30. 5. 1県告316  末広町

昭31. 7.13 埋立地編入  昭30. 1.14県告33  末広町、出田町

昭31. 8.17 埋立地編入  昭31. 3.30県告162  六浦町

昭31. 8.17 埋立地編入  昭31. 6.29県告414  末広町、橋本町、万代町、

 不老町、翁町、扇町

昭31.10.15 廃川敷編入  昭31. 3.30県告162  笹下町

昭31.10.30 埋立地編入  昭31. 3.30県告162  山内町、新山下町、六浦町

昭32. 1.25 埋立地編入  昭31.12.28県告871  磯子町

昭32.10. 8 埋立地編入  昭32. 7. 9県告497、498  磯子町、南幸町

昭32.10.15 埋立地編入  昭31. 3.30県告162  根岸町

昭32.10.15 埋立地編入  昭32.10.15県告712  中根岸町

昭33. 3.28 埋立地編入  昭33. 1.10県告13  新浦島町、杉田町
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昭33. 4. 1 埋立地編入  昭33. 1.10県告13  鈴繁町

昭34. 7.15 市境界変更  昭34. 7.10県告416  藤沢市より

昭35. 8.23 埋立地編入  昭35. 1. 8県告2、3  末広町、六浦町

昭35.10. 1 面積の修正 405.60  第９回国勢調査の公表により修正

昭35.10.21 埋立地編入  昭35. 7. 8県告391  大黒町

昭36. 3.28 埋立地編入  昭33.10. 7県告644  山下町

昭36. 3.28 埋立地編入  昭34. 7.10県告414  山下町

昭37. 4. 3 埋立地編入  昭36. 4. 4県告182  森町、柴町、寺前町

昭37. 4. 3 埋立地編入  昭36.10. 6県告566  大 黒 町

昭37. 9.21 埋立地編入  昭37. 6.22県告338  大黒町、山下町、根岸町、

 中根岸町、原町、杉田町、

昭37. 9.21 埋立地編入  昭37. 9.21県告517  緑町、入船町

昭38. 1.25 市境界変更  昭37.12.25県告684  藤沢市へ

昭38. 2. 1 埋立地編入  昭37. 8.17県告442  磯子町、新磯子町、森町、新森町

昭38. 4. 2 埋立地編入  昭38. 2. 5県告62  子安通

昭38. 5. 7 埋立地編入  昭38. 3.12県告135  出田町、大野町、根岸町、中原町

昭38.10.18 埋立地編入  昭38. 9. 3県告582  橋本町、新港町

昭39. 1.21 埋立地編入  昭38. 6.11県告375  扇島

昭39. 3.24 埋立地編入  昭38.12.20県告784  寛政町、出田町、山下町

昭39. 3.24 埋立地編入  昭39. 2.25県告109  山下町、新港町、磯子町、森町、

 中原町、杉田町、新杉田町、

 新中原町

昭40. 1.13 埋立地編入  昭39. 5.15県告326  根岸町、間門町、千鳥町、鳳町

昭40. 1.13 埋立地編入  昭39. 8.11県告516  末広町、山下町

昭40. 9. 1 埋立地編入  昭40. 6.22県告373  新磯子町、新杉田町

昭40.10. 1 面積の修正 412.51

昭40.12. 1 埋立地編入  昭40.11.30県告745  野島町

昭41. 3.31 埋立地編入  昭41. 3.22県告168  柳町、六浦町、平潟町、洲崎町

昭41. 4.30 埋立地編入  昭41. 2. 4県告65  富岡町

昭41. 9. 1 埋立地編入  昭41. 8.30県告600  原町、西町

昭41.12. 2 埋立地編入  昭41. 8.30県告600  末広町

昭41.12. 2 埋立地編入  昭41.11.25県告805  本牧町、本牧元町

昭42. 3.24 埋立地編入  昭42. 1.17県告26  栄町

昭42. 6.30 埋立地編入  昭42. 6.30県告623  洲崎町

昭42. 8.29 埋立地編入  昭42. 8.29県告763  六浦町

昭42.11.10 埋立地編入  昭42.11.10県告941  豊浦町、錦町、千鳥町、本牧町、

 本牧元町、本牧大里町、

 本牧三之谷、間門町、杉田町、
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 新杉田町

昭43. 2. 1 市境界変更  昭43. 1.30県告58  東京都町田市から

昭43. 4.12 埋立地編入  昭43. 4.12県告237  大黒町

昭43. 8.31 埋立地編入  昭43. 8.27県告574  本牧ふ頭

昭43.12. 1 埋立地編入  昭43.11.26県告805  本牧ふ頭、本牧元町

昭44. 2. 1 埋立地編入  昭44. 1.31県告67  本牧元町、本牧大里町、

 本牧三之谷、間門町、寺前町、

 柴町

昭44. 5. 1 市境界変更  昭44. 4. 1県告240  大和市へ、大和市から

昭44. 7. 1 埋立地編入  昭44. 6.20県告441  かもめ町、錦町

昭44.10. 1 区 新 設  昭44. 4. 1条例19 417.55  南区を廃止し、南区、港南区を

 昭44. 8.20規則70  新設する。

 昭44. 9.20条例137  保土ケ谷区を廃止し、保土ケ谷

 区、旭区を新設する。

 港北区を廃止し、港北区、緑区を

 新設する。

 戸塚区を廃止し、戸塚区、瀬谷区

 を新設する。

昭45. 1. 1 埋立地編入  昭44.12. 9県告904  本牧ふ頭、錦町

昭45. 4. 1 埋立地編入  昭45. 3.31県告227  本牧ふ頭、富岡町

昭45.10. 1 面積の修正 421.31  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭45.12. 1 埋立地編入  昭45.11.27県告1045  本牧ふ頭

昭46. 2. 1 埋立地編入  昭46. 1.26県告49  本牧ふ頭

昭46. 3.25 市境界変更  昭46. 3.16県告235  藤沢市、大和市へ、藤沢市から

昭46. 4.23 埋立地編入  昭46. 4.20県告416  鳥浜町、昭和町、富岡町

昭46. 9. 1 埋立地編入  昭46. 8.24県告753  末広町

昭46.10. 1 面積の修正 423.01  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭47. 1.10 埋立地編入  昭47. 1.10県告10  大黒町

昭47. 3.25 市境界変更  昭47. 3.24県告297  大和市へ、大和市から

昭47.10. 1 面積の修正 423.07  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭47.11. 1 埋立地編入  昭47.10.27県告1014  緑町

昭48. 5. 1 埋立地編入  昭48. 4.27県告380  本牧ふ頭

昭48.10. 1 面積の修正 419.41  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭48.11. 1 市境界変更  昭48.10.19県告849  大和市へ、大和市から
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年 月 日 事 項 告 示 面積(㎢) 沿 革

昭48.12. 1 埋立地編入  昭48.11.22県告934  大黒町

昭49. 2. 6 埋立地編入  昭49. 2. 1県告86、87  末広町、扇島

昭49. 9. 1 市境界変更  昭49. 8. 6県告657  川崎市へ、川崎市から

昭49.10. 1 面積の修正 419.82  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭49.11.25 埋立地編入  昭49.11.19県告933  本牧ふ頭

昭50. 2.15 市境界変更  昭49.12.20県告1039  川崎市へ、川崎市から

昭50. 8. 1 埋立地編入  昭50. 8. 1県告568、571  扇町、鈴繁町

昭51. 2. 3 埋立地編入  昭51. 2. 3県告67  大黒町

昭51. 7.10 埋立地編入  昭51. 7. 9県告511、512  扇島、洲崎町

昭52. 1.10 埋立地編入  昭51.12.28県告891  富岡町、長浜、幸浦一・二丁目、

 並木一・二・三丁目

昭52. 2.28 埋立地編入  昭52. 2.25県告111  大黒町

昭53. 4. 7 埋立地編入  昭53. 3.24県告230  新山下一丁目、山下町

  昭53. 3.24県告232  大黒町、大黒ふ頭

昭53.10. 4 埋立地編入  昭53.11.17県告894  寿町、松影町、吉浜町、

 山下町（土地の確認のみ）

昭53.11.26 埋立地編入  昭53.11.17県告892  大黒ふ頭

昭54. 5.21 埋立地編入  昭54. 5.15県告411  大黒ふ頭

昭54.10. 1 面積の修正 426.71  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭55. 2.25 埋立地編入  昭55. 2.22県告134  本牧ふ頭

昭55.10. 1 面積の修正 426.72  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭55.12. 1 埋立地編入  昭55.11.18県告921  柴町、並木三丁目、

 福浦一・二・三丁目

昭55.12.17 埋立地編入  昭56. 2. 6県告91  山内町（土地の確認のみ）

昭56. 4.20 埋立地編入  昭56. 4.10県告343  本牧ふ頭

昭56.10. 1 面積の修正 429.08  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭57. 2. 1 市境界変更  昭57. 1. 5県告1  大和市へ、大和市から

昭57. 2. 1 埋立地編入  昭57. 1.12県告15  大黒ふ頭

昭57.10. 1 面積の修正 429.88  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭58. 2. 1 市境界変更  昭57.12.28県告1126  大和市へ、大和市から

昭58. 3.16 埋立地編入  昭58. 3.15県告189  本牧ふ頭

昭58.10. 1 面積の修正 429.89  建設省国土地理院の公表により

 修正
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年 月 日 事 項 告 示 面積(㎢) 沿 革

昭58.11.14 埋立地編入  昭58.11. 8県告907、908  大黒ふ頭、本牧ふ頭

 昭58.11. 8県告912  錦町

昭59.10. 1 面積の修正 430.42  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭59.11.26 埋立地編入  昭59.11.20県告934  大黒ふ頭

昭60. 7.29 埋立地編入  昭60. 7.26県告648～650  大黒ふ頭、本牧ふ頭、末広町

昭60.10. 1 面積の修正 430.75  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭60.11. 9 埋立地編入  昭60.10.29県告893、894  錦町、柴町

昭61. 2. 1 市境界変更  昭60.12.27県告1047 (0.008)  大和市へ、大和市から

昭61. 2.17 埋立地編入  昭61. 2. 7県告81、82 (0.043)  本牧ふ頭

昭61.10. 1 面積の修正 430.80  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭61.10.31 埋立地編入  昭61.10.31県告869  柴町、寺前二丁目、海の公園、

 八景島

昭61.11. 3 区 新 設  昭60.12.25条例46  戸塚区を廃止し、戸塚区、栄区、

 昭61. 9.25条例43  泉区を新設する。

昭62.10. 1 面積の修正 431.57  建設省国土地理院の公表により

 修正

昭62.10.26 埋立地編入  昭62.10.20県告841 (0.091)  末広町

昭63. 6.30 埋立地編入  昭63. 6.24県告585 (0.455)  大黒ふ頭

平元.10. 2 埋立地編入  平元. 8.11県告713 (0.449)  みなとみらい一・二・三・四・

 五丁目

平 2. 2. 1 埋立地編入  平 2. 1.12県告21 (0.325)  大黒ふ頭

平 2. 5.17 埋立地編入  平 2. 6. 8県告542  楠町、浅間町（土地の確認のみ）

平 2. 7. 1 埋立地編入  平 2. 6.19県告569 (0.055)  新杉田町

平 2.11. 1 埋立地編入  平 2.10.23県告892 (0.182)  大黒ふ頭

平 2.11.19 埋立地編入  平 2.10.19県告876 (0.134)  みなとみらい一・五丁目

平 2.12.14 埋立地編入  平 3. 1.14県告16  大野町（土地の確認のみ）

平 3. 7. 1 埋立地編入  平 3. 6.25県告579 (0.008)  平潟町

平 4. 4. 7 埋立地編入  平 4. 3.31県告280 (0.002)  海の公園、平潟町

平 4.11.30 埋立地編入  平 4.10.30県告939 (0.011)  みなとみらい一・五丁目

平 5. 3. 2 埋立地編入  平 5. 5.28県告565  生麦一・三・四丁目

 （土地の確認のみ）

平 5.11.15 埋立地編入  平 5.11. 2県告978 (0.021)  山内町

平 6.11. 6 区 新 設  平 5.12.15条例71  港北区、緑区を廃止し、港北区、

 平 6. 9.22条例37  緑区､青葉区､都筑区を新設する。

平 7. 7.10 埋立地編入  平 7. 7. 4県告633、634 (0.262)  本牧ふ頭、白帆
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年 月 日 事 項 告 示 面積(㎢) 沿 革

平 8. 2.20 埋立地編入  平 8. 2.13県告95、96 (0.073)  新港町

平 8. 7.20 埋立地編入  平 8. 7.19県告625、627 (0.031)  瑞穂町

平 9. 4. 1 埋立地編入  平 9. 3.25県告189 (0.006)  新港町

平 9. 4. 1 埋立地編入  平 9. 3.25県告190 (0.055)  高島一丁目

平 9.12.15 埋立地編入  平 9.11.14県告863 (0.003)  みなとみらい一丁目

平 9.12.15 埋立地編入  平 9.11.14県告864 (0.012)  乙舳町、野島町

平10. 4. 1 埋立地編入  平10. 3.20県告183 (0.787)  南本牧

平10. 9.25 埋立地編入  平10.10.23告254  大野町、栄町（土地確認のみ）

平10.10.26 埋立地編入  平10.10.23告256 (0.003)  新港町

平10.12.17 埋立地編入  平11. 1.25告20  新山下三丁目（土地確認のみ）

平11.11. 1 埋立地編入  平11.10.25告276、278 (0.139)  鈴繁町

平11.11. 1 埋立地編入  平11.10.25告277、279 (0.007)  南本牧

平12. 2. 1 埋立地編入  平12. 1.25告21、23 (0.018)  山内町

平12. 2. 1 埋立地編入  平12. 1.25告22、24 (0.026)  海岸通

平12. 7.14 埋立地編入  平12. 7.14告222、223 (0.078)  南本牧

平12. 7.14 埋立地編入  平12. 7.14告221、224 (0.001)  海岸通

平13. 7.13 埋立地編入  平13. 7.13告244、245 (0.014)  南本牧

平13.12.20 埋立地編入  平14. 1.25告21  生麦四丁目（土地の確認のみ）

平15. 3.14 埋立地編入  平15. 3.14告66、67 (0.217)  本牧ふ頭

平15.10.24 埋立地編入  平15.10.24告392、393 (0.032)  本牧ふ頭

平24.10.15 埋立地編入  平24.10.15告560、561 (0.188)  南本牧

平26. 1.15 埋立地編入  平26. 1.15告2、3 (0.046)  南本牧

平27. 7. 3 埋立地編入  平27. 7. 3告492、493 (0.014)  南本牧

平28. 6.24 埋立地編入  平28. 6.24告439、440 (0.065)  南本牧
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(2) 各区における町区域数の変遷一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区別
　種別

鶴見区 神奈川区 西区 中区 南区 港南区 保土ケ谷区

－ － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － － － － －

18 43 － 104 － － 15

18 40 － 128 － － 15

18 85 － 128 － － 15

18 86 － 157 － － 15

18 86 － 170 － － 15
永野村編入

18 87 － 173 － － 15

18 98 － 176 － － 15
日吉村編入

19 103 － 176 － － 15

19 87 － 176 － － 26

19 87 － 176 － － 26

 昭和14年７月１日
 　第２期町界町名地番整理事業
 　金沢方面

 昭和７年１月１日
 　第２期町界町名地番整理事業
 　神奈川・青木方面

 昭和８年４月１日
 　第２期町界町名地番整理事業
 　本牧・根岸方面

 昭和10年７月１日
 　第２期町界町名地番整理事業
 　西戸部・中村町方面

 昭和11年10月１日
 　第４次合併当時

 昭和11年11月１日
 　第２期町界町名地番整理事業
　 井土ケ谷・浅間町・子安・
　 北方町・諏訪町方面

 昭和12年４月１日
 　第５次合併当時

 昭和14年４月１日
 　第６次合併当時
 　港北区・戸塚区新設

一部港北区
へ編入

二俣川村・
都岡村編入

 昭和３年９月１日
 　第１期町界町名地番整理事業

 明治22年４月１日　市制施行当時

 明治34年４月１日　第１次合併当時

 明治44年４月１日　第２次合併当時

 昭和２年４月１日　第３次合併当時

 昭和２年10月１日　区制施行当時
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旭区 磯子区 金沢区 港北区 緑区 青葉区 都筑区 戸塚区 栄区 泉区 瀬谷区 合計

－ － － － － － － － － － － 138

－ － － － － － － － － － － 98

－ － － － － － － － － － － 117

－ － － － － － － － － － － 186

－ 14 － － － － － － － － － 194

－ 14 － － － － － － － － － 215

－ 14 － － － － － － － － － 260

－ 19 － － － － － － － － － 295

－ 19 － － － － － － － － － 308

－ 30 － － － － － － － － － 323

－ 30 － － － － － － － － － 337

－ 30 － － － － － － － － － 343

－ 30 － 64 － － － 44 － － － 446

－ 38 － 64 － － － 44 － － － 454

戸塚町等編
入

六浦荘村・
金沢町編入

新治村等編
入。一部神
奈川区から
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　区別
　種別

鶴見区 神奈川区 西区 中区 南区 港南区 保土ケ谷区

19 87 － 176 － － 44

30 87 － 176 － － 44

30 93 － 176 － － 44

30 80 － 137 58 － 45

30 79 43 97 56 － 45

30 79 43 97 56 － 45

30 80 43 97 56 － 45

31 86 46 98 56 － 67

67 89 41 102 54 8 39

94 90 41 104 64 23 39

100 89 41 104 69 50 42

100 92 41 104 76 64 47

100 96 41 107 76 73 47

100 96 41 107 76 73 47

 昭和62年３月31日現在

 昭和56年３月31日現在

 昭和59年３月31日現在

 昭和61年11月３日
 　行政区再編成
 　栄区・泉区新設

 昭和51年３月31日現在

 昭和23年５月15日
 　金沢区新設当時

 昭和34年５月15日
 　総務局総合企画室調査当時

 昭和41年１月１日現在

 昭和44年10月１日
 　行政区再編成当時
 　港南区・旭区・緑区・瀬谷区新設

一部港南
区・磯子区
へ

南区から編
入

一部旭区へ
一部港北区
から編入

一部南区･保土
ケ谷区へ,一部
神奈川区から
編入

中区から編
入

一部中区か
ら編入

 昭和19年４月１日
 　西区新設当時

中区から編
入

一部西区へ
編入

一部中区へ
編入

 昭和15年11月１日
 　第２期町界町名地番整理事業
 　保土ケ谷町方面

 昭和16年４月１日
 　第２期町界町名地番整理事業
 　潮田方面

 昭和18年２月１日
 　第２期町界町名地番整理事業
 　白幡方面

 昭和18年12月１日
 　南区新設当時
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旭区 磯子区 金沢区 港北区 緑区 青葉区 都筑区 戸塚区 栄区 泉区 瀬谷区 合計

－ 39 － 64 － － － 44 － － － 473

－ 39 － 64 － － － 44 － － － 484

－ 39 － 64 － － － 44 － － － 490

－ 39 － 64 － － － 44 － － － 497

－ 39 － 64 － － － 44 － － － 497

－ 20 19 65 － － － 44 － － － 498

－ 20 19 66 － － － 44 － － － 500

－ 35 19 67 － － － 45 － － － 550

36 37 20 29 49 － － 40 － － 5 616

41 52 24 55 72 － － 43 － － 8 750

45 66 44 67 87 － － 49 － － 19 872

45 74 53 73 108 － － 68 － － 28 973

45 74 72 78 121 － － 40 28 18 44 1,060

45 74 72 78 121 － － 40 28 18 44 1,060

一部栄区・
泉区へ編入

戸塚区から
編入

戸塚区から
編入

一部南区か
ら編入

一部緑区・
保土ケ谷区
へ編入

港北区から
編入

一部瀬谷区
へ編入

戸塚区から
編入

一部金沢区
へ編入

磯子区から
編入

保土ケ谷区
から編入
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　区別
　種別

鶴見区 神奈川区 西区 中区 南区 港南区 保土ケ谷区

100 96 46 107 76 81 47

100 96 46 107 76 81 47

100 96 46 107 76 81 48

104 96 46 107 76 83 48

106 96 46 107 76 83 48

106 96 46 107 76 83 48

106 96 46 107 79 83 48

106 96 46 107 79 83 48

106 96 46 107 79 84 48

106 96 46 108 79 84 50

106 96 46 108 79 84 50

106 96 46 109 79 84 50

106 96 46 109 79 84 52

106 97 46 109 79 84 52

 平成15年３月31日現在

 平成14年３月31日現在

 平成７年３月31日現在

 平成８年３月31日現在

 平成６年11月６日
 　行政区再編成
 　青葉区・都筑区新設

 平成９年３月31日現在

 平成10年３月31日現在

 平成11年３月31日現在

 平成12年３月31日現在

 平成13年３月31日現在

 平成３年３月31日現在

 平成４年３月31日現在

 平成５年３月31日現在

 平成６年３月31日現在
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旭区 磯子区 金沢区 港北区 緑区 青葉区 都筑区 戸塚区 栄区 泉区 瀬谷区 合計

60 74 72 104 149 － － 40 33 25 45 1,155

65 74 72 113 150 － － 40 33 25 45 1,170

65 74 80 118 155 － － 40 33 25 45 1,189

65 74 90 118 155 － － 40 33 25 47 1,207

65 74 90 76 49 73 88 40 37 25 49 1,228

65 74 90 76 49 74 88 40 37 25 49 1,229

65 74 91 76 49 74 92 40 39 30 51 1,246

68 74 91 76 49 79 92 41 42 37 53 1,267

70 74 91 76 50 79 92 41 42 42 55 1,278

70 74 91 80 50 79 92 41 49 42 56 1,293

70 74 91 85 50 79 92 45 49 42 58 1,304

72 74 92 85 50 79 92 45 54 42 59 1,314

72 74 95 85 52 79 92 45 54 42 59 1,321

72 74 97 85 52 79 92 45 54 42 59 1,324

一部都筑区
へ編入

一部青葉
区・都筑区
へ編入

緑区から編
入

港北区・緑
区から編入
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　区別
　種別

鶴見区 神奈川区 西区 中区 南区 港南区 保土ケ谷区

106 99 46 109 79 84 52

106 99 46 109 79 84 52

106 99 46 109 79 84 52

106 103 46 109 79 84 52

106 103 46 109 79 84 52

106 103 46 109 79 84 52

106 103 46 109 79 84 52

106 103 46 109 79 84 53

106 103 46 109 79 84 53

106 103 46 109 79 84 53

106 103 46 109 79 84 53

106 103 46 109 79 84 53

※1,374か町のうち４か町が区界によって分断されているので1,374-4=1,370で横浜市の町の数は1,370か町

＜区界によって分断されている町＞

中区（１丁目） 中区（１～３丁目） 中区（１～３丁目）

西区（２丁目） 西区（４～７丁目） 西区（４～７丁目）

 平成28年３月31日現在

 平成27年３月31日現在

 平成16年３月31日現在

 平成17年３月31日現在

 平成18年３月31日現在

 平成19年３月31日現在

 平成20年３月31日現在

 平成21年３月31日現在

 平成22年３月31日現在

 平成23年３月31日現在

 平成25年３月31日現在

 平成26年３月31日現在

赤門町 桜木町 花咲町 
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旭区 磯子区 金沢区 港北区 緑区 青葉区 都筑区 戸塚区 栄区 泉区 瀬谷区 合計

72 74 101 89 52 79 92 45 54 42 59 1,334

72 74 101 93 59 79 95 45 54 42 59 1,348

72 74 101 95 59 79 95 45 54 42 59 1,350

72 74 101 95 59 79 95 45 54 42 59 1,354

72 74 101 98 59 79 95 45 54 42 59 1,357

72 74 101 100 59 79 95 45 54 42 59 1,359

72 74 101 101 59 79 95 45 54 42 59 1,360

72 74 101 101 59 79 95 45 54 42 59 1,361

72 74 101 101 59 79 95 45 54 47 59 1,366

72 74 101 101 59 79 95 45 54 50 59 1,369

72 74 101 101 59 79 95 45 54 53 59 1,372

※

72 74 101 101 59 79 95 45 54 55 59 1,374

保土ケ谷区

旭　　　区
川島町 
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(3) 市制施行（明治22年４月１日）当時の町名

相生町
あいおいちょう

千代崎町
ち よ ざ き ち ょ う

三吉町
みよしちょう

豊後
ぶ ん ご

町
ちょう

足
あし

曳
びき

町
ちょう

月岡町
つきおかちょう

元浜町
もとはまちょう

堀川町
ほりかわちょう

石川
いしかわ

町
ちょう

常盤町
ときわちょう

元町
もとまち

本町通
ほんちょうどお

り

石川仲町
いしかわなかまち

戸部町
と べ ち ょ う

柳町
やなぎちょう

本村通
ほんむらどお

り

伊勢佐木町
い せ ざ き ち ょ う

仲町
なかちょう

山田町
やまだちょう

前橋
まえばし

町
ちょう

伊勢町
い せ ち ょ う

長島町
ながしまちょう

山吹町
やまぶきちょう

水町通
みずまちどお

り

上野町
うえのちょう

長住町
ながすみちょう

山元町
やまもとちょう

武蔵町
むさしちょう

内田
う ち だ

町
ちょう

浪花町
なにわちょう

吉岡
よしおか

町
ちょう

武蔵横町
むさしよこちょう

梅ケ枝町
う めが えち ょ う

賑町
にぎわいちょう

吉田町
よ し だ ま ち

（山手外国人居住地内）

裏
う ら

高島町
たかしまちょう

野毛町
の げ ち ょ う

吉浜町
よしはまちょう

泉町
いずみちょう

永楽町
えいらくちょう

羽衣町
はごろもちょう

若竹町
わかたけちょう

稲荷町
いなりちょう

老松町
おいまつちょう

初音町
はつねちょう

若葉町
わかばちょう

内臺坂
うちだいざか

扇町
おうぎちょう

花咲町
はなさきちょう

（横浜外国人居住地内） 大丸
おおまる

坂
ざか

太田町
おおたまち

英町
はなぶさちょう

阿波町
あ わ ち ょ う

貝殻
かいがら

坂
ざか

翁町
おきなちょう

万代町
ばんだいちょう

上田町
うえだちょう

公園
こうえん

坂
ざか

尾上町
おのえちょう

久方町
ひさかたちょう

蝦夷町
え ぞ ち ょ う

小坂
こ さ か

町
ちょう

海岸通
かいがんどおり

日ノ出町
ひ の で ち ょ う

越後
え ち ご

町
ちょう

汐汲坂
しおくみざか

霞町
かすみちょう

平沼
ひらぬま

町
ちょう

大坂町
おおさかちょう

撞木
しゅもく

町
ちょう

北仲通
きたなかどおり

福島町
ふくしまちょう

小田原
お だ わ ら

町
ちょう

陣屋町
じんやまち

雲井町
くもいちょう

福富町
ふくとみちょう

尾張町
おわりちょう

諏訪町通
すわちょうどおり

黄金町
こがねちょう

富士見
ふ じ み

町
ちょう

海岸通
かいがんどお

り 高田
た か た

坂
ざか

寿町
ことぶきちょう

不老町
ふろうちょう

加賀町
か が ち ょ う

環町
たまきちょう

材木町
ざいもくちょう

弁天通
べんてんどおり

角
かど

町
ちょう

地蔵坂
じ ぞ う ざ か

境町
さかいちょう

蓬萊町
ほうらいちょう

九州町
きゅうしゅうちょう

西坂町
にしざかまち

桜木町
さくらぎちょう

本町
ほんちょう

京町
きょうちょう

西
にし

野坂
の さ か

清水町
しみずちょう

真金町
まがねちょう

神戸
こ う べ

町
ちょう

畑町
はたちょう

末吉町
すえよしちょう

真砂町
まさごちょう

薩摩町
さつまちょう

林町
はやしちょう

姿見
すがたみ

町
ちょう

松影町
まつかげちょう

駿河町
するがちょう

富士見町
ふ じ み ち ょ う

住吉町
すみよしちょう

松ケ枝町
まつがえちょう

長崎町
ながさきちょう

南坂
みなみざか

駿河町
するがちょう

緑町
みどりちょう

日本
にっぽん

大通
おおどお

り 三ノ輪坂
み の わ ざ か

諏訪町
す わ ち ょ う

港町
みなとちょう

函舘町
はこだてちょう

宮
みや

脇坂
わきざか

高島町
たかしまちょう

南仲通
みなみなかどおり

花園町
はなぞのちょう

谷戸坂
や と ざ か

橘町
たちばなちょう

三春
み は る

町
ちょう

琵琶町
び わ ち ょ う

矢ノ根町
や の ね ち ょ う

千歳町
ちとせちょう

宮川
みやがわ

町
ちょう

富士山
ふ じ や ま

町
ちょう

山手本町通
やまてほんちょうどおり

長者町
ちょうじゃまち

宮崎町
みやざきちょう

二子町
ふたごちょう

弓町
ゆみちょう

市制施行当時の町名（138か町）
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(4) 廃止された町 （229か町）

廃止町名 廃止年月日 設置年月日 廃止町名 廃止年月日 設置年月日

（区制施行以前）  小坂町
こさかちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1

 日本大通
にっぽんおおどお

り 明32. 7.24 明22. 4. 1  大丸坂
おおまるざか

明32. 7.24 明22. 4. 1

 富士山町
ふじやまち ょ う

明32. 7.24 明22. 4. 1  撞木
しゅもく

町
ちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1

 神戸町
こうべちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  環町
たまきちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1

 花園町
はなぞのちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  公園
こうえん

坂
ざか

明32. 7.24 明22. 4. 1

 加賀町
か が ち ょ う

明32. 7.24 明22. 4. 1  西
にし

野坂
の さ か

明32. 7.24 明22. 4. 1

 阿波町
あ わ ち ょ う

明32. 7.24 明22. 4. 1  汐汲坂
しおくみざか

明32. 7.24 明22. 4. 1

 薩摩町
さつまちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  高田坂
たかたざか

明32. 7.24 明22. 4. 1

 本村通
ほんむらどお

り 明32. 7.24 明22. 4. 1  三ノ輪坂
み の わ ざ か

明32. 7.24 明22. 4. 1

 京町
きょうちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  稲荷町
いなりちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1

 越後
え ち ご

町
ちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  南坂
みなみざか

明32. 7.24 明22. 4. 1

 大坂町
おおさかちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  貝殻
かいがら

坂
ざか

明32. 7.24 明22. 4. 1

 琵琶町
び わ ち ょ う

明32. 7.24 明22. 4. 1  宮
みや

脇坂
わきざか

明32. 7.24 明22. 4. 1

 前橋
まえばし

町
ちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  陣屋町
じんやまち

明32. 7.24 明22. 4. 1

 蝦夷町
え ぞ ち ょ う

明32. 7.24 明22. 4. 1  諏訪町通
すわちょうどおり

明32. 7.24 明22. 4. 1

 駿河町
するがちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  弓町
ゆみちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1

 小田原町
おだわらちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  畑町
はたちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1

 尾張町
おわりちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  矢ノ根町
や の ね ち ょ う

明32. 7.24 明22. 4. 1

 武蔵
む さ し

横町
よこちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  泉町
いずみちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1

 豊後
ぶ ん ご

町
ちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  林町
はやしちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1

 函舘町
はこだてちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  岩間
い わ ま

町
ちょう

昭 2.10. 1 昭 2. 4. 1

 角町
かどちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  神戸町
ごうどちょう

昭 2.10. 1 昭 2. 4. 1

 堀川町
ほりかわちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1 （ 鶴 見 区 ）

 武蔵町
むさしちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  市場町
いちばちょう

昭44. 6. 1 昭 2. 4. 1

 二子町
ふたごちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  上
かみ

末吉町
すえよしちょう

昭44. 6. 1 昭 2. 4. 1

 上田町
うえだちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  下
しも

末吉町
すえよしちょう

昭44. 6. 1 昭 2. 4. 1

 本町通
ほんちょうどお

り 明32. 7.24 明22. 4. 1  矢向
や こ う

町
ちょう

昭44. 6. 1 昭 2. 4. 1

 水町通
みずまちどお

り 明32. 7.24 明22. 4. 1  東寺尾町
ひがしてらおちょう

昭47. 6. 5 昭 2. 4. 1

 九州町
きゅうしゅうちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  北寺尾町
きたてらおちょう

昭49. 8.19 昭 2. 4. 1

 長崎町
ながさきちょう

明32. 7.24 明22. 4. 1  馬場町
ば ば ち ょ う

昭49. 8.19 昭 2. 4. 1

 海岸通
かいがんどお

り 明32. 7.24 明22. 4. 1  鶴見町
つるみちょう

昭55. 7.28 昭 2. 4. 1

 谷戸坂
や と ざ か

明32. 7.24 明22. 4. 1  生麦町
なまむぎちょう

昭55. 7.28 昭 2. 4. 1

 山手本町通
やまてほんちょうどおり

明32. 7.24 明22. 4. 1  駒岡町
こまおかちょう

平 6. 9.26 昭 2. 4. 1

 富士見町
ふ じ み ち ょ う

明32. 7.24 明22. 4. 1  獅子ケ谷町
し し が や ち ょ う

平 6. 9.26 昭 2. 4. 1

 内臺坂
うちだいざか

明32. 7.24 明22. 4. 1 （ 神 奈 川 区 ）

 西坂町
にしざかまち

明32. 7.24 明22. 4. 1  材木町
ざいもくちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 地蔵
じ ぞ う

坂
ざか

明32. 7.24 明22. 4. 1  仲町
なかちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1
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廃止町名 廃止年月日 設置年月日 廃止町名 廃止年月日 設置年月日

 尾張屋町
おわりやちょ う

昭 3. 9. 1 明34. 4. 1  杉山町
すぎやまちょう

昭41. 5. 1 昭 3. 9. 1

 宝町
たからちょう

昭 7. 1. 1 明37. 7.12  橘町
たちばなちょう

昭41. 5. 1 明22. 4. 1

 高島町
たかしまちょう

昭 7. 1. 1 明22. 4. 1  内田町
うちだちょう

昭41. 5. 1 明22. 4. 1

 裏高島町
うらたかしまちょう

昭 7. 1. 1 明22. 4. 1  入船町
いりふねちょう

昭41. 5. 1 明35. 1.13

 神奈川町
か な が わ ま ち

昭 7. 1. 1 明34. 4. 1  長住町
ながすみちょう

昭41. 5. 1 明22. 4. 1

 青木町
あおきまち

昭 7. 1. 1 明34. 4. 1  緑町
みどりちょう

平17.10.31 明22. 4. 1

 子安町
こやすまち

昭11.11. 1 明44. 4. 1 （ 中 区 ）

 林町
はやしちょう

昭19. 2. 1 明38.12.26  境町
さかいちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 高島通
たかしまどおり

(3,4丁目) 昭19. 2. 1 昭 7. 1. 1  柳町
やなぎちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 六角橋町
ろくかくばしちょう

昭40. 7. 1 昭 2. 4. 1  福富町
ふくとみちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 入江町
いりえちょう

昭41. 5. 1 昭11.11. 1  姿見町
すがたみちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 新子安
しんこやす

昭41. 5. 1 昭11.11. 1  松ケ枝町
まつがえちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 子安台
こやすだい

昭42. 5. 1 昭11.11. 1  梅ケ枝町
う めが えち ょ う

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 飯田町
いいだまち

昭51. 1.18 昭 7. 1. 1  浪花町
なにわちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 稲荷町
いなりちょう

昭51. 1.18 昭 7. 1. 1  賑町
にぎわいちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 御殿町
ごてんちょう

昭51. 1.18 昭 7. 1. 1  久方町
ひさかたちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 神明町
しんめいちょう

昭51. 1.18 昭 7. 1. 1  足曳町
あしびきちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 東神奈川町
ひがしかながわちょう

昭51. 1.18 昭 7. 1. 1  雲井町
くもいちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 青木通
あおきどおり

昭53. 2. 5 昭 7. 1. 1  長島町
ながしまちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 神奈川通
かながわどおり

昭53. 2. 5 昭 7. 1. 1  吉岡町
よしおかちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 浜町
はまちょう

昭53. 2. 5 昭 7. 1. 1  駿河町
するがちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 宮前町
みやまえちょう

昭53. 2. 5 昭 7. 1. 1  若竹町
わかたけちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 棉花町
めんかちょう

昭53. 2. 5 昭 7. 1. 1  福島町
ふくしまちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 西神奈川町
にしかながわちょう

昭53. 9.10 昭 7. 1. 1  三春町
みはるちょう

昭 3. 9. 1 明22. 4. 1

 西寺尾町
にしてらおちょう

昭56. 7.27 昭 2. 4. 1  石川仲町
いしかわなかまち

昭10. 7. 1 明22. 4. 1

 神大寺町
かんだいじちょう

昭59. 7.23 昭 2. 4. 1  月岡町
つきおかちょう

昭10. 7. 1 明22. 4. 1

 片倉町
かたくらちょう

平15.10.27 昭 2. 4. 1  霞町
かすみちょう

昭10. 7. 1 明22. 4. 1

（ 西 区 ）  清水町
しみずちょう

昭10. 7. 1 明22. 4. 1

 岡
おか

野
の

町
ちょう

昭40. 7. 1 明34. 4. 1  井土ケ谷町
い ど が や ち ょ う

昭11.11. 1 明44. 4. 1

 南幸町
みなみさいわいちょう

昭40. 7. 1 昭 7. 1. 1  根岸
ね ぎ し

芝生
し ば ふ

台
だい

昭15. 4. 1 昭 8. 4. 1

 北幸町
きたさいわいちょう

昭40. 7. 1 昭 7. 1. 1  山内町
やまのうちちょう

(1,2丁目) 昭19. 2. 1 明39. 5.22

 表高島町
おもてたかしまちょう

昭41. 5. 1 明36. 1.27  新山下町
しんやましたちょう

昭45. 4. 1 大12. 2. 1

 高島通
たかしまどおり

昭41. 5. 1 昭 7. 1. 1  間門町
まかどちょう

平 6. 9.26 昭 8. 4. 1

 平沼町
ひらぬまちょう

昭41. 5. 1 明22. 4. 1  新港町
しんこうちょう

平12.10.23 明39. 5.22

 石崎町
いしざきちょう

昭41. 5. 1 昭 3. 9. 1 （ 南 区 ）

 扇田町
おうぎだちょう

昭41. 5. 1 昭 3. 9. 1  千歳町
ちとせちょう

(３丁目) 昭19. 2. 1 明22. 4. 1

 紅梅町
こうばいちょう

昭41. 5. 1 昭 3. 9. 1  三吉町
みよしちょう

(3,4丁目) 昭19. 2. 1 明22. 4. 1

 天神町
てんじんちょう

昭41. 5. 1 昭 3. 9. 1  黄金町
こがねちょう

(3,4丁目) 昭19. 2. 1 明22. 4. 1
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 境之谷
さかいのたに

(84～96番地) 昭19. 2. 1 昭10. 7. 1  金沢泥亀町
かなざわでいきちょう

昭14. 7. 1 昭11.10. 1

 元久保町
も と く ぼ ち ょ う

(1,2,3番地) 昭19. 2. 1 昭10. 7. 1  金沢町屋町
かなざわまちやちょう

昭14. 7. 1 昭11.10. 1

 六ツ川町
むつかわちょう

昭42. 1.15 昭 2. 4. 1  金沢洲崎町
かなざわすさきちょう

昭14. 7. 1 昭11.10. 1

 大岡町
おおおかちょう

昭49. 2.18 明44. 4. 1  金沢野島町
かなざわのじまちょう

昭14. 7. 1 昭11.10. 1

 永田町
ながたちょう

昭56. 7.13 昭 2. 4. 1  芝生町
しばふちょう

昭15. 4. 1 昭 8. 4. 1

 別所町
べっしょちょう

昭58. 8. 8 昭 2. 4. 1  滝頭町
たきがしらちょう

昭40. 1. 1 明44. 4. 1

 南太田町
みなみおおたまち

平 7.10.16 明34. 4. 1  丸山町
まるやまちょう

昭40. 1. 1 昭 2. 4. 1

（ 港 南 区 ）  中根岸町
なかねぎしちょう

昭40. 7. 1 昭15. 4. 1

 大久保町
おおくぼちょ う

昭50. 7.28 昭 2. 4. 1  西根岸上町
にしねぎしかみちょう

昭40. 7. 1 昭 8. 4. 1

 上大岡町
かみおおおかちょう

昭50. 7.28 昭 2. 4. 1  西根岸下町
にしねぎししもちょう

昭40. 7. 1 昭 8. 4. 1

 最戸町
さいどちょう

昭50. 7.28 昭 2. 4. 1  西根岸坂下町
にしねぎしさかしたちょう

昭40. 7. 1 昭 8. 4. 1

 笹下町
ささげちょう

昭52. 8. 1 昭 2. 4. 1  西根岸馬場町
にしねぎしば ばち ょ う

昭40. 7. 1 昭 8. 4. 1

 日野町
ひ の ち ょ う

平 5.10.18 昭 2. 4. 1  笹下町
ささげちょう

昭45. 4. 1 昭 2. 4. 1

 下永谷
し もながや

町
ちょう

平 9.10.27 昭11.10. 1  日野町
ひ の ち ょ う

昭45. 4. 1 昭 2. 4. 1

（ 保 土 ケ 谷 区 ）  矢部野町
や べ の ち ょ う

昭45. 4. 1 昭 2. 4. 1

 神戸上町
ごうどかみちょう

昭15.11. 1 昭 2.10. 1  岡村町
おかむらちょう

昭51. 7.26 明44. 4. 1

 神戸下町
ごうどしもちょう

昭15.11. 1 昭 2.10. 1  森町
もりちょう

昭52. 8. 1 昭 2. 4. 1

 岩間上町
いわまかみちょう

昭15.11. 1 昭 2.10. 1  中原町
なかはらちょう

昭53. 7.17 昭 2. 4. 1

 岩間下町
いわましもちょう

昭15.11. 1 昭 2.10. 1  磯子町
いそごちょう

昭58. 8. 8 明44. 4. 1

 下白根町
しもしろねちょう

昭16. 1. 1 昭14. 4. 1  栗木町
く り きちょう

昭58. 8. 8 昭 2. 4. 1

 二俣川町
ふたまたがわちょう

昭39. 3. 1 昭14. 4. 1  田中町
たなかちょう

昭58. 8. 8 昭 2. 4. 1

 川井町
かわいちょう

昭40.11.25 昭14. 4. 1  杉田町
すぎたちょう

昭63.11.21 昭 2. 4. 1

 星川町
ほしかわちょう

昭51.11.29 昭 2. 4. 1 （ 金 沢 区 ）

 和田町
わ だ ち ょ う

昭51.11.29 昭 2. 4. 1  泥亀町
でいきちょう

昭51. 7.26 昭14. 7. 1

 権太坂
ごんたざか

昭56. 7.13 昭15.11. 1  寺前町
てらまえちょう

昭51. 7.26 昭14. 7. 1

 法泉町
ほうせんちょう

昭56. 7.13 昭15.11. 1  西柴
にししば

昭61. 7.21 昭 2. 4. 1

 桜ケ丘
さくらがおか

平 4.10.19 昭15.11. 1  富岡町
とみおかちょう

昭62. 7.20 昭11.10. 1

 上星川町
かみほしかわちょう

平13.10.22 昭 2. 4. 1 （ 港 北 区 ）

（ 旭 区 ）  綱島町
つなしまちょう

昭48. 6.11 昭24. 3. 1

 笹野台
さ さのだい

平 3.11.11 昭39. 5. 1  北綱島町
きたつなしまちょう

昭48. 6.11 昭 2. 4. 1

 中尾町
なかおちょう

平 8.10.21 昭38. 2. 1  南綱島町
みなみつなしまちょう

昭48. 6.11 昭 2. 4. 1

 中沢町
なかざわちょう

平 8.10.21 昭38. 2. 1  日吉町
ひよしちょう

昭52. 8. 1 昭12. 4. 1

 鶴ケ峰
つるがみね

本町
ほんちょう

平12.10.23 昭45.11.10  菊名町
きくなちょう

昭55. 7.28 昭 2. 4. 1

（ 磯 子 区 ）  大曾根町
おおそねちょう

昭57. 7.19 昭 2. 4. 1

 西根岸町
にしねぎしちょう

昭 8. 4. 1 昭 2.10. 1  樽町
たるまち

昭57. 7.19 昭 2. 4. 1

 金沢谷津町
かなざわやつちょう

昭14. 7. 1 昭11.10. 1  下田町
しもだちょう

昭59. 7.23 昭12. 4. 1

 金沢柴町
かなざわしばちょう

昭14. 7. 1 昭11.10. 1  日吉本町
ひよしほんちょう

昭63. 7.25 昭12. 4. 1

 金沢寺前町
かなざわてらまえちょう

昭14. 7. 1 昭11.10. 1  箕輪町
みのわちょう

平元.10. 2 昭12. 4. 1
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 荏田町
え だ ち ょ う

平 6.11. 6 昭62. 5. 6

 東方町
ひがしがたちょう

平 6.11. 6 昭62. 5. 6

 太尾町
ふとおちょう

平21.10.19 昭 2. 4. 1

（ 緑 区 ）

 勝田町
かちだちょう

平 2. 7. 9 昭62. 5. 6

 白山町
はくざんちょう

平 2. 7. 9 昭14. 4. 1

 黒須田町
く ろす だち ょ う

平 3. 8.25 昭14. 4. 1

 新羽町
にっぱちょう

平 4.10.19 昭62. 5. 6

 上山町
かみやまちょう

平13.10.22 昭14. 4. 1

（ 都 筑 区 ）

 北山田町
きたやまたちょう

平 7.10.16 昭14. 4. 1

 荏田
え だ

町
ちょう

平11.10.25 昭14. 4. 1

 中川町
なかがわちょう

平16.10.18 昭14. 4. 1

（ 戸 塚 区 ）

 西俣野
にしまたの

昭41. 2. 5 昭34. 7.15

 原宿町
はらじゅくちょう

平11.10.25 昭14. 4. 1

（ 瀬 谷 区 ）

 阿久和町
あ く わ ち ょ う

平10. 8. 3 昭14. 4. 1

 宮沢町
みやざわちょう

平12. 8. 7 昭14. 4. 1
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(5) 区制施行以前の町区域の沿革

新設（異動）町名 沿 革

明32. 7.24 明32. 8. 8県彙報

日本大通り 廃　山下町へ

富士山町 廃　山下町へ

神戸町 廃　山下町へ

花園町 廃　山下町へ

加賀町 廃　山下町へ

阿波町 廃　山下町へ

薩摩町 廃　山下町へ

本村通り 廃　山下町へ

京町 廃　山下町へ

越後町 廃　山下町へ

大坂町 廃　山下町へ

琵琶町 廃　山下町へ

前橋町 廃　山下町へ

蝦夷町 廃　山下町へ

駿河町 廃　山下町へ

小田原町 廃　山下町へ

尾張町 廃　山下町へ

武蔵横町 廃　山下町へ

豊後町 廃　山下町へ

函舘町 廃　山下町へ

角町 廃　山下町へ

堀川町 廃　山下町へ

武蔵町 廃　山下町へ

二子町 廃　山下町へ

上田町 廃　山下町へ

本町通り 廃　山下町へ

水町通り 廃　山下町へ

九州町 廃　山下町へ

長崎町 廃　山下町へ

海岸通り 廃　山下町へ

山下町 新　上記30か町を改称

谷戸坂 廃　山手町へ

山手本町通 廃　山手町へ

富士見町 廃　山手町へ

内臺坂 廃　山手町へ

西坂町 廃　山手町へ
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地蔵坂 廃　山手町へ

小坂町 廃　山手町へ

大丸坂 廃　山手町へ

撞木町 廃　山手町へ

環町 廃　山手町へ

公園坂 廃　山手町へ

西野坂 廃　山手町へ

汐汲坂 廃　山手町へ

高田坂 廃　山手町へ

三ノ輪坂 廃　山手町へ

稲荷町 廃　山手町へ

南坂 廃　山手町へ

貝殻坂 廃　山手町へ

宮脇坂 廃　山手町へ

陣屋町 廃　山手町へ

諏訪町通 廃　山手町へ

弓町 廃　山手町へ

畑町 廃　山手町へ

矢ノ根町 廃　山手町へ

泉町 廃　山手町へ

林町 廃　山手町へ

山手町 新　上記26か町を改称

明34. 4. 1（市編） 明34. 2.12告7（明34. 2.19県彙報）〔市編〕明33.12. 8県告212

西戸部町 久良岐郡戸太町 大字戸部

南太田町 久良岐郡戸太町 大字太田

南吉田町 久良岐郡戸太町 大字吉田新田

尾張屋町 久良岐郡戸太町 大字尾張屋新田

西平沼町 久良岐郡戸太町 大字平沼新田

中村町 久良岐郡中村

本牧町 久良岐郡本牧村 大字本牧本郷

北方町 久良岐郡本牧村 大字北方

根岸町 久良岐郡根岸村

神奈川町 橘樹郡神奈川町 大字神奈川

青木町 橘樹郡神奈川町 大字青木

浅間町 橘樹郡神奈川町 大字芝生

岡野町 橘樹郡保土ケ谷町 大字岡野新田

久保町 橘樹郡保土ケ谷町 大字岩間の一部

（小字久保山、大谷、林越、大丸<911～996を除く>）
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明35. 1.13（埋） 明35. 1.13告3

入船町 新　　埋立編入

明36. 1.27（埋） 明36. 1.27県令5に表高島町の町名初見。町名設定の年月日の資料不明

表高島町 新　　埋立編入

明37. 7.12（埋） 明37. 7.12告59（明37. 7.12県彙報）

宝町 新　　埋立編入

一部　青木町から

（青木町） 一部　宝町へ

明38. 1.17（埋） 明38. 1.17告4（明38. 1.17県彙報）

大野町 新　　埋立編入

一部　青木町から

（青木町） 一部　大野町へ

明38. 3. 2（埋） 明38. 3. 2告12

（表高島町） 一部　埋立編入

明38. 7.11（埋） 明38. 7.11告45

（表高島町） 一部　埋立編入

明38.12.26（埋） 明38.12.26告102（明39. 1. 9県彙報）

林町 新　　埋立編入

明39. 4.10（埋） 明39. 4.10告28（明39. 5.29県彙報）

山内町 新　　埋立編入

明39. 5.22（埋） 明39. 5.22告42（明39. 5.29県彙報）

（表高島町） 一部　埋立編入

新港町 新　　埋立編入

明39. 7. 3（埋） 明39. 7. 3告56、告57（明39. 7.17県彙報）

（表高島町） 一部　埋立編入

明39. 8.28（埋） 明39. 8.28告77（明39. 9. 4県彙報）

（表高島町） 一部　埋立編入

明39.10.16（埋） 明39.10.16告93（明39.10.23県彙報）

星野町 新　　埋立編入

明39.11.13（埋） 明39.11.13告108（明39.11.27県彙報）

（表高島町） 一部　埋立編入

明40. 1.15（埋） 明40. 1.15告2（明40. 1.15県彙報）

（山内町） 一部　埋立編入

明40. 1.15（埋） 明40. 1.15告3（明40. 1.15県彙報）

（表高島町） 一部　埋立編入

明41. 1.28（埋） 明41. 1.28告10（明41. 2.25県彙報）

（山内町） 一部　埋立編入
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明41. 1.28（埋） 明41. 1.28告11（明41. 2.25県彙報）

（表高島町） 一部　埋立編入

明42. 4.13（埋） 明42. 4.13告20（明42. 4.20県彙報）

（神奈川町） 一部　埋立編入

明42. 4.13（埋） 明42. 4.13告21（明42. 4.20県彙報）

橋本町 新　　埋立編入

明42. 4.13（埋） 明42. 4.13告22（明42. 4.20県彙報）

（山内町） 一部　埋立編入

明43. 2.15（埋） 明43. 2.15県彙報

新浦島町 新　　埋立編入

明44. 3.21（埋） 明44. 3.21告24（明44. 3.31県彙報）

（橋本町） 一部　埋立編入

明44. 3.31（埋） 明44. 3.31告26〔市編〕明44. 3.31県告99

（表高島町） 一部　埋立編入

明44. 4. 1（市編） 明44. 4. 1告31〔市編〕明44. 3.21県告89

子安町 橘樹郡子安村 大字子安

蒔田町 久良岐郡大岡川村 大字蒔田

大岡町 久良岐郡大岡川村 大字下大岡の一部（大岡川中心以東）

井土ケ谷町 久良岐郡大岡川村 大字井土ケ谷

弘明寺町 久良岐郡大岡川村 大字弘明寺（飛地は含まず）

堀ノ内町 久良岐郡大岡川村 大字堀内

滝頭町 久良岐郡屛風浦村 大字滝頭

磯子町 久良岐郡屛風浦村 大字磯子

岡村町 久良岐郡屛風浦村 大字岡

（久保町） 橘樹郡保土ケ谷町大字岩間の内（字寺下<1508～1521を除く>、宮下、

殿田、反町、塩田、関面、道上<1522、1524、1525番の2号乙を除く>、

東台、池ノ上、久保山下、外荒具、大丸）

明45. 3. 5（市編） 明45. 3.12県告80

明45. 3.12（埋） 明45. 3.12告36（明45. 3.15県彙報）

（表高島町） 一部　埋立編入

明45. 3. 5（市編） 明45. 3.12県告80

明45. 3.12（埋） 明45. 3.12告37（明45. 3.15県彙報）

（新浦島町） 一部　埋立編入

千若町 新　　埋立編入

明45. 4. 1（市編） 明45. 4.12県告114

明45. 4.23（埋） 明45. 4.23告51（明45. 4.23県彙報）

（新港町） 一部　埋立編入

（海岸通） 一部　埋立編入
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明45. 6. 1（市編） 明45. 5.28県告162

明45. 6.11（埋） 明45. 6.11告69（明45. 6.14県彙報）

（新浦島町） 一部　埋立編入

（本牧町） 一部　埋立編入

大元.10.20（市編） 大元.10.18県告89

大元.10.22（埋） 大元.10.22告14（大元.10.22県彙報）

（入船町） 一部　埋立編入

（千若町） 一部　埋立編入

大元.10.20（市編） 大元.10.18県告89

大元.10.22（埋） 大元.10.22告15（大元.10.22県彙報）

（子安町） 一部　埋立編入

大 2. 2. 1（市編） 大 2. 1.31県告23

大 2. 2. 4（埋） 大 2. 2. 4告17（大 2. 2. 4県彙報）

（子安町） 一部　埋立編入

大 3. 9.10（市編） 大 3. 9. 8県告122

大 3. 9.15（埋） 大 3. 9.15県告128

（磯子町） 一部　埋立編入

大 5.12. 5（埋） 大 5.12. 5告92（大 5.12. 1県告276）〔市編〕大 5.12. 1県告275

（表高島町） 一部　埋立編入

（高島町） 一部　埋立編入

大 6. 7.24（埋） 大 6. 7.24告60（大 6. 7.17県告175）〔市編〕大 6. 7.17県告174

（根岸町） 一部　埋立編入

（表高島町） 一部　埋立編入

大 7. 1.22（埋） 大 7. 1.22告16（大 7. 1.15県告11）〔市編〕大 7. 1.15県告10

（海岸通） 一部　埋立編入

大 7.10.15 大 7.10.15告81（大 7.10.11県告252）

（子安町） 一部　守屋町へ

守屋町 新　　子安町の一部

大 8. 6.17 大 8. 6.17告80

（根岸町） 一部　山元町へ

（山元町） 一部　根岸町から

大 8. 7. 8（埋） 大 8. 7. 8告90〔市編〕大 8. 7. 5県告133

（千若町） 一部　埋立編入

（星野町） 一部　埋立編入

（神奈川町） 一部　埋立編入

（大野町） 一部　埋立編入

（山内町） 一部　埋立編入

（表高島町） 一部　埋立編入
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大 8. 9. 9（埋） 大 8. 9. 9告100〔市編〕大 8. 9. 5県告202

（入船町） 一部　埋立編入

（長住町） 一部　埋立編入

大 8.11.25（埋） 大 8.11.25告112

（子安町） 一部　埋立編入

（守屋町） 一部　埋立編入

大12. 1.31（市編） 大12. 1.26県告12

大12. 2. 1（埋） 大12. 2. 1告5（大12. 1.26県彙報では大12. 1.31から施行）

新山下町 新　　埋立編入

（山下町） 一部　埋立編入

大14. 7.17（市編） 大14. 7.17県告317

大14. 8. 4（埋） 大14. 8. 4告147

（表高島町） 一部　埋立編入

大14.12. 1（埋） 大14.12. 1告246（大14.12.22県彙報）〔市編〕大14.11.24県告465

（表高島町） 一部　埋立編入

昭2. 4. 1（市編） 昭 2. 3.31告52

江ケ崎町 橘樹郡鶴見町 大字江ケ崎

矢向町 橘樹郡鶴見町 大字矢向

市場町 橘樹郡鶴見町 大字市場

平安町 橘樹郡鶴見町 大字新浜町

菅沢町 橘樹郡鶴見町 大字菅沢

潮田町 橘樹郡鶴見町 大字潮田

小野町 橘樹郡鶴見町 大字小野町

安善町 橘樹郡鶴見町 大字安善町

末広町 橘樹郡鶴見町 大字末広町

鶴見町 橘樹郡鶴見町 大字鶴見

生麦町 橘樹郡鶴見町 大字生麦

東寺尾町 橘樹郡鶴見町 大字東寺尾

獅子ケ谷町 橘樹郡旭村 大字獅子ケ谷

駒岡町 橘樹郡旭村 大字駒岡

上末吉町 橘樹郡旭村 大字上末吉

下末吉町 橘樹郡旭村 大字下末吉

北寺尾町 橘樹郡旭村 大字北寺尾

馬場町 橘樹郡旭村 大字馬場

師岡町 橘樹郡旭村 大字師岡

西寺尾町 橘樹郡旭村 大字西寺尾

白幡町 橘樹郡大綱村 大字白幡

菊名町 橘樹郡大綱村 大字菊名
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篠原町 橘樹郡大綱村 大字篠原

大豆戸町 橘樹郡大綱村 大字大豆戸

太尾町 橘樹郡大綱村 大字太尾

大曾根町 橘樹郡大綱村 大字大曾根

樽町 橘樹郡大綱村 大字樽

南綱島町 橘樹郡大綱村 大字南綱島

北綱島町 橘樹郡大綱村 大字北綱島

岸根町 橘樹郡城郷村 大字岸根

六角橋町 橘樹郡城郷村 大字六角橋

神大寺町 橘樹郡城郷村 大字神大寺

片倉町 橘樹郡城郷村 大字片倉

三枚町 橘樹郡城郷村 大字三枚橋

羽沢町 橘樹郡城郷村 大字羽沢

菅田町 橘樹郡城郷村 大字下菅田

鳥山町 橘樹郡城郷村 大字鳥山

小机町 橘樹郡城郷村 大字小机

帷子町 橘樹郡保土ケ谷町 大字帷子

神戸町 橘樹郡保土ケ谷町 大字神戸

保土ケ谷町 橘樹郡保土ケ谷町 大字保土ケ谷

岩間町 橘樹郡保土ケ谷町 大字岩間

仏向町 橘樹郡保土ケ谷町 大字仏向

坂本町 橘樹郡保土ケ谷町 大字坂本

星川町 橘樹郡保土ケ谷町 大字下星川

和田町 橘樹郡保土ケ谷町 大字和田

上星川町 都筑郡西谷村 大字上星川

川島町 都筑郡西谷村 大字川島

永田町 久良岐郡大岡川村 大字永田

六ツ川町 久良岐郡大岡川村 大字引越、大字弘明寺

中里町 久良岐郡大岡川村 大字中里

最戸町 久良岐郡大岡川村 大字最戸

大久保町 久良岐郡大岡川村 大字久保

別所町 久良岐郡大岡川村 大字別所

上大岡町 久良岐郡大岡川村 大字上大岡、大字下大岡

笹下町 久良岐郡日下村 大字笹下

日野町 久良岐郡日下村 大字日野

矢部野町 久良岐郡日下村 大字矢部野

田中町 久良岐郡日下村 大字田中

栗木町 久良岐郡日下村 大字栗木
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上中里町 久良岐郡日下村 大字上中里

峰町 久良岐郡日下村 大字峰

氷取沢町 久良岐郡日下村 大字氷取沢

森町 久良岐郡屛風浦村 大字森

中原町 久良岐郡屛風浦村 大字森中原

杉田町 久良岐郡屛風浦村 大字杉田

昭 2. 4.25（埋） 昭 2. 4.25告101（昭 2. 5.20県彙報）〔市編〕昭 2. 4.22県告137

（北仲通） 一部　埋立編入

昭 2. 8.25（市編） 昭 2. 8.23県告280

昭 2. 8.30（埋） 昭 2. 8.30告180（昭 2. 9.13県彙報では昭 2. 9. 3から施行）

出田町 新　　埋立編入

昭 2.10. 1 昭 2. 9.30告208（昭 2.11. 1県彙報）

（岩間町） 廃　　岩間上町、岩間下町へ

（神戸町） 廃　　神戸上町、神戸下町、帷子町へ

（根岸町） 一部　西根岸町、丸山町へ

（堀内町） 一部　丸山町へ

（帷子町） 一部　天王町、宮田町、峰岡町へ

一部　神戸町から

西根岸町 新　　根岸町の一部

丸山町 新　　堀内町、根岸町の各一部

岩間上町 新　　岩間町の一部

岩間下町 新　　岩間町の一部

神戸上町 新　　神戸町の一部

神戸下町 新　　神戸町の一部

天王町 新　　帷子町の一部

宮田町 新　　帷子町の一部

峰岡町 新　　帷子町の一部
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(6) 区制施行以後の町区域の沿革

鶴 見 区 （昭和２年10月１日区制施行）

江ケ崎町 潮田町 生麦町 下末吉町

矢向町 小野町 東寺尾町 北寺尾町

市場町 安善町 獅子ケ谷町 馬場町

平安町 末広町 駒岡町

菅沢町 鶴見町 上末吉町

昭 3. 3.15（耕） 昭 3. 3.20県彙報

（下末吉町） 一部　上末吉町、市場町へ

（上末吉町） 一部　市場町へ

一部　下末吉町、市場町、鶴見町から

（市場町） 一部　上末吉町、菅沢町へ

一部　下末吉町、上末吉町、鶴見町、菅沢町から

（鶴見町） 一部　上末吉町、市場町へ

（菅沢町） 一部　市場町へ

一部　市場町から

昭 3. 9. 1（耕） 昭 3. 8.31県彙報

（菅沢町） 一部　潮田町へ

（潮田町） 一部　菅沢町から

昭 4. 9. 1（耕） 昭 4. 8.30県彙報

（鶴見町） 一部　東寺尾町へ

一部　東寺尾町、馬場町から

（東寺尾町） 一部　鶴見町へ

一部　鶴見町から

（馬場町） 一部　鶴見町へ

昭 6. 3.21（埋） 昭 6. 3.21告37（昭 6. 4.10県彙報）〔市編〕昭 6. 3.20県告185

（末広町） 一部　埋立編入

昭 7. 4. 5（埋） 昭 7. 4. 5告39（昭 7. 4.22県彙報）〔市編〕昭 7. 4. 5県告224

（末広町） 一部　埋立編入

昭 7. 7. 5（埋） 昭 7. 7. 5告92（昭 7. 7.22県彙報）〔市編〕昭 7. 7. 5県告475

（末広町） 一部　廃川敷編入

昭 7.11. 1（埋） 昭 7. 11. 1告124（昭 7.11.18県彙報）〔市編〕昭 7.11. 1県告762

（末広町） 一部　埋立編入

昭 8. 2.24（耕） 昭 8. 3. 7告27（昭 8. 12.24県彙報）〔市編〕昭 8. 2.24県告113

（市場町） 一部　川崎市へ

一部　川崎市から

昭 8. 3.22（埋） 昭 8. 3.22告33（昭 8. 3.24県彙報）〔市編〕昭 8. 3.22県告161

区制施行当時の町名（18か町）

新設（異動）町名 沿 革
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（末広町） 一部　埋立編入

昭 9.12.30（耕） 昭 9.12.27告183（昭 9.12.28県彙報）

（下末吉町） 一部　上末吉町へ

（上末吉町） 一部　下末吉町から

昭11. 8.11（埋） 昭11. 8.11告101（昭11. 9. 1県彙報）〔市編〕昭11. 8.11県告552

（末広町） 一部　埋立編入

昭11.10.20（耕） 昭11.11. 1告158（昭11.10.20県彙報）

（東寺尾町） 一部　鶴見町へ

（鶴見町） 一部　生麦町へ

一部　生麦町、東寺尾町から

（生麦町） 一部　鶴見町へ

一部　鶴見町から

昭11.11. 1 昭11.11. 1告151（昭11.11.13県彙報）

（生麦町） 一部　神奈川区子安町へ

昭12. 3.12（埋） 昭12. 3.12告21〔市編〕昭12. 3.12県告171

大黒町 新　　埋立編入

　　　　計　19か町となる。

昭12. 4. 1（市編） 昭12. 3.31告29、30（昭12. 4. 1県彙報）〔市編〕昭12. 3.31県告236

（駒岡町） 橘樹郡日吉村大字南加瀬の一部

昭12.11. 1（耕） 昭12.11. 9告154（昭12.10.29県彙報）

（鶴見町） 一部　下末吉町へ

（上末吉町） 一部　下末吉町へ

一部　下末吉町から

（下末吉町） 一部　上末吉町、北寺尾町へ

一部　鶴見町、上末吉町、北寺尾町、馬場町から

（北寺尾町） 一部　下末吉町へ

一部　下末吉町、馬場町から

（馬場町） 一部　下末吉町、北寺尾町へ

昭12.12. 5（埋） 昭12.12.14告174（昭13. 2.22県彙報）〔市編〕昭12.12. 3県告873

（末広町） 一部　埋立編入

昭14. 1.20（区） 昭14. 1.19告5（昭14. 1.20県彙報）

（東寺尾町） 一部　生麦町へ

（生麦町） 一部　東寺尾町から

昭14. 1.20（耕） 昭14. 1.19告6（昭14. 1.20県彙報）

（東寺尾町） 一部　馬場町、北寺尾町へ

一部　馬場町、北寺尾町、鶴見町から

（北寺尾町） 一部　鶴見町、東寺尾町、馬場町へ

一部　東寺尾町、馬場町、下末吉町、鶴見町から
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（鶴見町） 一部　北寺尾町、東寺尾町へ

一部　北寺尾町、下末吉町から

（馬場町） 一部　北寺尾町、東寺尾町へ

一部　北寺尾町、東寺尾町から

（下末吉町） 一部　北寺尾町、鶴見町へ

昭14. 5. 1（埋） 昭14. 4.30告141（昭14. 9. 8県彙報）〔市編〕昭14. 4.28県告326

（末広町） 一部　埋立編入

昭14. 9.19（埋） 昭14.12. 7告266（昭15. 1.12県彙報）〔市編〕昭14.11.28県告846

（末広町） 一部　埋立編入

昭15. 3. 1（埋） 昭15. 3.14告24（昭15. 4. 9県彙報）〔市編〕昭15. 3. 1県告137

（末広町） 一部　埋立編入

昭15. 9. 5（埋） 昭15. 9. 5告144（昭15.10. 8県彙報）〔市編〕昭15. 9. 3県告787

（末広町） 一部　埋立編入

昭15.12.20（埋） 昭16. 1.30告13（昭16. 3.14県彙報）〔市編〕昭15.12.17県告1147

（末広町） 一部　埋立編入

昭16. 4. 1 昭16. 2. 6告17（昭16. 5.15県彙報）

（平安町） 一部　朝日町、大東町へ

（潮田町） 一部　栄町通、向井町、小野町、下野谷町、浜町、大東町、寛政町、弁

　　　天町、朝日町、汐入町、本町通、仲通へ

（安善町） 一部　寛政町へ

（末広町） 一部　弁天町へ

（小野町） 一部　潮田町から

栄町通 新　　潮田町の一部

向井町 新　　潮田町の一部

仲通 新　　潮田町の一部

本町通 新　　潮田町の一部

汐入町 新　　潮田町の一部

朝日町 新　　潮田町、平安町の各一部

弁天町 新　　潮田町、末広町の各一部

寛政町 新　　潮田町、安善町の各一部

大東町 新　　潮田町、平安町の各一部

浜町 新　　潮田町の一部

下野谷町 新　　潮田町の一部

　　　　計　30か町となる。

昭16. 4.15（埋） 昭16. 5.27告101（昭16. 7. 4県彙報）〔市編〕昭16. 4.15県告314

（末広町） 一部　埋立編入

昭17. 3. 6（埋） 昭17. 4. 9告48（昭17. 7. 3県彙報）〔市編〕昭17. 3. 6県告114

（末広町） 一部　埋立編入
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昭17. 7. 3（埋） 昭17.12.31告194（昭18. 1.26県彙報）〔市編〕昭17. 7. 3県告481

（末広町） 一部　埋立編入

昭18. 7.13（埋） 昭18. 9.23告178〔市編〕昭18. 7.13県告546

（生麦町） 一部　埋立編入

昭25. 3.15（耕） 昭25. 3. 9県告100〔認〕昭25. 6.15県告298

（矢向町） 一部　市場町、江ケ崎町へ

一部　市場町、江ケ崎町、上末吉町から

（上末吉町） 一部　市場町、矢向町へ

（市場町） 一部　矢向町へ

一部　矢向町、上末吉町から

（江ケ崎町） 一部　矢向町へ

一部　矢向町から

昭26. 7.10（区） 昭26. 7.10県告377

（馬場町） 一部　東寺尾町へ

一部　東寺尾町から

（東寺尾町） 一部　馬場町へ

一部　馬場町から

昭30. 5. 1（市編） 昭30. 4.26県告316

昭31. 6.25（埋） 昭31. 6.25告48（昭31. 8.21県告537）

（末広町） 一部　廃川敷編入

昭30. 5. 1（市編） 昭30. 4.26県告316

昭31. 7.13（埋） 昭31. 7.13告455

（末広町） 一部　埋立編入

昭31. 7. 1（市編） 昭31. 6.29県告414（昭31. 7.25公告68）

昭31. 8.17（埋） 昭31. 8.17県告525

（末広町） 一部　埋立編入

昭34. 1. 1 昭33.12.23告232（昭34. 1.30県告61）

（北寺尾町） 一部　馬場町へ

一部　馬場町から

（馬場町） 一部　北寺尾町、東寺尾町へ

一部　北寺尾町、東寺尾町、神奈川区西寺尾町から

（東寺尾町） 一部　馬場町へ

一部　馬場町、鶴見町から

（鶴見町） 一部　東寺尾町へ

昭35. 3.25（耕） 昭35. 3.25県告141〔認〕昭35. 3.25県告155

（馬場町） 一部　東寺尾町へ

一部　東寺尾町、北寺尾町から

（東寺尾町） 一部　馬場町へ
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一部　馬場町から

（北寺尾町） 一部　馬場町へ

昭35. 4. 1 昭35. 3.15告63（昭35. 4. 8県告195）

（東寺尾町） 一部　鶴見町、馬場町へ

一部　北寺尾町から

（鶴見町） 一部　東寺尾町から

（馬場町） 一部　東寺尾町から

（北寺尾町） 一部　東寺尾町へ

昭35. 1.20（市編） 昭35. 1. 8県告2（昭35. 2. 5公告8）

昭35. 8.23（埋） 昭35. 8.23県告488

（末広町） 一部　埋立編入

昭35. 7.25（市編） 昭35. 7. 8県告391（昭35. 8.15公告77）

昭35.10.21（埋） 昭35.10.21県告596

（大黒町） 一部　埋立編入

昭37. 2. 1 昭37. 1.25告7（昭37. 3. 2県告101）

（駒岡町） 一部　港北区日吉町、南綱島町へ

一部　港北区南綱島町、北綱島町から

昭36.10.25（市編） 昭36.10. 6県告566（昭36.12.15公告139）

昭37. 4. 3（埋） 昭37. 4. 3県告170

（大黒町） 一部　埋立編入

昭37. 4. 3（区） 昭37. 4. 2告41（昭37. 6.22県告337）〔換〕昭37. 4. 2公告25

（栄町通） 一部　向井町、菅沢町へ

一部　菅沢町から

（菅沢町） 一部　栄町通、市場町へ

一部　栄町通、市場町から

（市場町） 一部　菅沢町へ

一部　菅沢町から

（向井町） 一部　栄町通から

（大東町） 一部　平安町へ

（平安町） 一部　大東町から

昭37. 4.24（改） 昭37.4.24県告216〔認〕昭37. 4.24県告223

（東寺尾町） 一部　馬場町へ

一部　馬場町から

（馬場町） 一部　東寺尾町へ

一部　東寺尾町、神奈川区西寺尾町から

昭37. 9.18（区） 昭37. 9.17告153（昭37.10.23県告575）〔換〕昭37. 9.17公告91

（浜町） 一部　弁天町へ

一部　大東町、潮田町、仲通、汐入町から
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（大東町） 一部　浜町、潮田町へ

一部　朝日町から

（潮田町） 一部　浜町、仲通、向井町へ

一部　仲通、向井町、大東町から

（仲通） 一部　浜町、潮田町、本町通、汐入町へ

一部　潮田町、本町通、汐入町から

（向井町） 一部　潮田町へ

一部　潮田町から

（本町通） 一部　仲通、汐入町へ

一部　仲通、汐入町から

（汐入町） 一部　浜町、仲通、本町通、小野町へ

一部　本町通、仲通から

（朝日町） 一部　大東町へ

（小野町） 一部　汐入町から

（弁天町） 一部　浜町から

昭37. 9.21（埋） 昭37. 9.21県告517〔埋〕昭37. 6.22県告338

（大黒町） 一部　埋立編入

昭38.10.16（区） 昭38.10.15告171（昭39. 1.24県告49）〔換〕昭38.10.15告126

（馬場町） 一部　神奈川区松見町へ

昭39. 1.21（埋） 昭39. 1.21県告32〔埋〕昭38. 6.11県告375

　扇島 新　　埋立編入

　　　　計　31か町となる。

昭39. 2.14（改） 昭39. 2.14県告95〔認〕昭39. 2.14県告99

（獅子ケ谷町） 一部　駒岡町へ

一部　駒岡町から　

（駒岡町） 一部　獅子ケ谷町へ

一部　獅子ケ谷町、港北区樽町、師岡町から

昭39. 3.24（埋） 昭39. 3.24県告161〔埋〕昭38.12.20県告784

（寛政町） 一部　埋立編入

昭40. 1.13（埋） 昭40. 1.12県告7〔埋〕昭39. 8.11県告516

（末広町） 一部　埋立編入

昭41.12. 2（埋） 昭41.12. 2県告827〔埋〕昭41. 8.30県告600

（末広町） 一部　埋立編入

昭42. 5. 1（住） 昭42. 3.14県告216〔住〕昭42. 3.17告37

（生麦町） 一部　生麦一丁目、生麦二丁目、生麦三丁目、生麦四丁目、生麦五丁目、

　　　岸谷一丁目、岸谷二丁目、岸谷三丁目、岸谷四丁目、東寺尾町、

　　　鶴見町、神奈川区子安台一丁目、子安通、守屋町へ

○ （大黒町） 一部　生麦一丁目、生麦二丁目、神奈川区守屋町、宝町へ
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一部　末広町から

（東寺尾町） 一部　岸谷二丁目、岸谷三丁目、神奈川区子安台一丁目、子安台二丁目へ

一部　生麦町、神奈川区西寺尾町から

（鶴見町） 一部　生麦五丁目へ

一部　生麦町から

（小野町） 一部　生麦二丁目、生麦五丁目へ

（末広町） 一部　生麦二丁目、大黒町へ

○ 生麦一丁目 新　　生麦町、大黒町の各一部

○ 生麦二丁目 新　　生麦町、大黒町、小野町、末広町の各一部

○ 生麦三丁目 新　　生麦町の一部

○ 生麦四丁目 新　　生麦町の一部

○ 生麦五丁目 新　　生麦町、鶴見町、小野町の各一部

○ 岸谷一丁目 新　　生麦町の一部

○ 岸谷二丁目 新　　生麦町、東寺尾町、神奈川区子安台の各一部

○ 岸谷三丁目 新　　生麦町、東寺尾町の各一部

○ 岸谷四丁目 新　　生麦町の一部

　　　　計　40か町となる。

昭43. 4.12（埋） 昭43. 4.12県告238〔埋〕昭43. 4.12県告237

（大黒町） 一部　埋立編入

昭43. 7. 1（住） 昭43. 4.19県告262〔住〕昭43. 4.20告84

（矢向町） 一部　江ケ崎町、矢向一丁目、矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四丁目、

　　　矢向五丁目、矢向六丁目、尻手三丁目、元宮二丁目へ

（市場町） 一部　菅沢町、矢向一丁目、矢向二丁目、矢向四丁目、尻手一丁目、尻

　　　手二丁目、尻手三丁目、元宮一丁目、元宮二丁目、市場上町、市

　　　場東中町、市場西中町、市場下町、市場大和町、市場富士見町へ

（上末吉町） 一部　元宮二丁目へ

（平安町） 一部　菅沢町、市場大和町、市場富士見町へ

（栄町通） 一部　菅沢町へ

○ （江ケ崎町） 一部　矢向町から

○ （菅沢町） 一部　市場富士見町へ

一部　市場町、平安町、栄町通から

○ 矢向一丁目 新　　矢向町、市場町の各一部

○ 矢向二丁目 新　　矢向町、市場町の各一部

○ 矢向三丁目 新　　矢向町の一部

○ 矢向四丁目 新　　矢向町、市場町の各一部

○ 矢向五丁目 新　　矢向町の一部

○ 矢向六丁目 新　　矢向町の一部

○ 尻手一丁目 新　　市場町の一部
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○ 尻手二丁目 新　　市場町の一部

○ 尻手三丁目 新　　市場町、矢向町の各一部

○ 元宮一丁目 新　　市場町の一部

○ 元宮二丁目 新　　市場町、上末吉町、矢向町の各一部

○ 市場上町 新　　市場町の一部

○ 市場東中町 新　　市場町の一部

○ 市場西中町 新　　市場町の一部

○ 市場下町 新　　市場町の一部

○ 市場大和町 新　　市場町、平安町の各一部

○ 市場富士見町 新　　市場町、平安町、菅沢町の各一部

　　　　計　57か町となる。

昭44. 6. 1（住） 昭44. 3.28県告221〔住〕昭44. 3.29告54

（上末吉町） 廃　　上末吉一丁目、上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目、上

　　　末吉五丁目、梶山一丁目、梶山二丁目、三ツ池公園、下末吉四丁

　　　目、下末吉六丁目、駒岡町へ

（下末吉町） 廃　　上末吉一丁目、上末吉二丁目、梶山一丁目、三ツ池公園、下末吉

　　　一丁目、下末吉二丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、下末吉五

　　　丁目、下末吉六丁目、北寺尾町、鶴見町へ

（矢向町） 廃　　上末吉二丁目へ

（市場町） 廃　　下末吉二丁目へ

（駒岡町） 一部　上末吉五丁目、梶山二丁目へ

一部　上末吉町、北寺尾町から

（北寺尾町） 一部　下末吉五丁目、下末吉六丁目、三ツ池公園、駒岡町へ

一部　下末吉町から

（鶴見町） 一部　下末吉一丁目、下末吉二丁目へ

一部　下末吉町から

○ 上末吉一丁目 新　　上末吉町、下末吉町の各一部

○ 上末吉二丁目 新　　上末吉町、下末吉町の各一部、矢向町の全部

○ 上末吉三丁目 新　　上末吉町の一部

○ 上末吉四丁目 新　　上末吉町の一部

○ 上末吉五丁目 新　　上末吉町、駒岡町の各一部

○ 下末吉一丁目 新　　下末吉町、鶴見町の各一部

○ 下末吉二丁目 新　　下末吉町、鶴見町の各一部、市場町の全部

○ 下末吉三丁目 新　　下末吉町の一部

○ 下末吉四丁目 新　　上末吉町、下末吉町の各一部

○ 下末吉五丁目 新　　下末吉町、北寺尾町の各一部

○ 下末吉六丁目 新　　上末吉町、下末吉町、北寺尾町の各一部

○ 梶山一丁目 新　　上末吉町、下末吉町の各一部
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○ 梶山二丁目 新　　上末吉町、駒岡町の各一部

○ 三ツ池公園 新　　上末吉町、下末吉町、北寺尾町の各一部

　　　　計　67か町となる。

昭46. 7. 5（住） 〔住〕昭46. 5.15告67

○ （大黒町） 昭43. 4.12埋立編入部分の住居表示実施

昭46. 9. 1（埋） 昭46. 8.24県告754〔埋〕昭46. 8.24県告753

（末広町） 一部　埋立編入

昭47. 1.10（埋） 昭47. 1. 7県告11〔埋〕昭47. 1. 7県告10〔住〕昭47. 1. 8掲示済（告5

昭47. 1.14市報登載）

○ （大黒町） 一部　埋立編入

昭47. 6. 5（住） 昭47. 5. 2県告528〔住〕昭47. 5. 4告102

（東寺尾町） 廃　　東寺尾一丁目、東寺尾二丁目、東寺尾三丁目、東寺尾四丁目、東

　　　寺尾五丁目、東寺尾六丁目、馬場一丁目、馬場三丁目、馬場四丁

　　　目、北寺尾一丁目、東寺尾東台、東寺尾中台、東寺尾北台、鶴見

　　　一丁目、鶴見二丁目、寺谷一丁目、寺谷二丁目、諏訪坂、神奈川

　　　区西寺尾町へ

（馬場町） 一部　東寺尾一丁目、東寺尾二丁目、東寺尾六丁目、馬場一丁目、馬場

　　　二丁目、馬場三丁目、馬場四丁目、北寺尾一丁目、東寺尾北台、

　　　神奈川区西寺尾町へ

一部　神奈川区西寺尾町から

（北寺尾町） 一部　馬場一丁目、北寺尾一丁目、北寺尾二丁目、東寺尾北台、諏訪坂へ

（鶴見町） 一部　東寺尾東台、鶴見一丁目、鶴見二丁目、寺谷一丁目、寺谷二丁目、

　　　諏訪坂へ

（生麦町） 一部　鶴見一丁目へ

○ 東寺尾一丁目 新　　東寺尾町、馬場町、神奈川区西寺尾町の各一部

○ 東寺尾二丁目 新　　東寺尾町、馬場町の各一部

○ 東寺尾三丁目 新　　東寺尾町、神奈川区西寺尾町の各一部

○ 東寺尾四丁目 新　　東寺尾町の一部

○ 東寺尾五丁目 新　　東寺尾町の一部

○ 東寺尾六丁目 新　　東寺尾町、馬場町の各一部

○ 馬場一丁目 新　　東寺尾町、馬場町、北寺尾町、神奈川区西寺尾町の各一部

○ 馬場二丁目 新　　馬場町の一部

○ 馬場三丁目 新　　東寺尾町、馬場町の各一部

○ 馬場四丁目 新　　東寺尾町、馬場町の各一部

○ 北寺尾一丁目 新　　東寺尾町、馬場町、北寺尾町の各一部

○ 北寺尾二丁目 新　　北寺尾町の一部

○ 東寺尾東台 新　　東寺尾町、鶴見町の各一部

○ 東寺尾中台 新　　東寺尾町の一部
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○ 東寺尾北台 新　　東寺尾町、馬場町、北寺尾町の各一部

○ 鶴見一丁目 新　　東寺尾町、鶴見町、生麦町の各一部

○ 鶴見二丁目 新　　東寺尾町、鶴見町の各一部

○ 寺谷一丁目 新　　東寺尾町、鶴見町の各一部

○ 寺谷二丁目 新　　東寺尾町、鶴見町の各一部

○ 諏訪坂 新　　東寺尾町、鶴見町、北寺尾町の各一部

　　　　計　86か町となる。

昭48.12. 1（埋） 昭48.11.27県告960〔埋〕昭48.11.22県告934〔住〕昭48.12. 1掲示済

（告299 昭48.12. 5市報登載）

○ （大黒町） 一部　埋立編入

昭49. 2. 6（埋） 昭49. 2. 1県告88〔埋〕昭49. 2. 1県告86

（末広町） 一部　埋立編入

昭49. 2. 6（埋） 昭49. 2. 1県告89〔埋〕昭49. 2. 1県告87

（扇島） 一部　埋立編入

昭49. 8.19（住） 昭49. 7.12県告589〔住〕昭49. 7.15告175

（北寺尾町） 廃　　北寺尾三丁目、北寺尾四丁目、北寺尾五丁目、北寺尾六丁目、北

　　　寺尾七丁目、上の宮一丁目、上の宮二丁目、馬場五丁目、馬場六

　　　丁目、馬場七丁目、獅子ケ谷町、港北区大豆戸町、師岡町、菊名

　　　町へ

（馬場町） 廃　　北寺尾三丁目、北寺尾四丁目、北寺尾五丁目、北寺尾六丁目、北

　　　寺尾七丁目、上の宮一丁目、馬場一丁目、馬場五丁目、馬場六丁

　　　目、馬場七丁目、港北区菊名町へ

（獅子ケ谷町） 一部　北寺尾四丁目、北寺尾五丁目へ

一部　北寺尾町から

○ （馬場一丁目） 一部　馬場町から

○ 北寺尾三丁目 新　　北寺尾町、馬場町の各一部

○ 北寺尾四丁目 新　　北寺尾町、馬場町、獅子ケ谷町の各一部

○ 北寺尾五丁目 新　　北寺尾町、馬場町、獅子ケ谷町の各一部

○ 北寺尾六丁目 新　　北寺尾町、馬場町の各一部

○ 北寺尾七丁目 新　　北寺尾町、馬場町の各一部

○ 上の宮一丁目 新　　北寺尾町、馬場町の各一部

○ 上の宮二丁目 新　　北寺尾町の一部

○ 馬場五丁目 新　　北寺尾町、馬場町の各一部

○ 馬場六丁目 新　　北寺尾町、馬場町の各一部

○ 馬場七丁目 新　　北寺尾町、馬場町の各一部

※土地改良事業施行中の北寺尾町、馬場町の各一部の不動産登記法上の

　土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日（昭53.

　 3.29）となります。
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　　　　計　94か町となる。

昭50. 2.15（市境） 昭50. 2. 4県告81〔住〕昭50. 2. 5告21〔市編〕昭49.12.20県告1039

昭50. 2. 3自治省告示36

○ （矢向四丁目） 一部　川崎市から

昭50. 8. 1（埋） 昭50. 8. 1県告570〔埋〕昭50. 8. 1県告568

（扇島） 一部　埋立編入

昭51. 2. 3（埋） 昭51. 2. 3県告68〔埋〕昭51. 2. 3県告67

（大黒町） 一部　埋立編入

昭51. 7.10（埋） 昭51. 7. 9県告514〔埋〕昭51. 7. 9県告511

（扇島） 一部　埋立編入

昭52. 2.28（埋） 昭52. 2.25県告112〔埋〕昭52. 2.25県告111

（大黒町） 一部　埋立編入

昭53. 3. 8（改） 昭53. 3. 7県告171〔換〕昭53. 3. 7県公告

（獅子ケ谷町） 一部　港北区師岡町から

昭53. 3.29（改） 〔認〕昭53. 3.28県告245

※北寺尾土地改良事業の換地処分の公告によって、事業区域内の北寺尾

　町、馬場町の各一部の土地の表示が廃止されました。

昭53. 4. 7（埋） 昭53. 3.24県告233〔埋〕昭53. 3.24県告232

（大黒町） 一部　大黒ふ頭へ

　大黒ふ頭 新　　大黒町の一部、埋立編入

昭53. 7.17（住） 昭53. 6.15告144

○ （寛政町） 住居表示実施

昭53.11.26（埋） 昭53.11.17県告893〔埋〕昭53.11.17県告892

（大黒ふ頭） 一部　埋立編入

昭54. 5.21（埋） 昭54. 5.15県告412〔埋〕昭54. 5.15県告411

（大黒ふ頭） 一部　埋立編入

昭54. 7.23（住） 昭54. 6.22県告533〔住〕昭54. 6.25告133

（鶴見町） 一部　佃野町、豊岡町へ

（元宮二丁目） 一部　佃野町へ

○ 佃野町 新　　鶴見町、元宮二丁目の各一部

○ 豊岡町 新　　鶴見町の一部

昭55. 7.28（住） 昭55. 6.27県告529〔住〕昭55. 6.25告146

（鶴見町） 廃　　鶴見中央一丁目、鶴見中央二丁目、鶴見中央三丁目、鶴見中央四

　　　丁目、鶴見中央五丁目へ

（生麦町） 廃　　鶴見中央五丁目へ

（市場下町） 一部　鶴見中央二丁目へ

○ 鶴見中央一丁目 新　　鶴見町の一部

○ 鶴見中央二丁目 新　　市場下町、鶴見町の各一部
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○ 鶴見中央三丁目 新　　鶴見町の一部

○ 鶴見中央四丁目 新　　鶴見町の一部

○ 鶴見中央五丁目 新　　生麦町の全部、鶴見町の一部

　　　　計　100か町となる。

※土地区画整理事業区域内の鶴見町の一部の不動産登記法上の土地の表

　示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日（昭56. 9.26）

　となります。

昭56. 9.26（区） 〔換〕昭56. 9.25公告280<中央工区> 281<南工区>

※鶴見駅前地区土地区画整理事業（中央工区・南工区）の換地処分の公

　告によって、事業区域内の鶴見町の一部の土地の表示が廃止されまし

　た。

昭57. 2. 1（埋） 昭57. 1.12県告16〔埋〕昭57. 1.12県告15

（大黒ふ頭） 一部　埋立編入

昭57. 7.19（住） 昭57. 6.29県告620

（駒岡町） 一部　港北区樽町三丁目、樽町四丁目へ

昭58. 2. 1（町） 昭58. 1.18県告18

（寛政町） 一部　朝日町、浜町、弁天町へ

（朝日町） 一部　寛政町から

（浜町） 一部　寛政町から

（弁天町） 一部　寛政町から

昭58.11.14（埋） 昭58.11. 8県告910〔埋〕昭58.11. 8県告907

（大黒ふ頭） 一部　埋立編入

昭59.11.26（埋） 昭59.11.20県告935〔埋〕昭59.11.20県告934

（大黒ふ頭） 一部　埋立編入

昭60. 7.29（埋） 昭60. 7.26県告652〔埋〕昭60. 7.26県告648

（大黒ふ頭） 一部　埋立編入

昭60. 7.29（埋） 昭60. 7.26県告654〔埋〕昭60. 7.26県告650

（末広町） 一部　埋立編入

昭62.10.26（埋） 昭62.10.20県告843〔埋〕昭62.10.20県告841

（末広町） 一部　埋立編入

昭63. 6.30（埋） 昭63. 6.24県告586〔埋〕昭63. 6.24県告585

（大黒ふ頭） 一部　埋立編入

平 2. 2. 1（埋） 平 2. 1.12県告22〔埋〕平 2. 1.12県告21

（大黒ふ頭） 一部　埋立編入

平 2. 11. 1（埋） 平 2.10.23県告893〔埋〕平 2.10.23県告892

（大黒ふ頭） 一部　埋立編入

平 5. 3. 2（埋） 〔埋〕平 5. 5.28県告565

○ （生麦一丁目） 土地の確認のみ
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○ （生麦三丁目） 土地の確認のみ

○ （生麦四丁目） 土地の確認のみ

平 5.10.18（住） 平 5. 7.30県告762〔住〕平 5. 8. 5告237

○ （北寺尾七丁目） 一部　獅子ケ谷二丁目へ

（駒岡町） 一部　駒岡一丁目、獅子ケ谷一丁目、獅子ケ谷二丁目、港北区師岡町へ

○ 駒岡一丁目 新　　駒岡町、獅子ケ谷町の各一部

（獅子ケ谷町） 一部　駒岡一丁目、獅子ケ谷一丁目、獅子ケ谷二丁目、獅子ケ谷三丁目、

　　　港北区師岡町へ

○ 獅子ケ谷一丁目 新　　駒岡町、獅子ケ谷町の各一部

○ 獅子ケ谷二丁目 新　　北寺尾七丁目、駒岡町、獅子ケ谷町の各一部

○ 獅子ケ谷三丁目 新　　獅子ケ谷町の一部

　　　　計　104か町となる。

平 6. 9.26（住） 平 6. 6.28県告576〔住〕平 6. 7. 5告227

（駒岡町） 廃　　駒岡二丁目、駒岡三丁目、駒岡四丁目、駒岡五丁目、梶山二丁目へ

（獅子ケ谷町） 廃　　駒岡二丁目へ

○ （梶山二丁目） 一部　駒岡町から

○ 駒岡二丁目 新　　駒岡町の一部、獅子ケ谷町の全部

○ 駒岡三丁目 新　　駒岡町の一部　

○ 駒岡四丁目 新　　駒岡町の一部　

○ 駒岡五丁目 新　　駒岡町の一部　

　　　　計　106か町となる。

平13.12.20（埋） 〔埋〕平14. 1.25告21

○ （生麦四丁目） 土地の確認のみ
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岡野町 神大寺町

大野町 片倉町

表高島町 三枚町

林町 羽沢町

山内町 菅田町

星野町 鳥山町

橋本町 小机町

子安町 師岡町

千若町 西寺尾町

新浦島町 出田町

守屋町

昭 3. 9. 1 昭 3. 8.30告141（昭 3. 9.28県彙報）

（西平沼町） 一部　中区西戸部町、久保町から

（平沼町） 一部　中区西戸部町から

昭 3. 9. 1 昭 3. 9. 1告143（昭 3. 9.28県彙報）

（材木町） 廃　　平沼町へ合併

（仲町） 廃　　平沼町へ合併

（尾張屋町） 廃　　平沼町、西平沼町へ

（平沼町） 一部　西平沼町へ

一部　西平沼町、青木町、尾張屋町から、材木町、仲町を合併

（西平沼町） 一部　平沼町へ

一部　平沼町、尾張屋町から

（青木町） 一部　平沼町へ

　　　　計　40か町となる。

昭 3.11. 5（埋） 昭 3.11. 6告173〔市編〕昭 3.11. 2県告492

（守屋町） 一部　埋立編入

昭 4.11. 5（埋） 昭 4.11. 5告200（昭 4.11.19県彙報）〔市編〕昭 4.11. 5県告556

（浅間町） 一部　埋立編入

昭 4.12.11（埋） 昭 4.12.11告233（昭 4.12.20県彙報）〔市編〕昭 4.12.10県告618

（青木町） 一部　埋立編入

昭 4.12.21（耕） 昭 5. 1. 7告4（昭 4.12.24県彙報）

（北綱島町） 一部　南綱島町へ

（南綱島町） 一部　北綱島町から

昭 5. 4. 5（埋） 昭 5. 4.15県彙報〔市編〕昭 5. 4. 4県告205～208

（神奈川町） 一部　埋立編入

（橋本町） 一部　埋立編入

青木町 岸根町

浅間町 六角橋町

新設（異動）町名 沿 革

西平沼町 樽町

尾張屋町 南綱島町

神奈川町 北綱島町

仲町 大豆戸町

材木町 太尾町

宝町 大曾根町

平沼町 篠原町

区制施行当時の町名（43か町）

高島町 白幡町

裏高島町 菊名町
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（青木町） 一部　埋立編入

（子安町） 一部　埋立編入

昭 5. 8.26（埋） 昭 5. 8.26告129（昭 5. 9. 5県彙報）〔市編〕昭 5. 8.26県告559

（星野町） 一部　埋立編入

（橋本町） 一部　埋立編入

昭 6. 3.25（耕） 昭 6. 4. 7告54（昭 6. 3.27県彙報）

（北綱島町） 一部　南綱島町へ

（南綱島町） 一部　北綱島町から

昭 7. 1. 1 昭 6.12.28告179（昭 7. 2. 5県彙報）

（裏高島町） 一部　中区桜木町へ

昭 7. 1. 1 昭 6.12.28告180（昭 7. 2. 5県彙報）

（高島町） 廃　　高島通、表高島町へ

（裏高島町） 廃　　高島通へ

（宝町） 廃　　栄町へ

（神奈川町） 廃　　神奈川通、栗田谷、六角橋町、浜町、棉花町、亀住町、浦島丘、

　　　立町、稲荷町、東神奈川町、御殿町、神明町、飯田町、二ツ谷町、

　　　西神奈川町、富家町、鳥越、白楽、平川町、二本榎、斎藤分町、

　　　中丸、星野町へ

（青木町） 廃　　青木通、栄町、宮前町、幸ケ谷、桐畑、反町、広台太田町、旭ケ

　　　丘、栗田谷、松本町、松ケ丘、泉町、上反町、高島台、台町、南

　　　幸町、北幸町、鶴屋町、楠町、宮ケ谷、南軽井沢、北軽井沢、沢

　　　渡、三ツ沢東町、三ツ沢下町、三ツ沢南町、三ツ沢中町、三ツ沢

　　　西町、三ツ沢上町、高島通へ

（表高島町） 一部　高島通、林町へ

一部　高島町から

（林町） 一部　表高島町から

（星野町） 一部　神奈川町から

（六角橋） 一部　栗田谷、白楽、中丸へ

一部　神奈川町から

（白幡町） 一部　浦島丘へ

高島通 新　　裏高島町の全部、高島町、青木町、表高島町の各一部

青木通 新　　青木町の一部

栄町 新　　青木町の一部、宝町の全部

宮前町 新　　青木町の一部

幸ケ谷 新　　青木町の一部

桐畑 新　　青木町の一部

反町 新　　青木町の一部

広台太田町 新　　青木町の一部
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旭ケ丘 新　　青木町の一部

栗田谷 新　　青木町、神奈川町、六角橋町の各一部

南幸町 新　　青木町の一部

北幸町 新　　青木町の一部

鶴屋町 新　　青木町の一部

楠町 新　　青木町の一部

宮ケ谷 新　　青木町の一部

南軽井沢 新　　青木町の一部

北軽井沢 新　　青木町の一部

沢渡 新　　青木町の一部

三ツ沢東町 新　　青木町の一部

三ツ沢西町 新　　青木町の一部

三ツ沢南町 新　　青木町の一部

三ツ沢上町 新　　青木町の一部

三ツ沢中町 新　　青木町の一部

三ツ沢下町 新　　青木町の一部

松本町 新　　青木町の一部

松ケ丘 新　　青木町の一部

泉町 新　　青木町の一部

上反町 新　　青木町の一部

高島台 新　　青木町の一部

台町 新　　青木町の一部

神奈川通 新　　神奈川町の一部

浜町 新　　神奈川町の一部

棉花町 新　　神奈川町の一部

亀住町 新　　神奈川町の一部

浦島丘 新　　神奈川町、白幡町の各一部

立町 新　　神奈川町の一部

稲荷町 新　　神奈川町の一部

東神奈川町 新　　神奈川町の一部

御殿町 新　　神奈川町の一部

神明町 新　　神奈川町の一部

飯田町 新　　神奈川町の一部

二ツ谷町 新　　神奈川町の一部

西神奈川町 新　　神奈川町の一部

富家町 新　　神奈川町の一部

鳥越 新　　神奈川町の一部

白楽 新　　神奈川町、六角橋町の各一部
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平川町 新　　神奈川町の一部

二本榎 新　　神奈川町の一部

斎藤分町 新　　神奈川町の一部

中丸 新　　神奈川町、六角橋町の各一部

　　　　計　85か町となる。

昭 8. 3.22（埋） 昭 8. 3.22告32（昭 8. 3.24県彙報）〔市編〕昭 8. 3.22県告160

恵比須町 新　　埋立編入

　　　　計　86か町となる。

昭 8. 4.14（埋） 昭 8. 4.14告57（昭 8. 5. 5県彙報）〔市編〕昭 8. 4.14県告239

（橋本町） 一部　埋立編入

昭 9. 3.30（埋） 昭 9. 3.30告55（昭 9. 4.13県彙報）〔市編〕昭 9. 3.30県告149

（棉花町） 一部　埋立編入

昭10. 2. 1（埋） 昭10. 2.15県彙報〔市編〕昭10. 2. 1県告55

（表高島町） 一部　埋立編入

昭10. 4. 5（埋） 昭10. 4. 5告42（昭10. 4.26県彙報）〔市編〕昭10. 4. 2県告187

（表高島町） 一部　埋立編入

昭11. 5.10（埋） 昭11. 5.10告70（昭11. 7.10県彙報）〔市編〕昭11. 5. 8県告305

瑞穂町 新　　埋立編入

　　　　計　87か町となる。

昭11.11. 1 昭11.11. 1告151（昭11.11.13県彙報）

（子安町） 一部　鶴見区生麦町から

昭11.11. 1 昭11.11. 1告152（昭11.11.17県彙報）

（子安町） 廃　　子安通、七島町、西大口、大口仲町、大口通、入江町、神之木町、

　　　神之木台、子安台、新子安へ

（岡野町） 一部　南浅間町へ

（浅間町） 一部　浅間台、南浅間町、宮ケ谷へ

（西寺尾町） 一部　大口通、神之木町へ

（宮ケ谷） 一部　浅間町から

浅間台 新　　浅間町の一部

南浅間町 新　　浅間町、岡野町の各一部

七島町 新　　子安町の一部

西大口 新　　子安町の一部

大口仲町 新　　子安町の一部

大口通 新　　子安町、西寺尾町の各一部

入江町 新　　子安町の一部

神之木町 新　　子安町、西寺尾町の各一部

神之木台 新　　子安町の一部

新子安 新　　子安町の一部
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子安通 新　　子安町、鶴見区生麦町の各一部

子安台 新　　子安町、鶴見区生麦町の各一部

　　　　計　98か町となる。

昭11.11. 4（埋） 昭11.11. 4告162（昭11.11.24県彙報）〔市編〕昭11.11. 4県告754

（橋本町） 一部　埋立編入

昭12. 3. 12（埋） 昭12. 3.12告21〔市編〕昭12. 3. 12県告171

宝町 新　　埋立編入

　　　　計　99か町となる。

昭12. 4. 1（市編） 昭12. 3.31告29、30（昭12. 4. 1県彙報）〔市編〕昭12. 3.31県告236

下田町 橘樹郡日吉村大字駒ケ橋

日吉本町 橘樹郡日吉村大字駒林

箕輪町 橘樹郡日吉村大字箕輪

日吉町 橘樹郡日吉村大字南加瀬、矢上の各一部

　　　　計　103か町となる。

昭13. 4. 1告68 昭和13年４月横浜市告示第68号により公共用地の地番整理を行い、それ

ぞれ次の年月日に遡及して施行しています。

昭 3. 9. 1

（材木町） 平沼町へ

（仲町） 平沼町へ

（尾張屋町) 平沼町へ

（西平沼町） 平沼町へ

（平沼町） 材木町、仲町、尾張屋町、西平沼町から

（青木町） 青木通、宮前町、幸ケ谷、鶴屋町、南幸町へ

（昭 7. 1. 1）

宮前町、栄町、青木通、幸ケ谷、桐畑、反町、広台太田町、松本町、

泉町、上反町、台町、南幸町、北幸町、鶴屋町、楠町、沢渡へ

（昭 3. 9. 1）（昭 7. 1. 1）

（青木通） 青木町の一部

（宮前町） 青木町の一部

（南幸町） 青木町の一部

（鶴屋町） 青木町の一部

（幸ケ谷） 青木町の一部

（昭 7. 1. 1）

（栄町） 青木町、宝町の各一部

（桐畑） 青木町の一部

（反町） 青木町の一部

（広台太田町） 青木町の一部

（松本町） 青木町の一部
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（泉町） 青木町の一部

（上反町） 青木町の一部

（台町） 青木町の一部

（北幸町） 青木町の一部

（楠町） 青木町の一部

（沢渡） 青木町の一部

（宝町） 栄町へ

（高島町） 高島通へ

（高島通） 高島町の一部

（神奈川町） 飯田町、斎藤分町、東神奈川町、神奈川通、白楽、平川町、西神奈川町、

浜町、御殿町、棉花町、神明町、亀住町、稲荷町へ

（飯田町） 神奈川町の一部

（斎藤分町） 神奈川町の一部

（東神奈川町） 神奈川町の一部

（稲荷町） 神奈川町の一部

（神奈川通） 神奈川町の一部

（白楽） 神奈川町の一部

（平川町） 神奈川町の一部

（西神奈川町） 神奈川町の一部

（浜町） 神奈川町の一部

（御殿町） 神奈川町の一部

（棉花町） 神奈川町の一部

（神明町） 神奈川町の一部

（亀住町） 神奈川町の一部

（昭10. 7. 1）（昭11.11. 1）

（子安町） 七島町、新子安、子安通、大口通へ

（七島町） 子安町の一部

（新子安） 子安町の一部

（子安通） 子安町の一部

（大口通） 子安町の一部

昭14. 3.10（埋） 昭14. 3.10告19（昭14. 4.14県彙報）〔市編〕昭14. 3. 7県告140

（橋本町） 一部　埋立編入

昭14. 4. 1 昭14. 3.31告27（昭14. 4. 1県彙報）

（日吉町） 港北区新設のため編入

（日吉本町） 港北区新設のため編入

（下田町） 港北区新設のため編入

（箕輪町） 港北区新設のため編入

（篠原町） 港北区新設のため編入
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（菊名町） 港北区新設のため編入

（大豆戸町） 港北区新設のため編入

（太尾町） 港北区新設のため編入

（大曾根町） 港北区新設のため編入

（樽町） 港北区新設のため編入

（南綱島町） 港北区新設のため編入

（北綱島町） 港北区新設のため編入

（岸根町） 港北区新設のため編入

（鳥山町） 港北区新設のため編入

（小机町） 港北区新設のため編入

（師岡町） 港北区新設のため編入

　　　　計　87か町となる。

昭15. 5. 1（埋） 昭15. 5. 9告73（昭15. 6. 7県彙報）〔市編〕昭15. 4.23県告338

（恵比須町） 一部　埋立編入

昭16. 5. 1（埋） 昭16. 5.27告100（昭16. 7. 4県彙報）〔市編〕昭16. 5. 1県告374

（橋本町） 一部　埋立編入

昭17. 3. 6（埋） 昭17. 4. 9告49（昭17. 7. 3県彙報）〔市編〕昭17. 3. 6県告113

（高島通） 一部　埋立編入

昭18. 2. 1 昭18. 1.28告18（昭18. 2.16県彙報）

（白幡町） 一部　白幡向町、白幡上町、白幡仲町、白幡南町、白幡西町、白幡東町へ

白幡向町 新　　白幡町の一部

白幡上町 新　　白幡町の一部

白幡仲町 新　　白幡町の一部

白幡南町 新　　白幡町の一部

白幡西町 新　　白幡町の一部

白幡東町 新　　白幡町の一部

　　　　計　93か町となる。

昭18.12. 1(区域変更) 昭18.10.14告193

（表高島町） 中区へ編入

（平沼町） 中区へ編入

（西平沼町） 中区へ編入

（岡野町） 中区へ編入

（浅間町） 中区へ編入

（南幸町） 中区へ編入

（北幸町） 中区へ編入

（楠町） 中区へ編入

（宮ケ谷） 中区へ編入

（南軽井沢） 中区へ編入
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（浅間台） 中区へ編入

（南浅間町） 中区へ編入

（北軽井沢） 中区へ編入

（高島通） １、２丁目を中区へ編入

（山内町） １、２丁目を中区へ編入

　　　　計　80か町となる。

昭19. 2. 1 昭19. 1.27告11（昭19. 2.29県彙報）

（林町） 廃　　金港町へ

（高島通） 廃　　金港町へ

金港町 新　　林町、高島通の全部

　　　　計　79か町となる。

昭26.11.22（埋） 昭26.11.22県告653

（山内町） 一部　埋立編入

昭28.12.15（区） 昭28.12.18県告636

（子安台） 一部　新子安へ

（新子安） 一部　子安台から

昭31. 4.24（区） 昭31. 4.24県告242

（大口通） 一部　大口仲町へ

一部　七島町、大口仲町、西寺尾町から

（七島町） 一部　大口通へ

（大口仲町） 一部　大口通へ

一部　大口通から

（西寺尾町） 一部　大口通へ

昭30. 1. 5（市編） 昭30. 1.14県告33

昭31. 7.13（埋） 昭31. 7.13県告455

（出田町） 一部　埋立編入

昭31. 7. 1（市編） 昭31. 6.29県告413（昭31. 7.25公告68）

昭31. 8.17（埋） 昭31. 8.17県告525

（橋本町） 一部　埋立編入

昭31. 4. 1（市編） 昭31. 3.30県告162（昭31. 6.25公告44）

昭31.10.30（埋） 昭31.10.30県告731

（山内町） 一部　埋立編入

昭33. 1.20（市編） 昭33. 1.10県告13（昭33. 2. 5公告8）

昭33. 3.28（埋） 昭33. 3.28県告168

（新浦島町） 一部　埋立編入

昭33. 1.20（市編） 昭33. 1.10県告13（昭33. 2. 5公告8）

昭33. 4. 1（埋） 昭33. 3.28県告167

鈴繁町 新　　埋立編入
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　　　　計　80か町となる。

昭34. 1. 1 昭33.12.23告232（昭34. 1.30県告61）

（西寺尾町） 一部　鶴見区馬場町へ

昭34.11. 6（区） 昭34.11.25市報雑報〔換〕昭34.11. 5公告146

（大口仲町） 一部　大口通、西大口、七島町へ

一部　大口通、西大口から

（大口通） 一部　大口仲町へ

一部　大口仲町、七島町、西寺尾町から

（西大口） 一部　大口仲町、七島町へ

一部　大口仲町から

（七島町） 一部　大口通へ

一部　大口仲町、西大口から

（西寺尾町） 一部　大口通へ

昭35. 4. 1 昭35. 3.15告64（昭35. 4. 8県告195）

（三ツ沢下町） 一部　栗田谷へ

（栗田谷） 一部　三ツ沢下町から

昭36. 2.16（区） 昭36. 2.15告37（昭36. 3.14県告143）〔換〕昭36. 2.15公告13

（桐畑） 一部　高島台、上反町へ

一部　反町、上反町から

（泉町） 一部　松ケ丘、松本町へ

一部　松本町、上反町、松ケ丘から

（松ケ丘） 一部　泉町、松本町へ

一部　松本町、泉町から

（高島台） 一部　上反町、桐畑から

（上反町） 一部　桐畑、泉町、高島台、松本町へ

一部　松本町、桐畑から

（松本町） 一部　泉町、松ケ丘、上反町へ

一部　反町、上反町、松ケ丘、泉町から

（三ツ沢下町） 一部　三ツ沢中町から

（三ツ沢中町） 一部　三ツ沢下町へ

（反町） 一部　松本町、桐畑へ

昭37. 4.24（改） 昭37. 4.24県告216〔認〕昭37. 4.24県告223

（西寺尾町） 一部　鶴見区馬場町へ

昭38. 4.2（埋） 昭38. 4. 2県告179〔埋〕昭38. 2. 5県告62

（子安通） 一部　埋立編入

昭38. 5. 7（埋） 昭38. 5. 7県告276〔埋〕昭38. 3.12県告135

（出田町） 一部　埋立編入

（大野町） 一部　埋立編入
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昭38.10.16（区） 昭38.10.15告171(昭39. 1.24県告49）〔換〕昭38.10.15告126

（西寺尾町） 一部　松見町、港北区菊名町へ

松見町 新　　西寺尾町、鶴見区馬場町、港北区菊名町の各一部

　　　　計　81か町となる。

昭38.10.18（埋） 昭38.10.18県告656〔埋〕昭38. 9. 3県告582

（橋本町） 一部　埋立編入

昭39. 3.24（埋） 昭39. 3.24県告161〔埋〕昭38.12.20県告784

（出田町） 一部　埋立編入

昭40. 7. 1（住） 昭40. 3.19県告166〔住〕昭40. 3.25告48

（六角橋町） 廃　　六角橋一丁目、六角橋二丁目、六角橋三丁目、六角橋四丁目、

　　　六角橋五丁目、六角橋六丁目、港北区岸根町へ

（西神奈川町） 一部　六角橋一丁目、六角橋二丁目へ

（斎藤分町） 一部　六角橋二丁目へ

（中丸） 一部　六角橋四丁目へ

（神大寺町） 一部　六角橋五丁目へ

○ 六角橋一丁目 新　　六角橋町、西神奈川町の各一部

○ 六角橋二丁目 新　　六角橋町、西神奈川町、斎藤分町の各一部

○ 六角橋三丁目 新　　六角橋町の一部

○ 六角橋四丁目 新　　六角橋町、中丸の各一部

○ 六角橋五丁目 新　　六角橋町、神大寺町の各一部

○ 六角橋六丁目 新　　六角橋町、港北区岸根町の各一部

　　　　計　86か町となる。

昭41. 5. 1（住） 昭41. 4. 8県告220〔住〕昭41. 4. 8告52

（新子安） 廃　　新子安一丁目、新子安二丁目、入江一丁目、入江二丁目、子安台、

　　　神之木台へ

（入江町） 廃　　入江一丁目、入江二丁目、新子安一丁目、神之木町へ

（子安台） 一部　新子安一丁目へ

一部　新子安から

○ （神之木町） 一部　入江二丁目、西寺尾町へ

一部　入江町、神之木台から

（神之木台） 一部　新子安二丁目、入江二丁目、神之木町へ

一部　新子安から

（西寺尾町） 一部　神之木町から

（金港町） 一部　西区高島通から

○ 新子安一丁目 新　　新子安、子安台、入江町の各一部

○ 新子安二丁目 新　　新子安、神之木台の各一部

○ 入江一丁目 新　　入江町、新子安の各一部

○ 入江二丁目 新　　入江町、新子安、神之木町、神之木台の各一部
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※土地区画整理事業区域内の新子安の一部の不動産登記法上の土地の表

　示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日（昭43. 9.15）

　となります。

　　　　計　88か町となる。

昭41. 6.28（区） 昭40. 3.19県告166〔換〕昭41. 6.27公告70

（鶴屋町） 一部　西区北幸町から

昭42. 3.24（埋） 昭42. 3.24県告250〔埋〕昭42. 1.17県告26

（栄町） 一部　埋立編入

昭42. 5. 1（住） 昭42. 3.14県告216〔住〕昭42. 3.17告37

（子安台） 廃　　子安台一丁目、子安台二丁目、神之木台、西寺尾町、鶴見区岸谷

　　　二丁目へ

（西寺尾町） 一部　子安台二丁目、鶴見区東寺尾町へ

一部　神之木台、子安台から

（子安通） 一部　鶴見区生麦町から

（守屋町） 一部　鶴見区大黒町、生麦町から

（宝町） 一部　鶴見区大黒町から

○ （神之木台） 一部　西寺尾町へ

一部　子安台から

○ 子安台一丁目 新　　子安台、鶴見区生麦町、東寺尾町の各一部

○ 子安台二丁目 新　　子安台、西寺尾町、鶴見区東寺尾町の各一部

※土地区画整理事業区域内の子安台の一部の不動産登記法上の土地の表

　示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日（昭43. 9.15）

　となります。

　　　　計　89か町となる。

昭43. 9.15（区） 昭43. 9.14公告126

※子安地区土地区画整理事業の換地処分の公告によって、事業区域内の

　新子安、子安台の各一部の土地の表示が廃止されました。

昭44.10. 1（町） 昭44. 9.12県告653

（羽沢町） 一部　保土ケ谷区上星川町へ

（三ツ沢上町） 一部　保土ケ谷区峰沢町から

昭45. 6. 1（住） 昭45. 2.24県告101〔住〕昭45. 3. 5告32

○ （三ツ沢上町） 一部　三ツ沢中町、三ツ沢西町、片倉町、神大寺町、保土ケ谷区峰沢町へ

一部　三ツ沢中町、保土ケ谷区峰沢町から

○ （三ツ沢中町） 一部　三ツ沢上町、神大寺町へ

一部　三ツ沢上町、三ツ沢下町から

○ （三ツ沢下町） 一部　三ツ沢中町、神大寺町、栗田谷へ

一部　三ツ沢東町、栗田谷、松本町から

○ （三ツ沢東町） 一部　三ツ沢下町、三ツ沢南町へ
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一部　松本町、松ケ丘、沢渡から

○ （三ツ沢南町） 一部　三ツ沢西町へ

一部　三ツ沢東町、沢渡、西区北軽井沢から

○ （三ツ沢西町） 一部　保土ケ谷区鎌谷町、岡沢町へ

一部　三ツ沢上町、三ツ沢南町、西区北軽井沢、宮ケ谷、保土ケ谷区鎌

　　　谷町、岡沢町から

（片倉町） 一部　三ツ沢上町から

（神大寺町） 一部　三ツ沢上町、三ツ沢中町、三ツ沢下町から

（栗田谷） 一部　三ツ沢下町へ

一部　三ツ沢下町から

（松本町） 一部　三ツ沢下町、三ツ沢東町へ

（松ケ丘） 一部　三ツ沢東町へ

（沢渡） 一部　三ツ沢東町、三ツ沢南町へ

昭45. 6. 1（住） 昭45. 3.20県告180

（松見町） 一部　港北区仲手原一丁目へ

（白幡向町） 一部　港北区仲手原一丁目へ

（白幡町） 一部　港北区仲手原二丁目、篠原台町へ

一部　港北区篠原町から

（大口仲町） 一部　港北区篠原町から

（西大口） 一部　港北区篠原町から

（白楽） 一部　港北区篠原西町へ

昭45. 6.16（区） 昭45. 6.12県告515〔換〕昭45. 6.15公告107

（菅田町） 一部　緑区東本郷町へ

昭45. 8. 1（区） 昭45. 7.31県告669〔換〕昭45.7.31公告132

（鶴屋町） 一部　西区楠町へ

（台町） 一部　西区楠町へ

昭47. 6. 5（住） 昭47. 5. 2県告528〔住〕昭47. 5. 4告102

（西寺尾町） 一部　鶴見区東寺尾一丁目、東寺尾三丁目、馬場一丁目、馬場町へ

一部　鶴見区東寺尾町、馬場町から

昭49. 2. 6（区） 昭49. 2. 5県告121〔換〕昭49. 2. 5公告15

（鶴屋町） 一部　台町へ

一部　台町から

（高島台） 一部　台町、沢渡、泉町、上反町、桐畑へ

一部　台町、沢渡から

（沢渡） 一部　台町、高島台、泉町へ

一部　台町、高島台、泉町、松ケ丘から

（台町） 一部　鶴屋町、高島台、沢渡へ

一部　鶴屋町、高島台、沢渡、泉町から
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（泉町） 一部　沢渡、松ケ丘、台町へ

一部　高島台、沢渡から

（松ケ丘） 一部　沢渡へ

一部　泉町から

（上反町） 一部　高島台から

（桐畑） 一部　高島台から

昭50. 8. 1（埋） 昭50. 8. 1県告571〔埋〕昭50. 8. 1県告569

（鈴繁町） 一部　埋立編入

昭51. 1.18（区） 昭51. 1.18県告18〔換〕昭51. 1.17公告12

（飯田町） 廃　　神奈川二丁目、神奈川本町へ

（稲荷町） 廃　　東神奈川二丁目へ

（御殿町） 廃　　神奈川二丁目、神奈川本町、東神奈川一丁目へ

（神明町） 廃　　東神奈川一丁目、東神奈川二丁目へ

（東神奈川町） 廃　　神奈川二丁目、神奈川本町、東神奈川一丁目、東神奈川二丁目へ

（亀住町） 一部　東神奈川二丁目へ

一部　神奈川通、子安通から

（神奈川通） 一部　亀住町、神奈川二丁目、神奈川本町、東神奈川一丁目、東神奈川

　　　二丁目、新町、浦島町へ

（子安通） 一部　浦島町、亀住町へ

神奈川二丁目 新　　飯田町、神奈川通、御殿町、東神奈川町の各一部

神奈川本町 新　　飯田町、神奈川通、御殿町、東神奈川町の各一部

東神奈川一丁目 新　　神奈川通、御殿町、神明町、東神奈川町の各一部

東神奈川二丁目 新　　稲荷町の全部、神奈川通、亀住町、神明町、東神奈川町の各一部

新町 新　　神奈川通の一部

浦島町 新　　神奈川通、子安通の各一部

　　　　計　90か町となる。

昭52.10.28（町） 昭52.10.18県告740

（菅田町） 一部　緑区東本郷町へ

一部　港北区小机町、緑区東本郷町から

昭53. 2. 5（区） 昭53. 2. 3県告60〔換〕昭53. 2. 4公告36

（青木通） 廃　　青木町、金港町、栄町、幸ケ谷へ

（神奈川通） 廃　　神奈川二丁目へ合併

（浜町） 廃　　神奈川一丁目、神奈川二丁目へ

（宮前町） 廃　　青木町へ

（棉花町） 廃　　神奈川一丁目へ

（大野町） 一部　金港町、栄町へ

一部　栄町から

（神奈川二丁目） 一部　浜町から、神奈川通を合併



3 - 59

新設（異動）町名 沿 革

（金港町） 一部　栄町へ

一部　青木通、大野町から

（幸ケ谷） 一部　青木町へ

一部　青木通から

（栄町） 一部　青木町、大野町へ

一部　青木通、大野町、金港町から

青木町 新　　宮前町の全部、青木通、幸ケ谷、栄町の各一部

神奈川一丁目 新　　棉花町の全部、浜町の一部

　　　　計　87か町となる。

昭53. 9.10（区） 昭53. 8.29県告683〔換〕昭53. 9. 9公告290

（西神奈川町） 廃　　富家町、鳥越、西神奈川一丁目、西神奈川二丁目、西神奈川三丁

　　　目、白楽、平川町、二ツ谷町へ

（旭ケ丘） 一部　平川町、広台太田町へ

一部　二本榎、平川町、広台太田町から

（斎藤分町） 一部　西神奈川三丁目、平川町へ

（立町） 一部　富家町、鳥越へ

（富家町） 一部　鳥越、西神奈川一丁目へ

一部　立町、鳥越、西神奈川町から

（鳥越） 一部　富家町、白楽へ

一部　立町、富家町、西神奈川町から

（二本榎） 一部　旭ケ丘へ

（白楽） 一部　西神奈川二丁目へ

一部　鳥越、西神奈川町から

（平川町） 一部　旭ケ丘、西神奈川二丁目、西神奈川三丁目、広台太田町、二ツ谷

　　　町へ

一部　旭ケ丘、斎藤分町、西神奈川町、広台太田町から

（広台太田町） 一部　旭ケ丘、平川町、二ツ谷町へ

一部　旭ケ丘、平川町、二ツ谷町から

（二ツ谷町） 一部　西神奈川一丁目、広台太田町へ

一部　西神奈川町、平川町、広台太田町から

西神奈川一丁目 新　　西神奈川町、二ツ谷町、富家町の各一部

西神奈川二丁目 新　　西神奈川町、白楽、平川町の各一部

西神奈川三丁目 新　　西神奈川町、平川町、斎藤分町の各一部

　　　　計　89か町となる。

昭55.12.17（埋） 〔埋〕昭56. 2. 6県告91

（山内町） 　　　土地の確認のみ

昭56. 7.27（住） 昭56. 6.16県告519〔住〕昭56. 6.15告130

（西寺尾町） 廃　　西寺尾一丁目、西寺尾二丁目、西寺尾三丁目、西寺尾四丁目へ
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○ 西寺尾一丁目 新　　西寺尾町の一部

○ 西寺尾二丁目 新　　西寺尾町の一部

○ 西寺尾三丁目 新　　西寺尾町の一部

○ 西寺尾四丁目 新　　西寺尾町の一部

　　　　計　92か町となる。

昭56.11.10（町） 昭56.10.30県告890

（沢渡） 一部　西区南軽井沢から

昭58. 4.20（改） 昭58. 4.19県告361〔換〕昭58. 4.19県公告

（菅田町） 一部　羽沢町へ

一部　羽沢町から

（羽沢町） 一部　菅田町へ

一部　菅田町から

昭58. 8. 1（町） 昭58. 7.29県告625

（三枚町） 一部　片倉町へ

（片倉町） 一部　三枚町から

昭59. 7.23（住） 昭59. 6.26県告561〔住〕昭59. 6.27告170

（神大寺町） 廃　　片倉町、片倉一丁目、神大寺一丁目、神大寺二丁目、神大寺三丁

　　　目、神大寺四丁目へ

（片倉町） 一部　片倉一丁目、神大寺三丁目へ

一部　神大寺町から

○ 片倉一丁目 新　　片倉町、神大寺町の各一部

○ 神大寺一丁目 新　　神大寺町の一部

○ 神大寺二丁目 新　　神大寺町の一部

○ 神大寺三丁目 新　　片倉町、神大寺町の各一部

○ 神大寺四丁目 新　　神大寺町の一部

　　　　計　96か町となる。

昭60. 7.22（住） 昭60. 6.25県告573〔住〕昭60. 6.25告175

（菅田町） 一部　緑区鴨居三丁目へ

昭63. 7.25（住） 昭63. 6.24県告587〔住〕昭63. 6.25告155

（菅田町） 一部　緑区東本郷三丁目へ

平 2.12.14（埋） 〔埋〕平 3. 1.14県告16

（大野町） 土地の確認のみ

平 3.11.11（住） 平 3.10. 1県告834〔住〕平 3.11. 5告243

（浦島丘） 一部　白幡東町、白幡南町へ

一部　白幡東町、白幡南町から

○ （白幡町） 一部　白幡向町から

○ （白幡上町） 一部　白幡仲町、白幡西町、白楽へ

一部　白幡向町から
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○ （白幡仲町） 一部　白幡上町、白幡南町から

○ （白幡西町） 一部　白幡上町から

○ （白幡東町） 一部　浦島丘、白幡南町へ

一部　浦島丘、白幡南町、七島町から

○ （白幡南町） 一部　浦島丘、白幡東町、白幡仲町へ

一部　浦島丘、白幡東町から

○ （白幡向町） 一部　白幡町、白幡上町へ

一部　西大口から

（七島町） 一部　白幡東町へ

（西大口） 一部　白幡向町へ

（白楽） 一部　白幡上町から

平 5. 7. 5（町） 平 5. 6.18県告606

（大野町） 一部　金港町、栄町へ

（金港町） 一部　栄町へ

一部　大野町、栄町から

（栄町） 一部　金港町へ

一部　大野町、金港町から

平 5.11.15（埋） 平 5.11. 2県告979〔埋〕平 5.11. 2県告978

（山内町） 一部　埋立編入

平 8. 3.18（町） 平 8. 3. 8県告152

（菅田町） 一部　港北区小机町へ

一部　港北区小机町から

平 8. 7.20（埋） 平 8. 7.19県告627〔埋〕平 8. 7.19県告625

（瑞穂町） 一部　埋立編入

平 8.10.21（住） 平 8. 8. 9県告685〔住〕平 8. 8.15告205

（羽沢町） 一部　保土ケ谷区釜台町、常盤台から

平10. 9.25（埋） 〔埋〕平10.10.23告254

（大野町） 土地の確認のみ

（栄町） 土地の確認のみ

平11. 3. 1（区） 平11. 2.25告40

○ （入江一丁目） 一部　新子安一丁目へ

○ （新子安一丁目） 一部　入江一丁目から

平11.10.25（住） 〔住〕平11. 8.25告235

○ （旭ケ丘）

○ （二本榎）

平11.11. 1（埋） 平11.10.25告278〔埋〕平11.10.25告276

（鈴繁町） 一部　埋立編入

平12. 2. 1（埋） 平12.1.25告23〔埋〕平12. 1.25告21
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（山内町） 一部　埋立編入

平12. 8.16（改） 平12. 7.25告235

（菅田町） 一部　緑区鴨居町へ

一部　緑区鴨居町から

平12.10.23（住） 平12. 8.25告259〔住〕平12. 8.25告260

○ （旭ケ丘） 一部　栗田谷、斎藤分町へ

一部　栗田谷から

○ （神大寺一丁目） 一部　栗田谷から

○ （栗田谷） 一部　旭ケ丘、神大寺一丁目、斎藤分町、中丸、六角橋四丁目へ

一部　旭ケ丘、松本町から

○ （斎藤分町） 一部　中丸、西神奈川三丁目、二本榎、六角橋二丁目、六角橋三丁目へ

一部　旭ケ丘、栗田谷、中丸、二本榎から

（中丸） 一部　斎藤分町へ

一部　栗田谷、斎藤分町から

（西神奈川三丁目） 一部　斎藤分町から

○ （二本榎） 一部　斎藤分町へ

一部　斎藤分町から

（松本町） 一部　栗田谷へ

○ （六角橋二丁目） 一部　斎藤分町から

○ （六角橋三丁目） 一部　斎藤分町から

○ （六角橋四丁目） 一部　栗田谷から

平14. 10.28（住） 平14. 8.23告268〔住〕平14. 8.23告269

（片倉町） 一部　片倉二丁目へ

○ 片倉二丁目 新　　片倉町の一部

　　　　計 97か町となる。

平15.10.27（住） 平15. 8.25告328〔住〕平15. 8.25告329

（片倉町） 廃　　片倉三丁目、片倉四丁目、片倉五丁目、港北区岸根町へ

○ 片倉三丁目 新　　片倉町の一部

○ 片倉四丁目 新　　片倉町の一部

○ 片倉五丁目 新　　片倉町の一部

　　　　計　99か町となる。

平18. 7.15（区） 平18. 7.14告317

（橋本町） 一部　星野町、山内町へ

一部　山内町から

（星野町） 一部　橋本町から

（山内町） 一部　橋本町へ

一部　橋本町から

平18.10.23（住） 平18. 8.25告369〔住〕平18. 8.25告370
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○ 羽沢南一丁目 新　　羽沢町の一部

○ 羽沢南二丁目 新　　羽沢町の一部

○ 羽沢南三丁目 新　　羽沢町の一部

○ 羽沢南四丁目 新　　羽沢町の一部

　　　 計　103か町となる。
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西 区 （昭和19年４月１日区制施行）

沿　　　革 沿　　　革

戸部町  中区から編入 東ケ丘  中区から編入

西戸部町  中区から編入 赤門町（２丁目）  中区赤門町から編入

浜松町  中区から編入 霞ケ丘  中区から編入

紅葉ケ丘  中区から編入 久保町  中区から編入

伊勢町  中区から編入 東久保町  中区から編入

御所山町  中区から編入 元久保町  中区から編入

紅梅町  中区から編入 平沼町  中区から編入

天神町  中区から編入 高島通（１、２丁目）  中区から編入

石崎町  中区から編入 表高島町  中区から編入

西前町  中区から編入 南幸町  中区から編入

杉山町  中区から編入 北幸町  中区から編入

扇田町  中区から編入 楠町  中区から編入

境之谷  中区から編入 宮ケ谷  中区から編入

藤棚町  中区から編入 南軽井沢町  中区から編入

花咲町（４～７丁目）  中区花咲町から編入 北軽井沢町  中区から編入

桜木町（４～７丁目）  中区桜木町から編入 浅間町  中区から編入

内田町（６～８丁目）  中区内田町から編入 南浅間町  中区から編入

橘町  中区から編入 岡野町  中区から編入

緑町  中区から編入 浅間台  中区から編入

入船町  中区から編入 宮崎町  中区から編入

長住町  中区から編入 西平沼町  中区から編入

老松町  中区から編入

昭29. 5.11（埋） 昭29. 5.11県告252〔市編〕昭29. 1.22県告51

（高島通） 一部　埋立編入

昭30. 3.31（区） 昭30. 4.15県告280（昭30. 9.15公告57）

（藤棚町） 一部　浜松町、久保町へ

一部　浜松町、久保町から

（浜松町） 一部　藤棚町へ

一部　藤棚町から

（久保町） 一部　藤棚町、東久保町へ

一部　藤棚町、東久保町から

（東久保町） 一部　久保町へ

一部　久保町から

昭32. 7.10（市編） 昭32. 7. 9県告498

昭32.10. 8（埋） 昭32.10. 8県告704

町　　　名 町　　　名

区制施行当時の町名（43か町）

沿 革新設（異動）町名
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（南幸町） 一部　埋立編入

昭33. 3. 4（区） 昭33. 3. 4県告115〔換〕昭33. 3. 3公告15

（北軽井沢） 一部　宮ケ谷へ

（宮ケ谷） 一部　北軽井沢から

昭37. 9.21（埋） 昭37. 9.21県告517

（緑町） 一部　埋立編入

（入船町） 一部　埋立編入

昭40. 7. 1（住） 昭40. 3.19県告166〔住〕昭40. 3.25告48

（岡野町） 廃　　岡野一丁目、岡野二丁目、南幸二丁目へ

（南幸町） 廃　　南幸一丁目、南幸二丁目、北幸一丁目、北幸二丁目へ

（北幸町） 廃　　南幸一丁目、北幸一丁目、北幸二丁目へ

（西平沼町） 一部　岡野一丁目、岡野二丁目へ

（平沼町） 一部　南幸二丁目へ

○ 岡野一丁目 新　　岡野町、西平沼町の各一部

○ 岡野二丁目 新　　岡野町、西平沼町の各一部

○ 南幸一丁目 新　　南幸町、北幸町の各一部

○ 南幸二丁目 新　　南幸町、岡野町、平沼町の各一部

○ 北幸一丁目 新　　北幸町、南幸町の各一部

○ 北幸二丁目 新　　北幸町、南幸町の各一部

　　　　計　46か町となる。

昭41. 5. 1（住） 昭41. 4. 8県告220〔住〕昭41. 4. 8告52

（表高島町） 廃　　高島一丁目、緑町、桜木町へ

（高島通） 廃　　高島一丁目、高島二丁目、平沼一丁目、桜木町、神奈川区金港町へ

（平沼町） 廃　　高島二丁目、平沼一丁目、平沼二丁目へ

（石崎町） 廃　　平沼一丁目、平沼二丁目、戸部本町、中央一丁目、戸部町へ

（扇田町） 廃　　平沼二丁目、中央一丁目、中央二丁目、浜松町へ

（紅梅町） 廃　　戸部本町、中央一丁目へ

（天神町） 廃　　戸部本町、中央一丁目へ

（杉山町） 廃　　中央一丁目、中央二丁目、浜松町へ

（内田町） 廃　　緑町、高島一丁目へ

（橘町） 廃　　緑町へ合併

（入船町） 廃　　緑町へ合併

（長住町） 廃　　緑町へ合併

（桜木町） 一部　高島二丁目、平沼一丁目、戸部本町へ

一部　表高島町、高島通から

（戸部町） 一部　戸部本町へ

一部　石崎町から

（御所山町） 一部　戸部本町へ
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（伊勢町） 一部　中央一丁目へ

（西前町） 一部　中央一丁目、中央二丁目へ

（西戸部町） 一部　中央一丁目へ

（藤棚町） 一部　中央二丁目、浜松町、久保町へ

（久保町） 一部　藤棚町から

（南浅間町） 一部　西平沼町から

○ （緑町） 一部　表高島町、内田町から、橘町、入船町、長住町を合併

○ （浜松町） 一部　平沼二丁目、保土ケ谷区西久保町へ

一部　藤棚町、扇田町、杉山町から

○ （西平沼町） 一部　高島二丁目、平沼一丁目、南浅間町、保土ケ谷区西久保町へ

○ 高島一丁目 新　　内田町、表高島町、高島通の各一部

○ 高島二丁目 新　　平沼町、高島通、桜木町、西平沼町の各一部

○ 平沼一丁目 新　　石崎町、平沼町、高島通、桜木町、西平沼町の各一部

○ 平沼二丁目 新　　石崎町、平沼町、扇田町、浜松町の各一部

○ 戸部本町 新　　紅梅町、戸部町、御所山町、石崎町、桜木町、天神町の各一部

○ 中央一丁目 新　　扇田町、伊勢町、石崎町、西前町、杉山町、天神町、紅梅町、西

　　　戸部町の各一部

○ 中央二丁目 新　　藤棚町、扇田町、杉山町、西前町の各一部

　　　　計　41か町となる。

昭41. 6.28（区） 昭40. 3.19県告166〔換〕昭41. 6.27公告70

（北幸町） 一部　楠町、浅間町、神奈川区鶴屋町へ

（南幸町） 一部　浅間町へ

（岡野町） 一部　浅間町、南浅間町へ

（楠町） 一部　北幸町から

（浅間町） 一部　北幸町、南幸町、岡野町から

（南浅間町） 一部　岡野町から

昭41. 9.10（住） 昭41. 8.23県告580〔住〕昭41. 8.25告152

（平沼二丁目） 一部　浜松町へ

（浜松町） 一部　平沼二丁目から

（中央一丁目） 一部　戸部本町へ

（戸部本町） 一部　中央一丁目から

昭44.10. 1 昭44. 9.12県告653

（老松町） 一部　中区野毛町から

昭45. 6. 1（住） 昭45. 2.24県告101〔住〕昭45. 3. 4告32

（北軽井沢） 一部　神奈川区三ツ沢南町、三ツ沢西町へ

（宮ケ谷） 一部　神奈川区三ツ沢西町へ

昭45. 8. 1（区） 昭45. 7.31県告669〔換〕昭45. 7.31公告132

（楠町） 一部　南軽井沢、神奈川区鶴屋町へ
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一部　浅間町、神奈川区鶴屋町、台町から

（宮ケ谷） 一部　南軽井沢へ

一部　浅間町、浅間台から

（浅間台） 一部　宮ケ谷、浅間町へ

（浅間町） 一部　宮ケ谷、楠町、南浅間町、保土ケ谷区天王町、宮田町へ

一部　南浅間町、浅間台、保土ケ谷区天王町、宮田町から

（南浅間町） 一部　浅間町、保土ケ谷区天王町へ

一部　浅間町、保土ケ谷区天王町から

（南軽井沢） 一部　宮ケ谷、楠町から

昭47.11. 1（埋） 昭47.10.27県告1015〔埋〕昭47.10.27県告1014〔住〕昭47.11. 1掲示済

（告258 昭47.11. 5市報登載）

○ （緑町） 一部　埋立編入

昭52. 8. 1（住） 昭52. 7. 5県告517〔住〕昭52. 7. 5告143

（境之谷） 一部　久保町、元久保町へ

一部　久保町、元久保町から

○ （東久保町） 一部　久保町、元久保町、保土ケ谷区西久保町へ

一部　久保町、元久保町、保土ケ谷区西久保町から

（藤棚町） 一部　久保町へ

一部　久保町から

○ （久保町） 一部　境之谷、東久保町、藤棚町、保土ケ谷区西久保町へ

一部　境之谷、東久保町、藤棚町から

○ （元久保町） 一部　境之谷、東久保町、保土ケ谷区岩井町、西久保町へ

一部　境之谷、東久保町、南区庚台、清水ケ丘、伏見町、保土ケ谷区岩

　　　井町から

昭56.11.10（町） 昭56.10.30県告890

（南軽井沢） 一部　神奈川区沢渡へ

平元.10. 2（住） 平元. 8.11県告714〔埋〕平元. 8.11県告713〔住〕平元. 8.25告219

（高島一丁目） 一部　みなとみらい四丁目へ

（緑町） 一部　みなとみらい二丁目、みなとみらい三丁目、みなとみらい四丁目、

　　　中区内田町へ

○ みなとみらい一丁目 新　　埋立編入

○ みなとみらい二丁目 新　　緑町、中区桜木町の各一部、埋立編入

○ みなとみらい三丁目 新　　緑町、中区内田町の各一部、埋立編入

○ みなとみらい四丁目 新　　高島一丁目、緑町の各一部、埋立編入

○ みなとみらい五丁目 新　　埋立編入

※土地区画整理事業区域内の高島一丁目、緑町、中区内田町、桜木町及

　び埋立編入地の不動産登記法上の土地の表示の廃止年月日及び町名設

　定の効力は、換地処分の公告のあった日の翌日となります。
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　　　　計　46か町となる。

平 2. 5.17（埋） 平 2. 6. 8県告145

（楠町） 　　　土地の確認のみ

（浅間町） 　　　土地の確認のみ

平 2.11.19（住） 平 2.10.19県告877〔埋〕平 2.10.19県告876〔住〕平 2.10.25告261

○ （みなとみらい一丁目） 一部　埋立編入

○ （みなとみらい五丁目） 一部　埋立編入

※土地区画整理事業区域内の埋立編入地の不動産登記法上の町名設定の

　効力は、換地処分の公告のあった日の翌日となります。

平 4.11.30（埋） 平 4.10.30県告941〔埋〕平 4.10.30県告939

※埋立部分の住居表示は平17.10.31施行

（みなとみらい一丁目） 一部　埋立編入

（みなとみらい五丁目） 一部　埋立編入

※土地区画整理事業区域内の埋立編入地の不動産登記法上の町名設定の

　効力は、換地処分の公告のあった日の翌日となります。

平 9. 4. 1（埋） 平 9. 3.25県告192〔埋〕平 9. 3.25県告190

※埋立部分の住居表示は平17.10.31施行

（高島一丁目） 一部　埋立編入

平 9.12.15 (埋)(住) 平 9.11.14告258〔埋〕平 9.11.14県告863〔住〕平 9.11.14告259

○ （みなとみらい一丁目） 一部　埋立編入　住居表示実施

平11. 9. 1 平11. 8.25告234

○ （高島一丁目） 一部　みなとみらい四丁目へ

○ （緑町） 一部　みなとみらい四丁目へ

○ （みなとみらい四丁目） 一部　高島一丁目、緑町から

平17.10.31（住） 平17. 8.25告362〔住〕平17. 8.25告363

（高島一丁目） 一部　みなとみらい五丁目、みなとみらい六丁目へ

　　　緑町から

（緑町） 廃　　高島一丁目へ

（みなとみらい五丁目） 一部　みなとみらい六丁目へ

一部　高島一丁目から

○ みなとみらい六丁目 新　　高島一丁目、みなとみらい五丁目の各一部

　　　　計　46か町となる。
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本町 梅ケ枝町 翁町 千代崎町

海岸通 浪花町 石川町 上野町

新港町 長者町 石川仲町 山手町

元浜町 末吉町 野毛町 諏訪町

弁天通 若葉町 宮川町 南吉田町

南仲通 賑町 花咲町 西戸部町

相生町 久方町 福島町 南太田町

常盤町 足曳町 桜木町 中村町

境町 雲井町 内田町 本牧町

山下町 長島町 入船町 北方町

太田町 吉岡町 長住町 根岸町

住吉町 駿河町 緑町 久保町

北仲通 山吹町 橘町 蒔田町

尾上町 富士見町 戸部町 大岡町

元町 山田町 伊勢町 井土ケ谷町

新山下町 千歳町 宮崎町 弘明寺町

吉田町 三吉町 老松町 堀ノ内町

真砂町 永楽町 月岡町 永田町

港町 真金町 日ノ出町 六ツ川町

柳町 若竹町 黄金町 中里町

福富町 寿町 初音町 最戸町

伊勢佐木町 松影町 英町 大久保町

姿見町 吉浜町 霞町 別所町

羽衣町 扇町 三春町 上大岡町

蓬萊町 不老町 清水町 日野町

松ケ枝町 万代町 山元町 笹下町

昭 3. 9. 1 昭 3. 8.30告141（昭 3. 9.28県彙報）

（西戸部町） 一部　神奈川区西平沼町、平沼町へ

（久保町） 一部　神奈川区西平沼町へ

昭 3. 9. 1 昭 3. 9. 1告143（昭 3. 9.28県彙報）

（境町） 廃　　日本大通へ

（柳町） 廃　　吉田町へ合併

（福富町） 廃　　福富町仲通、福富町東通、福富町西通、長者町へ

（姿見町） 廃　　末広町、羽衣町へ

（松ケ枝町） 廃　　伊勢佐木町へ合併

（梅ケ枝町） 廃　　羽衣町、長者町へ

区制施行当時の町名（104か町）

沿 革新設（異動）町名
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（浪花町） 廃　　羽衣町へ合併

（賑町） 廃　　伊勢佐木町、長者町、曙町へ

（久方町） 廃　　伊勢佐木町、長者町、曙町へ

（足曳町） 廃　　長者町、曙町、弥生町へ

（雲井町） 廃　　長者町、弥生町へ

（長島町） 廃　　伊勢佐木町、曙町、山王町、南吉田町へ

（吉岡町） 廃　　伊勢佐木町、曙町、山王町へ

（駿河町） 廃　　弥生町へ

（若竹町） 廃　　伊勢佐木町、末広町、長者町へ

（福島町） 廃　　花咲町へ合併

（三春町） 廃　　黄金町、初音町、前里町、西中町へ

（本町） 一部　日本大通へ

（元浜町） 一部　海岸通へ

（海岸通） 一部　元浜町から

（相生町） 一部　住吉町へ

一部　太田町、住吉町から

（山下町） 一部　日本大通、横浜公園へ

（太田町） 一部　相生町へ

（住吉町） 一部　相生町、常盤町へ

一部　相生町から

（常盤町） 一部　尾上町へ

一部　住吉町、尾上町から

（尾上町） 一部　常盤町へ

一部　常盤町から

（港町） 一部　真砂町へ

（真砂町） 一部　港町から

（吉田町） 一部　伊勢佐木町へ

　　　柳町を合併

（伊勢佐木町） 一部　末吉町、久方町、長島町、吉岡町、若竹町、吉田町、賑町、長者

　　　町から

　　　松ケ枝町を合併

（蓬萊町） 一部　羽衣町、長者町へ

一部　羽衣町から

（羽衣町） 一部　蓬萊町、末広町へ

一部　姿見町、蓬萊町、梅ケ枝町から、浪花町を合併

（長者町） 一部　福富町東通、福富町仲通、若葉町、伊勢佐木町へ

一部　蓬萊町、梅ケ枝町、福富町、末吉町、若竹町、賑町、久方町、足

　　　曳町、雲井町、若葉町から
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（末吉町） 一部　伊勢佐木町、長者町、若葉町、南吉田町、日枝町へ

一部　南吉田町から

（若葉町） 一部　長者町へ

一部　長者町、末吉町から

（三吉町） 一部　浦舟町へ

（南吉田町） 一部　末吉町、曙町、弥生町、二葉町、高根町、白妙町、浦舟町、日枝

　　　町、新川町、山王町、花之木町、宿町、宮元町、共進町、蒔田町、

　　　西中町、高砂町、吉野町へ

一部　末吉町、長島町から

（蒔田町） 一部　花之木町、宿町、宮元町、共進町、榎町、中島町へ

一部　南吉田町から

（大岡町） 一部　宮元町、大橋町、中島町、若宮町、通町へ

（野毛町） 一部　宮川町、日ノ出町、花咲町へ

一部　花咲町、宮川町から

（花咲町） 一部　野毛町、戸部町、桜木町へ

一部　野毛町、戸部町から、福島町を合併

（宮川町） 一部　野毛町、日ノ出町へ

一部　野毛町から

（日ノ出町） 一部　宮川町へ

一部　野毛町、宮川町、南太田町から

（桜木町） 一部　戸部町、神奈川区裏高島町へ

一部　花咲町、戸部町から

（戸部町） 一部　花咲町、紅葉ケ丘、伊勢町、石崎町、桜木町へ

一部　西戸部町、伊勢町、桜木町、花咲町から

（伊勢町） 一部　紅葉ケ丘、戸部町へ

一部　西戸部町、戸部町から

（西戸部町） 一部　戸部町、伊勢町、扇田町、杉山町、浜松町、御所山町、紅梅町、

　　　天神町、石崎町、西前町、藤棚町、神奈川区西平沼町へ

（南太田町） 一部　日ノ出町、黄金町、前里町、西中町へ

（黄金町） 一部　初音町へ

一部　三春町、南太田町から

（英町） 一部　前里町、西中町、霞町へ

一部　霞町から

（霞町） 一部　英町、西中町へ

一部　英町から

（初音町） 一部　前里町へ

一部　黄金町、三春町から

（久保町） 一部　藤棚町、浜松町、神奈川区西平沼町へ
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（山手町） 一部　上野町、千代崎町へ

（上野町） 一部　山手町、北方町から

（千代崎町） 一部　山手町、北方町から

（北方町） 一部　麦田町、上野町、千代崎町へ

（本牧町） 一部　本郷町へ

（根岸町） 一部　麦田町、大和町へ

横浜公園 新　　山下町公園地域

日本大通 新　　境町の全部、本町、山下町の各一部

福富町東通 新　　福富町、長者町の各一部

福富町仲通 新　　福富町、長者町の各一部

福富町西通 新　　福富町の一部

曙町 新　　久方町、足曳町、吉岡町、南吉田町、賑町、長島町の各一部

弥生町 新　　駿河町の全部

　　　足曳町、雲井町、南吉田町の各一部

末広町 新　　姿見町、若竹町、羽衣町の各一部

前里町 新　　初音町、英町、三春町、南太田町の各一部

西中町 新　　南吉田町、英町、三春町、南太田町、霞町の各一部

紅葉ケ丘 新　　伊勢町、戸部町の各一部

紅梅町 新　　西戸部町の一部

御所山町 新　　西戸部町の一部

天神町 新　　西戸部町の一部

石崎町 新　　戸部町、西戸部町の各一部

扇田町 新　　西戸部町の一部

杉山町 新　　西戸部町の一部

西前町 新　　西戸部町の一部

浜松町 新　　西戸部町、久保町の各一部

藤棚町 新　　西戸部町、久保町の各一部

高根町 新　　南吉田町の一部

白妙町 新　　南吉田町の一部

高砂町 新　　南吉田町の一部

二葉町 新　　南吉田町の一部

新川町 新　　南吉田町の一部

吉野町 新　　南吉田町の一部

浦舟町 新　　南吉田町、三吉町の各一部

山王町 新　　南吉田町、長者町、吉岡町の各一部

日枝町 新　　南吉田町、末吉町の各一部

花之木町 新　　南吉田町、蒔田町の各一部

宿町 新　　南吉田町、蒔田町の各一部
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共進町 新　　南吉田町、蒔田町の各一部

宮元町 新　　南吉田町、蒔田町、大岡町の各一部

榎町 新　　蒔田町の一部

大橋町 新　　大岡町の一部

若宮町 新　　大岡町の一部

通町 新　　大岡町の一部

中島町 新　　大岡町、蒔田町の各一部

本郷町 新　　本牧町の一部

麦田町 新　　根岸町、北方町の各一部

大和町 新　　根岸町の一部

　　　　計　128か町となる。

昭 5.12. 1（埋） 昭 5.12. 2告174（昭 5.12.19県彙報）〔市編〕昭 5.11.28県告753

（山下町） 一部　埋立編入

昭 7. 1. 1 昭 6.12.28告179（昭 7. 2. 5県彙報）

（桜木町） 一部　神奈川区裏高島町から

昭 7. 1. 1 昭 6.12.28告180（昭 7. 2. 5県彙報）

（三吉町） 一部　南吉田町から

（真金町） 一部　南吉田町から

（南吉田町） 一部　三吉町、真金町へ

（長者町） 一部　扇町、翁町、不老町、松影町から

（扇町） 一部　長者町へ

（翁町） 一部　長者町へ

（不老町） 一部　長者町へ

（松影町） 一部　長者町へ

昭 7. 4. 5（埋） 昭 7. 4. 5告39（昭 7. 4.22県彙報）〔市編〕昭 7. 4. 5県告225

（海岸通） 一部　埋立編入

昭 7. 5.25（埋） 昭 7. 5.25告78（昭 7. 6.14県彙報）〔市編〕昭 7. 5.24県告384

（入船町） 一部　埋立編入

（北仲通） 一部　埋立編入

（海岸通） 一部　埋立編入

昭 8. 4. 1 昭 8. 3.31告42（昭 8. 6.27県彙報）

（根岸町） 一部　磯子区西根岸町から

昭 8. 4. 1 昭 8. 8.31告43（昭 8. 6.27県彙報）

（本牧町） 一部　小港町、本牧十二天、本牧元町、本牧大里町、本牧和田、本牧三

　　　之谷、本牧満坂、本牧荒井、本牧緑ケ丘、西之谷町、間門町、本

　　　郷町へ

一部　北方町から

（本郷町） 一部　本牧町、北方町から
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（北方町） 一部　本牧町、小港町、西之谷町、本郷町、立野へ

（根岸町） 一部　根岸芝生台、寺久保、塚越、大平町、簑沢、大芝台、仲尾台、滝

　　　之上、根岸加曽台、豆口台、立野、西竹之丸、大和町、鷺山、柏

　　　葉、矢口台、根岸台、池袋、本牧荒井、本牧緑ケ丘、山元町、竹

　　　之丸、間門町、西之谷町へ

（山元町） 一部　根岸町から

（大和町） 一部　根岸町から

（中村町） 一部　大平町へ

小港町 新　　本牧町、北方町の各一部

本牧十二天 新　　本牧町の一部

本牧元町 新　　本牧町の一部

本牧大里町 新　　本牧町の一部

本牧和田 新　　本牧町の一部

本牧満坂 新　　本牧町の一部

本牧荒井 新　　本牧町、根岸町の各一部

本牧緑ケ丘 新　　本牧町、根岸町の各一部

西之谷町 新　　本牧町、北方町、根岸町の各一部

間門町 新　　本牧町、根岸町の各一部

本牧三之谷 新　　本牧町の一部

根岸芝生台 新　　根岸町の一部

寺久保 新　　根岸町の一部

塚越 新　　根岸町の一部

大平町 新　　根岸町、中村町の各一部

簑沢 新　　根岸町の一部

大芝台 新　　根岸町の一部

仲尾台 新　　根岸町の一部

滝之上 新　　根岸町の一部

根岸加曽台 新　　根岸町の一部

豆口台 新　　根岸町の一部

矢口台 新　　根岸町の一部

西竹之丸 新　　根岸町の一部

竹之丸 新　　根岸町の一部

立野 新　　根岸町、北方町の各一部

鷺山 新　　根岸町の一部

柏葉 新　　根岸町の一部

池袋 新　　根岸町の一部

根岸台 新　　根岸町の一部

　　　　計　157か町となる。
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昭10. 4. 5（埋） 昭10. 4. 5告42（昭10. 4.26県彙報）〔市編〕昭10. 4.26県告186

（新山下町） 一部　埋立編入

昭10. 7. 1 昭10. 7. 1告70、71（昭10. 8.23県彙報）

（石川仲町） 廃　　石川町、元町、中村町へ

（月岡町） 廃　　老松町へ合併

（霞町） 廃　　赤門町へ

（清水町） 廃　　赤門町へ

（元町） 一部　石川町へ

一部　石川仲町から

（石川町） 一部　中村町へ

一部　石川仲町、山手町、中村町、元町から

（蒔田町） 一部　東蒔田町、堀ノ内町、睦町へ

（堀ノ内町） 一部　東蒔田町、中村町へ

一部　蒔田町、磯子区丸山町から

（老松町） 一部　西戸部町、南太田町から、月岡町を合併

（西戸部町） 一部　老松町、藤棚町、御所山町、境之谷、野毛町、宮川町、日ノ出町へ

（南太田町） 一部　老松町、境之谷、元久保町、日ノ出町、西中町、井土ケ谷町、永

　　　田町、庚台、清水ケ丘、赤門町、霞ケ丘、東ケ丘、三春台へ

一部　井土ケ谷町から

（西中町） 一部　南太田町から

（永田町） 一部　井土ケ谷町、南太田町から

（井土ケ谷町） 一部　南太田町、永田町へ

一部　南太田町から

（藤棚町） 一部　西戸部町から

（御所山町） 一部　西戸部町から

（野毛町） 一部　西戸部町から

（宮川町） 一部　西戸部町から

（日ノ出町） 一部　南太田町、西戸部町から

（中村町） 一部　石川町、山手町、打越、睦町、唐沢、平楽、東蒔田町、山谷、八

　　　幡町へ　　

一部　石川町、堀ノ内町、石川仲町、磯子区丸山町から

（山手町） 一部　石川町へ

一部　中村町から

（根岸芝生台） 一部　磯子区芝生町へ

（久保町） 一部　西久保町、東久保町、元久保町へ

東蒔田町 新　　蒔田町、堀ノ内町、中村町、磯子区丸山町の各一部

東ケ丘 新　　南太田町の一部

霞ケ丘 新　　南太田町の一部
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境之谷 新　　南太田町、西戸部町の各一部

庚台 新　　南太田町の一部

三春台 新　　南太田町の一部

清水ケ丘 新　　南太田町の一部

赤門町 新　　南太田町の一部、清水町、霞町の全部

元久保町 新　　久保町、南太田町の各一部

東久保町 新　　久保町の一部

西久保町 新　　久保町の一部

打越 新　　中村町の一部

平楽 新　　中村町の一部

唐沢 新　　中村町の一部

八幡町 新　　中村町の一部

山谷 新　　中村町の一部

睦町 新　　中村町、蒔田町の各一部

　　　　計　170か町となる。

昭11.10. 1（市編） 昭11. 9.30告117、118（昭11.10. 9県彙報）〔市編〕昭11. 9.18県告648

上永谷町 鎌倉郡永野村大字永谷の一部

鎌倉郡永野村大字平戸の一部

下永谷町 鎌倉郡永野村大字永谷の一部

鎌倉郡永野村大字平戸の一部

野庭町 鎌倉郡永野村大字上野庭

鎌倉郡永野村大字下野庭

　　　　計　173か町となる。

昭11.11. 1 昭11.11. 1告152（昭11.11.17県彙報）

（井土ケ谷町） 廃　　井土ケ谷上町、井土ケ谷中町、井土ケ谷下町へ

（山手町） 一部　新山下町、諏訪町、上野町、元町へ

一部　元町から

（新山下町） 一部　山手町から

（元町） 一部　山手町へ

一部　山手町から

（北方町） 一部　諏訪町、妙香寺台、上野町へ

（上野町） 一部　北方町、山手町から

（諏訪町） 一部　北方町、山手町から

井土ケ谷上町 新　　井土ケ谷町の一部

井土ケ谷下町 新　　井土ケ谷町の一部

井土ケ谷中町 新　　井土ケ谷町の一部

妙香寺台 新　　北方町の一部

　　　　計　176か町となる。
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昭12. 4. 1（区） 昭12. 3.26県彙報（昭12. 3. 31告35）

（弘明寺町） 一部　中里町へ

一部　中里町、上大岡町から

（中里町） 一部　弘明寺町、別所町へ

一部　弘明寺町、上大岡町から

（別所町） 一部　最戸町へ

一部　最戸町、中里町から

（最戸町） 一部　別所町へ

一部　別所町、上大岡町から

（上大岡町） 一部　中里町、弘明寺町、最戸町へ

昭13. 4. 1告68 昭和13年４月横浜市告示第68号により公共用地の地番整理を行い、それ

ぞれ次の年月日に遡及して施行しています。

昭 3. 9. 1

（南吉田町） 一部　弥生町、新川町、吉野町、高根町、白妙町へ

（弥生町） 一部　南吉田町から

（新川町） 一部　南吉田町から

（吉野町） 一部　南吉田町から

（高根町） 一部　南吉田町から

（白妙町） 一部　南吉田町から

（花咲町） 一部　桜木町へ

（桜木町） 一部　花咲町から

（西戸部町） 一部　浜松町、扇田町へ

（浜松町） 一部　西戸部町、久保町から

（扇田町） 一部　西戸部町から

（久保町） 一部　西久保町、浜松町へ

（西久保町） 一部　久保町から

昭 8. 4. 1

（中村町） 一部　平楽、八幡町、睦町へ

（平楽） 一部　中村町から

（八幡町） 一部　中村町から

（睦町） 一部　中村町から

（本牧町） 一部　本郷町、本牧三之谷、間門町、本牧満坂、本牧荒井、本牧緑ケ丘へ

一部　北方町から

（北方町） 一部　小港町、本牧町、西之谷町へ

（本郷町） 一部　本牧町から

（本牧三之谷） 一部　本牧町から

（本牧荒井） 一部　本牧町から

（本牧満坂） 一部　本牧町から
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（本牧緑ケ丘） 一部　本牧町から

（小港町） 一部　北方町から

（西之谷町） 一部　北方町から

（根岸町） 一部　簑沢、鷺山、立野、柏葉、間門町へ

（簑沢） 一部　根岸町から

（鷺山） 一部　根岸町から

（立野） 一部　根岸町から

（間門町） 一部　本牧町、根岸町から

（柏葉） 一部　根岸町から

昭 8. 4. 1

（石川仲町） 一部　石川町、中村町、元町へ

（石川町） 一部　石川仲町から

（元町） 一部　石川仲町から

昭10. 7. 1

（霞町） 一部　赤門町へ

（赤門町） 一部　霞町から

（西戸部町） 一部　老松町、境之谷、藤棚町へ

（境之谷） 一部　西戸部町から

（老松町） 一部　西戸部町から

（藤棚町） 一部　西戸部町から

（南太田町） 一部　西中町、東ケ丘、霞ケ丘、境之谷、庚台、三春台、清水ケ丘、元

　　　久保町へ

（西中町） 一部　南太田町から

（東ケ丘） 一部　南太田町から

（霞ケ丘） 一部　南太田町から

（境之谷） 一部　南太田町から

（庚台） 一部　南太田町から

（三春台） 一部　南太田町から

（清水ケ丘） 一部　南太田町から

（元久保町） 一部　南太田町から

（堀ノ内町） 一部　中村町へ

（中村町） 一部　堀ノ内町から

昭11.11. 1

（井土ケ谷町） 一部　井土ケ谷下町へ

（井土ケ谷下町） 一部　井土ケ谷町から

昭13. 9.10（埋） 昭13. 9.10告144〔市編〕昭13. 9. 6県告616

（長住町） 一部　埋立編入

昭15. 4. 1 昭15. 4. 1告41（昭15. 5. 3県彙報）
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（根岸芝生台） 廃　　根岸旭台へ

根岸旭台 新　　根岸芝生台の全部

昭15. 5. 1（埋） 昭15. 5. 9告74（昭15. 6. 7県彙報）〔市編〕昭15. 4.23県告338

（入船町） 一部　埋立編入

昭16.10.28（埋） 昭17. 2.19告14（昭17. 7. 3県彙報）〔市編〕昭16.10.31県告882

（小港町） 一部　埋立編入

昭17. 3. 6（埋） 昭17. 4. 9告49（昭17. 7. 3県彙報）〔市編〕昭17. 3. 6県告113

（山下町） 一部　埋立編入

昭18.12. 1 昭18.10.14告193

（西久保町） 保土ケ谷区へ編入

（永楽町） 南区新設のため編入

（真金町） 南区新設のため編入

（蒔田町） 南区新設のため編入

（大岡町） 南区新設のため編入

（南太田町） 南区新設のため編入

（南吉田町） 南区新設のため編入

（弘明寺町） 南区新設のため編入

（中村町） 南区新設のため編入

（堀ノ内町） 南区新設のため編入

（永田町） 南区新設のため編入

（六ツ川町） 南区新設のため編入

（中里町） 南区新設のため編入

（別所町） 南区新設のため編入

（最戸町） 南区新設のため編入

（大久保町） 南区新設のため編入

（上大岡町） 南区新設のため編入

（日野町） 南区新設のため編入

（笹下町） 南区新設のため編入

（前里町） 南区新設のため編入

（西中町） 南区新設のため編入

（高根町） 南区新設のため編入

（白妙町） 南区新設のため編入

（浦舟町） 南区新設のため編入

（高砂町） 南区新設のため編入

（二葉町） 南区新設のため編入

（新川町） 南区新設のため編入

（吉野町） 南区新設のため編入

（山王町） 南区新設のため編入
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（日枝町） 南区新設のため編入

（花之木町） 南区新設のため編入

（宿町） 南区新設のため編入

（宮元町） 南区新設のため編入

（共進町） 南区新設のため編入

（榎町） 南区新設のため編入

（大橋町） 南区新設のため編入

（中島町） 南区新設のため編入

（若宮町） 南区新設のため編入

（通町） 南区新設のため編入

（清水ケ丘） 南区新設のため編入

（庚台） 南区新設のため編入

（三春台） 南区新設のため編入

（唐沢） 南区新設のため編入

（平楽） 南区新設のため編入

（八幡町） 南区新設のため編入

（山谷） 南区新設のため編入

（睦町） 南区新設のため編入

（東蒔田町） 南区新設のため編入

（井土ケ谷上町） 南区新設のため編入

（井土ケ谷中町） 南区新設のため編入

（井土ケ谷下町） 南区新設のため編入

（上永谷町） 南区新設のため編入

（下永谷町） 南区新設のため編入

（野庭町） 南区新設のため編入

（境之谷） 一部　南区新設のため編入（84～96番地）

（元久保町） 一部　南区新設のため編入（１、２、３番地）

（黄金町） 一部　南区新設のため編入（３、４丁目）

（三吉町） 一部　南区新設のため編入（３、４丁目）

（千歳町） 一部　南区新設のため編入（３丁目）

西平沼町 神奈川区から編入

表高島町 神奈川区から編入

山内町 神奈川区山内町１、２丁目を編入

高島通 神奈川区高島通１、２丁目を編入

岡野町 神奈川区から編入

楠町 神奈川区から編入

北幸町 神奈川区から編入

南幸町 神奈川区から編入
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北軽井沢 神奈川区から編入

南軽井沢 神奈川区から編入

浅間町 神奈川区から編入

南浅間町 神奈川区から編入

浅間台 神奈川区から編入

宮ケ谷 神奈川区から編入

平沼町 神奈川区から編入

　　　計　137か町となる。

昭19. 2. 1 昭19. 2.29県彙報

（山内町） 廃　　表高島町へ合併

（表高島町） 　　　山内町を合併

　　　　計　136か町となる。

昭19. 2. 1 昭19. 1.27告11

（入船町） 西区新設のため編入

（長住町） 西区新設のため編入

（緑町） 西区新設のため編入

（橘町） 西区新設のため編入

（戸部町） 西区新設のため編入

（伊勢町） 西区新設のため編入

（宮崎町） 西区新設のため編入

（老松町） 西区新設のため編入

（西戸部町） 西区新設のため編入

（紅葉ケ丘） 西区新設のため編入

（御所山町） 西区新設のため編入

（紅梅町） 西区新設のため編入

（天神町） 西区新設のため編入

（石崎町） 西区新設のため編入

（扇田町） 西区新設のため編入

（杉山町） 西区新設のため編入

（西前町） 西区新設のため編入

（藤棚町） 西区新設のため編入

（浜松町） 西区新設のため編入

（久保町） 西区新設のため編入

（元久保町） 西区新設のため編入

（東久保町） 西区新設のため編入

（境之谷） 西区新設のため編入

（霞ケ丘） 西区新設のため編入

（東ケ丘） 西区新設のため編入
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（西平沼町） 西区新設のため編入

（表高島町） 西区新設のため編入

（高島通） 西区新設のため編入

（岡野町） 西区新設のため編入

（楠町） 西区新設のため編入

（北幸町） 西区新設のため編入

（南幸町） 西区新設のため編入

（北軽井沢） 西区新設のため編入

（南軽井沢） 西区新設のため編入

（浅間町） 西区新設のため編入

（南浅間町） 西区新設のため編入

（浅間台） 西区新設のため編入

（宮ケ谷） 西区新設のため編入

（平沼町） 西区新設のため編入

（赤門町） 一部　西区新設のため編入（２丁目）

（花咲町） 一部　西区新設のため編入（４丁目～７丁目）

（桜木町） 一部　西区新設のため編入（４丁目～７丁目）

（内田町） 一部　西区新設のため編入（６丁目～８丁目）

　　　　計　97か町となる。

昭26. 3. 2（埋） 昭26. 3. 2県告90

（海岸通） 一部　埋立編入

昭31. 4.24（区） 昭31. 4.24県告242

（本牧元町） 一部　本牧町へ

一部　本牧町、本牧三之谷から

（本牧町） 一部　本牧元町へ

一部　本牧元町から

（本牧三之谷） 一部　本牧元町へ

昭31. 7. 1（市編） 昭31. 6.29県告414（昭31. 7.25公告68）

昭31. 8.17（埋） 昭31. 8.17県告525

（万代町） 一部　埋立編入

（不老町） 一部　埋立編入

（翁町） 一部　埋立編入

（扇町） 一部　埋立編入

昭31. 4. 1（市編） 昭31. 3.30県告162（昭31. 6.25公告44）

昭31.10.30（埋） 昭31.10.30県告731

（新山下町） 一部　埋立編入

昭31. 4. 1（市編） 昭31. 3.30県告162（昭31. 6.25公告44）

昭32.10.15（埋） 昭32.10.15県告712
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（根岸町） 一部　埋立編入

昭34. 5.12（区） 昭34. 5.11〔換〕昭34. 5.11公告66

（本牧三之谷） 一部　本牧元町へ

一部　本牧町、本牧元町から

（本牧町） 一部　本牧元町、本牧三之谷へ

一部　本牧元町から

（本牧元町） 一部　本牧町、本牧三之谷へ

一部　本牧町、本牧三之谷から

昭33.10.20（市編） 昭33.10. 7県告644（昭33.11. 5公告133）

昭34. 7.15（市編） 昭34. 7.10県告414（昭34. 8. 5公告103）

昭36. 3.28（埋） 昭36. 3.28県告161

（山下町） 一部　埋立編入

昭37. 9.21（埋） 昭37. 9.21県告517〔埋〕昭37. 6.22県告338

（山下町） 一部　埋立編入

（根岸町） 一部　埋立編入

昭38. 5. 7（埋） 昭38. 5. 7県告276〔埋〕昭38. 3.12県告135

（根岸町） 一部　埋立編入

昭38.10.18（埋） 昭38.10.18県告656〔埋〕昭38. 9. 3県告582

（新港町） 一部　埋立編入

昭39. 3.24（埋） 昭39. 3.24県告161〔埋〕昭39. 2.25県告109

（山下町） 一部　埋立編入

（新港町） 一部　埋立編入

昭40. 1.13（埋） 昭40. 1.12県告7〔埋〕昭39. 5.15県告326、昭39. 8.11県告516

（根岸町） 一部　千鳥町へ

一部　埋立編入

（間門町） 一部　埋立編入

（山下町） 一部　埋立編入

千鳥町 新　　埋立編入

一部　根岸町から

　　　　計　98か町となる。

昭41.12. 2（埋） 昭41.12. 2県告827〔埋〕昭41.11.25県告805

（本牧町） 一部　埋立編入

（本牧元町） 一部　埋立編入

昭42. 2. 7（区） 昭42. 2. 7県告102〔換〕昭42. 2. 6公告15

（富士見町） 一部　山吹町、山田町、長者町へ

一部　山吹町、山田町から

（山吹町） 一部　富士見町、長者町へ

一部　富士見町から
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（山田町） 一部　長者町、富士見町へ

一部　富士見町、千歳町から

（千歳町） 一部　山田町、三吉町、長者町へ

一部　三吉町から

（三吉町） 一部　千歳町、長者町へ

一部　千歳町、長者町から

（長者町） 一部　寿町、三吉町へ

一部　千歳町、寿町、松影町、山田町、扇町、富士見町、翁町、三吉町、

　　　山吹町、万代町、不老町から

（寿町） 一部　長者町、扇町へ

一部　松影町、長者町、扇町から

（松影町） 一部　長者町、寿町、吉浜町へ

一部　吉浜町から

（扇町） 一部　長者町、翁町、寿町へ

一部　寿町、翁町から

（翁町） 一部　長者町、不老町、扇町へ

一部　扇町から

（万代町） 一部　長者町へ

一部　不老町から

（不老町） 一部　長者町、万代町へ

一部　翁町から

（福富町仲通） 一部　福富町西通、吉田町へ

一部　福富町東通、吉田町から

（福富町西通） 一部　福富町仲通、吉田町から

（吉田町） 一部　福富町西通、福富町仲通へ

一部　福富町仲通、福富町東通、伊勢佐木町から

（福富町東通） 一部　福富町仲通、吉田町、伊勢佐木町へ

一部　伊勢佐木町から

（伊勢佐木町） 一部　福富町東通、吉田町、末広町、羽衣町へ

一部　福富町東通、末広町から

（末広町） 一部　伊勢佐木町、羽衣町へ

一部　伊勢佐木町、羽衣町から

（羽衣町） 一部　末広町へ

一部　伊勢佐木町、末広町、蓬萊町から

（蓬萊町） 一部　羽衣町へ

（吉浜町） 一部　松影町へ

一部　松影町から

昭42.11.10（埋） 昭42.11.10県告942〔埋〕昭42.11.10県告941
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（千鳥町） 一部　埋立編入

（本牧町） 一部　埋立編入

（本牧元町） 一部　埋立編入

（本牧大里町） 一部　埋立編入

（本牧三之谷） 一部　埋立編入

（間門町） 一部　埋立編入

豊浦町 新　　埋立編入

錦町 新　　埋立編入

　 　　　　計　100か町となる。

昭43. 8.31（埋） 昭43. 8.27県告575〔埋〕昭43. 8.27県告574

本牧ふ頭 新　　埋立編入

　　　　計　101か町となる。

昭43.12. 1（埋） 昭43.11.26県告807〔埋〕昭43.11.26県告805

（本牧元町） 一部　埋立編入

（本牧町） 一部　埋立編入

昭44. 2. 1（埋） 昭44. 1.31県告68〔埋〕昭44. 1.31県告67

（本牧元町） 一部　埋立編入

（本牧大里町） 一部　埋立編入

（本牧三之谷） 一部　埋立編入

（間門町） 一部　埋立編入

昭44. 7. 1（埋） 昭44. 6.20県告442〔埋〕昭44. 6.20県告441

（豊浦町） 一部　かもめ町へ

（錦町） 一部　埋立編入

かもめ町 新　　埋立編入

一部　豊浦町から

　　　　計　102か町となる。

昭44.10. 1 昭44. 9.12県告653

（野毛町） 一部　西区老松町へ

昭45. 1. 1（埋） 昭44.12.19県告905〔埋〕昭44.12.19県告904

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

（錦町） 一部　埋立編入

昭45. 4. 1（住） 昭45. 2.24県告101〔住〕昭45. 3. 5告32

（新山下町） 廃　　新山下一丁目、新山下二丁目、新山下三丁目、山手町へ

（山手町） 一部　新山下一丁目、新山下二丁目、新山下三丁目へ

一部　新山下町から

（小港町） 一部　新山下三丁目へ

○ 新山下一丁目 新　　新山下町、山手町の各一部

○ 新山下二丁目 新　　新山下町、山手町の各一部
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○ 新山下三丁目 新　　新山下町、山手町、小港町の各一部

　　　　計　104か町となる。

昭45. 4. 1（埋） 昭45. 3.31県告228〔埋〕昭45. 3.31県告227

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

昭45.12. 1（埋） 昭45.11.27県告1046〔埋〕昭45.11.27県告1045

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

昭46. 2. 1（埋） 昭46. 1.26県告50〔埋〕昭46. 1.26県告49

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

昭48. 5. 1（埋） 昭48. 4.27県告381〔埋〕昭48.4.27県告380

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

昭49. 6. 1（埋） 昭49. 8. 9県告664

（蓬萊町） 土地の確認のみ

（長者町） 土地の確認のみ

（弥生町） 土地の確認のみ

（曙町） 土地の確認のみ

（伊勢佐木町） 土地の確認のみ

（末吉町） 土地の確認のみ

（山吹町） 土地の確認のみ

（万代町） 土地の確認のみ

（吉田町） 土地の確認のみ

（羽衣町） 土地の確認のみ

（不老町） 土地の確認のみ

（翁町） 土地の確認のみ

（扇町） 土地の確認のみ

（寿町） 土地の確認のみ

（山下町） 土地の確認のみ

昭49.11.25（埋） 昭49.11.19県告934〔埋〕昭49.11.19県告933

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

昭53. 4. 7（埋） 昭53. 3.24県告231〔埋〕昭53. 3.24県告230〔住〕昭53. 3.15告57

○ （新山下一丁目） 一部　埋立編入

（山下町） 一部　埋立編入

昭53.10. 4（埋） 〔埋〕昭53.11.17県告894

（寿町） 土地の確認のみ

（松影町） 土地の確認のみ

（山下町） 土地の確認のみ

（吉浜町） 土地の確認のみ

昭55. 2.25（埋） 昭55. 2.22県告135〔埋〕昭55. 2.22県告134

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入
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昭56. 4.20（埋） 昭56. 4.10県告344〔埋〕昭56. 4.10県告343

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

昭58. 3.16（埋） 昭58. 3.15県告190〔埋〕昭58. 3.15県告189

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

昭58.11.14（埋） 昭58.11. 8県告911〔埋〕昭58.11. 8県告908

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

昭58.11.14（埋） 昭58.11. 8県告912〔埋〕昭58.11. 8県告909

（錦町） 一部　埋立編入

昭58.11.24（町） 昭58.11. 8県告913

（翁町） 一部　扇町へ

（扇町） 一部　翁町から

昭60. 7.29（埋） 昭60. 7.26県告653〔埋〕昭60. 7.26県告649

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

昭60.11. 9（埋） 昭60.10.29県告895〔埋〕昭60.10.29県告893

（錦町） 一部　埋立編入

昭61. 2.17（埋） 昭61. 2. 7県告83、84〔埋〕昭61. 2. 7県告81、82

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

昭61. 7.21（住） 昭61. 6.13県告514〔住〕昭61. 6.14告172

（小港町） 一部　本牧十二天、本牧宮原へ

（錦町） 一部　本牧十二天、本牧原へ

一部　本牧十二天から

（本牧荒井） 一部　本牧和田、和田山へ

（本牧三之谷） 一部　本牧原、本牧和田へ

一部　本牧町から

○ （本牧十二天） 一部　錦町、本牧原、本牧宮原へ

一部　小港町、錦町から

（本牧町） 一部　本牧三之谷、本牧原、本牧宮原、本牧和田、和田山へ

（本牧満坂） 一部　和田山へ

（本牧元町） 一部　本牧原へ

○ （本牧和田） 一部　本牧原、和田山へ

一部　本牧荒井、本牧三之谷、本牧町、間門町から

（間門町） 一部　本牧和田へ

○ 本牧原 新　　錦町、本牧三之谷、本牧十二天、本牧町、本牧元町、本牧和田の

　　　各一部

○ 本牧宮原 新　　小港町、本牧十二天、本牧町の各一部

○ 和田山 新　　本牧荒井、本牧町、本牧満坂、本牧和田の各一部

※土地区画整理事業区域内の小港町、錦町、本牧荒井、本牧三之谷、本

　牧十二天、本牧町、本牧満坂、本牧和田、間門町の不動産登記法上の
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　土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日（平元.

   2.26）となります。

　　　　計　107か町となる。

平元. 2.26（区） 平元. 2.10県告106〔換〕平元. 2.25公告59

（池袋） 一部　本牧緑ケ丘へ

（本牧荒井） 一部　本牧緑ケ丘へ

一部　本牧緑ケ丘から

（本牧緑ケ丘） 一部　本牧荒井へ

一部　池袋、本牧荒井から

※横浜国際港都建設事業新本牧地区土地区画整理事業の換地処分の公告

　によって、事業区域内の小港町、錦町、本牧荒井、本牧三之谷、本牧

　十二天、本牧町、本牧満坂、本牧和田、間門町の土地の表示が廃止さ

　れました。

平元.10. 2（住） 平元. 8.11県告714〔住〕平元. 8.25告219

（内田町） 一部　西区みなとみらい三丁目へ

一部　西区緑町から

（桜木町） 一部　西区みなとみらい二丁目へ

※土地区画整理事業区域内の内田町、桜木町の不動産登記法上の土地の

　表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日となります。

平 6. 9.26（住） 平 6. 6.28県告576〔住〕平 6. 7. 5告227

（間門町） 廃　　池袋、千鳥町、本牧荒井、本牧三之谷、本牧間門へ

（池袋） 一部　間門町から

（千鳥町） 一部　間門町から

（本牧荒井） 一部　間門町から

○ （本牧大里町） 一部　本牧三之谷、本牧元町へ

一部　本牧三之谷、本牧元町から

（本牧三之谷） 一部　本牧大里町、本牧間門へ

一部　本牧大里町、本牧元町、間門町から

○ （本牧元町） 一部　本牧大里町、本牧三之谷へ

一部　本牧大里町から

○ 本牧間門 新　　本牧三之谷、間門町の各一部

　　　　計　107か町となる。

平 7. 7.10（埋） 平 7. 7. 4県告635〔埋〕平 7. 5.26県告633

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

平 7.10.16（住） 平 6. 6.28県告576〔住〕平 7. 8. 4告203

○ （本牧三之谷）

平 8. 2.20（埋） 平 8. 2.13県告96〔埋〕平 8. 2.13県告95

（新港町） 一部　埋立編入
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平 9. 4. 1（埋） 平 9. 3.25県告191〔埋〕平 9. 3.25県告189

（新港町） 一部　埋立編入

平10. 4. 1（埋） 平10. 3.20県告183〔埋〕平10. 3.25告72

南本牧 新　　埋立編入

計　108か町となる。

平10.10.26（埋） 平10.10.23告256〔埋〕平10.10.23告255

（新港町） 一部　埋立編入

平11.11. 1（埋） 平11.10.25告279〔埋〕平11.10.25告277

（南本牧） 一部　埋立編入

平12. 2. 1（埋） 平12. 1.25告24〔埋〕平12. 1.25告22

（海岸通） 一部　埋立編入

平12. 7.14（埋） 平12. 7.14告224〔埋〕平12. 7.14告221

（海岸通） 一部　埋立編入

平12. 7.14（埋） 平12. 7.14告223〔埋〕平12. 7.14告222

（南本牧） 一部　埋立編入

平12. 7.14（区） 平12. 7.14告225

（北仲通） 一部　本町へ

一部　本町から

（本町） 一部　北仲通へ

一部　北仲通から

平12.10.23（住） 平12. 8.25告259〔住〕平12. 8.25告260

（新港町） 廃　　新港一丁目、新港二丁目へ

○ 新港一丁目 新　　新港町の一部

○ 新港二丁目 新　　新港町の一部

　　　　計　109か町となる。

平13. 7.13（埋） 平13. 7.13告245〔埋〕平13. 7.13告244

（南本牧） 一部　埋立編入

平15. 3.14（埋） 平15. 3.14告67〔埋〕平15. 3.14告66

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

平15.10.24（埋） 平15.10.24告393〔埋〕平15.10.24告392

（本牧ふ頭） 一部　埋立編入

平24.10.15（埋） 平24.10.15告561〔埋〕平24.10.15告560

（南本牧） 一部　埋立編入

平26. 1.15（埋） 平26. 1.15告２〔埋〕平26. 1.15告３

（南本牧） 一部　埋立編入

平26. 1.25（区） 平26. 1.24告37〔区〕

（海岸通） 一部　北仲通から

一部　北仲通へ
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（北仲通） 一部　海岸通から

一部　海岸通へ

平27. 7. 3（埋） 平27. 7. 3告492〔埋〕平27. 7. 3告493

（南本牧） 一部　埋立編入

平28. 6. 24（埋） 平28. 6.24告439〔埋〕平28. 6.24告440

（南本牧） 一部　埋立編入
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沿　　　革 沿　　　革

井土ケ谷上町 中区から編入 平楽 中区から編入

井土ケ谷中町 中区から編入 野庭町 中区から編入

井土ケ谷下町 中区から編入 弘明寺町 中区から編入

花之木町 中区から編入 前里町 中区から編入

八幡町 中区から編入 蒔田町 中区から編入

西中町 中区から編入 二葉町 中区から編入

堀ノ内町 中区から編入 黄金町（3､4丁目） 中区から編入

別所町 中区から編入 永楽町 中区から編入

通町 中区から編入 榎町 中区から編入

千歳町（３丁目） 中区から編入 最戸町 中区から編入

大橋町 中区から編入 山王町 中区から編入

大岡町 中区から編入 山谷 中区から編入

大久保町 中区から編入 境之谷(84番から96番まで) 中区から編入

若宮町 中区から編入 笹下町 中区から編入

上大岡町 中区から編入 共進町 中区から編入

上永谷町 中区から編入 三吉町（3、4丁目） 中区から編入

唐沢 中区から編入 三春台 中区から編入

庚台 中区から編入 南太田町 中区から編入

吉野町 中区から編入 南吉田町 中区から編入

高根町 中区から編入 宮元町 中区から編入

高砂町 中区から編入 清水ケ丘 中区から編入

中村町 中区から編入 白妙町 中区から編入

中島町 中区から編入 新川町 中区から編入

永田町 中区から編入 宿町 中区から編入

中里町 中区から編入 日枝町 中区から編入

真金町 中区から編入 日野町 中区から編入

六ツ川町 中区から編入 東蒔田町 中区から編入

睦町 中区から編入 元久保町(1､2､3番) 中区から編入

浦舟町 中区から編入 下永谷町 中区から編入

昭19. 2. 1 昭19. 1.27告11（昭19. 2.29県彙報）

（千歳町(3丁目)） 廃　　万世町へ

（三吉町(3､4丁目)） 廃　　万世町へ

（黄金町(3､4丁目)） 廃　　白金町へ

（境之谷(84～96番)） 廃　　伏見町へ

（元久保町(1､2､3番)） 廃　　伏見町へ

区制施行当時の町名（58か町）

沿 革

町　　　名 町　　　名

新設（異動）町名
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万世町 新　　千歳町（３丁目）、三吉町（３、４丁目）の全部

白金町 新　　黄金町（３、４丁目）の全部

伏見町 新　　境之谷（84～96番）、元久保町（1､2､3番）の全部

　　　　計　56か町となる。

昭19. 2.22（区） 昭18.12.23告226（昭19. 2.22県彙報）〔認〕昭19. 2.22県告138

（南太田町） 一部　永田町、保土ケ谷区岩井町へ

一部　保土ケ谷区岩井町から

（永田町） 一部　保土ケ谷区岩井町へ

一部　南太田町、保土ケ谷区岩井町から

昭21.12. 5（耕） 昭21.12. 5県告482

（下永谷町） 一部　戸塚区平戸町へ

一部　戸塚区平戸町から

昭30. 3.31（区） 昭30. 4.15県告280

（井土ケ谷下町） 一部　南太田町へ

一部　井土ケ谷中町から

（井土ケ谷中町） 一部　井土ケ谷下町へ

（南太田町） 一部　井土ケ谷下町から

昭31. 4. 1（市編） 昭31. 3.30県告162（昭31. 6.25公告44）

昭31.10.15（埋） 昭31.10.15告94（昭31.11.13県告768）

（笹下町） 一部　廃川敷編入

昭38. 6.26（区） 昭38. 6.25告107（昭38. 8. 6県告513）〔換〕昭38. 6.25告71

（上大岡町） 一部　磯子区汐見台へ

昭41.11. 1 昭41.11. 1県告762

（六ツ川町） 一部　戸塚区平戸町、保土ケ谷区権太坂へ

（別所町） 一部　戸塚区平田町へ

（最戸町） 一部　保土ケ谷区権太坂へ

昭42. 1.15（町） 昭42. 1.13県告15

（六ツ川町） 廃　　六ツ川一丁目、六ツ川二丁目、六ツ川三丁目、永田町、中里町へ

（中里町） 一部　六ツ川二丁目へ

一部　六ツ川町から

（最戸町） 一部　別所町、六ツ川二丁目、六ツ川三丁目へ

（大久保町） 一部　別所町、六ツ川二丁目、六ツ川三丁目へ

（別所町） 一部　六ツ川二丁目、六ツ川三丁目へ

一部　最戸町、大久保町から

（永田町） 一部　六ツ川町から

六ツ川一丁目 新　　六ツ川の一部

六ツ川二丁目 新　　六ツ川町、中里町、最戸町、大久保町、別所町の各一部

六ツ川三丁目 新　　六ツ川町、最戸町、大久保町、別所町の各一部
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　　　　計　58か町となる。

昭42. 9. 6（区） 昭42. 9. 5県告796〔換〕昭42. 9. 5公告116

（睦町） 一部　堀ノ内町、東蒔田町、高砂町へ

一部　中村町、堀ノ内町から

（堀ノ内町） 一部　榎町、東蒔田町、睦町へ

一部　蒔田町、睦町から

（東蒔田町） 一部　榎町、共進町、高砂町、二葉町、新川町へ

一部　堀ノ内町、睦町、共進町から

（榎町） 一部　東蒔田町、堀ノ内町、蒔田町から

（蒔田町） 一部　榎町、堀ノ内町へ

（共進町） 一部　東蒔田町、新川町へ

一部　東蒔田町から

（中村町） 一部　睦町へ

（高砂町） 一部　睦町、東蒔田町から

（二葉町） 一部　東蒔田町から

（新川町） 一部　東蒔田町、共進町から

昭44. 6. 1（住） 昭44. 3.28県告221〔住〕昭44. 3.29告54

（大岡町） 一部　大岡一丁目、大岡二丁目、大岡三丁目、大橋町、中島町、通町、

　　　若宮町、蒔田町、磯子区岡村町へ

（大橋町） 一部　大岡町から

（中島町） 一部　大岡町から

（通町） 一部　大岡町から

（若宮町） 一部　大岡町から

（蒔田町） 一部　大岡一丁目へ

一部　大岡町から

〇 大岡一丁目 新　　大岡町、蒔田町、磯子区岡村町の各一部

〇 大岡二丁目 新　　大岡町の一部

〇 大岡三丁目 新　　大岡町、磯子区岡村町の各一部

　　　　計　61か町となる。

昭44.10. 1（町） 昭44. 9.12県告653

（大岡町） 一部　上大岡町へ

（大久保町） 一部　別所町へ

一部　別所町から

（上大岡町） 一部　磯子区森町へ

一部　大岡町から

（最戸町） 一部　別所町へ

一部　別所町から

（笹下町） 一部　磯子区森町へ
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（下永谷町） 一部　六ツ川四丁目へ

一部　戸塚区平戸町から

（別所町） 一部　大久保町、最戸町へ

一部　大久保町、最戸町から

六ツ川四丁目 新　　下永谷町の一部

昭44.10. 1（行編） 昭44. 4. 1条例19

（浦舟町ほか53か町） 行政区再編成に伴い南区を廃止し、新たに南区へ編入

（井土ケ谷上町） 南区へ編入

（井土ケ谷中町） 南区へ編入

（井土ケ谷下町） 南区へ編入

（浦舟町） 南区へ編入

（永楽町） 南区へ編入

（榎町） 南区へ編入

（大岡町） 南区へ編入

〇 （大岡一丁目） 南区へ編入

〇 （大岡二丁目） 南区へ編入

〇 （大岡三丁目） 南区へ編入

（大橋町） 南区へ編入

（庚台） 南区へ編入

（庚沢） 南区へ編入

（共進町） 南区へ編入

（弘明寺町） 南区へ編入

（山王町） 南区へ編入

（山谷） 南区へ編入

（清水ケ丘） 南区へ編入

（宿町） 南区へ編入

（白金町） 南区へ編入

（白妙町） 南区へ編入

（新川町） 南区へ編入

（高砂町） 南区へ編入

（高根町） 南区へ編入

（通町） 南区へ編入

（中里町） 南区へ編入

（中島町） 南区へ編入

（永田町） 南区へ編入

（中村町） 南区へ編入

（西中町） 南区へ編入

（八幡町） 南区へ編入
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（花之木町） 南区へ編入

（日枝町） 南区へ編入

（東蒔田町） 南区へ編入

（伏見町） 南区へ編入

（二葉町） 南区へ編入

（平楽） 南区へ編入

（別所町） 南区へ編入

（堀ノ内町） 南区へ編入

（蒔田町） 南区へ編入

（前里町） 南区へ編入

（真金町） 南区へ編入

（万世町） 南区へ編入

（南太田町） 南区へ編入

（南吉田町） 南区へ編入

（三春台） 南区へ編入

（宮元町） 南区へ編入

（六ツ川一丁目） 南区へ編入

（六ツ川二丁目） 南区へ編入

（六ツ川三丁目） 南区へ編入

（六ツ川四丁目） 南区へ編入

（睦町） 南区へ編入

（吉野町） 南区へ編入

（若宮町） 南区へ編入

（大久保町ほか7か町） 行政区再編成に伴い南区を廃止し、新たに港南区へ編入

（大久保町） 港南区へ編入

（上大岡町） 港南区へ編入

（上永谷町） 港南区へ編入

（最戸町） 港南区へ編入

（笹下町） 一部　港南区へ編入

（下永谷町） 港南区へ編入

（野庭町） 港南区へ編入

（日野町） 一部　港南区へ編入

（笹下町） 一部　磯子区へ編入　

（日野町） 一部　磯子区へ編入　
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沿　　　革 沿　　　革

井土ケ谷上町  (旧)南区から編入 永田町  (旧)南区から編入

井土ケ谷中町  (旧)南区から編入 中村町  (旧)南区から編入

井土ケ谷下町  (旧)南区から編入 西中町  (旧)南区から編入

浦舟町  (旧)南区から編入 八幡町  (旧)南区から編入

永楽町  (旧)南区から編入 花之木町  (旧)南区から編入

榎町  (旧)南区から編入 日枝町  (旧)南区から編入

大岡町  (旧)南区から編入 東蒔田町  (旧)南区から編入

大岡一丁目  (旧)南区から編入 伏見町  (旧)南区から編入

大岡二丁目  (旧)南区から編入 二葉町  (旧)南区から編入

大岡三丁目  (旧)南区から編入 平楽  (旧)南区から編入

大橋町  (旧)南区から編入 別所町  (旧)南区から編入

庚台  (旧)南区から編入 堀ノ内町  (旧)南区から編入

庚沢  (旧)南区から編入 蒔田町  (旧)南区から編入

共進町  (旧)南区から編入 前里町  (旧)南区から編入

弘明寺町  (旧)南区から編入 真金町  (旧)南区から編入

山王町  (旧)南区から編入 万世町  (旧)南区から編入

山谷  (旧)南区から編入 南太田町  (旧)南区から編入

清水ケ丘  (旧)南区から編入 南吉田町  (旧)南区から編入

宿町  (旧)南区から編入 三春台  (旧)南区から編入

白金町  (旧)南区から編入 宮元町  (旧)南区から編入

白妙町  (旧)南区から編入 六ツ川一丁目  (旧)南区から編入

新川町  (旧)南区から編入 六ツ川二丁目  (旧)南区から編入

高砂町  (旧)南区から編入 六ツ川三丁目  (旧)南区から編入

高根町  (旧)南区から編入 六ツ川四丁目  (旧)南区から編入

通町  (旧)南区から編入 睦町  (旧)南区から編入

中里町  (旧)南区から編入 吉野町  (旧)南区から編入

中島町  (旧)南区から編入 若宮町  (旧)南区から編入

昭44.10. 1（行編） 昭44.10. 1　行政区再編成及び同日施行の町区域の設定等の沿革につい

ては、(旧)区の沿革欄を参照。

　　　　　（町） 昭44. 9.12県告653

昭45. 3. 6（区） 昭45. 3. 6県告142〔換〕昭45. 3. 5公告34

（中村町） 一部　八幡町へ

一部　八幡町から

（八幡町） 一部　中村町から

一部　中村町、平楽から

新区制施行当時の町名（54か町）

沿 革

町　　　名 町　　　名

新設（異動）町名
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（平楽） 一部　八幡町へ

昭49. 2.18（住） 昭49. 1.14県告28〔住〕昭49. 1.14告8

（大岡町） 廃　　大岡三丁目、大岡四丁目、大岡五丁目、港南区上大岡町へ

〇 （大岡三丁目） 一部　大岡町から

〇 大岡四丁目 新　　大岡町の一部

〇 大岡五丁目 新　　大岡町の一部

　　　　計　55か町となる。

昭49. 6. 1（埋） 〔住〕昭49. 8. 9県告664

（日枝町） 　　　　　土地の確認のみ

（南吉田町） 　　　　　土地の確認のみ

（山王町） 　　　　　土地の確認のみ

（吉野町） 　　　　　土地の確認のみ

（新川町） 　　　　　土地の確認のみ

（二葉町） 　　　　　土地の確認のみ

（高砂町） 　　　　　土地の確認のみ

（浦舟町） 　　　　　土地の確認のみ

（白妙町） 　　　　　土地の確認のみ

（高根町） 　　　　　土地の確認のみ

（真金町） 　　　　　土地の確認のみ

（永楽町） 　　　　　土地の確認のみ

昭50. 7.28（住） 昭50. 7．4県告507〔住〕昭50. 7. 5告186

（中里町） 一部　中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、中里四丁目、別所二丁目、

　　　別所中里台、弘明寺町、六ツ川一丁目へ

（別所町） 一部　中里一丁目、中里二丁目、中里四丁目、別所一丁目、別所二丁目、

　　　別所三丁目、別所四丁目、別所中里台へ

（弘明寺町） 一部　中里一丁目、中里三丁目へ

一部　中里町から

（六ツ川一丁目） 一部　中里三丁目、中里四丁目へ

一部　中里町から

〇 中里一丁目 新　　弘明寺町、中里町、別所町の各一部

〇 中里二丁目 新　　中里町、別所町、港南区最戸町の各一部

〇 中里三丁目 新　　弘明寺町、中里町、六ツ川一丁目の各一部

〇 中里四丁目 新　　中里町、別所町、六ツ川一丁目の各一部

〇 別所一丁目 新　　別所町、港南区最戸町の各一部

〇 別所二丁目 新　　中里町、別所町、港南区最戸町の各一部

〇 別所三丁目 新　　別所町の一部

〇 別所四丁目 新　　別所町の一部

〇 別所中里台 新　　中里町、別所町の各一部
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　　　　計　64か町となる。

昭51. 7.26（住） 昭51. 6.25県告471〔住〕昭51. 6.25告166

〇 （井土ケ谷上町） 一部　井土ケ谷中町、永田町へ

一部　井土ケ谷中町、弘明寺町、永田町から

（井土ケ谷中町） 一部　井土ケ谷上町へ

一部　井土ケ谷上町から

（弘明寺町） 一部　井土ケ谷上町へ

（永田町） 一部　井土ケ谷上町へ

一部　井土ケ谷上町から

昭52. 8. 1（住） 昭52. 7. 5県告517〔住〕昭52. 7. 5告示143

（庚台） 一部　西区元久保町へ

（清水ケ丘） 一部　西区元久保町へ

（伏見町） 一部　西区元久保町へ

昭54. 7.23（住） 昭54. 6.22県告533〔住〕昭54. 6.25告133

（井土ケ谷中町） 一部　永田東一丁目へ

（永田町） 一部　永田山王台、永田東一丁目、永田東二丁目、永田南一丁目、永田

　　　南二丁目、南太田町、六ツ川一丁目へ

（南太田町） 一部　永田町から

（六ツ川一丁目） 一部　永田山王台、永田南一丁目へ

一部　永田町から

〇 永田山王台 新　　永田町、六ツ川一丁目の各一部

〇 永田東一丁目 新　　井土ケ谷中町、永田町の各一部

〇 永田東二丁目 新　　永田町の一部

〇 永田南一丁目 新　　永田町、六ツ川一丁目の各一部

〇 永田南二丁目 新　　永田町の一部

　　　　計　69か町となる。

昭55. 3.25（町） 昭55. 3.14県告196

（六ツ川四丁目） 一部　戸塚区平戸町へ

一部　戸塚区平戸町から

昭55.11.15（町） 昭55.11.11県告904

（六ツ川四丁目） 一部　戸塚区平戸町へ

昭56. 7.13（住） 昭56. 6.16県告519〔住〕昭56. 6.15告130

（永田町） 廃　　永田北一丁目、永田北二丁目、永田北三丁目、永田台、永田東三

　　　丁目、永田みなみ台、南太田町、保土ケ谷区狩場町へ

（南太田町） 一部　永田東三丁目へ

一部　永田町から

（六ツ川三丁目） 一部　永田台、保土ケ谷区権太坂三丁目へ

〇 永田北一丁目 新　　永田町の一部
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〇 永田北二丁目 新　　永田町の一部

〇 永田北三丁目 新　　永田町、保土ケ谷区瀬戸ケ谷町の各一部

〇 永田台 新　　永田町、六ツ川三丁目の各一部

〇 永田東三丁目 新　　永田町、南太田町の各一部

〇 永田みなみ台 新　　永田町の一部

　　　　計　74か町となる。

昭58. 8. 8（住） 昭58. 6.24県告539〔住〕昭58. 6.25告145

（別所町） 廃　　別所五丁目、別所六丁目、別所七丁目、六ツ川二丁目へ

（六ツ川二丁目） 一部　別所六丁目へ

一部　別所町から

〇 別所五丁目 新　　別所町の一部

〇 別所六丁目 新　　別所町、六ツ川二丁目の各一部

〇 別所七丁目 新　　別所町の一部

　　　　計　76か町となる。

昭59. 1.29（町） 昭59. 1.17県告34

（永田山王台） 一部　六ツ川一丁目へ

（永田南一丁目） 一部　六ツ川一丁目へ

（六ツ川一丁目） 一部　永田山王台、永田南一丁目から

昭59. 7.23（住） 昭59. 6.26県告561

（大岡四丁目） 一部　港南区上大岡東一丁目から

平 5. 8 30（住） 平 5. 7.30県告763

〇 （永田台） 一部　永田みなみ台から

〇 （永田みなみ台） 一部　永田台へ

平 7.10.16（住） 平 7. 7.21県告675〔住〕平 7. 8. 4告203

（井土ケ谷下町） 一部　南太田町から

一部　南太田二丁目、南太田三丁目、南太田四丁目へ

（井土ケ谷中町） 一部　南太田四丁目へ

（庚台） 一部　南太田町から

一部　南太田一丁目へ

（山王町） 一部　南太田一丁目へ

（清水ケ丘） 一部　南太田町から

一部　南太田二丁目へ

（宿町） 一部　南太田一丁目へ

（白金町） 一部　南太田一丁目へ

（西中町） 一部　南太田一丁目へ

（花之木町） 一部　南太田一丁目、南太田二丁目へ

（日枝町） 一部　南太田一丁目へ

（前里町） 一部　南太田一丁目へ
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（南吉田町） 一部　南太田一丁目へ

（南太田町） 廃　　井土ケ谷下町、庚台、清水ケ丘、南太田一丁目、南太田二丁目、

　　　南太田三丁目、南太田四丁目、保土ケ谷区岩井町へ

〇 南太田一丁目 新　　庚台、山王町、宿町、白金町、西中町、花之木町、日枝町、前里

　　　町、南太田町、南吉田町の各一部

〇 南太田二丁目 新　　井土ケ谷下町、清水ケ丘、花之木町、南太田町の各一部

〇 南太田三丁目 新　　井土ケ谷下町、南太田町の各一部

〇 南太田四丁目 新　　井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、南太田町の各一部

　　　　計　79か町となる。
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港 南 区 （昭和44年10月１日区制施行）

沿　　　革 沿　　　革

大久保町  (旧)南区から編入 笹下町  (旧)南区から編入

上大岡町  (旧)南区から編入 下永谷町  (旧)南区から編入

上永谷町  (旧)南区から編入 野庭町  (旧)南区から編入

最戸町  (旧)南区から編入 日野町  (旧)南区から編入

昭44.10. 1（行編） 昭44.10. 1　行政区再編成及び同日施行の町区域の設定等の沿革につい

ては、(旧)区の沿革欄を参照。

　　　　　（町） 昭44. 9.12県告653

昭45. 4. 1（住） 昭45. 3.20県告180〔住〕昭45. 3.20告47

（笹下町） 一部　磯子区笹下町から

（日野町） 一部　磯子区笹下町、矢部野町、日野町から

昭46. 7. 5（住） 昭46. 5.14県告481〔住〕昭46. 5.15告67

（笹下町） 一部　磯子区森五丁目へ

一部　磯子区森町から

昭47. 6. 5（住） 昭47. 5. 2県告528〔住〕昭47. 5. 4告102

（笹下町） 一部　港南一丁目、港南二丁目、港南三丁目、港南四丁目、港南五丁目、

　　　港南六丁目、港南中央通、大久保町、下永谷町、上永谷町、野庭

　　　町、日野町、上大岡町へ

（上大岡町） 一部　港南一丁目、港南四丁目、港南中央通へ

一部　笹下町から

（日野町） 一部　港南三丁目、港南中央通へ

一部　笹下町から

（大久保町） 一部　笹下町から

（下永谷町） 一部　笹下町から

（上永谷町） 一部　笹下町から

（野庭町） 一部　笹下町から

○ 港南一丁目 新　　笹下町、上大岡町の各一部

○ 港南二丁目 新　　笹下町の一部

○ 港南三丁目 新　　笹下町、日野町の各一部

○ 港南四丁目 新　　笹下町、上大岡町の各一部

○ 港南五丁目 新　　笹下町の一部

○ 港南六丁目 新　　笹下町の一部

○ 港南中央通 新　　笹下町、上大岡町、日野町の各一部

　　　　計　15か町となる。

昭48.12. 1 昭48.11.27県告962

（日野町） 一部　戸塚区鍛冶ケ谷町へ

区制施行当時の町名（８か町）

沿 革

町　　　名

新設（異動）町名

町　　　名
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一部　戸塚区鍛冶ケ谷町、小菅ケ谷町から

（野庭町） 一部　戸塚区小菅ケ谷町へ

一部　戸塚区小菅ケ谷町から

昭49. 4.18(住） 昭49. 1.14県告28〔住〕昭49. 1.14告8

（上大岡町） 一部　南区大岡町から

昭50. 7.28（住） 昭50. 7. 4県告507〔住〕昭50. 7. 5告186

（大久保町） 廃　　大久保一丁目、大久保二丁目、大久保三丁目、上大岡西一丁目、

　　　最戸一丁目、最戸二丁目、下永谷町へ

（上大岡町） 廃　　大久保二丁目、上大岡東一丁目、上大岡東二丁目、上大賀東三丁

　　　目、上大岡西一丁目、上大岡西二丁目、上大岡西三丁目、笹下町へ

（最戸町） 廃　　大久保一丁目、大久保二丁目、最戸一丁目、最戸二丁目、南区中

　　　里二丁目、別所一丁目、別所二丁目へ

（笹下町） 一部　上大岡東二丁目、上大岡西三丁目へ

一部　上大岡町から

（下永谷町） 一部　大久保町から

○ 大久保一丁目 新　　大久保町、最戸町の各一部

○ 大久保二丁目 新　　大久保町、上大岡町、最戸町の各一部

○ 大久保三丁目 新　　大久保町の一部

○ 上大岡東一丁目 新　　上大岡町の一部

○ 上大岡東二丁目 新　　上大岡町、笹下町の各一部

○ 上大岡東三丁目 新　　上大岡町の一部

○ 上大岡西一丁目 新　　大久保町、上大岡町の各一部

○ 上大岡西二丁目 新　　上大岡町の一部

○ 上大岡西三丁目 新　　上大岡町、笹下町の各一部

○ 最戸一丁目 新　　大久保町、最戸町の各一部

○ 最戸二丁目 新　　大久保町、最戸町の各一部

　　　　計　23か町となる。

昭52. 2.28（町） 昭52. 2.25県告116

（下永谷町） 一部　戸塚区平戸町へ

昭52. 3. 6（区） 昭52. 3. 4県告133〔換〕昭52. 3. 5公告51

（上永谷町） 一部　野庭町へ

（日野町） 一部　野庭町へ

（野庭町） 一部　上永谷町、日野町から

昭52. 8. 1（住） 昭52. 7. 5県告517〔住〕昭52. 7. 5告143

（笹下町） 廃　　笹下一丁目、笹下二丁目、笹下三丁目、笹下四丁目、笹下五丁目、

　　　笹下六丁目、笹下七丁目、日野町、磯子区田中町、森六丁目、洋

　　　光台一丁目へ

（日野町） 一部　笹下町から
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○ 笹下一丁目 新　　笹下町の一部

○ 笹下二丁目 新　　笹下町、磯子区森が丘二丁目の各一部

○ 笹下三丁目 新　　笹下町、磯子区田中町、森町の各一部

○ 笹下四丁目 新　　笹下町の一部

○ 笹下五丁目 新　　笹下町の一部

○ 笹下六丁目 新　　笹下町の一部

○ 笹下七丁目 新　　笹下町の一部

　　　　計　29か町となる。

昭53. 7.31（住） 昭53. 6.23県告500〔住〕昭53. 6.15告144

（上永谷町） 一部　東永谷二丁目へ

（下永谷町） 一部　芹が谷一丁目、芹が谷二丁目、芹が谷三丁目、芹が谷四丁目、芹

　　　が谷五丁目、東永谷一丁目、東永谷二丁目へ

○ 芹が谷一丁目 新　　下永谷町の一部

○ 芹が谷二丁目 新　　下永谷町の一部

○ 芹が谷三丁目 新　　下永谷町の一部

○ 芹が谷四丁目 新　　下永谷町の一部

○ 芹が谷五丁目 新　　下永谷町の一部

○ 東永谷一丁目 新　　下永谷町の一部

○ 東永谷二丁目 新　　上永谷町、下永谷町の各一部

　　　　計　36か町となる。

昭54. 7.23（住） 昭54. 6.22県告533〔住〕昭54. 6.25告133

（上永谷町） 一部　上永谷一丁目、上永谷二丁目、上永谷三丁目、上永谷四丁目、上

　　　永谷五丁目、上永谷六丁目、下永谷町、野庭町、丸山台一丁目、

　　　丸山台二丁目、丸山台三丁目、丸山台四丁目へ

（下永谷町） 一部　上永谷一丁目、上永谷三丁目、上永谷四丁目、上永谷六丁目へ

一部　上永谷町から

（野庭町） 一部　上永谷一丁目、上永谷二丁目、丸山台一丁目へ

一部　上永谷町から

○ 上永谷一丁目 新　　上永谷町、下永谷町、野庭町の各一部

○ 上永谷二丁目 新　　上永谷町、野庭町の各一部

○ 上永谷三丁目 新　　上永谷町、下永谷町の各一部

○ 上永谷四丁目 新　　上永谷町、下永谷町の各一部

○ 上永谷五丁目 新　　上永谷町の一部

○ 上永谷六丁目 新　　上永谷町、下永谷町の各一部

○ 丸山台一丁目 新　　上永谷町、野庭町の各一部

○ 丸山台二丁目 新　　上永谷町の一部

○ 丸山台三丁目 新　　上永谷町の一部

○ 丸山台四丁目 新　　上永谷町の一部
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※土地区画整理事業区域内の上永谷町の一部の不動産登記法上の土地の

　表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日（昭55.10.19）

　となります。

　　　　計　46か町となる。

昭55.10.19（区） 〔換〕昭55.10.18公告310

※港南丸山土地区画整理事業の換地処分の公告によって、事業区域内の

　上永谷町の一部の土地の表示が廃止されました。

昭55.11.10（住） 昭55.10.24県告842〔住〕昭55.10.25告242

（上永谷町） 一部　日限山一丁目、日限山二丁目、日限山三丁目、日限山四丁目、戸

　　　塚区南舞岡一丁目、南舞岡二丁目、南舞岡四丁目へ

（下永谷町） 一部　日限山一丁目へ

（野庭町） 一部　日限山三丁目へ

○ 日限山一丁目 新　　上永谷町、下永谷町、戸塚区舞岡町の各一部

○ 日限山二丁目 新　　上永谷町、戸塚区舞岡町の各一部

○ 日限山三丁目 新　　上永谷町、野庭町、戸塚区舞岡町の各一部

○ 日限山四丁目 新　　上永谷町、戸塚区舞岡町の各一部

　　　　計　50か町となる。

昭56. 7.27（住） 昭56. 6.16県告519〔住〕昭56. 6.15告130

（日野町） 一部　港南台一丁目、港南台二丁目、港南台三丁目、港南台四丁目、港

　　　南台五丁目、港南台六丁目、港南台七丁目、港南台八丁目、港南

　　　台九丁目、磯子区洋光台五丁目、戸塚区上郷町へ

○ 港南台一丁目 新　　日野町の一部

○ 港南台二丁目 新　　日野町の一部

○ 港南台三丁目 新　　日野町の一部

○ 港南台四丁目 新　　日野町、戸塚区中野町の各一部

○ 港南台五丁目 新　　日野町、戸塚区上郷町の各一部

○ 港南台六丁目 新　　日野町の一部

○ 港南台七丁目 新　　日野町の一部

○ 港南台八丁目 新　　日野町、磯子区峰町、戸塚区上郷町の各一部

○ 港南台九丁目 新　　日野町、戸塚区上郷町、中野町の各一部

※土地区画整理事業区域内の日野町、戸塚区上郷町及び中野町の各一部

　の不動産登記法上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあっ

  た日の翌日（昭57. 3.14）となります。

　　　　　計　59か町となる。

昭57. 3. 14（区） 〔換〕昭57. 3.13県公告

※港南台土地区画整理事業の換地処分の公告によって、事業区域内の日

　野町、戸塚区上郷町及び中野町の各一部の土地の表示が廃止されまし

　た。
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昭58. 8. 8（住） 昭58. 6.24県告539〔住〕昭58. 6.25告145

（下永谷町） 一部　東芹が谷、東永谷三丁目へ

（日野町） 一部　日野南一丁目、日野南二丁目、日野南三丁目へ

○ 東芹が谷 新　　下永谷町の一部

○ 東永谷三丁目 新　　下永谷町の一部

○ 日野南一丁目 新　　日野町の一部

○ 日野南二丁目 新　　日野町の一部

○ 日野南三丁目 新　　日野町の一部

　　　　計　64か町となる。

昭58.11.27（町） 昭58.11.18県告950

（港南台九丁目） 一部　戸塚区上郷町へ

昭59. 7.23（住） 昭59. 6.26県告561

（上大岡東一丁目） 一部　南区大岡四丁目へ

昭60. 3.27（住） 昭59. 3.26県告260

（上大岡東二丁目） 一部　上大岡東三丁目へ

（上大岡東三丁目） 一部　上大岡東二丁目から

昭60. 6. 3（町） 昭60. 5.31県告508

（日野町） 一部　戸塚区鍛冶ケ谷町へ

昭60. 7.22（住） 昭60. 6.25県告573〔住〕昭60. 6.25告175

○ （港南三丁目） 一部　日野町から

○ （港南六丁目） 一部　日野町から

○ （港南中央通） 一部　日野町から

（野庭町） 一部　日野二丁目、日野四丁目、日野六丁目、日野七丁目、日野八丁目、

　　　日野九丁目へ

一部　日野町から

（日野町） 一部　港南三丁目、港南六丁目、港南中央通、野庭町、日野一丁目、日

　　　野二丁目、日野三丁目、日野四丁目、日野五丁目、日野六丁目、

　　　日野七丁目、日野八丁目、日野九丁目へ

○ 日野一丁目 新　　日野町の一部

○ 日野二丁目 新　　野庭町、日野町の各一部

○ 日野三丁目 新　　日野町の一部

○ 日野四丁目 新　　野庭町、日野町の各一部

○ 日野五丁目 新　　日野町の一部

○ 日野六丁目 新　　野庭町、日野町の各一部

○ 日野七丁目 新　　野庭町、日野町の各一部

○ 日野八丁目 新　　野庭町、日野町の各一部

○ 日野九丁目 新　　野庭町、日野町の各一部

　　　　計　73か町となる。
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昭62. 7.20（住） 昭62. 6.12県告510〔住〕昭62. 6.15告142

（野庭町） 一部　日野南四丁目、日野南五丁目、日野南六丁目へ

一部　日野町から

（日野町） 一部　野庭町、日野南四丁目、日野南五丁目、日野南六丁目、日野南七

　　　丁目へ

○ 日野南四丁目 新　　野庭町、日野町の各一部

○ 日野南五丁目 新　　野庭町、日野町の各一部

○ 日野南六丁目 新　　野庭町、日野町の各一部

○ 日野南七丁目 新　　日野町の一部

　　　　計　77か町となる。

平 2. 2.24（改） 平 2. 2.23県告160〔換〕平 2. 2.23県公告160

（上永谷町） 一部　野庭町へ

（野庭町） 一部　上永谷町から

平 2. 7. 9（住） 平 2. 6. 8県告543〔住〕平 2. 6.15告168

（下永谷町） 一部　下永谷一丁目、下永谷二丁目、下永谷三丁目、下永谷四丁目、芹

　　　が谷五丁目、日限山一丁目、戸塚区平戸町へ

（上永谷六丁目） 一部　下永谷三丁目へ

○ （芹が谷五丁目） 一部　下永谷町から

○ （日限山一丁目） 一部　下永谷町から

○ 下永谷一丁目 新　　下永谷町の一部

○ 下永谷二丁目 新　　下永谷町の一部

○ 下永谷三丁目 新　　上永谷六丁目、下永谷町の各一部

○ 下永谷四丁目 新　　下永谷町の一部

　　　　計　81か町となる。

平 5.10.18（住） 平 5. 7.30県告762〔住〕平 5. 8. 5告237

（日野町） 廃　　日野中央一丁目、日野中央二丁目、日野中央三丁目へ

○ 日野中央一丁目 新　　日野町の一部

○ 日野中央二丁目 新　　日野町の一部

○ 日野中央三丁目 新　　日野町の一部

　　　　計　83か町となる。

平 9.10.27（住） 平 9. 9. 5告217〔住〕平 9. 9. 5告218

（下永谷町） 廃　　下永谷五丁目、下永谷六丁目、戸塚区柏尾町、上柏尾町、平戸町へ

○ 下永谷五丁目 新　　下永谷町の一部

○ 下永谷六丁目 新　　下永谷町、戸塚区上柏尾町の各一部

　　　　計　84か町となる。
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神戸上町 和田町

神戸下町 上星川町

保土ケ谷町 川島町

岩間上町

昭 7. 2.15（耕） 昭 7. 3. 1告26（昭 7. 2.16県彙報）

（星川町） 一部　神戸下町へ

一部　神戸上町、神戸下町から

（神戸上町） 一部　星川町、神戸下町、保土ケ谷町へ

一部　帷子町、神戸下町、保土ケ谷町、仏向町から

（神戸下町） 一部　星川町、神戸上町へ

一部　星川町、神戸上町から

（帷子町） 一部　神戸上町へ

一部　保土ケ谷町から

（保土ケ谷町） 一部　帷子町、神戸上町へ

一部　神戸上町から

（仏向町） 一部　神戸上町へ

昭 9.12.30（耕） 昭 9.12.27告184（昭 9.12.18県彙報）〔認〕昭10. 2.15県告77

（宮田町） 一部　峰岡町へ

一部　峰岡町から

（峰岡町） 一部　宮田町へ

一部　宮田町から

昭14. 4. 1(市域編入) 昭14. 3.31告27、31（昭14. 4. 1県彙報）〔市編〕昭14. 3.31県告221

上川井町 都筑郡　都岡村　大字　上川井

下川井町 都筑郡　都岡村　大字　下川井

川井町 都筑郡　都岡村　大字　川井

今宿町 都筑郡　都岡村　大字　今宿

上白根町 都筑郡　都岡村　大字　上白根

下白根町 都筑郡　都岡村　大字　下白根

二俣川町 都筑郡 二俣川村 大字　二俣川

三反田町 都筑郡 二俣川村 大字　三反田

小高町 都筑郡 二俣川村 大字　小高新田

市沢町 都筑郡 二俣川村 大字　市野沢

今井町 都筑郡 二俣川村 大字　今井

　　　　計　26か町となる。

昭15.11. 1 昭15.10.31告164

（神戸上町） 廃　　桜ケ丘、帷子町、月見台、霞台、初音ケ丘、藤塚町へ

峰岡町

区制施行当時の町名（15か町）

新設（異動）町名

岩間下町

仏向町

坂本町

星川町

沿 革

帷子町

天王町

宮田町
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（神戸下町） 廃　　神戸町、天王町、月見台、岩間町へ

（岩間上町） 廃　　瀬戸ケ谷町、帷子町、岩井町、保土ケ谷町へ

（岩間下町） 廃　　岩間町、天王町へ

（帷子町） 一部　月見台、岩間町へ

一部　岩間上町、神戸上町から

（宮田町） 一部　川辺町、鎌谷町へ

（峰岡町） 一部　峰沢町、和田町、川辺町、釜台町、岡沢町、常盤台へ

（天王町） 一部　神戸下町、岩間下町から

（保土ケ谷町） 一部　桜ケ丘、瀬戸ケ谷町、境木町、法泉町、藤塚町、霞台、狩場町、

　　　権太坂、初音ケ丘、岩崎町、月見台へ

一部　岩間上町から

（星川町） 一部　桜ケ丘、明神台、月見台、花見台へ

（和田町） 一部　釜台町へ

一部　峰岡町から

峰沢町 新　　峰岡町の一部

岡沢町 新　　峰岡町の一部

川辺町 新　　峰岡町、宮田町の各一部

釜台町 新　　峰岡町、和田町の各一部　

桜ケ丘 新　　星川町、神戸上町、保土ケ谷町の各一部

明神台 新　　星川町の一部

瀬戸ケ谷町 新　　岩間上町、保土ケ谷町の各一部

境木町 新　　保土ケ谷町の一部

岩崎町 新　　保土ケ谷町の一部

初音ケ丘 新　　保土ケ谷町、神戸上町の各一部

法泉町 新　　保土ケ谷町の一部

神戸町 新　　神戸下町の一部

藤塚町 新　　保土ケ谷町、神戸上町の各一部

鎌谷町 新　　宮田町の一部

常盤台 新　　峰岡町の一部

月見台 新　　神戸上町、神戸下町、星川町、帷子町、保土ケ谷町の各一部

花見台 新　　星川町の一部

霞台 新　　神戸上町、保土ケ谷町の各一部

岩間町 新　　岩間下町、神戸下町、帷子町の各一部

狩場町 新　　保土ケ谷町の一部

権太坂 新　　保土ケ谷町の一部

岩井町 新　　岩間上町の一部

　　　計　44か町となる。

昭16. 1. 1 昭16. 1. 9告2（昭16. 1.28県彙報）
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（下白根町） 廃　　白根町へ

白根町 新　　下白根町の全部

　　　　計　44か町となる。

昭16.10. 1 昭16.10. 1告168（昭16.10.31県彙報）

（明神台） 一部　星川町へ

（星川町） 一部　明神台から

昭18.12. 1 昭18.10.14告193

西久保町 中区から編入

　　　　計　45か町となる。

昭19. 2.22（区） 昭18.12.23告226（昭19. 2.22県彙報）〔認〕昭19. 2.22県告138

（岩井町） 一部　南区南太田町、永田町へ

一部　南区南太田町、永田町から

昭34. 1. 1 昭33.12.23告232（昭34. 1.30県告61）

（今井町） 一部　小高町から

（市沢町） 一部　小高町へ

一部　小高町から

（小高町） 一部　市沢町、今井町へ

一部　三反田町、市沢町から

（三反田町） 一部　川島町、小高町へ

一部　川島町から

（川島町） 一部　三反田町へ

一部　三反田町から

昭34. 4. 1 昭34. 3.24告44（昭34. 7.10県告424）

（三反田町） 一部　川島町へ

（川島町） 一部　今宿町へ

一部　三反田町から

（今宿町） 一部　川島町から

（上白根町） 一部　白根町へ

一部　白根町から

（白根町） 一部　上白根町へ

一部　上白根町から

昭35. 4. 1（町） 昭35. 3.15告65（昭35. 4. 8県告195）

（上星川町） 一部　西谷町へ

（川島町） 一部　西谷町へ

（市沢町） 一部　小高町から

（小高町） 一部　市沢町へ

西谷町 新　　上星川町、川島町の各一部

　　　　計　46か町となる。
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昭36. 4. 1（町） 昭36. 3.15告53（昭36. 4.14県告211）

（二俣川町） 一部　中希望が丘、南希望が丘、東希望が丘へ

（小高町） 一部　中希望が丘、東希望が丘へ

中希望が丘 新　　二俣川町、小高町の各一部

南希望が丘 新　　二俣川町の一部

東希望が丘 新　　二俣川町、小高町の各一部

　　　　計　49か町となる。

昭36.11. 1（町） 昭36.10. 5告249（昭36.11.21県告656）

（二俣川町） 一部　本村町、今川町、四季美台、善部町へ

（小高町） 一部　今川町、四季美台、善部町へ

本村町 新　　二俣川町の一部

今川町 新　　二俣川町、小高町の各一部

四季美台 新　　二俣川町、小高町の各一部

善部町 新　　二俣川町、小高町の各一部

　　　　計　53か町となる。

昭37.11. 1（町） 昭37.10.15告174（昭37.11.20県告626）

（二俣川町） 一部　本宿町、大池町、南本宿町、川島町、本村町へ

（小高町） 一部　南本村町へ

（川島町） 一部　二俣川町から

（本村町） 一部　二俣川町から

本宿町 新　　二俣川町の一部

大池町 新　　二俣川町の一部

南本宿町 新　　二俣川町、小高町の各一部

　　　　計　56か町となる。

昭38. 2. 1（町） 昭38. 1. 5告2（昭38. 2.19県告79）

（二俣川町） 一部　中沢町、中尾町へ

（小高町） 一部　中尾町へ

中沢町 新　　二俣川町の一部

中尾町 新　　二俣川町、小高町の各一部

　　　　計　58か町となる。

昭38. 7. 1 昭38. 6.25告108（昭38. 7.26県告488）

（西谷町） 一部　港北区上菅田町から

昭38.11.15（町） 昭38.10.251告185（昭38.12.20県告783）

（二俣川町） 一部　柏町、万騎が原へ

（小高町） 一部　柏町、万騎が原へ

柏町 新　　二俣川町、小高町の各一部

万騎が原 新　　二俣川町、小高町の各一部

　　　　計　60か町なる。
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昭39. 3. 1（町） 昭39. 2.27告34（昭39. 4. 3県告205）

（二俣川町） 廃　　二俣川１丁目、二俣川２丁目、さちが丘、万騎が原へ

（小高町） 一部　二俣川１丁目、二俣川２丁目、さちが丘へ

（万騎が原） 一部　さちが丘へ

一部　二俣川町から

二俣川１丁目 新　　二俣川町、小高町の各一部

二俣川２丁目 新　　二俣川町、小高町の各一部

さちが丘 新　　二俣川町、小高町、万騎が原の各一部

　　　　計　62か町となる。

昭39. 5. 1（町） 昭39. 4.15告67（昭39. 6. 5県告371）

（下川井町） 一部　笹野台へ

笹野台 新　　下川井町の一部

　　　　計　63か町となる。

昭40. 2. 1（町） 昭40. 1.29県告37

（上川井町） 一部　川井本町、川井宿町へ

（下川井町） 一部　川井本町、川井宿町へ

（川井町） 一部　川井本町、川井宿町へ

川井本町 新　　上川井町、下川井町、川井町の各一部

川井宿町 新　　上川井町、下川井町、川井町の各一部

　　　　計　65か町となる。

昭40.11.25（町） 昭40.11.22県告731

（川井町） 廃　　都岡町、矢指町、上川井町、下川井町へ

（上川井町） 一部　川井町から

（下川井町） 一部　都岡町、金が谷、矢指町、今宿町へ

一部　川井町から

（今宿町） 一部　都岡町へ

一部　下川井町から

都岡町 新　　川井町、下川井町、今宿町の各一部

金が谷 新　　下川井町の一部

矢指町 新　　川井町、下川井町の各一部

　　　　計　67か町となる。

昭41. 5. 1（住） 昭41. 4. 8県告220〔住〕昭41. 4. 8告52

（西久保町） 一部　西区西平沼町、浜松町から

昭41.11. 1（飛） 昭41.11. 1県告762

（権太坂） 一部　南区六ツ川町、最戸町から

昭41.12. 2 昭41.12. 2県告827

（下川井町） 一部　上川井町へ

（上川井町） 一部　下川井町から
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昭43. 3. 1（町） 昭43. 3. 8県告156

（今宿町） 一部　鶴ケ峰一丁目、鶴ケ峰二丁目へ

（三反田町） 一部　鶴ケ峰一丁目、鶴ケ峰二丁目へ

（白根町） 一部　鶴ケ峰二丁目へ

一部　川島町から

（川島町） 一部　鶴ケ峰一丁目、鶴ケ峰二丁目、白根町へ

鶴ケ峰一丁目 新　　今宿町、三反田町、川島町の各一部

鶴ケ峰二丁目 新　　今宿町、三反田町、白根町、川島町の各一部

　　　　計　69か町となる。

昭43.12. 1（町） 昭43.11.26県告806

（川島町） 一部　東川島町へ

東川島町 新　　川島町の一部

　　　　計　70か町となる。

昭44.10. 1（町） 昭44. 9.12県告653

（上星川町） 一部　神奈川区羽沢町から

（峰沢町） 一部　神奈川区三ツ沢上町へ

昭44. 9.22県告677

（市沢町） 一部　左近山へ

（小高町） 一部　左近山へ

（川島町） 一部　上星川町、左近山、鶴ケ峰一丁目、西川島町へ

（三反田町） 一部　左近山へ

（鶴ケ峰一丁目） 一部　川島町から

（本宿町） 一部　左近山へ

（南本宿町） 一部　左近山へ

左近山 新　　市沢町、小高町、川島町、三反田町、本宿町、南本宿町の各一部

西川島町 新　　川島町の一部

昭44.10. 1（行編） 昭44. 4. 1条19、一部改正昭44. 9.20条37

（今井町ほか36か町） 行政区再編成に伴い保土ケ谷区を廃止し、新たに保土ケ谷区へ編入

（今井町） 保土ケ谷区へ編入

（岩井町） 保土ケ谷区へ編入

（岩崎町） 保土ケ谷区へ編入

（岩間町） 保土ケ谷区へ編入

（岡沢町） 保土ケ谷区へ編入

（霞台） 保土ケ谷区へ編入

（帷子町） 保土ケ谷区へ編入

（釜台町） 保土ケ谷区へ編入

（鎌谷町） 保土ケ谷区へ編入

（上星川町） 保土ケ谷区へ編入
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（狩場町） 保土ケ谷区へ編入

（川島町） 一部　保土ケ谷区へ編入

（川辺町） 保土ケ谷区へ編入

（神戸町） 保土ケ谷区へ編入

（権太坂） 保土ケ谷区へ編入

（境木町） 保土ケ谷区へ編入

（坂本町） 保土ケ谷区へ編入

（桜ケ丘） 保土ケ谷区へ編入

（瀬戸ケ谷町） 保土ケ谷区へ編入

（月見台） 保土ケ谷区へ編入

（天王町） 保土ケ谷区へ編入

（常盤台） 保土ケ谷区へ編入

（西久保町） 保土ケ谷区へ編入

（西谷町） 保土ケ谷区へ編入

（初音ケ丘） 保土ケ谷区へ編入

（花見台） 保土ケ谷区へ編入

（東川島町） 保土ケ谷区へ編入

（藤塚町） 保土ケ谷区へ編入

（仏向町） 保土ケ谷区へ編入

（法泉町） 保土ケ谷区へ編入

（星川町） 保土ケ谷区へ編入

（保土ケ谷町） 保土ケ谷区へ編入

（峰岡町） 保土ケ谷区へ編入

（峰沢町） 保土ケ谷区へ編入

（宮田町） 保土ケ谷区へ編入

（明神台） 保土ケ谷区へ編入

（和田町） 保土ケ谷区へ編入

昭44.10. 1（行編） 昭44. 4. 1条19

（市沢町ほか35か町） 行政区再編成に伴い保土ケ谷区を廃止し、新たに旭区へ編入

（市沢町） 旭区へ編入

（今川町） 旭区へ編入

（今宿町） 旭区へ編入

（大池町） 旭区へ編入

（小高町） 旭区へ編入

（柏町） 旭区へ編入

（金が谷） 旭区へ編入

（上川井町） 旭区へ編入

（上白根町） 旭区へ編入
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（川井宿町） 旭区へ編入

（川井本町） 旭区へ編入

（川島町） 一部旭区へ編入

（左近山） 旭区へ編入

（笹野台） 旭区へ編入

（さちが丘） 旭区へ編入

（三反田町） 旭区へ編入

（四季美台） 旭区へ編入

（下川井町） 旭区へ編入

（白根町） 旭区へ編入

（善部町） 旭区へ編入

（都岡町） 旭区へ編入

（鶴ケ峰一丁目） 旭区へ編入

（鶴ケ峰二丁目） 旭区へ編入

（中尾町） 旭区へ編入

（中希望が丘） 旭区へ編入

（中沢町） 旭区へ編入

（西川島町） 旭区へ編入

（東希望が丘） 旭区へ編入

（二俣川１丁目） 旭区へ編入

（二俣川２丁目） 旭区へ編入

（本宿町） 旭区へ編入

（本村町） 旭区へ編入

（万騎が原） 旭区へ編入

（南希望が丘） 旭区へ編入

（南本宿町） 旭区へ編入

（矢指町） 旭区へ編入
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沿　　　革 沿　　　革

新井町  (旧)港北区から編入 瀬戸ケ谷町  (旧)保土ケ谷区から編入

今井町  (旧)保土ケ谷区から編入 月見台  (旧)保土ケ谷区から編入

岩井町  (旧)保土ケ谷区から編入 天王町  (旧)保土ケ谷区から編入

岩崎町  (旧)保土ケ谷区から編入 常盤台  (旧)保土ケ谷区から編入

岩間町  (旧)保土ケ谷区から編入 西久保町  (旧)保土ケ谷区から編入

岡沢町  (旧)保土ケ谷区から編入 西谷町  (旧)保土ケ谷区から編入

霞台  (旧)保土ケ谷区から編入 初音ケ丘  (旧)保土ケ谷区から編入

帷子町  (旧)保土ケ谷区から編入 花見台  (旧)保土ケ谷区から編入

釜台町  (旧)保土ケ谷区から編入 東川島町  (旧)保土ケ谷区から編入

鎌谷町  (旧)保土ケ谷区から編入 藤塚町  (旧)保土ケ谷区から編入

上菅田町  (旧)港北区から編入 仏向町  (旧)保土ケ谷区から編入

上星川町  (旧)保土ケ谷区から編入 法泉町  (旧)保土ケ谷区から編入

狩場町  (旧)保土ケ谷区から編入 星川町  (旧)保土ケ谷区から編入

川島町  (旧)保土ケ谷区から編入 保土ケ谷町  (旧)保土ケ谷区から編入

川辺町  (旧)保土ケ谷区から編入 峰岡町  (旧)保土ケ谷区から編入

神戸町  (旧)保土ケ谷区から編入 峰沢町  (旧)保土ケ谷区から編入

権太坂  (旧)保土ケ谷区から編入 宮田町  (旧)保土ケ谷区から編入

境木町  (旧)保土ケ谷区から編入 明神台  (旧)保土ケ谷区から編入

坂本町  (旧)保土ケ谷区から編入 和田町  (旧)保土ケ谷区から編入

桜ケ丘  (旧)保土ケ谷区から編入

昭44.10. 1（行編） 昭44.10. 1　行政区再編成及び同日施行の町区域の設定等の沿革につい

ては、(旧)区の沿革欄を参照。

　　　　　（町） 昭44. 9.12県告653

昭45. 5. 1（町） 昭45. 4.14県告300

（今井町） 一部　旭区左近山へ

昭45. 6. 1（住） 昭45. 2.24県告101〔住〕昭45. 3. 4告32

（鎌谷町） 一部　神奈川区三ツ沢西町へ

一部　神奈川区三ツ沢西町から

（岡沢町） 一部　神奈川区三ツ沢西町へ

一部　神奈川区三ツ沢西町から

（峰沢町） 一部　神奈川区三ツ沢上町へ

一部　神奈川区三ツ沢上町から

昭45. 8. 1（区） 昭45. 7.31県告669〔換〕昭45. 7.31公告132

（宮田町） 一部　西区浅間町へ

一部　西区浅間町から

新区制施行当時の町名（39か町）

沿 革

町　　　名

新設（異動）町名

町　　　名
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（天王町） 一部　西区浅間町、南浅間町へ

一部　西区浅間町、南浅間町から

昭46. 9. 1 昭46. 8.24県告755

（川島町） 一部　旭区西川島町から

昭49. 3. 6（区） 昭49. 3. 5県告205〔換〕昭49. 3. 5公告48

（宮田町） 一部　天王町、峰岡町、川辺町へ

一部　天王町、川辺町、峰岡町から

（岩間町） 一部　天王町、神戸町へ

一部　天王町から

（天王町） 一部　岩間町、神戸町、宮田町、川辺町へ

一部　宮田町、岩間町から

（神戸町） 一部　岩間町、天王町から

（川辺町） 一部　宮田町、峰岡町へ

一部　天王町、宮田町から

（峰岡町） 一部　宮田町へ

一部　宮田町、川辺町から

昭50. 9. 1 昭50. 8.29県告638

（新井町） 一部　上菅田町から

（上菅田町） 一部　新井町へ

昭51. 7.10（町） 昭51. 7. 9県告515

（川辺町） 一部　天王町から

（天王町） 一部　川辺町へ

一部　神戸町から

（神戸町） 一部　天王町へ

昭51.11.29（住） 昭51. 11. 5県告778〔住〕昭51.11. 5告238

（星川町） 廃　　星川一丁目、星川二丁目、星川三丁目、和田一丁目、川辺町、花

　　　見台、仏向町、明神台へ

（和田町） 廃　　和田一丁目、和田二丁目、釜台町、川辺町、常盤町、峰岡町へ

（釜台町） 一部　和田一丁目、和田町二丁目へ

一部　和田町から

（川辺町） 一部　星川一丁目、和田町一丁目へ

一部　星川町、和田町から

（神戸町） 一部　星川一丁目へ

（桜ケ丘） 一部　星川一丁目へ

（常盤台） 一部　和田町から

（花見台） 一部　星川三丁目へ

一部　星川町、明神台から

（仏向町） 一部　和田一丁目へ
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一部　星川町、明神台から

（峰岡町） 一部　和田二丁目へ

一部　和田町から

○ （明神台） 一部　星川一丁目、星川二丁目、星川三丁目、花見台、仏向町へ

一部　星川町から

○ 星川一丁目 新　　川辺町、神戸町、桜ケ丘、星川町、明神台の各一部

○ 星川二丁目 新　　星川町、明神台の各一部

○ 星川三丁目 新　　花見台、星川町、明神台の各一部

○ 和田一丁目 新　　釜台町、川辺町、仏向町、星川町、和田町の各一部

○ 和田二丁目 新　　釜台町、峰岡町、和田町の各一部

　　　　計　42か町となる。

昭52. 8. 1（住） 昭52. 7. 5県告517〔住〕昭52. 7. 5告143

（西久保町） 一部　西区東久保町へ

一部　西区久保町、東久保町、元久保町から

（岩井町） 一部　西区元久保町へ

一部　西区元久保町から

昭56. 7.13（住） 昭56. 6.16県告519〔住〕昭56. 6.15告130

（権太坂） 廃　　権太坂一丁目、権太坂二丁目、権太坂三丁目、境木本町、法泉一

　　　丁目、法泉二丁目、初音ケ丘へ

（法泉町） 廃　　法泉一丁目、法泉二丁目、法泉三丁目、今井町へ

（今井町） 一部　法泉町から

（狩場町） 一部　法泉一丁目、法泉二丁目、法泉三丁目へ

（境木町） 一部　境木本町へ

（初音ケ丘） 一部　法泉一丁目へ

一部　権太坂から

（藤塚町） 一部　法泉一丁目、法泉二丁目へ

（保土ケ谷町） 一部　権太坂一丁目へ

○ 権太坂一丁目 新　　狩場町、権太坂、保土ケ谷町の各一部

○ 権太坂二丁目 新　　狩場町、権太坂の各一部

○ 権太坂三丁目 新　　狩場町、権太坂、南区六ツ川三丁目の各一部

○ 境木本町 新　　権太坂、境木町の各一部

○ 法泉一丁目 新　　権太坂、初音ケ丘、藤塚町、法泉町の各一部

○ 法泉二丁目 新　　藤塚町、法泉町の各一部

○ 法泉三丁目 新　　権太坂、法泉町の各一部

　　　　計　47か町となる。

昭60. 7.22（住） 昭60. 6.25県告573〔住〕昭60. 6.25告175

（上菅田町） 一部　緑区鴨居町から

平 4.10.19（住） 平 4. 8.25県告753〔住〕平 4. 8.15告221
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（桜ケ丘） 廃　　桜ケ丘一丁目、桜ケ丘二丁目、花見台へ

（岩崎町） 一部　霞台から

○ （霞台） 一部　岩崎町、桜ケ丘一丁目、桜ケ丘二丁目へ

一部　月見台から

（神戸町） 一部　桜ケ丘一丁目、月見台へ

一部　月見台から

○ （月見台） 一部　霞台、神戸町、桜ケ丘一丁目へ

一部　神戸町から

（花見台） 一部　桜ケ丘から

○ 桜ケ丘一丁目 新　　霞台、神戸町、桜ケ丘、月見台の各一部

○ 桜ケ丘二丁目 新　　霞台、桜ケ丘の各一部

　　　　計　48か町となる。

平 5.10.18（住） 平 5. 7.30県告762〔住〕平 5. 8. 5告237

○ （岩崎町） 一部　初音ケ丘へ

一部　初音ケ丘から

○ （初音ケ丘） 一部　岩崎町、花見台、藤塚町、仏向町へ

一部　岩崎町から

○ （花見台） 一部　初音ケ丘、仏向町から

（藤塚町） 一部　初音ケ丘から

（仏向町） 一部　花見台へ

一部　初音ケ丘から

平 7.10.16（住） 平 7. 7.21県告675〔住〕昭 7. 8. 4告203

（岩井町） 一部　南区南太田町から

平 8.10.21（住） 平 8. 8. 9県告685〔住〕平 8. 8.15告205

（岡沢町） 一部　常盤台へ

一部　常盤台から

○ （釜台町） 一部　上星川町、常盤台、仏向町、神奈川区羽沢町へ

一部　坂本町、常盤台、仏向町から

（上星川町） 一部　釜台町から

○ （常盤台） 一部　岡沢町、釜台町、峰沢町、神奈川区羽沢町へ

一部　岡沢町、釜台町、峰岡町から

（坂本町） 一部　釜台町へ

（仏向町） 一部　釜台町へ

一部　釜台町から

（峰岡町） 一部　常盤台へ

（峰沢町） 一部　常盤台から

平10.10.19（住） 平10. 8.25告224〔住〕平10. 8.25告225

（今井町） 一部　新桜ケ丘一丁目、新桜ケ丘二丁目へ
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○ （藤塚町） 一部　新桜ケ丘一丁目、新桜ケ丘二丁目へ

○ 新桜ケ丘一丁目 新　　今井町、藤塚町の各一部

○ 新桜ケ丘二丁目 新　　今井町、藤塚町、旭区市沢町の各一部

　　　　計　50か町となる

平13.10.22（住） 平13. 8.24告281〔住〕平3. 8.24告282

（川島町） 一部　上星川三丁目へ

（坂本町） 一部　上星川町から

（東川島町） 一部　上星川二丁目へ

一部　上星川町から

（上星川町） 廃　　坂本町、東川島町、上星川一丁目、上星川二丁目、上星川三丁目へ

○ 上星川一丁目 新　　上星川町の一部

○ 上星川二丁目 新　　上星川町、東川島町の各一部

○ 上星川三丁目 新　　上星川町、川島町の各一部

　　　　計　52か町となる。

平22.12. 6（住） 平22.10. 5告440〔住〕平22.10. 5告441

○ 仏向西 新　　仏向町の一部

　　　　計　53か町となる。
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旭 区 （昭和44年10月１日区制施行）

沿　　　革 沿　　　革

市沢町  (旧)保土ケ谷区から編入 白根町  (旧)保土ケ谷区から編入

今川町  (旧)保土ケ谷区から編入 善部町  (旧)保土ケ谷区から編入

今宿町  (旧)保土ケ谷区から編入 都岡町  (旧)保土ケ谷区から編入

大池町  (旧)保土ケ谷区から編入 鶴ケ峰一丁目  (旧)保土ケ谷区から編入

小高町  (旧)保土ケ谷区から編入 鶴ケ峰二丁目  (旧)保土ケ谷区から編入

柏町  (旧)保土ケ谷区から編入 中尾町  (旧)保土ケ谷区から編入

金が谷  (旧)保土ケ谷区から編入 中希望が丘  (旧)保土ケ谷区から編入

上川井町  (旧)保土ケ谷区から編入 中沢町  (旧)保土ケ谷区から編入

上白根町  (旧)保土ケ谷区から編入 西川島町  (旧)保土ケ谷区から編入

川井宿町  (旧)保土ケ谷区から編入 東希望が丘  (旧)保土ケ谷区から編入

川井本町  (旧)保土ケ谷区から編入 二俣川１丁目  (旧)保土ケ谷区から編入

川島町  (旧)保土ケ谷区から編入 二俣川２丁目  (旧)保土ケ谷区から編入

左近山  (旧)保土ケ谷区から編入 本宿町  (旧)保土ケ谷区から編入

笹野台  (旧)保土ケ谷区から編入 本村町  (旧)保土ケ谷区から編入

さちが丘  (旧)保土ケ谷区から編入 万騎が原  (旧)保土ケ谷区から編入

三反田町  (旧)保土ケ谷区から編入 南希望が丘  (旧)保土ケ谷区から編入

四季美台  (旧)保土ケ谷区から編入 南本宿町  (旧)保土ケ谷区から編入

下川井町  (旧)保土ケ谷区から編入 矢指町  (旧)保土ケ谷区から編入

昭44.10. 1（行編） 昭44.10. 1　行政区再編成及び同日施行の町区域の設定等の沿革につい

ては、(旧)区の沿革欄を参照。

　　　　　（町） 昭44. 9.12県告677

昭45. 5. 1（町） 昭45. 4.14県告300

（左近山） 一部　市沢町、保土ケ谷区今井町から

（川島町） 一部　桐が作へ

（市沢町） 一部　桐が作、左近山へ

桐が作 新　　市沢町、川島町の各一部

　　　　計　37か町となる。

昭45.11.10（町） 昭45.11. 6県告979

（今宿町） 一部　鶴ケ峰本町へ

（白根町） 一部　鶴ケ峰本町へ

鶴ケ峰本町 新　　今宿町、白根町の各一部

　　　　計　38か町となる。

昭46. 9. 1 昭46. 8.24県告755

（西川島町） 一部　保土ケ谷区川島町へ

昭47. 5. 1（町） 昭47. 4.28県告512

区制施行当時の町名（36か町）

沿 革

町　　　名

新設（異動）町名

町　　　名
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（今宿町） 一部　今宿西町、今宿東町へ

今宿西町 新　　今宿町の一部

今宿東町 新　　今宿町の一部

　　　　計　40か町となる。

昭49. 3.15（町） 昭49. 3.12県告235

（今宿町） 一部　今宿南町、今川町へ

（今川町） 一部　今宿南町へ

一部　今宿町から

今宿南町 新　　今宿町、今川町の各一部

　　　　計　41か町となる。

昭52. 2.28（町） 昭52. 2.25県告113

（上白根町） 一部　緑区台村町、寺山町から

昭54. 2.25（区） 昭54. 2.16県告108〔換〕昭54. 2.24公告53

（上川井町） 一部　若葉台一丁目、若葉台二丁目、若葉台三丁目、若葉台四丁目へ

若葉台一丁目 新　　上川井町の一部

若葉台二丁目 新　　上川井町の一部

若葉台三丁目 新　　上川井町の一部

若葉台四丁目 新　　上川井町の一部

　　　　計　45か町となる。

昭54. 3.26（住） 〔住〕昭54. 3.15告42

○ （若葉台一丁目） 住居表示実施

昭54. 6.26（区） 昭54. 6. 5県告499〔換〕昭54. 6.25公告197

（大池町） 一部　柏町、戸塚区岡津町へ

（柏町） 一部　戸塚区岡津町へ

一部　大池町、善部町、戸塚区岡津町から

（善部町） 一部　柏町へ

昭55. 3.31（町） 昭55. 3.28県告255

（上川井町） 一部　瀬谷区卸本町へ

昭56. 3. 1（住） 〔住〕昭56. 2.25告19

○ （若葉台二丁目） 住居表示実施

昭57. 7.19（住） 〔住〕昭57. 6.15告152

○ （若葉台三丁目） 住居表示実施

昭57. 7.19（町） 昭57. 6.29県告621

（若葉台二丁目） 一部　緑区三保町、十日市場町、長津田町へ

（若葉台四丁目） 一部　緑区長津田町から

（上川井町） 一部　緑区霧が丘六丁目へ

昭58. 5. 1（住） 〔住〕昭58. 3.25告55

○ （若葉台四丁目） 住居表示実施
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昭61. 1. 8（改） 昭61. 1. 7県告2〔換〕昭61. 1. 7県公告

（川井本町） 一部　下川井町へ

（下川井町） 一部　矢指町へ

一部　川井本町、矢指町から

（矢指町） 一部　下川井町へ

一部　下川井町から

昭63. 7.25（住） 昭63. 6.24県告587〔住〕昭63. 6.25告155

（川島町） 一部　白根二丁目へ

一部　白根町から

（白根町） 一部　川島町、白根一丁目、白根二丁目、白根三丁目、白根四丁目、白

　　　根五丁目、白根六丁目、白根七丁目、白根八丁目、鶴ケ峰二丁目、

　　　鶴ケ峰本町、西川島町へ

（鶴ケ峰二丁目） 一部　白根一丁目へ

一部　白根町から

（鶴ケ峰本町） 一部　白根三丁目、白根四丁目へ

一部　白根町から

（西川島町） 一部　白根一丁目へ

一部　白根町から

○ 白根一丁目 新　　白根町、鶴ケ峰二丁目、西川島町の各一部

○ 白根二丁目 新　　川島町、白根町の各一部

○ 白根三丁目 新　　白根町、鶴ケ峰本町の各一部

○ 白根四丁目 新　　白根町、鶴ケ峰本町の各一部

○ 白根五丁目 新　　白根町の一部

○ 白根六丁目 新　　白根町の一部

○ 白根七丁目 新　　白根町の一部

○ 白根八丁目 新　　白根町の一部

　　　　計　53か町となる。

平元. 8.21（住） 平元. 7. 4県告587〔住〕平元. 7.15告184

（上白根町） 一部　上白根一丁目、上白根二丁目、上白根三丁目、中白根二丁目、中

　　　白根三丁目、緑区寺山町へ

（白根町） 一部　上白根一丁目、上白根二丁目、中白根一丁目、中白根二丁目、中

　　　白根三丁目、中白根四丁目へ

○ 上白根一丁目 新　　上白根町、白根町の各一部

○ 上白根二丁目 新　　上白根町、白根町の各一部

○ 上白根三丁目 新　　上白根町、緑区寺山町の各一部

○ 中白根一丁目 新　　白根町の一部

○ 中白根二丁目 新　　上白根町、白根町の各一部

○ 中白根三丁目 新　　上白根町、白根町、緑区寺山町の各一部
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○ 中白根四丁目 新　　白根町の一部

　　　　計　60か町となる。

平 2. 7. 9（住） 平 2. 6. 8県告543

（白根町） 一部　緑区白山四丁目へ

一部　緑区白山町から

平 3.11.11（住） 平 3.10. 1県告834〔住〕平 3.11. 5告243

（笹野台） 廃　　笹野台一丁目、笹野台二丁目、笹野台三丁目、笹野台四丁目へ

（今宿町） 一部　金が谷二丁目へ

（金が谷） 一部　金が谷一丁目、金が谷二丁目、笹野台三丁目、笹野台四丁目へ

○ 金が谷一丁目 新　　金が谷の一部

○ 金が谷二丁目 新　　今宿町、金が谷の各一部

○ 笹野台一丁目 新　　笹野台の一部

○ 笹野台二丁目 新　　笹野台の一部

○ 笹野台三丁目 新　　金が谷、笹野台の各一部

○ 笹野台四丁目 新　　金が谷、笹野台の各一部

　　　　計　65か町となる。

平 4.10.19（住） 平 4. 8.25県告753〔住〕平 4. 8.15告221

（金が谷） 一部　金が谷二丁目へ

○ （金が谷二丁目） 一部　金が谷から

平 8.10.21（住） 平 8. 8. 9県告685〔住〕平 8. 8.15告205

（今川町） 一部　中沢一丁目、中沢二丁目へ

（今宿町） 一部　中沢二丁目、中沢三丁目へ

（四季美台） 一部　中沢町から

一部　中沢一丁目へ

（中尾町） 廃　　中尾一丁目、中尾二丁目、中尾三丁目へ

（中沢町） 廃　　四季美台、中沢一丁目、中沢二丁目、中沢三丁目へ

（二俣川１丁目） 一部　中尾一丁目へ

○ 中尾一丁目 新　　中尾町、二俣川１丁目の各一部

○ 中尾二丁目 新　　中尾町の一部

○ 中沢一丁目 新　　今川町、四季美台、中沢町の各一部

○ 中沢二丁目 新　　今川町、今宿町、中沢町の各一部

○ 中沢三丁目 新　　今宿町、中尾町、中沢町の各一部

　　　　計　68か町となる。

平 9.10.27（住） 平 9. 9. 5告217〔住〕平 9. 9. 5告218

（今宿町） 一部　今宿一丁目、今宿二丁目へ

○ 今宿一丁目 新　　今宿町の一部

○ 今宿二丁目 新　　今宿町の一部

　　　　計　70か町となる。
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平10.10.19（住） 平10. 8.25告224〔住〕平10. 8.25告225

（市沢町） 一部　保土ケ谷区新桜ケ丘二丁目へ

平12.10.23（住） 平12. 8.25告259〔住〕平12. 8.25告260

（今宿東町） 一部　鶴ケ峰本町三丁目へ

（鶴ケ峰一丁目） 一部  鶴ケ峰本町一丁目へ

（鶴ケ峰二丁目） 一部  鶴ケ峰本町一丁目へ

（鶴ケ峰本町） 廃　　鶴ケ峰本町一丁目、鶴ケ峰本町二丁目、鶴ケ峰本町三丁目へ

○ 鶴ケ峰本町一丁目 新　　鶴ケ峰一丁目、鶴ケ峰二丁目、鶴ケ峰本町の各一部

○ 鶴ケ峰本町二丁目 新　　鶴ケ峰本町の一部

○ 鶴ケ峰本町三丁目 新　　今宿東町、鶴ケ峰本町の各一部

　　　　計　72か町となる。
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磯 子 区 （昭和２年10月１日区制施行）

中原町 西根岸町

杉田町 丸山町

矢部野町

田中町

昭 4. 2.21（埋） 昭 4. 2.21告22（昭 4. 3. 5県彙報）〔市編〕昭 4. 2.19県告61

（森町） 一部　埋立編入

昭 4. 6.25（埋） 昭 4. 6.25告133（昭 4. 7. 9県彙報）〔市編〕昭 4. 6.25県告288

（磯子町） 一部　埋立編入

昭 4. 9.11（埋） 昭 4. 9.11告167（昭 4. 9. 17県彙報）〔市編〕昭 4. 9.10県告420

（磯子町） 一部　埋立編入

昭 5. 2.15（埋） 昭 5. 2.15告30（昭 5. 3. 4県彙報）〔市編〕昭 5. 2.10県告93

（磯子町） 一部　埋立編入

昭 5. 7. 1（埋） 昭 5. 7. 1告113〔市編〕昭 5. 7. 1県告454

（滝頭町） 一部　埋立編入

昭 8. 4. 1（町） 昭 8. 3.31告42（昭 8. 6.27県彙報）

（西根岸町） 一部　中区根岸町へ

昭 8. 4. 1（町） 昭 8. 3.31告43（昭 8. 6.27県彙報）

（西根岸町） 廃　　西根岸上町、西根岸下町、西根岸馬場町、西根岸坂下町、芝生町へ

（滝頭町） 一部　芝生町、原町へ

原町 新　　滝頭町の一部

芝生町 新　　西根岸町、滝頭町の各一部

西根岸上町 新　　西根岸町の一部

西根岸下町 新　　西根岸町の一部

西根岸坂下町 新　　西根岸町の一部

西根岸馬場町 新　　西根岸町の一部

　　　　計　19か町となる。

昭10. 7. 1（町） 昭10. 7. 1告71（昭10. 8.23県彙報）

（丸山町） 一部　西根岸馬場町、中区中村町、堀ノ内町、東蒔田町へ

（芝生町） 一部　中区根岸芝生台から

（西根岸馬場町） 一部　丸山町から

昭10.12.15（埋） 昭10.12.15告189（昭11. 1.10県彙報）〔市編〕昭10.12.13県告798

（原町） 一部　埋立編入

（昭11.10. 1(市編)） 昭11. 9.30告117、118（昭11.10. 9県彙報）〔市編〕昭11. 9.18県告648

富岡町 久良岐郡金沢町大字富岡

金沢谷津町 久良岐郡金沢町大字谷津、柴、寺前、町屋、洲崎の各一部

金沢柴町 久良岐郡金沢町大字柴、谷津、寺前、町屋、洲崎の各一部

氷取沢町

区制施行当時の町名（14か町）

沿 革新設（異動）町名

滝頭町

磯子町

岡村町

森町

栗木町

上中里町

峰町
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金沢寺前町 久良岐郡金沢町大字寺前、柴、町屋の各一部

金沢泥亀町 久良岐郡金沢町大字泥亀の一部

金沢町屋町 久良岐郡金沢町大字町屋、寺前、洲崎の各一部

金沢洲崎町 久良岐郡金沢町大字洲崎、泥亀、町屋、寺前、野島の各一部

金沢野島町 久良岐郡金沢町大字野島、寺前、泥亀、町屋、洲崎の各一部

六浦町 久良岐郡六浦荘村大字三分

釜利谷町 久良岐郡六浦荘村大字釜利谷

朝比奈町 久良岐郡六浦荘村大字峠

　　　　計　30か町となる。

昭14. 7. 1(町) 昭14. 6.29告166（昭14. 8.29県彙報）

（金沢谷津町） 廃　　堀口、片吹、谷津町へ

（金沢柴町） 廃　　柴町、西柴、長浜へ

（金沢寺前町） 廃　　寺前町、金沢町、柴町、町屋町へ

（金沢泥亀町） 廃　　泥亀町、寺前町、大川へ

（金沢町屋町） 廃　　町屋町へ

（金沢洲崎町） 廃　　洲崎町、長浜、平潟町、乙艫町へ

（金沢野島町） 廃　　野島町、乙艫町へ

堀口 新　　金沢谷津町の一部

片吹 新　　金沢谷津町の一部

谷津町 新　　金沢谷津町の一部

金沢町 新　　金沢寺前町の一部

西柴 新　　金沢柴町の一部

長浜 新　　金沢柴町、金沢洲崎町の各一部

柴町 新　　金沢柴町、金沢寺前町の各一部

寺前町 新　　金沢寺前町、金沢泥亀町の各一部

町屋町 新　　金沢町屋町の全部、金沢寺前町の一部

洲崎町 新　　金沢洲崎町の一部

平潟町 新　　金沢洲崎町の一部

乙艫町 新　　金沢洲崎町、金沢野島町の各一部

野島町 新　　金沢野島町の一部

泥亀町 新　　金沢泥亀町の一部

大川 新　　金沢泥亀町の一部

　　　　計　38か町となる。

昭15. 4. 1（町） 昭15. 4. 1告41（昭15. 5. 3県彙報）

（芝生町） 廃　　中根岸町、鳳町へ

（原町） 一部　鳳町へ

鳳町 新　　芝生町、原町の各一部

中根岸町 新　　芝生町の一部
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　　　　計　39か町となる。

昭17. 7. 3（埋） 昭17.12.31告194（昭18. 1.26県彙報）〔市編〕昭17. 7. 3県告480

（柴町） 一部　埋立編入

昭17.12.25（埋） 昭18. 4.29告89（昭18. 6. 1県彙報）〔市編〕昭17. 12.11県告925

（富岡町） 一部　埋立編入

昭18. 4. 1（埋） 昭18. 4.29告90（昭18. 6. 1県彙報）〔市編〕昭18.  3.26県告231

（柴町） 一部　埋立編入

昭23. 5.15（行編） 昭23. 4.30条例20

（富岡町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（堀口） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（片吹） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（谷津町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（金沢町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（西柴） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（長浜） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（柴町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（寺前町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（町屋町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（洲崎町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（平潟町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（野島町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（泥亀町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（大川） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（六浦町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（釜利谷町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（朝比奈町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

（乙艫町） 金沢区新設のため金沢区へ編入

　　　　計　20か町となる。

昭32. 1.10（市編） 昭31.12.28県告871（昭32. 2. 5公告15）

昭32. 1.25（埋） 昭32. 1.25県告55

（磯子町） 一部　埋立編入

昭32. 7.10（市編） 昭32. 7. 9県告497（昭32. 8. 5公告90）

昭32.10. 8（埋） 昭32.10. 8県告705

（磯子町） 一部　埋立編入

昭32.10.15（埋） 昭32.10.15県告712

（中根岸町） 一部　埋立編入

昭33. 1.20（市編） 昭33. 1.10県告13（昭33. 2. 5公告8）

昭33. 3.28（埋） 昭33. 3.28県告168
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（杉田町） 一部　埋立編入

昭36. 4.25（市編） 昭36. 4. 4県告182（昭36. 6. 5公告57）

昭37. 4. 3（埋） 昭37. 4. 3県告171

（森町） 一部　埋立編入

昭37. 9.21（埋） 昭37. 9.21県告517〔埋〕昭37. 6.22県告338

（中根岸町） 一部　埋立編入

（原町） 一部　埋立編入

（杉田町） 一部　埋立編入

昭38. 2. 1（埋） 昭38. 2. 1県告54〔埋〕昭37. 8.17県告442

（磯子町） 一部　埋立編入

（森町） 一部　埋立編入

新磯子町 新　　埋立編入

新森町 新　　埋立編入

　　　　計　22か町となる。

昭38. 5. 7（埋） 昭38. 5. 7県告276〔埋〕昭38. 3.12県告135

（中原町） 一部　埋立編入

昭38. 6.26（区） 昭38. 6.25告107（昭38. 8. 6県告513）〔換〕昭38. 6.25告71

（磯子町） 一部　汐見台へ

（森町） 一部　汐見台へ

汐見台 新　　磯子町、森町、南区上大岡町の各一部

　　　　計　23か町となる。

昭39. 3.24（埋） 昭39. 3.24県告161〔埋〕昭39. 2.25県告109

（磯子町） 一部　埋立編入

（森町） 一部　埋立編入

（中原町） 一部　埋立編入

（杉田町） 一部　埋立編入

新杉田町 新　　埋立編入

新中原町 新　　埋立編入

　　　　計　25か町となる。

昭40. 1. 1（住） 昭39.10.16県告634〔住〕昭39.10.24掲示済（告178 昭39.11.5市報登載）

（丸山町） 廃　　丸山一丁目、丸山二丁目、滝頭一丁目、滝頭三丁目へ

（滝頭町） 廃　　岡村町、丸山一丁目、丸山二丁目、滝頭一丁目、滝頭二丁目、滝

　　　頭三丁目、広地町、中浜町、久木町、磯子一丁目へ

（磯子町） 一部　滝頭二丁目、広地町、中浜町、久木町、磯子一丁目、磯子二丁目、

　　　磯子三丁目へ

（森町） 一部　磯子三丁目へ

（西根岸上町） 一部　丸山一丁目、丸山二丁目へ

（西根岸馬場町） 一部　丸山二丁目、滝頭三丁目へ
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（岡村町） 一部　滝頭一丁目、滝頭二丁目、広地町へ

一部　滝頭町から

（西根岸坂下町） 一部　滝頭三丁目へ

（原町） 一部　滝頭三丁目、中浜町、磯子一丁目へ

○ 丸山一丁目 新　　丸山町、滝頭町、西根岸上町の各一部

○ 丸山二丁目 新　　丸山町、西根岸上町、西根岸馬場町、滝頭町の各一部

○ 滝頭一丁目 新　　滝頭町、丸山町、岡村町の各一部

○ 滝頭二丁目 新　　滝頭町、岡村町、磯子町の各一部

○ 滝頭三丁目 新　　滝頭町、丸山町、西根岸坂下町、西根岸馬場町、原町の各一部

○ 広地町 新　　滝頭町、岡村町、磯子町の各一部

○ 中浜町 新　　滝頭町、磯子町、原町の各一部

○ 久木町 新　　磯子町、滝頭町の各一部

○ 磯子一丁目 新　　磯子町、滝頭町、原町の各一部

○ 磯子二丁目 新　　磯子町の一部

○ 磯子三丁目 新　　磯子町、森町の各一部

　　　　計　34か町となる。

昭40. 1.13（埋） 昭40. 1.12県告7〔埋〕昭39. 5.15県告326

（鳳町） 一部　埋立編入

昭40. 7. 1（住） 昭40. 3.19県告166〔住〕昭40. 3.25告48

（中根岸町） 廃　　東町、西町、下町、原町へ

（西根岸下町） 廃　　西町、下町、原町へ

（西根岸坂下町） 廃　　坂下町へ

（西根岸馬場町） 廃　　馬場町へ

（西根岸上町） 廃　　上町へ

○ （鳳町） 一部　原町、西町へ

○ （原町） 一部　下町、坂下町へ

一部　西根岸下町、中根岸町、鳳町から

○ 東町 新　　中根岸町の一部

○ 西町 新　　中根岸町、西根岸下町、鳳町の各一部

○ 下町 新　　西根岸下町、中根岸町、原町の各一部

○ 坂下町 新　　西根岸坂下町の全部、原町の一部

○ 馬場町 新　　西根岸馬場町の全部

○ 上町 新　　西根岸上町の全部

　　　　計　35か町となる。

昭40. 9. 1（埋） 昭40. 8.27県告526〔埋〕昭40. 6.22県告373

（新磯子町） 一部　埋立編入

（新杉田町） 一部　埋立編入

昭41. 9. 1（埋） 昭41. 8.30県告601〔埋〕昭41. 8.30県告600〔住〕昭42. 3.25告39
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○ （原町） 一部　埋立編入

○ （西町） 一部　埋立編入

昭42.11.10（埋） 昭42.11.10県告942〔埋〕昭42.11.10告941

（杉田町） 一部　埋立編入

（新杉田町） 一部　埋立編入

昭44. 6. 1（住） 昭44. 3.28県告221〔住〕昭44. 3.29告54

（岡村町） 一部　南区大岡一丁目、大岡三丁目へ

一部　南区大岡町から

昭44.10. 1（行編） 昭44. 4. 1条例19

（笹下町） 南区笹下町の一部編入

（日野町） 南区日野町の一部編入

　　　　計　37か町となる。

昭44.10. 1（町） 昭44. 9.12県告653

（森町） 一部　南区上大岡町、笹下町から

昭45. 4. 1（住） 昭45. 3.20県告180〔住〕昭45. 3.20告47

（笹下町） 廃　　洋光台一丁目、洋光台二丁目、洋光台三丁目、田中町、港南区笹

　　　下町、日野町へ

（日野町） 廃　　洋光台五丁目、洋光台六丁目、港南区日野町へ

（矢部野町） 廃　　洋光台一丁目、洋光台二丁目、洋光台三丁目、洋光台四丁目、洋

　　　光台五丁目、田中町、港南区日野町へ

（田中町） 一部　洋光台一丁目、洋光台二丁目、洋光台三丁目、洋光台四丁目、洋

　　　光台五丁目、洋光台六丁目へ

一部　笹下町、矢部野町から

（栗木町） 一部　洋光台四丁目、洋光台五丁目、洋光台六丁目へ

（峰町） 一部　洋光台四丁目、洋光台五丁目、洋光台六丁目へ

○ 洋光台一丁目 新　　笹下町、矢部野町、田中町の各一部

○ 洋光台二丁目 新　　笹下町、矢部野町、田中町の各一部

○ 洋光台三丁目 新　　笹下町、矢部野町、田中町の各一部

○ 洋光台四丁目 新　　矢部野町、田中町、栗木町、峰町の各一部

○ 洋光台五丁目 新　　矢部野町、田中町、日野町、栗木町、峰町の各一部

○ 洋光台六丁目 新　　田中町、日野町、栗木町、峰町の各一部

※土地区画整理事業区域内の矢部野町、笹下町、日野町の不動産登記法

　上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日

　（昭48. 8. 8）となります。

　　　　　　計　40か町となる。

昭46. 7. 5（住） 昭46. 5.14県告481〔住〕昭46. 5.15告67

（森町） 一部　森一丁目、森二丁目、森三丁目、森四丁目、森五丁目、森六丁目、

　　　森が丘一丁目、森が丘二丁目、中原一丁目、中原三丁目、汐見台、
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　　　 　　　港南区笹下町へ

（中原町） 一部　森三丁目、森六丁目、中原一丁目、中原二丁目、中原三丁目、中

　　　原四丁目、田中町、栗木町へ

（田中町） 一部　森六丁目、中原三丁目、中原四丁目へ

一部　中原町から

（栗木町） 一部　中原三丁目、中原四丁目へ

一部　中原町から

（新杉田町） 一部　中原一丁目へ

（杉田町） 一部　中原二丁目、中原四丁目へ

（汐見台） 一部　森町から

○ 森一丁目 新　　森町の一部

○ 森二丁目 新　　森町の一部

○ 森三丁目 新　　森町、中原町の各一部

○ 森四丁目 新　　森町の一部

○ 森五丁目 新　　森町、港南区笹下町の各一部

○ 森六丁目 新　　森町、中原町、田中町の各一部

○ 森が丘一丁目 新　　森町の一部

○ 森が丘二丁目 新　　森町の一部

○ 中原一丁目 新　　森町、中原町、新杉田町の各一部

○ 中原二丁目 新　　中原町、杉田町の各一部

○ 中原三丁目 新　　森町、中原町、田中町、栗木町の各一部

○ 中原四丁目 新　　中原町、杉田町、田中町、栗木町の各一部

　　　　計　52か町となる。

昭48. 8. 5（区） 昭48. 8. 3県告639〔換〕昭48. 8. 4公告176

（栗木町） 一部　田中町へ

（田中町） 一部　栗木町から

昭48. 8. 8（区） 〔換〕昭48. 8. 7県公告

※洋光台土地区画整理事業の換地処分の公告によって、事業区域内の矢

　部野町、笹下町、日野町の土地の表示が廃止されました。

昭49. 4.16（区） 昭49. 4.12県告336〔換〕昭49. 4.15公告93

（氷取沢町） 一部　上中里町へ

一部　上中里町から

（上中里町） 一部　氷取沢町へ

一部　氷取沢町から

昭51. 7.26（住） 昭51. 6.25県告471〔住〕昭51. 6.25告166

（岡村町） 廃　　岡村一丁目、岡村二丁目、岡村三丁目、岡村四丁目、岡村五丁目、

　　　岡村六丁目、岡村七丁目、岡村八丁目、磯子町へ

（磯子町） 一部　岡村一丁目、岡村七丁目、岡村八丁目へ
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一部　岡村町から

○ 岡村一丁目 新　　磯子町、岡村町の各一部

○ 岡村二丁目 新　　岡村町の一部

○ 岡村三丁目 新　　岡村町の一部

○ 岡村四丁目 新　　岡村町の一部

○ 岡村五丁目 新　　岡村町の一部

○ 岡村六丁目 新　　岡村町の一部

○ 岡村七丁目 新　　磯子町、岡村町の各一部

○ 岡村八丁目 新　　磯子町、岡村町の各一部

　　　　計　59か町となる。

昭52. 8. 1（住） 昭52. 7. 5県告517〔住〕昭52. 7. 5告143

（森町） 廃　　森六丁目、港南区笹下三丁目へ

（田中町） 一部　港南区笹下三丁目へ

一部　港南区笹下町から

（森が丘二丁目） 一部　港南区笹下二丁目へ

○ （森六丁目） 一部　森町、港南区笹下町から

○ （洋光台一丁目） 一部　港南区笹下町から

昭53. 7.17（住） 昭53 .6.23県告500〔住〕昭53. 6.15告144

（中原町） 廃　　杉田二丁目、中原四丁目へ

（栗木町） 一部　杉田二丁目、杉田三丁目へ

（杉田町） 一部　杉田一丁目、杉田二丁目、杉田三丁目、杉田四丁目、杉田五丁目へ

○ （中原四丁目） 一部　中原町から

○ 杉田一丁目 新　　杉田町の一部

○ 杉田二丁目 新　　杉田町、栗木町、中原町の各一部

○ 杉田三丁目 新　　杉田町、栗木町の各一部

○ 杉田四丁目 新　　杉田町の一部

○ 杉田五丁目 新　　杉田町の一部

　　　　計　62か町となる。

昭54. 7.23（住） 昭54. 6.22県告533〔住〕昭54. 6.25告133

（上中里町） 一部　杉田八丁目へ

（杉田町） 一部　杉田六丁目、杉田七丁目、杉田八丁目、杉田九丁目、金沢区富岡

　　　町へ

○ 杉田六丁目 新　　杉田町の一部

○ 杉田七丁目 新　　杉田町の一部

○ 杉田八丁目 新　　上中里町、杉田町の各一部

○ 杉田九丁目 新　　杉田町、金沢区富岡町の各一部

　　　　計　66か町となる。

昭55. 2.25（町） 昭55. 2.22県告136
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（田中町） 一部　洋光台三丁目へ

○ （洋光台三丁目） 一部　田中町から

昭56. 5. 1（町） 昭56. 4.10県告345

（上中里町） 一部　氷取沢町、金沢区能見台一丁目へ

一部　氷取沢町から

（氷取沢町） 一部　上中里町、金沢区釜利谷町、能見台一丁目へ

一部　上中里町から

昭56. 7.27（住） 昭56. 6.16県告519〔住〕昭56. 6.15告130

（峰町） 一部　港南区港南台八丁目へ

○ （洋光台五丁目） 一部　港南区日野町から

昭58. 8. 8（住） 昭58. 6.24県告539〔住〕昭58. 6.25告145

（磯子町） 廃　　磯子四丁目、磯子五丁目、磯子六丁目、磯子七丁目、磯子八丁目、

　　　磯子台へ

（栗木町） 廃　　栗木一丁目、栗木二丁目、栗木三丁目、田中一丁目、田中二丁目、

　　　上中里町、氷取沢町、峰町へ

（田中町） 廃　　栗木一丁目、栗木二丁目、栗木三丁目、田中一丁目、田中二丁目へ

（磯子三丁目） 一部　磯子台へ

（森二丁目） 一部　磯子台へ

（上中里町） 一部　栗木一丁目、栗木二丁目、栗木三丁目へ

一部　栗木町から

（氷取沢町） 一部　栗木町から

（峰町） 一部　栗木町から

○ 磯子四丁目 新　　磯子町の一部

○ 磯子五丁目 新　　磯子町の一部

○ 磯子六丁目 新　　磯子町の一部

○ 磯子七丁目 新　　磯子町の一部

○ 磯子八丁目 新　　磯子町の一部

○ 磯子台 新　　磯子町、磯子三丁目、森二丁目の各一部

○ 栗木一丁目 新　　上中里町、栗木町、田中町の各一部

○ 栗木二丁目 新　　上中里町、栗木町、田中町の各一部

○ 栗木三丁目 新　　上中里町、栗木町、田中町の各一部

○ 田中一丁目 新　　栗木町、田中町の各一部

○ 田中二丁目 新　　栗木町、田中町の各一部

　　　　計　74か町となる。

昭62. 7.20（住） 昭62. 6.12県告510〔住〕昭62. 6.15告142

（杉田町） 一部　杉田六丁目へ

○ （杉田六丁目） 一部　杉田町、金沢区富岡町から

昭63.11.21（住） 昭63.10.21県告861〔住〕昭63.10.28告236



3 - 134

沿 革新設（異動）町名

（杉田町） 廃　　上中里町、栗木三丁目、杉田三丁目、杉田六丁目、杉田七丁目、

　　　杉田八丁目、杉田坪呑へ

（上中里町） 一部　杉田町から

○ （栗田三丁目） 一部　杉田町から

○ （杉田三丁目） 一部　杉田坪呑へ

一部　杉田町から

○ （杉田六丁目） 一部　杉田七丁目へ

一部　杉田町から

○ （杉田七丁目） 一部　杉田八丁目へ

一部　杉田六丁目、杉田町から

○ （杉田八丁目） 一部　杉田七丁目、杉田町から

○ 杉田坪呑 新　　杉田三丁目、杉田町の各一部

　　　　計　74か町となる。

平 2. 7. 1（埋） 平 2. 6.19県告570〔埋〕平 2. 6.19県告569

（新杉田町） 一部　埋立編入

平 3. 9. 9（住） 平 3. 9. 3県告762

○ （磯子七丁目） 一部　岡村一丁目へ

一部　磯子八丁目、岡村一丁目から

○ （磯子八丁目） 一部　磯子七丁目、岡村一丁目へ

○ （岡村一丁目） 一部　磯子七丁目へ

一部　磯子七丁目、磯子八丁目から
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金 沢 区 （昭和23年５月15日区制施行）

沿　　　革 沿　　　革

富岡町  磯子区から編入 洲崎町  磯子区から編入

堀口  磯子区から編入 乙艫町  磯子区から編入

片吹  磯子区から編入 野島町  磯子区から編入

谷津町  磯子区から編入 泥亀町  磯子区から編入

金沢町  磯子区から編入 大川  磯子区から編入

西柴  磯子区から編入 六浦町  磯子区から編入

長浜  磯子区から編入 釜利谷町  磯子区から編入

柴町  磯子区から編入 朝比奈町  磯子区から編入

寺前町  磯子区から編入 平潟町  磯子区から編入

町屋町  磯子区から編入

昭26. 4.20（埋） 昭26. 4.20県告202

（六浦町） 一部　埋立編入

昭31. 4. 1（市編） 昭31. 3.30県告162（昭31. 6.25公告44）

昭31. 8.17（埋） 昭31. 8.17県告525

（六浦町） 一部　埋立編入

昭31. 4. 1（市編） 昭31. 3.30県告162（昭31. 6.25公告44）

昭31.10.30（埋） 昭31.10.30県告731

（六浦町） 一部　埋立編入

昭35. 1.20（市編） 昭35. 1. 8県告3（昭35. 2. 5公告8）

昭35. 8.23（埋） 昭35. 8.23県告487

（六浦町） 一部　埋立編入

昭36. 4.25（市編） 昭36. 4. 4県告182（昭36. 6. 5公告57）

昭37. 4. 3（埋） 昭37. 4. 3県告172

（柴町） 一部　埋立編入

昭36. 4.25（市編） 昭36. 4. 4県告182（昭36. 6. 5公告57）

昭37. 4. 3（埋） 昭37. 4. 3県告173

（寺前町） 一部　埋立編入

昭40.12. 1（埋） 昭40.11.30県告746〔埋〕昭40.11.30県告745

（野島町） 一部　埋立編入

昭41. 1.26（区） 昭41. 1.25県告35〔換〕昭41. 1.25公告8

（朝比奈町） 一部　六浦町へ

（六浦町） 一部　朝比奈町から

昭41. 3.31（埋） 昭41. 3.29県告186〔埋〕昭41. 3.22県告168

（六浦町） 一部　埋立編入

（平潟町） 一部　埋立編入

沿 革新設（異動）町名

区制施行当時の町名（19か町）

町　　　名 町　　　名
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（洲崎町） 一部　埋立編入

柳町 新　　埋立編入

　　　　計　20か町となる。

昭41 .3.31 昭41. 3.31県告196

（泥亀町） 一部　町屋町、寺前町へ

（町屋町） 一部　泥亀町から

（寺前町） 一部　泥亀町から

昭41. 4.30（埋） 昭41. 4.28県告273〔埋〕昭41. 2. 4県告65

（富岡町） 一部　埋立編入

昭42. 6.30（埋） 昭42. 6.30県告624〔埋〕昭42. 6.30県告623

（洲崎町） 一部　埋立編入

昭42. 8.29（埋） 昭42. 8.29県告764〔埋〕昭42. 8.29県告763

（六浦町） 一部　埋立編入

昭44 2. 1（埋） 昭44. 1.31県告68〔埋〕昭44. 1.31県告67

（寺前町） 一部　埋立編入

（柴町） 一部　埋立編入

昭45. 4. 1（埋） 昭45. 3.31県告228〔埋〕昭45. 3.31県告227

（富岡町） 一部　埋立編入

昭46. 4.23（埋） 昭46. 4.20県告418〔埋〕昭46. 4.20県告416

（富岡町） 一部　埋立編入

一部　昭和町、鳥浜町へ

昭和町 新　　埋立編入

一部　富岡町の一部

鳥浜町 新　　埋立編入

一部　富岡町の一部

　　　　計　22か町となる。

昭50. 7.28（住） 昭50. 7. 4県告507〔住〕昭50. 7. 5告186

（泥亀町） 一部　泥亀一丁目、泥亀二丁目、寺前町、町屋町、谷津町へ

○ （乙舳町） （乙艫町を乙舳町に町名変更した。）

一部　野島町、平潟町へ

一部　野島町、平潟町から

○ （野島町） 一部　乙舳町へ

一部　乙艫町から

○ （平潟町） 一部　乙舳町、洲崎町へ

一部　乙艫町、町屋町から

（寺前町） 一部　泥亀町から

（洲崎町） 一部　平潟町から

（町屋町） 一部　平潟町へ
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一部　泥亀町から

（大川） 一部　泥亀一丁目へ

（六浦町） 一部　泥亀一丁目へ

（谷津町） 一部　泥亀町から

○ 泥亀一丁目 新　　大川、泥亀町、六浦町の各一部

○ 泥亀二丁目 新　　泥亀町の一部

　　　　計　24か町となる。

昭51. 7.10（埋） 昭51. 7. 9県告516〔埋〕昭51. 7. 9県告512

（洲崎町） 一部　埋立編入

昭51. 7.26（住） 昭51. 6.25県告471〔住〕昭51. 6.25告166

（泥亀町） 廃　　洲崎町、町屋町、六浦町へ

（寺前町） 廃　　寺前一丁目、寺前二丁目、金沢町、柴町、町屋町へ

（金沢町） 一部　寺前町から

（柴町） 一部　寺前町から

○ （洲崎町） 一部　町屋町へ

一部　泥亀町から

○ （町屋町） 一部　寺前一丁目、寺前二丁目へ

一部　洲崎町、泥亀町、寺前町から

（六浦町） 一部　泥亀町から

○ 寺前一丁目 新　　寺前町、町屋町の各一部

○ 寺前二丁目 新　　寺前町、町屋町の各一部

　　　　計　24か町となる。

昭52. 1.10（埋） 昭51.12.28県告892〔埋〕昭51.12.28県告891

（富岡町） 一部　埋立編入

（長浜） 一部　埋立編入

幸浦一丁目 新　　埋立編入

幸浦二丁目 新　　埋立編入

並木一丁目 新　　埋立編入

並木二丁目 新　　埋立編入

並木三丁目 新　　埋立編入

　　　　計　29か町となる。

昭53. 7.17（住） 昭53. 6.23県告500〔住〕昭53. 6.15告144

（大川） 一部　六浦町から

（釜利谷町） 一部　瀬戸、六浦三丁目へ

（六浦町） 一部　大川、瀬戸、六浦一丁目、六浦二丁目、六浦三丁目、六浦四丁目へ

○ （並木一丁目） 住居表示実施

○ 瀬戸 新　　釜利谷町、六浦町の各一部

○ 六浦一丁目 新　　六浦町の一部
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○ 六浦二丁目 新　　六浦町の一部

○ 六浦三丁目 新　　釜利谷町、六浦町の各一部

○ 六浦四丁目 新　　六浦町の一部

　　　　計　34か町となる。

昭54. 7.23（住） 昭54. 6.22県告533〔住〕昭54. 6.26告133

（富岡町） 一部　磯子区杉田九丁目へ

一部　磯子区杉田町から

昭55. 7.28（住） 昭55. 6.27県告529〔住〕昭55. 6.25告146

（朝比奈町） 一部　大道二丁目、東朝比奈二丁目。東朝比奈三丁目へ

（釜利谷町） 一部　高舟台一丁目、高舟台二丁目へ

一部　六浦町から

（六浦町） 一部　釜利谷町、大道一丁目、大道二丁目、高舟台一丁目、高舟台二丁

　　　目、東朝比奈一丁目、東朝比奈二丁目、東朝比奈三丁目へ

○ （並木二丁目） 住居表示実施

○ 大道一丁目 新　　六浦町の一部

○ 大道二丁目 新　　朝比奈町、六浦町の各一部

○ 高船台一丁目 新　　釜利谷町、六浦町の各一部

○ 高舟台二丁目 新　　釜利谷町、六浦町の各一部

○ 東朝比奈一丁目 新　　六浦町の一部

○ 東朝比奈二丁目 新　　朝比奈町、六浦町の各一部

○ 東朝比奈三丁目 新　　朝比奈町、六浦町の各一部

　　　　計　41か町となる。

昭55.12. 1（埋） 昭55.11.18県告922〔埋〕昭55.11.18県告921

（柴町） 一部　埋立編入

（並木三丁目） 一部　埋立編入

福浦一丁目 新　　埋立編入

福浦二丁目 新　　埋立編入

福浦三丁目 新　　埋立編入

　　　　計　44か町となる。

昭56. 5. 1（町） 昭56. 4.10県告345

（釜利谷町） 一部　能見台一丁目へ

一部　磯子区氷取沢町から

（富岡町） 一部　能見台一丁目へ

能見台一丁目 新　　釜利谷町、富岡町、磯子区上中里町、氷取沢町の各一部

　　　　計　45か町となる。

昭57. 3. 1（住） 〔住〕昭57. 2.15告28

○ （並木三丁目） 住居表示実施

昭57.12. 1（町） 昭57.11.22県告1024
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（片吹） 一部　能見台三丁目へ

（釜利谷町） 一部　能見台一丁目、能見台二丁目、能見台三丁目へ

（富岡町） 一部　能見台三丁目へ

（能見台一丁目） 一部　釜利谷町から

（堀口） 一部　能見台三丁目へ

能見台二丁目 新　　釜利谷町の一部

能見台三丁目 新　　片吹、釜利谷町、富岡町、堀口の各一部

　　　　計　47か町となる。

昭58. 7.18（住） 昭58. 6.24県告539〔住〕昭58. 6.25告145

（富岡町） 一部　富岡東一丁目、富岡東二丁目、富岡東三丁目、富岡東四丁目、富

　　　岡東五丁目、富岡東六丁目、昭和町へ

（長浜町） 一部　富岡東六丁目へ

（昭和町） 一部　富岡町から

○ 富岡東一丁目 新　　富岡町の一部

○ 富岡東二丁目 新　　富岡町の一部

○ 富岡東三丁目 新　　富岡町の一部

○ 富岡東四丁目 新　　富岡町の一部

○ 富岡東五丁目 新　　富岡町の一部

○ 富岡東六丁目 新　　富岡町、長浜の各一部

　　　　計　53か町となる。

昭59. 1.22（町） 昭59. 1.17県告35

（朝比奈町） 一部　釜利谷町へ

一部　釜利谷町から

（釜利谷町） 一部　朝比奈町へ

一部　朝比奈町から

昭59.11. 5（住） 昭59.10. 9県告823〔住〕昭59.10. 9告237

（釜利谷町） 一部　富岡西五丁目へ

（富岡町） 一部　富岡西一丁目、富岡西二丁目、富岡西三丁目、富岡西四丁目、富

　　　岡西五丁目、富岡西六丁目、富岡西七丁目、能見台通へ

（堀口） 一部　能見台通へ

○ 富岡西一丁目 新　　富岡町の一部

○ 富岡西二丁目 新　　富岡町の一部

○ 富岡西三丁目 新　　富岡町の一部

○ 富岡西四丁目 新　　富岡町の一部

○ 富岡西五丁目 新　　釜利谷町、富岡町の各一部

○ 富岡西六丁目 新　　富岡町の一部

○ 富岡西七丁目 新　　富岡町の一部

○ 能見台通 新　　富岡町、堀口の各一部
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　　　　計　61か町となる。

昭60. 5. 1（町） 昭60. 4.19県告408

（片吹） 一部　能見台四丁目、能見台五丁目、能見台森へ

（釜利谷町） 一部　能見台四丁目、能見台六丁目、能見台森へ

（谷津町） 一部　能見台五丁目、能見台森へ

能見台四丁目 新　　片吹、釜利谷町の各一部

能見台五丁目 新　　片吹、谷津町の各一部

能見台六丁目 新　　釜利谷町の一部

能見台森 新　　片吹、釜利谷町、谷津町の各一部

　　　　計　65か町となる。

昭60.11. 9（埋） 昭60.10.29県告896〔埋〕昭60.10.29県告894

（柴町） 一部　埋立編入

昭61. 6.23（町） 昭61. 6.23県告515

（大道二丁目） 一部　六浦町へ

（六浦町） 一部　大道二丁目から

昭61. 7.21（住） 昭61. 6.13県告514〔住〕昭61. 6.14告172

（西柴） 廃　　長浜二丁目、西柴一丁目、西柴二丁目、西柴三丁目、西柴四丁目、

　　　片吹、金沢町、堀口へ

○ （片吹） 一部　西柴一丁目、西柴三丁目、堀口へ

一部　西柴、谷津町から

（金沢町） 一部　西柴三丁目、西柴四丁目へ

一部　西柴から

（柴町） 一部　西柴四丁目へ

（長浜） 一部　長浜一丁目、長浜二丁目、西柴二丁目へ

（堀口） 一部　長浜一丁目、長浜二丁目、西柴一丁目へ

一部　片吹、西柴から

（谷津町） 一部　片吹、西柴三丁目へ

○ 長浜一丁目 新　　長浜、堀口の各一部

○ 長浜二丁目 新　　長浜、西柴、堀口の各一部

○ 西柴一丁目 新　　片吹、西柴、堀口の各一部

○ 西柴二丁目 新　　長浜、西柴の各一部

○ 西柴三丁目 新　　片吹、金沢町、西柴、谷津町の各一部

○ 西柴四丁目 新　　金沢町、柴町、西柴の各一部

　　　　計　70か町となる。

昭61.10.31（埋） 昭61.10.31県告870〔埋〕昭61.10.31県告869〔住〕昭61.10.31掲示済

（告282 昭61.11. 5市報登載）

（柴町） 一部　埋立編入

○ （寺前二丁目） 一部　埋立編入
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海の公園 新　　埋立編入

八景島 新　　埋立編入

　　　　計　72か町となる。

昭62. 7.20（住） 昭62. 6.12県告510〔住〕昭62. 6.15告142

（富岡町） 廃　　富岡西一丁目、磯子区杉田六丁目へ

○ （富岡西一丁目） 一部　富岡町から

　　　　計　71か町となる。

昭62. 7.20（住） 昭62. 6.12県告511

○ （泥亀一丁目） 一部　瀬戸へ

○ （瀬戸） 一部　泥亀一丁目から

昭63. 7.25（住） 昭63. 6.24県告587

○ （瀬戸） 一部　六浦二丁目へ

○ （六浦二丁目） 一部　瀬戸から

平 3. 1.21（町） 平 3. 1.14県告17

（釜利谷町） 一部　みず木町、栄区上郷町へ

みず木町 新　　釜利谷町の一部

　　　　計　72か町となる。

平 3. 7. 1（埋） 平 3. 6.25県告580〔埋〕平 3. 6.25県告579

（平潟町） 一部　埋立編入

平 4. 4. 7（埋） 平 4. 3.31県告282〔埋〕平 4. 3.31県告280

（海の公園） 一部　埋立編入

（平潟町） 一部　埋立編入

平 4.10.19（住） 平 4. 8.25県告753〔住〕平 4. 8.15告221

（大川） 一部　釜利谷東一丁目、釜利谷東二丁目へ

（釜利谷町） 一部　釜利谷東一丁目、釜利谷東二丁目、釜利谷東三丁目、釜利谷東四

　　　丁目、釜利谷東五丁目、釜利谷東六丁目、釜利谷東七丁目、釜利

　　　谷東八丁目へ

（能見台六丁目） 一部　釜利谷東四丁目へ

○ 釜利谷東一丁目 新　　大川、釜利谷町の各一部

○ 釜利谷東二丁目 新　　大川、釜利谷町の各一部

○ 釜利谷東三丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷東四丁目 新　　釜利谷町、能見台六丁目の各一部

○ 釜利谷東五丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷東六丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷東七丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷東八丁目 新　　釜利谷町の一部

　　　　計　80か町となる。

平 5.10.18（住） 平 5. 7.30県告762〔住〕平 5. 8. 5告237
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（朝比奈町） 一部　釜利谷町から

○ （大川） 一部　釜利谷町、瀬戸、六浦二丁目、六浦三丁目から

（釜利谷町） 一部　朝比奈町、大川、釜利谷西一丁目、釜利谷西二丁目、釜利谷西三

　　　丁目、釜利谷西四丁目、釜利谷西五丁目、釜利谷西六丁目、釜利

　　　谷南一丁目、釜利谷南二丁目、釜利谷南三丁目、釜利谷南四丁目、

　　　高舟台二丁目へ

○ （瀬戸） 一部　大川へ

○ （高舟台二丁目） 一部　釜利谷南二丁目へ

一部　釜利谷町から

○ （六浦二丁目） 一部　大川へ

○ （六浦三丁目） 一部　大川へ

○ 釜利谷西一丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷西二丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷西三丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷西四丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷西五丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷西六丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷南一丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷南二丁目 新　　釜利谷町、高舟台二丁目の各一部

○ 釜利谷南三丁目 新　　釜利谷町の一部

○ 釜利谷南四丁目 新　　釜利谷町の一部

　　　　計　90か町となる。

平 7. 7.10（埋） 平 7. 7. 4県告636〔埋〕平 7. 7. 4県告634

白帆 新　　埋立編入

計　91か町となる。

平 9.12.15 (埋)(住) 平 9.11.14告258〔埋〕平 9.11.14県告864〔住〕平 9.11.14告259

○ （乙舳町） 一部　埋立編入　住居表示実施

平12.10.23（住） 平12. 8.25告259〔住〕平12. 8.25告260

（長浜） 一部　堀口へ

○ （長浜一丁目） 一部　堀口から

○ （堀口） 一部　長浜一丁目、能見台東へ

一部　長浜から

○ 能見台東 新　　堀口の一部

　　　　計　92か町となる。

平13.10.22（住） 平13. 8.24告281〔住〕平13. 8.24告282

（六浦町） 一部　六浦東一丁目、六浦東二丁目、六浦東三丁目へ

○ 六浦東一丁目 新　　六浦町の一部

○ 六浦東二丁目 新　　六浦町の一部
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○ 六浦東三丁目 新　　六浦町の一部

　　　　計　95か町となる。

平14.10.28（住） 平14. 8.23告268〔住〕平14. 8.23告269

（六浦町） 一部　六浦五丁目、六浦南一丁目へ

○ 六浦五丁目 新　　六浦町の一部

○ 六浦南一丁目 新　　六浦町の一部

　　　　計　97か町となる。

平15.10.27（住） 平15. 8.25告328〔住〕平15. 8.25告329

（六浦町） 一部　六浦南二丁目、六浦南三丁目、六浦南四丁目、六浦南五丁目へ

○ 六浦南二丁目 新　　六浦町の一部

○ 六浦南三丁目 新　　六浦町の一部

○ 六浦南四丁目 新　　六浦町の一部

○ 六浦南五丁目 新　　六浦町の一部

　　　　計　101か町となる。

平18. 3. 4（改） 平18. 2.15告45

（柴町） 一部　長浜から

一部　長浜へ

（長浜） 一部　柴町から

一部　柴町へ



3 - 144

港 北 区 （昭和14年４月１日区制施行）

菊名町  神奈川区から編入 下谷本町  都筑郡中里村 大字 下谷本

大豆戸町  神奈川区から編入 上谷本町  都筑郡中里村 大字 上谷本

篠原町  神奈川区から編入 寺家町  都筑郡中里村 大字 寺家

樽町  神奈川区から編入 鴨志田町  都筑郡中里村 大字 鴨志田

大曾根町  神奈川区から編入 成合町  都筑郡中里村 大字 成合

太尾町  神奈川区から編入 大場町  都筑郡中里村 大字 大場

南綱島町  神奈川区から編入 黒須田町  都筑郡中里村 大字 黒須田

北綱島町  神奈川区から編入 市ケ尾町  都筑郡中里村 大字 市ケ尾

岸根町  神奈川区から編入 北八朔町  都筑郡中里村 大字 北八朔

小机町  神奈川区から編入 西八朔町  都筑郡中里村 大字 西八朔

鳥山町  神奈川区から編入 小山町  都筑郡中里村 大字 小山

師岡町  神奈川区から編入 青砥町  都筑郡中里村 大字 青砥

日吉町  神奈川区から編入 鉄町  都筑郡中里村 大字 鉄

日吉本町  神奈川区から編入 池辺町  都筑郡川和町 大字 池辺

下田町  神奈川区から編入 東方町  都筑郡川和町 大字 東方

箕輪町  神奈川区から編入 川向町  都筑郡川和町 大字 川向

昭14. 4. 1  （市域編入） 佐江戸町  都筑郡川和町 大字 佐江戸

川和町  都筑郡川和町 大字 川和

折本町  都筑郡川和町 大字 折本

中山町  都筑郡新治村 大字 中山 大熊町  都筑郡川和町 大字 大熊

十日市場町  都筑郡新治村 大字 十日市場 新吉田町  都筑郡新田村 大字 吉田

新治町  都筑郡新治村 大字 榎下 高田町  都筑郡新田村 大字 高田

三保町  都筑郡新治村 大字 久保 新羽町  都筑郡新田村 大字 新羽

寺山町  都筑郡新治村 大字 寺山 東山田町  都筑郡中川村 大字 山田

台村町  都筑郡新治村 大字 台 北山田町  都筑郡中川村 大字 山田

上山町  都筑郡新治村 大字
 下猿山
 上猿山 南山田町  都筑郡中川村 大字 山田

白山町  都筑郡新治村 大字 下猿山 大棚町  都筑郡中川村 大字 大棚

鴨居町  都筑郡新治村 大字 鴨居 中川町  都筑郡中川村 大字 大棚

上菅田町  都筑郡新治村 大字 上菅田 勝田町  都筑郡中川村 大字 勝田

新井町  都筑郡新治村 大字 荒井新田 牛久保町  都筑郡中川村 大字 牛久保

東本郷町  都筑郡新治村 大字 本郷 茅ケ崎町  都筑郡中川村 大字 茅ケ崎

恩田町  都筑郡田奈村 大字 恩田 元石川町  都筑郡山内村 大字
 石川
 黒須田

奈良町  都筑郡田奈村 大字 奈良 荏田町  都筑郡山内村 大字 荏田

長津田町  都筑郡田奈村 大字 長津田

昭19.11.16（区） 昭19.11.16県告842（昭20. 1.11告2）〔認〕昭19.11.16県告847

沿 革新設（異動）町名

区制施行当時の町名（64か町）

町　　　名 町　　　名沿　　　革 沿　　　革

 昭14. 3.31県告221
 昭14. 3.31告31
　（昭14. 4.1県彙報）
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（篠原町） 一部　菊名町へ

一部　菊名町から

（菊名町） 一部　篠原町へ

一部　篠原町から

昭22. 3.12（市境） 昭22. 3.12県告102

（東山田町） 一部　川崎市へ

一部　川崎市から

昭22. 3.12（耕） 昭22. 3.12県告103

（東山田町） 一部　新吉田町へ

一部　新吉田町、高田町から

（新吉田町） 一部　東山田町、太尾町、高田町、綱島上町へ

一部　東山田町、太尾町、高田町、北綱島町、南綱島町から

（高田町） 一部　東山田町、新吉田町、日吉本町、綱島上町へ

一部　新吉田町、日吉本町、北綱島町から

（日吉本町） 一部　高田町へ

一部　高田町から

（北綱島町） 一部　高田町、新吉田町、綱島上町へ

（南綱島町） 一部　新吉田町、綱島上町へ

（太尾町） 一部　新吉田町へ

一部　新吉田町から

綱島上町 新　　新吉田町、高田町、南綱島町、北綱島町の各一部

　　　　計　65か町となる。

昭22. 3.12（耕） 昭22. 3.12県告104

（折本町） 一部　東方町、大熊町から

（東方町） 一部　折本町へ

（大熊町） 一部　折本町へ

昭22.11.12（耕） 昭22.11.20県告442

（中川町） 一部　茅ケ崎町、大棚町へ

（茅ケ崎町） 一部　大棚町へ

一部　中川町から

（勝田町） 一部　大棚町へ

（大棚町） 一部　南山田町へ

一部　茅ケ崎町、勝田町、中川町から

（新吉田町） 一部　南山田町、東山田町へ

一部　南山田町、東山田町から

（南山田町） 一部　新吉田町、東山田町へ

一部　新吉田町、東山田町、大棚町から

（東山田町） 一部　新吉田町、南山田町へ
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一部　新吉田町、南山田町から

昭23. 12. 1（耕） 昭23.12. 9県告515

（折本町） 一部　大熊町へ

（大熊町） 一部　折本町から

昭24. 3. 1（耕） 昭24. 3.10県告88

（大場町） 一部　市ケ尾町へ

一部　市ケ尾町から

（市ケ尾町） 一部　大場町へ

一部　大場町から

昭24. 3. 1（耕） 昭24. 3.10県告89

（北綱島町） 一部　日吉本町、箕輪町、新吉田町、綱島町へ

（南綱島町） 一部　日吉本町、綱島町へ

（箕輪町） 一部　日吉本町、綱島町へ

一部　北綱島町、日吉本町から

（日吉本町） 一部　箕輪町、綱島町へ

一部　箕輪町、北綱島町、南綱島町から

（新吉田町） 一部　綱島町へ

一部　北綱島町から

（綱島上町） 一部　綱島町へ

綱島町 新　　北綱島町、南綱島町、新吉田町、日吉本町、綱島上町、箕輪町の

　　　各一部

　　　　計　66か町となる。

昭27. 4. 9（耕） 昭27. 4. 4県告163

（日吉町） 一部　箕輪町へ

一部　箕輪町から

（箕輪町） 一部　日吉町へ

一部　日吉町から

昭27. 7. 5（耕） 昭27. 7.29県告414

（篠原町） 一部　鳥山町へ

一部　鳥山町から

（鳥山町） 一部　篠原町へ

一部　篠原町から

昭29. 9. 3（改） 昭29. 9. 3県告530

（新吉田町） 一部　新羽町へ

一部　新羽町から

（新羽町） 一部　新吉田町へ

一部　新吉田町から

昭31. 8.17（改） 昭31. 8.17県告524〔認〕昭31.10.16県告706
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（東方町） 一部　池辺町へ

（佐江戸町） 一部　池辺町へ

一部　池辺町から

（池辺町） 一部　佐江戸町へ

一部　東方町、佐江戸町から

昭34. 3.10（改） 昭34. 3.10県告130

（日吉町） 一部　下田町から

（下田町） 一部　日吉町へ

昭35. 3.18（耕） 昭35. 3. 18県告129〔認〕昭35. 3.18県告132

（太尾町） 一部　大曾根町へ

一部　大曾根町から

（大曾根町） 一部　太尾町へ

一部　太尾町から

昭36.11.10（改） 昭36.11.10県告639〔認〕昭36.11.10県告644

（北綱島町） 一部　南綱島町へ

（樽町） 一部　南綱島町へ

（南綱島町） 一部　北綱島町、樽町から

昭36.12. 1（改） 昭36.12. 1県告678〔認〕昭36.12. 1県告679

（南綱島町） 一部　日吉町へ

（日吉町） 一部　南綱島町から

昭37. 2. 1 昭37. 1.25告7（昭37. 3. 2県告101）

（南綱島町） 一部　鶴見区駒岡町へ

一部　鶴見区駒岡町から

（北綱島町） 一部　鶴見区駒岡町へ

（日吉町） 一部　鶴見区駒岡町から

昭38. 7. 1 昭38. 6.25告108（昭38. 7.26県告488）

（上菅田町） 一部　保土ケ谷区西谷町へ

昭38.10.16（区） 昭38.10.15告171（昭39. 1.24県告49）〔換〕昭38.10.15県告126

（菊名町） 一部　神奈川区松見町へ

一部　神奈川区西寺尾町から

昭39. 2.14（改） 昭39. 2.14県告95〔認〕昭39. 2.14県告99

（樽町） 一部　鶴見区駒岡町へ

（師岡町） 一部　鶴見区駒岡町へ

昭39. 3.31（区） 昭39. 3.30告46（昭39. 4.24県告267）〔換〕昭39. 3.30公告32

（恩田町） 一部　つつじが丘へ

つつじが丘 新　　恩田町の一部

　　　　計　67か町となる。

昭40. 4.14（改） 昭40. 4.13県告233〔認〕昭40. 4.13県告245
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（太尾町） 一部　新吉田町へ

（新吉田町） 一部　太尾町から

昭40. 7. 1（住） 昭40. 3.19県告166

（岸根町） 一部　神奈川区六角橋六丁目へ

一部　神奈川区六角橋町から

昭41.11. 6（区） 昭41.11. 4県告763〔換〕昭41.11. 5公告127

（下谷本町） 一部　藤が丘一丁目、藤が丘二丁目、上谷本町、つつじが丘へ

（上谷本町） 一部　藤が丘一丁目へ

一部　下谷本町から

（西八朔町） 一部　藤が丘二丁目、梅が丘、つつじが丘へ

（北八朔町） 一部　藤が丘二丁目、梅が丘へ

（恩田町） 一部　藤が丘二丁目へ

（つつじが丘） 一部　下谷本町、西八朔町から

藤が丘一丁目 新　　下谷本町、上谷本町の各一部

藤が丘二丁目 新　　下谷本町、西八朔町、北八朔町、恩田町の各一部

梅が丘 新　　西八朔町、北八朔町の各一部

　　　　計　70か町となる。

昭42. 5. 5（区） 昭42. 5. 9県告429〔換〕昭42. 5. 4公告62

（恩田町） 一部　青葉台一丁目、青葉台二丁目、榎が丘、松風台、桜台、上谷本町、

　　　つつじが丘へ

（成合町） 一部　桜台、上谷本町へ

（上谷本町） 一部　恩田町、成合町から

（つつじが丘） 一部　恩田町から

青葉台一丁目 新　　恩田町の一部

青葉台二丁目 新　　恩田町の一部

榎が丘 新　　恩田町の一部

松風台 新　　恩田町の一部

桜台 新　　恩田町、成合町の各一部

　　　　計　75か町となる。

昭42.11.16（区） 昭42.11.14県告948〔換〕昭42.11.15公告154

（つつじが丘） 一部　恩田町から

（榎が丘） 一部　恩田町から

（恩田町） 一部　しらとり台、つつじが丘、榎が丘へ

しらとり台 新　　恩田町の一部

　　　　計　76か町となる。

昭43. 2. 1（市境） 昭43. 1.30県告58

（恩田町） 一部　東京都町田市から

昭43. 5. 5（区） 昭43. 5. 2県告299〔換〕昭43. 5. 4公告64
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（市ケ尾町） 一部　荏田町へ

一部　荏田町から

（荏田町） 一部　市ケ尾町へ

一部　市ケ尾町から

昭43. 8. 6（区） 昭43. 8. 2県告527〔換〕昭43. 8. 5公告103

（下谷本町） 一部　千草台、藤が丘一丁目、藤が丘二丁目、梅が丘へ

（藤が丘一丁目） 一部　下谷本町から

（藤が丘二丁目） 一部　下谷本町から

（梅が丘） 一部　下谷本町から

千草台 新　　下谷本町の一部

　　　　計　77か町となる。

昭44. 1.15（区） 昭44. 1.10県告11〔換〕昭44. 1.14公告4

（元石川町） 一部　美しが丘一丁目、美しが丘二丁目、美しが丘三丁目へ

美しが丘一丁目 新　　元石川町の一部

美しが丘二丁目 新　　元石川町の一部

美しが丘三丁目 新　　元石川町の一部

　　　　計　80か町となる。

昭44. 3. 8 昭44. 3．7県告156

（新羽町） 一部　新吉田町へ

一部　新吉田町から

（新吉田町） 一部　新羽町へ

一部　新羽町から

昭44. 5.17 昭44. 5. 16県告347

（荏田町） 一部　中川町へ

一部　中川町から

（中川町） 一部　荏田町へ

一部　荏田町から

昭44. 6.26（区） 昭44. 6.24県告447〔換〕昭44. 6.25公告81

（荏田町） 一部　市ケ尾町へ

（市ケ尾町） 一部　荏田町へ

昭44.10. 1（行編） 昭44. 4. 1条19

(牛久保町ほか28か町) 行政区再編成に伴い港北区を廃止し、新たに港北区へ編入

（牛久保町） 港北区へ編入

（大曾根町） 港北区へ編入

（大棚町） 港北区へ編入

（勝田町） 港北区へ編入

（菊名町） 港北区へ編入

（岸根町） 港北区へ編入
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（北綱島町） 港北区へ編入

（北山田町） 港北区へ編入

（小机町） 港北区へ編入

（篠原町） 港北区へ編入

（下田町） 港北区へ編入

（新吉田町） 港北区へ編入

（高田町） 港北区へ編入

（樽町） 港北区へ編入

（茅ケ崎町） 港北区へ編入

（綱島上町） 港北区へ編入

（綱島町） 港北区へ編入

（鳥山町） 港北区へ編入

（中川町） 港北区へ編入

（新羽町） 港北区へ編入

（東山田町） 港北区へ編入

（日吉町） 港北区へ編入

（日吉本町） 港北区へ編入

（太尾町） 港北区へ編入

（大豆戸町） 港北区へ編入

（南綱島町） 港北区へ編入

（南山田町） 港北区へ編入

（箕輪町） 港北区へ編入

（師岡町） 港北区へ編入

（青砥町ほか48か町） 行政区再編成に伴い港北区を廃止し、新たに緑区へ編入

（青砥町） 緑区へ編入

（青葉台一丁目） 緑区へ編入

（青葉台二丁目） 緑区へ編入

（池辺町） 緑区へ編入

（市ケ尾町） 緑区へ編入

（美しが丘一丁目） 緑区へ編入

（美しが丘二丁目） 緑区へ編入

（美しが丘三丁目） 緑区へ編入

（梅が丘） 緑区へ編入

（荏田町） 緑区へ編入

（榎が丘） 緑区へ編入

（大熊町） 緑区へ編入

（大場町） 緑区へ編入

（折本町） 緑区へ編入
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（恩田町） 緑区へ編入

（上山町） 緑区へ編入

（上谷本町） 緑区へ編入

（鴨居町） 緑区へ編入

（鴨志田町） 緑区へ編入

（川向町） 緑区へ編入

（川和町） 緑区へ編入

（北八朔町） 緑区へ編入

（鉄町） 緑区へ編入

（黒須田町） 緑区へ編入

（小山町） 緑区へ編入

（佐江戸町） 緑区へ編入

（桜台） 緑区へ編入

（寺家町） 緑区へ編入

（下谷本町） 緑区へ編入

（しらとり台） 緑区へ編入

（台村町） 緑区へ編入

（千草台） 緑区へ編入

（つつじが丘） 緑区へ編入

（寺山町） 緑区へ編入

（十日市場町） 緑区へ編入

（長津田町） 緑区へ編入

（中山町） 緑区へ編入

（奈良町） 緑区へ編入

（成合町） 緑区へ編入

（新治町） 緑区へ編入

（西八朔町） 緑区へ編入

（白山町） 緑区へ編入

（東方町） 緑区へ編入

（東本郷町） 緑区へ編入

（藤が丘一丁目） 緑区へ編入

（藤が丘二丁目） 緑区へ編入

（松風台） 緑区へ編入

（三保町） 緑区へ編入

（元石川町） 緑区へ編入

（新井町ほか1か町） 行政区再編成に伴い港北区を廃止し、新たに保土ケ谷区へ編入

（新井町） 保土ケ谷区へ編入

（上菅田町） 保土ケ谷区へ編入
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牛久保町  (旧)港北区から編入 綱島上町  (旧)港北区から編入

大曾根町  (旧)港北区から編入 綱島町  (旧)港北区から編入

大棚町  (旧)港北区から編入 鳥山町  (旧)港北区から編入

勝田町  (旧)港北区から編入 中川町  (旧)港北区から編入

菊名町  (旧)港北区から編入 新羽町  (旧)港北区から編入

岸根町  (旧)港北区から編入 東山田町  (旧)港北区から編入

北綱島町  (旧)港北区から編入 日吉町  (旧)港北区から編入

北山田町  (旧)港北区から編入 日吉本町  (旧)港北区から編入

小机町  (旧)港北区から編入 太尾町  (旧)港北区から編入

篠原町  (旧)港北区から編入 大豆戸町  (旧)港北区から編入

下田町  (旧)港北区から編入 南綱島町  (旧)港北区から編入

新吉田町  (旧)港北区から編入 南山田町  (旧)港北区から編入

高田町  (旧)港北区から編入 箕輪町  (旧)港北区から編入

樽町  (旧)港北区から編入 師岡町  (旧)港北区から編入

茅ヶ崎町  (旧)港北区から編入

昭44.10. 1（行編） 昭44.10. 1 行政区再編成の沿革については、(旧)区の沿革欄を参照。

昭45. 6. 1（住） 昭45. 3.20県告180〔住〕昭45. 3.20告47

（篠原町） 一部　仲手原一丁目、仲手原二丁目、篠原台町、篠原西町、菊名町、神

　　　奈川区大口仲町、西大口、白幡町へ

（菊名町） 一部　篠原町から

○ 仲手原一丁目 新　　篠原町、神奈川区松見町、白幡向町の各一部

○ 仲手原二丁目 新　　篠原町、神奈川区白幡町の各一部

○ 篠原台町 新　　篠原町、神奈川区白幡町の各一部

○ 篠原西町 新　　篠原町、神奈川区白楽の各一部

　　　　計　33か町となる。

昭45. 9.19 昭45. 9.18県告810

（茅ケ崎町） 一部　中川町へ

一部　中川町、緑区荏田町から

（中川町） 一部　茅ケ崎町、緑区荏田町へ

一部　茅ケ崎町、緑区荏田町から

昭46. 7. 5（住） 昭46. 5.14県告481〔住〕昭46. 5.15告67

（篠原町） 一部　篠原東一丁目、篠原東二丁目、篠原東三丁目、富士塚一丁目、富

　　　士塚二丁目、錦が丘、篠原北一丁目、篠原北二丁目、菊名町、大

　　　豆戸町へ

（菊名町） 一部　富士塚一丁目、富士塚二丁目、錦が丘へ

新区制施行当時の町名（29か町）

町　　　名 町　　　名

新設（異動）町名 沿 革
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一部　篠原町から

（大豆戸町） 一部　篠原北二丁目へ

一部　篠原町から

○ 篠原東一丁目 新　　篠原町の一部

○ 篠原東二丁目 新　　篠原町の一部

○ 篠原東三丁目 新　　篠原町の一部

○ 富士塚一丁目 新　　篠原町、菊名町の各一部

○ 富士塚二丁目 新　　篠原町、菊名町の各一部

○ 錦が丘 新　　篠原町、菊名町の各一部

○ 篠原北一丁目 新　　篠原町の一部

○ 篠原北二丁目 新　　篠原町、大豆戸町の各一部

　　　　計　41か町となる。

昭47. 1.26（区） 昭47. 1.25県告57〔換〕昭47. 1.25公告15

（北山田町） 一部　すみれが丘、牛久保町へ

（牛久保町） 一部　すみれが丘へ

一部　北山田町から

すみれが丘 新　　北山田町、牛久保町の各一部

　　　　計　42か町となる。

昭47. 5.26（区） 昭47. 5.26県告589〔換〕昭47. 5.25公告113

（下田町） 一部　高田町へ

（高田町） 一部　下田町から

昭48. 6.11（住） 昭48. 5. 1県告385〔住〕昭48. 5. 4告99

（北綱島町） 廃　　綱島東一丁目、綱島東二丁目、綱島東三丁目、綱島東四丁目、綱

　　　島東五丁目、綱島東六丁目、綱島西一丁目、綱島西四丁目、綱島

　　　西六丁目、綱島台、日吉町へ

（南綱島町） 廃　　綱島東一丁目、綱島東二丁目、綱島東三丁目、綱島東四丁目、綱

　　　島東五丁目、綱島東六丁目、綱島西一丁目、綱島西二丁目、綱島

　　　西三丁目、綱島西四丁目、綱島西六丁目、綱島台、大曾根町、樽

　　　町、日吉町へ

（綱島町） 廃　　綱島東二丁目、綱島東三丁目、綱島東四丁目、綱島東五丁目、綱

　　　島東六丁目、綱島西二丁目、綱島西三丁目、綱島西四丁目、綱島

　　　西五丁目、綱島西六丁目、綱島台、高田町へ

（樽町） 一部　綱島東一丁目、綱島東六丁目へ

一部　南綱島町から

（大曾根町） 一部　綱島西二丁目へ

一部　南綱島町から

（新吉田町） 一部　綱島西四丁目、綱島西五丁目へ

（日吉町） 一部　北綱島町、南綱島町から
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（高田町） 一部　綱島町から

○ 綱島東一丁目 新　　北綱島町、南綱島町、樽町の各一部

○ 綱島東二丁目 新　　北綱島町、綱島町、南綱島町の各一部

○ 綱島東三丁目 新　　北綱島町、綱島町、南綱島町の各一部

○ 綱島東四丁目 新　　北綱島町、綱島町、南綱島町の各一部

○ 綱島東五丁目 新　　北綱島町、綱島町、南綱島町の各一部

○ 綱島東六丁目 新　　北綱島町、綱島町、南綱島町、樽町の各一部

○ 綱島西一丁目 新　　北綱島町、南綱島町の各一部

○ 綱島西二丁目 新　　綱島町、南綱島町、大曾根町の各一部

○ 綱島西三丁目 新　　綱島町、南綱島町の各一部

○ 綱島西四丁目 新　　北綱島町、綱島町、南綱島町、新吉田町の各一部

○ 綱島西五丁目 新　　綱島町、新吉田町の各一部

○ 綱島西六丁目 新　　北綱島町、綱島町、南綱島町の各一部

○ 綱島台 新　　北綱島町、綱島町、南綱島町の各一部

　　　　計　52か町となる。

昭49. 8.19（住） 昭49. 7.12県告589〔住〕昭49. 7.15告175

（大豆戸町） 一部　鶴見区北寺尾町から

（師岡町） 一部　鶴見区北寺尾町から

（菊名町） 一部　鶴見区北寺尾町、馬場町から

昭50. 2.15（市境） 昭49.12.20県告1038　昭50. 2. 3自治省告示36

（日吉町） 一部　川崎市へ

昭50.11. 6（区） 昭50.11. 4県告780〔換〕昭50.11. 5公告284

（鳥山町） 一部　新横浜一丁目、新横浜二丁目、新横浜三丁目へ

（岸根町） 一部　新横浜一丁目、新横浜二丁目へ

（篠原町） 一部　新横浜一丁目、新横浜二丁目、新横浜三丁目へ

（新羽町） 一部　新横浜三丁目へ

（大豆戸町） 一部　新横浜三丁目へ

新横浜一丁目 新　　鳥山町、岸根町、篠原町の各一部

新横浜二丁目 新　　鳥山町、岸根町、篠原町の各一部

新横浜三丁目 新　　鳥山町、篠原町、新羽町、大豆戸町の各一部

　　　　計　55か町となる。

昭51. 5. 1（町） 昭51. 4.16県告317

（太尾町） 一部　大曾根町へ

（大曾根町） 一部　太尾町から

昭52. 3. 6（区） 昭52. 2.25県告114〔換〕昭52. 3. 5公告52

（高田町） 一部　日吉本町へ

一部　日吉本町から

（日吉本町） 一部　高田町へ
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一部　高田町から

昭52. 8. 1（住） 昭52. 7. 5県告517〔住〕昭52 .7. 5告143

（日吉町） 廃　　下田町、箕輪町、日吉一丁目、日吉二丁目、日吉三丁目、日吉四

　　　丁目、日吉五丁目、日吉六丁目、日吉七丁目へ

（下田町） 一部　日吉一丁目へ

一部　日吉町から

（日吉本町） 一部　日吉一丁目、日吉四丁目へ

（箕輪町） 一部　日吉四丁目へ

一部　日吉町から

○ 日吉一丁目 新　　下田町、日吉町、日吉本町の各一部

○ 日吉二丁目 新　　日吉町の一部

○ 日吉三丁目 新　　日吉町の一部

○ 日吉四丁目 新　　日吉町、日吉本町、箕輪町の各一部

○ 日吉五丁目 新　　日吉町の一部

○ 日吉六丁目 新　　日吉町の一部

○ 日吉七丁目 新　　日吉町の一部

　　　　計　61か町となる。

昭52.10.28（町） 昭52.10.18県告740

（小机町） 一部　神奈川区菅田町、緑区東本郷町へ

一部　緑区東本郷町から

昭52.11.21（区） 昭52.11. 1県告757

（高田町） 一部　日吉本町へ

一部　日吉本町から

（日吉本町） 一部　高田町へ

一部　高田町から

昭53. 3. 4（改） 昭53. 3. 3県告169〔認〕昭53. 3. 3県告153

（小机町） 一部　鳥山町、緑区川向町へ

一部　鳥山町、緑区川向町から

（鳥山町） 一部　小机町へ

一部　小机町から

昭53. 3. 8（改） 昭53. 3. 7県告171〔換〕昭53. 3. 7県公告

（師岡町） 一部　鶴見区獅子ケ谷町へ

昭53. 5.29（町） 昭53. 5.23県告428

（新羽町） 一部　太尾町へ

（太尾町） 一部　新羽町から

昭54. 6. 9（改） 昭54. 6. 8県告512〔換〕昭54. 6. 8県公告

（下田町） 一部　高田町へ

（高田町） 一部　東山田町へ
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一部　下田町、東山田町から

（東山田町） 一部　高田町へ

一部　高田町から

昭55. 7.28（住） 昭55. 6.27県告529〔住〕昭55. 6.25告146

（菊名町） 廃　　大豆戸町、篠原東一丁目、太尾町、菊名一丁目、菊名二丁目、菊

　　　名三丁目、菊名四丁目、菊名五丁目、菊名六丁目、菊名七丁目へ

○ （篠原東一丁目） 一部　菊名町、篠原町から

（篠原町） 一部　篠原東一丁目へ

（太尾町） 一部　菊名六丁目へ

一部　菊名町から

（大豆戸町） 一部　菊名五丁目、菊名六丁目、菊名七丁目へ

一部　菊名町から

○ 菊名一丁目 新　　菊名町の一部

○ 菊名二丁目 新　　菊名町の一部

○ 菊名三丁目 新　　菊名町の一部

○ 菊名四丁目 新　　菊名町の一部

○ 菊名五丁目 新　　菊名町、大豆戸町の各一部

○ 菊名六丁目 新　　菊名町、太尾町、大豆戸町の各一部

○ 菊名七丁目 新　　菊名町、大豆戸町の各一部

　　　　計　67か町となる。

昭57. 3.31（改） 昭57. 3.30県告269〔換〕昭57. 3.30県公告

（新羽町） 一部　緑区大熊町へ

一部　緑区大熊町から

昭57. 7.19（住） 昭57. 6.29県告620〔住〕昭57. 6.15告152

（大曾根町） 廃　　大曽根一丁目、大曽根二丁目、大曽根三丁目、大曽根台、樽町一

　　　丁目、樽町二丁目、太尾町、師岡町へ

（樽町） 廃　　大曽根一丁目、樽町一丁目、樽町二丁目、樽町三丁目、樽町四丁

　　　目、師岡町へ

（太尾町） 一部　大曽根町へ

一部　大曾根町から

（師岡町） 一部　樽町一丁目、樽町四丁目へ　

一部　樽町から

○ 大曽根一丁目 新　　大曾根町、樽町の各一部

○ 大曽根二丁目 新　　大曾根町の一部

○ 大曽根三丁目 新　　大曾根町の一部

○ 大曽根台 新　　大曾根町、太尾町の各一部

○ 樽町一丁目 新　　大曾根町、樽町、師岡町の各一部

○ 樽町二丁目 新　　大曾根町、樽町の各一部
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○ 樽町三丁目 新　　樽町、鶴見区駒岡町の各一部

○ 樽町四丁目 新　　樽町、師岡町、鶴見区駒岡町の各一部

　　　　計　73か町となる。

昭58.11.28（町） 昭58.11.18県告951

（新羽町） 一部　太尾町、新吉田町へ

（太尾町） 一部　新吉田町へ

一部　新羽町から

（新吉田町） 一部　新羽町、太尾町から

昭59. 7.23（住） 昭59. 6.26県告561〔住〕昭59. 6.27告170

（下田町） 廃　　下田町一丁目、下田町二丁目、下田町三丁目、下田町四丁目、下

　　　田町五丁目、下田町六丁目、日吉本町へ

（日吉本町） 一部　下田町一丁目、下田町四丁目、下田町五丁目へ

一部　下田町から

○ 下田町一丁目 新　　下田町、日吉本町の各一部

○ 下田町二丁目 新　　下田町の一部

○ 下田町三丁目 新　　下田町の一部

○ 下田町四丁目 新　　下田町、日吉本町の各一部

○ 下田町五丁目 新　　下田町、日吉本町の各一部

○ 下田町六丁目 新　　下田町の一部

　　　　計　78か町となる。

昭60. 2.17（町） 昭60. 2. 5県告83

（日吉五丁目） 一部　箕輪町へ

（箕輪町） 一部　日吉五丁目から

昭62. 5. 6 昭62. 3.25条3

（勝田町） 一部　緑区へ

（新羽町） 一部　緑区へ

池辺町 新　　緑区から

荏田町 新　　緑区から

東方町 新　　緑区から

　　　　計　81か町となる。

昭62. 5. 6（住） 昭62. 3.24県告242〔住〕昭62. 3.25告60

（池辺町） 廃　　茅ケ崎南五丁目へ

（荏田町） 一部　茅ケ崎南四丁目、茅ケ崎南五丁目へ

（茅ケ崎町） 一部　茅ケ崎南三丁目、茅ケ崎南四丁目、茅ケ崎南五丁目、緑区荏田東

　　　四丁目へ

（東方町） 一部　茅ケ崎南三丁目、茅ケ崎南四丁目、茅ケ崎南五丁目へ

○ 茅ケ崎南三丁目 新　　茅ケ崎町、東方町の各一部

○ 茅ケ崎南四丁目 新　　荏田町、茅ケ崎町、東方町の各一部
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○ 茅ケ崎南五丁目 新　　池辺町、荏田町、茅ケ崎町、東方町の各一部

※土地区画整理事業区域内の池辺町、荏田町、茅ケ崎町、東方町の不動

　産登記法上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日

　の翌日となります。

　　　　計　83か町となる。

昭62. 7.20（住） 昭62. 6.12県告510〔住〕昭62. 6.15告142

（日吉本町） 一部　高田町、日吉本町三丁目、日吉本町四丁目、箕輪町へ

（箕輪町） 一部　日吉本町三丁目、日吉本町四丁目へ

一部　日吉本町から

（高田町） 一部　日吉本町から

○ 日吉本町三丁目 新　　日吉本町、箕輪町の各一部

○ 日吉本町四丁目 新　　日吉本町、箕輪町の各一部

　　　　計　85か町となる。

昭63. 2.29（住） 昭63. 1.29県告72〔住〕昭63. 1.14告8

（新吉田町） 一部　新栄町へ

（新羽町） 一部　新栄町へ

○ 新栄町 新　　新吉田町、新羽町の各一部

※土地区画整理事業区域内の新吉田町、新羽町の不動産登記法上の土地

　の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日となります。

　　　　計　86か町となる。

昭63. 7.25（住） 昭63. 6.24県告587〔住〕昭63. 6.25告155

（日吉本町） 廃　　日吉本町一丁目、日吉本町二丁目、日吉本町五丁目、日吉本町六

　　　丁目、箕輪町へ

（小机町） 一部　緑区東本郷五丁目へ

一部　緑区東本郷町から

（高田町） 一部　日吉本町五丁目へ

（箕輪町） 一部　日吉本町一丁目へ

一部　日吉本町から

○ 日吉本町一丁目 新　　日吉本町、箕輪町の各一部

○ 日吉本町二丁目 新　　日吉本町の一部

○ 日吉本町五丁目 新　　高田町、日吉本町の各一部

○ 日吉本町六丁目 新　　日吉本町の一部

　　　　計　89か町となる。

平元. 2.27（住） 平元. 1.27県告58〔住〕平元. 2. 4告17

（勝田町） 一部　勝田南一丁目、勝田南二丁目、茅ケ崎南一丁目へ

（新吉田町） 一部　勝田南二丁目へ

（茅ケ崎町） 一部　茅ケ崎南一丁目へ

（新羽町） 一部　勝田南一丁目、勝田南二丁目へ
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○ 勝田南一丁目 新　　勝田町、新羽町の各一部

○ 勝田南二丁目 新　　勝田町、新吉田町、新羽町の各一部

○ 茅ケ崎南一丁目 新　　勝田町、茅ケ崎町の各一部

※土地区画整理事業区域内の勝田町、新吉田町、茅ケ崎町、新羽町の不

　動産登記法上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった

　日の翌日となります。

　　　　計　92か町となる。

平元.10. 2（住） 平元. 8.11県告714〔住〕平元. 8.25告219

（箕輪町） 廃　　箕輪町一丁目、箕輪町二丁目、箕輪町三丁目へ

○ 箕輪町一丁目 新　　箕輪町の一部

○ 箕輪町二丁目 新　　箕輪町の一部

○ 箕輪町三丁目 新　　箕輪町の一部

　　　　計　94か町となる。

平元.11.27（住） 平元.11. 2県告936〔住〕平元.11. 4告297

（牛久保町） 一部　牛久保西二丁目、牛久保西四丁目、中川一丁目へ

（中川町） 一部　牛久保西二丁目、牛久保西四丁目、中川一丁目、中川二丁目へ

○ 牛久保西二丁目 新　　牛久保町、中川町の各一部

○ 牛久保西四丁目 新　　牛久保町、中川町の各一部

○ 中川一丁目 新　　牛久保町、中川町の各一部

○ 中川二丁目 新　　中川町の一部

※土地区画整理事業区域内の牛久保町、中川町の不動産登記法上の土地

　の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日となります。

　　　　計　98か町となる。

平 2. 7. 9（住） 平 2. 6. 8県告543〔住〕平 2. 6.15告168

（牛久保町） 一部　牛久保西二丁目、中川四丁目、すみれが丘へ

（北山田町） 一部　北山田六丁目、すみれが丘へ

（すみれが丘） 一部　牛久保町、北山田町から

一部　牛久保二丁目へ

（中川町） 一部　中川三丁目、中川四丁目、中川五丁目、緑区荏田町へ

（東山田町） 一部　北山田六丁目、東山田四丁目へ

○ 牛久保二丁目 新　　牛久保町、すみれが丘の各一部

○ 北山田六丁目 新　　北山田町、東山田町の各一部

○ 中川三丁目 新　　中川町の一部

○ 中川四丁目 新　　牛久保町、中川町の各一部

○ 中川五丁目 新　　中川町の一部

○ 東山田四丁目 新　　東山田町の一部

※土地区画整理事業区域内の牛久保町、北山田町、中川町、東山田町の

　不動産登記法上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあっ
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　た日の翌日となります。

　　　　計　104か町となる。

平 3.11.11（住） 平 3.10. 1県告834〔住〕平 3.10. 5告219

（牛久保町） 一部　牛久保三丁目、牛久保西三丁目、北山田四丁目、すみれが丘へ

（勝田町） 一部　茅ケ崎南二丁目へ

（北山田町） 一部　北山田四丁目、北山田五丁目、東山田三丁目へ

（すみれが丘） 一部　牛久保町から

（茅ケ崎町） 一部　茅ケ崎東二丁目、茅ケ崎東三丁目、茅ケ崎南二丁目へ

（中川町） 一部　中川七丁目へ

（東方町） 一部　茅ケ崎南二丁目へ

（東山田町） 一部　東山田三丁目へ

（南山田町） 一部　北山田四丁目、東山田三丁目へ

○ 牛久保三丁目 新　　牛久保町の一部

○ 牛久保西三丁目 新　　牛久保町の一部

○ 北山田四丁目 新　　牛久保町、北山田町、南山田町の各一部

○ 北山田五丁目 新　　北山田町の一部

○ 茅ケ崎東二丁目 新　　茅ケ崎町の一部

○ 茅ケ崎東三丁目 新　　茅ケ崎町の一部

○ 茅ケ崎南二丁目 新　　勝田町、茅ケ崎町、東方町の各一部

○ 中川七丁目 新　　中川町の一部

○ 東山田三丁目 新　　北山田町、東山田町、南山田町の各一部

※土地区画整理事業区域内の牛久保町、勝田町、北山田町、茅ケ崎町、

　中川町、東方町、東山田町、南山田町の不動産登記法上の土地の表示

　の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日となります。

　　　　計 113か町となる。

平 4.10.19（住） 平 4. 8.25県告753〔住〕平 4. 8.15告221

（牛久保町） 一部　牛久保一丁目、牛久保西一丁目、南山田一丁目へ

（北山田町） 一部　牛久保一丁目、北山田三丁目、南山田一丁目、南山田三丁目へ

（すみれが丘） 一部　牛久保一丁目へ

（東山田町） 一部　南山田三丁目へ

（南山田町） 一部　牛久保一丁目、牛久保西一丁目、北山田三丁目、南山田一丁目、

　　　南山田三丁目へ

○ 牛久保一丁目 新　　牛久保町、北山田町、すみれが丘、南山田町の各一部

○ 牛久保西一丁目 新　　牛久保町、南山田町の各一部

○ 北山田三丁目 新　　北山田町、南山田町の各一部

○ 南山田一丁目 新　　牛久保町、北山田町、南山田町の各一部

○ 南山田三丁目 新　　北山田町、東山田町、南山田町の各一部

※土地区画整理事業区域内の牛久保町、北山田町、東山田町、南山田町
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　の不動産登記法上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあっ

　た日の翌日となります。

　　　　計　118か町となる。

平 5.10.18（住） 平 5. 7.30県告762〔住〕平 5. 8.15告237

（師岡町） 一部　鶴見区駒岡町、獅子ケ谷町から

平 6.11. 6（町） 平 6.10. 7県告797

（牛久保町） 一部　緑区新石川四丁目へ

（勝田町） 一部　新吉田町、新羽町から

（新吉田町） 一部　勝田町へ

（中川町） 一部　緑区荏田町、新石川四丁目へ

（新羽町） 一部　勝田町へ

平 6.11. 6（住） 平 6. 6.28県告576〔住〕平 6. 7. 5告227

（荏田町） 廃　　茅ケ崎中央へ

（東方町） 廃　　茅ケ崎南二丁目へ

（牛久保町） 一部　牛久保東一丁目、牛久保東二丁目、中川中央一丁目へ

（大棚町） 一部　牛久保東一丁目、牛久保東二丁目、早渕二丁目へ

（勝田町） 一部　早渕一丁目、早渕二丁目へ

（北山田町） 一部　北山田一丁目、北山田二丁目、東山田一丁目、東山田二丁目、南

　　　山田二丁目へ

（新吉田町） 一部　早渕一丁目、早渕二丁目、早渕三丁目へ

○ （茅ケ崎南二丁目） 一部　茅ケ崎町、東方町から

（茅ケ崎町） 一部　茅ケ崎中央、茅ケ崎南二丁目へ

○ （中川二丁目） 一部　中川町から

（中川町） 一部　牛久保東一丁目、中川二丁目、中川中央一丁目へ

（東山田町） 一部　東山田一丁目、東山田二丁目へ

（南山田町） 一部　牛久保東二丁目、北山田二丁目、早渕二丁目、早渕三丁目、南山

　　　田二丁目へ

○ 牛久保東一丁目 新　　牛久保町、大棚町、中川町の各一部

○ 牛久保東二丁目 新　　牛久保町、大棚町、南山田町の各一部

○ 北山田一丁目 新　　北山田町の一部

○ 北山田二丁目 新　　北山田町、南山田町の各一部

○ 茅ケ崎中央 新　　荏田町の全部、茅ケ崎町の一部

○ 中川中央一丁目 新　　牛久保町、中川町の各一部

○ 早渕一丁目 新　　勝田町、新吉田町の各一部

○ 早渕二丁目 新　　大棚町、勝田町、新吉田町、南山田町の各一部

○ 早渕三丁目 新　　新吉田町、南山田町の各一部

○ 東山田一丁目 新　　北山田町、東山田町の各一部

○ 東山田二丁目 新　　北山田町、東山田町の各一部
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○ 南山田二丁目 新　　北山田町、南山田町の各一部

※土地区画整理事業区域内の荏田町、東方町、牛久保町、大棚町、勝田

　町、北山田町、新吉田町、茅ケ崎町、中川町、東山田町、南山田町の

　不動産登記法上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあっ

　た日の翌日となります。

平 6.11. 6（行編） 平 5.12.15条71

（大曽根一丁目ほか75か町） 行政区再編成に伴い港北区を廃止し、新たに港北区へ編入

（大曽根一丁目） 港北区へ編入

（大曽根二丁目） 港北区へ編入

（大曽根三丁目） 港北区へ編入

（大曽根台） 港北区へ編入

（菊名一丁目） 港北区へ編入

（菊名二丁目） 港北区へ編入

（菊名三丁目） 港北区へ編入

（菊名四丁目） 港北区へ編入

（菊名五丁目） 港北区へ編入

（菊名六丁目） 港北区へ編入

（菊名七丁目） 港北区へ編入

（岸根町） 港北区へ編入

（小机町） 港北区へ編入

（篠原町） 港北区へ編入

（篠原北一丁目） 港北区へ編入

（篠原北二丁目） 港北区へ編入

（篠原台町） 港北区へ編入

（篠原西町） 港北区へ編入

（篠原東一丁目） 港北区へ編入

（篠原東二丁目） 港北区へ編入

（篠原東三丁目） 港北区へ編入

（下田町一丁目） 港北区へ編入

（下田町二丁目） 港北区へ編入

（下田町三丁目） 港北区へ編入

（下田町四丁目） 港北区へ編入

（下田町五丁目） 港北区へ編入

（下田町六丁目） 港北区へ編入

（新横浜一丁目） 港北区へ編入

（新横浜二丁目） 港北区へ編入

（新横浜三丁目） 港北区へ編入

（新吉田町） 港北区へ編入
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（高田町） 港北区へ編入

（樽町一丁目） 港北区へ編入

（樽町二丁目） 港北区へ編入

（樽町三丁目） 港北区へ編入

（樽町四丁目） 港北区へ編入

（綱島上町） 港北区へ編入

（綱島台） 港北区へ編入

（綱島西一丁目） 港北区へ編入

（綱島西二丁目） 港北区へ編入

（綱島西三丁目） 港北区へ編入

（綱島西四丁目） 港北区へ編入

（綱島西五丁目） 港北区へ編入

（綱島西六丁目） 港北区へ編入

（綱島東一丁目） 港北区へ編入

（綱島東二丁目） 港北区へ編入

（綱島東三丁目） 港北区へ編入

（綱島東四丁目） 港北区へ編入

（綱島東五丁目） 港北区へ編入

（綱島東六丁目） 港北区へ編入

（鳥山町） 港北区へ編入

（仲手原一丁目） 港北区へ編入

（仲手原二丁目） 港北区へ編入

（錦が丘） 港北区へ編入

（新羽町） 港北区へ編入

（日吉一丁目） 港北区へ編入

（日吉二丁目） 港北区へ編入

（日吉三丁目） 港北区へ編入

（日吉四丁目） 港北区へ編入

（日吉五丁目） 港北区へ編入

（日吉六丁目） 港北区へ編入

（日吉七丁目） 港北区へ編入

（日吉本町一丁目） 港北区へ編入

（日吉本町二丁目） 港北区へ編入

（日吉本町三丁目） 港北区へ編入

（日吉本町四丁目） 港北区へ編入

（日吉本町五丁目） 港北区へ編入

（日吉本町六丁目） 港北区へ編入

（富士塚一丁目） 港北区へ編入
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（富士塚二丁目） 港北区へ編入

（太尾町） 港北区へ編入

（大豆戸町） 港北区へ編入

（箕輪町一丁目） 港北区へ編入

（箕輪町二丁目） 港北区へ編入

（箕輪町三丁目） 港北区へ編入

（師岡町） 港北区へ編入

平 6.11. 6（行編） 平 5.12.15条71　一部改正平 6. 9.22条37

(牛久保町ほか51か町) 行政区再編成に伴い港北区を廃止し、新たに都筑区へ編入

（牛久保一丁目） 都筑区へ編入

（牛久保二丁目） 都筑区へ編入

（牛久保三丁目） 都筑区へ編入

（牛久保西一丁目） 都筑区へ編入

（牛久保西二丁目） 都筑区へ編入

（牛久保西三丁目） 都筑区へ編入

（牛久保西四丁目） 都筑区へ編入

（牛久保東一丁目） 都筑区へ編入

（牛久保東二丁目） 都筑区へ編入

（牛久保町） 都筑区へ編入

（大棚町） 都筑区へ編入

（勝田町） 都筑区へ編入

（勝田南一丁目） 都筑区へ編入

（勝田南二丁目） 都筑区へ編入

（北山田一丁目） 都筑区へ編入

（北山田二丁目） 都筑区へ編入

（北山田三丁目） 都筑区へ編入

（北山田四丁目） 都筑区へ編入

（北山田五丁目） 都筑区へ編入

（北山田六丁目） 都筑区へ編入

（北山田町） 都筑区へ編入

（新栄町） 都筑区へ編入

（すみれが丘） 都筑区へ編入

（茅ケ崎中央） 都筑区へ編入

（茅ケ崎町） 都筑区へ編入

（茅ケ崎東二丁目） 都筑区へ編入

（茅ケ崎東三丁目） 都筑区へ編入

（茅ケ崎南一丁目） 都筑区へ編入

（茅ケ崎南二丁目） 都筑区へ編入
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（茅ケ崎南三丁目） 都筑区へ編入

（茅ケ崎南四丁目） 都筑区へ編入

（茅ケ崎南五丁目） 都筑区へ編入

（中川中央一丁目） 都筑区へ編入

（中川一丁目） 都筑区へ編入

（中川二丁目） 都筑区へ編入

（中川三丁目） 都筑区へ編入

（中川四丁目） 都筑区へ編入

（中川五丁目） 都筑区へ編入

（中川七丁目） 都筑区へ編入

（中川町） 都筑区へ編入

（早渕一丁目） 都筑区へ編入

（早渕二丁目） 都筑区へ編入

（早渕三丁目） 都筑区へ編入

（東山田一丁目） 都筑区へ編入

（東山田二丁目） 都筑区へ編入

（東山田三丁目） 都筑区へ編入

（東山田四丁目） 都筑区へ編入

（東山田町） 都筑区へ編入

（南山田一丁目） 都筑区へ編入

（南山田二丁目） 都筑区へ編入

（南山田三丁目） 都筑区へ編入

（南山田町） 都筑区へ編入
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沿　　　革 沿　　　革

大曽根一丁目  (旧)港北区から編入 綱島上町  (旧)港北区から編入

大曽根二丁目  (旧)港北区から編入 綱島台  (旧)港北区から編入

大曽根三丁目  (旧)港北区から編入 綱島西一丁目  (旧)港北区から編入

大曽根台  (旧)港北区から編入 綱島西二丁目  (旧)港北区から編入

菊名一丁目  (旧)港北区から編入 綱島西三丁目  (旧)港北区から編入

菊名二丁目  (旧)港北区から編入 綱島西四丁目  (旧)港北区から編入

菊名三丁目  (旧)港北区から編入 綱島西五丁目  (旧)港北区から編入

菊名四丁目  (旧)港北区から編入 綱島西六丁目  (旧)港北区から編入

菊名五丁目  (旧)港北区から編入 綱島東一丁目  (旧)港北区から編入

菊名六丁目  (旧)港北区から編入 綱島東二丁目  (旧)港北区から編入

菊名七丁目  (旧)港北区から編入 綱島東三丁目  (旧)港北区から編入

岸根町  (旧)港北区から編入 綱島東四丁目  (旧)港北区から編入

小机町  (旧)港北区から編入 綱島東五丁目  (旧)港北区から編入

篠原町  (旧)港北区から編入 綱島東六丁目  (旧)港北区から編入

篠原北一丁目  (旧)港北区から編入 鳥山町  (旧)港北区から編入

篠原北二丁目  (旧)港北区から編入 仲手原一丁目  (旧)港北区から編入

篠原台町  (旧)港北区から編入 仲手原二丁目  (旧)港北区から編入

篠原西町  (旧)港北区から編入 錦が丘  (旧)港北区から編入

篠原東一丁目  (旧)港北区から編入 新羽町  (旧)港北区から編入

篠原東二丁目  (旧)港北区から編入 日吉一丁目  (旧)港北区から編入

篠原東三丁目  (旧)港北区から編入 日吉二丁目  (旧)港北区から編入

下田町一丁目  (旧)港北区から編入 日吉三丁目  (旧)港北区から編入

下田町二丁目  (旧)港北区から編入 日吉四丁目  (旧)港北区から編入

下田町三丁目  (旧)港北区から編入 日吉五丁目  (旧)港北区から編入

下田町四丁目  (旧)港北区から編入 日吉六丁目  (旧)港北区から編入

下田町五丁目  (旧)港北区から編入 日吉七丁目  (旧)港北区から編入

下田町六丁目  (旧)港北区から編入 日吉本町一丁目  (旧)港北区から編入

新横浜一丁目  (旧)港北区から編入 日吉本町二丁目  (旧)港北区から編入

新横浜二丁目  (旧)港北区から編入 日吉本町三丁目  (旧)港北区から編入

新横浜三丁目  (旧)港北区から編入 日吉本町四丁目  (旧)港北区から編入

新吉田町  (旧)港北区から編入 日吉本町五丁目  (旧)港北区から編入

高田町  (旧)港北区から編入 日吉本町六丁目  (旧)港北区から編入

樽町一丁目  (旧)港北区から編入 富士塚一丁目  (旧)港北区から編入

樽町二丁目  (旧)港北区から編入 富士塚二丁目  (旧)港北区から編入

樽町三丁目  (旧)港北区から編入 太尾町  (旧)港北区から編入

樽町四丁目  (旧)港北区から編入 大豆戸町  (旧)港北区から編入

新区制施行当時の町名（76か町）

町　　　名 町　　　名
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沿　　　革 沿　　　革

箕輪町一丁目  (旧)港北区から編入 箕輪町三丁目  (旧)港北区から編入

箕輪町二丁目  (旧)港北区から編入 師岡町  (旧)港北区から編入

平 6.11. 6（行編） 平 6.11. 6　行政区再編成及び同日施行の町区域の設定等の沿革につい

ては、(旧)区の沿革欄を参照。

平 8. 3.18（町） 平 8. 3. 8県告152

（小机町） 一部　神奈川区菅田町へ

一部　神奈川区菅田町から

平10.10.19（住） 平10. 8.25告224〔住〕平10. 8.25告225

（高田町） 一部　高田東一丁目、高田東二丁目、高田東三丁目、高田東四丁目へ

○ 高田東一丁目 新　　高田町の一部

○ 高田東二丁目 新　　高田町の一部

○ 高田東三丁目 新　　高田町の一部

○ 高田東四丁目 新　　高田町の一部

計　80か町となる。

平11.10.25（住） 平11. 8.25告233〔住〕平11. 8.25告235

（高田町） 一部　高田西一丁目、高田西二丁目、高田西三丁目、高田西四丁目、高

　　　田西五丁目へ

○ 高田西一丁目 新　　高田町の一部

○ 高田西二丁目 新　　高田町の一部

○ 高田西三丁目 新　　高田町の一部

○ 高田西四丁目 新　　高田町の一部

○ 高田西五丁目 新　　高田町の一部

　　　　計　85か町となる。

平15.10.27（住） 平15. 8.25告328〔住〕平15. 8.25告329

（岸根町） 一部　神奈川区片倉町から

（新吉田町） 一部　新吉田東一丁目、新吉田東二丁目、新吉田東三丁目、新吉田東四

　　　丁目へ

○ 新吉田東一丁目 新　　新吉田町の一部

○ 新吉田東二丁目 新　　新吉田町の一部

○ 新吉田東三丁目 新　　新吉田町の一部

○ 新吉田東四丁目 新　　新吉田町の一部

　　　　計　89か町となる。

平16.10.18（住） 平16. 8.25告364〔住〕平16. 8.25告365

（新吉田町） 一部　新吉田東五丁目、新吉田東六丁目へ

（綱島上町） 一部　新吉田東六丁目へ

○ 新吉田東五丁目 新　　新吉田町の一部

○ 新吉田東六丁目 新　　新吉田町、綱島上町の各一部

新設（異動）町名 沿 革

町　　　名 町　　　名
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平17. 1.31（町） 平16.11. 5告570

（新羽町） 一部　北新横浜一丁目、北新横浜二丁目、太尾町へ

（太尾町） 一部  新羽町から

北新横浜一丁目 新　  新羽町の一部

北新横浜二丁目 新　  新羽町の一部

　　　　計 93か町となる。

平17.10.31（住） 平17. 8.25告362〔住〕平17. 8.25告363

（新吉田町） 一部　新吉田東七丁目、新吉田東八丁目へ

（綱島上町） 一部　新吉田東七丁目へ

（新羽町） 一部　新吉田東七丁目、新吉田東八丁目へ

（太尾町） 一部　新吉田東七丁目へ

○ 新吉田東七丁目 新　　新吉田町、綱島上町、新羽町、太尾町の各一部

○ 新吉田東八丁目 新　　新吉田町、新羽町の各一部

　　　　計　95か町となる。

平19.11.19（住） 平19.10.15告352〔住〕平19.10.15告353

（太尾町） 一部　大倉山一丁目、大倉山二丁目、大倉山三丁目へ

○ 大倉山一丁目 新　　太尾町の一部

○ 大倉山二丁目 新　　太尾町の一部

○ 大倉山三丁目 新　　太尾町の一部

　　　　計　98か町となる。

平20.10.20（住） 平20. 8.25告295〔住〕平20. 8.25告296

（太尾町） 一部　大倉山四丁目、大倉山五丁目へ

○ 大倉山四丁目 新　　太尾町の一部

○ 大倉山五丁目 新　　太尾町の一部

　　　　計　100か町となる。

平21.10.19（住） 平21. 8.25告296〔住〕平21. 8.25告297

（太尾町） 廃　　大倉山六丁目、大倉山七丁目、新吉田東七丁目、新羽町へ

（新吉田東七丁目） 一部　太尾町から

（新羽町） 一部　太尾町から

一部　大倉山七丁目へ

（大豆戸町） 一部　大倉山七丁目へ

○ 大倉山六丁目 新　　太尾町の一部

○ 大倉山七丁目 新　　太尾町、新羽町、大豆戸町の各一部

　　　　計　101か町となる。

新設（異動）町名 沿 革
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緑 区 （昭和44年10月１日区制施行）

沿 革 沿 革

青砥町  (旧)港北区から編入 佐江戸町  (旧)港北区から編入

青葉台一丁目  (旧)港北区から編入 桜台  (旧)港北区から編入

青葉台二丁目  (旧)港北区から編入 寺家町  (旧)港北区から編入

池辺町  (旧)港北区から編入 下谷本町  (旧)港北区から編入

市ケ尾町  (旧)港北区から編入 しらとり台  (旧)港北区から編入

美しが丘一丁目  (旧)港北区から編入 台村町  (旧)港北区から編入

美しが丘二丁目  (旧)港北区から編入 千草台  (旧)港北区から編入

美しが丘三丁目  (旧)港北区から編入 つつじが丘  (旧)港北区から編入

梅が丘  (旧)港北区から編入 寺山町  (旧)港北区から編入

荏田町  (旧)港北区から編入 十日市場町  (旧)港北区から編入

榎が丘  (旧)港北区から編入 長津田町  (旧)港北区から編入

大熊町  (旧)港北区から編入 中山町  (旧)港北区から編入

大場町  (旧)港北区から編入 奈良町  (旧)港北区から編入

折本町  (旧)港北区から編入 成合町  (旧)港北区から編入

恩田町  (旧)港北区から編入 新治町  (旧)港北区から編入

上山町  (旧)港北区から編入 西八朔町  (旧)港北区から編入

上谷本町  (旧)港北区から編入 白山町  (旧)港北区から編入

鴨居町  (旧)港北区から編入 東方町  (旧)港北区から編入

鴨志田町  (旧)港北区から編入 東本郷町  (旧)港北区から編入

川向町  (旧)港北区から編入 藤が丘一丁目  (旧)港北区から編入

川和町  (旧)港北区から編入 藤が丘二丁目  (旧)港北区から編入

北八朔町  (旧)港北区から編入 松風台  (旧)港北区から編入

鉄町  (旧)港北区から編入 三保町  (旧)港北区から編入

黒須田町  (旧)港北区から編入 元石川町  (旧)港北区から編入

小山町  (旧)港北区から編入

昭44.10. 1（行編） 昭44.10. 1　行政区再編成の沿革については、(旧)区の沿革欄を参照。

昭44.10. 8（耕） 昭44.10. 7県告728〔認〕昭44.10. 7県告732

（鴨志田町） 一部　寺家町へ

（寺家町） 一部　鴨志田町から

昭45. 2.26（区） 昭45. 2.24県告102〔換〕昭45. 2.25公告29

（梅が丘） 一部　西八朔町、北八朔町、下谷本町から

（千草台） 一部　西八朔町、北八朔町、下谷本町から

（西八朔町） 一部　さつきが丘、梅が丘、千草台、北八朔町へ

一部　北八朔町から

（北八朔町） 一部　梅が丘、千草台、西八朔町へ

区制施行当時の町名（49か町）

沿 革

町 名

新設（異動）町名

町 名
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一部　西八朔町へ

（恩田町） 一部　さつきが丘へ

（下谷本町） 一部　梅が丘、千草台へ

さつきが丘 新　　西八朔町、恩田町の各一部

　　　　計　50か町となる。

昭45. 6.16（区） 昭45. 6.12県告515〔換〕昭45. 6.15公告107

（鴨居町） 一部　東本郷町へ

（東本郷町） 一部　鴨井町、神奈川区菅田町から

昭45. 9.19 昭45. 9.18県告810

（荏田町） 一部　港北区茅ケ崎町、中川町へ

一部　港北区中川町から

昭46. 1.15（区） 昭46. 1.14県告21〔換〕昭46. 1.14公告7

（上谷本町） 一部　もえぎ野、藤が丘一丁目、藤が丘二丁目へ

（下谷本町） 一部　もえぎ野、藤が丘一丁目、藤が丘二丁目へ

（藤が丘一丁目） 一部　上谷本町、下谷本町から

（藤が丘二丁目） 一部　上谷本町、下谷本町から

もえぎ野 新　　上谷本町、下谷本町の各一部

　　　　計　51か町となる。

昭46. 1.26（区） 昭46. 1.14県告21〔換〕昭46. 1.25公告28

（恩田町） 一部　たちばな台二丁目、若草台へ

（上谷本町） 一部　たちばな台二丁目へ

（鴨志田町） 一部　たちばな台一丁目、たちばな台二丁目へ

（成合町） 一部　たちばな台一丁目、たちばな台二丁目へ

たちばな台一丁目 新　　上谷本町、鴨志田町、成合町の各一部

たちばな台二丁目 新　　恩田町、鴨志田町、成合町の各一部

若草台 新　　恩田町の一部

　　　　計　54か町となる。

昭46. 3.26（区） 昭46. 3.23県告261〔換〕昭46. 3.25公告71

（榎が丘） 一部　恩田町から

（松風台） 一部　恩田町から

（恩田町） 一部　田奈町、榎が丘、松風台へ

田奈町 新　　恩田町の一部

　　　　計　55か町となる。

昭47. 7.26（区） 昭47. 7.25県告767〔換〕昭47. 7.25公告158

（元石川町） 一部　美しが丘一丁目、美しが丘三丁目、美しが丘四丁目、美しが丘五

　　　丁目へ

（美しが丘一丁目） 一部　元石川町から

（美しが丘三丁目） 一部　元石川町から
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美しが丘四丁目 新　　元石川町の一部

美しが丘五丁目 新　　元石川町の一部

　　　計　57か町となる。

昭47. 9. 6（区） 昭47. 9. 5県告882〔換〕昭47. 9. 5公告184、185

（鴨居町） 一部　竹山一丁目、竹山二丁目、竹山三丁目、竹山四丁目へ

竹山一丁目 新　　鴨居町の一部

竹山二丁目 新　　鴨居町の一部

竹山三丁目 新　　鴨居町の一部

竹山四丁目 新　　鴨居町の一部

　　　　計　61か町となる。

昭47.11. 1 昭47.10.27県告1016

（大場町） 一部　市ケ尾町へ

一部　市ケ尾町から

（市ケ尾町） 一部　大場町へ

一部　大場町から

昭48. 4. 6（区） 昭48. 4. 3県告296〔換〕昭48. 4. 5公告62

（長津田町） 一部　いぶき野へ

いぶき野 新　　長津田町の一部

　　　　計　62か町となる。

昭48. 5.16（区） 昭48. 5.15県告431〔換〕昭48. 5.15公告104

（鴨居町） 一部　白山町へ

（白山町） 一部　鴨居町から

昭48. 9.29（改） 昭48. 9.28県告792〔換〕昭48. 9.28県公告

（北八朔町） 一部　川和町、下谷本町、市ケ尾町へ

一部　西八朔町から

（西八朔町） 一部　北八朔町、下谷本町、市ケ尾町、川和町へ

（川和町） 一部　市ケ尾町へ

一部　北八朔町、西八朔町から

（下谷本町） 一部　市ケ尾町へ

一部　北八朔町、西八朔町、上谷本町、市ケ尾町から

（上谷本町） 一部　下谷本町、市ケ尾町へ

（市ケ尾町） 一部　下谷本町へ

一部　川和町、北八朔町、西八朔町、下谷本町、上谷本町から

昭48.10.26（区） 昭48.10.23県告862〔換〕昭48.10.25公告242

（黒須田町） 一部　すすき野一丁目、すすき野二丁目、もみの木台へ

一部　鉄町から

（鉄町） 一部　すすき野一丁目、すすき野二丁目、すすき野三丁目、もみの木台、

　　　黒須田町へ
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（元石川町） 一部　すすき野一丁目、すすき野三丁目へ

すすき野一丁目 新　　黒須田町、鉄町、元石川町の各一部

すすき野二丁目 新　　黒須田町、鉄町の各一部

すすき野三丁目 新　　元石川町、鉄町の各一部

もみの木台 新　　鉄町、黒須田町の各一部

　　　　計　66か町となる。

昭48.12. 6（区） 昭48.11.30県告968〔換〕昭48.12. 5公告277

（竹山一丁目） 一部　鴨居町へ

一部　鴨居町から

（鴨居町） 一部　竹山一丁目へ

一部　竹山一丁目から

昭49. 4.23（飛） 昭49. 4.19県告352

（西八朔町） 一部　北八朔町へ

一部　北八朔町から

（北八朔町） 一部　西八朔町へ

一部　西八朔町から

昭49. 9. 1（市境） 昭49.8.27県告693〔市編〕昭49.8.6県告657 昭49.8.24自治省告示147

（すすき野二丁目） 一部　もみの木台、川崎市へ

一部　川崎市から

（すすき野三丁目） 一部　川崎市へ

一部　川崎市から

（もみの木台） 一部　川崎市へ

一部　すすき野二丁目、川崎市から

昭49. 9.15（区） 昭49. 9.13県告730〔換〕昭49. 9.14公告205

（元石川町） 一部　大場町、すすき野一丁目へ

一部　大場町から

（大場町） 一部　黒須田町、元石川町、すすき野一丁目へ

一部　元石川町から

（すすき野一丁目） 一部　大場町、黒須田町、元石川町から

（黒須田町） 一部　すすき野一丁目へ

一部　大場町から

昭49. 9.26（区） 昭49. 9.24県告754〔換〕昭49. 9.25公告219

（藤が丘一丁目） 一部　上谷本町から

（もえぎ野） 一部　上谷本町から

（上谷本町） 一部　柿の木台、藤が丘一丁目、もえぎ野へ

（下谷本町） 一部　柿の木台へ

柿の木台 新　　上谷本町、下谷本町の各一部

　　　　計　67か町となる。
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昭50. 9.28（区） 昭50. 9.26県告695〔換〕昭50. 9.27公告264

（柿の木台） 一部　上谷本町から

（桜台） 一部　上谷本町から

（たちばな台一丁目） 一部　上谷本町から

（上谷本町） 一部　みたけ台、柿の木台、桜台、たちばな台一丁目へ

みたけ台 新　　上谷本町の一部

　　　　計　68か町となる。

昭51. 1.15（区） 昭51. 1.13県告17〔換〕昭51. 1.14公告5

（元石川町） 一部　あざみ野一丁目、あざみ野二丁目、あざみ野三丁目、あざみ野四

　　　丁目、美しが丘五丁目、荏田町、大場町へ

（大場町） 一部　あざみ野二丁目、あざみ野三丁目へ

一部　元石川町から

（美しが丘五丁目） 一部　あざみ野四丁目へ

一部　元石川町から

（荏田町） 一部　元石川町から

あざみ野一丁目 新　　元石川町の一部

あざみ野二丁目 新　　元石川町、大場町の各一部

あざみ野三丁目 新　　元石川町、大場町の各一部

あざみ野四丁目 新　　元石川町、美しが丘五丁目の各一部

　　　　計　72か町となる。

昭51. 7.16（区） 昭51. 7. 9県告513〔換〕昭51. 7.15公告193

（恩田町） 一部　すみよし台へ

一部　鴨志田町から

（鴨志田町） 一部　恩田町、すみよし台へ

（奈良町） 一部　すみよし台へ

すみよし台 新　　恩田町、鴨志田町、奈良町の各一部

　　　　計　73か町となる。

昭52. 2.26（区） 昭52. 2.25県告115〔換〕昭52. 2.25公告37

（鴨志田町） 一部　たちばな台二丁目、若草台へ

一部　たちばな台二丁目から

（たちばな台二丁目） 一部　鴨志田町へ

一部　鴨志田町から

（若草台） 一部　鴨志田町から

昭52. 2.28（町） 昭52. 2.25県告113

（台村町） 一部　旭区上白根町へ

（寺山町） 一部　旭区上白根町へ

昭52. 5.10（町） 昭52. 4.26県告330

（鴨居町） 一部　白山町へ
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（白山町） 一部　鴨居町から

昭52.10.28（町） 昭52.10.18県告740

（東本郷町） 一部　神奈川区菅田町、港北区小机町へ

一部　神奈川区菅田町、港北区小机町から

昭52.11.21（町） 昭52.11. 1県告756

（黒須田町） 一部　大場町へ

（大場町） 一部　黒須田町から

昭53. 2. 1（町） 昭53. 1. 6県告1

（奈良町） 一部　緑山へ

緑山 新　　奈良町の一部

　　　　計　74か町となる。

昭53. 3. 4（改） 昭53. 3. 3県告169〔認〕昭53. 3. 3公告153

（川向町） 一部　港北区小机町へ

一部　港北区小机町から

昭53. 4.29（区） 昭53. 4.28県告358〔換〕昭53. 4.28公告142

（荏田町） 一部　荏田北一丁目、荏田北二丁目、荏田北三丁目へ

荏田北一丁目 新　　荏田町の一部

荏田北二丁目 新　　荏田町の一部

荏田北三丁目 新　　荏田町の一部

　　　　計　77か町となる。

昭53. 5.29（町） 昭53. 5.23県告429

（川向町） 一部　東本郷町から

（東本郷町） 一部　川向町へ

昭54. 2.18（区） 昭54. 2.16県告109〔換〕昭54. 2.17公告45

（美しが丘二丁目） 一部　元石川町から

（荏田町） 一部　元石川町から

（元石川町） 一部　美しが丘二丁目、荏田町、新石川一丁目、新石川二丁目、新石三

　　　丁目、新石川四丁目へ

新石川一丁目 新　　元石川町の一部

新石川二丁目 新　　元石川町の一部

新石川三丁目 新　　元石川町の一部

新石川四丁目 新　　元石川町の一部

　　　　計　81か町となる。

昭54. 6.24（区） 昭54. 6. 5県告500〔換〕昭54. 6.23公告189

（市ケ尾町） 一部　川和町から

（川和町） 一部　市ケ尾町へ

昭55. 3.29（区） 昭55. 3.28県告256〔換〕昭55. 3.28県公告

（鴨志田町） 一部　寺家町から
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（寺家町） 一部　鴨志町へ

昭55. 3.31（町） 昭55. 3.28県告255

（長津田町） 一部　瀬谷区卸本町へ

昭55. 7 .6（区） 昭55. 6.27県告530〔換〕昭55. 7. 5公告208

（市ケ尾町） 一部　荏田町、大場町から

（荏田町） 一部　市ケ尾町へ

（大場町） 一部　市ケ尾町へ

昭55.12.10（改） 昭55.12. 9県告991〔換〕昭55.12. 9県公告

（青砥町） 一部　小山町へ

一部　中山町から

（いぶき野） 一部　恩田町、十日市場町、長津田町から

（恩田町） 一部　いぶき野、さつきが丘、しらとり台、田奈町、十日市場町、長津

　　　田町へ

一部　長津田町から

（北八朔町） 一部　小山町へ

（小山町） 一部　十日市場町、新治町、西八朔町へ

一部　青砥町、北八朔町、十日市場町、新治町、西八朔町から

（さつきが丘） 一部　恩田町、十日市場町、西八朔町から

（しらとり台） 一部　恩田町、十日市場町、長津田町から

（田奈町） 一部　恩田町、長津田町から

（十日市場町） 一部　いぶき野、小山町、さつきが丘、しらとり台、西八朔町へ

一部　恩田町、小山町、西八朔町から

（中山町） 一部　青砥町へ

（長津田町） 一部　いぶき野、恩田町、しらとり台、田奈町へ

一部　恩田町から

（新治町） 一部　小山町へ

一部　小山町、三保町から

（西八朔町） 一部　小山町、さつきが丘、十日市場町へ

一部　小山町、十日市場町から

（三保町） 一部　新治町へ

昭56. 3.21（区） 昭56. 3.20県告223〔換〕昭56. 3.20県公告

（十日市場町） 一部　霧が丘一丁目、霧が丘二丁目、霧が丘三丁目、霧が丘四丁目、霧

　　　が丘五丁目、霧が丘六丁目へ

（長津田町） 一部　霧が丘二丁目、霧が丘六丁目へ

（新治町） 一部　霧が丘一丁目、霧が丘四丁目へ

（三保町） 一部　霧が丘四丁目へ

霧が丘一丁目 新　　十日市場町、新治町の各一部

霧が丘二丁目 新　　十日市場町、長津田町の各一部
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霧が丘三丁目 新　　十日市場町の一部

霧が丘四丁目 新　　十日市場町、新治町、三保町の各一部

霧が丘五丁目 新　　十日市場町の一部

霧が丘六丁目 新　　十日市場町、長津田町の各一部

　　　　計　87か町となる。

昭57. 1.10（区） 昭57. 1. 8県告14〔換〕昭57. 1. 9公告3

（恩田町） 一部　桂台一丁目、桂台二丁目、若草台、松風台へ

（鴨志田町） 一部　桂台二丁目へ

（松風台） 一部　恩田町から

（若草台） 一部　恩田町から

桂台一丁目 新　　恩田町の一部

桂台二丁目 新　　恩田町、鴨志田町の各一部

　　　　計　89か町となる。

昭57. 3.31（改） 昭57. 3.30県告269〔換〕昭57. 3.30県公告

（大熊町） 一部　港北区新羽町へ

一部　港北区新羽町から

昭57. 7.19（住） 昭57. 6.29県告620〔住〕昭57. 6.15告152

（恩田町） 一部　長津田二丁目、長津田三丁目へ

（長津田町） 一部　長津田一丁目、長津田二丁目、長津田三丁目、長津田四丁目、長

　　　津田五丁目、長津田六丁目、長津田七丁目へ

○ 長津田一丁目 新　　長津田町の一部

○ 長津田二丁目 新　　恩田町、長津田町の各一部

○ 長津田三丁目 新　　恩田町、長津田町の各一部

○ 長津田四丁目 新　　長津田町の一部

○ 長津田五丁目 新　　長津田町の一部

○ 長津田六丁目 新　　長津田町の一部

○ 長津田七丁目 新　　長津田町の一部

　　　　計　96か町となる。

昭57. 7.19（町） 昭57. 6.29県告621

（霧が丘六丁目） 一部　長津田町、旭区川島町から

（十日市場町） 一部　旭区若葉台二丁目へ

（長津田町） 一部　霧が丘六丁目、旭区若葉台二丁目、若葉台四丁目へ

（三保町） 一部　旭区若葉台二丁目へ

昭58. 5.15（区） 昭58. 5.13県告422〔換〕昭58. 5.14公告173

（青砥町） 一部　中山町へ

（小山町） 一部　中山町へ

（台村町） 一部　中山町へ

（寺山町） 一部　中山町へ
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（三保町） 一部　中山町へ

（中山町） 一部　青砥町、小山町、台村町、寺山町、三保町から

昭58. 8. 8（住） 昭58. 6.24県告539〔住〕昭58. 6.25告145

（池辺町） 一部　荏田南一丁目、荏田南二丁目、大丸、見花山へ

（荏田町） 一部　荏田東三丁目、荏田南一丁目、荏田南二丁目、荏田南三丁目、荏

　　　田南五丁目、大丸へ

（川和町） 一部　大丸、花見山へ

○ 荏田東三丁目 新　　荏田町の一部

○ 荏田南一丁目 新　　池辺町、荏田町の各一部

○ 荏田南二丁目 新　　池辺町、荏田町の各一部

○ 荏田南三丁目 新　　荏田町の一部

○ 荏田南五丁目 新　　荏田町の一部

○ 大丸 新　　池辺町、荏田町、川和町の各一部

○ 見花山 新　　池辺町、川和町の各一部

※土地区画整理事業区域内の池辺町、荏田町、川和町の不動産登記法上

　の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日とな

　ります。

　　　　計　103か町となる。

昭58. 9.11（区） 昭58. 9. 9県告738〔換〕昭58. 9.10公告302

（市ケ尾町） 一部　荏田西一丁目へ

（荏田町） 一部　荏田西一丁目、荏田西二丁目、荏田西三丁目へ

荏田西一丁目 新　　市ケ尾町、荏田町の各一部

荏田西二丁目 新　　荏田町の一部

荏田西三丁目 新　　荏田町の一部

　　　　計　106か町となる。

昭58. 9.25（区） 昭58. 9.22県告774〔換〕昭58. 9.24公告321

（荏田町） 一部　市ケ尾町、川和町、荏田西三丁目、荏田西四丁目、荏田西五丁目へ

（市ケ尾町） 一部　荏田西三丁目、荏田西四丁目、荏田西五丁目、川和町へ

一部　荏田町から

（川和町） 一部　市ケ尾町、荏田町から

（荏田西三丁目） 一部　市ケ尾町、荏田町から

荏田西四丁目 新　　市ケ尾町、荏田町の各一部

荏田西五丁目 新　　市ケ尾町、荏田町の各一部

　　　　計　108か町となる。

昭58.11.19（改） 昭58.11.18県告962〔換〕昭58.11.18県公告

（成合町） 一部　鴨志田町、鉄町へ

（市ケ尾町） 一部　上谷本町、鉄町へ

一部　上谷本町、鉄町から
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（上谷本町） 一部　市ケ尾町、鉄町、たちばな台一丁目へ

一部　市ケ尾町、鉄町から

（鴨志田町） 一部　鉄町、たちばな台一丁目へ

一部　鉄町、成合町から

（鉄町） 一部　市ケ尾町、上谷本町、鴨志田町、たちばな台一丁目へ

一部　市ケ尾町、上谷本町、鴨志田町、成合町から

（たちばな台一丁目） 一部　上谷本町、鴨志田町、鉄町から

昭58.12.28（改） 昭54. 8.31県告757〔換〕昭58.12.27県公告

（川和町） 一部　北八朔町へ

（下谷本町） 一部　北八朔町へ

（西八朔町） 一部　北八朔町へ

（北八朔町） 一部　川和町、下谷本町、西八朔町から

昭59. 2.11（住） 昭59. 2.10県告103〔住〕昭59. 2. 4告21

（恩田町） 一部　長津田町、長津田三丁目へ

（長津田町） 一部　恩田町から

○ （長津田三丁目） 一部　恩田町から

昭59. 4.29（区） 昭59. 4.20県告412〔換〕昭59. 4.28公告178

（大場町） 一部　荏子田三丁目へ

（元石川町） 一部　荏子田一丁目、荏子田二丁目、荏子田三丁目、すすき野一丁目、

　　　すすき野三丁目へ

（すすき野一丁目） 一部　元石川町から

（すすき野三丁目） 一部　元石川町から

荏子田一丁目 新　　元石川町の一部

荏子田二丁目 新　　元石川町の一部

荏子田三丁目 新　　大場町、元石川町の各一部

　　　　計　111か町となる。

昭59. 9. 8（改） 昭59. 9. 7県告729〔換〕昭59. 9. 7県公告

（青砥町） 一部　川和町へ

一部　川和町から

（川和町） 一部　青砥町、北八朔町へ

一部　青砥町、北八朔町、西八朔町から

（北八朔町） 一部　川和町へ

一部　川和町、西八朔町から

（西八朔町） 一部　川和町、北八朔町へ

昭59.11. 5（住） 昭59.10. 9県告823〔住〕昭59.10. 9告237

（池辺町） 一部　平台へ

（東方町） 一部　平台へ

○ 平台 新　　池辺町、東方町の各一部
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※土地区画整理事業区域内の池辺町、東方町の不動産登記法上の土地の

　表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日となります。

　　　　計　112か町となる。

昭59.12. 9（町） 昭59.12. 7県告1012

（鉄町） 一部　黒須田町へ

一部　黒須田町から

（黒須田町） 一部　鉄町へ

一部　鉄町から

昭60. 7.22（住） 昭60. 6.25県告573〔住〕昭60. 6.25告175

（池辺町） 一部　鴨居一丁目へ

一部　鴨居町から

（鴨居町） 一部　池辺町、鴨居一丁目、鴨居二丁目、鴨居三丁目、鴨居四丁目、鴨

　　　居五丁目、鴨居六丁目、鴨居七丁目、竹山一丁目、保土ヶ谷区上

　　　菅田町へ

（佐江戸町） 一部　鴨居一丁目へ

（竹山一丁目） 一部　鴨居町から

（白山町） 一部　鴨居五丁目へ

（東本郷町） 一部　鴨居一丁目、鴨居二丁目へ

○ 鴨居一丁目 新　　池辺町、鴨居町、佐江戸町、東本郷町の各一部

○ 鴨居二丁目 新　　鴨居町、東本郷町の各一部

○ 鴨居三丁目 新　　鴨居町、神奈川区菅田町の各一部

○ 鴨居四丁目 新　　鴨居町の一部

○ 鴨居五丁目 新　　鴨居町、白山町の各一部

○ 鴨居六丁目 新　　鴨居町の一部

○ 鴨居七丁目 新　　鴨居町の一部

　　　　計　119か町となる。

昭61. 2.10（住） 昭60.12.27県告1048〔住〕昭61. 1. 4告1

（池辺町） 一部　葛が谷、富士見が丘、見花山へ

（荏田町） 一部　見花山へ

（川和町） 一部　富士見が丘、見花山へ

○ （見花山） 一部　池辺町、荏田町、川和町から

○ 葛が谷 新　　池辺町の一部

○ 富士見が丘 新　　池辺町、川和町の各一部

※土地区画整理事業区域内の池辺町、荏田町、川和町の不動産登記法上

　の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日とな

　ります。

　　　　計　121か町となる。

昭61. 2.22（改） 昭61. 2.21県告119〔換〕昭61. 2.21県公告
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（鴨居町） 一部　東本郷町へ

一部　東本郷町から

（東本郷町） 一部　鴨居町へ

一部　鴨居町から

昭62. 5. 6 昭62. 3. 5条3

（池辺町） 一部　港北区へ

（荏田町） 一部　港北区へ

（東方町） 一部　港北区へ

勝田町 新　　港北区から

新羽町 新　　港北区から

　　　　計　123か町となる。

昭62. 5. 6（住） 昭62. 3.24県告242〔住〕昭62. 3.25告60

（池辺町） 一部　荏田東二丁目、葛が谷へ

（荏田町） 一部　荏田東一丁目、荏田東二丁目、荏田東四丁目、荏田南三丁目、荏

　　　田南四丁目、葛が谷へ

○ （荏田南三丁目） 一部　荏田町から

（大熊町） 一部　仲町台二丁目、仲町台三丁目へ

○ （葛が谷） 一部　池辺町、荏田町から

（新羽町） 一部　仲町台二丁目、仲町台三丁目へ

○ 荏田東一丁目 新　　荏田町の一部

○ 荏田東二丁目 新　　池辺町、荏田町の各一部

○ 荏田東四丁目 新　　荏田町、港北区茅ケ崎町の各一部

○ 荏田南四丁目 新　　荏田町の一部

○ 仲町台二丁目 新　　大熊町、新羽町の各一部

○ 仲町台三丁目 新　　大熊町、新羽町の各一部

※土地区画整理事業区域内の池辺町、荏田町、大熊町、新羽町の不動産

　登記法上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の

　翌日となります。

　　　　計　129か町となる。

昭63. 2.29（住） 昭63. 1.29県告72〔住〕昭63. 1.14告8

（川和町） 一部　見花山へ

○ （見花山） 一部　川和町から

※土地区画整理事業区域内の川和町の不動産登記法上の土地の表示の廃

　止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日となります。

昭63. 7.25（住） 昭63. 6.24県告587〔住〕昭63. 6.25告155

（東本郷町） 一部　東本郷一丁目、東本郷二丁目、東本郷三丁目、東本郷四丁目、東

　　　本郷五丁目、東本郷六丁目、港北区小机町へ

○ 東本郷一丁目 新　　東本郷町の一部
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○ 東本郷二丁目 新　　東本郷町の一部

○ 東本郷三丁目 新　　東本郷町、神奈川区菅田町の各一部

○ 東本郷四丁目 新　　東本郷町の一部

○ 東本郷五丁目 新　　東本郷町、港北区小机町の各一部

○ 東本郷六丁目 新　　東本郷町の一部

　　　　計　135か町となる。

昭63.12.24（改） 昭63.12.23県告1039〔換〕昭63.12.23県公告

（折本町） 一部　東方町へ

一部　東方町から

（東方町） 一部　折本町へ

一部　折本町から

平元. 2.27（住） 平元. 1.27県告58〔住〕平元. 2. 4告17

（大熊町） 一部　仲町台四丁目へ

（折本町） 一部　桜並木、仲町台四丁目へ

（東方町） 一部　桜並木へ

○ 桜並木 新　　折本町、東方町の各一部

○ 仲町台四丁目 新　　大熊町、折本町の各一部

※土地区画整理事業区域内の大熊町、折本町、東方町の不動産登記法上

　の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日とな

　ります。

　　　　計　137か町となる。

平元. 7.16（区） 平元. 6.30県告584〔換〕平元. 7.15公告278

（大場町） 一部　　黒須田へ

（黒須田町） 一部　　黒須田へ

黒須田 新　　大場町、黒須田町の各一部

　　　　計　138か町となる。

平元. 8.21（住） 平元. 7. 4県告587〔住〕平元. 7.15公告184

（寺山町） 一部　旭区上白根三丁目、中白根三丁目へ

一部　旭区上白根町から

平元.11. 5（区） 平元.10.24県告905〔換〕平元．11．4公告420

（すすき野三丁目） 一部　美しが丘西三丁目へ

（元石川町） 一部　美しが丘西一丁目、美しが丘西二丁目、美しが丘西三丁目、荏子

　　　田二丁目へ

（荏子田二丁目） 一部　元石川町から

美しが丘西一丁目 新　　元石川町の一部

美しが丘西二丁目 新　　元石川町の一部

美しが丘西三丁目 新　　すすき野三丁目、元石川町の各一部

　　　　計　141か町となる。
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平元.11.27（住） 平元.11. 2県告936〔住〕平元.11. 4告297

（池辺町） 一部　加賀原一丁目、二の丸、富士見が丘へ

（川和町） 一部　加賀原一丁目、加賀原二丁目、富士見が丘へ

（佐江戸町） 一部　加賀原一丁目、加賀原二丁目へ

○ （富士見が丘） 一部　池辺町、川和町から

○ 加賀原一丁目 新　　池辺町、川和町、佐江戸町の各一部

○ 加賀原二丁目 新　　川和町、佐江戸町の各一部

○ 二の丸 新　　池辺町、川和町の各一部

※土地区画整理事業区域内の池辺町、川和町、佐江戸町の不動産登記法

　上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日と

　なります。

　　　　計　144か町となる。

平 2. 2.18（区） 平 2. 1.19県告48〔換〕平 2. 2.17公告58

（恩田町） 一部　あかね台一丁目、あかね台二丁目へ

あかね台一丁目 新　　恩田町の一部

あかね台二丁目 新　　恩田町の一部

　　　　計　146か町となる。

平 2. 7. 1（町） 平 2. 6.19県告571

（鴨居町） 一部　竹山四丁目へ

（竹山二丁目） 一部　竹山四丁目へ

（竹山四丁目） 一部　鴨居町、竹山二丁目から

平 2. 7. 9（住） 平 2. 6. 8県告543〔住〕平 2. 6.15告168

（荏田町） 一部　港北区中川町から

（大熊町） 一部　仲町台五丁目へ

（折本町） 一部　仲町台五丁目へ

（勝田町） 廃　　仲町台五丁目へ

（上山町） 一部　白山三丁目へ

一部　白山町から

（鴨居五丁目） 一部　白山二丁目へ

（佐江戸町） 一部　白山一丁目へ

（新羽町） 一部　仲町台五丁目へ

（白山町） 廃　　上山町、白山一丁目、白山二丁目、白山三丁目、白山四丁目、旭

　　　区白根町へ

（東方町） 一部　仲町台五丁目へ

○ 仲町台五丁目 新　　大熊町、折本町、勝田町、新羽町、東方町の各一部

○ 白山一丁目 新　　佐江戸町、白山町の各一部

○ 白山二丁目 新　　鴨居五丁目、白山町の各一部

○ 白山三丁目 新　　上山町、白根町の各一部
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○ 白山四丁目 新　　白山町、旭区白根町の各一部

※土地区画整理事業区域内の大熊町、折本町、勝田町、新羽町、東方町

　の不動産登記法上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあっ

　た日の翌日となります。

　　　　計　149か町となる。

平 3. 2.12（町） 平 3. 2. 1県告78

（鴨志田町） 一部　すみよし台へ

一部　すみよし台から

（すみよし台） 一部　鴨志田町へ

一部　鴨志田町から

平 3. 8.25（区） 平 3. 8. 2県告695〔換〕平 3. 8.24公告350

（黒須田町） 廃　　大場町、鉄町、黒須田町へ

（大場町） 一部　黒須田町から

（鉄町） 一部　黒須田へ

一部　黒須田町から

（黒須田） 一部　鉄町、黒須田町から

　　　　計　148か町となる。

平 3.11.11（住） 平 3.10. 1県告834〔住〕平 3.10. 5告219

（池辺町） 一部　長坂へ

（川和町） 一部　川和台へ

（東方町） 一部　長坂へ

○ 川和台 新　　川和町の一部

○ 長坂 新　　池辺町、東方町の各一部

※土地区画整理事業区域内の池辺町、川和町、東方町の不動産登記法上

　の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日とな

　ります。

　　　　計　150か町となる。

平 4. 9. 6（区） 平 4. 8. 7県告720〔換〕平 4. 9. 5公告462

（あざみ野二丁目） 一部　あざみ野南三丁目へ

一部　あざみ野三丁目、荏田町、大場町、元石川町から

（あざみ野三丁目） 一部　あざみ野二丁目へ

一部　荏田町、大場町から

（荏田北二丁目） 一部　あざみ野南四丁目へ

（荏田北三丁目） 一部　あざみ野南三丁目へ

一部　荏田町から

（荏田町） 一部　あざみ野南一丁目、あざみ野南二丁目、あざみ野南三丁目、あざ

　　　み野南四丁目、あざみ野二丁目、あざみ野三丁目、荏田北三丁目、

　　　大場町、新石川一丁目へ
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一部　新石川町、元石川町から

（大場町） 一部　あざみ野二丁目、あざみ野三丁目へ

一部　荏田町から

（新石川一丁目） 一部　あざみ野南一丁目、荏田町へ

一部　荏田町、元石川町から

（元石川町） 一部　あざみ野南一丁目、あざみ野南二丁目、あざみ野南三丁目、あざ

　　　み野二丁目、荏田町、新石川一丁目へ

あざみ野南一丁目 新　　荏田町、新石川一丁目、元石川町の各一部

あざみ野南二丁目 新　　荏田町、元石川町の各一部

あざみ野南三丁目 新　　あざみ野二丁目、荏田町、荏田北三丁目、元石川町の各一部

あざみ野南四丁目 新　　荏田町、荏田北二丁目の各一部

　　　　計　154か町となる。

平 4.10.19（住） 平 4. 8.25県告753〔住〕平 4. 8.15告221

（新羽町） 廃　　仲町台一丁目へ

（池辺町） 一部　高山へ

（大熊町） 一部　仲町台一丁目へ

（川和町） 一部　高山へ

○ 高山 新　　池辺町、川和町の各一部

○ 仲町台一丁目 新　　新羽町の全部、大熊町の一部

※土地区画整理事業区域内の池辺町、大熊町、川和町、新羽町の不動産

　登記法上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の

　翌日となります。

　　　　計　155か町となる。

平 4.11.21（改） 平 4.11.20　県告1014　　〔換〕平成 4.11.20　県公告

（池辺町） 一部　東方町から

（東方町） 一部　池辺町へ

平 6.11. 6（町） 平 6.10. 7県告797

（青砥町） 一部　佐江戸町から

（荏田町） 一部　港北区中川町から

一部　荏田東町、荏田南町、新石川四丁目へ

（佐江戸町） 一部　青砥町へ

（新石川四丁目） 一部　荏田町、港北区牛久保町、中川町から

荏田東町 新　　荏田町の一部

荏田南町 新　　荏田町の一部

平 6.11. 6（住） 平 6. 6.28県告576〔住〕平 6. 7. 5告227

（荏田町） 一部　荏田南四丁目、荏田南五丁目へ

○ （荏田南四丁目） 一部　荏田町から

○ （荏田南五丁目） 一部　荏田町から
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※土地区画整理事業区域内の荏田町の不動産登記法上の土地の表示の廃

　止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日となります。

平 6.11. 6（行編） 平 5.12.15条71

（青砥町ほか48か町） 行政区再編成に伴い緑区を廃止し、新たに緑区へ編入

（青砥町） 緑区へ編入

（いぶき野） 緑区へ編入

（上山町） 緑区へ編入

（鴨居一丁目） 緑区へ編入

（鴨居二丁目） 緑区へ編入

（鴨居三丁目） 緑区へ編入

（鴨居四丁目） 緑区へ編入

（鴨居五丁目） 緑区へ編入

（鴨居六丁目） 緑区へ編入

（鴨居七丁目） 緑区へ編入

（鴨居町） 緑区へ編入

（北八朔町） 緑区へ編入

（霧が丘一丁目） 緑区へ編入

（霧が丘二丁目） 緑区へ編入

（霧が丘三丁目） 緑区へ編入

（霧が丘四丁目） 緑区へ編入

（霧が丘五丁目） 緑区へ編入

（霧が丘六丁目） 緑区へ編入

（小山町） 緑区へ編入

（台村町） 緑区へ編入

（竹山一丁目） 緑区へ編入

（竹山二丁目） 緑区へ編入

（竹山三丁目） 緑区へ編入

（竹山四丁目） 緑区へ編入

（寺山町） 緑区へ編入

（十日市場町） 緑区へ編入

（長津田一丁目） 緑区へ編入

（長津田二丁目） 緑区へ編入

（長津田三丁目） 緑区へ編入

（長津田四丁目） 緑区へ編入

（長津田五丁目） 緑区へ編入

（長津田六丁目） 緑区へ編入

（長津田七丁目） 緑区へ編入

（長津田町） 緑区へ編入
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（中山町） 緑区へ編入

（新治町） 緑区へ編入

（西八朔町） 緑区へ編入

（白山一丁目） 緑区へ編入

（白山二丁目） 緑区へ編入

（白山三丁目） 緑区へ編入

（白山四丁目） 緑区へ編入

（東本郷一丁目） 緑区へ編入

（東本郷二丁目） 緑区へ編入

（東本郷三丁目） 緑区へ編入

（東本郷四丁目） 緑区へ編入

（東本郷五丁目） 緑区へ編入

（東本郷六丁目） 緑区へ編入

（東本郷町） 緑区へ編入

（三保町） 緑区へ編入

平 6.11. 6（行編） 平 5.12.15条71　一部改正平 6. 9.22条37

（青葉台一丁目ほか72か町） 行政区再編成に伴い緑区を廃止し、新たに青葉区へ編入

（青葉台一丁目） 青葉区へ編入

（青葉台二丁目） 青葉区へ編入

（あかね台一丁目） 青葉区へ編入

（あかね台二丁目） 青葉区へ編入

（あざみ野一丁目） 青葉区へ編入

（あざみ野二丁目） 青葉区へ編入

（あざみ野三丁目） 青葉区へ編入

（あざみ野四丁目） 青葉区へ編入

（あざみ野南一丁目） 青葉区へ編入

（あざみ野南二丁目） 青葉区へ編入

（あざみ野南三丁目） 青葉区へ編入

（あざみ野南四丁目） 青葉区へ編入

（市ケ尾町） 青葉区へ編入

（美しが丘一丁目） 青葉区へ編入

（美しが丘二丁目） 青葉区へ編入

（美しが丘三丁目） 青葉区へ編入

（美しが丘四丁目） 青葉区へ編入

（美しが丘五丁目） 青葉区へ編入

（美しが丘西一丁目） 青葉区へ編入

（美しが丘西二丁目） 青葉区へ編入

（美しが丘西三丁目） 青葉区へ編入
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沿 革新設（異動）町名

（梅が丘） 青葉区へ編入

（荏子田一丁目） 青葉区へ編入

（荏子田二丁目） 青葉区へ編入

（荏子田三丁目） 青葉区へ編入

（荏田北一丁目） 青葉区へ編入

（荏田北二丁目） 青葉区へ編入

（荏田北三丁目） 青葉区へ編入

（荏田町） 一部青葉区へ編入

（荏田西一丁目） 青葉区へ編入

（荏田西二丁目） 青葉区へ編入

（荏田西三丁目） 青葉区へ編入

（荏田西四丁目） 青葉区へ編入

（荏田西五丁目） 青葉区へ編入

（榎が丘） 青葉区へ編入

（大場町） 青葉区へ編入

（恩田町） 青葉区へ編入

（柿の木台） 青葉区へ編入

（桂台一丁目） 青葉区へ編入

（桂台二丁目） 青葉区へ編入

（上谷本町） 青葉区へ編入

（鴨志田町） 青葉区へ編入

（鉄町） 青葉区へ編入

（黒須田） 青葉区へ編入

（桜台） 青葉区へ編入

（さつきが丘） 青葉区へ編入

（寺家町） 青葉区へ編入

（下谷本町） 青葉区へ編入

（しらとり台） 青葉区へ編入

（新石川一丁目） 青葉区へ編入

（新石川二丁目） 青葉区へ編入

（新石川三丁目） 青葉区へ編入

（新石川四丁目） 青葉区へ編入

（すすき野一丁目） 青葉区へ編入

（すすき野二丁目） 青葉区へ編入

（すすき野三丁目） 青葉区へ編入

（すみよし台） 青葉区へ編入

（たちばな台一丁目） 青葉区へ編入

（たちばな台二丁目） 青葉区へ編入
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沿 革新設（異動）町名

（田奈町） 青葉区へ編入

（千草台） 青葉区へ編入

（つづじが丘） 青葉区へ編入

（奈良町） 青葉区へ編入

（成合町） 青葉区へ編入

（藤が丘一丁目） 青葉区へ編入

（藤が丘二丁目） 青葉区へ編入

（松風台） 青葉区へ編入

（みたけ台） 青葉区へ編入

（緑山） 青葉区へ編入

（もえぎ野） 青葉区へ編入

（元石川町） 青葉区へ編入

（もみの木台） 青葉区へ編入

（若草台） 青葉区へ編入

平 6.11. 6（行編） 平 5.12.15条71　一部改正平 6. 9.22条37

（池辺町ほか35か町） 行政区再編成に伴い緑区を廃止し、新たに都筑区へ編入

（池辺町） 都筑区へ編入

（荏田町） 一部都筑区へ編入

（荏田東一丁目） 都筑区へ編入

（荏田東二丁目） 都筑区へ編入

（荏田東三丁目） 都筑区へ編入

（荏田東四丁目） 都筑区へ編入

（荏田東町） 都筑区へ編入

（荏田南一丁目） 都筑区へ編入

（荏田南二丁目） 都筑区へ編入

（新田南三丁目） 都筑区へ編入

（荏田南四丁目） 都筑区へ編入

（荏田南五丁目） 都筑区へ編入

（荏田南町） 都筑区へ編入

（大熊町） 都筑区へ編入

（大丸） 都筑区へ編入

（折本町） 都筑区へ編入

（加賀原一丁目） 都筑区へ編入

（加賀原二丁目） 都筑区へ編入

（川向町） 都筑区へ編入

（川和台） 都筑区へ編入

（川和町） 都筑区へ編入

（葛が谷） 都筑区へ編入
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沿 革新設（異動）町名

（佐江戸町） 都筑区へ編入

（桜並木） 都筑区へ編入

（高山） 都筑区へ編入

（長坂） 都筑区へ編入

（仲町台一丁目） 都筑区へ編入

（仲町台二丁目） 都筑区へ編入

（仲町台三丁目） 都筑区へ編入

（仲町台四丁目） 都筑区へ編入

（仲町台五丁目） 都筑区へ編入

（二の丸） 都筑区へ編入

（東方町） 都筑区へ編入

（平台） 都筑区へ編入

（富士見が丘） 都筑区へ編入

（見花山） 都筑区へ編入
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緑 区 （平成６年11月６日新区制施行）

沿 革 沿 革

青砥町  (旧)緑区から編入 十日市場町  (旧)緑区から編入

いぶき野  (旧)緑区から編入 長津田一丁目  (旧)緑区から編入

上山町  (旧)緑区から編入 長津田二丁目  (旧)緑区から編入

鴨居一丁目  (旧)緑区から編入 長津田三丁目  (旧)緑区から編入

鴨居二丁目  (旧)緑区から編入 長津田四丁目  (旧)緑区から編入

鴨居三丁目  (旧)緑区から編入 長津田五丁目  (旧)緑区から編入

鴨居四丁目  (旧)緑区から編入 長津田六丁目  (旧)緑区から編入

鴨居五丁目  (旧)緑区から編入 長津田七丁目  (旧)緑区から編入

鴨居六丁目  (旧)緑区から編入 長津田町  (旧)緑区から編入

鴨居七丁目  (旧)緑区から編入 中山町  (旧)緑区から編入

鴨居町  (旧)緑区から編入 新治町  (旧)緑区から編入

北八朔町  (旧)緑区から編入 西八朔町  (旧)緑区から編入

霧が丘一丁目  (旧)緑区から編入 白山一丁目  (旧)緑区から編入

霧が丘二丁目  (旧)緑区から編入 白山二丁目  (旧)緑区から編入

霧が丘三丁目  (旧)緑区から編入 白山三丁目  (旧)緑区から編入

霧が丘四丁目  (旧)緑区から編入 白山四丁目  (旧)緑区から編入

霧が丘五丁目  (旧)緑区から編入 東本郷一丁目  (旧)緑区から編入

霧が丘六丁目  (旧)緑区から編入 東本郷二丁目  (旧)緑区から編入

小山町  (旧)緑区から編入 東本郷三丁目  (旧)緑区から編入

台村町  (旧)緑区から編入 東本郷四丁目  (旧)緑区から編入

竹山一丁目  (旧)緑区から編入 東本郷五丁目  (旧)緑区から編入

竹山二丁目  (旧)緑区から編入 東本郷六丁目  (旧)緑区から編入

竹山三丁目  (旧)緑区から編入 東本郷町  (旧)緑区から編入

竹山四丁目  (旧)緑区から編入 三保町  (旧)緑区から編入

寺山町  (旧)緑区から編入

平 6.11. 6（行編） 平 6.11. 6　行政区再編成及び同日施行の町区域の設定等の沿革につい

ては、(旧)区の沿革欄を参照。

　　　　　（町） 平 6.11. 7県告797

平10. 2.16（住） 平10. 1.14告24〔住〕平10. 1.14告23

（台村町） 一部　森の台へ

（寺山町） 一部　森の台へ

○ 森の台 新　　台村町、寺山町の各一部

　　　　計　50か町となる。

平12. 8.16（改） 平12. 7.25告235

（鴨居町） 一部　神奈川区菅田町へ

新区制施行当時の町名（49か町）

町 名 町 名

新設（異動）町名 沿 革
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新設（異動）町名 沿 革

一部　神奈川区菅田町から

平13.10.22（住） 平13. 8.24告281〔住〕平13. 8.24告282

（寺山町） 一部　上山三丁目へ

（中山町） 一部　上山一丁目、上山二丁目へ

一部  上山町から

（上山町） 廃　　上山一丁目、上山二丁目、上山三丁目、中山町へ

○ 上山一丁目 新　　上山町、中山町の各一部

○ 上山二丁目 新　　上山町、中山町の各一部

○ 上山三丁目 新　　上山町、寺山町の各一部

　　　　計　52か町となる。

平17. 1.17（町） 平16.10.15告568　平16.10.25告569

（いぶき野） 一部　長津田みなみ台七丁目へ

一部  長津田町から

（十日市場町） 一部　長津田みなみ台四丁目、長津田みなみ台六丁目、長津田みなみ台

　　　七丁目へ

（長津田町） 一部　いぶき野、長津田みなみ台一丁目、長津田みなみ台二丁目、長津

　　　田みなみ台三丁目、長津田みなみ台四丁目、長津田みなみ台五丁

　　　目、長津田みなみ台六丁目、長津田みなみ台七丁目へ

長津田みなみ台一丁目 新　　長津田町から

長津田みなみ台二丁目 新　　長津田町から

長津田みなみ台三丁目 新　　長津田町から

長津田みなみ台四丁目 新　　十日市場町、長津田町から

長津田みなみ台五丁目 新　　長津田町から

長津田みなみ台六丁目 新　　十日市場町、長津田町から

長津田みなみ台七丁目 新　　いぶき野、十日市場町、長津田町から

　　　　計　59か町となる。
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青 葉 区 （平成６年11月６日区制施行）

沿 革 沿 革

青葉台一丁目  (旧)緑区から編入 恩田町  (旧)緑区から編入

青葉台二丁目  (旧)緑区から編入 柿の木台  (旧)緑区から編入

あかね台一丁目  (旧)緑区から編入 桂台一丁目  (旧)緑区から編入

あかね台二丁目  (旧)緑区から編入 桂台二丁目  (旧)緑区から編入

あざみ野一丁目  (旧)緑区から編入 上谷本町  (旧)緑区から編入

あざみ野二丁目  (旧)緑区から編入 鴨志田町  (旧)緑区から編入

あざみ野三丁目  (旧)緑区から編入 鉄町  (旧)緑区から編入

あざみ野四丁目  (旧)緑区から編入 黒須田  (旧)緑区から編入

あざみ野南一丁目  (旧)緑区から編入 桜台  (旧)緑区から編入

あざみ野南二丁目  (旧)緑区から編入 さつきが丘  (旧)緑区から編入

あざみ野南三丁目  (旧)緑区から編入 寺家町  (旧)緑区から編入

あざみ野南四丁目  (旧)緑区から編入 下谷本町  (旧)緑区から編入

市ケ尾町  (旧)緑区から編入 しらとり台  (旧)緑区から編入

美しが丘一丁目  (旧)緑区から編入 新石川一丁目  (旧)緑区から編入

美しが丘二丁目  (旧)緑区から編入 新石川二丁目  (旧)緑区から編入

美しが丘三丁目  (旧)緑区から編入 新石川三丁目  (旧)緑区から編入

美しが丘四丁目  (旧)緑区から編入 新石川四丁目  (旧)緑区から編入

美しが丘五丁目  (旧)緑区から編入 すすき野一丁目  (旧)緑区から編入

美しが丘西一丁目  (旧)緑区から編入 すすき野二丁目  (旧)緑区から編入

美しが丘西二丁目  (旧)緑区から編入 すすき野三丁目  (旧)緑区から編入

美しが丘西三丁目  (旧)緑区から編入 すみよし台  (旧)緑区から編入

梅が丘  (旧)緑区から編入 たちばな台一丁目  (旧)緑区から編入

荏子田一丁目  (旧)緑区から編入 たちばな台二丁目  (旧)緑区から編入

荏子田二丁目  (旧)緑区から編入 田奈町  (旧)緑区から編入

荏子田三丁目  (旧)緑区から編入 千草台  (旧)緑区から編入

荏田北一丁目  (旧)緑区から編入 つつじが丘  (旧)緑区から編入

荏田北二丁目  (旧)緑区から編入 奈良町  (旧)緑区から編入

荏田北三丁目  (旧)緑区から編入 成合町  (旧)緑区から編入

荏田町 （旧）緑区から一部編入 藤が丘一丁目  (旧)緑区から編入

荏田西一丁目 （旧）緑区から編入 藤が丘二丁目  (旧)緑区から編入

荏田西二丁目 （旧）緑区から編入 松風台  (旧)緑区から編入

荏田西三丁目 （旧）緑区から編入 みたけ台  (旧)緑区から編入

荏田西四丁目 （旧）緑区から編入 緑山  (旧)緑区から編入

荏田西五丁目 （旧）緑区から編入 もえぎ野  (旧)緑区から編入

榎が丘 （旧）緑区から編入 元石川町  (旧)緑区から編入

大場町 （旧）緑区から編入 もみの木  (旧)緑区から編入

区制施行当時の町名（73か町）

町 名 町 名
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沿 革 沿 革

若草台 （旧）緑区から編入

平 6.11. 6（行編） 平 6.11. 6　行政区再編成及び同日施行の町区域設定等の沿革について

は、(旧)区の沿革欄を参照。

　　　　　（町） 平 6.10. 7県告797

平 7. 3.16（区） 平 7. 2.14県告88〔換〕平 7. 3.15公告175

（あざみ野三丁目） 一部　大場町から

（あざみ野南四丁目） 一部　荏田北二丁目、みすずが丘へ

（市ケ尾町） 一部　大場町から

（荏田北二丁目） 一部　あざみ野南四丁目から

一部　みすずが丘へ

（大場町） 一部　あざみ野三丁目、市ケ尾町、みすずが丘へ

みすずが丘 新　　あざみ野南四丁目、荏田北二丁目、大場町の各一部

　　　　計　74か町となる。

平 8. 9.30 平 8. 9.27県告803

（荏田町） 一部　都筑区中川町から

平 8. 9.30 平 8. 9.27県告802

（恩田町） 一部　奈良二丁目、奈良三丁目へ

（奈良町） 一部　奈良一丁目、奈良二丁目、奈良三丁目、奈良四丁目、奈良五丁目へ

奈良一丁目 新　　奈良町の一部

奈良二丁目 新　　恩田町、奈良町の各一部

奈良三丁目 新　　恩田町、奈良町の各一部

奈良四丁目 新　　奈良町の一部

奈良五丁目 新　　奈良町の一部

　　　　計　79か町となる。

平11.10.25（住） 平11. 8.25告233

（荏田町） 一部　都筑区荏田町から

（新石川四丁目） 一部　都筑区牛久保町、都筑区荏田町から

新設（異動）町名 沿 革

町 名 町 名
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都 筑 区 （平成６年11月６日区制施行）

沿 革 沿 革

池辺町  (旧)緑区から編入 北山田二丁目 （旧）港北区から編入

牛久保一丁目  (旧)港北区から編入 北山田三丁目 （旧）港北区から編入

牛久保二丁目  (旧)港北区から編入 北山田四丁目 （旧）港北区から編入

牛久保三丁目  (旧)港北区から編入 北山田五丁目 （旧）港北区から編入

牛久保町  (旧)港北区から編入 北山田六丁目 （旧）港北区から編入

牛久保西一丁目  (旧)港北区から編入 北山田町 （旧）港北区から編入

牛久保西二丁目  (旧)港北区から編入 葛が谷 （旧）緑区から編入

牛久保西三丁目  (旧)港北区から編入 佐江戸町 （旧）緑区から編入

牛久保西四丁目  (旧)港北区から編入 桜並木 （旧）緑区から編入

牛久保東一丁目  (旧)港北区から編入 新栄町 （旧）港北区から編入

牛久保東二丁目  (旧)港北区から編入 すみれが丘 （旧）港北区から編入

荏田町 （旧）緑区から一部編入 高山 （旧）緑区から編入

荏田東一丁目 （旧）緑区から編入 茅ケ崎中央 （旧）港北区から編入

荏田東二丁目 （旧）緑区から編入 茅ケ崎東二丁目 （旧）港北区から編入

荏田東三丁目 （旧）緑区から編入 茅ケ崎東三丁目 （旧）港北区から編入

荏田東四丁目 （旧）緑区から編入 茅ケ崎南一丁目 （旧）港北区から編入

荏田東町 （旧）緑区から編入 茅ケ崎南二丁目 （旧）港北区から編入

荏田南一丁目 （旧）緑区から編入 茅ケ崎南三丁目 （旧）港北区から編入

荏田南二丁目 （旧）緑区から編入 茅ケ崎南四丁目 （旧）港北区から編入

荏田南三丁目 （旧）緑区から編入 茅ケ崎南五丁目 （旧）港北区から編入

荏田南四丁目 （旧）緑区から編入 茅ケ崎町 （旧）港北区から編入

荏田南五丁目 （旧）緑区から編入 中川一丁目 （旧）港北区から編入

荏田南町 （旧）緑区から編入 中川二丁目 （旧）港北区から編入

大熊町 （旧）緑区から編入 中川三丁目 （旧）港北区から編入

大棚町 （旧）港北区から編入 中川四丁目 （旧）港北区から編入

大丸 （旧）緑区から編入 中川五丁目 （旧）港北区から編入

折本町 （旧）緑区から編入 中川七丁目 （旧）港北区から編入

加賀原一丁目 （旧）緑区から編入 中川中央一丁目 （旧）港北区から編入

加賀原二丁目 （旧）緑区から編入 中川町 （旧）港北区から編入

勝田南一丁目 （旧）港北区から編入 長坂 （旧）緑区から編入

勝田南二丁目 （旧）港北区から編入 仲町台一丁目 （旧）緑区から編入

勝田町 （旧）港北区から編入 仲町台二丁目 （旧）緑区から編入

川向町 （旧）緑区から編入 仲町台三丁目 （旧）緑区から編入

川和台 （旧）緑区から編入 仲町台四丁目 （旧）緑区から編入

川和町 （旧）緑区から編入 仲町台五丁目 （旧）緑区から編入

北山田一丁目 （旧）港北区から編入 二の丸 （旧）緑区から編入

区制施行当時の町名（88か町）

町 名 町 名
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沿 革 沿 革

早渕一丁目 （旧）港北区から編入 東山田町 （旧）港北区から編入

早渕二丁目 （旧）港北区から編入 平台 （旧）緑区から編入

早渕三丁目 （旧）港北区から編入 富士見が丘 （旧）緑区から編入

東方町 （旧）緑区から編入 南山田一丁目 （旧）港北区から編入

東山田一丁目 （旧）港北区から編入 南山田二丁目 （旧）港北区から編入

東山田二丁目 （旧）港北区から編入 南山田三丁目 （旧）港北区から編入

東山田三丁目 （旧）港北区から編入 南山田町 （旧）港北区から編入

東山田四丁目 （旧）港北区から編入 見花山 （旧）緑区から編入

平 6.11. 6（行編） 平 6.11. 6　行政区再編成及び同日施行の町区域の変更等の沿革につい

ては、(旧)区の沿革欄を参照。

　　　　　（住） 平 6. 6.28県告576〔住〕平 6. 7.5告227

　　　　　（町） 平 6.10. 7県告797

平 7.10.16（住） 平 7. 7.21県告675〔住〕平 7. 8. 4告203

（北山田町） 廃　　北山田五丁目、北山田七丁目、すみれが丘へ

（牛久保町） 一部　牛久保東三丁目、大棚町、大棚西、中川六丁目へ

（大棚町） 一部　大棚西へ

一部　牛久保町から

（勝田町） 一部　茅ケ崎東一丁目へ

（北山田五丁目） 一部　北山田町、すみれが丘、南山田町から

（すみれが丘） 一部　北山田五丁目へ

一部　北山田町から

（茅ケ崎町） 一部　茅ケ崎東一丁目へ

（中川町） 一部　大棚西、中川六丁目へ

（東山田町） 一部　北山田七丁目へ

（南山田町） 一部　北山田五丁目へ

○ 牛久保東三丁目 新　　牛久保町の一部

○ 大棚西 新　　牛久保町、大棚町、中川町の各一部

○ 北山田七丁目 新　　北山田町、東山田町の各一部

○ 茅ケ崎東一丁目 新　　勝田町、茅ケ崎町の各一部

○ 中川六丁目 新　　牛久保町、中川町の各一部

※土地区画整理事業区域内の北山田町、牛久保町、大棚町、勝田町、す

　みれが丘、茅ケ崎町、中川町、東山田町、南山田町の不動産登記法上

　の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公告のあった日の翌日とな

　ります。

　　　　計　92か町となる。

平 8. 9.30 平 8. 9.27県告803

（中川町） 一部　青葉区荏田町へ

新設（異動）町名 沿 革

町 名 町 名
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平11.10.25（住） 平11. 8.25告233〔住〕平11. 8.25告235

（牛久保町） 一部　あゆみが丘、青葉区新石川四丁目へ

一部　中川町から

（荏田町） 廃　　あゆみが丘、青葉区荏田町、新石川四丁目へ

（中川町） 一部　あゆみが丘、牛久保町へ

○ あゆみが丘 新　　牛久保町、都筑区荏田町、中川町の各一部

　　　　計　92か町となる。

平16.10.18（住） 平16. 8.25告364〔住〕平16. 8.25告365

（牛久保町） 一部　中川町から

（大棚町） 一部　中川中央二丁目へ

（茅ケ崎町） 一部　茅ケ崎中央、茅ケ崎東四丁目、茅ケ崎東五丁目、中川中央二丁目へ

（茅ケ崎中央） 一部　茅ケ崎町から

（中川町） 廃　　牛久保町、中川八丁目、中川中央二丁目へ

○ 茅ケ崎東四丁目 新　　茅ケ崎町の一部

○ 茅ケ崎東五丁目 新　　茅ケ崎町の一部

○ 中川八丁目 新　　中川町の一部

○ 中川中央二丁目 新　　大棚町、茅ケ崎町、中川町の各一部

　　　　計　95か町となる。

平19. 9.25（区） 平19. 9.25告332

（池辺町） 一部　佐江戸町から

（佐江戸町） 一部　池辺町へ

新設（異動）町名 沿 革
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戸 塚 区 （昭和14年４月１日区制施行）

昭14. 4. 1 （市域編入） 東俣野町 鎌倉郡大正村 大字 東俣野

汲沢町 鎌倉郡大正村 大字 汲沢

原宿町 鎌倉郡大正村 大字 原宿

戸塚町 鎌倉郡戸塚町 大字 戸塚 中田町 鎌倉郡中和田村大字 中田

吉田町 鎌倉郡戸塚町 大字 吉田 和泉町 鎌倉郡中和田村大字 和泉

矢部町 鎌倉郡戸塚町 大字 矢部 上飯田町 鎌倉郡中和田村大字
 上飯田
 上和田

上柏尾町 鎌倉郡川上村 大字 上柏尾 下飯田町 鎌倉郡中和田村大字
 下飯田
 今田

柏尾町 鎌倉郡川上村 大字 下柏尾 岡津町 鎌倉郡中川村 大字 岡津

前田町 鎌倉郡川上村 大字
 前山田
 後山田 上矢部町 鎌倉郡中川村 大字 上矢部

川上町 鎌倉郡川上村 大字 後山田 秋葉町 鎌倉郡中川村 大字 秋葉

品濃町 鎌倉郡川上村 大字 品濃 名瀬町 鎌倉郡中川村 大字 名瀬

舞岡町 鎌倉郡川上村 大字 舞岡 阿久和町 鎌倉郡中川村 大字 阿久和

平戸町 鎌倉郡川上村 大字
 平戸
 永谷 新橋町 鎌倉郡中川村 大字 阿久和

長沼町 鎌倉郡豊田村 大字 長沼 瀬谷町 鎌倉郡瀬谷村 大字 瀬谷

飯島町 鎌倉郡豊田村 大字 飯島 二ツ橋町 鎌倉郡瀬谷村 大字
 二ツ橋
 瀬谷

下倉田町 鎌倉郡豊田村 大字 下倉田 宮沢町 鎌倉郡瀬谷村 大字 宮沢

上倉田町 鎌倉郡豊田村 大字 上倉田 中野町 鎌倉郡本郷村 大字 中野

金井町 鎌倉郡豊田村 大字 金井 笠間町 鎌倉郡本郷村 大字 笠間

田谷町 鎌倉郡豊田村 大字 田谷 桂町 鎌倉郡本郷村 大字 桂

長尾台町 鎌倉郡豊田村 大字 長尾台 公田町 鎌倉郡本郷村 大字 公田

影取町 鎌倉郡大正村 大字
 山谷
 城廻 上郷町 鎌倉郡本郷村 大字 上野

俣野町 鎌倉郡大正村 大字 上俣野 小菅ケ谷町 鎌倉郡本郷村 大字 小菅ケ谷

小雀町 鎌倉郡大正村 大字 小雀 鍛冶ケ谷町 鎌倉郡本郷村 大字 鍛冶ケ谷

深谷町 鎌倉郡大正村 大字 深谷

昭21.12. 5（耕） 昭21.12. 5告482

（平戸町） 一部　南区下永谷町へ

一部　南区下永谷町から

昭32.10.29（改） 昭32.10.29県告738〔認〕昭32.11.12県告761

（名瀬町） 一部　秋葉町へ

（秋葉町） 一部　名瀬町から

昭34. 7.15（市境） 〔市編〕昭34. 7.10県告416

西俣野 新　　藤沢市から

※西俣野の廃止年月日は、俣野土地改良事業の換地処分と同日（昭41.

　2. 5）となります。

昭35. 1.15（飛） 昭34.12.25告263（昭35. 1.29県告43）

沿 革新設（異動）町名

区制施行当時の町名（44か町）

町　　　名 町　　　名

昭14. 3.31県告221
昭14. 3.31告27、31
　　（昭14. 4.1県彙報）

沿　　　革 沿　　　革
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沿 革新設（異動）町名

（深谷町） 一部　影取町、原宿町へ

（影取町） 一部　深谷町から

（原宿町） 一部　深谷町から

昭37. 5. 1（町） 昭37. 3.24告32（昭37. 5. 1県告231）

（阿久和町） 一部　三ツ境へ

三ツ境 新　　阿久和町の一部

　　　　計　45か町となる。

昭38. 1.25（市境） 昭37.12.25県告684

（俣野町） 一部　藤沢市へ

昭41. 2. 5（改） 昭41. 2. 4県告66〔認〕昭41. 2. 4県告70

（俣野町） 一部　西俣野から

（西俣野） 廃　　俣野町へ

※俣野土地改良事業の換地処分と同日に、市域編入（昭34. 7.15）した

　西俣野が廃止されました。

昭41.11. 1（飛） 昭41.11. 1県告762

（平戸町） 一部　南区六ツ川町、別所町から

昭43. 2. 1（飛） 昭43. 1.26県告47

（中野町） 一部　上郷町へ

（上郷町） 一部　中野町から

昭43.12. 1（飛） 昭43.11.26県告808

（桂町） 一部　公田町、中野町へ

（上郷町） 一部　公田町へ

（公田町） 一部　桂町、上郷町、中野町から

（中野町） 一部　公田町へ

一部　桂町から

昭44. 2. 1 昭44. 1.28県告52

（新橋町） 一部　阿久和町へ

（阿久和町） 一部　新橋町から

昭44. 5. 1（市境） 昭44. 4.28県告300〔市編〕昭44. 4. 1県告240 昭44. 4.23自治省告示80

（瀬谷町） 一部　大和町へ

一部　大和町から

昭44. 6. 1（飛） 昭44. 5.13県告338

（公田町） 一部　桂町、小菅ケ谷町へ

（中野町） 一部　桂町、鍛冶ケ谷町へ

（桂町） 一部　鍛冶ケ谷町へ

一部　小菅ケ谷町、上郷町、鍛冶ケ谷町、中野町、公田町から

（鍛冶ケ谷町） 一部　桂町へ

一部　上郷町、桂町、中野町から
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沿 革新設（異動）町名

（上郷町） 一部　桂町、鍛冶ケ谷町へ

（小菅ケ谷町） 一部　桂町へ

一部　公田町から

昭44.10. 1（町） 昭44. 9.12県告653

（阿久和町） 一部　新橋町から

（新橋町） 一部　阿久和町へ

（平戸町） 一部　南区下永谷町へ

昭44.10. 1（行編） 昭44. 4. 1条19

（秋葉町ほか39か町） 行政区再編成に伴い戸塚区を廃止し、新たに戸塚区へ編入

（秋葉町） 戸塚区へ編入

（飯島町） 戸塚区へ編入

（和泉町） 戸塚区へ編入

（岡津町） 戸塚区へ編入

（影取町） 戸塚区へ編入

（笠間町） 戸塚区へ編入

（柏尾町） 戸塚区へ編入

（鍛冶ケ谷町） 戸塚区へ編入

（桂町） 戸塚区へ編入

（金井町） 戸塚区へ編入

（上飯田町） 戸塚区へ編入

（上柏尾町） 戸塚区へ編入

（上倉田町） 戸塚区へ編入

（上郷町） 戸塚区へ編入

（上矢部町） 戸塚区へ編入

（川上町） 戸塚区へ編入

（公田町） 戸塚区へ編入

（汲沢町） 戸塚区へ編入

（小菅ケ谷町） 戸塚区へ編入

（小雀町） 戸塚区へ編入

（品濃町） 戸塚区へ編入

（下飯田町） 戸塚区へ編入

（下倉田町） 戸塚区へ編入

（新橋町） 戸塚区へ編入

（田谷町） 戸塚区へ編入

（戸塚町） 戸塚区へ編入

（長尾台町） 戸塚区へ編入

（中田町） 戸塚区へ編入

（長沼町） 戸塚区へ編入
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（中野町） 戸塚区へ編入

（名瀬町） 戸塚区へ編入

（原宿町） 戸塚区へ編入

（東俣野町） 戸塚区へ編入

（平戸町） 戸塚区へ編入

（深谷町） 戸塚区へ編入

（舞岡町） 戸塚区へ編入

（前田町） 戸塚区へ編入

（俣野町） 戸塚区へ編入

（矢部町） 戸塚区へ編入

（吉田町） 戸塚区へ編入

昭44.10. 1（行編） 昭44. 4. 1条19

（阿久和町ほか4か町） 行政区再編成に伴い戸塚区を廃止し、新たに瀬谷区へ編入

（阿久和町） 瀬谷区へ編入

（瀬谷町） 瀬谷区へ編入

（二ツ橋町） 瀬谷区へ編入

（三ツ境） 瀬谷区へ編入

（宮沢町） 瀬谷区へ編入
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戸 塚 区 （昭和44年10月１日新区制施行）

沿　　　革 沿　　　革

秋葉町  (旧)戸塚区から編入 品濃町  (旧)戸塚区から編入

飯島町  (旧)戸塚区から編入 下飯田町  (旧)戸塚区から編入

和泉町  (旧)戸塚区から編入 下倉田町  (旧)戸塚区から編入

岡津町  (旧)戸塚区から編入 新橋町  (旧)戸塚区から編入

影取町  (旧)戸塚区から編入 田谷町  (旧)戸塚区から編入

笠間町  (旧)戸塚区から編入 戸塚町  (旧)戸塚区から編入

柏尾町  (旧)戸塚区から編入 長尾台町  (旧)戸塚区から編入

鍛冶ケ谷町  (旧)戸塚区から編入 中田町  (旧)戸塚区から編入

桂町  (旧)戸塚区から編入 長沼町  (旧)戸塚区から編入

金井町  (旧)戸塚区から編入 中野町  (旧)戸塚区から編入

上飯田町  (旧)戸塚区から編入 名瀬町  (旧)戸塚区から編入

上柏尾町  (旧)戸塚区から編入 原宿町  (旧)戸塚区から編入

上倉田町  (旧)戸塚区から編入 東俣野町  (旧)戸塚区から編入

上郷町  (旧)戸塚区から編入 平戸町  (旧)戸塚区から編入

上矢部町  (旧)戸塚区から編入 深谷町  (旧)戸塚区から編入

川上町  (旧)戸塚区から編入 舞岡町  (旧)戸塚区から編入

公田町  (旧)戸塚区から編入 前田町  (旧)戸塚区から編入

汲沢町  (旧)戸塚区から編入 俣野町  (旧)戸塚区から編入

小菅ケ谷町  (旧)戸塚区から編入 矢部町  (旧)戸塚区から編入

小雀町  (旧)戸塚区から編入 吉田町  (旧)戸塚区から編入

昭44.10. 1（行編） 昭44.10. 1 行政区再編成及び同日施行の町区域の変更等の沿革につい

ては、(旧)区の沿革欄を参照。

　　　　　（町） 昭44. 9.12県告653

昭45. 6. 1（飛） 昭45. 5.22県告412

（矢部町） 一部　上矢部町、柏尾町へ

一部　上矢部町、汲沢町から

（上矢部町） 一部　矢部町へ

一部　矢部町から

（汲沢町） 一部　矢部町へ

（柏尾町） 一部　矢部町から

昭45. 8. 5 昭45. 8. 4県告674

（笠間町） 一部　小菅ケ谷町へ

一部　小菅ケ谷町から

（小菅ケ谷町） 一部　笠間町、桂町へ

一部　笠間町、桂町から

新区制施行当時の町名（40か町）

町　　　名 町　　　名

新設（異動）町名 沿 革
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（桂町） 一部　小菅ケ谷町へ

一部　小菅ケ谷町から

昭46. 3.25（市境） 昭46. 3.24県告275〔市編〕昭46. 3.16県告235 昭46. 3.23自治省告示53

（上飯田町） 一部　下飯田町、藤沢市、大和市へ

一部　下飯田町、藤沢市から

（下飯田町） 一部　上飯田町、藤沢市へ

一部　上飯田町、藤沢市から

昭46. 6.26（区） 昭46. 6.25県告614〔換〕昭46. 6.25公告162

（前田町） 一部　川上町、秋葉町へ

一部　川上町から

（川上町） 一部　秋葉町、前田町へ

一部　前田町から

（名瀬町） 一部　秋葉町へ

（秋葉町） 一部　川上町、前田町、名瀬町から

昭46. 9. 5（区） 昭46. 6.25県告614〔換〕昭46. 9. 4公告198

（川上町） 一部　前田町へ

（前田町） 一部　川上町から

昭47. 3.26（区） 昭47. 3.24県告299〔換〕昭47. 3.25公告50

（秋葉町） 一部　名瀬町、川上町へ

（川上町） 一部　名瀬町へ

一部　秋葉町、名瀬町から

（名瀬町） 一部　川上町へ

一部　秋葉町、川上町から

昭47.11. 1 昭47.10.27県告1017

（深谷町） 一部　原宿町へ

一部　原宿町、俣野町から

（原宿町） 一部　深谷町へ

一部　深谷町、俣野町から

（俣野町） 一部　深谷町、原宿町へ

昭48. 6.11（住） 昭48. 5. 1県告385〔住〕昭48. 5. 4告99

（鍛冶ケ谷町） 一部　元大橋一丁目、元大橋二丁目へ

一部　中野町から

（中野町） 一部　元大橋一丁目、元大橋二丁目、若竹町、鍛冶ケ谷町、上郷町へ

（上郷町） 一部　元大橋二丁目、若竹町へ

一部　中野町から

○ 元大橋一丁目 新　　鍛冶ケ谷町、中野町の各一部

○ 元大橋二丁目 新　　鍛冶ケ谷町、中野町、上郷町の各一部

○ 若竹町 新　　中野町、上郷町の各一部
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　　　　計　43か町となる。

昭48.12. 1 昭48.11.27県告961

（和泉町） 一部　俣野町へ

（深谷町） 一部　俣野町へ

（俣野町） 一部　和泉町、深谷町から

昭48.12. 1 昭48.11.27県告962

（鍛冶ケ谷町） 一部　小菅ケ谷町、港南区日野町へ

一部　港南区日野町から

（小菅ケ谷町） 一部　港南区日野町、野庭町へ

一部　鍛冶ケ谷町、港南区野庭町から

昭50. 8. 1 昭50. 8.1県告572

（鍛冶ケ谷町） 一部　小菅ケ谷町から

（小菅ケ谷町） 一部　鍛冶ケ谷町へ

昭51. 9.15（区） 総51. 9.10県告636〔換〕昭51. 9.14公告231

（和泉町） 一部　上飯田町、瀬谷区宮沢町へ

一部　瀬谷区瀬谷町、宮沢町から

（上飯田町） 一部　和泉町、瀬谷区瀬谷町から

昭52. 2.28（町） 昭52. 2.25県告116

（平戸町） 一部　港南区下永谷町から

昭53. 3.27（町） 昭53. 3. 7県告172

（秋葉町） 一部　名瀬町へ

一部　名瀬町から

（名瀬町） 一部　秋葉町へ

一部　秋葉町から

昭53. 8.27（区） 昭53. 8.22県告658〔換〕昭53. 8.26公告276

（上矢部町） 一部　鳥が丘、矢部町へ

（矢部町） 一部　鳥が丘へ

一部　上矢部町から

鳥が丘 新　　上矢部町、矢部町の各一部

　　　　計　44か町となる。

昭54. 6.26（区） 昭54. 6. 5県告499〔換〕昭54. 6.25公告197

（岡津町） 一部　旭区柏町へ

一部　旭区大池町、柏町から

昭55. 1.26（区） 昭55. 1.22県告54〔換〕昭55. 1.25公告18

（和泉町） 一部　新橋町から

（岡津町） 一部　弥生台へ

（新橋町） 一部　和泉町、弥生台へ

（中田町） 一部　弥生台へ
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弥生台 新　　岡津町、新橋町、中田町の各一部

　　　　計　45か町となる。

昭55. 3.25（町） 昭55. 3.14県告196

（平戸町） 一部　南区六ツ川四丁目へ

一部　南区六ツ川四丁目から

昭55.11.10（住） 昭55.10.24県告842〔住〕昭55.10.25告242

（舞岡町） 一部　南舞岡一丁目、南舞岡二丁目、南舞岡三丁目、南舞岡四丁目、

　　　港南区日限山一丁目、日限山二丁目、日限山三丁目、日限山四丁

　　　目へ

○ 南舞岡一丁目 新　　舞岡町、港南区上永谷町の各一部

○ 南舞岡二丁目 新　　舞岡町、港南区上永谷町の各一部

○ 南舞岡三丁目 新　　舞岡町の一部

○ 南舞岡四丁目 新　　舞岡町、港南区上永谷町の各一部

　　　　計　49か町となる。

昭55.11.15（町） 昭55.11.11県告904

（平戸町） 一部　南区六ツ川四丁目から

昭55.12. 1（町） 昭55.11.18県告936

（鍛冶ケ谷町） 一部　中野町へ

（小菅ケ谷町） 一部　中野町へ

（中野町） 一部　鍛冶ケ谷町、小菅ケ谷町から

昭56. 7.20（町） 昭56. 7.10県告607

（秋葉町） 一部　前田町から

（前田町） 一部　秋葉町へ

昭56. 7.27（住） 昭56. 6.16県告519〔住〕昭56. 6.15告130

（上郷町） 一部　港南区港南台五丁目、港南台八丁目、港南台九丁目へ

一部　港南区日野町から

（中野町） 一部　港南区港南台四丁目、港南台九丁目へ

※土地区画整理事業区域内の港南区日野町、戸塚区上郷町及び中野町の

　各一部の不動産登記法上の土地の表示の廃止年月日は、換地処分の公

　告のあった日の翌日（昭57. 3.14）となります。

昭56.12.20（町） 昭56.12.11県告1027

（和泉町） 一部　瀬谷区阿久和町へ

昭57. 2. 1（市境） 昭57. 1.22県告48〔市編〕昭57. 1. 5県告1 昭57. 1.30自治省告示7

（上飯田町） 一部　大和市へ

一部　大和市から

昭57. 3.14（区） 〔換〕昭57. 3.13県公告

※港南台土地区画整理事業の換地処分の公告によって、事業区域内の港

　南区日野町、戸塚区上郷町、及び中野町の各一部の土地の表示が廃止
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　されました。

昭57. 5. 9（区） 昭57. 5. 4県告420〔換〕昭57. 5. 8公告142

（品濃町） 一部　前田町へ

一部　平戸町、前田町から

（平戸町） 一部　品濃町へ

（前田町） 一部　品濃町へ

一部　品濃町から

昭57. 7.19（住） 昭57. 6.29県告620〔住〕昭57. 6.15告152

（上郷町） 一部　庄戸一丁目、庄戸二丁目、庄戸三丁目、庄戸四丁目、庄戸五丁目、

　　　長倉町、東上郷町へ

（平戸町） 一部　平戸一丁目、平戸二丁目、平戸三丁目、平戸四丁目、平戸五丁目へ

○ 庄戸一丁目 新　　上郷町の一部

○ 庄戸二丁目 新　　上郷町の一部

○ 庄戸三丁目 新　　上郷町の一部

○ 庄戸四丁目 新　　上郷町の一部

○ 庄戸五丁目 新　　上郷町の一部

○ 長倉町 新　　上郷町の一部

○ 東上郷町 新　　上郷町の一部

○ 平戸一丁目 新　　平戸町の一部

○ 平戸二丁目 新　　平戸町の一部

○ 平戸三丁目 新　　平戸町の一部

○ 平戸四丁目 新　　平戸町の一部

○ 平戸五丁目 新　　平戸町の一部

　　　　計　61か町となる。

昭58. 2. 1（町） 昭58. 1.18県告19

（上倉田町） 一部　戸塚町へ

（戸塚町） 一部　吉田町へ

一部　上倉田町、吉田町から

（吉田町） 一部　戸塚町へ

一部　戸塚町から

昭58. 2. 1（市境） 昭58. 1.18県告20〔市編〕昭57.12.28県告1126 昭58. 1.26自治省告示2

（上飯田町） 一部　大和市へ

一部　大和市から

昭58. 7.18（住） 昭58. 6.24県告539〔住〕昭58. 6.25告145

（上郷町） 一部　犬山町、尾月、上之町へ

（汲沢町） 一部　汲沢一丁目、汲沢二丁目、汲沢三丁目、汲沢四丁目へ

（戸塚町） 一部　汲沢一丁目へ

○ 犬山町 新　　上郷町の一部
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○ 尾月 新　　上郷町の一部

○ 上之町 新　　上郷町の一部

○ 汲沢一丁目 新　　汲沢町、戸塚町の各一部

○ 汲沢二丁目 新　　汲沢町の一部

○ 汲沢三丁目 新　　汲沢町の一部

○ 汲沢四丁目 新　　汲沢町の一部

　　　　計　68か町となる。

昭58. 9.28（改） 昭58. 9.27県告775〔換〕昭58. 9.27県公告

（東俣野町） 一部　俣野町へ

一部　俣野町から

（俣野町） 一部　東俣野町へ

一部　東俣野町から

昭58.11.27（町） 昭58.11.18県告950

（上郷町） 一部　港南区港南台九丁目から

昭59. 7.23（住） 昭59. 6.26県告561〔住〕昭59. 6.27告170

（上郷町） 一部　亀井町、野七里一丁目、野七里二丁目へ

○ 亀井町 新　　上郷町の一部

○ 野七里一丁目 新　　上郷町の一部

○ 野七里二丁目 新　　上郷町の一部

　　　　計　71か町となる。

昭60. 6. 3（町） 昭60. 5.31県告508

（鍛冶ケ谷町） 一部　港南区日野町から

昭60. 7.22（住） 昭60. 6.25県告573〔住〕昭60. 6.25告175

（汲沢町） 一部　汲沢五丁目、汲沢六丁目、汲沢七丁目、汲沢八丁目へ

○ 汲沢五丁目 新　　汲沢町の一部

○ 汲沢六丁目 新　　汲沢町の一部

○ 汲沢七丁目 新　　汲沢町の一部

○ 汲沢八丁目 新　　汲沢町の一部

　　　　計　75か町となる。

昭61. 4. 6（区） 昭61. 3.25県告269〔換〕昭61. 4. 5告140

（岡津町） 一部　池の谷、緑園一丁目、緑園二丁目、緑園三丁目、緑園四丁目、緑

　　　園五丁目、緑園六丁目、緑園七丁目へ

（新橋町） 一部　池の谷、緑園二丁目、緑園三丁目へ

（名瀬町） 一部　緑園四丁目、緑園五丁目、緑園七丁目へ

池の谷 新　　岡津町、新橋町の各一部

緑園一丁目 新　　岡津町の一部

緑園二丁目 新　　岡津町、新橋町の各一部

緑園三丁目 新　　岡津町、新橋町の各一部
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緑園四丁目 新　　岡津町、名瀬町の各一部

緑園五丁目 新　　岡津町、名瀬町の各一部

緑園六丁目 新　　岡津町の一部

緑園七丁目 新　　岡津町、名瀬町の各一部

　　　　計　83か町となる。

昭61. 8. 6（改） 昭61. 8. 5県告664〔換〕昭61. 8. 5県公告

（汲沢町） 一部　中田町へ

一部　中田町から

（中田町） 一部　汲沢町へ

一部　汲沢町から

昭61.11. 3（町） 昭61.10.31県告871

（和泉町） 一部　深谷町から

（岡津町） 一部　上矢部町へ

（金井町） 一部　戸塚町へ

（上矢部町） 一部　岡津町から

（汲沢町） 一部　中田町へ

（小菅ケ谷町） 一部　下倉田町から

（下飯田町） 一部　俣野町へ

一部　俣野町から

（下倉田町） 一部　小菅ケ谷町、長沼町へ

一部　長沼町から

（戸塚町） 一部　金井町から

（中田町） 一部　汲沢町から

（長沼町） 一部　下倉田町へ

一部　下倉田町から

（深谷町） 一部　和泉町へ

（俣野町） 一部　下飯田町へ

一部　下飯田町から

昭61.11. 3（住） 昭61. 9.22県告760〔住〕昭61. 9.25告243

（岡津町） 一部　白百合一丁目、白百合二丁目、白百合三丁目、中田町へ

（中田町） 一部　岡津町から

○ 白百合一丁目 新　　岡津町の一部

○ 白百合二丁目 新　　岡津町の一部

○ 白百合三丁目 新　　岡津町の一部

昭61.11. 3（行編） 昭60.12.25条46

（秋葉町ほか39か町） 行政区再編成に伴い戸塚区を廃止し、新たに戸塚区へ編入

（秋葉町） 戸塚区へ編入

（影取町） 戸塚区へ編入
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（柏尾町） 戸塚区へ編入

（上柏尾町） 戸塚区へ編入

（上倉田町） 戸塚区へ編入

（上矢部町） 戸塚区へ編入

（川上町） 戸塚区へ編入

（汲沢一丁目） 戸塚区へ編入

（汲沢二丁目） 戸塚区へ編入

（汲沢三丁目） 戸塚区へ編入

（汲沢四丁目） 戸塚区へ編入

（汲沢五丁目） 戸塚区へ編入

（汲沢六丁目） 戸塚区へ編入

（汲沢七丁目） 戸塚区へ編入

（汲沢八丁目） 戸塚区へ編入

（汲沢町） 戸塚区へ編入

（小雀町） 戸塚区へ編入

（品濃町） 戸塚区へ編入

（下倉田町） 戸塚区へ編入

（戸塚町） 戸塚区へ編入

（鳥が丘） 戸塚区へ編入

（名瀬町） 戸塚区へ編入

（原宿町） 戸塚区へ編入

（東俣野町） 戸塚区へ編入

（平戸一丁目） 戸塚区へ編入

（平戸二丁目） 戸塚区へ編入

（平戸三丁目） 戸塚区へ編入

（平戸四丁目） 戸塚区へ編入

（平戸五丁目） 戸塚区へ編入

（平戸町） 戸塚区へ編入

（深谷町） 戸塚区へ編入

（舞岡町） 戸塚区へ編入

（前田町） 戸塚区へ編入

（俣野町） 戸塚区へ編入

（南舞岡一丁目） 戸塚区へ編入

（南舞岡二丁目） 戸塚区へ編入

（南舞岡三丁目） 戸塚区へ編入

（南舞岡四丁目） 戸塚区へ編入

（矢部町） 戸塚区へ編入

（吉田町） 戸塚区へ編入
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昭61.11. 3（行編） 昭60.12.25条46

（飯島町ほか27か町） 行政区再編成に伴い戸塚区を廃止し、新たに栄区へ編入

（飯島町） 栄区へ編入

（犬山町） 栄区へ編入

（尾月） 栄区へ編入

（笠間町） 栄区へ編入

（鍛冶ケ谷町） 栄区へ編入

（桂町） 栄区へ編入

（金井町） 栄区へ編入

（上郷町） 栄区へ編入

（上之町） 栄区へ編入

（亀井町） 栄区へ編入

（公田町） 栄区へ編入

（小菅ケ谷町） 栄区へ編入

（庄戸一丁目） 栄区へ編入

（庄戸二丁目） 栄区へ編入

（庄戸三丁目） 栄区へ編入

（庄戸四丁目） 栄区へ編入

（庄戸五丁目） 栄区へ編入

（田谷町） 栄区へ編入

（中野町） 栄区へ編入

（長尾台町） 栄区へ編入

（長倉町） 栄区へ編入

（長沼町） 栄区へ編入

（野七里一丁目） 栄区へ編入

（野七里二丁目） 栄区へ編入

（東上郷町） 栄区へ編入

（元大橋一丁目） 栄区へ編入

（元大橋二丁目） 栄区へ編入

（若竹町） 栄区へ編入

昭61.11. 3（行編） 昭60.12.25条46 一部改正昭61. 9.25条43

（池の谷ほか17か町） 行政区再編成に伴い戸塚区を廃止し、新たに泉区へ編入

（池の谷） 泉区へ編入

（和泉町） 泉区へ編入

（岡津町） 泉区へ編入

（上飯田町） 泉区へ編入

（下飯田町） 泉区へ編入

（白百合一丁目） 泉区へ編入
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（白百合二丁目） 泉区へ編入

（白百合三丁目） 泉区へ編入

（新橋町） 泉区へ編入

（中田町） 泉区へ編入

（弥生台） 泉区へ編入

（緑園一丁目） 泉区へ編入

（緑園二丁目） 泉区へ編入

（緑園三丁目） 泉区へ編入

（緑園四丁目） 泉区へ編入

（緑園五丁目） 泉区へ編入

（緑園六丁目） 泉区へ編入

（緑園七丁目） 泉区へ編入
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戸 塚 区 （昭和61年11月３日新区制施行）

沿　　　革 沿　　　革

秋葉町  (旧)戸塚区から編入 鳥が丘  (旧)戸塚区から編入

影取町  (旧)戸塚区から編入 名瀬町  (旧)戸塚区から編入

柏尾町  (旧)戸塚区から編入 原宿町  (旧)戸塚区から編入

上柏尾町  (旧)戸塚区から編入 東俣野町  (旧)戸塚区から編入

上倉田町  (旧)戸塚区から編入 平戸一丁目  (旧)戸塚区から編入

上矢部町  (旧)戸塚区から編入 平戸二丁目  (旧)戸塚区から編入

川上町  (旧)戸塚区から編入 平戸三丁目  (旧)戸塚区から編入

汲沢一丁目  (旧)戸塚区から編入 平戸四丁目  (旧)戸塚区から編入

汲沢二丁目  (旧)戸塚区から編入 平戸五丁目  (旧)戸塚区から編入

汲沢三丁目  (旧)戸塚区から編入 平戸町  (旧)戸塚区から編入

汲沢四丁目  (旧)戸塚区から編入 深谷町  (旧)戸塚区から編入

汲沢五丁目  (旧)戸塚区から編入 舞岡町  (旧)戸塚区から編入

汲沢六丁目  (旧)戸塚区から編入 前田町  (旧)戸塚区から編入

汲沢七丁目  (旧)戸塚区から編入 俣野町  (旧)戸塚区から編入

汲沢八丁目  (旧)戸塚区から編入 南舞岡一丁目  (旧)戸塚区から編入

汲沢町  (旧)戸塚区から編入 南舞岡二丁目  (旧)戸塚区から編入

小雀町  (旧)戸塚区から編入 南舞岡三丁目  (旧)戸塚区から編入

品濃町  (旧)戸塚区から編入 南舞岡四丁目  (旧)戸塚区から編入

下倉田町  (旧)戸塚区から編入 矢部町  (旧)戸塚区から編入

戸塚町  (旧)戸塚区から編入 吉田町  (旧)戸塚区から編入

昭61.11. 3（行編） 行政区再編成及び同日施行の町区域の変更等の沿革については、(旧)区

の沿革欄を参照。

　　　　　（町） 昭61.10.31県告871

昭62. 6.15（町） 昭62. 6.12県告509

（小雀町） 一部　原宿町へ

（戸塚町） 一部　原宿町へ

（原宿町） 一部　小雀町、戸塚町、栄区金井町から

昭63. 1.10（区） 昭62.12.25県告1048〔換〕昭63. 1. 9告4

（上矢部町） 一部　泉区領家二丁目へ

（鳥が丘） 一部　泉区領家二丁目、領家四丁目へ

昭63. 9.25（区） 昭63. 9.16県告779〔換〕昭63. 9.24公告385

（品濃町） 一部　川上町へ

（川上町） 一部　品濃町から

平元. 8.21（住） 平元. 7. 4県告587〔住〕平元. 7.15告184

（下倉田町） 一部　栄区小菅ケ谷町から

新区制施行当時の町名（40か町）

町　　　名 町　　　名

新設（異動）町名 沿 革
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（舞岡町） 一部　栄区小菅ケ谷町から

平 2. 7. 9（住） 平 2. 6. 8県告543〔住〕平 2. 6.15告168

（平戸町） 一部　港南区下永谷町から

平 5.11. 3（改） 平 5.11. 2県告980〔換〕平 5.11. 2県公告

（俣野町） 一部　泉区和泉町から

平 7.11.20（住） 平 7.10.31県告696〔住〕平 7.11. 2告237

（汲沢六丁目） 一部　泉区中田町から

（汲沢町） 一部　泉区中田町から

平 8.10.21（住） 平 8.10. 8県告820〔住〕平 8.10.15告241

（川上町） 一部　上品濃へ

一部　品濃町から

（品濃町） 一部　上品濃、川上町へ

○ 上品濃 新　　川上町、品濃町の各一部

　　　　計　41か町となる。

平 9.10.27（住） 平 9. 9. 5告217〔住〕平 9. 9. 5告218

（柏尾町） 一部　港南区下永谷町から

（上柏尾町） 一部　港南区下永谷町から

一部　港南区下永谷六丁目へ

（平戸町） 一部　港南区下永谷町から

平11.10.25（住） 平11. 8.25告233〔住〕平11. 8.25告235

（小雀町） 一部　原宿一丁目、原宿五丁目へ

一部　原宿町から

（戸塚町） 一部　原宿町から

（原宿町） 廃　　小雀町、戸塚町、原宿一丁目、原宿二丁目、原宿三丁目、原宿四

　　　丁目、原宿五丁目へ

（深谷町） 一部　原宿三丁目、原宿四丁目へ

○ 原宿一丁目 新　　小雀町、原宿町の各一部

○ 原宿二丁目 新　　原宿町の一部

○ 原宿三丁目 新　　原宿町、深谷町の各一部

○ 原宿四丁目 新　　原宿町、深谷町の各一部

○ 原宿五丁目 新　　小雀町、原宿町の各一部

　　　　計　45か町となる。

平21.11.24（再） 平21.10.23告368

（戸塚町） 一部　吉田町から

（吉田町） 一部　戸塚町へ

　　　　計　45か町となる。

平24. 9.29（改） 平24. 9.14告503

（上倉田町） 一部　舞岡町へ
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（舞岡町） 一部　上倉田町から

平27.12. 7（区） 平27.11. 5告665

（戸塚町） 一部　吉田町へ

一部　矢部町、吉田町から

（矢部町） 一部　戸塚町、吉田町へ

（吉田町） 一部　戸塚町へ

一部　戸塚町、矢部町から



3 - 214

栄 区 （昭和61年11月３日区制施行）

沿　　　革 沿　　　革

飯島町  (旧)戸塚区から編入 庄戸三丁目  (旧)戸塚区から編入

犬山町  (旧)戸塚区から編入 庄戸四丁目  (旧)戸塚区から編入

尾月  (旧)戸塚区から編入 庄戸五丁目  (旧)戸塚区から編入

笠間町  (旧)戸塚区から編入 田谷町  (旧)戸塚区から編入

鍛冶ケ谷町  (旧)戸塚区から編入 中野町  (旧)戸塚区から編入

桂町  (旧)戸塚区から編入 長尾台町  (旧)戸塚区から編入

金井町  (旧)戸塚区から編入 長倉町  (旧)戸塚区から編入

上郷町  (旧)戸塚区から編入 長沼町  (旧)戸塚区から編入

上之町  (旧)戸塚区から編入 野七里一丁目  (旧)戸塚区から編入

亀井町  (旧)戸塚区から編入 野七里二丁目  (旧)戸塚区から編入

公田町  (旧)戸塚区から編入 東上郷町  (旧)戸塚区から編入

小菅ケ谷町  (旧)戸塚区から編入 元大橋一丁目  (旧)戸塚区から編入

庄戸一丁目  (旧)戸塚区から編入 元大橋二丁目  (旧)戸塚区から編入

庄戸二丁目  (旧)戸塚区から編入 若竹町  (旧)戸塚区から編入

昭61.11. 3（行編） 行政区再編成及び同日施行の町区域の変更等の沿革については、(旧)区

の沿革欄を参照。

　　　　　（町） 昭61.10.31県告871

昭62. 6.15（町） 昭62. 6.12県告509

（金井町） 一部　戸塚区原宿町へ

平元. 8.21（住） 平元. 7. 4県告587〔住〕平元. 7.15告184

（飯島町） 一部　本郷台一丁目、本郷台二丁目、本郷台三丁目、本郷台四丁目へ

（上郷町） 一部　小菅ケ谷町、本郷台四丁目へ

（小菅ケ谷町） 一部　本郷台一丁目、本郷台二丁目、本郷台三丁目、本郷台四丁目、本

　　　　郷台五丁目、戸塚区下倉田町、舞岡町へ

一部　上郷町から

○ 本郷台一丁目 新　　飯島町、小菅ケ谷町の各一部

○ 本郷台二丁目 新　　飯島町、小菅ケ谷町の各一部

○ 本郷台三丁目 新　　飯島町、小菅ケ谷町の各一部

○ 本郷台四丁目 新　　飯島町、上郷町、小菅ケ谷町の各一部

○ 本郷台五丁目 新　　小菅ケ谷町の一部

　　　　計　33か町となる。

平 3. 1.21（町） 平 3. 1.14県告17

（上郷町） 一部　金沢区釜利谷町から

平 3. 3.30（改） 平 3. 3.29県告293

（田谷町） 一部　長尾台町から

区制施行当時の町名（28か町）

町　　　名 町　　　名

新設（異動）町名 沿 革
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（長尾台町） 一部　田谷町へ

平 6. 9.26（住） 平 6. 6.28県告576〔住〕平 6. 7. 5告227

（飯島町） 一部　小菅ケ谷町から

一部　小菅ケ谷町、小菅ケ谷二丁目へ

（笠間町） 一部　小菅ケ谷町から

一部　小菅ケ谷一丁目へ

（桂町） 一部　小菅ケ谷一丁目へ

（公田町） 一部　小菅ケ谷一丁目へ

（小菅ケ谷町） 一部　飯島町から

一部　飯島町、笠間町、小菅ケ谷一丁目、小菅ケ谷二丁目、小山台一丁

　　　目、小山台二丁目へ

（中野町） 一部　小菅ケ谷一丁目へ

○ 小菅ケ谷一丁目 新　　笠間町、桂町、公田町、小菅ケ谷町、中野町の各一部

○ 小菅ケ谷二丁目 新　　飯島町、小菅ケ谷町の各一部

○ 小山台一丁目 新　　小菅ケ谷町の一部

○ 小山台二丁目 新　　小菅ケ谷町の一部

　　　　計　37か町となる。

平 7.10.16（住） 平 7. 7.21県告675〔住〕平 7. 8. 4告203

（鍛冶ケ谷町） 一部　小菅ケ谷三丁目、柏陽へ

（桂町） 一部　柏陽へ

（上郷町） 一部　柏陽へ

（公田町） 一部　柏陽へ

（小菅ケ谷町） 一部　小菅ケ谷三丁目、柏陽へ

（中野町） 一部　柏陽へ

○ 小菅ケ谷三丁目 新　　鍛冶ケ谷町、小菅ケ谷町から

○ 柏陽 新　　鍛冶ケ谷町、桂町、上郷町、公田町、小菅ケ谷町、中野町から

　　　　計　39か町となる。

平 8.10.21（住） 平 8. 8. 9県告685〔住〕平 8. 8.15告205

（鍛冶ケ谷町） 一部　鍛冶ケ谷一丁目、鍛冶ケ谷二丁目へ

（上郷町） 一部　鍛冶ケ谷二丁目へ

（小菅ケ谷町） 一部　小菅ケ谷四丁目、小山台一丁目へ

（小山台一丁目） 一部　小菅ケ谷四丁目へ

一部　小菅ケ谷町から

（中野町） 一部　鍛冶ケ谷二丁目へ

○ 鍛冶ケ谷一丁目 新　　鍛冶ケ谷町の一部

○ 鍛冶ケ谷二丁目 新　　鍛冶ケ谷町、上郷町、中野町の各一部

○ 小菅ケ谷四丁目 新　　小菅ケ谷町、小山台一丁目の各一部

　　　　計　42か町となる。
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平10.10.19（住） 平10. 8.25告224〔住〕平10. 8.25告225

（上郷町） 一部　桂台北、桂台中、桂台西一丁目、桂台東、桂台南一丁目、桂台南

　　　二丁目へ

（公田町） 一部　桂台北、桂台中、桂台西一丁目、桂台西二丁目、桂台南一丁目、

　　　桂台南二丁目へ

（中野町） 一部　桂台北、桂台西一丁目へ

○ 桂台北 新　　上郷町、公田町、中野町の各一部

○ 桂台中 新　　上郷町、公田町の各一部

○ 桂台西一丁目 新　　上郷町、公田町、中野町の各一部

○ 桂台西二丁目 新　　公田町の一部

○ 桂台東 新　　上郷町の一部

○ 桂台南一丁目 新　　上郷町、公田町の各一部

○ 桂台南二丁目 新　　上郷町、公田町の各一部

計　49か町となる。

平12.10.23（住） 平12. 8.25告259〔住〕平12. 8.25告260

（飯島町） 一部　笠間町から

（笠間町） 一部　飯島町、笠間一丁目、笠間二丁目、笠間三丁目、笠間四丁目、

　　　笠間五丁目、長尾台町へ

（長尾台町） 一部　笠間町から

○ 笠間一丁目 新　　笠間町の一部

○ 笠間二丁目 新　　笠間町の一部

○ 笠間三丁目 新　　笠間町の一部

○ 笠間四丁目 新　　笠間町の一部

○ 笠間五丁目 新　　笠間町の一部

　　　　計　54か町となる。

平13.10.22（住） 平13. 8.24告281〔住〕平13. 8.24告282

（鍛冶ケ谷町） 一部　鍛冶ケ谷二丁目へ

○ （鍛冶ケ谷二丁目） 一部　鍛冶ケ谷町から
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泉 区 （昭和61年11月３日区制施行）

沿　　　革 沿　　　革

池の谷  (旧)戸塚区から編入 中田町  (旧)戸塚区から編入

和泉町  (旧)戸塚区から編入 弥生台  (旧)戸塚区から編入

岡津町  (旧)戸塚区から編入 緑園一丁目  (旧)戸塚区から編入

上飯田町  (旧)戸塚区から編入 緑園二丁目  (旧)戸塚区から編入

下飯田町  (旧)戸塚区から編入 緑園三丁目  (旧)戸塚区から編入

白百合一丁目  (旧)戸塚区から編入 緑園四丁目  (旧)戸塚区から編入

白百合二丁目  (旧)戸塚区から編入 緑園五丁目  (旧)戸塚区から編入

白百合三丁目  (旧)戸塚区から編入 緑園六丁目  (旧)戸塚区から編入

新橋町  (旧)戸塚区から編入 緑園七丁目  (旧)戸塚区から編入

昭61.11. 3（行編） 行政区再編成及び同日施行の町区域の設定等の沿革については、(旧)区

の沿革欄を参照。

　　　　　（住） 昭61. 9.22県告760〔住〕昭61. 9.25告243

　　　　　（町） 昭61.10.31県告871

昭62.10.14（改） 昭62.10.13県告824〔換〕昭62.10.13県公告

（新橋町） 一部　瀬谷区阿久和町へ

昭63. 1.10（区） 昭62.12.25県告1047〔換〕昭63. 1. 9告3

（岡津町） 一部　新橋町、中田町、西が岡一丁目、西が岡二丁目、西が岡三丁目、

　　　弥生台へ

一部　新橋町から

（新橋町） 一部　岡津町、西が岡一丁目、弥生台へ

一部　岡津町から

（中田町） 一部　岡津町から

（弥生台） 一部　西が岡一丁目へ

一部　岡津町、新橋町から

西が岡一丁目 新　　岡津町、新橋町、弥生台の各一部

西が岡二丁目 新　　岡津町の一部

西が岡三丁目 新　　岡津町の一部

　　　　計　21か町となる。

昭63. 1.10（区） 昭62.12.25県告1048〔換〕昭63. 1. 9告4

（岡津町） 一部　領家一丁目、領家二丁目、領家三丁目、領家四丁目へ

領家一丁目 新　　岡津町の一部

領家二丁目 新　　岡津町、戸塚区上矢部町、鳥が丘の各一部

領家三丁目 新　　岡津町の一部

領家四丁目 新　　岡津町、戸塚区鳥が丘の各一部

　　　　計　25か町となる。

区制施行当時の町名（18か町）

町　　　名 町　　　名

新設（異動）町名 沿 革
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新設（異動）町名 沿 革

平 5.11. 3（改） 平 5.11. 2県告980〔換〕平 5.11. 2県公告

（和泉町） 一部　戸塚区俣野町へ

平 7. 6. 6（区） 平 7. 5. 9県告501〔換〕平 7. 6. 5公告452

（岡津町） 一部　桂坂、西が岡一丁目へ

（西が岡一丁目） 一部　岡津町から

（西が岡二丁目） 一部　桂坂へ

桂坂 新　　岡津町、西が岡二丁目の各一部

　　　　計　26か町となる。

平 7.11.20（住） 平 7.10.31県告892〔住〕平 7.11. 2告237

（岡津町） 一部　中田東四丁目、西が岡三丁目へ

（中田町） 一部　中田東一丁目、中田東二丁目、中田東三丁目、中田東四丁目へ

一部　戸塚区汲沢町、汲沢六丁目へ

（西が岡三丁目） 一部　岡津町から

○ 中田東一丁目 新　　中田町の一部

○ 中田東二丁目 新　　中田町の一部

○ 中田東三丁目 新　　中田町の一部

○ 中田東四丁目 新　　岡津町、中田町の各一部

　　　　計　30か町となる。

平 8. 1.13（区） 平 7. 12.19県告1013〔換〕平 8. 1.12公告13

（岡津町） 一部　新橋町へ

一部　新橋町から

（新橋町） 一部　岡津町へ

一部　岡津町から

平 8.10.21（住） 平 8. 8. 9県告685〔住〕平 8. 8.15告205

（和泉町） 一部　中田西三丁目へ

一部　中田町から

（岡津町） 一部　中田北三丁目へ

（中田町） 一部　和泉町、中田北一丁目、中田北二丁目、中田北三丁目、中田西一

　　　丁目、中田西二丁目、中田西四丁目へ

○ 中田北一丁目 新　　中田町の一部

○ 中田北二丁目 新　　中田町の一部

○ 中田北三丁目 新　　岡津町、中田町の各一部

○ 中田西一丁目 新　　中田町の一部

○ 中田西二丁目 新　　中田町の一部

○ 中田西三丁目 新　　和泉町、中田町の各一部

○ 中田西四丁目 新　　中田町の一部

　　　　計　37か町となる。

平 9.10.27（住） 平 9. 9. 5告217〔住〕平 9. 9. 5告218
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新設（異動）町名 沿 革

（中田町） 一部　中田南一丁目、中田南二丁目、中田南三丁目、中田南四丁目、中

　　　田南五丁目へ

○ 中田南一丁目 新　　中田町の一部

○ 中田南二丁目 新　　中田町の一部

○ 中田南三丁目 新　　中田町の一部

○ 中田南四丁目 新　　中田町の一部

○ 中田南五丁目 新　　中田町の一部

　　　　計　42か町となる。

平24.10.22（住） 平24. 8.15告469〔住〕平24. 8.15告470

（和泉町） 一部　下和泉一丁目、下和泉二丁目、下和泉三丁目、下和泉四丁目、

　　　下和泉五丁目へ

○ 下和泉一丁目 新　　和泉町の一部

○ 下和泉二丁目 新　　和泉町の一部

○ 下和泉三丁目 新　　和泉町の一部

○ 下和泉四丁目 新　　和泉町の一部

○ 下和泉五丁目 新　　和泉町の一部

　　　　　　計47か町となる。

平25.10.21（住） 平25. 8.15告517〔住〕平25. 8.15告518

（和泉町） 一部　和泉が丘一丁目、和泉が丘二丁目、和泉が丘三丁目へ

○ 和泉が丘一丁目 新　　和泉町の一部

○ 和泉が丘二丁目 新　　和泉町の一部

○ 和泉が丘三丁目 新　　和泉町の一部

　　　　　　計　50か町となる。

平26.10.20（住） 平26. 8.15告509〔住〕平26. 8.15告510

（和泉町） 一部　和泉中央南一丁目、和泉中央南二丁目、和泉中央南三丁目へ

○ 和泉中央南一丁目 新　　和泉町の一部

○ 和泉中央南二丁目 新　　和泉町の一部

○ 和泉中央南三丁目 新　　和泉町の一部

　　　　　　計　53か町となる。

平27. 9. 7（住） 平27. 7. 3告490〔住〕平27. 7. 3告489

（和泉町） 一部　和泉中央南四丁目、和泉中央南五丁目、上飯田町へ

○ 和泉中央南四丁目 新　　和泉町の一部

○ 和泉中央南五丁目 新　　和泉町の一部

（上飯田町） 一部　和泉町から

　　　　　　計　55か町となる。
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瀬 谷 区 （昭和44年10月１日区制施行）

沿 革 沿 革

阿久和町  (旧)戸塚区から編入 三ツ境  (旧)戸塚区から編入

瀬谷町  (旧)戸塚区から編入 宮沢町  (旧)戸塚区から編入

二ツ橋町  (旧)戸塚区から編入

昭44.10. 1（行編） 昭44.10. 1　行政区再編成及び同日施行の町区域の変更等の沿革につい

ては、(旧)区の沿革欄を参照。

　　　　　（町） 昭44. 9.12県告653

昭47. 3.25（市境） 昭47. 3.24県告297〔市編〕昭47. 1. 4県告2　昭47. 1.18自治省告示3

（瀬谷町） 一部　大和市へ

一部　大和市から

昭48.11. 1（市境） 昭48.10.30県告866〔市編〕昭48.10.19県告849 昭48.10.29自治省告示171

（瀬谷町） 一部　大和市へ

一部　大和市から

昭49. 8.12（町） 昭49. 8. 9県告665

（瀬谷町） 一部　北町、目黒町、五貫目町へ

北町 新　　瀬谷町の一部

目黒町 新　　瀬谷町の一部

五貫目町 新　　瀬谷町の一部

　　　　計　8か町となる。

昭51. 9.15（区） 昭51. 9.10県告636〔換〕昭51.9.14公告231

（瀬谷町） 一部　戸塚区和泉町、上飯田町へ

（宮沢町） 一部　戸塚区和泉町へ

一部　戸塚区和泉町から

昭52. 3.28（町） 昭52. 3.22県告176

（瀬谷町） 一部　上瀬谷町、竹村町、中屋敷一丁目、中屋敷二丁目へ

上瀬谷町 新　　瀬谷町の一部

竹村町 新　　瀬谷町の一部

中屋敷一丁目 新　　瀬谷町の一部

中屋敷二丁目 新　　瀬谷町の一部

　　　　　計　12か町となる。

昭53. 7.17（町） 昭53. 7. 7県告549

（瀬谷町） 一部　本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目へ

本郷一丁目 新　　瀬谷町の一部

本郷二丁目 新　　瀬谷町の一部

本郷三丁目 新　　瀬谷町の一部

　　　　計　15か町となる。

区制施行当時の町名（５か町）

沿 革

町 名

新設（異動）町名

町 名
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沿 革新設（異動）町名

昭53.12.20（町） 昭53.12.12県告970

（瀬谷町） 一部　東野へ

（二ツ橋町） 一部　東野へ

東野 新　　瀬谷町、二ツ橋町の各一部

　　　　計　16か町となる。

昭54. 6.24 昭54. 6. 5県告501

（二ツ橋町） 一部　三ツ境へ

一部　三ツ境から

（三ツ境） 一部　二ツ橋町へ

一部　二ツ橋町から

昭54. 8.20（町） 昭54. 8.17県告714

（瀬谷町） 一部　南瀬谷一丁目、南瀬谷二丁目へ

南瀬谷一丁目 新　　瀬谷町の一部

南瀬谷二丁目 新　　瀬谷町の一部

　　　　計　18か町となる。

昭55. 3.31（町） 昭55. 3.28県告257

（瀬谷町） 一部　上瀬谷町、竹村町、中屋敷一丁目、本郷一丁目、本郷三丁目、目

　　　黒町へ

（上瀬谷町） 一部　瀬谷町から

（竹村町） 一部　瀬谷町から

（中屋敷一丁目） 一部　瀬谷町から

（本郷一丁目） 一部　瀬谷町から

（本郷三丁目） 一部　瀬谷町から

（目黒町） 一部　瀬谷町から

昭55. 3.31（町） 昭55. 3.28県告255

（瀬谷町） 一部　卸本町へ

卸本町 新　　瀬谷町、旭区上川井町、緑区長津田町の各一部

　　　　計　19か町となる。

昭56. 4.13（町） 昭56. 3.24県告233

（瀬谷町） 一部　南台一丁目、南台二丁目、宮沢町へ

（宮沢町） 一部　南台一丁目、南台二丁目へ

一部　瀬谷町から

南台一丁目 新　　瀬谷町、宮沢町の各一部

南台二丁目 新　　瀬谷町、宮沢町の各一部

　　　　計　21か町となる。

昭56.11. 9（町） 昭56.10.30県告888

（瀬谷町） 一部　下瀬谷一丁目、下瀬谷二丁目、下瀬谷三丁目へ

下瀬谷一丁目 新　　瀬谷町の一部
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沿 革新設（異動）町名

下瀬谷二丁目 新　　瀬谷町の一部

下瀬谷三丁目 新　　瀬谷町の一部

　　　　計　24か町となる。

昭56.11. 9（町） 昭56.10.30県告889

（卸本町） 一部　北町から

（北町） 一部　卸本町へ

昭56.12.20（町） 昭56.12.11県告1027

（阿久和町） 一部　戸塚区和泉町から

昭57.10.25（町） 昭57.10.22県告947

（瀬谷町） 一部　北新、橋戸一丁目、橋戸二丁目、橋戸三丁目へ

北新 新　　瀬谷町の一部

橋戸一丁目 新　　瀬谷町の一部

橋戸二丁目 新　　瀬谷町の一部

橋戸三丁目 新　　瀬谷町の一部

　　　　計　28か町となる。

昭59. 8. 6（町） 昭59. 7.24県告639

（瀬谷町） 一部　瀬谷四丁目、瀬谷五丁目、瀬谷六丁目へ

瀬谷四丁目 新　　瀬谷町の一部

瀬谷五丁目 新　　瀬谷町の一部

瀬谷六丁目 新　　瀬谷町の一部

　　　　計　31か町となる。

昭59.11. 5（町） 昭59.10.23県告857

（瀬谷町） 一部　瀬谷一丁目、瀬谷二丁目、瀬谷三丁目へ

瀬谷一丁目 新　　瀬谷町の一部

瀬谷二丁目 新　　瀬谷町の一部

瀬谷三丁目 新　　瀬谷町の一部

　　　　計　34か町となる。

昭60.11. 5（町） 昭60.11. 1県告920

（瀬谷町） 一部　相沢一丁目、相沢二丁目、相沢三丁目、相沢四丁目、中央へ

相沢一丁目 新　　瀬谷町の一部

相沢二丁目 新　　瀬谷町の一部

相沢三丁目 新　　瀬谷町の一部

相沢四丁目 新　　瀬谷町の一部

中央 新　　瀬谷町の一部

　　　　計　39か町となる。

昭61. 2. 1（市境） 昭61. 1.21県告31〔市編〕昭60.12.17県告1047 昭61. 1.22自治省告示6

（五貫目町） 一部　大和市へ

一部　大和市から
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沿 革新設（異動）町名

（目黒町） 一部　大和市へ

一部　大和市から

昭61.10. 6（町） 省61.10. 3県告793

（瀬谷町） 一部　相沢五丁目、相沢六丁目、相沢七丁目、中屋敷三丁目、本郷四丁

　　　目へ

相沢五丁目 新　　瀬谷町の一部

相沢六丁目 新　　瀬谷町の一部

相沢七丁目 新　　瀬谷町の一部

中屋敷三丁目 新　　瀬谷町の一部

本郷四丁目 新　　瀬谷町の一部

　　　　計　44か町となる。

昭62.10.14（改） 昭62.10.13県告824〔換〕昭62.10.13県公告

（阿久和町） 一部　泉区新橋町から

昭62.10.26（町） 昭62.10.20県告842

（瀬谷町） 一部　東野台へ

（二ツ橋町） 一部　東野台へ

東野台 新　　瀬谷町、二ツ橋町の各一部

　　　　計　45か町となる。

平 5. 8. 9（町） 平 5. 7.23県告737

（阿久和町） 一部　阿久和東一丁目、阿久和東二丁目へ

阿久和東一丁目 新　　阿久和町の一部

阿久和東二丁目 新　　阿久和町の一部

　　　　　計　47か町となる。

平 6. 8. 8（町） 平 6. 7.15県告603

（阿久和町） 一部　阿久和東三丁目、阿久和東四丁目へ

阿久和東三丁目 新　　阿久和町の一部

阿久和東四丁目 新　　阿久和町の一部

　　　　計　49か町となる。

平 7. 8. 7（町） 平 7. 7.11県告660

（阿久和町） 一部　阿久和東四丁目、阿久和西一丁目、阿久和西二丁目へ

（阿久和東四丁目） 一部　阿久和町から

阿久和西一丁目 新　　阿久和町の一部

阿久和西二丁目 新　　阿久和町の一部

　　　　計　51か町となる。

平 8. 8. 5（町） 平 8. 7.19県告637

（阿久和町） 一部　阿久和西三丁目、阿久和西四丁目へ

阿久和西三丁目 新　　阿久和町の一部

阿久和西四丁目 新　　阿久和町の一部
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　　　　計　53か町となる。

平 9. 8. 4（町） 平 9. 7.25告195

（阿久和町） 一部　阿久和南一丁目、阿久和南二丁目へ

阿久和南一丁目 新　　阿久和町の一部

阿久和南二丁目 新　　阿久和町の一部

　　　　計　55か町となる。

平10. 5.16（区） 平 7. 7.11県告660〔換〕平10. 5.15公告446

（阿久和町） 一部　阿久和西二丁目、阿久和東四丁目へ

（阿久和西二丁目） 一部　阿久和町、阿久和東四丁目から

（阿久和東四丁目） 一部　阿久和町から

一部　阿久和西二丁目へ

平10. 8. 3（町） 平10. 7. 3告205

（阿久和町） 廃　　阿久和南三丁目、阿久和南四丁目へ

阿久和南三丁目 新　　阿久和町の一部

阿久和南四丁目 新　　阿久和町の一部

計　56か町となる

平10. 8. 6（区） 平10. 8. 5告215

（瀬谷四丁目） 一部　瀬谷五丁目へ

（瀬谷五丁目） 一部　瀬谷四丁目から

平11. 8. 2（町） 平11. 6.25告176

（宮沢町） 一部　宮沢一丁目、宮沢二丁目、二ツ橋町へ

（二ツ橋町） 一部　宮沢町から

宮沢一丁目 新　　宮沢町の一部

宮沢二丁目 新　　宮沢町の一部

　　　　計　58か町となる。

平12. 3.27（区） 平12. 3.24告76〔換〕平12. 3.26公告234

（中央） 一部　本郷三丁目へ

（本郷三丁目） 一部　中央から

平12. 8. 7（町） 平12. 7.14告226

（宮沢町） 廃　　宮沢三丁目、宮沢四丁目へ

宮沢三丁目 新　　宮沢町の一部

宮沢四丁目 新　　宮沢町の一部

　　　　計　59か町となる。
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