
ごみ・資源物収集日程区域　一覧表

【５０音順】

No. ふりがな 町名 エリア 地区 備考1 備考2

1 あおしま1ちょうめ
あおしまちょうめ

青島1丁目 南A 青島

2 あおしま2ちょうめ
あおしまちょうめ

青島2丁目 南A 青島

3 あおしま3ちょうめ
あおしまちょうめ

青島3丁目 南A 青島

4 あおしま4ちょうめ
あおしまちょうめ

青島4丁目 南A 青島

5 あおしま5ちょうめ
あおしまちょうめ

青島5丁目 南A 青島

6 あおしま6ちょうめ
あおしまちょうめ

青島6丁目 南A 青島

7 あおしまにし1ちょうめ
あおしまにし ちょうめ

青島西1丁目 南A 青島

8 あおしまにし2ちょうめ
あおしまにし ちょうめ

青島西2丁目 南A 青島

9 あおばちょう
あおばちょう

青葉町 北B 中央東（分割）

10 あかえ
あかえ

赤江 南B 赤江（分割）、本郷

11 あさひ1ちょうめ
あさひちょうめ

旭1丁目 北B 中央東（分割）

12 あさひ2ちょうめ
あさひちょうめ

旭2丁目 北B 中央東（分割）

13 あづまちょう
あづま ちょう

吾妻町 北B 中央東（分割）

14 あとえ
あとえ

跡江 南A 生目

15 ありた
ありた

有田 南A 生目

16 あわきがはらちょう
あわ きがはらちょう

阿波岐原町 北B 檍

17 いきめ
いきめ

生目 南A 生目

18 いきめだいにし1ちょうめ
いきめ だいにし ちょうめ

生目台西1丁目 南A 生目台

19 いきめだいにし2ちょうめ
いきめ だいにし ちょうめ

生目台西2丁目 南A 生目台

20 いきめだいにし3ちょうめ
いきめ だいにし ちょうめ

生目台西3丁目 南A 生目台

21 いきめだいにし4ちょうめ
いきめ だいにし ちょうめ

生目台西4丁目 南A 生目台

22 いきめだいにし5ちょうめ
いきめ だいにし ちょうめ

生目台西5丁目 南A 生目台

23 いきめだいひがし1ちょうめ
いきめ だいひがしちょうめ

生目台東1丁目 南A 生目台

24 いきめだいひがし2ちょうめ
いきめ だいひがしちょうめ

生目台東2丁目 南A 生目台

25 いきめだいひがし3ちょうめ
いきめ だいひがしちょうめ

生目台東3丁目 南A 生目台

26 いきめだいひがし4ちょうめ
いきめ だいひがしちょうめ

生目台東4丁目 南A 生目台

27 いきめだいひがし5ちょうめ
いきめ だいひがしちょうめ

生目台東5丁目 南A 生目台

28 いけうちちょう
いけうちちょう

池内町 北A 大宮（分割）

29 いちのみやちょう
いち みやちょう

一の宮町 北B 檍

30 いとばる
いとばる

糸原 北A 北

32 うきた
うきた

浮田 南A 生目

33 うきのじょうちょう
うきのじょうちょう

浮城町 北B 檍

34 うちうみ
うちうみ

内海 南A 青島

35 うりゅうの
うりゅうの

瓜生野 北A 北

36 えいらくちょう
えいらくちょう

永楽町 北B 檍

37 えひらちょう1ちょうめ
え ひらちょうちょうめ

江平町1丁目 北B 中央東（分割）

38 えひらなかまち
え ひらなかまち

江平中町 北B 中央東（分割）

39 えひらにし1ちょうめ
え ひらにし ちょうめ

江平西1丁目 北A 中央東（分割）

40 えひらにし2ちょうめ
え ひらにし ちょうめ

江平西2丁目 北A 中央東（分割）

41 えひらひがし1ちょうめ
え ひらひがしちょうめ

江平東1丁目 北B 中央東（分割）

42 えひらひがし2ちょうめ
え ひらひがしちょうめ

江平東2丁目 北B 中央東（分割）

43 えひらひがしまち
え ひらひがしまち

江平東町 北B 中央東（分割）

44 おいまつ1ちょうめ
おいまつちょうめ

老松1丁目 北B 中央東（分割）

45 おいまつ2ちょうめ
おいまつちょうめ

老松2丁目 北B 中央東（分割）

46 おおしまちょう
おおしまちょう

大島町 北B 東大宮

47 おおせまち
おおせまち

大瀬町 北A 北

48 おおた1ちょうめ
おおた ちょうめ

太田1丁目 南B 大淀（分割）

49 おおた2ちょうめ
おおた ちょうめ

太田2丁目 南B 大淀（分割）

50 おおた3ちょうめ
おおた ちょうめ

太田3丁目 南B 大淀（分割）

51 おおた4ちょうめ
おおた ちょうめ

太田4丁目 南B 大淀（分割）
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52 おおつかだいにし1ちょうめ
おおつかだいにし ちょうめ

大塚台西1丁目 南A 大塚台

53 おおつかだいにし2ちょうめ
おおつかだいにし ちょうめ

大塚台西2丁目 南A 大塚台

54 おおつかだいにし3ちょうめ
おおつかだいにし ちょうめ

大塚台西3丁目 南A 大塚台

55 おおつかだいひがし1ちょうめ
おおつかだいひがしちょうめ

大塚台東1丁目 南A 大塚台

56 おおつかだいひがし2ちょうめ
おおつかだいひがしちょうめ

大塚台東2丁目 南A 大塚台

57 おおつかちょう
おおつかちょう

大塚町 南A 大塚

58 おおつぼちょう
おおつぼちょう

大坪町 南A 大淀（分割） ※ 国道269号から西側

59 おおつぼちょう
おおつぼちょう

大坪町 南B 大淀（分割） ※ 国道269号から東側

60 おおつぼにし1ちょうめ
おおつぼにし ちょうめ

大坪西1丁目 南A 大淀（分割）

61 おおつぼにし2ちょうめ
おおつぼにし ちょうめ

大坪西2丁目 南A 大淀（分割）

62 おおつぼひがし1ちょうめ
おおつぼひがしちょうめ

大坪東1丁目 南B 大淀（分割）

63 おおつぼひがし2ちょうめ
おおつぼひがしちょうめ

大坪東2丁目 南B 大淀（分割）

64 おおつぼひがし3ちょうめ
おおつぼひがしちょうめ

大坪東3丁目 南B 大淀（分割）

65 おおはし1ちょうめ
おおはしちょうめ

大橋1丁目 北A 中央西

66 おおはし2ちょうめ
おおはしちょうめ

大橋2丁目 北A 中央西

67 おおはし3ちょうめ
おおはしちょうめ

大橋3丁目 北A 中央西

68 おおよど1ちょうめ
おおよどちょうめ

大淀1丁目 南B 大淀（分割）

69 おおよど2ちょうめ
おおよどちょうめ

大淀2丁目 南B 大淀（分割）

70 おおよど3ちょうめ
おおよどちょうめ

大淀3丁目 南B 大淀（分割）

71 おおよど4ちょうめ
おおよどちょうめ

大淀4丁目 南B 大淀（分割）

72 おどちょう
おど ちょう

小戸町 北B 檍

73 おりゅうざこ
おりゅうざこ

折生迫 南A 青島

74 かえだ
かえだ

加江田 南A 木花（分割） ※ 加江田川から南側

75 かえだ
かえだ

加江田 南B 木花（分割） ※ 加江田川から北側

76 かおるざか1ちょうめ
かお ざか ちょうめ

薫る坂1丁目 南A 大淀（分割）

77 かおるざか2ちょうめ
かお ざか ちょうめ

薫る坂2丁目 南A 大淀（分割）

78 かがみず
かがみず

鏡洲 南A 木花（分割）

79 がくえんきばなだいきた1ちょうめ
がくえんきばな だいきた ちょうめ

学園木花台北1丁目 南B 木花（分割）

80 がくえんきばなだいきた2ちょうめ
がくえんきばな だいきた ちょうめ

学園木花台北2丁目 南B 木花（分割）

81 がくえんきばなだいきた3ちょうめ
がくえんきばな だいきた ちょうめ

学園木花台北3丁目 南B 木花（分割）

82 がくえんきばなだいさくら1ちょうめ
がくえんきばな だいさくらちょうめ

学園木花台桜1丁目 南B 木花（分割）

83 がくえんきばなだいさくら2ちょうめ
がくえんきばな だいさくらちょうめ

学園木花台桜2丁目 南B 木花（分割）

84 がくえんきばなだいにし1ちょうめ
がくえんきばな だいにし ちょうめ

学園木花台西1丁目 南B 木花（分割）

85 がくえんきばなだいにし2ちょうめ
がくえんきばな だいにし ちょうめ

学園木花台西2丁目 南B 木花（分割）

86 がくえんきばなだいみなみ1ちょうめ
がくえんきばな だいみなみちょうめ

学園木花台南1丁目 南B 木花（分割）

87 がくえんきばなだいみなみ2ちょうめ
がくえんきばな だいみなみちょうめ

学園木花台南2丁目 南B 木花（分割）

88 がくえんきばなだいみなみ3ちょうめ
がくえんきばな だいみなみちょうめ

学園木花台南3丁目 南B 木花（分割）

89 かしわばる
かしわばる

柏原 南A 生目

90 かねざき
かねざき

金崎 北A 北

91 かみきたかた
かみきたかた

上北方 北A 北

31 かみのまち
かみのまち

上野町 北A 小戸

92 かわはらちょう
かわはらちょう

川原町 北B 中央東（分割）

93 ぎおん1ちょうめ
ぎおん ちょうめ

祇園1丁目 北A 中央西

94 ぎおん2ちょうめ
ぎおん ちょうめ

祇園2丁目 北A 中央西

95 ぎおん3ちょうめ
ぎおん ちょうめ

祇園3丁目 北A 中央西

96 ぎおん4ちょうめ
ぎおん ちょうめ

祇園4丁目 北A 中央西

97 きたかわうちちょう
きたかわうちちょう

北川内町 南A 大淀（分割）

98 きたごんげんちょう
きたごんげんちょう

北権現町 北B 中央東（分割）

99 きたたかまつちょう
きたたかまつちょう

北高松町 北A 小戸

100 きぼうがおか１ちょうめ
きぼうがおか１ちょうめ

希望ケ丘1丁目 南B 本郷

101 きぼうがおか２ちょうめ
きぼうがおか２ちょうめ

希望ケ丘2丁目 南B 本郷
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102 きぼうがおか３ちょうめ
きぼうがおか３ちょうめ

希望ケ丘3丁目 南B 本郷

103 きぼうがおか４ちょうめ
きぼうがおか４ちょうめ

希望ケ丘4丁目 南B 本郷

104 きょうづか1ちょうめ
きょうづかちょうめ

京塚1丁目 南B 大淀（分割）

105 きょうづか2ちょうめ
きょうづかちょうめ

京塚2丁目 南B 大淀（分割）

106 きょうづかちょう
きょうづかちょう

京塚町 南B 大淀（分割）

107 きよたけちょう　なんぶ
きよたけちょうなんぶ

清武町　南部 清武　南 清武 ②清武南部

108 きよたけちょう　ほくぶ
きよたけちょうほくぶ

清武町　北部 清武　北 清武 ①清武北部

109 きりしま1ちょうめ
きりしま ちょうめ

霧島1丁目 北A 中央西

110 きりしま2ちょうめ
きりしま ちょうめ

霧島2丁目 北A 中央西

111 きりしま3ちょうめ
きりしま ちょうめ

霧島3丁目 北A 中央西

112 きりしま4ちょうめ
きりしま ちょうめ

霧島4丁目 北A 中央西

113 きりしま5ちょうめ
きりしま ちょうめ

霧島5丁目 北A 中央西

114 ぐじぶん
ぐじ ぶん

郡司分 南B 本郷

115 くまの
くまの

熊野 南B 木花（分割）

116 げんどうちょう
げんどうちょう

源藤町 南B 大淀（分割）

117 こうなん1ちょうめ
こうなん ちょうめ

江南1丁目 南A 大塚

118 こうなん2ちょうめ
こうなん ちょうめ

江南2丁目 南A 大塚

119 こうなん3ちょうめ
こうなん ちょうめ

江南3丁目 南A 大塚

120 こうなん4ちょうめ
こうなん ちょうめ

江南4丁目 南A 大塚

121 こまつ
こまつ

小松 南A 生目

122 こまつだいきたまち
こまつ だいきたまち

小松台北町 南A 小松台

123 こまつだいにし1ちょうめ
こまつ だいにし ちょうめ

小松台西1丁目 南A 小松台

124 こまつだいにし2ちょうめ
こまつ だいにし ちょうめ

小松台西2丁目 南A 小松台

125 こまつだいにし3ちょうめ
こまつ だいにし ちょうめ

小松台西3丁目 南A 小松台

126 こまつだいひがし1ちょうめ
こまつ だいひがしちょうめ

小松台東1丁目 南A 小松台

127 こまつだいひがし2ちょうめ
こまつ だいひがしちょうめ

小松台東2丁目 南A 小松台

128 こまつだいひがし3ちょうめ
こまつ だいひがしちょうめ

小松台東3丁目 南A 小松台

129 こまつだいみなみまち
こまつ だいみなみまち

小松台南町 南A 小松台

130 ごんげんちょう
ごんげんちょう

権現町 北B 中央東（分割）

131 さくらがおかちょう
さくらがおかちょう

桜ヶ丘町 南A 小松台

132 さくらまち
さくらまち

桜町 北B 東大宮

133 さどわらちょう　なんぶ
さどわらちょう なんぶ

佐土原町　南部 佐土原　南 佐土原 ②佐土原南部

134 さどわらちょう　ほくぶ
さどわらちょう ほくぶ

佐土原町　北部
佐土原　北 佐土原 ①佐土原北部

135 しおじ
しおじ

塩路 北A 住吉

136 しおみちょう
しおみ ちょう

潮見町 北B 檍

137 しまのうち
しまのうち

島之内 北A 住吉

138 しみず1ちょうめ
しみず ちょうめ

清水1丁目 北A 中央西

139 しみず2ちょうめ
しみず ちょうめ

清水2丁目 北A 中央西

140 しみず3ちょうめ
しみず ちょうめ

清水3丁目 北A 中央西

141 しもきたかたちょう
しもきたかたちょう

下北方町 北A 大宮（分割） ※ 国道10号から西側

142 しもきたかたちょう
しもきたかたちょう

下北方町 北B 大宮（分割） ※ 国道10号から東側

143 しもはらちょう
しもはらちょう

下原町 北B 中央東（分割）

144 しょうえいちょう
しょうえいちょう

昭栄町 北B 檍

145 じょうがさき１ちょうめ
じょうがさき１ちょうめ

城ヶ崎1丁目 南B 赤江（分割）

146 じょうがさき２ちょうめ
じょうがさき２ちょうめ

城ヶ崎2丁目 南B 赤江（分割）

147 じょうがさき３ちょうめ
じょうがさき３ちょうめ

城ヶ崎3丁目 南B 赤江（分割）

148 じょうがさき４ちょうめ
じょうがさき４ちょうめ

城ヶ崎4丁目 南B 赤江（分割）

149 じょうどえちょう
じょうどえ ちょう

浄土江町 北B 檍

150 しょうわちょう
しょうわちょう

昭和町 北B 檍

151 しんえいちょう
しんえいちょう

新栄町 北B 檍
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152 じんぐう1ちょうめ
じんぐう ちょうめ

神宮1丁目 北A 大宮（分割）

153 じんぐう2ちょうめ
じんぐう ちょうめ

神宮2丁目 北A 大宮（分割）

154 じんぐうちょう
じんぐうちょう

神宮町 北A 大宮（分割）

155 じんぐうにし1ちょうめ
じんぐうにし ちょうめ

神宮西1丁目 北A 大宮（分割）

156 じんぐうにし2ちょうめ
じんぐうにし ちょうめ

神宮西2丁目 北A 大宮（分割）

157 じんぐうひがし1ちょうめ
じんぐうひがしちょうめ

神宮東1丁目 北A 大宮（分割） ※ 国道10号から西側

158 じんぐうひがし1ちょうめ
じんぐうひがしちょうめ

神宮東1丁目 北B 大宮（分割） ※ 国道10号から東側

159 じんぐうひがし2ちょうめ
じんぐうひがしちょうめ

神宮東2丁目 北A 大宮（分割） ※ 国道10号から西側

160 じんぐうひがし2ちょうめ
じんぐうひがしちょうめ

神宮東2丁目 北B 大宮（分割） ※ 国道10号から東側

161 じんぐうひがし3ちょうめ
じんぐうひがしちょうめ

神宮東3丁目 北A 大宮（分割） ※ 国道10号から西側

162 じんぐうひがし3ちょうめ
じんぐうひがしちょうめ

神宮東3丁目 北B 大宮（分割） ※ 国道10号から東側

163 しんじょうちょう
しんじょうちょう

新城町 北B 檍

164 しんびゅうちょう
しんびゅう ちょう

新別府町 北B 檍

165 すえひろ1ちょうめ
すえひろちょうめ

末広1丁目 北A 小戸

166 すえひろ2ちょうめ
すえひろちょうめ

末広2丁目 北A 小戸

167 せがしら1ちょうめ
せ がしらちょうめ

瀬頭1丁目 北B 中央東（分割）

168 せがしら2ちょうめ
せ がしらちょうめ

瀬頭2丁目 北B 中央東（分割）

169 せがしらちょう
せ がしらちょう

瀬頭町 北B 中央東（分割）

170 そしちょう
そ し ちょう

曽師町 北B 檍

171 だいおうちょう
だいおうちょう

大王町 北B 檍

172 だいく1ちょうめ
だいく ちょうめ

大工1丁目 北A 小戸

173 だいく2ちょうめ
だいく ちょうめ

大工2丁目 北A 小戸

174 だいく3ちょうめ
だいく ちょうめ

大工3丁目 北A 小戸

175 たかおかちょう　１-①
たかおかちょう

高岡町　１-① 高岡1－① 高岡 高岡1班①

176 たかおかちょう　１-②
たかおかちょう

高岡町　１-② 高岡1－② 高岡 高岡1班②

177 たかおかちょう　２
たかおかちょう

高岡町　２ 高岡2 高岡 高岡２班

178 たかすちょう
たかすちょう

高洲町 北B 檍

179 たかちほどおり1ちょうめ
たかちほ どおりちょうめ

高千穂通1丁目 北B 中央東（分割）

180 たかちほどおり2ちょうめ
たかちほ どおりちょうめ

高千穂通2丁目 北B 中央東（分割）

181 たかまつちょう
たかまつちょう

高松町 北A 小戸

182 たしろちょう
たしろ ちょう

田代町 北B 檍

183 たちばなどおりにし1ちょうめ
たちばなどおりにし ちょうめ

橘通西1丁目 北A 中央東（分割）

184 たちばなどおりにし2ちょうめ
たちばなどおりにし ちょうめ

橘通西2丁目 北A 中央東（分割）

185 たちばなどおりにし3ちょうめ
たちばなどおりにし ちょうめ

橘通西3丁目 北A 中央東（分割）

186 たちばなどおりにし4ちょうめ
たちばなどおりにし ちょうめ

橘通西4丁目 北A 中央東（分割）

187 たちばなどおりにし5ちょうめ
たちばなどおりにし ちょうめ

橘通西5丁目 北A 中央東（分割）

188 たちばなどおりひがし1ちょうめ
たちばなどおりひがしちょうめ

橘通東1丁目 北B 中央東（分割）

189 たちばなどおりひがし2ちょうめ
たちばなどおりひがしちょうめ

橘通東2丁目 北B 中央東（分割）

190 たちばなどおりひがし3ちょうめ
たちばなどおりひがしちょうめ

橘通東3丁目 北B 中央東（分割）

191 たちばなどおりひがし4ちょうめ
たちばなどおりひがしちょうめ

橘通東4丁目 北B 中央東（分割）

192 たちばなどおりひがし5ちょうめ
たちばなどおりひがしちょうめ

橘通東5丁目 北B 中央東（分割）

193 たにがわ1ちょうめ
たにがわちょうめ

谷川1丁目 南B 大淀（分割）

194 たにがわ2ちょうめ
たにがわちょうめ

谷川2丁目 南B 大淀（分割）

195 たにがわ3ちょうめ
たにがわちょうめ

谷川3丁目 南B 大淀（分割）

196 たにがわちょう3ちょうめ
たにがわちょうちょうめ

谷川町3丁目 南B 大淀（分割）

197 たのちょう　１
たのちょう

田野町　１ 田野1 田野 田野1班

198 たのちょう　２
たのちょう

田野町　２ 田野2 田野 田野2班

199 たよし
たよし

田吉 南B 赤江（分割）、本郷

200 ちぐさちょう
ちぐさ ちょう

千草町 北A 小戸

201 ちゅうおうどおり
ちゅうおうどおり

中央通 北A 小戸

202 つきみがおか１ちょうめ
つきみがおか１ちょうめ

月見ヶ丘1丁目 南B 赤江（分割）
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203 つきみがおか２ちょうめ
つきみがおか２ちょうめ

月見ヶ丘2丁目 南B 赤江（分割）

204 つきみがおか３ちょうめ
つきみがおか３ちょうめ

月見ヶ丘3丁目 南B 赤江（分割）

205 つきみがおか４ちょうめ
つきみがおか４ちょうめ

月見ヶ丘4丁目 南B 赤江（分割）

206 つきみがおか５ちょうめ
つきみがおか５ちょうめ

月見ヶ丘5丁目 南B 赤江（分割）

207 つきみがおか６ちょうめ
つきみがおか６ちょうめ

月見ヶ丘6丁目 南B 赤江（分割）

208 つきみがおか７ちょうめ
つきみがおか７ちょうめ

月見ヶ丘7丁目 南B 赤江（分割）

209 つつみうち
つつみうち

堤内 北A 北

210 つねひさ
つねひさ

恒久 南A 赤江（分割） ※ 国道269号から西側

211 つねひさ
つねひさ

恒久 南B 赤江（分割） ※ 国道269号から東側

212 つねひさ1ちょうめ
つねひさちょうめ

恒久1丁目 南B 赤江（分割）

213 つねひさ2ちょうめ
つねひさちょうめ

恒久2丁目 南B 赤江（分割）

214 つねひさ3ちょうめ
つねひさちょうめ

恒久3丁目 南B 赤江（分割）

215 つねひさ4ちょうめ
つねひさちょうめ

恒久4丁目 南B 赤江（分割）

216 つねひさ5ちょうめ
つねひさちょうめ

恒久5丁目 南B 赤江（分割）

217 つねひさ6ちょうめ
つねひさちょうめ

恒久6丁目 南B 赤江（分割）

218 つねひさみなみ1ちょうめ
つねひさみなみちょうめ

恒久南1丁目 南B 赤江（分割）

219 つねひさみなみ2ちょうめ
つねひさみなみちょうめ

恒久南2丁目 南B 赤江（分割）

220 つねひさみなみ3ちょうめ
つねひさみなみちょうめ

恒久南3丁目 南B 赤江（分割）

221 つねひさみなみ4ちょうめ
つねひさみなみちょうめ

恒久南4丁目 南B 赤江（分割）

222 つるのしま１ちょうめ
つるのしま１ちょうめ

鶴島1丁目 北A 小戸

223 つるのしま２ちょうめ
つるのしま２ちょうめ

鶴島2丁目 北A 小戸

224 つるのしま３ちょうめ
つるのしま３ちょうめ

鶴島3丁目 北A 小戸

225 できじまちょう
できじま ちょう

出来島町 北B 檍

226 てんまん1ちょうめ
てんまん ちょうめ

天満1丁目 南B 大淀（分割）

227 てんまん2ちょうめ
てんまん ちょうめ

天満2丁目 南B 大淀（分割）

228 てんまん3ちょうめ
てんまん ちょうめ

天満3丁目 南B 大淀（分割）

229 てんまんちょう
てんまんちょう

天満町 南B 大淀（分割）

230 とうぐう1ちょうめ
とうぐう ちょうめ

東宮1丁目 南B 本郷

231 とうぐう2ちょうめ
とうぐう ちょうめ

東宮2丁目 南B 本郷

232 とみよし
とみよし

富吉 南A 生目

233 なかつせちょう
なかつせ ちょう

中津瀬町 北A 中央西

234 なかにしちょう
なかにしちょう

中西町 北B 檍

235 ながみね
ながみね

長嶺 南A 生目

236 なかむらにし1ちょうめ
なかむらにし ちょうめ

中村西1丁目 南B 大淀（分割）

237 なかむらにし2ちょうめ
なかむらにし ちょうめ

中村西2丁目 南B 大淀（分割）

238 なかむらにし3ちょうめ
なかむらにし ちょうめ

中村西3丁目 南B 大淀（分割）

239 なかむらひがし1ちょうめ
なかむらひがしちょうめ

中村東1丁目 南B 大淀（分割）

240 なかむらひがし2ちょうめ
なかむらひがしちょうめ

中村東2丁目 南B 大淀（分割）

241 なかむらひがし3ちょうめ
なかむらひがしちょうめ

中村東3丁目 南B 大淀（分割）

242 なみしま1ちょうめ
なみしま ちょうめ

波島1丁目 北B 東大宮

243 なみしま2ちょうめ
なみしま ちょうめ

波島2丁目 北B 東大宮

244 にいなづめ
にいなづめ

新名爪 北A 住吉

245 にしいけちょう
にしいけちょう

西池町 北A 中央西

246 にしきほんまち
にしきほんまち

錦本町 北B 中央東（分割）

247 にしきまち
にしきまち

錦町 北B 中央東（分割）

248 にしたかまつちょう
にしたかまつちょう

西高松町 北A 小戸

249 はながしまちょう
はながしまちょう

花ヶ島町 北A 大宮（分割） ※ 国道10号から西側

250 はながしまちょう
はながしまちょう

花ヶ島町 北B 大宮（分割） ※ 国道10号から東側

251 はなどのちょう
はなどのちょう

花殿町 北A 中央西

252 はなやまてにし1ちょうめ
はなやまて にし ちょうめ

花山手西1丁目 南A 大淀（分割）

253 はなやまてにし2ちょうめ
はなやまて にし ちょうめ

花山手西2丁目 南A 大淀（分割）
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254 はなやまてひがし1ちょうめ
はなやまて ひがしちょうめ

花山手東1丁目 南A 大淀（分割） ※ 国道269号から西側

255 はなやまてひがし1ちょうめ
はなやまて ひがしちょうめ

花山手東1丁目 南B 大淀（分割） ※ 国道269号から東側

256 はなやまてひがし2ちょうめ
はなやまて ひがしちょうめ

花山手東2丁目 南A 大淀（分割）

257 はなやまてひがし3ちょうめ
はなやまて ひがしちょうめ

花山手東3丁目 南A 大淀（分割）

258 はらまち
はらまち

原町 北A 中央西

259 ひえばるちょう
ひえばるちょう

稗原町 北B 檍

260 ひがしおおみや1ちょうめ
ひがしおおみやちょうめ

東大宮1丁目 北B 東大宮

261 ひがしおおみや2ちょうめ
ひがしおおみやちょうめ

東大宮2丁目 北B 東大宮

262 ひがしおおみや3ちょうめ
ひがしおおみやちょうめ

東大宮3丁目 北B 東大宮

263 ひがしおおみや4ちょうめ
ひがしおおみやちょうめ

東大宮4丁目 北B 東大宮

264 ひがしおおよど1ちょうめ
ひがしおおよどちょうめ

東大淀1丁目 南B 大淀（分割）

265 ひがしおおよど2ちょうめ
ひがしおおよどちょうめ

東大淀2丁目 南B 大淀（分割）

266 ひのでちょう
ひ で ちょう

日ノ出町 北B 檍

267 ひろしま1ちょうめ
ひろしま ちょうめ

広島1丁目 北B 中央東（分割）

268 ひろしま2ちょうめ
ひろしま ちょうめ

広島2丁目 北B 中央東（分割）

269 ひろはら
ひろはら

広原 北A 住吉

270 ふくしまちょう
ふくしまちょう

福島町 南A 大淀（分割）

271 ふくしまちょう1ちょうめ
ふくしまちょうちょうめ

福島町1丁目 南A 大淀（分割）

272 ふくしまちょう2ちょうめ
ふくしまちょうちょうめ

福島町2丁目 南A 大淀（分割）

273 ふくしまちょう3ちょうめ
ふくしまちょうちょうめ

福島町3丁目 南A 大淀（分割）

274 ふなつか1ちょうめ
ふなつか ちょうめ

船塚1丁目 北A 中央西

275 ふなつか2ちょうめ
ふなつか ちょうめ

船塚2丁目 北A 中央西

276 ふなつか3ちょうめ
ふなつか ちょうめ

船塚3丁目 北A 中央西

277 ふるじょうちょう
ふるじょうちょう

古城町 南A 大淀（分割） ※ 国道269号から西側

278 ふるじょうちょう
ふるじょうちょう

古城町 南B 大淀（分割） ※ 国道269号から東側

279 へいわがおかきたまち
へいわ おかきたまち

平和が丘北町 北A 大宮（分割）

280 へいわがおかにしまち
へいわ おかにしまち

平和が丘西町 北A 大宮（分割）

281 へいわがおかひがしまち
へいわ おかひがしまち

平和が丘東町 北A 大宮（分割）

282 べっぷちょう
べっぷちょう

別府町 北B 中央東（分割）

283 ほうじ
ほうじ

芳士 北A 住吉

284 ほそえ
ほそえ

細江 南A 生目

285 ほりかわちょう
ほりかわちょう

堀川町 北B 中央東（分割）

286 ほんごう1ちょうめ
ほんごうちょうめ

本郷1丁目 南B 本郷

287 ほんごう2ちょうめ
ほんごうちょうめ

本郷2丁目 南B 本郷

288 ほんごう3ちょうめ
ほんごうちょうめ

本郷3丁目 南B 本郷

289 ほんごうきたかた
ほんごうきたかた

本郷北方 南B 赤江（分割）、本郷

290 ほんごうみなみかた
ほんごうみなみかた

本郷南方 南B 赤江（分割）、本郷

291 まえばるちょう
まえばるちょう

前原町 北B 檍

292 まつばし1ちょうめ
まつばしちょうめ

松橋1丁目 北A 小戸

293 まつばし2ちょうめ
まつばしちょうめ

松橋2丁目 北A 小戸

294 まつやま1ちょうめ
まつやまちょうめ

松山1丁目 北B 中央東（分割）

295 まつやま2ちょうめ
まつやまちょうめ

松山2丁目 北B 中央東（分割）

296 まなびの1ちょうめ
の ちょうめ

まなび野1丁目 南B 本郷

297 まなびの2ちょうめ
の ちょうめ

まなび野2丁目 南B 本郷

298 まなびの3ちょうめ
の ちょうめ

まなび野3丁目 南B 本郷

299 まるしまちょう
まるしまちょう

丸島町 北B 中央東（分割）

300 まるやま1ちょうめ
まるやまちょうめ

丸山1丁目 北A 中央西

301 まるやま2ちょうめ
まるやまちょうめ

丸山2丁目 北A 中央西

302 みなと1ちょうめ
みなとちょうめ

港1丁目 北B 檍

303 みなと2ちょうめ
みなとちょうめ

港2丁目 北B 檍

304 みなと3ちょうめ
みなとちょうめ

港3丁目 北B 檍
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305 みなとひがし1ちょうめ
みなとひがしちょうめ

港東1丁目 北B 檍

306 みなとひがし2ちょうめ
みなとひがしちょうめ

港東2丁目 北B 檍

307 みなとひがし3ちょうめ
みなとひがしちょうめ

港東3丁目 北B 檍

308 みなみかたちょう
みなみかたちょう

南方町 北A 大宮（分割）

309 みなみたかまつちょう
みなみたかまつちょう

南高松町 北A 小戸

310 みなみはながしまちょう
みなみはながしまちょう

南花ヶ島町 北A 大宮（分割） ※ 国道10号から西側

311 みなみはながしまちょう
みなみはながしまちょう

南花ヶ島町 北B 大宮（分割） ※ 国道10号から東側

312 みなみまち3ちょうめ
みなみまちちょうめ

南町3丁目 南B 大淀（分割）

313 みやざきえきひがし1ちょうめ
みやざきえきひがしちょうめ

宮崎駅東1丁目 北B 檍

314 みやざきえきひがし2ちょうめ
みやざきえきひがしちょうめ

宮崎駅東2丁目 北B 中央東（分割）

315 みやざきえきひがし3ちょうめ
みやざきえきひがしちょうめ

宮崎駅東3丁目 北B 中央東（分割）

316 みやたちょう
みやたちょう

宮田町 北B 中央東（分割）

317 みやのもとちょう
みや もとちょう

宮の元町 南B 赤江（分割）

318 みやわきちょう
みやわきちょう

宮脇町 北B 檍

319 むらすみちょう
むらすみちょう

村角町 北B 東大宮

320 もとみやちょう
もとみやちょう

元宮町 北A 小戸

321 やなぎまるちょう
やなぎまるちょう

柳丸町 北B 中央東（分割）

322 やのさきちょう
や さきちょう

矢の先町 北A 大宮（分割）

323 やまさきちょう
やまさきちょう

山崎町 北B 檍

324 やまとちょう
やまとちょう

大和町 北B 中央東（分割）

325 よしの
よしの

吉野 北A 北

326 よしむらちょう
よしむらちょう

吉村町 北B 檍

327 よどがわ1ちょうめ
よどがわちょうめ

淀川1丁目 南B 大淀（分割）

328 よどがわ2ちょうめ
よどがわちょうめ

淀川2丁目 南B 大淀（分割）

329 よどがわ3ちょうめ
よどがわちょうめ

淀川3丁目 南B 大淀（分割）

330 わちがわら1ちょうめ
わち がわら ちょうめ

和知川原1丁目 北A 中央西

331 わちがわら2ちょうめ
わち がわら ちょうめ

和知川原2丁目 北A 中央西

332 わちがわら3ちょうめ
わち がわら ちょうめ

和知川原3丁目 北A 中央西
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