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金ケ原

◇行政区一覧表
　　　　　　　　　　　               ※ 地区別人口統計表の地区は、行政区により作成されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 区域の下に下線があるものは、全部または一部が住居表示
　  および町名変更の実施された区域。

地区
区域 備考

名称

馬場

　●　馬場全部

民家浦 川原 人塚 見場走り 六ノ坪 餅田 図所

井料田 北石ケ町

古市（在）

　●　神足のうち、次の区域

北川原 掛越 堂ケ内 神田 上八ノ坪 橋本 ミドロ

四ノ坪 四反田 垣外ケ内 森本 麦生 典薬 寺田

雲宮 棚次 屋敷 拾弐 落述 芝本（１５．１６の枝番）

神足

　●　神足のうち、次の区域

木寺町 大張 堂ケ園 イドタ 柳田 七ノ坪 七反田

下八ノ坪 焼町 稲葉 暮角 塚田 五反田 桑ケ本

十ケ坪 南薄井 太田 川原 芦原

芝本（１５．１６の枝番を除く。）

勝竜寺

　●　勝竜寺のうち、次の区域

西落辺 巡り原 西川原田 尻細 三枚田 一ノ坪 尺ケ内

蔵本 塔ノ森 飛尾 大上 六ノ坪 東落辺 落合

八ノ坪 近竹 南川原田 長黒

久貝

　●　勝竜寺のうち、次の区域

長谷川原 町一 西町一 樋ノ口 一町田 蔵道 店ノ前

二ノ坪 八反田 下長黒 宮田 山崎作

友岡（在）
　●　友岡のうち、次の区域

西畑 山王 川向イ 川原 北ノ口 鉄砲場 西山

花山
　●　花山全部

１丁目 ２丁目 ３丁目

開田
　●　開田のうち、次の区域

天神山 檞ケ本 花山

東台
　●　奥海印寺のうち、次の区域

東代

奥海印寺

　●　奥海印寺のうち、次の区域

山口 西代 片山田 高山 向イ山 荒堀 竹ノ下

西垣外 条下 辰ケ口 奥ノ院 多貝垣外 大原 火ノ尾

駿河田 三ツ尾 南丸尾 畑ケ谷 大谷原 八戸木 岡本

山田 大見坊 北垣外 大尾 門ノ町 城 新郷

明神前 台田 普毛 新度畑 南垣外 三反畑 野辺田

東条 走田 新林 原田 鈴谷 北丸尾 楠尾

立石 松茸尾 茨尾 池ノ尾 笹原 見舞谷 野山

条下裏 林ケ谷 八反林 上条前

下海印寺

　●　下海印寺のうち、次の区域

菩提寺 西山田 方丸 尾流 西条 上内田 下内田

岸ノ下 樽井 東山 東条 伊賀寺 川向井 西明寺

南谷 高山田 北条（1・2・3・3-1を除く）

横山（56-1・56-2・57-1・57-2・59・60・61-1・62-1・63-1を除く）

梅が丘

　●　梅が丘全部 昭和３６．３．１８　告示

１丁目 ２丁目 ３丁目 （１丁目・２丁目）

　●　下海印寺のうち、次の区域 昭和３６．９．９　告示

北条（1・2・3・3-1） 横山（56-1・56-2・57-1・57-2・59・60・61-1・62-1・63-1） （３丁目）

金ケ原

　●　金ケ原全部

原田 金原寺 芝 谷田 勝坂 塚穴ノ前 池ノ内

平井 乙張 南谷 寿先 御所ノ内 土山 上ノ谷

北裏 障子石 大谷 横尾 正路ケ谷



浄土谷

　●　浄土谷全部

箱谷 安養 荒堀 三山口 四方町 仲谷 宮ノ谷

向坂 柳谷 堂ノ谷 下水呑 ミロク谷 ト子原 午ケ瀬

八町 船ケ谷 ヤケ山 芦倉 若山 西山 北山

南山 堂ノ前 大門 北谷

今里

　●　今里のうち、次の区域

天神下 畔町 桃ケ本 庄ノ渕 北ノ町 三ノ坪 彦林

大西 亀井 赤ノ上 蓮ケ糸 細塚 藤ノ木 新池

中山 陰山 口山 回向場 飛賀山 向イ芝 北平尾

南平尾 大塚 更ノ町（45～48の枝番を除く）

樋ノ尻（8～37の枝番を除く） 西ノ口（18の枝番を除く）

長法寺

　●　長法寺全部

北畠 谷 北新面 中畠 北溝口 南溝口 北篠谷

南篠谷 清水ケ瀬 南野 芝端 川原谷 力池 濁り池谷

谷山 平尾 南谷 祭ノ神 山ノ下 谷田 堂ノ上

南原 大谷原 水呑 人参原 奥山

粟生

　●　粟生のうち、次の区域

長通 六反田 北開 川久保 西条 弁天芝 清水谷

西条内 弁天山 鎌ケ谷 広谷 山神 水子ケ谷 円山

甚々坊 風呂阻 北山神 ・子ケ岳 東寺山 西寺山 北野

畑ケ田（24・25・26を除く） 梶ケ前（27の枝番を除く） 田内（１９）

井ノ内

　●　井ノ内のうち、次の区域

上印田 下印田 白海道 朝日寺 小西 宮山 広海道

西ノ口 坪井 頭本 北内畑 鏡山 回向場 北裏

的田 玉ノ上 西京 上東ノ口 芝山 中山 影山

向井芝 下東ノ口（20～21の枝番を除く） 横ケ端（17・20・21を除く）

坂川（1～14の枝番を除く） 南内畑（28の枝番を除く）

滝ノ町
　●　井ノ内のうち、次の区域

川原

うぐいす台 　●　うぐいす台全部 昭和３８．１２．２０登記

宇津久志
　●　今里のうち、次の区域

宇津久志

東山
　●　奥海印寺のうち、次の区域

東山

太鼓山
　●　奥海印寺のうち、次の区域

太鼓山 坂ノ尻

森ノ下
　●　奥海印寺のうち、次の区域

森ノ下 下条

こがねが丘 　●　こがねが丘全部 昭和４９．１．２５　告示

谷田
　●　奥海印寺のうち、次の区域

谷田 北開

舞塚
　●　今里のうち、次の区域

舞塚

畑ケ田

　●　粟生のうち、次の区域

畑ケ田（24・25・26）

　●　井ノ内のうち、次の区域

横ケ端（17・20・21）

竹の台 　●　竹の台全部 昭和４２．７．１１告示

東和苑 　●　東和苑全部 昭和４３．１．１２告示

柴の里 　●　柴の里全部 昭和４３．１．１２告示

西の京 　●　西の京全部 昭和４５．１．２７告示

八条が丘
　●　八条が丘全部 昭和４５．１．２７告示

１丁目 ２丁目

城の里 　●　城の里全部 昭和４５．１．２７告示

泉が丘 　●　泉が丘全部 昭和４５.１１．１３告示

薬師堂
　●　今里のうち、次の区域

薬師堂 西ノ口（18の枝番）



一里塚 　●　一里塚全部 昭和４５．１１．１３告示

田内
　●　粟生のうち、次の区域

田内（19を除く） 梶ケ前（27の枝番）

河陽が丘１丁目 　●　河陽が丘１丁目全部 昭和４８．７．１７告示

高台１丁目 　●　高台１丁目全部 昭和４９.１．２５告示

高台２丁目 　●　高台２丁目全部 昭和４９.１．２５告示

高台３丁目 　●　高台３丁目全部 昭和４９.１．２５告示

高台４丁目 　●　高台４丁目全部 昭和４９.１．２５告示

小畑町
　●　今里のうち、次の区域

貝川 川原 樋ノ尻（8～37の枝番）

あかね台

　●　今里のうち、次の区域

更ノ町（45～48の枝番）

　●　井ノ内のうち、次の区域

下東ノ口（20～21の枝番） 坂川（1～14の枝番） 南内畑（28の枝番）

高台西 　●　高台西全部 昭和５６.１０．２０告示

河陽が丘２丁目
　●　河陽が丘２丁目全部 昭和５８.５．２０告示

平成７．１０．２４告示

光風台 　●　光風台全部 昭和６３．５．１０告示



　住居表示地区

　　　　　　　　　　　※住居表示地区とは、「住居表示に関する法律」に基づき、街をわかりやすくしたり郵便物を配達し
　　　　　　　　　　　　　やすくすることを目的にした住所の表示を行っている地区のことです。

地区 区域 住居表示実施日

馬場１丁目 　●　馬場１丁目全部 昭和４９.８．１告示

馬場２丁目 　●　馬場２丁目全部 昭和４９.８．１告示

神足１丁目 　●　神足１丁目全部 昭和４９.８．１告示

神足２丁目 　●　神足２丁目全部 昭和５0.８．１告示

神足３丁目 　●　神足３丁目全部 昭和５0.８．１告示

開田１丁目 　●　開田１丁目全部 昭和４９.８．１告示

開田２丁目 　●　開田２丁目全部 昭和４９.８．１告示

開田３丁目 　●　開田３丁目全部 昭和４９.８．１告示

開田４丁目 　●　開田４丁目全部 昭和５0.８．１告示

天神１丁目 　●　天神１丁目全部 昭和５0.８．１告示

天神２丁目 　●　天神２丁目全部 昭和５３.１．１告示

天神３丁目 　●　天神３丁目全部 昭和５３.１．１告示

天神４丁目 　●　天神４丁目全部 昭和５３.１．１告示

天神５丁目 　●　天神５丁目全部 昭和５３.１．１告示

長岡１丁目 　●　長岡１丁目全部 昭和５0.８．１告示

長岡２丁目 　●　長岡２丁目全部 昭和５0.８．１告示

長岡３丁目 　●　長岡３丁目全部 昭和５２.８．１告示

東神足１丁目 　●　東神足１丁目全部 昭和５１.８．１告示

東神足２丁目 　●　東神足２丁目全部 昭和５１.８．１告示

勝竜寺 　●　勝竜寺全部 昭和５１.８．１告示

久貝１丁目 　●　久貝１丁目全部 昭和５１.８．１告示

久貝２丁目 　●　久貝２丁目全部 昭和５１.８．１告示

久貝３丁目 　●　久貝３丁目全部 昭和５１.８．１告示

調子１丁目 　●　調子１丁目全部 昭和５１.８．１告示

調子２丁目 　●　調子２丁目全部 昭和５１.８．１告示

調子３丁目 　●　調子３丁目全部 昭和５１.８．１告示

友岡１丁目 　●　友岡１丁目全部 昭和５１.８．１告示

友岡２丁目 　●　友岡２丁目全部 昭和５１.８．１告示

友岡３丁目 　●　友岡３丁目全部 昭和５１.８．１告示

友岡４丁目 　●　友岡４丁目全部 昭和５１.８．１告示

滝ノ町１丁目 　●　滝ノ町１丁目全部 昭和５１.８．１告示

滝ノ町２丁目 　●　滝ノ町２丁目全部 昭和５１.８．１告示

緑が丘 　●　緑が丘全部 昭和５１.８．１告示

野添１丁目 　●　野添１丁目全部 昭和５２.８．１告示

野添２丁目 　●　野添２丁目全部 昭和５２.８．１告示

一文橋１丁目 　●　一文橋１丁目全部 昭和５２.８．１告示

一文橋２丁目 　●　一文橋２丁目全部 昭和５２.８．１告示

今里１丁目 　●　今里１丁目全部 昭和５２.８．１告示

今里２丁目 　●　今里２丁目全部 昭和５２.８．１告示

今里３丁目 　●　今里３丁目全部 昭和５２.８．１告示

今里４丁目 　●　今里４丁目全部 昭和５２.８．１告示

今里５丁目 　●　今里５丁目全部 昭和５２.８．１告示
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