
高岡市　日常生活圏域区分表

行政区 行政区ｶﾅ 中学校区 日常生活圏域

本町 ﾎﾝﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
平米町 ﾋﾗﾏｲﾁｮｳ 高陵 高陵・下関圏域
本丸町 ﾎﾝﾏﾙﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
丸の内 ﾏﾙﾉｳﾁ 高陵 高陵・下関圏域
広小路 ﾋﾛｺｳｼﾞ 高陵 高陵・下関圏域
あわら町 ｱﾜﾗﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
御馬出町 ｵﾝﾏﾀﾞｼﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
守山町 ﾓﾘﾔﾏﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
木舟町 ｷﾌﾈﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
小馬出町 ｺﾝﾏﾀﾞｼﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
千木屋町 ｾﾝｷﾞﾔﾁﾖｳ 高陵 高陵・下関圏域
坂下町 ｻｶｼﾀﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
源平町 ｹﾞﾝﾍﾟｲﾁﾖｳ 高陵 高陵・下関圏域
三番町 ｻﾝﾊﾞﾝﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
一番町 ｲﾁﾊﾞﾝﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
堀上町 ﾎﾘｶﾐﾁﾖｳ 高陵 高陵・下関圏域
片原横町 ｶﾀﾊﾗﾖｺﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
片原町 ｶﾀﾊﾗﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
高片原町 ﾀｶｶﾀﾊﾗﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
片原中島町 ｶﾀﾊﾗﾅｶｼﾞﾏﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
湶 ｱﾜﾗ 高陵 高陵・下関圏域
湶分 ｱﾜﾗﾌﾞﾝ 高陵 高陵・下関圏域
湶町 ｱﾜﾗﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
元町 ﾓﾄﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
旭町三丁目 ｱｻﾋﾏﾁ3ﾁﾖｳﾒ 高陵 高陵・下関圏域
末広町 ｽｴﾋﾛﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
大手町 ｵｵﾃﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
定塚町 ｼﾞﾖｳﾂﾞｶﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
高陵町 ｺｳﾘﾖｳﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
中川町 ﾅｶｶﾞﾜﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
中川上町 ﾅｶｶﾞﾜｶﾐﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
中川本町 ﾅｶｶﾞﾜﾎﾝﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
中川栄町 ﾅｶｶﾞﾜｻｶｴﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
中川園町 ﾅｶｶﾞﾜｿﾉﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
中川一丁目 ﾅｶｶﾞﾜ1ﾁﾖｳﾒ 高陵 高陵・下関圏域
東中川町 ﾋｶﾞｼﾅｶｶﾞﾜﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
城東一丁目 ｼﾞﾖｳﾄｳ1ﾁﾖｳﾒ 高陵 高陵・下関圏域
城東二丁目 ｼﾞﾖｳﾄｳ2ﾁﾖｳﾒ 高陵 高陵・下関圏域
古城 ｺｼﾞﾖｳ 高陵 高陵・下関圏域
明園町 ｱｹｿﾞﾉﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
古定塚 ﾌﾙｼﾞﾖｳﾂﾞｶ 高陵 高陵・下関圏域
東下関 ﾋｶﾞｼｼﾓｾﾞｷ 高陵 高陵・下関圏域
下関町 ｼﾓｾﾞｷﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
中央町 ﾁﾕｳｵｳﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
宮脇町通り ﾐﾔﾜｷﾁﾖｳ ﾄﾞｳﾘ 高陵 高陵・下関圏域
末広町一区 ｽｴﾋﾛﾁﾖｳ1ｸ 高陵 高陵・下関圏域
末広町二区 ｽｴﾋﾛﾁﾖｳ2ｸ 高陵 高陵・下関圏域
御旅屋町 ｵﾀﾔﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
御旅屋町西通り ｵﾀﾔﾏﾁﾆｼﾄﾞｳﾘ 高陵 高陵・下関圏域
銀座通り ｷﾞﾝｻﾞﾄﾞｳﾘ 高陵 高陵・下関圏域
大福院 ﾀﾞｲﾌｸｲﾝ 高陵 高陵・下関圏域
桐木町 ｷﾘﾉｷﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
新横町 ｼﾝﾖｺﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
大仏町 ﾀﾞｲﾌﾞﾂﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
定塚町一丁目 ｼﾞﾖｳﾂﾞｶﾏﾁ1ﾁﾖｳﾒ 高陵 高陵・下関圏域
城東二丁目 ｼﾞﾖｳﾄｳ2ﾁﾖｳﾒ 高陵 高陵・下関圏域
城北町 ｼﾞﾖｳﾎｸﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
北定塚町 ｷﾀｼﾞﾖｳﾂﾞｶﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
定塚 ｼﾞﾖｳﾂﾞｶ 高陵 高陵・下関圏域
定塚町 ｼﾞﾖｳﾂﾞｶﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
末広町 ｽｴﾋﾛﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
中川 ﾅｶｶﾞﾜ 高陵 高陵・下関圏域
宮脇町 ﾐﾔﾜｷﾁﾖｳ 高陵 高陵・下関圏域
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中川園町 ﾅｶｶﾞﾜｿﾉﾏﾁ 高陵 高陵・下関圏域
上関町 ｶﾐｾﾞｷﾏﾁ 芳野 高陵・下関圏域
関大町 ｾｷｵｵﾏﾁ 芳野 高陵・下関圏域
駅南一丁目 ｴｷﾅﾝ1ﾁﾖｳﾒ 芳野 高陵・下関圏域
駅南二丁目 ｴｷﾅﾝ2ﾁﾖｳﾒ 芳野 高陵・下関圏域
駅南三丁目 ｴｷﾅﾝ3ﾁﾖｳﾒ 芳野 高陵・下関圏域
駅南四丁目 ｴｷﾅﾝ4ﾁﾖｳﾒ 芳野 高陵・下関圏域
駅南五丁目 ｴｷﾅﾝ5ﾁﾖｳﾒ 芳野 高陵・下関圏域
赤江町 ｱｶｴﾏﾁ 芳野 高陵・下関圏域
上関二区 ｶﾐｾﾞｷ2ｸ 芳野 高陵・下関圏域
関本町 ｾｷﾎﾝﾏﾁ 芳野 高陵・下関圏域
寺町 ﾃﾗﾏﾁ 芳野 高陵・下関圏域
神主町 ｶﾝﾇｼﾏﾁ 芳野 高陵・下関圏域
京田 ｷﾖｳﾃﾞﾝ 芳野 高陵・下関圏域
荒川町 ｱﾗｶﾜﾁﾖｳ 芳野 高陵・下関圏域
赤祖父 ｱｶｿﾌ 芳野 高陵・下関圏域
芳野 ﾖｼﾉ 芳野 高陵・下関圏域
大野 ｵｵﾉ 芳野 高陵・下関圏域
前田町 ﾏｴﾀﾞﾏﾁ 芳野 高陵・下関圏域
八丁道 ﾊﾂﾁﾖｳﾐﾁ 芳野 高陵・下関圏域
南田町 ﾐﾅﾐﾀﾞﾏﾁ 芳野 高陵・下関圏域
東上関 ﾋｶﾞｼｶﾐｾﾞｷ 芳野 高陵・下関圏域
神田新町 ｶﾝﾀﾞｼﾝﾏﾁ 芳野 高陵・下関圏域
上関町 ｶﾐｾﾞｷﾏﾁ 芳野 高陵・下関圏域
上関 ｶﾐｾﾞｷ 芳野 高陵・下関圏域
下関 ｼﾓｾﾞｷ 芳野 高陵・下関圏域
新寺町 ｼﾝﾃﾗﾏﾁ 芳野 高陵・下関圏域
元下関 ﾓﾄｼﾓｾﾞｷ 芳野 高陵・下関圏域
白金町 ｼﾛｶﾞﾈﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
蓮美町 ﾊｽﾐﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
中島町 ﾅｶｼﾞﾏﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
南幸町 ﾐﾅﾐｻｲﾜｲﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
博労町 ﾊﾞｸﾛｳﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
博労本町 ﾊﾞｸﾛｳﾎﾝﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
清水町一丁目 ｼﾐｽﾞﾏﾁ1ﾁﾖｳﾒ 南星 博労・川原圏域
清水町二丁目 ｼﾐｽﾞﾏﾁ2ﾁﾖｳﾒ 南星 博労・川原圏域
清水町三丁目 ｼﾐｽﾞﾏﾁ3ﾁﾖｳﾒ 南星 博労・川原圏域
泉町 ｲｽﾞﾐﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
永楽町 ｴｲﾗｸﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
利屋町 ﾄｷﾞﾔﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
通町 ﾄｵﾘﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
二番町 ﾆﾊﾞﾝﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
白銀町 ｼﾛｶﾞﾈﾁﾖｳ 南星 博労・川原圏域
関町 ｾｷﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
大鋸屋町 ｵｶﾞﾔﾁﾖｳ 南星 博労・川原圏域
大工中町 ﾀﾞｲｸﾅｶﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
鴨島町 ｶﾓｼﾞﾏﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
鴨島町一区 ｶﾓｼﾞﾏﾏﾁ1ｸ 南星 博労・川原圏域
旅篭町 ﾊﾀｺﾞﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
風呂屋町 ﾌﾛﾔﾁﾖｳ 南星 博労・川原圏域
木津新 ｷﾂﾞｼﾝ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
南星町 ﾅﾝｾｲﾁﾖｳ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
木津仲町 ｷﾂﾞﾅｶﾏﾁ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
若木町 ﾜｶｷﾞﾏﾁ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
鴨島 ｶﾓｼﾞﾏ 南星 博労・川原圏域
関 ｾｷ 南星 博労・川原圏域
大工町 ﾀﾞｲｸﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
南町 ﾐﾅﾐﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
永楽町 ｴｲﾗｸﾏﾁ 南星 博労・川原圏域
金屋本町 ｶﾅﾔﾎﾝﾏﾁ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
横田町一丁目 ﾖｺﾀﾏﾁ1ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
横田町二丁目 ﾖｺﾀﾏﾁ2ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
千石町 ｾﾝｺﾞｸﾏﾁ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
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西町 ﾆｼﾏﾁ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
扇町一丁目 ｵｵｷﾞﾏﾁ1ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
扇町二丁目 ｵｵｷﾞﾏﾁ2ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
羽広一丁目 ﾊﾋﾞﾛ1ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
羽広二丁目 ﾊﾋﾞﾛ2ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
宮田町 ﾐﾔﾀﾏﾁ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
松原町 ﾏﾂﾊﾞﾗﾁﾖｳ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
和田西町 ﾜﾀﾞﾆｼﾁﾖｳ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
北島 ｷﾀｼﾞﾏ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
早川 ﾊﾔｶﾜ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
若富町 ﾜｶﾄﾐﾁﾖｳ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
羽広一丁目 ﾊﾋﾞﾛ1ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
羽広 ﾊﾋﾞﾛ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
百姓町 ﾋﾔｸｼﾖｳﾏﾁ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
横田 ﾖｺﾀ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
横田町 ﾖｺﾀﾏﾁ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
横田新町 ﾖｺﾀｼﾝﾏﾁ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
横田本町 ﾖｺﾀﾎﾝﾏﾁ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
昭和町一丁目 ｼﾖｳﾜﾏﾁ1ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
昭和町二丁目 ｼﾖｳﾜﾏﾁ2ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
昭和町三丁目 ｼﾖｳﾜﾏﾁ3ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
横田町三丁目 ﾖｺﾀﾏﾁ3ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
瑞穂町 ﾐｽﾞﾎﾏﾁ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
美幸町一丁目 ﾐﾕｷﾏﾁ1ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
美幸町二丁目 ﾐﾕｷﾏﾁ2ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
本郷一丁目 ﾎﾝｺﾞｳ1ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
本郷二丁目 ﾎﾝｺﾞｳ2ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
上四屋 ｶﾐﾖﾂﾔ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
金屋町 ｶﾅﾔﾏﾁ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
波岡 ﾊｵｶ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
長江 ﾅｶﾞｴ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
長慶寺 ﾁﾖｳｹｲｼﾞ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
四屋 ﾖﾂﾔ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
下窪 ｼﾀｸﾎﾞ 高岡西部 横田・西条・成美圏域
川原本町 ｶﾜﾗﾎﾝﾏﾁ 高岡西部 博労・川原圏域
川原町 ｶﾜﾗﾏﾁ 高岡西部 博労・川原圏域
内免一丁目 ﾅｲﾒﾝ1ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 博労・川原圏域
内免二丁目 ﾅｲﾒﾝ2ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 博労・川原圏域
内免三丁目 ﾅｲﾒﾝ3ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 博労・川原圏域
内免四丁目 ﾅｲﾒﾝ4ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 博労・川原圏域
内免五丁目 ﾅｲﾒﾝ5ﾁﾖｳﾒ 高岡西部 博労・川原圏域
内免神明町 ﾅｲﾒﾝｼﾝﾒｲﾁﾖｳ 高岡西部 博労・川原圏域
下川原町 ｼﾓｶﾜﾗﾏﾁ 高岡西部 博労・川原圏域
内免 ﾅｲﾒﾝ 高岡西部 博労・川原圏域
二丁町 ﾆﾁﾖｳﾏﾁ 高岡西部 博労・川原圏域
桧物屋町 ﾋﾓﾉﾔﾁﾖｳ 高岡西部 博労・川原圏域
大町 ｵｵﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
袋町 ﾌｸﾛﾁｮｳ 志貴野 横田・西条・成美圏域
京町 ｷﾖｳﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
五福町 ｺﾞﾌｸﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
木町 ｷﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
開発本町 ｶｲﾎﾂﾎﾝﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
新成町 ｼﾝｾｲﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
熊野町 ｸﾏﾉﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
大坪町一丁目 ｵｵﾂﾎﾞﾏﾁ1ﾁﾖｳﾒ 志貴野 横田・西条・成美圏域
大坪町二丁目 ｵｵﾂﾎﾞﾏﾁ2ﾁﾖｳﾒ 志貴野 横田・西条・成美圏域
大坪町三丁目 ｵｵﾂﾎﾞﾏﾁ3ﾁﾖｳﾒ 志貴野 横田・西条・成美圏域
宝町 ﾀｶﾗﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
明野町 ｱｹﾉﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
地子木町 ｼﾞｼｷﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
木町 ｷﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
開発本町 ｶｲﾎﾂﾎﾝﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
向野本町 ﾑｶｲﾉﾎﾝﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
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向野二区 ﾑｶｲﾉ2ｸ 志貴野 横田・西条・成美圏域
春日丘 ｶｽｶﾞｵｶ 志貴野 横田・西条・成美圏域
大坪町四丁目 ｵｵﾂﾎﾞﾏﾁ4ﾁﾖｳﾒ 志貴野 横田・西条・成美圏域
宝町 ﾀｶﾗﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
鶴寄町 ﾂﾙﾖｾﾁﾖｳ 志貴野 横田・西条・成美圏域
向野町 ﾑｶｲﾉﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
向野町一丁目 ﾑｶｲﾉﾏﾁ1ﾁﾖｳﾒ 志貴野 横田・西条・成美圏域
向野町三丁目 ﾑｶｲﾉﾏﾁ3ﾁﾖｳﾒ 志貴野 横田・西条・成美圏域
向野町四丁目 ﾑｶｲﾉﾏﾁ4ﾁﾖｳﾒ 志貴野 横田・西条・成美圏域
向野町五丁目 ﾑｶｲﾉﾏﾁ5ﾁﾖｳﾒ 志貴野 横田・西条・成美圏域
向野町六丁目 ﾑｶｲﾉﾏﾁ6ﾁﾖｳﾒ 志貴野 横田・西条・成美圏域
向野町七丁目 ﾑｶｲﾉﾏﾁ7ﾁﾖｳﾒ 志貴野 横田・西条・成美圏域
大坪町 ｵｵﾂﾎﾞﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
開発町 ｶｲﾎﾂﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
志貴野町 ｼｷﾉﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
江尻白山町 ｴｼﾞﾘｼﾗﾔﾏﾁﾖｳ 志貴野 横田・西条・成美圏域
掛開発 ｶｹｶｲﾊﾂ 志貴野 横田・西条・成美圏域
成美町 ｾｲﾋﾞﾁﾖｳ 志貴野 横田・西条・成美圏域
京町 ｷﾖｳﾏﾁ 志貴野 横田・西条・成美圏域
守護町一丁目 ｼﾕｺﾞﾏﾁ1ﾁﾖｳﾒ 志貴野 守山・二上・能町圏域
守護町二丁目 ｼﾕｺﾞﾏﾁ2ﾁﾖｳﾒ 志貴野 守山・二上・能町圏域
渡り ﾜﾀﾘ 志貴野 守山・二上・能町圏域
上二上 ｶﾐﾌﾀｶﾞﾐ 志貴野 守山・二上・能町圏域
二上谷内 ﾌﾀｶﾞﾐﾔﾁ 志貴野 守山・二上・能町圏域
下二上 ｼﾓﾌﾀｶﾞﾐ 志貴野 守山・二上・能町圏域
二上新 ﾌﾀｶﾞﾐｼﾝ 志貴野 守山・二上・能町圏域
山園町 ﾔﾏｿﾞﾉﾁﾖｳ 志貴野 守山・二上・能町圏域
城光寺 ｼﾞﾖｳｺｳｼﾞ 志貴野 守山・二上・能町圏域
八ケ ﾊﾂｶ 志貴野 守山・二上・能町圏域
二上院内 ﾌﾀｶﾞﾐｲﾝﾅｲ 志貴野 守山・二上・能町圏域
城光寺 ｼﾞﾖｳｺｳｼﾞ 志貴野 守山・二上・能町圏域
守護町新 ｼﾕｺﾞﾏﾁｼﾝ 志貴野 守山・二上・能町圏域
下八ケ ｼﾓﾊﾂｶ 志貴野 守山・二上・能町圏域
二上 ﾌﾀｶﾞﾐ 志貴野 守山・二上・能町圏域
二上町 ﾌﾀｶﾞﾐﾏﾁ 志貴野 守山・二上・能町圏域
南八ケ ﾐﾅﾐﾊﾂｶ 志貴野 守山・二上・能町圏域
吉久一丁目 ﾖｼﾋｻ1ﾁﾖｳﾒ 志貴野 守山・二上・能町圏域
吉久二丁目 ﾖｼﾋｻ2ﾁﾖｳﾒ 志貴野 守山・二上・能町圏域
吉久三丁目 ﾖｼﾋｻ3ﾁﾖｳﾒ 志貴野 守山・二上・能町圏域
富岡町 ﾄﾐｵｶﾁﾖｳ 志貴野 守山・二上・能町圏域
能町 ﾉｳﾏﾁ 志貴野 守山・二上・能町圏域
角 ﾂﾉ 志貴野 守山・二上・能町圏域
青葉町 ｱｵﾊﾞﾁﾖｳ 志貴野 守山・二上・能町圏域
東野 ﾋｶﾞｼﾉ 志貴野 守山・二上・能町圏域
江尻 ｴｼﾞﾘ 志貴野 守山・二上・能町圏域
旭ケ丘 ｱｻﾋｶﾞｵｶ 志貴野 守山・二上・能町圏域
荻布 ｵｷﾞﾉ 志貴野 守山・二上・能町圏域
米島 ﾖﾈｼﾞﾏ 志貴野 守山・二上・能町圏域
鷲北新 ﾜｼｷﾀｼﾝ 志貴野 守山・二上・能町圏域
高伏町 ｺｳﾌｸﾁﾖｳ 志貴野 守山・二上・能町圏域
新能町 ｼﾝﾉｳﾏﾁ 志貴野 守山・二上・能町圏域
江尻新町 ｴｼﾞﾘｼﾝﾏﾁ 志貴野 守山・二上・能町圏域
荻布新町 ｵｷﾞﾉｼﾝﾏﾁ 志貴野 守山・二上・能町圏域
材木町 ｻﾞｲﾓｸﾁﾖｳ 志貴野 守山・二上・能町圏域
宮中新 ﾐﾔﾅｶｼﾝ 志貴野 守山・二上・能町圏域
吉久 ﾖｼﾋｻ 志貴野 守山・二上・能町圏域
六渡寺新 ﾛｸﾄﾞｼﾞｼﾝ 志貴野 守山・二上・能町圏域
鷲北 ﾜｼｷﾀ 志貴野 守山・二上・能町圏域
能町南一丁目 ﾉｳﾏﾁﾐﾅﾐ1ﾁﾖｳﾒ 志貴野 守山・二上・能町圏域
能町南二丁目 ﾉｳﾏﾁﾐﾅﾐ2ﾁﾖｳﾒ 志貴野 守山・二上・能町圏域
能町南三丁目 ﾉｳﾏﾁﾐﾅﾐ3ﾁﾖｳﾒ 志貴野 守山・二上・能町圏域
能町東 ﾉｳﾏﾁﾋｶﾞｼ 志貴野 守山・二上・能町圏域
角三島 ﾂﾉﾐｼﾏ 志貴野 守山・二上・能町圏域
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吉久新 ﾖｼﾋｻｼﾝ 志貴野 守山・二上・能町圏域
能町駅南 ﾉｳﾏﾁｴｷﾅﾝ 志貴野 守山・二上・能町圏域
荻布四葉 ｵｷﾞﾉﾖﾂﾊﾞ 志貴野 守山・二上・能町圏域
若葉町 ﾜｶﾊﾞﾁﾖｳ 牧野 牧野圏域
金屋 ｶﾅﾔ 牧野 牧野圏域
中曾根 ﾅｶｿﾈ 牧野 牧野圏域
上牧野 ｶﾐﾏｷﾉ 牧野 牧野圏域
下牧野 ｼﾓﾏｷﾉ 牧野 牧野圏域
姫野第一 ﾋﾒﾉﾀﾞｲ1 牧野 牧野圏域
姫野第二 ﾋﾒﾉﾀﾞｲ2 牧野 牧野圏域
姫野第三 ﾋﾒﾉﾀﾞｲ3 牧野 牧野圏域
姫野第四 ﾋﾒﾉﾀﾞｲ4 牧野 牧野圏域
姫野第五 ﾋﾒﾉﾀﾞｲ5 牧野 牧野圏域
中曾根第二 ﾅｶｿﾈ ﾀﾞｲ2 牧野 牧野圏域
姫野 ﾋﾒﾉ 牧野 牧野圏域
放生津 ﾎｳｼﾞﾖｳﾂﾞ 牧野 牧野圏域
堀岡又新 ﾎﾘｵｶﾏﾀｼﾝ 牧野 牧野圏域
下牧野第一 ｼﾓﾏｷﾉﾀﾞｲｲﾁ 牧野 牧野圏域
下牧野第二 ｼﾓﾏｷﾉﾀﾞｲﾆ 牧野 牧野圏域
下牧野第三 ｼﾓﾏｷﾉﾀﾞｲｻﾝ 牧野 牧野圏域
下牧野第四 ｼﾓﾏｷﾉﾀﾞｲﾖﾝ 牧野 牧野圏域
石丸 ｲｼﾏﾙ 牧野 牧野圏域
出来田 ﾃﾞｷﾃﾞﾝ 芳野 野村圏域
井口本江 ｲｸﾞﾁﾎﾝｺﾞｳ 芳野 野村圏域
蓮花寺西部 ﾚﾝｹﾞｼﾞｾｲﾌﾞ 芳野 野村圏域
蓮花寺中部 ﾚﾝｹﾞｼﾞﾁﾕｳﾌﾞ 芳野 野村圏域
蓮花寺東部 ﾚﾝｹﾞｼﾞﾄｳﾌﾞ 芳野 野村圏域
三女子 ｻﾝﾖｼ 芳野 野村圏域
二枚橋 ﾆﾏｲﾊﾞｼ 芳野 野村圏域
野村第一 ﾉﾑﾗﾀﾞｲ1 芳野 野村圏域
野村第二 ﾉﾑﾗﾀﾞｲ2 芳野 野村圏域
野村第三 ﾉﾑﾗﾀﾞｲ3 芳野 野村圏域
野村第四 ﾉﾑﾗﾀﾞｲ4 芳野 野村圏域
野村第五 ﾉﾑﾗﾀﾞｲ5 芳野 野村圏域
上石瀬 ｶﾐｲｼｾﾞ 芳野 野村圏域
下石瀬 ｼﾓｲｼｾﾞ 芳野 野村圏域
双葉町 ﾌﾀﾊﾞﾁﾖｳ 芳野 野村圏域
玉兎ケ丘 ｷﾞﾖｸﾄｶﾞｵｶ 芳野 野村圏域
野村東町 ﾉﾑﾗﾋｶﾞｼﾏﾁ 芳野 野村圏域
富田町 ﾄﾐﾀﾁﾖｳ 芳野 野村圏域
深田町 ﾌｶﾀﾞﾁﾖｳ 芳野 野村圏域
寿町 ｺﾄﾌﾞｷﾁﾖｳ 芳野 野村圏域
野村新宿 ﾉﾑﾗｼﾝｼﾞﾕｸ 芳野 野村圏域
美原町 ﾐﾊﾗﾁﾖｳ 芳野 野村圏域
長和里 ﾅｶﾞﾜﾘ 芳野 野村圏域
石瀬本町 ｲｼｾﾞﾎﾝﾏﾁ 芳野 野村圏域
高園町 ﾀｶｿﾞﾉﾏﾁ 芳野 野村圏域
出来田新町 ﾃﾞｷﾃﾞﾝｼﾝﾏﾁ 芳野 野村圏域
石瀬中町 ｲｼｾﾞﾅｶﾏﾁ 芳野 野村圏域
寿町一丁目 ｺﾄﾌﾞｷﾁﾖｳ1ﾁﾖｳﾒ 芳野 野村圏域
寿町二丁目 ｺﾄﾌﾞｷﾁﾖｳ2ﾁﾖｳﾒ 芳野 野村圏域
新和町 ｼﾝﾜﾏﾁ 芳野 野村圏域
深沢 ﾌｶｻﾞﾜ 芳野 野村圏域
石瀬東町 ｲｼｾﾞﾋｶﾞｼﾏﾁ 芳野 野村圏域
蓮花寺新町 ﾚﾝｹﾞｼﾞｼﾝﾏﾁ 芳野 野村圏域
石瀬 ｲｼｾﾞ 芳野 野村圏域
野村 ﾉﾑﾗ 芳野 野村圏域
蓮花寺 ﾚﾝｹﾞｼﾞ 芳野 野村圏域
問屋町 ﾄﾝﾔﾏﾁ 芳野 野村圏域
上黒田 ｶﾐｸﾛﾀﾞ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
下黒田 ｼﾓｸﾛﾀﾞ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
林新 ﾊﾔｼｼﾝ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
東藤平蔵 ﾋｶﾞｼﾄｳﾍｲｿﾞｳ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
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大林 ｵｵﾊﾞﾔｼ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
林 ﾊﾔｼ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
二塚南部 ﾌﾀﾂﾞｶﾅﾝﾌﾞ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
二塚東部 ﾌﾀﾂﾞｶﾄｳﾌﾞ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
二塚西部 ﾌﾀﾂﾞｶｾｲﾌﾞ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
鎧 ﾖﾛｲ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
東二塚第一 ﾋｶﾞｼﾌﾀﾂﾞｶﾀﾞｲ1 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
東二塚第二 ﾋｶﾞｼﾌﾀﾂﾞｶﾀﾞｲ2 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
東二塚第三 ﾋｶﾞｼﾌﾀﾂﾞｶﾀﾞｲ3 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
東二塚第四 ﾋｶﾞｼﾌﾀﾂﾞｶﾀﾞｲ4 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
西広上 ﾆｼﾋﾛｶﾐ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
上伏間江 ｶﾐﾌｽﾏｴ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
下伏間江 ｼﾓﾌｽﾏｴ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
黒田新町 ｸﾛﾀﾞｼﾝﾏﾁ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
市場通り ｲﾁﾊﾞﾄﾞｳﾘ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
明和町 ﾒｲﾜﾏﾁ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
上黒田新 ｶﾐｸﾛﾀﾞｼﾝ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
二塚 ﾌﾀﾂﾞｶ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
二塚新 ﾌﾀﾂﾞｶｼﾝ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
十二町分 ｼﾞﾕｳﾆﾁﾖｳﾌﾞﾝ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
総合市場 ｿｳｺﾞｳｲﾁﾊﾞ 芳野 木津・福田・佐野・二塚圏域
鐘紡町 ｶﾈﾎﾞｳﾏﾁ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
紅屋 ﾍﾞﾆﾔ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
柳島 ﾔﾅｷﾞｼﾞﾏ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
十二町島 ｼﾞﾕｳﾆﾁﾖｳｼﾞﾏ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
北蔵新 ｷﾀｸﾗｼﾝ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
下島町 ｼﾓｼﾞﾏﾏﾁ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
水沢町 ﾐｽﾞｻﾜﾁﾖｳ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
若水町 ﾜｶﾐｽﾞﾁﾖｳ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
西藤平蔵 ﾆｼﾄｳﾍｲｿﾞｳ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
上佐野 ｶﾐｻﾉ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
諏訪佐野 ｽﾜｻﾉ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
下佐野 ｼﾓｻﾉ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
東木津 ﾋｶﾞｼｷﾂﾞ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
西佐野 ﾆｼｻﾉ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
第一木津 ﾀﾞｲ1 ｷﾂﾞ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
第二木津 ﾀﾞｲ2 ｷﾂﾞ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
泉が丘一区 ｲｽﾞﾐｶﾞｵｶ 1ｸ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
泉が丘二区 ｲｽﾞﾐｶﾞｵｶ 2ｸ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
泉が丘三区 ｲｽﾞﾐｶﾞｵｶ3ｸ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
泉が丘四区 ｲｽﾞﾐｶﾞｵｶ4ｸ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
佐野緑町 ｻﾉﾐﾄﾞﾘﾁﾖｳ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
佐野新町 ｻﾉｼﾝﾏﾁ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
美川町 ﾐｶﾜﾁﾖｳ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
佐野本町 ｻﾉﾎﾝﾏﾁ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
佐野本町二区 ｻﾉﾎﾝﾏﾁ2ｸ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
泉が丘 ｲｽﾞﾐｶﾞｵｶ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
木津 ｷﾂﾞ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
佐野 ｻﾉ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
鷲島新 ﾜｼｼﾞﾏｼﾝ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
荒見崎 ｱﾗﾐｻｷ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
蔵野町 ｸﾗﾉﾏﾁ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
辻 ﾂｼﾞ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
石塚 ｲｼﾂﾞｶ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
上北島 ｶﾐｷﾀｼﾞﾏ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
石名瀬 ｲｼﾅｾﾞ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
和田上町 ﾜﾀﾞｶﾐﾁﾖｳ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
和田中町 ﾜﾀﾞﾅｶﾁﾖｳ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
若生町 ﾜｶｵｲﾁﾖｳ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
福田 ﾌｸﾀ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
和田 ﾜﾀﾞ 南星 木津・福田・佐野・二塚圏域
本保 ﾎﾝﾎﾞ 五位 国吉・五位圏域
小竹 ｵﾀﾞｹ 五位 国吉・五位圏域
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三ヶ ｻﾝｶﾞ 五位 国吉・五位圏域
今市 ｲﾏｲﾁ 五位 国吉・五位圏域
上開発 ｶﾐｶｲﾎﾂ 五位 国吉・五位圏域
駒方 ｺﾏｶﾞﾀ 五位 国吉・五位圏域
駒方新 ｺﾏｶﾞﾀｼﾝ 五位 国吉・五位圏域
高池町 ﾀｶｲｹﾁﾖｳ 五位 国吉・五位圏域
栄町 ｻｶｴﾏﾁ 五位 国吉・五位圏域
八軒町 ﾊﾁｹﾝﾏﾁ 五位 国吉・五位圏域
鍛治屋町 ｶｼﾞﾔﾏﾁ 五位 国吉・五位圏域
御蔵町 ｵｸﾗﾏﾁ 五位 国吉・五位圏域
高札町 ﾀｶﾌﾀﾞﾁﾖｳ 五位 国吉・五位圏域
橋番町 ﾊｼﾊﾞﾝﾁﾖｳ 五位 国吉・五位圏域
御宝町 ｺﾞﾎﾞｳﾁﾖｳ 五位 国吉・五位圏域
立野寺町 ﾀﾃﾉﾃﾗﾏﾁ 五位 国吉・五位圏域
天目町 ﾃﾝﾓｸﾁﾖｳ 五位 国吉・五位圏域
上渡 ｶﾐﾜﾀﾘ 五位 国吉・五位圏域
出来野 ﾃﾞｷﾉ 五位 国吉・五位圏域
高田島第五 ﾀｶﾀｼﾞﾏﾀﾞｲ5 五位 国吉・五位圏域
高田島第六 ﾀｶﾀｼﾞﾏﾀﾞｲ6 五位 国吉・五位圏域
荒又 ｱﾗﾏﾀ 五位 国吉・五位圏域
笹川第八 ｻｻｶﾞﾜﾀﾞｲ8 五位 国吉・五位圏域
笹川第九 ｻｻｶﾞﾜﾀﾞｲ9 五位 国吉・五位圏域
千鳥丘町 ﾁﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾏﾁ 五位 国吉・五位圏域
東高池町 ﾋｶﾞｼﾀｶｲｹﾏﾁ 五位 国吉・五位圏域
平和町 ﾍｲﾜﾏﾁ 五位 国吉・五位圏域
舘町 ﾀﾃﾏﾁ 五位 国吉・五位圏域
下老子 ｼﾓｵｲｺﾞ 五位 国吉・五位圏域
立野 ﾀﾃﾉ 五位 国吉・五位圏域
笹川 ｻｻｶﾞﾜ 五位 国吉・五位圏域
下開発 ｼﾓｶｲﾎﾂ 五位 国吉・五位圏域
高田新 ﾀｶﾀｼﾝ 五位 国吉・五位圏域
高田島 ﾀｶﾀｼﾞﾏ 五位 国吉・五位圏域
立野内島 ﾀﾃﾉｳﾁｼﾞﾏ 五位 国吉・五位圏域
東石堤 ﾋｶﾞｼｲｼﾂﾂﾐ 五位 国吉・五位圏域
宝来町 ﾀｶﾗｷﾞﾁﾖｳ 五位 国吉・五位圏域
平成町 ﾍｲｾｲﾁﾖｳ 五位 国吉・五位圏域
立野美鳥町一丁目 ﾀﾃﾉﾐﾄﾞﾘﾁﾖｳ1ﾁﾖｳﾒ 五位 国吉・五位圏域
立野美鳥町二丁目 ﾀﾃﾉﾐﾄﾞﾘﾁﾖｳ2ﾁﾖｳﾒ 五位 国吉・五位圏域
立野美鳥町三丁目 ﾀﾃﾉﾐﾄﾞﾘﾁﾖｳ3ﾁﾖｳﾒ 五位 国吉・五位圏域
中保 ﾅｶﾎ 五位 国吉・五位圏域
西高町 ﾆｼﾀｶﾏﾁ 五位 国吉・五位圏域
樋詰 ﾋﾂﾞﾒ 五位 国吉・五位圏域
六家 ﾛﾂｹ 五位 国吉・五位圏域
福田六家 ﾌｸﾀﾞﾛﾂｹ 五位 国吉・五位圏域
大源寺 ﾀﾞｲｹﾞﾝｼﾞ 五位 国吉・五位圏域
荒屋敷 ｱﾗﾔｼｷ 五位 国吉・五位圏域
池田 ｲｹﾀﾞ 五位 国吉・五位圏域
内島 ｳﾁｼﾞﾏ 五位 国吉・五位圏域
柴野内島 ｼﾊﾞﾉｳﾁｼﾞﾏ 五位 国吉・五位圏域
蜂ヶ島 ﾊﾁｶﾞｼﾏ 五位 国吉・五位圏域
柴園町 ｼﾊﾞｿﾞﾉﾁﾖｳ 五位 国吉・五位圏域
大源寺新町 ﾀﾞｲｹﾞﾝｼﾞｼﾝﾏﾁ 五位 国吉・五位圏域
西園町 ﾆｼｿﾞﾉﾁﾖｳ 五位 国吉・五位圏域
石堤 ｲｼﾂﾂﾐ 五位 国吉・五位圏域
麻生谷 ｱｿﾔ 五位 国吉・五位圏域
柴野 ｼﾊﾞﾉ 五位 国吉・五位圏域
十日市 ﾄｳｶｲﾁ 五位 国吉・五位圏域
西広谷 ﾆｼﾋﾛﾀﾆ 五位 国吉・五位圏域
勝木原 ﾉﾃﾞﾜﾗ 五位 国吉・五位圏域
山川 ﾔﾏｶﾜ 五位 国吉・五位圏域
赤丸 ｱｶﾏﾙ 五位 国吉・五位圏域
答野島 ﾄｳﾉｼﾏ 国吉 国吉・五位圏域
上八ヶ新 ｶﾐﾊﾂｶｼﾝ 国吉 国吉・五位圏域
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佐加野 ｻｶﾞﾉ 国吉 国吉・五位圏域
佐加野新町 ｻｶﾞﾉｼﾝﾏﾁ 国吉 国吉・五位圏域
細池 ﾎｿｲｹ 国吉 国吉・五位圏域
岩坪 ｲﾜﾂﾎﾞ 国吉 国吉・五位圏域
頭川 ｽﾞｶﾜ 国吉 国吉・五位圏域
手洗野 ﾀﾗｲﾉ 国吉 国吉・五位圏域
月野谷 ﾂｷﾉﾔ 国吉 国吉・五位圏域
高辻 ﾀｶﾂｼﾞ 国吉 国吉・五位圏域
八口 ﾔﾂｸﾁ 国吉 国吉・五位圏域
笹八口 ｻｻﾔﾂｸﾁ 国吉 国吉・五位圏域
五十辺 ｲｶﾗﾍﾞ 国吉 国吉・五位圏域
江道 ｴﾝﾄﾞｳ 国吉 国吉・五位圏域
境 ｻｶｲ 国吉 国吉・五位圏域
四日市 ﾖﾂｶｲﾁ 国吉 国吉・五位圏域
島崎 ｼﾏｻﾞｷ 国吉 国吉・五位圏域
加島新 ｶｼﾞﾏｼﾝ 国吉 国吉・五位圏域
国吉 ｸﾆﾖｼ 国吉 国吉・五位圏域
答野出 ﾄｳﾉﾃﾞ 国吉 国吉・五位圏域
広川新 ﾋﾛｶﾜｼﾝ 国吉 国吉・五位圏域
佐加野東 ｻｶﾞﾉﾋｶﾞｼ 国吉 国吉・五位圏域
守山一区 ﾓﾘﾔﾏ1ｸ 志貴野 守山・二上・能町圏域
守山二区 ﾓﾘﾔﾏ2ｸ 志貴野 守山・二上・能町圏域
守山三区 ﾓﾘﾔﾏ3ｸ 志貴野 守山・二上・能町圏域
東海老坂 ﾋｶﾞｼｴﾋﾞｻｶ 志貴野 守山・二上・能町圏域
西海老坂 ﾆｼｴﾋﾞｻｶ 志貴野 守山・二上・能町圏域
須田 ｽﾀﾞ 志貴野 守山・二上・能町圏域
道重 ﾐﾁｼｹﾞ 志貴野 守山・二上・能町圏域
五十里 ｲｶﾘ 志貴野 守山・二上・能町圏域
板屋 ｲﾀﾔ 志貴野 守山・二上・能町圏域
百橋 ﾄﾞﾉﾊｼ 志貴野 守山・二上・能町圏域
五十里東町 ｲｶﾘﾋｶﾞｼﾏﾁ 志貴野 守山・二上・能町圏域
五十里西町 ｲｶﾘﾆｼﾏﾁ 志貴野 守山・二上・能町圏域
下八ケ新 ｼﾓﾊﾂｶｼﾝ 志貴野 守山・二上・能町圏域
守山 ﾓﾘﾔﾏ 志貴野 守山・二上・能町圏域
伏木湊町 ﾌｼｷﾐﾅﾄﾏﾁ 伏木 伏木圏域
伏木中央町 ﾌｼｷﾁﾕｳｵｳﾏﾁ 伏木 伏木圏域
伏木錦町 ﾌｼｷﾆｼｷﾏﾁ 伏木 伏木圏域
伏木磯町 ﾌｼｷｲｿﾏﾁ 伏木 伏木圏域
伏木本町 ﾌｼｷﾎﾝﾏﾁ 伏木 伏木圏域
伏木国分一丁目 ﾌｼｷｺｸﾌﾞ1ﾁﾖｳﾒ 伏木 伏木圏域
伏木国分二丁目 ﾌｼｷｺｸﾌﾞ2ﾁﾖｳﾒ 伏木 伏木圏域
伏木古国府 ﾌｼｷﾌﾙｺｸﾌ 伏木 伏木圏域
伏木一宮一丁目 ﾌｼｷｲﾁﾉﾐﾔ1ﾁﾖｳﾒ 伏木 伏木圏域
伏木一宮二丁目 ﾌｼｷｲﾁﾉﾐﾔ2ﾁﾖｳﾒ 伏木 伏木圏域
伏木東一宮 ﾌｼｷﾋｶﾞｼｲﾁﾉﾐﾔ 伏木 伏木圏域
伏木古府一丁目 ﾌｼｷｺﾌ1ﾁﾖｳﾒ 伏木 伏木圏域
伏木古府二丁目 ﾌｼｷｺﾌ2ﾁﾖｳﾒ 伏木 伏木圏域
伏木古府三丁目 ﾌｼｷｺﾌ3ﾁﾖｳﾒ 伏木 伏木圏域
伏木古府元町 ﾌｼｷｺﾌﾓﾄﾏﾁ 伏木 伏木圏域
伏木矢田 ﾌｼｷﾔﾀ 伏木 伏木圏域
伏木矢田上町 ﾌｼｷﾔﾀｶﾐﾏﾁ 伏木 伏木圏域
伏木一丁目 ﾌｼｷ1ﾁﾖｳﾒ 伏木 伏木圏域
伏木二丁目 ﾌｼｷ2ﾁﾖｳﾒ 伏木 伏木圏域
伏木矢田新町 ﾌｼｷﾔﾀｼﾝﾏﾁ 伏木 伏木圏域
高美町 ﾀｶﾐﾁﾖｳ 伏木 伏木圏域
伏木国分加古川 ﾌｼｷｺｸﾌﾞｶｺｶﾞﾜ 伏木 伏木圏域
伏木一宮若草 ﾌｼｷｲﾁﾉﾐﾔﾜｶｸｻ 伏木 伏木圏域
伏木古府 ﾌｼｷｺﾌ 伏木 伏木圏域
伏木矢田 ﾌｼｷﾔﾀ 伏木 伏木圏域
万葉台 ﾏﾝﾖｳﾀﾞｲ 伏木 伏木圏域
伏木一宮 ﾌｼｷｲﾁﾉﾐﾔ 伏木 伏木圏域
伏木串岡 ﾌｼｷｸｼｵｶ 伏木 伏木圏域
伏木国分 ﾌｼｷｺｸﾌﾞ 伏木 伏木圏域
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伏木臥浦 ﾌｼｷﾌｼｳﾗ 伏木 伏木圏域
伏木本町 ﾌｼｷﾎﾝﾏﾁ 伏木 伏木圏域
伏木万葉ふ頭 ﾌｼｷﾏﾝﾖｳﾌﾄｳ 伏木 伏木圏域
西田 ｻｲﾀﾞ 伏木 伏木圏域
太田谷内 ｵｵﾀﾔﾁ 伏木 伏木圏域
太田伊勢領 ｵｵﾀｲｾﾘﾖｳ 伏木 伏木圏域
太田山岸 ｵｵﾀﾔﾏｷﾞｼ 伏木 伏木圏域
太田中村西部 ｵｵﾀﾅｶﾑﾗｾｲﾌﾞ 伏木 伏木圏域
太田中村東部 ｵｵﾀﾅｶﾑﾗﾄｳﾌﾞ 伏木 伏木圏域
太田渋谷 ｵｵﾀｼﾌﾞﾔ 伏木 伏木圏域
太田辰ノ口北部 ｵｵﾀﾀﾂﾉｸﾁﾎｸﾌﾞ 伏木 伏木圏域
太田辰ノ口東部第一 ｵｵﾀﾀﾂﾉｸﾁﾄｳﾌﾞﾀﾞｲ1 伏木 伏木圏域
太田辰ノ口東部第二 ｵｵﾀﾀﾂﾉｸﾁﾄｳﾌﾞﾀﾞｲ2 伏木 伏木圏域
太田辰ノ口西部 ｵｵﾀﾀﾂﾉｸﾁｾｲﾌﾞ 伏木 伏木圏域
太田辰ノ口中部 ｵｵﾀﾀﾂﾉｸﾁﾁﾕｳﾌﾞ 伏木 伏木圏域
太田旦保 ｵｵﾀﾀﾝﾎﾞ 伏木 伏木圏域
太田辰ノ口南部 ｵｵﾀﾀﾂﾉｸﾁﾅﾝﾌﾞ 伏木 伏木圏域
雨晴西部 ｱﾏﾊﾗｼｾｲﾌﾞ 伏木 伏木圏域
雨晴東部 ｱﾏﾊﾗｼﾄｳﾌﾞ 伏木 伏木圏域
雨晴中部 ｱﾏﾊﾗｼﾁﾕｳﾌﾞ 伏木 伏木圏域
太田 ｵｵﾀ 伏木 伏木圏域
渋谷 ｼﾌﾞﾔ 伏木 伏木圏域
戸出町一丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ1ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
戸出町二丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ2ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
戸出町三丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ3ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
戸出町四丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ4ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
戸出町五丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ5ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
戸出町六丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ6ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
戸出狼 ﾄｲﾃﾞｵｵｶﾐ 戸出 戸出・中田圏域
戸出市野瀬新 ﾄｲﾃﾞｲﾁﾉｾｼﾝ 戸出 戸出・中田圏域
戸出市野瀬 ﾄｲﾃﾞｲﾁﾉｾ 戸出 戸出・中田圏域
戸出伊勢領 ﾄｲﾃﾞｲｾﾘﾖｳ 戸出 戸出・中田圏域
戸出西部金屋 ﾄｲﾃﾞﾆｼﾌﾞｶﾅﾔ 戸出 戸出・中田圏域
戸出石代 ﾄｲﾃﾞｺｸﾀﾞｲ 戸出 戸出・中田圏域
戸出吉住新 ﾄｲﾃﾞﾖｼｽﾞﾐｼﾝ 戸出 戸出・中田圏域
戸出吉住 ﾄｲﾃﾞﾖｼｽﾞﾐ 戸出 戸出・中田圏域
戸出大清水 ﾄｲﾃﾞｵｵｼﾐｽﾞ 戸出 戸出・中田圏域
戸出春日 ﾄｲﾃﾞｶｽｶﾞ 戸出 戸出・中田圏域
戸出徳市 ﾄｲﾃﾞﾄｸｲﾁ 戸出 戸出・中田圏域
戸出青園町 ﾄｲﾃﾞｱｵｿﾞﾉﾁﾖｳ 戸出 戸出・中田圏域
戸出光明寺 ﾄｲﾃﾞｺｳﾐﾖｳｼﾞ 戸出 戸出・中田圏域
戸出竹 ﾄｲﾃﾞﾀｹ 戸出 戸出・中田圏域
戸出岡御所 ﾄｲﾃﾞｵｶｺﾞｼﾖ 戸出 戸出・中田圏域
戸出放寺 ﾄｲﾃﾞﾎｳｼﾞ 戸出 戸出・中田圏域
戸出六十歩 ﾄｲﾃﾞﾛｸｼﾞﾕｳﾌﾞ 戸出 戸出・中田圏域
戸出行兼 ﾄｲﾃﾞﾕｷｶﾈ 戸出 戸出・中田圏域
戸出西三ケ ﾄｲﾃﾞﾆｼｻﾝｶﾞ 戸出 戸出・中田圏域
醍醐横越上 ﾀﾞｲｺﾞﾖｺｺﾞｼｶﾐ 戸出 戸出・中田圏域
醍醐横越下 ﾀﾞｲｺﾞﾖｺｺﾞｼｼﾓ 戸出 戸出・中田圏域
醍醐油屋 ﾀﾞｲｺﾞｱﾌﾞﾗﾔ 戸出 戸出・中田圏域
醍醐今庄 ﾀﾞｲｺﾞｲﾏｼﾞﾖｳ 戸出 戸出・中田圏域
醍醐後正寺 ﾀﾞｲｺﾞｺﾞｳｼﾖｳｼﾞ 戸出 戸出・中田圏域
醍醐須田 ﾀﾞｲｺﾞｽﾀ 戸出 戸出・中田圏域
醍醐夏住 ﾀﾞｲｺﾞﾅﾂｽﾞﾐ 戸出 戸出・中田圏域
戸出葵町 ﾄｲﾃﾞｱｵｲﾏﾁ 戸出 戸出・中田圏域
戸出町一丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ1ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
戸出町二丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ 2ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
戸出町四丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ4ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
戸出町五丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ5ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
戸出池田町 ﾄｲﾃﾞｲｹﾀﾞﾏﾁ 戸出 戸出・中田圏域
戸出北町 ﾄｲﾃﾞｷﾀﾏﾁ 戸出 戸出・中田圏域
戸出町三丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ3ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
醍醐 ﾀﾞｲｺﾞ 戸出 戸出・中田圏域
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戸出 ﾄｲﾃﾞ 戸出 戸出・中田圏域
戸出栄町 ﾄｲﾃﾞｻｶｴﾏﾁ 戸出 戸出・中田圏域
戸出町七丁目 ﾄｲﾃﾞﾏﾁ7ﾁﾖｳﾒ 戸出 戸出・中田圏域
高岡オフィスパ－ク ﾀｶｵｶｵﾌｲｽﾊﾟ-ｸ 戸出 戸出・中田圏域
中田東町 ﾅｶﾀﾞﾋｶﾞｼﾏﾁ 中田 戸出・中田圏域
中田本町 ﾅｶﾀﾞﾎﾝﾏﾁ 中田 戸出・中田圏域
中田中町 ﾅｶﾀﾞﾅｶﾏﾁ 中田 戸出・中田圏域
中田西中町 ﾅｶﾀﾞﾆｼﾅｶﾏﾁ 中田 戸出・中田圏域
中田西町 ﾅｶﾀﾞﾆｼﾏﾁ 中田 戸出・中田圏域
中田宮町 ﾅｶﾀﾞﾐﾔﾏﾁ 中田 戸出・中田圏域
中田十軒町 ﾅｶﾀﾞｼﾞﾕﾂｹﾝﾏﾁ 中田 戸出・中田圏域
中田南町 ﾅｶﾀﾞﾐﾅﾐﾏﾁ 中田 戸出・中田圏域
中田反保島 ﾅｶﾀﾞﾀﾝﾎﾞｼﾞﾏ 中田 戸出・中田圏域
上麻生 ｶﾐｱｿｳ 中田 戸出・中田圏域
下代 ｼﾓﾀﾞｲ 中田 戸出・中田圏域
麻生 ｱｿｳ 中田 戸出・中田圏域
常国 ﾂﾈｸﾆ 中田 戸出・中田圏域
滝 ﾀｷ 中田 戸出・中田圏域
今泉 ｲﾏｲｽﾞﾐ 中田 戸出・中田圏域
今泉新 ｲﾏｲｽﾞﾐｼﾝ 中田 戸出・中田圏域
東保新 ﾋｶﾞｼﾎﾞｼﾝ 中田 戸出・中田圏域
下山田 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ 中田 戸出・中田圏域
島新 ｼﾏｼﾝ 中田 戸出・中田圏域
山下 ｻﾝｶ 中田 戸出・中田圏域
小泉新 ｺｲｽﾞﾐｼﾝ 中田 戸出・中田圏域
滝新 ﾀｷｼﾝ 中田 戸出・中田圏域
若杉 ﾜｶｽｷﾞ 中田 戸出・中田圏域
下麻生伸町一区 ｼﾓｱｿｳｼﾝﾏﾁ 1ｸ 中田 戸出・中田圏域
下麻生伸町二区 ｼﾓｱｿｳｼﾝﾏﾁ 2ｸ 中田 戸出・中田圏域
下麻生伸町三区 ｼﾓｱｿｳｼﾝﾏﾁ 3ｸ 中田 戸出・中田圏域
下麻生伸町四区 ｼﾓｱｿｳｼﾝﾏﾁ 4ｸ 中田 戸出・中田圏域
葦附 ｱｼﾂｷ 中田 戸出・中田圏域
下麻生 ｼﾓｱｿｳ 中田 戸出・中田圏域
下麻生伸町 ｼﾓｱｿｳｼﾝﾏﾁ 中田 戸出・中田圏域
中田 ﾅｶﾀﾞ 中田 戸出・中田圏域
東保 ﾋｶﾞｼﾎﾞ 中田 戸出・中田圏域
増山 ﾏｽﾔﾏ 中田 戸出・中田圏域
福岡町橋上町 ﾌｸｵｶﾏﾁ 福岡 福岡圏域
福岡町表元町 ﾌｸｵｶﾏﾁｵﾓﾃﾓﾄﾏﾁ 福岡 福岡圏域
福岡町西町 ﾌｸｵｶﾏﾁﾆｼﾁﾖｳ 福岡 福岡圏域
福岡町堀川町 ﾌｸｵｶﾏﾁﾎﾘｶﾜﾁﾖｳ 福岡 福岡圏域
福岡町中央通 ﾌｸｵｶﾏﾁﾁﾕｳｵｳﾄﾞｵﾘ 福岡 福岡圏域
福岡町中町 ﾌｸｵｶﾏﾁﾅｶﾏﾁ 福岡 福岡圏域
福岡町清水町 ﾌｸｵｶﾏﾁｼﾐｽﾞﾁﾖｳ 福岡 福岡圏域
福岡町桜木町 ﾌｸｵｶﾏﾁｻｸﾗｷﾞﾁﾖｳ 福岡 福岡圏域
福岡町大蔵町 ﾌｸｵｶﾏﾁｵｵｸﾗﾁﾖｳ 福岡 福岡圏域
福岡町早稲田町 ﾌｸｵｶﾏﾁﾜｾﾀﾞﾁﾖｳ 福岡 福岡圏域
福岡町西干場団地 ﾌｸｵｶﾏﾁﾆｼﾎｼﾊﾞﾀﾞﾝﾁ 福岡 福岡圏域
福岡町旭町 ﾌｸｵｶﾏﾁｱｻﾋﾏﾁ 福岡 福岡圏域
福岡町新栄町 ﾌｸｵｶﾏﾁｼﾝｻｶｴﾁﾖｳ 福岡 福岡圏域
福岡町元町 ﾌｸｵｶﾏﾁﾓﾄﾏﾁ 福岡 福岡圏域
福岡町末広町 ﾌｸｵｶﾏﾁｽｴﾋﾛﾁﾖｳ 福岡 福岡圏域
福岡町中島町 ﾌｸｵｶﾏﾁﾅｶｼﾞﾏﾁﾖｳ 福岡 福岡圏域
福岡町下蓑 ﾌｸｵｶﾏﾁｼﾓﾐﾉ 福岡 福岡圏域
福岡町大野 ﾌｸｵｶﾏﾁｵｵﾉ 福岡 福岡圏域
福岡町大滝宿舎 ﾌｸｵｶﾏﾁｵｵﾀｷｼﾕｸｼﾔ 福岡 福岡圏域
福岡町大野新 ﾌｸｵｶﾏﾁｵｵﾉｼﾝ 福岡 福岡圏域
福岡町下老子 ﾌｸｵｶﾏﾁｼﾓｵｲｺﾞ 福岡 福岡圏域
福岡町一歩二歩 ﾌｸｵｶﾏﾁｲﾁﾌﾞﾆﾌﾞ 福岡 福岡圏域
福岡町西川原島 ﾌｸｵｶﾏﾁﾆｼｶﾜﾗｼﾞﾏ 福岡 福岡圏域
福岡町小伊勢領 ﾌｸｵｶﾏﾁｺｲｾﾘﾖｳ 福岡 福岡圏域
福岡町江尻 ﾌｸｵｶﾏﾁｴｼﾞﾘ 福岡 福岡圏域
福岡町上蓑 ﾌｸｵｶﾏﾁｶﾐﾐﾉ 福岡 福岡圏域
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福岡町蓑島 ﾌｸｵｶﾏﾁﾐﾉｼﾞﾏ 福岡 福岡圏域
福岡町矢部 ﾌｸｵｶﾏﾁﾔﾍﾞ 福岡 福岡圏域
福岡町開馞 ﾌｸｵｶﾏﾁｶｲﾎﾂ 福岡 福岡圏域
福岡町木舟 ﾌｸｵｶﾏﾁｷﾌﾞﾈ 福岡 福岡圏域
福岡町大滝 ﾌｸｵｶﾏﾁｵｵﾀｷ 福岡 福岡圏域
福岡町本領 ﾌｸｵｶﾏﾁﾎﾝﾘﾖｳ 福岡 福岡圏域
福岡町荒屋敷 ﾌｸｵｶﾏﾁｱﾗﾔｼｷ 福岡 福岡圏域
福岡町木舟新 ﾌｸｵｶﾏﾁｷﾌﾞﾈｼﾝ 福岡 福岡圏域
福岡町上野 ﾌｸｵｶﾏﾁｳﾜﾉ 福岡 福岡圏域
福岡町上向田 ﾌｸｵｶﾏﾁｶﾐﾑｸﾀ 福岡 福岡圏域
福岡町下向田 ﾌｸｵｶﾏﾁｼﾓﾑｸﾀ 福岡 福岡圏域
福岡町土屋 ﾌｸｵｶﾏﾁﾂﾁﾔ 福岡 福岡圏域
福岡町鳥倉 ﾌｸｵｶﾏﾁﾄﾘｸﾗ 福岡 福岡圏域
福岡町加茂 ﾌｸｵｶﾏﾁｶﾓ 福岡 福岡圏域
福岡町馬場 ﾌｸｵｶﾏﾁﾊﾞﾝﾊﾞ 福岡 福岡圏域
福岡町西 ﾌｸｵｶﾏﾁﾆｼ 福岡 福岡圏域
福岡町三日市 ﾌｸｵｶﾏﾁﾐﾂｶｲﾁ 福岡 福岡圏域
福岡町新三日市 ﾌｸｵｶﾏﾁｼﾝﾐﾂｶｲﾁ 福岡 福岡圏域
福岡町西明寺 ﾌｸｵｶﾏﾁｻｲﾐﾖｳｼﾞ 福岡 福岡圏域
福岡町栃丘 ﾌｸｵｶﾏﾁﾄﾁｵｶ 福岡 福岡圏域
福岡町小野 ﾌｸｵｶﾏﾁｺﾉ 福岡 福岡圏域
福岡町五位 ﾌｸｵｶﾏﾁｺﾞｲ 福岡 福岡圏域
福岡町沢川 ﾌｸｵｶﾏﾁｿｳｺﾞｳ 福岡 福岡圏域
福岡町向野 ﾌｸｵｶﾏﾁﾑｶｲﾉ 福岡 福岡圏域
福岡町川原 ﾌｸｵｶﾏﾁｶﾜﾗ 福岡 福岡圏域
福岡町古村 ﾌｸｵｶﾏﾁﾌﾙﾑﾗ 福岡 福岡圏域
福岡町鞍馬寺 ﾌｸｵｶﾏﾁｱﾝﾊﾞｲｼﾞ 福岡 福岡圏域
福岡町舞谷 ﾌｸｵｶﾏﾁﾏｲﾉﾔ 福岡 福岡圏域
福岡町花尾 ﾌｸｵｶﾏﾁﾊﾅｵ 福岡 福岡圏域
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