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■地域自治区の区域一覧（H28.4.1現在）

地域自治区 区域

① 中央東

橘通東 橘通西 松山 川原町 旭 宮田町 別

府町 広島 老松 瀬頭 錦本町 錦町 江平東

江平町 江平中町 江平東町 高千穂通 丸島

町 江平西 権現町 北権現町 柳丸町 青葉町

下原町 大和町 堀川町 吾妻町 瀬頭町 宮崎

駅東２～３丁目

② 中央西
清水 大橋 和知川原 西池町 原町 花殿町

中津瀬町 丸山 船塚 霧島 祗園

③ 小戸

大工 鶴島 松橋 末広 元宮町 高松町 西高

松町 南高松町 北高松町 千草町 中央通 上

野町

④ 大宮

池内町 南方町 平和が丘東町 平和が丘西町

平和が丘北町 下北方町 花ケ島町 南花ケ島

町 神宮西 矢の先町 神宮 神宮町 神宮東

⑤ 東大宮 大島町 波島 東大宮 村角町 桜町

⑥ 大淀

大淀 東大淀 太田 中村東 中村西 南町 淀

川 谷川 谷川町 天満 天満町 京塚 京塚町

大坪東 大坪西 大坪町 花山手東 花山手西

福島町 福島町１～３丁目 古城町 北川内町

源藤町 薫る坂
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⑦ 大塚 大塚町 江南 ⑯ 住吉
大字芳士 大字新名爪 大字島之内 大字広原

大字塩路

⑧ 檍

山崎町 阿波岐原町 新別府町 昭栄町 新栄

町 稗原町 吉村町 浮城町 新城町 曽師町

宮脇町 浄土江町 昭和町 永楽町 潮見町 大

王町 出来島町 前原町 中西町 高洲町 一の

宮町 日ノ出町 田代町 小戸町 港 港東 宮

崎駅東１丁目

⑰ 生目
大字浮田 大字生目 大字長嶺 大字細江 大字

富吉 大字有田 大字柏原 大字跡江 大字小松

⑱ 北
大字上北方 大字瓜生野 大字大瀬町 大字糸

原 大字金崎 大字吉野 大字堤内

⑲ 佐土原

佐土原町下田島 佐土原町下那珂 佐土原町上

田島 佐土原町東上那珂 佐土原町西上那珂

佐土原町下富田 佐土原町伊倉 佐土原町石崎

１丁目 佐土原町石崎２丁目 佐土原町石崎３丁

目 佐土原町松小路

⑨ 大塚台 大塚台東 大塚台西

⑩ 生目台 生目台東 生目台西

⑪ 小松台
小松台北町 小松台東 小松台西 小松台南町

桜ケ丘町
⑳ 田野

田野町 田野町あけぼの１丁目 田野町あけぼ

の２丁目 田野町あけぼの３丁目 田野町あけぼ

の４丁目⑫ 赤江

大字恒久 恒久 恒久南 城ケ崎 宮の元町 大

字田吉の一部 大字赤江の一部 月見ケ丘 大

字本郷北方の一部 大字本郷南方の一部
○21 高岡

高岡町飯田 高岡町内山 高岡町浦之名 高岡

町小山田 高岡町上倉永 高岡町紙屋 高岡町

五町 高岡町下倉永 高岡町高浜 高岡町花見⑬ 本郷

大字田吉の一部 大字赤江の一部 大字本郷北

方の一部 大字本郷南方の一部 希望ケ丘 本

郷 大字郡司分 東宮 まなび野

○22 清武

清武町加納 清武町池田台 清武町池田台北

清武町加納１丁目 清武町加納２丁目 清武

町加納３丁目 清武町加納４丁目 清武町加

納５丁目 清武町あさひ１丁目 清武町あさひ

２丁目 清武町船引 清武町正手１丁目 清武

町正手２丁目 清武町正手３丁目 清武町今

泉 清武町木原 清武町新町１丁目 清武町

新町２丁目 清武町西新町 清武町岡１丁目

清武町岡２丁目 清武町岡３丁目

⑭ 木花

大字熊野 大字加江田 大字鏡洲 学園木花台

西 学園木花台北 学園木花台南 学園木花台

桜

⑮ 青島 青島 青島西 大字折生迫 大字内海

※上記の区域には、一部例外があります（自治会の区割りが複数の地域自治区の区域にまたがっている場合）。


