
区別公称町名一覧表(平成26年6月1日現在)

※町名の読み方については、地元等で一般的に読まれている呼び名を参考とし、事務処理上、便宜的に統一して使用し

ている読み方を付していますが、必ずしもこう読まなければならないといった法的根拠等はありません。

門司区上藤松二丁目小森江二丁目大里本町二丁目東門司二丁目
あおばだいひかりまち

あ青葉台上藤松三丁目小森江三丁目大里本町三丁目光町一丁目
いずみがおかかみほんまちさかえまちだいりもとまち

い泉ケ丘上本町さ栄町大里元町光町二丁目
いなつみかみまいそうじないだいりももやまちょうひしゃくだまち

稲積一丁目上馬寄一丁目し寺内一丁目大里桃山町柄杓田町
たかさごまちひろいし

稲積二丁目上馬寄二丁目寺内二丁目高砂町広石一丁目
うめのきちょうたかだ

う梅ノ木町上馬寄三丁目寺内三丁目高田一丁目広石二丁目
おいまっちょうきしふじまっ

お老松町き吉志一丁目寺内四丁目高田二丁目ふ藤松一丁目
おおくぼたちのうらかいがん

大久保一丁目吉志二丁目寺内五丁目太刀浦海岸'/藤松二丁目
しもにじっちょうたにまち、

大久保二丁目吉志三丁目下二十町谷町一丁目藤松三丁目
しもまいそうふたまつちょう

大久保三丁目吉志四丁目下馬寄谷町二丁目二夕松町
おくだしゃのきたのうらふろうちょう

奥田一丁目吉志五丁目社ノ木一丁目田野浦一丁目不老町一丁目

奥田二丁目吉志六丁目社ノ木二丁目田野浦二丁目不老町二丁目
しょうじまちぺついん

奥田三丁目吉志七丁目庄司町田野浦三丁目へ別院
きししんまちしらのえたのうらかいがんほうしあん

奥田四丁目吉志新町一丁目白野江一丁目田野浦海岸ほ法師庵
っねみまちほんまち

奥田五丁目吉志新町二丁目白野江二丁目つ恒見町本町
ながぐろまつざきちょう

〈大字〉吉志新町三丁目白野江三丁目な永黒一丁目ま松崎町
いかわまつばら

(大字)伊川吉志新町四丁目白野江四丁目永黒二丁目松原一丁目
いまつきたがわまちしろやまちょうながたに

(大字)今津北川町城山町長谷一丁目松原二丁目
おおっみきゅうもじしんかい

(大字)大積旧門司一丁目新開長谷二丁目松原三丁目
きししんはらまちなかにじっちょうまるやま

(大字)・吉志旧門司二丁目新原町中二十町丸山一丁目
きたくきよたきしんもじなかまち

(大字)喜多久清滝一丁目新門司一丁目中町丸山二丁目
くろがわfよるたけ

(大字)黒川清滝二丁目新門司二丁目鳴竹一丁目丸山三丁目
こもりえ

(大字)小森江清滝三丁目新門司三丁目鳴竹二丁目丸山四丁目
さるはみしんもじきたにしかいがんまるやままち

(大字)猿喰清滝四丁目新門司北一丁目に西海岸一丁目丸山町五丁目
しらのえまるやまよしのまち

(大字)白野江清滝五丁目新門司北二丁目西海岸二丁目丸山吉野町
だいりきよみみどりがおか

(大字)大里清見一丁目新門司北三丁目西海岸三丁目み緑ケ丘
たのうらせとまちにしきまちみなとまち

(大字)田野浦清見二丁目せ瀬戸町錦町港町
つねみだいりさくらがおかにししんまちみなみほんまち

(大字)恒見清見三丁目た大里桜ケ丘西新町一丁目南本町
はただいりしんまちもときよたき

(大字)畑清見四丁目大里新町西新町二丁目も元清滝
ひしゃくだきよみさやまちだいりとのうえはたけだまちももやまだい

(大字)柄杓田清見佐夜町大里戸ノ上一丁目は・畑田町桃山台
もじくずは,.はままちやなぎはらまち

(大字)門司く葛葉一丁目大里戸ノ上二丁目浜町や柳原町
かげつえんはやまやなぎまち

か花月園葛葉二丁目大里戸ノ上三丁目羽山一丁目柳町一丁目
かざし

風師一丁目葛葉三丁目大里戸ノ上四丁目羽山二丁目柳町二丁目
くろがわにしだいりはらまちはらまちべついん

風師二丁目黒川西一丁目大里原町原町別院柳町三丁目
だいりひがしひがししんまち

風師三丁目黒川西二丁目大里東一丁目ひ東新町一丁目柳町四丁目
やはずまち

風師四丁目黒川西三丁目大里東二丁目東新町二丁目矢筈町
かすがまちくろがわひがしひがしほんまち

春日町黒川東一丁目大里東三丁目東本町一丁目

かたがみかいがん片上海岸小倉北区黒川東二丁目大里東四丁目東本町二丁目
かたがみまちこがねまちひがしまいそうあおば

片上町こ黄金町大里東五丁目東馬寄あ青葉一丁目
かみにじっちょうこまっちょうだいりひがしぐちひがしみなとまち

上二十町小松町大里東口東港町青葉二丁目
かみふじまっこもりえだいりほんまちひがしもじあかさか

上藤松一丁目小森江一丁目大里本町一丁目東門司一丁目赤坂一丁目



1

いたびつなかいはま

赤坂二丁目(大字)板櫃霧ケ丘二丁目下富野二丁目中井浜
うましまなかしま

赤坂三丁目(大字)馬島霧ケ丘三丁目下富野三丁目中島一丁目
とみのきんけいちょう

赤坂四丁目(大字)富野金鶏町下富野四丁目中島二丁目
なかいくまがいなかつく「ら

赤坂五丁目(大字)中井く熊谷一丁目下富野五丁目中津ロー丁目
あかさかかいがんかじまちじゅざんちょう

赤坂海岸か鍛冶町一丁目熊谷二丁目寿山町申津口二丁目
あさのじょうないながはままち

浅野一丁目鍛冶町二丁目熊谷三丁目城内長浜町
かたのじょうのだんらにしみなとまち

浅野二丁目片野一丁目熊谷四丁目城野団地に西港町
しょうわまちはぎざきまち

浅野三丁目片野二丁目熊谷五丁目昭和町は萩崎町
あさひがおかくまもとしらがねばしゃく

朝日ケ丘片野三丁目熊本一丁目白銀一丁目馬借一丁目
あしはら

足原一丁目片野四丁目熊本二丁目白銀二丁目馬借二丁目
しらはぎまち

足原二丁目片野五丁目熊本三丁目白萩町馬借三丁目
あたごかたのしんまちしんこうちょうはらまち

愛宕一丁目片野新町一丁目熊本四丁目神幸町原町一丁目
くろずみらようしんたかだ

愛宕二丁目片野新町二丁目黒住町新高田一丁目原町二丁目
あだちくろぱるひあがり

足立一丁目片野新町三丁目黒原一丁目新高田二丁目ひ日明一丁目
かなだしんわまち

足立二丁目金田一丁目黒原二丁目親和町日明二丁目
すえひろ

足立三丁目金田二丁目黒原三丁目す末広一丁目日明三丁目
いずみだいこがね

い泉台一丁目金田三丁目こ黄金一丁目末広二丁目日明四丁目
かみいとうつすがまち

泉台二丁目上到津一丁目黄金二丁目須賀町日明五丁目
このみまちすなつひがししのざき

泉台三丁目上到津二丁目許斐町砂津一丁目東篠崎一丁目
こめまち

泉台四丁目上到津三丁目米町一丁目砂津二丁目東篠崎二丁目
いたびつまち

板櫃町上到津四丁目米町二丁目砂津三丁目東篠崎三丁目
いぼりかみとみのこもんじせんどうまちひがしじょうのまち

井堀一丁目上富野一丁目小文字一丁目せ船頭町東城野町
せんばまちひがしみなと

井堀二丁目上富野二丁目小文字二丁目船場町東港一丁目
こんやまちだいもん

井堀三丁§上富野三丁目紺屋町た大門一丁目東港二丁目
さえんばひらまっまら

井堀四丁目上富野四丁目さ菜園場一丁目大門二丁目平松町

井堀五丁目上富野五丁目菜園場二丁目たかお高尾一丁目ふふるせんばまら古船場町
:いままち今町一丁目かわらぐち香春ロー丁目さかいまち堺町一丁目高尾二丁目へべんてんまち弁天町

今町二丁目香春口二丁目堺町二丁目たかはま高浜一丁目ままなづる真鶴一丁目
かんたりさぶろうまる

今町三丁目神岳一丁目三郎丸一丁目高浜二丁目真鶴二丁目

いもじまち鋳物師町神岳二丁目三郎丸二丁目たかぽう高坊一丁目みみどりがおか緑ケ丘一丁目
うおまちきふねまち

う魚町一丁目き貴船町三郎丸三丁目高坊二丁目緑ケ丘二丁目
きまらさらやままちたかみだい

魚町二丁目木町一丁目皿山町高見台緑ケ丘三丁目

魚町三丁目木町二丁目さんもんらよう山門町たかみねちょう高峰町みなみがおか南丘一丁目
魚町四丁目木町三丁目ししげずみ重住三丁目たてばやしまら竪林町南丘二丁目
うさまち宇佐町一丁目木町四丁目しのざき篠崎一丁目たてまち竪町一丁目南丘三丁目

えお宇佐町二丁目えなみちょう江南町おおたまち大田町おおてまち大手町おおばたけ大畠一丁目きょうまち京町一丁目京町二丁目京町三丁目京町四丁目きよみず清水一丁目篠崎二丁目篠崎三丁目篠崎四丁目篠崎五丁目しもいとうつ下到津一丁目とな竪町二丁目たまち田町ときわまち常盤町とみのだい富野台なかい中井一丁目みはぎの三萩野一丁目三萩野二丁目三萩野三丁目みやこ都一丁目都二丁目
大畠二丁目清水二丁'目下到津二丁目中井二丁目みょうけんちょう妙見町
大畠三丁目清水三丁目下到津三丁目申井三丁目むむうまち室町一丁目

〈大字〉あいのしま清水四丁目下到津四丁目中井四丁目室町二丁目

(大字)藍島あしはら(大字)足原清水五丁目きりがおか霧ケ丘一丁目下到津五丁目しもとみの下富野一丁目中井五丁目なかいぐち中井口め室町三丁目めいわまち明和町



`
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やまだまちべぬましいたかはだいたかの

や山田町(大字)沼北方三丁目志井鷹羽台た高野一丁目
よしのまちはるよししげずみ

よ吉野町(大字)春吉北方四丁目重住一丁目高野二丁目

わかふじちょう.ほりこし「
わ若富士町(大字)堀越北方五丁目重住二丁目高野三丁目

'みなみがたくうこうきたまちしとく

高野四丁目小倉南区(大字)南方もはらく空港北町くさみにし志徳一丁目
(大字)母原朽網西一丁目志徳二丁目高野五丁目

あ〔やまやまもとしもいしだ

あ安部山(大字)山本朽網西二丁目下石田一丁目高野六丁目`
いしだまちゆがわたはら

い石田町(大字)湯川朽網西三丁目下石田二丁目田原一丁目
いしだみなみよこしろ

石田南一丁目(大字)横代朽網西四丁目下石田三丁目田原二丁目
よしだしもじょうの

石田南二丁目(大字)吉田朽網西五丁目下城野一丁目田原三丁目
よぷの1

石田南三丁目(大字)呼野朽網西六丁目下城野二丁目田原四丁目
おさゆきにしかくれみのくさみひがし

お長行西一丁目か隠蓑朽網東一丁目下城野三丁目田原五丁目
かみいしだしもそねたはらしんまち`

長行西二丁目上石田一丁目朽網東二丁目下曽根一丁目.田原新町一丁目

長行西三丁目上石田二丁目朽網東三丁目下曽根二丁目田原新町二丁目1

長行西四丁目上石田三丁目朽網東四丁目下曽根三丁目田原新町三丁目
つだ

長行西五丁目上石田四丁目朽網東五丁目下曽根四丁目つ津田一丁目
おさゆきひがしかみくずはらしもそねしんまち

長行東一丁目上葛原一丁目朽網東六丁目下曽根新町津田二丁目i
くずはらしもぬき

長行東二丁目上葛原二丁目葛原一丁目下貫一丁目津田三丁目
かみそね`

長行東三丁目上曽根一丁目葛原二丁目下貫二丁目津田四丁目

〈大字〉上曽根二丁目葛原三丁目下貫三丁目津田五丁目
いしだつだしんまち

(大字)石田上曽根三丁目葛原四丁目下貫四丁目津田新町一丁目
いしはらまちしもみなみがた

(大字)石原町上曽根四丁目葛原五丁目下南方一丁目津田新町二丁目
いちまるくずはらたかまつ

(大字)市丸上曽根五丁目葛原高松一丁目下南方二丁目津田新町三丁目
いでうらかみそねしんまちしもよしだ

(大字)井手浦上曽根新町葛原高松二丁目下吉田一丁目津田新町四丁目,
おうまかみぬきくずはらひがしっだみなみまち

(大字)合馬上貫一丁目葛原東一丁目下吉田二丁目津田南町
おさゆきとくよしにし

(大字)長行上貫二丁目葛原東二丁目下吉田三丁目と徳吉西一丁目.
かぐめよし.

(大字)頂吉上貫三丁目葛原東三丁目下吉田四丁目徳吉西二丁目
かくれみのかみよしだじょうの

(大字)隠蓑上吉田一丁目葛原東四丁目城野一丁目徳吉西三丁目
がもうとくよしひがし.

(大字)蒲生上吉田二丁目葛原東五丁目城野二丁目徳吉東一丁目
きのした

(大字)木下上吉田三丁目葛原東六丁目城野三丁目徳吉東二丁目[`
くさみくずはらほんまち.

(大字)朽網上吉田四丁目菌原本町一丁目城野四丁目徳吉東三丁目
くずはらしんそね

(大字)葛原上吉田五丁目葛原本町二丁目新曽根徳吉東四丁目1
こもりせいわだい

(大字)小森上吉田六丁目葛原本町三丁目せ星和台一丁目徳吉東五丁目`
しいがもうとくよしみなみ

(大字)志井蒲生一丁目葛原本町四丁目星和台二丁目徳吉南一丁目
しんどうじそねきたまち1

(大字)新道寺蒲生二丁目葛原本町五丁目そ曽根北町徳吉南二丁目
そねそねしんでんきた

(大字)曽根蒲生三丁目葛原本町六丁目曽根新田北一丁目徳吉南三丁目`
そねしんでんくずはらもとまち

(大字)曽根新田蒲生四丁目葛原元町一丁目曽根新田北二丁目徳吉南四丁目`
たかっおとくりき

(大字)高津尾蒲生五丁目葛原元町二丁目曽根新田北三丁目徳カー丁目
たしろきくがおか

(大字)田代き企救丘一丁目葛原元町三丁目曽根新田北四丁目徳力二丁目
つじみつしい

(大字)辻三企救丘二丁目し志井一丁目曽根新田北五丁目徳力三丁目
つだ

(大字)津田企救丘三丁目志井二丁目曽根新田北六丁目徳力四丁目.
どうばる.

(大字)道原企救丘四丁目志井三丁目曽根新田北七丁目徳力五丁目
とくよしそねしんでんみなみ

(大字)徳吉企救丘五丁目志井四丁目曽根新田南一丁目徳力六丁目
とくりき

(大字)徳力企救丘六丁目志井五丁目曽根新田南二丁目徳力七丁目
ながのきたがたとくりきしんまち.

(大字)長野北方一丁目志井六丁目曽根新田南三丁目徳力新町一丁目
ぬきしいこうえん

(大字)貫北方二丁目志井公園曽根新田南四丁目徳力新町二丁目

皐

...,.
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`とくりきだんち徳力団地貫弥生が丘三丁目みなみわかそのまち南若園町若松区片山三丁目
ながおもりつねあおばだいにしかみはらまち

な長尾一丁目貫弥生が丘四丁目も守恒一丁目あ青葉台西一丁目上原町
`ぬましんまちかもおだ

1長尾二丁目沼新町一丁目守恒二丁目青葉台西二丁目鴨生田一丁目

`長尾三丁目沼新町二丁目守恒三丁目青葉台西三丁目鴨生田二丁目

長尾四丁目沼新町三丁目守恒四丁目青葉台西四丁目鴨生田三丁目
ぬまほんまち

.長尾五丁目沼本町一丁目守恒五丁目青葉台西五丁目鴨生田四丁目
もりっねほんまちきたはま

長尾六丁目沼本町二丁目守恒本町一丁目青葉台西六丁目き北浜一丁目
なかそねあおばだいひがしlI中曽根一丁目沼本町三丁目守恒本町二丁目青葉台東一丁目北浜二丁目

きたみなとまち

中曽根二丁目沼本町四丁目守恒本町三丁目青葉台東二丁目北湊町
ぬまみどりまちやえすまちあおばだいみなみきょうなんまち

中曽根三丁目沼緑町一丁目や八重洲町青葉台南一丁目響南町
やまてちゅうおう

中曽根四丁目沼緑町二丁目山手一丁目青葉台南二丁目くくきのうみ中央
くきのはま

中曽根五丁目沼緑町三丁目山手二丁目青葉台南三丁目久岐の浜
あかいわまちこいしほんむらまち

.中曽根六丁目沼緑町四丁目山手三丁目赤岩町こ小石本村町
なかそねしんまちゆがわあかさきまちこいとまち'

.中曽根新町沼緑町五丁目ゆ湯川一丁目赤崎町小糸町
なかそねひがしぬまみなみまちあかしままちこうようまち

中曽根東一丁目沼南町一丁目湯川二丁目赤島町向洋町
いまみつこしき

中曽根東二丁目沼南町二丁目湯川三丁目い今光一丁目小敷ひびきの二丁目

1中曽根東三丁目沼南町三丁目湯川四丁目今光二丁目小敷ひびきの三丁目
はちまんちょうさくらまち

.中曽根東四丁目は八幡町湯川五丁目今光三丁目さ桜町
'はやまちょうゆがわしんまちえいせいがわまちさこだまち

中曽根東五丁目葉山町一丁目湯川新町一丁目え栄盛川町迫田町
おいまつしおや

中曽根東六丁目葉山町二丁目湯川新町二丁目お老松一丁目し塩屋二丁目
なかぬきしおや

中貫一丁目葉山町三丁目湯川新町三丁目老松二丁目塩屋三丁目
はるがおかおおいけまちしもはらまち

1中貫二丁目春ケ丘湯川新町四丁目大池町下原町
なかぬきほんまちひがしぬきよこしろきたまちおおいどまちしんおおたにまち

中貫本町ひ東貫一丁目よ横代北町一丁目大井戸町新大谷町
ながのおおたにまちすたら

長野一丁目東貫二丁目横代北町二丁目大谷町す修多羅一丁目

1長野二丁目東貫三丁目横代北町三丁目〈大字〉修多羅二丁目
ひがしみずまちあますみ

長野三丁目東水町横代北町四丁目(大字)警住修多羅三丁目
ながのひがしまちひのでまちありげたかすきた

長野東町日の出町一丁目横代北町五丁目(大字)有毛た高須北一丁目

ながのほんまち長野本町一丁目日の出町二丁目よこしろはやま横代葉山あんせ(大字)安瀬高須北二丁目
長野本町二丁目ひらおだい平尾台一丁目よこしろひがしまち横代東町一丁目あんや(大字)安屋高須北三丁目

`長野本町三丁目平尾台二丁目横代東町二丁目おおとりい(大字)大鳥居たかすにし高須西一丁目
長野本町四丁目平尾台三丁目横代東町三丁目おだけ(大字)小竹高須西二丁目
なかよしだ中吉田一丁目ふふじみ富士見一丁目横代東町四丁目おとまる(大字)乙丸たかすひがし高須東一丁目

:中吉田二丁目富士見二丁目横代東町五丁目こいし(大字)小石高須東二丁目
i中吉田三丁目富士見三丁目よこしろみなみまち横代南町一丁目こしき(大字)小敷高須東三丁目
1`中吉田四丁目ままいがおか舞ケ丘一丁目横代南町二丁目しおや(大字)塩屋高須東四丁目
…中吉田五丁目.舞ケ丘二丁目横代南町三丁目すたら・(大字)修多羅たかすみなみ高須南一丁目

`に中吉田六丁目にしぬき西貫一丁目舞ケ丘三丁目舞ケ丘四丁目横代南町四丁目横代南町五丁目たかす(大字)高須たけなみ(大字)竹並高須南二丁目高須南三丁目

ー`西貫二丁目にしみずまち西水町になたわかその蜷田若園一丁目み舞ケ丘五丁目舞ケ丘六丁目みなみがた南方一丁目わよしだきざか吉田にれの木坂一丁目吉田にれの木坂二丁目わかその若園一丁目とんだ(大字)頓田はたけだ(大字)畠田はらいがわ(大字)払川高須南四丁目高須南五丁目たなだまち棚田町
蜷田若園二丁目南方二丁目若園二丁目ふじのき(大字)藤木とどうじまる童子丸一丁目

``1..ぬ蜷田若園三丁目ぬきやよいがおか貫弥生が丘一丁目南方三丁目南方四丁目若園三丁目若園四丁目かふたじま(大字)二島かたやま片山一丁目童子丸二丁目どうじまるまち童子丸町
`貫弥生が丘二丁目南方五丁目若園五丁目片山二丁目ななかがわまち中川町

`
.
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なかはたまち奄ふるまえ1.
中畑町古前一丁目尾倉三丁目高見四丁目平野三丁目.
なみうちまちふじみまち

波打町古前二丁目〈大字〉高見五丁目ふ藤見町

ににしこいしまち西小石町ほほんまち本町一丁目えだみつ(大字)枝光たけしたまち竹下町ほほばしら帆柱一丁目
にしそのまちおおくらたしろまち

西園町本町二丁目(大字)大蔵田代町帆柱二丁目
にしてんじんまちおぐらちゃやまち.

西天神町本町三丁目(大字)尾倉ち茶屋町帆柱三丁目

にしはたまち西畑町みみなみふたじま南二島一丁目こく「まの(大字)小熊野ちゅうおう中央一丁目帆柱四丁目
はくさんたしろ

は白山一丁目南二島二丁目(大字)田代中央二丁目帆柱五丁目
まえだまえだ

白山二丁目南二島三丁目(大字)前田中央三丁目ま前田一丁目
わかまつつきだ

白山三丁目南二島四丁目(大字)若松つ槻田一丁目前田二丁目
はたけだかつやま`

畠田一丁目南二島五丁目か勝山一丁目槻田二丁目前田三丁目
みやまえまちてんじんまちまっおまち

畠田二丁目宮前町勝山二丁目て天神町松尾町
みやまるかみほんまちなかおみやたまち

畠田三丁目宮丸一丁目上本町一丁目な中尾一丁目み宮田町1.はただにまちみやのまち

畑谷町宮丸二丁目上本町二丁目中尾二丁目宮の町一丁目
はなのじやながさきまちかみやままち

花野路一丁目や柳崎町神山町中尾三丁目宮の町二丁目
やまてまちかわちなかはたももその

花野路二丁目山手町河内一丁目中畑一丁目も桃園一丁目`
やまのどうまち

花野路三丁目山ノ堂町河内二丁目中畑二丁目桃園二丁目
はままちゆりのまちにしだいらまち.

浜町一丁目ゆ百合野町河内三丁目に西台良町桃園三丁目1
ようじゃくまちかわぶちまちにしほんまち1

浜町二丁目よ用勺町川淵町西本町一丁目桃園四丁目.
わだまちぎおんゆたかまち.

浜町三丁目わ和田町き祇園一丁目西本町二丁目ゆ豊町
はらまち

原町祇園二丁目西本町三丁目

ひひがしこいしまち東小石町八幡東区祇園三丁目西本町四丁目八幡西区
ひがしはたまちあらてにしまるやままちあいおいちょう

東畑町あ荒手一丁目祇園四丁目西丸山町あ相生町
ひがしふたじまぎおんばらまちはごろもまちあおやま

東二島一丁目荒手二丁目祇園原町は羽衣町青山一丁目
あろうだきよたはちおうじまち

東二島二丁目荒生田一丁目清田一丁目八王寺町青山二丁目
はなおまち

東二島三丁目荒生田二丁目清田二丁目花尾町青山三丁目
はるのまちあさかわ

東二島四丁目荒生田三丁目清田三丁目春の町一丁目浅川一丁目
いしっぽまち

東二島五丁目い石坪町清田四丁目春の町二丁目浅川二丁目、
いのくらまちけいしょうまちあさかわがくえんだい

ひびきの猪倉町け景勝町春の町三丁目浅川学園台一丁目
きたいわいまちさんじ

ひびきの北祝町一丁目さ山路一丁目春の町四丁目浅川学園台二丁目
みなみ

ひびきの南一丁目祝町二丁目山路二丁目春の町五丁目浅川学園台三丁目
えだみつさんじまっおまちひがしだ

ひびきの南二丁目え枝光一丁目山路松尾町ひ東田一丁目浅川学園台四丁目1
ひびきまちさんのうあさかわだい.

響町一丁目枝光二丁目山王一丁目東田二丁目浅川台一丁目.

響町二丁目枝光三丁目山王二丁目東田三丁目浅川台二丁目

響町三丁目枝光四丁目山王三丁目東田四丁目浅川台三丁目
ふかまちあさかわひのみね

ふ深町一丁目枝光五丁目山王四丁目東田五丁目浅川日の峯一丁目
えだみっほんまちしょうわひがしだいらまち

深町二丁目枝光本町し昭和一丁目東台良町浅川日の峯二丁目
ふじのきおおくらひがしてっまち

藤ノ木一丁目お大蔵一丁目昭和二丁目東鉄町浅川日の峯三丁目
ひがしまるやままち

藤ノ木二丁目大蔵二丁目昭和三丁目東丸山町浅川日の峯四丁目
しらかわまちひがしやまあさかわまち

藤ノ木三丁目大蔵三丁目白川町東山一丁目浅川町

ふたじま二島一丁目おおたに大谷一丁目すすえひろまち末広町東山二丁目あφお穴生一丁目`
すわひので

二島二丁目大谷二丁目諏訪一丁目日の出一丁目穴生二丁目
おおひらまち＼

二島三丁目大平町諏訪二丁目日の出二丁目穴生三丁目
おおみやまちたかみ

二島四丁目大宮町た高見一丁目日の出三丁目穴生四丁目

二島五丁目おぐら尾倉一丁目高見二丁目ひらの平野一丁目いいけだ池田一丁目
二島六丁目尾倉二丁目高見三丁目平野二丁目池田二丁目

..
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・

iおきたくまにし
.池田三丁目沖田一丁目香月中央三丁目熊西一丁目三ケ森三丁目

いしさか

石坂一丁目沖田二丁目香月中央四丁目熊西二丁目三ケ森四丁目
くろさきしもこうじゃく

11石坂二丁目沖田三丁目香月中央五丁目黒崎一丁目し下上津役一丁目
かっきにし

石坂三丁目沖田四丁目香月西一丁目黒崎二丁目下上津役二丁目
いずみがうら

泉ケ浦一丁目沖田五丁目香月西二丁目黒崎三丁目下上津役三丁目
おひらき

泉ケ浦二丁目御開一丁目香月西三丁目黒崎四丁目下上津役四丁目
しもこうじゃくもとまち

泉ケ浦三丁目御開二丁目香月西四丁目黒崎五丁目下上津役元町
いせいがおかかみかっきくろさきしろいししもはたまち

医生ケ丘御開三丁目上香月一丁目黒崎城石下畑町
いちのせこうがさきまちじゆうがおか

市瀬一丁目御開四丁目上香月二丁目こ皇后崎町自由ヶ丘
.こうとうまちしょうじゅさん

市瀬二丁目御開五丁目上香月三丁目河桃町松寿山一丁目
おりおこうばい

市瀬三丁目折尾一丁目上香月四丁目紅梅一丁目松寿山二丁目
いわさきかみこうじゃく

岩崎一丁巨折尾二丁目上上津役一丁目紅梅二丁目松寿山三丁目
しらいわまち

:岩崎二丁目折尾三丁目上上津役二丁目紅梅三丁目白岩町
じんのはる

岩崎三丁目折尾四丁目上上津役三丁目紅梅四丁目陣原一丁目
1こうみょう

i岩崎四丁目折尾五丁目上上津役四丁目光明一丁目陣原二丁目
.うえのはる

う上の原一丁目〈大字〉上上津役五丁目光明二丁目陣原三丁目
あさかわこさぎだまち

上の原二丁目(大字)浅川上上津役六丁目小鷺田町陣原四丁目
あのおきしのうらこみね

上の原三丁目(大字)穴生き岸の浦一丁目小嶺一丁目陣原五丁目

.上の原四丁目いちのせ(大字〕市瀬岸の浦二丁目'小嶺二丁目じんやま陣山一丁目
`えいのまるえいのまるきたたかみまち

え永犬丸一丁目(大字)永犬丸北鷹見町小嶺三丁目陣山二丁目
'かっききっしょうじまちこみねだい

永犬丸二丁目(大字)香月吉祥寺町小嶺台一丁目陣山三丁目

.永犬丸三丁目かみこうじゃく(大字)上上津役きふねだい貴船台小嶺台二丁目すすがわらまち菅原町
…永犬丸四丁目くすぱし(大字)楠橋きょうらぎまち京良城町小嶺台三丁目せせいた瀬板一丁目

くまでくきなみまち

永犬丸五丁目(大字)熊手く洞南町小嶺台四丁目瀬板二丁目

一えいのまるにしまち永犬丸西町一丁目こしき(大字)小敷くすきた楠北一丁目こやのせ木屋瀬一丁目せいのう清納一丁目
」永犬丸西町二丁目こみね(大字)小嶺楠北二丁目木屋瀬二丁目清納二丁目

永犬丸西町三丁目こやのせ(大字)木屋瀬楠北三丁目木屋瀬三丁目せいわまち星和町

.永犬丸西町四丁目えいのまるひがしまち永犬丸東町一丁目こんこう(大字)金剛ささだ(大字)笹田くすのき楠木一丁目楠木二丁目木屋瀬四丁目木屋瀬五丁目ただいぜん大膳一丁目大膳二丁目
r`永犬丸東町二丁目じんのはる(大字)陣原くすばしかみかた楠橋上方一丁目こんこう金剛一丁目たかえ高江一丁目

:永犬丸東町三丁目.えいのまるみなみまち永犬丸南町一丁目なるみず(大字)鳴水のぶ(大字)野面楠橋上方二丁目くすばししもかた楠橋下方一丁目金剛二丁目金剛三丁目高江二丁目高江三丁目
永犬丸南町二丁目のりまつ(大字)則松楠橋下方二丁目金剛四丁目高江四丁目
永犬丸南町三丁目はた(大字)畑楠橋下方三丁目ささいのかみ幸神一丁目高江五丁目
永犬丸南町四丁目ばばやま(大字)馬場山くすばしにし楠橋西一丁目幸神二丁目たかのす鷹の巣一丁目

1お永犬丸南町五丁目おおうら大浦一丁目ふじた(大字〕藤田ほんじょう(大字)本城楠橋西二丁目楠橋西三丁目幸神三丁目幸神四丁目鷹の巣二丁目鷹の巣三丁目
大浦二丁目かかすがだい春日台一丁目くすぱしひがし楠橋東一丁目さくらがおかまち桜ケ丘町たかみだい鷹見台一丁目

大浦三丁目おおはたまち大畑町おおひら大平一丁目春日台二丁目春日台三丁目春日台四丁目楠橋東二丁目くすばしみなみ楠橋南一丁目楠橋南二丁目さつきだいさっき台一丁目さっき台二丁目さとなか里中一丁目鷹見台二丁目鷹見台三丁目鷹見台四丁目
大平二丁目春日台五丁目楠橋南三丁目里中二丁目たけすえ竹末一丁目

1.大平三丁目おおひらだい大平台おかだまち春日台六丁目かっきちゅうおう香月中央一丁目くまで熊手一丁目熊手二丁目里中三丁目さんがもり三ケ森一丁目竹末二丁目たまち田町一丁目
1岡田町香月中央二丁目熊手三丁目三ケ森二丁目田町二丁目

`



・

ちゃうりまち'みつさだだい

ち茶売町則松二丁目藤原四丁目光貞台一丁目川代二丁目
ちゃやのはるふなこしかんのんじちょう

.茶屋の原一丁目則松三丁目船越一丁目光貞台二丁目観音寺町
きたとりはたまち

茶屋の原二丁目則松四丁目船越二丁目光貞台三丁目き北鳥旗町`
みなみおうじまちぎんざ.

茶屋の原三丁目則松五丁目船越三丁目南王子町銀座一丁目
ふなまちみなみたかみまち`

茶屋の原四丁目則松六丁目舟町南鷹見町銀座二丁目
ちよべっしょまちみなみやちよまちこしば

千代一丁目則松七丁目へ別所町南八千代町こ小芝一丁目
のりまっひがしべっとうまちみはらまち

千代二丁目則松東一丁目別当町美原町小芝二丁目
ほくちくみよしのまち

千代三丁目則松東二丁目ほ北筑一丁目美吉野町小芝三丁目
はぎわらほくちくむくえだこんびらちょう

千代四丁目は萩原一丁目北筑二丁目む椋枝一丁目金比羅町
ほくちくさいわいまち

千代五丁目萩原二丁目北筑三丁目椋枝二丁目さ幸町
ちよがさきほしがおかもとしろまちさかいがわ

千代ケ崎一丁目萩原三丁目星ケ丘一丁目も元城町境川一丁目
ぱぱやまもりしたまち

千代ケ崎二丁目馬場山星ケ丘二丁目森下町境川二丁目
ばばやまにしやしきさわみ

千代ケ崎三丁目馬場山西星ケ丘三丁目や屋敷一丁目沢見一丁目
つきじまちぱぱやまはら

つ築地町馬場山原星ケ丘四丁目屋敷二丁目沢見二丁目
つついまちばばやまひがしやちよまちさんろくまち

筒井町馬場山東一丁目星ケ丘五丁目八千代町三六町
てつおうやつえしいのきちょう

て鉄王一丁目馬場山東二丁目星ケ丘六丁目八枝一丁目し椎ノ木町
やつえしおいまち

鉄王二丁目馬場山東三丁目星ケ丘七丁目八枝二丁目汐井町
てつりゅうばばやまみどりほりかわまちやつえしょうづまち

鉄竜一丁目馬場山緑堀川町八枝三丁目正津町.
ひがしいしざかまちほんじょうやつえしんいけ

鉄竜二丁目ひ東石坂町本城一丁目八枝四丁目新池一丁目.
とうちくひがしおうじまちやつえ

と東筑一丁目東王子町本城二丁目八枝五丁目新池二丁目
ひがしおりおまちやまでらまち`

東筑二丁目東折尾町本城三丁目山寺町新池三丁目
とうのひがしかわがしらまちゆうばるまちしんかわまち

塔野一丁目東川頭町本城四丁目ゆ夕原町新川町
ひがしかんぼらまちようふくじまちすがわら

塔野二丁目東神原町本城五丁目よ養福寺町す菅原一丁目
ひがしなるみずほんじょうがっけんだいりきまるまち

塔野三丁目東鳴水一丁目本城学研台一丁目リ力丸町菅原二丁目
どうほくまちわかば

洞北町東鳴水二丁目本城学研台二丁目わ若葉一丁目菅原三丁目`
ともだ

友田一丁目東鳴水三丁目本城学研台三丁目若葉二丁目菅原四丁目
ほんじょうひがしせんすいちょう

友田二丁目東鳴水四丁目本城東一丁目若葉三丁目せ仙水町
わりこがわせんばう

友田三丁目東鳴水五丁目本城東二丁目割子川一丁目千防一丁目
ながさきまちひがしはままち

な長崎町東浜町本城東三丁目割子川二丁目千防二丁目
なかすひがしまがりまち

中須一丁目東曲里町ひきの本城東四丁目本城東五丁目戸畑区千防三丁目たかみね
中須二丁目引野一丁目た高峰一丁目
なかのはるあさひまち.

中の原一丁目引野二丁目本城東六丁目あ旭町高峰二丁目

中の原二丁目引野三丁目ままちこうじゃくにし町上津役西一丁目あそう浅生一丁目高峰三丁目
ひく「ちまちっちとりまち

中の原三丁目樋口町町上津役西二丁目浅生二丁目つ土取町
なるみずまちひよしだいてんじん

鳴水町日吉台一丁目町上津役西三丁目浅生三丁目て天神一丁目

ににしおうじまち西王子町日吉台二丁目町上津役西四丁目いいちえだ一枝一丁目天神二丁目
にしおりおまち西折尾町日吉台三丁目まちこうじゃくひがし町上津役東一丁目一枝二丁目てんらいじ天籟寺一丁目
にしかわがしらまちひらおまち

西川頭町平尾町町上津役東二丁目一枝三丁目天籟寺二丁目
にしかんばらまちふじたとびはたちょう

西神原町ふ藤田一丁目町上津役東三丁目一枝四丁目と飛幡町

にしなるみず西鳴水一丁目藤田二丁目まとばまち的場町おおきだい沖台一丁目ななかばるしんまち中原新町ll
'まなごなかばるにし

西鳴水二丁目藤田三丁目真名子一丁目沖台二丁目中原西一丁目
にしまがりまち

西曲里町藤田四丁目真名子二丁目〈大字〉中原西二丁目
のぶふじわらまるおまちとばた

の野面一丁目藤原一丁目丸尾町(大字)戸畑中原西三丁目

野面二丁目.藤原二丁目みみつがしら三ッ頭一丁目なかばる(大字)中原なかばるひがし中原東一丁目`」
のりまつかわしろ

則松一丁目藤原三丁目三ッ頭二丁目か川代一丁目中原東二丁目.

.
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.中原東三丁目

中原東四丁目
なかほんまち

中本町
にしおおたに

!に西大谷一丁目

西大谷二丁目
にしさやがたにまち

西鞘ケ谷町
はつねちょう

は初音町
ひがしおおたに

ひ東大谷一丁目

東大谷二丁目

東大谷三丁目
1ひがしさやがたにまち

東鞘ケ谷町
ふくりゅうぎ

.ふ福柳木一丁目

福柳木二丁目
まきやま

ま牧山一丁目

牧山二丁目

牧山三丁目

.牧山四丁目

牧山五丁目
まきやま♪いがん

牧山海岸
まきやましんまち

1牧山新町
まるまち

:丸町一丁目

丸町二丁目

丸町三丁目
みなみとりはたまち

:み南鳥旗町
`めいじまち

め明治町
もとみやまち

`も元宮町
よみや

.よ夜宮一丁目

夜宮二丁目■

`..夜宮三丁目
.

.


