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町字名 事業名 町字名 事業名 町字名 事業名 町字名 事業名 町字名 事業名 町字名 事業名

葵町 中部一 鴨田町字広元 中部二 竜美中二丁目 竜美ヶ丘 柱六丁目 駅西 針崎町字川辺 駅南 蓑川町字野田ノ入 蓑川南部

青木町 中部二 鴨田町字向山 中部二 竜美西一丁目 竜美ヶ丘 柱曙一丁目 柱 針崎町字五反田 駅南 蓑川町字東屋敷 蓑川南部

伊賀新町 石神 鴨田町字山ノ圦 中部二 竜美西二丁目 竜美ヶ丘 柱曙二丁目 柱 針崎町字太夫縄手 駅南 蓑川町字前田 蓑川南部

伊賀町 竜城 鴨田本町 鴨田 竜美東一丁目 竜美ヶ丘 柱曙三丁目 柱 針崎町字中切 駅南 蓑川町字丸山越 蓑川南部

石神町 石神 鴨田南町 中部二 竜美東二丁目 竜美ヶ丘 柱町字折戸 駅南 針崎町字蓮谷 駅南 蓑川町字間渡 蓑川南部

井田新町 中部一 河原町 中部二 竜美東三丁目 竜美ヶ丘 柱町字鐘場 駅東 針崎町字東カンジ 駅東 蓑川町字迎畑 蓑川南部

井田町 竜城 寿町 中部二 竜美南一丁目 竜美ヶ丘 柱町字上荒子 駅東 東蔵前一丁目 東蔵前 蓑川町字藪下 蓑川南部

井田町字茨坪 真伝前田 小針町一丁目 小針 竜美南二丁目 竜美ヶ丘 柱町字下弁当 駅東 東蔵前二丁目 東蔵前 蓑川町字山本 蓑川南部

井田西町 中部一 小針町二丁目 小針 竜美南三丁目 竜美ヶ丘 柱町字権九 駅南 東蔵前町字木平 岩津 明大寺町字大圦 明大寺大圦

井田南町 中部一 小針町三丁目 小針 竜美南四丁目 竜美ヶ丘 柱町字下荒子 駅東 東蔵前町字火打山 岩津 明大寺町字道城ヶ入 竜美ヶ丘

稲熊町字大岡作 真伝特定 小針町字松山 小針 テ 天白町字池田 南部 柱町字下地 駅南 東明大寺町 竜美ヶ丘 向山町 南部

稲熊町字滝道 真伝特定 榮町二丁目 榮町 百々町字東側 中部二 柱町字神明 駅南 日名北町 中部一 六名一丁目 南部

稲熊町字猫沢 真伝特定 榮町三丁目 榮町 百々町字四ツ谷 中部二 柱町字竹ノ花 駅南 中部二 六名二丁目 南部

井ノ口新町 中部二 榮町四丁目 榮町 百々西町 中部二 柱町字土取 駅東 日名中町 中部一 六名三丁目 南部

井ノ口町字河原西 中部二 庄司田一丁目 柱 堂前町一丁目 東阿知和 柱町字堤畔 駅南 日名西町 中部一 六名新町 南部

井ノ口町字楼 中部二 庄司田二丁目 柱 堂前町二丁目 東阿知和 柱町字東荒子 駅東 日名本町 中部一 六名東町 南部

井ノ口町字和田屋 中部二 庄司田三丁目 柱 戸崎新町 南部 柱町字南屋敷 駅南 日名南町 中部一 六名本町 南部

岩津町字生平 岩津 城南町一丁目 城南 戸崎町字上り場東 竜美ヶ丘 柱町字若宮 駅東 広幡町 中部一 六名南一丁目 南部
岩津町一丁目 岩津 城南町二丁目 城南 戸崎町字沢田 羽根 八帖北町 中部一 福岡町字荒追 駅南 六名南二丁目 南部

岩津町二丁目 岩津 城南町三丁目 城南 戸崎町字原山 竜美ヶ丘 八帖町地往還通 八帖 福岡町字南西仲 福岡 本宿茜一丁目 本宿

上地一丁目 上地一 城北町 中部一 戸崎町字棟山 竜美ヶ丘 八帖南町一丁目 八帖 藤川荒古一丁目 蓑川 本宿茜二丁目 本宿

上地二丁目 上地一 真宮町 南部 戸崎元町 南部 八帖南町二丁目 八帖 藤川荒古二丁目 蓑川 本宿西一丁目 本宿

上地三丁目 上地二 真伝一丁目 真伝前田 中岡崎町 中岡崎 羽根北町一丁目 羽根 マ 松橋町二丁目 東阿知和 本宿西二丁目 本宿

上地四丁目 上地二 真伝二丁目 真伝前田 中島中町一丁目 中島 羽根北町二丁目 羽根 美合町字三ノ久保 蓑川南部 本宿台一丁目 本宿

上地一 真伝町字大山 真伝特定 中島中町二丁目 中島 羽根北町三丁目 羽根 美合新町 美合 本宿台二丁目 本宿

上地二 真伝町字鐘鋳 真伝特定 中島中町三丁目 中島 羽根北町四丁目 羽根 蓑川 本宿台三丁目 本宿

上地六丁目 上地一 真伝町字亀山 真伝亀山 中島中町四丁目 中島 羽根北町五丁目 羽根 美合町字下ノ端 蓑川 本宿町字下平五沢 本宿

宇頭北町一丁目 宇頭 真伝町字吉祥 真伝特定 中島西町一丁目 中島 羽根町字池下 駅東 美合西町 広田 本宿町字城屋敷 本宿

宇頭北町二丁目 宇頭 真伝町字清水谷 真伝特定 中島西町二丁目 中島 羽根町字池脇 駅東 三崎町 南部 本宿町字森ノ腰 本宿

宇頭東町 宇頭東 真伝町字ひささぎ 真伝特定 中島西町三丁目 中島 羽根町字北乾地 駅東 緑丘一丁目 緑丘 薮田一丁目 中部二

宇頭南町 宇頭南 真伝町字満場 真伝特定 中島西町四丁目 中島 羽根町字北ノ郷 駅東 緑丘二丁目 上地二 薮田二丁目 中部二

江口一丁目 南部 ス 末広町 中部一 中島東町一丁目 中島 羽根町字貴登野 駅東 緑丘 山綱町一丁目 本宿

江口二丁目 南部 大樹寺一丁目 中部二 中島東町二丁目 中島 羽根町字長田 駅東 緑丘三丁目 緑丘 山綱町二丁目 本宿

江口三丁目 南部 大樹寺二丁目 中部二 中島東町三丁目 中島 羽根町字中田 駅東 南明大寺町 南部 山綱町字上中野 本宿

大西一丁目 竜美ヶ丘 大樹寺三丁目 中部二 中田町 南部 羽根町字西ノ郷 駅東 蓑川新町一丁目 蓑川 山綱町字中野 本宿

大西二丁目 竜美ヶ丘 大門一丁目 中部二 二軒屋町一丁目 中島 羽根町字東荒子 駅東 蓑川新町二丁目 蓑川 竜泉寺町字後山 蓑川南部

大西三丁目 竜美ヶ丘 大門二丁目 中部二 二軒屋町二丁目 中島 羽根町字東ノ郷 駅東 蓑川新町三丁目 蓑川 竜泉寺町字西山畑 蓑川南部

大西町字棚田 竜美ヶ丘 大門三丁目 中部二 錦町 中部一 羽根町字前田 駅東 蓑川町字阿知川原 蓑川南部 若松町字川田 駅南

岡町字東神馬崎南側 蓑川 大門四丁目 中部二 西蔵前町一丁目 岩津 羽根町字若宮 駅東 蓑川町字荒古 蓑川南部 若松町字下ギロ 駅南

小呂町字ミタライ 小呂ミタライ 大門五丁目 中部二 西蔵前町二丁目 岩津 羽根西一丁目 駅西 蓑川町字井ノ口 蓑川南部 若松町字高田 駅南

柿田町 中部一 滝町字外浦 真伝特定 西蔵前町西屋敷 岩津 羽根西二丁目 駅西 蓑川町字入メキ 蓑川南部 若松町字西荒子 駅西

上里一丁目 中部二 竜美旭町 竜美ヶ丘 ネ 野畑町字上川田 駅南 羽根西三丁目 駅西 蓑川町字後田 蓑川南部 若松町字西太夫道下 駅南

上里二丁目 中部二 竜美大圦一丁目 明大寺大圦 ノ 箱柳町字泉 真伝特定 羽根西新町 駅西 蓑川町字川田 蓑川南部 若松町字西之切 駅南

上里三丁目 中部二 竜美大圦二丁目 明大寺大圦 箱柳町字川北 真伝特定 羽根東町一丁目 羽根 蓑川町字小石亀 蓑川南部 若松町字東荒子 駅西

上六名一丁目 南部 竜美北一丁目 竜美ヶ丘 箱柳町字猫沢 真伝特定 羽根東町二丁目 羽根 蓑川町字小深田 蓑川南部 若松町字東太夫道下 駅南

上六名二丁目 南部 竜美北二丁目 竜美ヶ丘 柱一丁目 駅西 羽根東町三丁目 羽根 蓑川町字清水田 蓑川南部 若松町字南之切 駅南

上六名三丁目 南部 竜美新町 おとがわ 柱二丁目 駅西 針崎一丁目 駅西 蓑川町字寺辺 蓑川 若松町字森越 駅南

上六名四丁目 南部 竜美台一丁目 竜美ヶ丘 柱三丁目 駅西 針崎二丁目 駅西 蓑川町字寺辺 蓑川南部 若松町字屋嶋 駅南

鴨田町字猿堂 中部二 竜美台二丁目 竜美ヶ丘 柱四丁目 駅西 針崎町字大坪 駅南 蓑川町字中屋敷 蓑川南部 若松東一丁目 若松

鴨田町字所屋敷 中部二 竜美中一丁目 竜美ヶ丘 柱五丁目 駅西 針崎町字唐桶 駅南 蓑川町字西屋敷 蓑川南部 上地二
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若松東三丁目 若松
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