
地区通し番号 地 区 名 ページ数

1 吉原 1-2

2 伝法 2-3

3 今泉 3-4

4 青葉台 4

5 吉永 4-5

6 元吉原 5-6

7 須津 6-7

8 浮島 7

9 原田 7

10 富士見台 7-8

11 神戸 8

12 吉永北 8

13 大淵 8-9

14 富士駅北1 9-10

15 富士駅北2 10

16 富士北 10-11

17 富士駅南 11

18 田子浦 11-12

19 富士南 12

20 岩松 12

21 岩松北 12-13

22 富士川 13-14

23 松野 14

24 鷹岡 14-15

25 広見 15

26 天間 15-16

27 丘 16

令和４年度町内会・区加入世帯数一覧

令和4年4月1日付けの町内会・区加入世帯数を掲載しています。

ここに掲載されている世帯数は、各町内会・区から報告をいただいている加入世帯数で、人口

統計の世帯数とは異なりますのでご注意ください。



地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

1 吉原 東本通１ ﾋｶﾞｼﾎﾝﾄﾞｳﾘ1 50

1 吉原 東本通２ ﾋｶﾞｼﾎﾝﾄﾞｳﾘ2 42

1 吉原 東本通３ ﾋｶﾞｼﾎﾝﾄﾞｳﾘ3 25

1 吉原 宮町 ﾐﾔﾁｮｳ 60

1 吉原 吉原本町１ ﾖｼﾜﾗﾎﾝﾁｮｳ1 127

1 吉原 吉原本町２ ﾖｼﾜﾗﾎﾝﾁｮｳ2 77

1 吉原 吉原本町３ ﾖｼﾜﾗﾎﾝﾁｮｳ3 136

1 吉原 吉原本町４ ﾖｼﾜﾗﾎﾝﾁｮｳ4 35

1 吉原 西本通り ﾆｼﾎﾝﾄﾞｳﾘ 125

1 吉原 伝馬町 ﾃﾞﾝﾏﾁｮｳ 97

1 吉原 西仲町 ﾆｼﾅｶﾁｮｳ 173

1 吉原 新追町 ｼﾝｵｲﾁｮｳ 68

1 吉原 青島 ｱｵｼﾏ 320

1 吉原 津田 ﾂﾀ 260

1 吉原 荒田島１ ｱﾗﾀｼﾞﾏ1 150

1 吉原 荒田島２ ｱﾗﾀｼﾞﾏ2 165

1 吉原 八代町 ﾔｼﾛﾁｮｳ 25

1 吉原 新通り ｼﾝﾄｵﾘ 96

1 吉原 緑町 ﾐﾄﾞﾘﾁｮｳ 155

1 吉原 南町 ﾐﾅﾐﾁｮｳ 280

1 吉原 依田原１ ﾖﾀﾞﾜﾗ1 68

1 吉原 依田原２ ﾖﾀﾞﾜﾗ2 45

1 吉原 依田原３ ﾖﾀﾞﾜﾗ3 30

1 吉原 依田原４ ﾖﾀﾞﾜﾗ4 22

1 吉原 大和町 ﾔﾏﾄﾁｮｳ 55
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

1 吉原 幸町 ﾐﾕｷﾁｮｳ 20

1 吉原 昭和通り ｼｮｳﾜﾄﾞｳﾘ 170

1 吉原 住吉町 ｽﾐﾖｼﾁｮｳ 25

1 吉原 日吉町１ ﾋﾖｼﾁｮｳ1 25

1 吉原 日吉町２ ﾋﾖｼﾁｮｳ2 53

1 吉原 日吉町３ ﾋﾖｼﾁｮｳ3 82

1 吉原 東国久保 ﾋｶﾞｼｸﾆｸﾎﾞ 410

1 吉原 西国久保 ﾆｼｸﾆｸﾎﾞ 430

1 吉原 錦町１ ﾆｼｷﾁｮｳ1 272

1 吉原 永田町 ﾅｶﾞﾀﾁｮｳ 270

1 吉原 弥生町 ﾔﾖｲﾁｮｳ 60

1 吉原 新青島町 ｼﾝｱｵｼﾏﾁｮｳ 15

1 吉原 高島町 ﾀｶｼﾏﾁｮｳ 338

1 吉原 エンゼル町 ｴﾝｾﾞﾙﾁｮｳ 188

1 吉原 中央町壱番館 ﾁｭｳｵｳﾁｮｳｲﾁﾊﾞﾝｶﾝ 58

2 伝法 宮川町 ﾐﾔｶﾞﾜﾁｮｳ 130

2 伝法 宮の上 ﾐﾔﾉｳｴ 300

2 伝法 三日市 ﾐｯｶｲﾁ 214

2 伝法 長者町 ﾁｮｳｼﾞｬﾏﾁ 280

2 伝法 伝法町１ ﾃﾞﾝﾎﾞｳﾁｮｳ1 670

2 伝法 伝法町２ ﾃﾞﾝﾎﾞｳﾁｮｳ2 600

2 伝法 伝法町３ ﾃﾞﾝﾎﾞｳﾁｮｳ3 79

2 伝法 中桁 ﾅｶｹﾞﾀ 107

2 伝法 上田端 ｶﾐﾀﾊﾞﾀ 302

2 伝法 田端町 ﾀﾊﾞﾀﾁｮｳ 189
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

2 伝法 吉原上中町 ﾖｼﾜﾗｶﾐﾅｶﾁｮｳ 415

2 伝法 中村町 ﾅｶﾑﾗﾁｮｳ 114

2 伝法 千代田町 ﾁﾖﾀﾞﾁｮｳ 134

2 伝法 瓜島 ｳﾘｼﾞﾏ 324

2 伝法 日乃出町 ﾋﾉﾃﾞﾁｮｳ 129

2 伝法 永田町壱番館 ﾅｶﾞﾀﾁｮｳｲﾁﾊﾞﾝｶﾝ 50

2 伝法 サーパス永田町 ｻｰﾊﾟｽﾅｶﾞﾀﾁｮｳ 39

2 伝法 富士日乃出町 ﾌｼﾞﾋﾉﾃﾞﾁｮｳ 38

3 今泉 田宿 ﾀｼﾞｭｸ 77

3 今泉 御殿 ｺﾞﾃﾝ 108

3 今泉 吹上 ﾌｷｱｹﾞ 410

3 今泉 寺市場 ﾃﾗｲﾁﾊﾞ 94

3 今泉 市場 ｲﾁﾊﾞ 26

3 今泉 一の宮町１ ｲﾁﾉﾐﾔﾁｮｳ1 52

3 今泉 一の宮町２ ｲﾁﾉﾐﾔﾁｮｳ2 270

3 今泉 一の宮町３ ｲﾁﾉﾐﾔﾁｮｳ3 228

3 今泉 立小路 ﾀﾃｺｳｼﾞ 77

3 今泉 栄町 ｻｶｴﾁｮｳ 21

3 今泉 富士見町 ﾌｼﾞﾐﾁｮｳ 80

3 今泉 水の上 ﾐｽﾞﾉｳｴ 204

3 今泉 仲町 ﾅｶﾏﾁ 54

3 今泉 泉町 ｲｽﾞﾐﾁｮｳ 40

3 今泉 鍛冶町１ ｶｼﾞﾁｮｳ1 21

3 今泉 鍛冶町２ ｶｼﾞﾁｮｳ2 139

3 今泉 鍛冶町３ ｶｼﾞﾁｮｳ3 38
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

3 今泉 上和田町 ｳｴﾜﾀﾞﾁｮｳ 260

3 今泉 吉原緑ケ丘 ﾖｼﾜﾗﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 260

3 今泉 和田町１ ﾜﾀﾞﾁｮｳ1 50

3 今泉 和田町２ ﾜﾀﾞﾁｮｳ2 135

3 今泉 新橋 ｼﾝﾊﾞｼ 165

3 今泉 依田橋 ﾖﾀﾞﾊﾞｼ 150

3 今泉 駿河台１ ｽﾙｶﾞﾀﾞｲ1 179

3 今泉 駿河台２ ｽﾙｶﾞﾀﾞｲ2 140

3 今泉 駿河台３ ｽﾙｶﾞﾀﾞｲ3 630

3 今泉 駿河台４ ｽﾙｶﾞﾀﾞｲ4 219

3 今泉 南仲町 ﾐﾅﾐﾅｶﾁｮｳ 53

3 今泉 北仲町 ｷﾀﾅｶﾁｮｳ 41

3 今泉 新富士見町 ｼﾝﾌｼﾞﾐﾁｮｳ 67

3 今泉 春日町 ｶｽｶﾞﾁｮｳ 100

4 青葉台 木の宮町 ｷﾉﾐﾔﾁｮｳ 52

4 青葉台 西木の宮町 ﾆｼｷﾉﾐﾔﾁｮｳ 620

4 青葉台 東木の宮 ﾋｶﾞｼｷﾉﾐﾔﾁｮｳ 150

4 青葉台 一色 ｲｯｼｷ 520

4 青葉台 荻の原 ｵｷﾞﾉﾊﾗ 345

4 青葉台 茶の木平 ﾁｬﾉｷﾀﾞｲﾗ 279

4 青葉台 青葉台南 ｱｵﾊﾞﾀﾞｲﾐﾅﾐ 410

4 青葉台 高山 ﾀｶﾔﾏ 50

4 青葉台 若松町１ ﾜｶﾏﾂﾁｮｳ1 251

4 青葉台 若松町３ ﾜｶﾏﾂﾁｮｳ3 351

5 吉永 富士岡入町 ﾌｼﾞｵｶｲﾘﾁｮｳ 156
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

5 吉永 富士岡町１ ﾌｼﾞｵｶﾁｮｳ1 64

5 吉永 富士岡町２ ﾌｼﾞｵｶﾁｮｳ2 82

5 吉永 富士岡町３ ﾌｼﾞｵｶﾁｮｳ3 69

5 吉永 富士岡本花守町 ﾌｼﾞｵｶﾎﾝﾊﾅﾓﾘﾁｮｳ 168

5 吉永 富士岡渋脇町 ﾌｼﾞｵｶｼﾌﾞﾜｷﾁｮｳ 238

5 吉永 富士岡花守町 ﾌｼﾞｵｶﾊﾅﾓﾘﾁｮｳ 129

5 吉永 東比奈町１ ﾋｶﾞｼﾋﾅﾁｮｳ1 165

5 吉永 東比奈町２ ﾋｶﾞｼﾋﾅﾁｮｳ2 353

5 吉永 東比奈町３ ﾋｶﾞｼﾋﾅﾁｮｳ3 241

5 吉永 中比奈町１ ﾅｶﾋﾅﾁｮｳ1 102

5 吉永 中比奈町２ ﾅｶﾋﾅﾁｮｳ2 160

5 吉永 中比奈町３ ﾅｶﾋﾅﾁｮｳ3 195

5 吉永 西比奈町１ ﾆｼﾋﾅﾁｮｳ1 80

5 吉永 西比奈町２ ﾆｼﾋﾅﾁｮｳ2 56

5 吉永 西比奈町３ ﾆｼﾋﾅﾁｮｳ3 56

6 元吉原 鈴川本町 ｽｽﾞｶﾜﾎﾝﾁｮｳ 58

6 元吉原 鈴川町３ ｽｽﾞｶﾜﾁｮｳ3 119

6 元吉原 鈴川町４ ｽｽﾞｶﾜﾁｮｳ4 125

6 元吉原 鈴川町５ ｽｽﾞｶﾜﾁｮｳ5 283

6 元吉原 鈴川浜町東通り ｽｽﾞｶﾜﾊﾏﾁｮｳﾋｶﾞｼﾄﾞｳﾘ 137

6 元吉原 鈴川浜町中通り ｽｽﾞｶﾜﾊﾏﾁｮｳﾅｶﾄﾞｳﾘ 75

6 元吉原 鈴川浜町西通り ｽｽﾞｶﾜﾊﾏﾁｮｳﾆｼﾄﾞｳﾘ 90

6 元吉原 今井本町 ｲﾏｲﾎﾝﾁｮｳ 240

6 元吉原 今井東町 ｲﾏｲﾋｶﾞｼﾁｮｳ 110

6 元吉原 今井毘沙門町 ｲﾏｲﾋﾞｼｬﾓﾝﾁｮｳ 14
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

6 元吉原 大野町 ｵｵﾉﾁｮｳ 300

6 元吉原 檜町 ﾋﾉｷﾁｮｳ 146

6 元吉原 田中町 ﾀﾅｶﾁｮｳ 121

6 元吉原 西田中町 ﾆｼﾀﾅｶﾁｮｳ 40

6 元吉原 柏原町１ ｶｼﾜﾊﾞﾗﾁｮｳ1 214

6 元吉原 柏原町２ ｶｼﾜﾊﾞﾗﾁｮｳ2 261

6 元吉原 柏原町３ ｶｼﾜﾊﾞﾗﾁｮｳ3 62

7 須津 中里町１ ﾅｶｻﾞﾄﾁｮｳ1 250

7 須津 中里町２ ﾅｶｻﾞﾄﾁｮｳ2 125

7 須津 中里町３ ﾅｶｻﾞﾄﾁｮｳ3 380

7 須津 中里町４ ﾅｶｻﾞﾄﾁｮｳ4 190

7 須津 中里新富町 ﾅｶｻﾞﾄｼﾝﾄﾐﾁｮｳ 121

7 須津 中里八幡町 ﾅｶｻﾞﾄﾊﾁﾏﾝﾁｮｳ 325

7 須津 川尻町１ ｶﾜｼﾘﾁｮｳ1 107

7 須津 川尻町２ ｶﾜｼﾘﾁｮｳ2 96

7 須津 神谷町１ ｶﾐﾔﾁｮｳ1 168

7 須津 神谷町２ ｶﾐﾔﾁｮｳ2 361

7 須津 神谷町３ ｶﾐﾔﾁｮｳ3 183

7 須津 増川町１ ﾏｽｶﾞﾜﾁｮｳ1 102

7 須津 増川町２ ﾏｽｶﾞﾜﾁｮｳ2 155

7 須津 増川町３ ﾏｽｶﾞﾜﾁｮｳ3 163

7 須津 江尾町１ ｴﾉｵﾁｮｳ1 205

7 須津 江尾町２ ｴﾉｵﾁｮｳ2 171

7 須津 中里寿町 ﾅｶｻﾞﾄｺﾄﾌﾞｷﾁｮｳ 125

7 須津 中里曙町 ﾅｶｻﾞﾄｱｹﾎﾞﾉﾁｮｳ 114
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

7 須津 神谷緑町 ｶﾐﾔﾐﾄﾞﾘﾁｮｳ 132

8 浮島 浮島町１ ｳｷｼﾏﾁｮｳ1 166

8 浮島 浮島町２ ｳｷｼﾏﾁｮｳ2 139

8 浮島 浮島町３ ｳｷｼﾏﾁｮｳ3 170

9 原田 宇東川町１ ｳﾄｶﾞﾜﾁｮｳ1 52

9 原田 宇東川町２ ｳﾄｶﾞﾜﾁｮｳ2 175

9 原田 宇東川町３ ｳﾄｶﾞﾜﾁｮｳ3 196

9 原田 宇東川本町 ｳﾄｶﾞﾜﾎﾝﾁｮｳ 180

9 原田 西滝川町 ﾆｼﾀｷｶﾞﾜﾁｮｳ 79

9 原田 南滝川町 ﾐﾅﾐﾀｷｶﾞﾜﾁｮｳ 74

9 原田 東滝川町 ﾋｶﾞｼﾀｷｶﾞﾜﾁｮｳ 124

9 原田 北滝川町 ｷﾀﾀｷｶﾞﾜﾁｮｳ 142

9 原田 原田町１ ﾊﾗﾀﾞﾁｮｳ1 43

9 原田 原田町２ ﾊﾗﾀﾞﾁｮｳ2 84

9 原田 原田町３ ﾊﾗﾀﾞﾁｮｳ3 137

9 原田 原田町４ ﾊﾗﾀﾞﾁｮｳ4 162

9 原田 原田本町 ﾊﾗﾀﾞﾎﾝﾁｮｳ 75

9 原田 吉原中島町１ ﾖｼﾜﾗﾅｶｼﾞﾏﾁｮｳ1 130

9 原田 吉原中島町２ ﾖｼﾜﾗﾅｶｼﾞﾏﾁｮｳ2 203

9 原田 三ツ沢町１ ﾐﾂｻﾞﾜﾁｮｳ1 205

9 原田 三ツ沢町２ ﾐﾂｻﾞﾜﾁｮｳ2 160

9 原田 三ツ沢町３ ﾐﾂｻﾞﾜﾁｮｳ3 98

10 富士見台 富士見台１ ﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ1 170

10 富士見台 富士見台２北 ﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ2ｷﾀ 274

10 富士見台 富士見台２南 ﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ2ﾐﾅﾐ 143
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

10 富士見台 富士見台３ ﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ3 323

10 富士見台 富士見台５ ﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ5 189

10 富士見台 富士見台６ ﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ6 160

10 富士見台 富士見台７ ﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ7 299

10 富士見台 富士見台８ ﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ8 300

10 富士見台 富士見台４東 ﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ4ﾋｶﾞｲｼ 180

10 富士見台 富士見台４西 ﾌｼﾞﾐﾀﾞｲ4ﾆｼ 84

11 神戸 神戸１ ｺﾞｳﾄﾞ1 671

11 神戸 神戸２ ｺﾞｳﾄﾞ2 232

11 神戸 今宮 ｲﾏﾐﾔ 305

12 吉永北 間門町 ﾏｶﾄﾞﾁｮｳ 84

12 吉永北 鵜無ケ淵町１ ｳﾅｲｶﾞﾌﾁﾁｮｳ1 134

12 吉永北 鵜無ケ淵町２ ｳﾅｲｶﾞﾌﾁﾁｮｳ2 91

12 吉永北 桑崎町 ｶｻﾞｷﾁｮｳ 90

12 吉永北 石井町 ｲｼｲﾁｮｳ 28

12 吉永北 勢子辻 ｾｺﾂｼﾞ 12

12 吉永北 陽光台東 ﾖｳｺｳﾀﾞｲﾋｶﾞｼ 148

12 吉永北 陽光台西 ﾖｳｺｳﾀﾞｲﾆｼ 116

12 吉永北 陽光台南 ﾖｳｺｳﾀﾞｲﾐﾅﾐ 170

13 大淵 大久保町 ｵｵｸﾎﾞﾁｮｳ 58

13 大淵 大淵町１ ｵｵﾌﾞﾁﾁｮｳ1 99

13 大淵 大淵町２ ｵｵﾌﾞﾁﾁｮｳ2 101

13 大淵 大淵町３ ｵｵﾌﾞﾁﾁｮｳ3 29

13 大淵 八王子町１ ﾊﾁｵｳｼﾞﾁｮｳ1 196

13 大淵 八王子町２ ﾊﾁｵｳｼﾞﾁｮｳ2 226
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

13 大淵 八王子本町 ﾊﾁｵｳｼﾞﾎﾝﾁｮｳ 100

13 大淵 穴原町１ ｱﾅﾊﾗﾁｮｳ1 216

13 大淵 穴原町２ ｱﾅﾊﾗﾁｮｳ2 115

13 大淵 中野町１ ﾅｶﾉﾁｮｳ1 384

13 大淵 中野町２ ﾅｶﾉﾁｮｳ2 135

13 大淵 落合町 ｵﾁｱｲﾁｮｳ 185

13 大淵 片倉町 ｶﾀｸﾗﾁｮｳ 230

13 大淵 三ツ倉町 ﾐﾂｸﾗﾁｮｳ 419

13 大淵 富士本中町 ﾌｼﾞﾓﾄﾅｶﾁｮｳ 94

13 大淵 富士本西町 ﾌｼﾞﾓﾄﾆｼﾁｮｳ 67

13 大淵 大富町 ｵｵﾄﾐﾁｮｳ 97

13 大淵 次郎長町 ｼﾞﾛﾁｮｳﾁｮｳ 75

13 大淵 境町 ｻｶｲﾁｮｳ 59

13 大淵 城山町 ｼﾛﾔﾏﾁｮｳ 510

13 大淵 希望ケ丘 ｷﾎﾞｳｶﾞｵｶ 177

13 大淵 大峯町 ｵｵﾐﾈﾁｮｳ 93

14-1 富士駅北１ 本市場１ ﾓﾄｲﾁﾊﾞ1 34

14-1 富士駅北１ 本市場２ ﾓﾄｲﾁﾊﾞ2 224

14-1 富士駅北１ 本市場３ ﾓﾄｲﾁﾊﾞ3 112

14-1 富士駅北１ 本市場４ ﾓﾄｲﾁﾊﾞ4 105

14-1 富士駅北１ 国久 ｸﾆﾋｻ 306

14-1 富士駅北１ 塔の木 ﾄｳﾉｷ 90

14-1 富士駅北１ 塔の木２ ﾄｳﾉｷ2 47

14-1 富士駅北１ 川原宿 ｶﾜﾗｼﾞｭｸ 280

14-1 富士駅北１ 藤間 ﾄｳﾏ 712
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

14-1 富士駅北１ 蓼原１ ﾀﾃﾞﾜﾗ1 95

14-1 富士駅北１ 蓼原２ ﾀﾃﾞﾜﾗ2 69

14-1 富士駅北１ 蓼原３ ﾀﾃﾞﾜﾗ3 170

14-1 富士駅北１ 蓼原４ ﾀﾃﾞﾜﾗ4 36

14-1 富士駅北１ 十兵衛北 ｼﾞｭｳﾍﾞｴｷﾀ 5

14-1 富士駅北１ 千寿町 ｾﾝｼﾞｭﾁｮｳ 40

14-1 富士駅北１ 蓼原５ ﾀﾃﾞﾜﾗ5 79

14-2 富士駅北２ 柚木 ﾕﾉｷ 1205

14-2 富士駅北２ 平垣２ ﾍｲｶﾞｷ2 166

14-2 富士駅北２ 平垣３ ﾍｲｶﾞｷ3 92

14-2 富士駅北２ 銀座町 ｷﾞﾝｻﾞﾁｮｳ 75

14-2 富士駅北２ 平垣八幡町 ﾍｲｶﾞｷﾊﾁﾏﾝﾁｮｳ 158

14-2 富士駅北２ 富士本町 ﾌｼﾞﾎﾝﾁｮｳ 220

14-2 富士駅北２ 富士町 ﾌｼﾞﾁｮｳ 395

14-2 富士駅北２ 平垣町 ﾍｲｶﾞｷﾁｮｳ 172

14-2 富士駅北２ 平垣北町 ﾍｲｶﾞｷｷﾀﾁｮｳ 275

14-2 富士駅北２ 水戸島上 ﾐﾄｼﾞﾏｶﾐ 243

14-2 富士駅北２ 松岡東 ﾏﾂｵｶﾋｶﾞｼ 63

15 富士北 青葉町 ｱｵﾊﾞﾁｮｳ 380

15 富士北 浅間町 ｾﾝｹﾞﾝﾁｮｳ 225

15 富士北 本市場新田 ﾓﾄｲﾁﾊﾞｼﾝﾃﾞﾝ 84

15 富士北 松本 ﾏﾂﾓﾄ 1142

15 富士北 富士中島上 ﾌｼﾞﾅｶｼﾞﾏｶﾐ 553

15 富士北 富士中島下 ﾌｼﾞﾅｶｼﾞﾏｼﾓ 250

15 富士北 中島新道町 ﾅｶｼﾞﾏｼﾝﾄﾞｳﾁｮｳ 475
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

15 富士北 くすの木町 ｸｽﾉｷﾁｮｳ 54

16 富士駅南 上横割 ｶﾐﾖｺﾜﾘ 410

16 富士駅南 十兵衛南 ｼﾞｭｳﾍﾞｴﾐﾅﾐ 291

16 富士駅南 下横割南 ｼﾓﾖｺﾜﾘﾐﾅﾐ 846

16 富士駅南 下横割北 ｼﾓﾖｺﾜﾘｷﾀ 330

16 富士駅南 水戸島中 ﾐﾄｼﾞﾏﾅｶ 440

16 富士駅南 水戸島下 ﾐﾄｼﾞﾏｼﾀ 1040

16 富士駅南 水戸島南町 ﾐﾄｼﾞﾏﾐﾅﾐﾁｮｳ 76

16 富士駅南 四丁河原南 ｼﾁｮｳｶﾞﾜﾗﾐﾅﾐ 780

16 富士駅南 水戸島上南 ﾐﾄｼﾞﾏｶﾐﾐﾅﾐ 650

17 田子浦 柳島 ﾔﾅｷﾞｼﾏ 430

17 田子浦 柳島日東 ﾔﾅｷﾞｼﾏﾆｯﾄｳ 82

17 田子浦 川成島 ｶﾜﾅﾘｼﾞﾏ 29

17 田子浦 東宮島 ﾋｶﾞｼﾐﾔｼﾞﾏ 550

17 田子浦 新浜 ｼﾝﾊﾞﾏ 870

17 田子浦 中丸浜 ﾅｶﾏﾙﾊﾏ 620

17 田子浦 小須 ｵｽ 152

17 田子浦 田子 ﾀｺﾞ 124

17 田子浦 鮫島 ｻﾒｼﾞﾏ 100

17 田子浦 江川 ｴｶﾞﾜ 153

17 田子浦 前田新田 ﾏｴﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝ 187

17 田子浦 前田 ﾏｴﾀﾞ 178

17 田子浦 宮島新田 ﾐﾔｼﾞﾏｼﾝﾃﾞﾝ 757

17 田子浦 助六 ｽｹﾛｸ 290

17 田子浦 下川成 ｼﾓｶﾜﾅﾘ 155

11



地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

17 田子浦 中丸丘 ﾅｶﾏﾙ 431

18 富士南 森島 ﾓﾘｼﾞﾏ 1530

18 富士南 宮下 ﾐﾔｼﾀ 1308

18 富士南 西宮島 ﾆｼﾐﾔｼﾞﾏ 960

18 富士南 千鳥町 ﾁﾄﾞﾘﾁｮｳ 154

18 富士南 富士見ケ丘 ﾌｼﾞﾐｶﾞｵｶ 70

18 富士南 自由ケ丘 ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶ 363

18 富士南 上五貫島 ｶﾐｺﾞｶﾝｼﾞﾏ 183

18 富士南 下五貫島 ｼﾓｺﾞｶﾝｼﾞﾏ 341

18 富士南 三四軒屋 ｻﾝｼｹﾝﾔ 379

18 富士南 靖国町 ﾔｽｸﾆﾁｮｳ 450

18 富士南 浜添 ﾊﾏｿﾞｴ 185

19 岩松 浦町 ｳﾗﾏﾁ 989

19 岩松 林町 ﾊﾔｼﾁｮｳ 273

19 岩松 新町 ｼﾝﾏﾁ 182

19 岩松 橋下 ﾊｼｼﾀ 975

19 岩松 四丁河原上 ｼﾁｮｳｶﾞﾜﾗｶﾐ 170

19 岩松 四丁河原下 ｼﾁｮｳｶﾞﾜﾗｼﾓ 784

19 岩松 水神 ｽｲｼﾞﾝ 147

20 岩松北 四ツ家 ﾖﾂﾔ 1078

20 岩松北 上町 ｶﾐﾁｮｳ 88

20 岩松北 富士上中 ﾌｼﾞｶﾐﾅｶ 95

20 岩松北 富士下中 ﾌｼﾞｼﾓﾅｶ 150

20 岩松北 瀬戸河原 ｾﾄｶﾞﾜﾗ 98

20 岩松北 富士緑ケ丘 ﾌｼﾞﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 113
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

20 岩松北 東田 ﾋｶﾞｼﾀﾞ 390

20 岩松北 旭町 ｱｻﾋﾁｮｳ 468

20 岩松北 滝戸 ﾀｷﾄﾞ 692

20 岩松北 湯沢平１ ﾕｻﾞﾜﾀﾞｲﾗ1 122

20 岩松北 湯沢平２ ﾕｻﾞﾜﾀﾞｲﾗ2 150

21 富士川 木島 ｷｼﾞﾏ 78

21 富士川 小山 ｵﾔﾏ 56

21 富士川 室野 ﾑﾛﾉ 25

21 富士川 相生町 ｱｲｵｲﾁｮｳ 255

21 富士川 岩淵上町 ｲﾜﾌﾞﾁｶﾐﾁｮｳ 150

21 富士川 吉津 ﾖｼﾂﾞ 104

21 富士川 舟山町 ﾌﾅﾔﾏﾁｮｳ 55

21 富士川 坂下 ｻｶｼﾀ 68

21 富士川 岩淵旭町 ｲﾜﾌﾞﾁｱｻﾋﾁｮｳ 104

21 富士川 中之郷堺町 ﾅｶﾉｺﾞｳｻｶｴﾁｮｳ 93

21 富士川 中之郷川坂 ﾅｶﾉｺﾞｳｶﾜｻｶ 87

21 富士川 中之郷新町 ﾅｶﾉｺﾞｳｼﾝﾏﾁ 98

21 富士川 新町本町 ｼﾝﾏﾁﾎﾝﾁｮｳ 136

21 富士川 四十九町 ｼｼﾞｭｳｸﾁｮｳ 136

21 富士川 中之郷宮町 ﾅｶﾉｺﾞｳﾐﾔﾁｮｳ 364

21 富士川 小池 ｺｲｹ 215

21 富士川 大楽窪 ﾀﾞｲﾗｸﾎﾞ 79

21 富士川 中之郷本通１ ﾅｶﾉｺﾞｳﾎﾝﾄﾞｳﾘ1 60

21 富士川 中之郷本通３ ﾅｶﾉｺﾞｳﾎﾝﾄﾞｳﾘ3 30

21 富士川 中之郷本通４ ﾅｶﾉｺﾞｳﾎﾝﾄﾞｳﾘ4 52
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

21 富士川 中之郷幸町 ﾅｶﾉｺﾞｳｻｲﾜｲﾁｮｳ 94

21 富士川 東町１ ｱｽﾞﾏﾁｮｳ1 228

21 富士川 東町２ ｱｽﾞﾏﾁｮｳ2 194

21 富士川 中之郷日の出町 ﾅｶﾉｺﾞｳﾋﾉﾃﾞﾁｮｳ 45

21 富士川 かぎあな ｶｷﾞｱﾅ 19

22 松野 南松野１ ﾐﾅﾐﾏﾂﾉ1 188

22 松野 南松野２ ﾐﾅﾐﾏﾂﾉ2 250

22 松野 松野富士見町 ﾏﾂﾉﾌｼﾞﾐﾁｮｳ 79

22 松野 松野八幡町 ﾏﾂﾉﾊﾁﾏﾝﾁｮｳ 341

22 松野 富士松野 ﾌｼﾞﾏﾂﾉ 253

22 松野 清水町 ｼﾐｽﾞﾁｮｳ 293

22 松野 大北町 ｵｵｷﾀﾁｮｳ 271

22 松野 侭下町 ﾏﾏｼﾀﾁｮｳ 91

22 松野 中野台 ﾅｶﾉﾀﾞｲ 450

23 鷹岡 厚原西 ｱﾂﾊﾗﾆｼ 1161

23 鷹岡 久沢東 ｸｻﾞﾜﾋｶﾞｼ 485

23 鷹岡 久沢西 ｸｻﾞﾜﾆｼ 735

23 鷹岡 久沢南 ｸｻﾞﾜﾐﾅﾐ 140

23 鷹岡 久沢北 ｸｻﾞﾜｷﾀ 282

23 鷹岡 鷹岡本町１ ﾀｶｵｶﾎﾝﾁｮｳ1 120

23 鷹岡 鷹岡本町２ ﾀｶｵｶﾎﾝﾁｮｳ2 85

23 鷹岡 鷹岡本町３ ﾀｶｵｶﾎﾝﾁｮｳ3 110

23 鷹岡 入山瀬東 ｲﾘﾔﾏｾﾋｶﾞｼ 305

23 鷹岡 入山瀬西 ｲﾘﾔﾏｾﾆｼ 251

23 鷹岡 入山瀬天王町 ｲﾘﾔﾏｾﾃﾝﾉｳﾁｮｳ 210
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

23 鷹岡 入山瀬久保 ｲﾘﾔﾏｾｸﾎﾞ 216

24 広見 広見町１ ﾋﾛﾐﾁｮｳ1 150

24 広見 広見町２ ﾋﾛﾐﾁｮｳ2 130

24 広見 広見町３ ﾋﾛﾐﾁｮｳ3 100

24 広見 広見町４ ﾋﾛﾐﾁｮｳ4 70

24 広見 広見町５ ﾋﾛﾐﾁｮｳ5 113

24 広見 広見町６ ﾋﾛﾐﾁｮｳ6 334

24 広見 広見町７ ﾋﾛﾐﾁｮｳ7 264

24 広見 広見町８ ﾋﾛﾐﾁｮｳ8 132

24 広見 広見町９ ﾋﾛﾐﾁｮｳ9 430

24 広見 百合ケ丘 ﾕﾘｶﾞｵｶ 78

24 広見 桜ケ丘町 ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｮｳ 506

24 広見 美原町 ﾐﾊﾗﾁｮｳ 190

24 広見 若松町２ ｲﾜﾏﾂﾁｮｳ2 120

24 広見 久保町 ｸﾎﾞﾁｮｳ 139

24 広見 三ツ倉南町 ﾐﾂｸﾗﾐﾅﾐﾁｮｳ 95

24 広見 石坂町１ ｲｼｻﾞｶﾁｮｳ1 358

24 広見 石坂町２ ｲｼｻﾞｶﾁｮｳ2 310

24 広見 石坂町３ ｲｼｻﾞｶﾁｮｳ3 308

24 広見 石坂町４ ｲｼｻﾞｶﾁｮｳ4 406

24 広見 源太坂 ｹﾞﾝﾀｻﾞｶ 38

25 天間 天間南 ﾃﾝﾏﾐﾅﾐ 508

25 天間 天間川坂 ﾃﾝﾏｶﾜｻｶ 321

25 天間 天間田代 ﾃﾝﾏﾀｼﾛ 107

25 天間 天間北１ ﾃﾝﾏｷﾀ1 566
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地区番号 地 区 町内会・区名 町内会ﾌﾘｶﾞﾅ 世帯数

25 天間 天間北２ ﾃﾝﾏｷﾀ2 458

25 天間 天間東 ﾃﾝﾏﾋｶﾞｼ 397

26 丘 傘木 ｶﾗｶｻｷﾞ 720

26 丘 片宿 ｶﾀｼｭｸ 128

26 丘 末広町 ｽｴﾋﾛﾁｮｳ 103

26 丘 厚原中 ｱﾂﾊﾗﾅｶ 510

26 丘 厚原南 ｱﾂﾊﾗﾐﾅﾐ 290

26 丘 厚原北１ ｱﾂﾊﾗｷﾀ1 500

26 丘 厚原北２ ｱﾂﾊﾗｷﾀ2 550

26 丘 厚原東１ ｱﾂﾊﾗﾋｶﾞｼ1 250

26 丘 厚原東２ ｱﾂﾊﾗﾋｶﾞｼ2 370

26 丘 厚原東３ ｱﾂﾊﾗﾋｶﾞｼ3 635

26 丘 傘木北 ｶﾗｶｻｷﾞｷﾀ 164

合計世帯数 86954
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