
注１　平成28年2月1日更新の最新版です。

注２　各町の面積は、平成元年11月10日付官報第233号により建設省国土地理院が公表した昭和63年10月1日

　　　 現在の区市町村別面積値を基準として、地形図を基に測定し直した値を基礎データとしています。

町名 読み方 面積（K㎡） 実施状況

1 あ 暁町一丁目 あかつきちょういっちょうめ 0.35 実施

2 暁町二丁目 あかつきちょうにちょうめ 0.324 実施

3 暁町三丁目 あかつきちょうさんちょうめ 0.221 実施

4 旭町 あさひちょう 0.179 実施

5 東町 あずまちょう 0.042 実施

6 い 石川町 いしかわまち 2.657 　

7 泉町 いずみちょう 0.43 　

8 犬目町 いぬめまち 2.427 　

9 う 上野町 うえのまち 0.279 　

10 打越町 うちこしまち 1.493 　

11 宇津木町 うつきまち 1.012 　

12 宇津貫町 うつぬきまち 0.369 　

13 梅坪町 うめつぼまち 0.465 　

14 裏高尾町 うらたかおまち 9.247 　

15 お 追分町 おいわけちょう 0.077 実施

16 大塚 おおつか 1.07 　

17 大船町 おおふねまち 0.92 　

18 大谷町 おおやまち 1.258 　

19 大横町 おおよこちょう 0.163 実施

20 大和田町一丁目 おおわだまちいっちょうめ 0.458 実施

21 大和田町二丁目 おおわだまちにちょうめ 0.187 実施

22 大和田町三丁目 おおわだまちさんちょうめ 0.301 実施

23 大和田町四丁目 おおわだまちよんちょうめ 0.212 実施

24 大和田町五丁目 おおわだまちごちょうめ 0.244 実施

25 大和田町六丁目 おおわだまちろくちょうめ 0.282 実施

26 大和田町七丁目 おおわだまちななちょうめ 0.268 実施

27 小門町 おかどまち 0.155 　

28 尾崎町 おさきまち 0.185 　

29 小津町 おつまち 6.456 　

30 か 鹿島 かしま 0.324 　

31 加住町一丁目 かすみまちいっちょうめ 0.684 　

町別住居表示実施状況一覧表
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町名 読み方 面積（K㎡） 実施状況

32 か 加住町二丁目 かすみまちにちょうめ 0.806 　

33 片倉町 かたくらまち 3.079 　

34 叶谷町 かのうやまち 0.305 　

35 上壱分方町 かみいちぶかたまち 0.687 　

36 上恩方町 かみおんがたまち 22.868 　

37 上川町 かみかわまち 7.941 　

38 上柚木 かみゆぎ 1.004 　

39 上柚木二丁目 かみゆぎにちょうめ 0.415 　

40 上柚木三丁目 かみゆぎさんちょうめ 0.409 　

41 川口町 かわぐちまち 5.007 　

42 川町 かわまち 1.777 　

43 き 北野台一丁目 きたのだいいっちょうめ 0.177 実施

44 北野台二丁目 きたのだいにちょうめ 0.146 実施

45 北野台三丁目 きたのだいさんちょうめ 0.18 実施

46 北野台四丁目 きたのだいよんちょうめ 0.18 実施

47 北野台五丁目 きたのだいごちょうめ 0.182 実施

48 北野町 きたのまち 1.247 　

49 絹ケ丘一丁目 きぬがおかいっちょうめ 0.267 実施

50 絹ケ丘二丁目 きぬがおかにちょうめ 0.208 実施

51 絹ケ丘三丁目 きぬがおかさんちょうめ 0.201 実施

52 清川町 きよかわちょう 0.145 　

53 く 椚田町 くぬぎだまち 1.023 　

54 久保山町一丁目 くぼやまちょういっちょうめ 0.268 　

55 久保山町二丁目 くぼやまちょうにちょうめ 0.483 　

56 こ 越 野 こし の 0.458 　

57 小比企町 こびきまち 1.521 　

58 小宮町 こみやまち 1.184 　

59 子安町一丁目 こやすまちいっちょうめ 0.27 実施

60 子安町二丁目 こやすまちにちょうめ 0.266 実施

61 子安町三丁目 こやすまちさんちょうめ 0.224 実施

62 子安町四丁目 こやすまちよんちょうめ 0.12 実施

63 さ 左入町 さにゅうまち 0.723 　

64 散田町一丁目 さんだまちいっちょうめ 0.094 実施

65 散田町二丁目 さんだまちにちょうめ 0.299 実施

66 散田町三丁目 さんだまちさんちょうめ 0.289 実施

67 散田町四丁目 さんだまちよんちょうめ 0.212 実施

68 散田町五丁目 さんだまちごちょうめ 0.333 実施
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町名 読み方 面積（K㎡） 実施状況

69 し 下恩方町 しもおんがたまち 5.654 　

70 下柚木 しもゆぎ 1.157 　

71 下柚木二丁目 しもゆぎにちょうめ 0.32 　

72 下柚木三丁目 しもゆぎさんちょうめ 0.225 　

73 城山手一丁目 しろやまていっちょうめ 0.146 実施

74 城山手二丁目 しろやまてにちょうめ 0.152 実施

75 新町 しんちょう 0.061 実施

76 す 諏訪町 すわまち 0.592 　

77 せ 千人町一丁目 せんにんちょういっちょうめ 0.088 実施

78 千人町二丁目 せんにんちょうにちょうめ 0.154 実施

79 千人町三丁目 せんにんちょうさんちょうめ 0.176 実施

80 千人町四丁目 せんにんちょうよんちょうめ 0.157 実施

81 た 台町一丁目 だいまちいっちょうめ 0.173 実施

82 台町二丁目 だいまちにちょうめ 0.311 実施

83 台町三丁目 だいまちさんちょうめ 0.263 実施

84 台町四丁目 だいまちよんちょうめ 0.242 実施

85 大楽寺町 だいらくじまち 0.695 　

86 平町 たいらまち 0.366 　

87 高尾町 たかおまち 4.627 　

88 高倉町 たかくらまち 0.648 　

89 高月町 たかつきまち 2.582 　

90 滝山町一丁目 たきやままちいっちょうめ 0.722 　

91 滝山町二丁目 たきやままちにちょうめ 0.448 　

92 館町 たてまち 4.217 　

93 田町 たまち 0.029 実施

94 丹木町一丁目 たんぎまちいっちょうめ 0.353 　

95 丹木町二丁目 たんぎまちにちょうめ 0.572 　

96 丹木町三丁目 たんぎまちさんちょうめ 0.192 　

97 て 寺田町 てらだまち 1.964 　

98 寺町 てらまち 0.107 　

99 天神町 てんじんちょう 0.044 　

100 と 廿里町 とどりまち 0.877 　

101 戸吹町 とぶきまち 3.496 　

102 な 中町 なかちょう 0.04 実施

103 長沼町 ながぬままち 1.572 　

104 中野上町一丁目 なかのかみちょういっちょうめ 0.219 実施

105 中野上町二丁目 なかのかみちょうにちょうめ 0.231 実施

3 / 6 ページ



町名 読み方 面積（K㎡） 実施状況

106 な 中野上町三丁目 なかのかみちょうさんちょうめ 0.148 実施

107 中野上町四丁目 なかのかみちょうよんちょうめ 0.345 実施

108 中野上町五丁目 なかのかみちょうごちょうめ 0.216 実施

109 中野山王一丁目 なかのさんのういっちょうめ 0.214 実施

110 中野山王二丁目 なかのさんのうにちょうめ 0.334 実施

111 中野山王三丁目 なかのさんのうさんちょうめ 0.259 実施

112 中野町 なかのまち 0.559 　

113 長房町 ながぶさまち 2.188 　

114 中山 なかやま 0.829 　

115 七国一丁目 ななくにいっちょうめ 0.439 実施

116 七国二丁目 ななくににちょうめ 0.137 実施

117 七国三丁目 ななくにさんちょうめ 0.404 実施

118 七国四丁目 ななくによんちょうめ 0.211 実施

119 七国五丁目 ななくにごちょうめ 0.185 実施

120 七国六丁目 ななくにろくちょうめ 0.288 実施

121 並木町 なみきちょう 0.309 実施

122 楢原町 ならはらまち 1.624 　

123 南陽台一丁目 なんようだいいっちょうめ 0.117 実施

124 南陽台二丁目 なんようだいにちょうめ 0.167 実施

125 南陽台三丁目 なんようだいさんちょうめ 0.129 実施

126 に 西浅川町 にしあさかわまち 0.21 　

127 西片倉一丁目 にしかたくらいっちょうめ 0.108 実施

128 西片倉二丁目 にしかたくらにちょうめ 0.147 実施

129 西片倉三丁目 にしかたくらさんちょうめ 0.133 実施

130 西寺方町 にしてらかたまち 2.305 　

131 弐分方町 にぶかたまち 1.038 　

132 は 狭間町 はざままち 0.773 　

133 八幡町 はちまんちょう 0.091 実施

134 初沢町 はつざわまち 1.441 　

135 ひ 東浅川町 ひがしあさかわまち 1.314 　

136 東中野 ひがしなかの 1.876 　

137 兵衛一丁目 ひょうえいっちょうめ 0.122 実施

138 兵衛二丁目 ひょうえにちょうめ 0.364 実施

139 日吉町 ひよしちょう 0.099 実施

140 平岡町 ひらおかちょう 0.168 実施

141 ふ 富士見町 ふじみちょう 0.154 実施

142 へ 別所一丁目 べっしょいっちょうめ 1.031 　
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町名 読み方 面積（K㎡） 実施状況

143 へ 別所二丁目 べっしょにちょうめ 1.471 　

144 ほ 堀之内 ほりのうち 1.963 　

145 堀之内二丁目 ほりのうちにちょうめ 0.217 　

146 ほ 堀之内三丁目 ほりのうちさんちょうめ 0.406 　

147 本郷町 ほんごうちょう 0.047 実施

148 本町 ほんちょう 0.137 実施

149 ま 松が谷 まつがや 0.816 　

150 松木 まつぎ 0.689 　

151 丸山町 まるやまちょう 0.218 　

152 み 三崎町 みさきちょう 0.033 実施

153 みつい台一丁目 みついだいいっちょうめ 0.092 実施

154 みつい台二丁目 みついだいにちょうめ 0.214 実施

155 緑町 みどりちょう 0.672 　

156 南浅川町 みなみあさかわまち 8.623 　

157 南大沢一丁目 みなみおおさわいっちょうめ 0.653 　

158 南大沢二丁目 みなみおおさわにちょうめ 0.479 　

159 南大沢三丁目 みなみおおさわさんちょうめ 0.597 　

160 南大沢四丁目 みなみおおさわよんちょうめ 0.672 　

161 南大沢五丁目 みなみおおさわごちょうめ 0.433 　

162 南新町 みなみしんちょう 0.039 　

163 南町 みなみちょう 0.036 実施

164 みなみ野一丁目 みなみのいっちょうめ 0.211 実施

165 みなみ野二丁目 みなみのにちょうめ 0.084 実施

166 みなみ野三丁目 みなみのさんちょうめ 0.171 実施

167 みなみ野四丁目 みなみのよんちょうめ 0.192 実施

168 みなみ野五丁目 みなみのごちょうめ 0.304 実施

169 みなみ野六丁目 みなみのろくちょうめ 0.156 実施

170 宮下町 みやしたまち 1.871 　

171 美山町 みやまちょう 7.291 　

172 明神町一丁目 みょうじんちょういっちょうめ 0.173 実施

173 明神町二丁目 みょうじんちょうにちょうめ 0.164 実施

174 明神町三丁目 みょうじんちょうさんちょうめ 0.128 実施

175 明神町四丁目 みょうじんちょうよんちょうめ 0.18 実施

176 め めじろ台一丁目 めじろだいいっちょうめ 0.285 　

177 めじろ台二丁目 めじろだいにちょうめ 0.277 　

178 めじろ台三丁目 めじろだいさんちょうめ 0.192 　

179 めじろ台四丁目 めじろだいよんちょうめ 0.241 　
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町名 読み方 面積（K㎡） 実施状況

180 も 元八王子町一丁目 もとはちおうじまちいっちょうめ 0.556 　

181 元八王子町二丁目 もとはちおうじまちにちょうめ 1.556 　

182 元八王子町三丁目 もとはちおうじまちさんちょうめ 3.474 　

183 元本郷町一丁目 もとほんごうちょういっちょうめ 0.161 実施

184 元本郷町二丁目 もとほんごうちょうにちょうめ 0.135 実施

185 元本郷町三丁目 もとほんごうちょうさんちょうめ 0.165 実施

186 元本郷町四丁目 もとほんごうちょうよんちょうめ 0.228 実施

187 元横山町一丁目 もとよこやまちょういっちょうめ 0.134 実施

188 元横山町二丁目 もとよこやまちょうにちょうめ 0.153 実施

189 元横山町三丁目 もとよこやまちょうさんちょうめ 0.13 実施

190 や 八木町 やぎちょう 0.062 実施

191 谷野町 やのまち 1.11 　

192 山田町 やまたまち 0.402 　

193 鑓水 やりみず 2.009 　

194 鑓水二丁目 やりみずにちょうめ 1.44 　

195 よ 八日町 ようかまち 0.082 実施

196 横川町 よこかわまち 1.316 　

197 横山町 よこやまちょう 0.117 実施

198 四谷町 よつやまち 0.355 　

199 万町 よろずちょう 0.213 　
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