
     土地　　△△番◇◇ （住所と土地の地番が同じ 　土地　　△△番◇◇
     住所　　○○番××号 　　　　でなくてはならない） 　住所　　△△番地◇◇
    （住所　　○○番△△－××号）

あ アサヒチョウ 旭町 あ アカネダイラ 茜平１～５丁目
い イズミチョウ 泉町１～４丁目 アケボノ あけぼの１～３丁目

イセチョウ 伊勢町（渡波支所管轄） アケボノキタ あけぼの北１～２丁目
イセンバ 鋳銭場 アユミノ あゆみ野１～５丁目
イバラヅ 伊原津１～２丁目 う ウラヤシキミナミ 浦屋敷南

う ウダガワチョウ 宇田川町（渡波支所管轄） お オオハシ 大橋１～３丁目
え エキマエキタドオリ 駅前北通り１～４丁目 か カイセイ 開成
お オオカイドウキタ 大街道北１～４丁目 さ サカナマチ 魚町１～３丁目

オオカイドウニシ 大街道西１～３丁目 サクラマチ さくら町１～５丁目
オオカイドウヒガシ 大街道東１～４丁目 し シオミチョウ 潮見町
オオカイドウミナミ 大街道南１～５丁目 シゲヨシチョウ 重吉町
オオテマチ 大手町 シンエイ 新栄１～２丁目
オオミヤチョウ 大宮町（渡波支所管轄） シンサカイチョウ 新境町１～２丁目

か カイホク 開北１～４丁目 シンセイ 新成１～３丁目
カヅマキタ 鹿妻北１～３丁目 シンタテミナミ 新館南
カヅマミナミ 鹿妻南１～５丁目 た タレミズチョウ 垂水町１～３丁目
カドノワキチョウ 門脇町１～５丁目 な ナカジマチョウ 中島町
カワグチチョウ 川口町１・３丁目 に ニシハマチョウ 西浜町

こ コウヨウチョウ 向陽町１～５丁目（蛇田支所管轄） の ノゾミノ のぞみ野１～５丁目
コクチョウ 穀町 ひ ヒバリノチョウ 雲雀野町１～２丁目
ゴショウバシ 後生橋（渡波支所管轄） ま マツナミ 松並１～２丁目

さ サイワイチョウ 幸町（渡波支所管轄） み ミカワチョウ 三河町
し シオトミチョウ 塩富町１～２丁目（渡波支所管轄） ミソノ 美園１～３丁目

シミズチョウ 清水町１～２丁目 ミドリチョウ 緑町１～２丁目
シンタテ 新館１～３丁目 ミナトニシ 湊西１～３丁目
シンバシ 新橋 ミナトヒガシ 湊東１～３丁目

す スイメイキタ 水明北１～３丁目 ミョウジンミナミ 明神南
スイメイミナミ 水明南１～２丁目 め メグミノ 恵み野１～６丁目
スエヒロチョウ 末広町 わ ワカバ わかば１～３丁目
スミヨシチョウ 住吉町１～２丁目 （ 本 庁 管 内 ）

せ センゴクチョウ 千石町 カドノワキアザ 門脇字
た タチマチ 立町１～２丁目 ミナトアザ 湊字

タミチチョウ 田道町１～２丁目 タシロハマアザ 田代浜字
ち チュウオウ 中央１～３丁目 （蛇田支所管内）
つ ツキヤマ 築山１～４丁目 ヘビタアザ 蛇田字
て テイザン 貞山１～５丁目 （稲井支所管内）
な ナカウラ 中浦１～２丁目 ミナミザカイアザ 南境字

ナカサト 中里１～７丁目 オウリアザ 大瓜字
ナカゼ 中瀬 タカギアザ 高木字
ナガハマチョウ 長浜町（渡波支所管轄） ミズヌマアザ 水沼字
ナカヤシキ 中屋敷１～２丁目 マノアザ 真野字
ナンコウチョウ 南光町１～２丁目 ヌマヅアザ 沼津字

に ニシキチョウ 錦町 サワダアザ 沢田字
ニシヤマチョウ 西山町 イナイアザ 井内字

は ハグロチョウ 羽黒町１～２丁目 ネギシアザ 根岸字
ハチマンチョウ 八幡町１～２丁目 （渡波支所管内）
ハママツチョウ 浜松町（渡波支所管轄） ワタノハアザ 渡波字

ひ ヒガシナカサト 東中里１～３丁目 サワダアザ 沢田字
ヒヨリガオカ 日和が丘１～４丁目 ナガルアザ 流留字

ふ フタバチョウ 双葉町 コタケハマアザ 小竹浜字
フドウチョウ 不動町１～２丁目 （荻浜支所管内）

ま マツバラチョウ 松原町（渡波支所管轄） オリノハマアザ 折浜字
マルイド 丸井戸１～３丁目（蛇田支所管轄） モモノウラアザ 桃浦字
マンゴクチョウ 万石町（渡波支所管轄） ツキノウラアザ 月浦字

み ミズオシ 水押１～３丁目 サムライハマアザ 侍浜字
ミツマタ 三ツ股１～４丁目 オギノハマアザ 荻浜字
ミツワチョウ 三和町（渡波支所管轄） コヅミハマアザ 小積浜字
ミナトマチ 湊町１～４丁目 マギノハマアザ 牧浜字
ミナミナカサト 南中里１～４丁目 タケノハマアザ 竹浜字
ミナミハマチョウ 南浜町１～４丁目 キツネザキハマアザ 狐崎浜字

も モトクラ 元倉１～２丁目 フッキウラアザ 福貴浦字
や ヤマシタチョウ 山下町１～２丁目
よ ヨシノチョウ 吉野町１～３丁目 （河北総合支所管内） 全域

ヨシヤマチョウ 宜山町 （雄勝総合支所管内） 全域
わ ワタノハチョウ 渡波町１～３丁目（渡波支所管轄） （河南総合支所管内） 全域

（桃生総合支所管内） 全域
（北上総合支所管内） 全域
（牡鹿総合支所管内） 全域

住 居 表 示 実 施 箇 所 住 居 表 示 実 施 外
（住所と土地の地番が違う）　

石巻市の土地の地番と住所の関係
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