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住所 町内会
石山1条1丁目12番 パレス藻南公園管理組合自治会
川沿1条1丁目 川沿北町内会
川沿1条2丁目1～6番 川沿北町内会
川沿1条2丁目14番31～41号 北ノ沢第三町内会
川沿1条2丁目7番12～33号 北ノ沢第三町内会
川沿1条2丁目7番1号 川沿北町内会
川沿1条2丁目7番6号 ルーベデンス藻岩町内会
川沿1条2丁目7番9～10号 川沿北町内会
川沿1条2丁目8～13番 北ノ沢第三町内会
川沿1条3丁目10～11番 川沿北町内会
川沿1条3丁目1番 川沿北町内会
川沿1条3丁目2番 北ノ沢第三町内会
川沿1条3丁目3～4番 川沿第一町内会
川沿1条3丁目5～9番 北ノ沢第三町内会
川沿1条4丁目1～5番 北ノ沢第三町内会
川沿1条4丁目19～23番 北ノ沢第三町内会
川沿1条4丁目6番31号 北ノ沢第三町内会
川沿1条4丁目6番8～10号 川沿第一町内会
川沿1条4丁目7～18番 川沿第一町内会
川沿1条5丁目1番 北ノ沢第一町内会
川沿1条5丁目2～5番 白樺町内会
川沿1条6丁目1番1～41号 白樺町内会
川沿1条6丁目1番42～65号 北ノ沢第一町内会
川沿1条6丁目1番66号 白樺町内会
川沿1条6丁目2～8番 白樺町内会
川沿2条1～4丁目 川沿第一町内会
川沿2条5～6丁目 白樺町内会
川沿3条1丁目 川沿第一町内会
川沿3条2丁目1番 川沿第一町内会
川沿3条2丁目2～3番 川沿第二町内会
川沿3条2丁目4～5番 川沿第一町内会
川沿3条3丁目1～2番 川沿第一町内会
川沿3条3丁目3～8番 川沿第二町内会
川沿3条3丁目9～12番 川沿第一町内会

住所順　町内会検索

藻岩地区の範囲にある住所が石山・川沿・中ノ沢・北ノ沢の順に並んでおり、どこの町内会なのか検索できます。



川沿3条4丁目1～2番 川沿第一町内会
川沿3条4丁目3～8番 川沿第二町内会
川沿3条4丁目9～13番 川沿第一町内会
川沿3条5丁目1～5番 川沿第一町内会
川沿3条5丁目10～12番 川沿第一町内会
川沿3条5丁目13番 白樺町内会
川沿3条5丁目6～9番 川沿第二町内会
川沿4条1～5丁目 川沿第二町内会
川沿5条1丁目 川沿第三町内会
川沿5条2丁目1～6番 川沿第三町内会
川沿5条2丁目7番 川沿第二町内会
川沿5条2丁目8番1～5号 川沿第二町内会
川沿5条2丁目8番27～31号 川沿第二町内会
川沿5条2丁目8番7～26号 川沿第三町内会
川沿5条3～4丁目 川沿第三町内会
川沿6条2丁目1～2番 川沿第四町内会
川沿6条2丁目3番17～23号 川沿第四町内会
川沿6条2丁目3番24～45号 川沿第三町内会
川沿6条3～4丁目 川沿第三町内会
川沿7条2～3丁目 川沿第四町内会
川沿7条4丁目1番 川沿第四町内会
川沿7条4丁目2番1～7号 川沿第四町内会
川沿7条4丁目2番18～45号 川沿第四町内会
川沿7条4丁目2番8～17号 川沿中央第一町内会
川沿7条4丁目3～8番 川沿第四町内会
川沿8条1～3丁目 川沿中央第一町内会
川沿8条4丁目1～4番 川沿中央第一町内会
川沿8条4丁目5番1～8号 川沿中央第一町内会
川沿8条4丁目5番25～30号 川沿第四町内会
川沿8条4丁目5番32～33号 川沿中央第一町内会
川沿9条1丁目 川沿中央第二町内会
川沿9条2丁目1番1～2号 川沿中央第一町内会
川沿9条2丁目1番3～38号 川沿中央第二町内会
川沿9条2丁目1番39～52号 川沿中央第一町内会
川沿9条2丁目2番1～6号 川沿中央第一町内会
川沿9条2丁目2番8～39号 川沿中央第二町内会
川沿9条3丁目1番 川沿中央第一町内会
川沿9条3丁目2～3番 川沿中央第二町内会
川沿9条3丁目4番1～5号 川沿中央第一町内会



川沿9条3丁目4番50～53号 川沿中央第一町内会
川沿9条3丁目4番6～36号 川沿中央第二町内会
川沿9条3丁目5番 川沿中央第二町内会
川沿9条3丁目6番1～3号 川沿中央第一町内会
川沿9条3丁目6番34～37号 川沿中央第一町内会
川沿9条3丁目6番4～33号 川沿中央第二町内会
川沿9条4丁目1番1～7号 川沿中央第一町内会
川沿9条4丁目1番21～25号 川沿中央第二町内会
川沿10条1丁目1～2番 川沿中央第三町内会
川沿10条1丁目3番 川沿自衛隊官舎
川沿10条1丁目4～5番 川沿中央第三町内会
川沿10条1丁目6番 川沿自衛隊官舎
川沿10条2丁目1～2番 川沿中央第二町内会
川沿10条2丁目3～6番 川沿中央第三町内会
川沿10条2丁目7～11番 川沿中央第二町内会
川沿10条3丁目 川沿中央第二町内会
川沿11条1丁目1～4番 川沿中央第三町内会
川沿11条1丁目5番 川沿自衛隊官舎
川沿11条1丁目6～8番 川沿中央第三町内会
川沿11条2～3丁目 川沿中央第三町内会
川沿12条1丁目1番1～58号 川沿中央第三町内会
川沿12条1丁目1番59～75号 川沿中央第五町内会
川沿12条1丁目1番76～86号 川沿中央第三町内会
川沿12条1丁目2番 川沿中央第三町内会
川沿12条1丁目3番1～53号 川沿中央第五町内会
川沿12条1丁目3番54～68号 川沿中央第三町内会
川沿12条2丁目1番1～23号 川沿中央第四町内会
川沿12条2丁目1番24～31号 川沿中央第三町内会
川沿12条2丁目2～6番 川沿中央第四町内会
川沿12条2丁目7番1～4号 川沿中央第三町内会
川沿12条2丁目7番15～19号 川沿中央第三町内会
川沿12条2丁目7番5～14号 川沿中央第四町内会
川沿12条2丁目8番1～3号 川沿中央第三町内会
川沿12条2丁目8番14～19号 川沿中央第三町内会
川沿12条2丁目8番4～13号 川沿中央第四町内会
川沿12条2丁目9番18～21号 川沿中央第三町内会
川沿12条2丁目9番1号 川沿中央第三町内会
川沿12条2丁目9番2～17号 川沿中央第四町内会
川沿12条3丁目1番1～9号 川沿中央第三町内会



川沿12条3丁目1番10～11号 川沿中央第四町内会
川沿12条3丁目1番12～24号 川沿中央第三町内会
川沿12条3丁目2～3番 川沿中央第四町内会
川沿12条3丁目4～5番 川沿中央第三町内会
川沿12条3丁目6番18～22号 川沿中央第三町内会
川沿12条3丁目6番1号 川沿中央第三町内会
川沿12条3丁目6番5～12号 川沿中央第四町内会
川沿12条3丁目7番1～2号 川沿中央第三町内会
川沿12条3丁目7番13～18号 川沿中央第三町内会
川沿12条3丁目7番3～12号 川沿中央第四町内会
川沿12条3丁目8～10番 川沿中央第三町内会
川沿12条4丁目1番1～12号 川沿中央第三町内会
川沿12条4丁目1番13～21号 川沿中央第四町内会
川沿12条4丁目1番22～53号 川沿中央第三町内会
川沿12条4丁目2～10番 川沿中央第三町内会
川沿12条5丁目 川沿中央第三町内会
川沿13条1丁目 川沿中央第五町内会
川沿13条2丁目1番1号 川沿中央第四町内会
川沿13条2丁目1番3～17号 川沿中央第五町内会
川沿13条2丁目1番47～57号 川沿中央第四町内会
川沿13条2丁目2～5番 川沿中央第五町内会
川沿13条3丁目1～3番 川沿中央第四町内会
川沿13条3丁目4番1～19号 川沿中央第四町内会
川沿13条3丁目4番20～23号 硬石山町内会
川沿13条3丁目4番24～50号 川沿中央第四町内会
川沿14条1～2丁目 硬石山町内会
川沿15条1丁目 硬石山町内会
川沿15条2丁目1～8番 硬石山町内会
川沿15条2丁目10番25～30号 市営川沿団地自治会
川沿15条2丁目10番6～16号 硬石山町内会
川沿15条2丁目10番68～72号 硬石山町内会
川沿15条2丁目9番 川沿中央第五町内会
川沿16条1丁目 ビレッジハウス川沿自治会
川沿16条2丁目 硬石山町内会
川沿17条1丁目1番 ローズタウン川沿団地管理組合法人
川沿17条1丁目3番 硬石山町内会
川沿17条2丁目 硬石山町内会
川沿18条1～2丁目 硬石山町内会
中ノ沢1丁目2～9番 中ノ沢町内会



中ノ沢1丁目10番 中ノ沢希望ヶ丘自治会
中ノ沢1丁目11～12番 中ノ沢町内会
中ノ沢1丁目1番 藻岩グリーンアヴェニュー壱番街町内会
中ノ沢2丁目 中ノ沢町内会
中ノ沢3丁目1番 アイビーハイム藻岩町内会
中ノ沢3丁目2番 アームズ虹が杜町内会
中ノ沢3丁目3～14番 中ノ沢町内会
中ノ沢4～7丁目 中ノ沢町内会
中ノ沢番地地区 中ノ沢町内会
北ノ沢1～4丁目 北ノ沢第三町内会
北ノ沢5丁目10番1～10号 王子団地町内会
北ノ沢5丁目10番14～21号 北ノ沢第三町内会
北ノ沢5丁目1番1～9号 北ノ沢第三町内会
北ノ沢5丁目1番10～14号 王子団地町内会
北ノ沢5丁目1番15～50号 北ノ沢第三町内会
北ノ沢5丁目2番1～4号 北ノ沢第三町内会
北ノ沢5丁目2番22～53号 北ノ沢第三町内会
北ノ沢5丁目2番5～21号 王子団地町内会
北ノ沢5丁目3～5番 北ノ沢第三町内会
北ノ沢5丁目6番1～17号 北ノ沢第三町内会
北ノ沢5丁目6番18～22号 王子団地町内会
北ノ沢5丁目6番23～39号 北ノ沢第三町内会
北ノ沢5丁目7～9番 北ノ沢第三町内会
北ノ沢6丁目1～5番 北ノ沢第三町内会
北ノ沢6丁目6～8番 王子団地町内会
北ノ沢6丁目9～16番 北ノ沢第三町内会
北ノ沢7丁目1番 北ノ沢第三町内会
北ノ沢7丁目2～5番 北ノ沢第一町内会
北ノ沢7丁目6番 川沿第一町内会
北ノ沢8丁目1～4番 王子団地町内会
北ノ沢8丁目5～7番 北ノ沢第一町内会
北ノ沢8丁目8～11番 王子団地町内会
北ノ沢9丁目1～9番 やまなみ町内会
北ノ沢9丁目10～17番 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1726番地33 北ノ沢第三町内会
北ノ沢1726番地6 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1727～1732番地 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1734～1737番地 北ノ沢青葉台町内会
北ノ沢1738番地5 北ノ沢青葉台町内会



北ノ沢1738番地8 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1739番地 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1741～1743番地 北ノ沢青葉台町内会
北ノ沢1744番地（ただし枝番地が付かない） 北ノ沢青葉台町内会
北ノ沢1744番地（ただし枝番地が付く） 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1745～1753番地 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1754番地18～81 北ノ沢青葉台町内会
北ノ沢1754番地85 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1754番地9 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1763番地 中ノ沢町内会
北ノ沢1803番地15～32 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1803番地2～6 北ノ沢青葉台町内会
北ノ沢1804～1816番地 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1841～1842番地 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1864～1894番地 北ノ沢青葉台町内会
北ノ沢1897番地 北ノ沢第一町内会
北ノ沢1909番地 北ノ沢青葉台町内会
北ノ沢1914～1987番地 北ノ沢第一町内会


