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令和４年１２月１日 

 

令和５年度 ふなばし市議会だより高齢者等配布業務 配布実施対象地域 

 

Ｎｏ. 行政地区 町丁名 

１ 南部 宮本５丁目 

２ 南部 宮本７丁目 

３ 南部 浜町３丁目 

４ 南部 若松３丁目 

５ 南部 海神１丁目 

６ 南部 海神町西１丁目 

７ 南部 東町 

８ 南部 南海神１丁目 

９ 南部 南海神２丁目 

１０ 南部 日の出１丁目 

１１ 南部 日の出２丁目 

１２ 南部 栄町２丁目 

１３ 南部 西浦１丁目 

１４ 南部 西浦２丁目 

１５ 南部 西浦３丁目 

１６ 南部 高瀬町 

１７ 南部 潮見町 

１８ 南部 駿河台１丁目 

１９ 南部 駿河台２丁目 

２０ 西部 印内３丁目 

２１ 西部 古作町 

２２ 西部 東中山２丁目 

２３ 西部 上山町３丁目 

２４ 西部 馬込町 

２５ 西部 旭町 

２６ 西部 丸山１丁目 

２７ 西部 丸山２丁目 

２８ 西部 丸山３丁目 

２９ 西部 丸山４丁目 

３０ 西部 丸山５丁目 

３１ 西部 藤原３丁目 

３２ 西部 藤原４丁目 

３３ 西部 藤原５丁目 

３４ 西部 藤原６丁目 

３５ 西部 藤原７丁目 

３６ 西部 藤原８丁目 

３７ 西部 旭町２丁目 

３８ 西部 旭町３丁目 

３９ 西部 旭町４丁目 

４０ 西部 馬込西１丁目 

４１ 西部 馬込西２丁目 

４２ 西部 馬込西３丁目 

４３ 西部 前貝塚町 

４４ 中部 夏見２丁目 

４５ 中部 夏見７丁目 

４６ 中部 夏見台５丁目 

４７ 中部 夏見台６丁目 

４８ 中部 夏見町２丁目 

４９ 中部 米ケ崎町 

５０ 中部 高根町 

５１ 中部 金杉町 

５２ 中部 高根台１丁目 

５３ 中部 高根台２丁目 

５４ 中部 高根台３丁目 

５５ 中部 高根台４丁目 

５６ 中部 高根台５丁目 

５７ 中部 金杉１丁目 

５８ 中部 金杉２丁目 

５９ 中部 金杉３丁目 

６０ 中部 金杉４丁目 

６１ 中部 金杉５丁目 

６２ 中部 金杉６丁目 

６３ 中部 金杉９丁目 

６４ 東部 西習志野２丁目 

６５ 東部 西習志野３丁目 
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６６ 北部 三咲町 

６７ 北部 神保町 

６８ 北部 八木が谷町 

６９ 北部 大神保町 

７０ 北部 小室町 

７１ 北部 小野田町 

７２ 北部 車方町 

７３ 北部 鈴身町 

７４ 北部 豊富町 

７５ 北部 金堀町 

７６ 北部 楠が山町 

７７ 北部 大穴町 

７８ 北部 古和釜町 

７９ 北部 坪井町 

８０ 北部 松が丘１丁目 

８１ 北部 松が丘３丁目 

８２ 北部 松が丘４丁目 

８３ 北部 高野台１丁目 

８４ 北部 高野台２丁目 

８５ 北部 高野台３丁目 

８６ 北部 高野台４丁目 

８７ 北部 高野台５丁目 

８８ 北部 八木が谷１丁目 

８９ 北部 八木が谷３丁目 

９０ 北部 八木が谷４丁目 

９１ 北部 八木が谷５丁目 

９２ 北部 みやぎ台２丁目 

９３ 北部 みやぎ台３丁目 

９４ 北部 みやぎ台４丁目 

９５ 北部 二和東１丁目 

９６ 北部 二和東２丁目 

９７ 北部 二和東４丁目 

９８ 北部 二和西１丁目 

９９ 北部 三咲１丁目 

１００ 北部 三咲３丁目 

１０１ 北部 三咲４丁目 

１０２ 北部 三咲５丁目 

１０３ 北部 三咲６丁目 

１０４ 北部 三咲７丁目 

１０５ 北部 三咲８丁目 

１０６ 北部 三咲９丁目 

１０７ 北部 南三咲１丁目 

１０８ 北部 南三咲２丁目 

１０９ 北部 大穴北１丁目 

１１０ 北部 大穴北２丁目 

１１１ 北部 大穴北３丁目 

１１２ 北部 大穴北４丁目 

１１３ 北部 大穴北５丁目 

１１４ 北部 大穴北６丁目 

１１５ 北部 大穴北７丁目 

１１６ 北部 大穴北８丁目 

※原則町丁目を最小単位とする。（松が丘１丁目・３丁目・４丁目のみ、丁目内での対象地域の指定あり） 

※当該配布実施対象地域は、市内全域から、市内の希望する障害福祉施設が配布予定の地域を除いた地

域である。 

  



- 3 - 

 

 

配布実施対象地域 


