
平成27年3月11日現在 注．小学校・中学校校区は参考

よみ 老人クラブ校区名 小学校 中学校

相生町 あいおいちょう 11.夙川 夙川 苦楽園
青木町 あおきちょう 09.広田 平木 平木
芦原町１番～３番 あしはらちょう 15.芦原 深津 深津
芦原町４番 あしはらちょう 15.芦原 平木 平木
芦原町５番～１１番 あしはらちょう 15.芦原 深津 深津
愛宕山 あたごやま 09.広田 広田 上ケ原
荒戎町 あらえびすちよう 02.浜脇 浜脇 浜脇
朝凪町 あさなぎちょう 04.用海 用海 真砂
荒木町１番～４番 あらきちょう 25.高木 高木 瓦木
荒木町５番～２２番 あらきちょう 25.高木 樋ノ口 瓦木
上鳴尾町 あげなるおちょう 21.鳴尾北 鳴尾北 鳴尾
青葉台１・２丁目 あおばだい 29.生瀬 生瀬 塩瀬
池田町 いけだちょう 04.用海 用海 今津
石刎町 いしばねちょう 10.北夙川 北夙川 苦楽園
泉町 いずみちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
一ケ谷町 いちがやちょう 28.上ケ原 上ケ原南 上ケ原
市庭町１番～５番 いちにわちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
市庭町６番～９番 いちにわちょう 02.浜脇 香櫨園 浜脇
石在町１番～６番 いしざいちょう 04.用海 用海 今津
石在町７番～１１番 いしざいちょう 04.用海 用海 真砂
石在町１２番～１５番 いしざいちょう 04.用海 用海 今津
石在町１６番～１９番 いしざいちょう 04.用海 用海 真砂
今在家町 いまざいけちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
今津曙町 いまずあけぼのちょう 13.津門 津門 今津
今津上野町 いまずうえのちょう 14.春風 春風 上甲子園
今津大東町 いまずおおひがしちょう 12.今津 今津 今津
今津久寿川町１番～１１番 いまずくすがわちょう 12.今津 今津 今津
今津久寿川町１２番 いまずくすがわちょう 12.今津 今津 真砂
今津社前町 いまずしゃぜんちょう 12.今津 今津 今津
今津巽町１番～４番 いまずたつみちょう 12.今津 今津 今津
今津巽町５番～８番 いまずたつみちょう 12.今津 今津 真砂
今津出在家町１番～９番 いまずでざいけちょう 12.今津 今津 今津
今津出在家町１０番 いまずでざいけちょう 12.今津 今津 真砂
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今津西浜町 いまずにしはまちょう 12.今津 今津 真砂
今津野田町 いまずのだちょう 14.春風 春風 上甲子園
今津二葉町 いまずふたばちょう 12.今津 今津 今津
今津真砂町 いまずまさごちょう 12.今津 今津 真砂
今津水波町 いまずみずなみちょう 12.今津 今津 今津
今津港町 いまずみなとちょう 12.今津 今津 真砂
今津山中町 いまずやまなかちょう 13.津門 津門 今津
一里山町 いちりやまちょう 27.段上 段上 甲武
池開町 いけびらきちょう 18.鳴尾西 鳴尾 鳴尾
上田東町 うえだひがしまち 19.鳴尾東 鳴尾東 鳴尾南
上田中町 うえだなかまち 19.鳴尾東 鳴尾東 鳴尾南
上田西町 うえだにしまち 19.鳴尾東 甲子園浜 浜甲子園
上ケ原一番町～三番町 うえがはら 28.上ケ原 上ケ原 甲陵
上ケ原四番町１番～３番 うえがはら 28.上ケ原 上ケ原 上ケ原
上ケ原四番町４番 うえがはら 28.上ケ原 上ケ原 甲陵
上ケ原五番町 うえがはら 28.上ケ原 上ケ原 上ケ原
上ケ原六番町～十番町 うえがはら 28.上ケ原 上ケ原南 上ケ原
上ケ原山手町 うえがはらやまてちょう 28.上ケ原 上ケ原南 上ケ原
上ケ原山田町 うえがはらやまだちょう 28.上ケ原 上ケ原南 上ケ原
江上町 えがみちょう 05.安井 安井 大社
枝川町 えだがわちょう 16.甲子園浜 甲子園浜 浜甲子園
老松町１番～１７番 おいまつちょう 10.北夙川 北夙川 苦楽園
老松町１８番 おいまつちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
大井手町 おおいでちょう 06.大社 安井 大社
大谷町 おおたにちょう 11.夙川 夙川 大社
大畑町 おおはたちょう 09.広田 広田 平木
大浜町 おおはまちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
岡田山１番～３番 おかだやま 09.広田 広田 上ケ原
岡田山４番 おかだやま 26.甲東 上ケ原 甲陵
岡田山５番・６番 おかだやま 26.甲東 甲東 甲陵
岡田山７番 おかだやま 26.甲東 上ケ原 甲陵
奥畑１番～７番 おくはた 06.大社 神原 大社
奥畑８番 おくはた 07.甲陽園 甲陽園 大社
御茶家所町 おちゃやしょちょう 01.香櫨園 夙川 大社
大島町 おおしまちょう 26.甲東 樋ノ口 甲武
大森町１番・２番 おおもりちょう 25.高木 高木 瓦木
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大森町３番～１２番 おおもりちょう 25.高木 瓦林 瓦木
大森町１３番・１４番 おおもりちょう 25.高木 高木 瓦木
大森町１５番～１８番 おおもりちょう 25.高木 瓦林 瓦木
大屋町１番～３番 おおやちょう 24.瓦木 深津 深津
大屋町４番～１１番 おおやちょう 24.瓦木 瓦木 深津
大屋町１２番～１８番 おおやちょう 24.瓦木 深津 深津
大屋町１９番～２３番 おおやちょう 24.瓦木 瓦木 深津
大屋町２４番～２９番 おおやちょう 24.瓦木 深津 深津
大屋町３０番～３２番 おおやちょう 24.瓦木 瓦木 深津
神楽町１番～４番 かぐらちよう 02.浜脇 浜脇 浜脇
神楽町５番～７番 かぐらちよう 02.浜脇 香櫨園 浜脇
神楽町８番～１２番 かぐらちよう 02.浜脇 安井 大社
霞町 かすみちょう 11.夙川 夙川 大社
神垣町 かみがきちょう 06.大社 大社 上ケ原
神園町１番・２番 かみぞのちょう 07.甲陽園 神原 大社
神園町３番～１６番 かみぞのちょう 07.甲陽園 甲陽園 大社
上葭原町 かみよしはらちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
柏堂町 かやんどうちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
柏堂西町 かやんどうにしまち 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
川添町 かわぞえちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
川西町 かわにしちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
川東町 かわひがしちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
河原町 かわはらちょう 09.広田 広田 平木
瓦林町１番～２１番 かわらばやしちょう 24.瓦木 瓦木 深津
瓦林町２２番～３１番 かわらばやしちょう 24.瓦木 瓦林 瓦木
学文殿町１・２丁目 がくぶんでんちょう 21.鳴尾北 鳴尾北 学文
笠屋町 かさやちょう 19.鳴尾東 鳴尾東 浜甲子園
甲山町１～34,47～53,59～61,バス道以南
及び甲山以西

かぶとやまちょう 07.甲陽園 甲陽園 大社

甲山町35～46,54～58,62～75,バス道以北
及び甲山以東

かぶとやまちょう 07.甲陽園 甲陽園 上ケ原

神原１番～１３番 かんばら 08.神原 神原 大社
神原１４番・１５番 かんばら 07.甲陽園 甲陽園 大社
上甲子園１～５丁目 かみこうしえん 14.春風 春風 上甲子園
上之町 かみのちょう 25.高木 樋ノ口 瓦木
上大市１・２丁目 かみおおいち 26.甲東 甲東 甲陵
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上大市３・４丁目 かみおおいち 26.甲東 段上西 甲武
上大市５丁目 かみおおいち 26.甲東 段上 甲武
上甲東園１～３丁目 かみこうとうえん 28.上ケ原 上ケ原 甲陵
上甲東園４丁目 かみこうとうえん 28.上ケ原 甲東 甲陵
上甲東園５丁目 かみこうとうえん 26.甲東 上ケ原 甲陵
上甲東園６丁目 かみこうとうえん 26.甲東 甲東 甲陵
神呪町 かんのうちょう 26.甲東 甲東 甲陵
菊谷町 きくたにちょう 10.北夙川 夙川 苦楽園
北名次町 きたなつぎちょう 08.神原 神原 大社
北山町 きたやまちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
木津山町１番～８番 きずやまちょう 11.夙川 夙川 苦楽園
木津山町９番～１１番 きずやまちょう 10.北夙川 夙川 苦楽園
北口町 きたぐちちょう 25.高木 高木 瓦木
北昭和町 きたしょうわちょう 09.広田 広田 平木
北六甲台１～５丁目 きたろっこうだい 33.北六甲台 北六甲台 山口
清瀬台 きよせだい 30.名塩 東山台 塩瀬
国見台１～６丁目 くにみだい 31.東山台 東山台 塩瀬
久保町 くぼちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
鞍掛町 くらかけちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
苦楽園一～六番町 くらくえん 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
雲井町 くもいちょう 11.夙川 夙川 苦楽園
久出ケ谷町 くでがやちょう 10.北夙川 夙川 苦楽園
熊野町１番～４番 くまのちょう 24.瓦木 瓦木 深津
熊野町５番～１５番 くまのちょう 24.瓦木 瓦林 瓦木
結善町 けつぜんちょう 08.神原 神原 大社
剣谷町 けんだにちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
甲子園網引町１番～８番 こうしえんあびきちょう 17.南甲子園 南甲子園 鳴尾
甲子園網引町９番・１０番 こうしえんあびきちょう 17.南甲子園 南甲子園 真砂
甲子園洲鳥町 こうしえんすどりちょう 17.南甲子園 南甲子園 鳴尾
甲子園高潮町 こうしえんたかしおちょう 17.南甲子園 南甲子園 鳴尾
甲子園浦風町 こうしえんうらかぜちょう 14.春風 春風 上甲子園
甲子園砂田町 こうしえんすなだちょう 14.春風 春風 上甲子園
甲子園浜田町 こうしえんはまだちょう 14.春風 春風 上甲子園
甲子園春風町 こうしえんはるかぜちょう 14.春風 春風 上甲子園
甲子園三保町 こうしえんみほちょう 14.春風 春風 上甲子園
甲子園六石町 こうしえんろっこくちょう 14.春風 春風 上甲子園
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甲陽園山王町 こうようえんさんのうちょう 07.甲陽園 甲陽園 大社
甲陽園西山町 こうようえんにしやまちょう 07.甲陽園 甲陽園 大社
甲陽園東山町 こうようえんひがしやまちょう 07.甲陽園 甲陽園 上ケ原
甲陽園日之出町 こうようえんひのでちょう 07.甲陽園 甲陽園 大社
甲陽園本庄町 こうようえんほんじょうちょう 07.甲陽園 甲陽園 大社
甲陽園目神山町 こうようえんめがみやまちょう 07.甲陽園 甲陽園 大社
甲陽園若江町 こうようえんわかえちょう 07.甲陽園 甲陽園 大社
郷免町 ごうめんちょう 01.香櫨園 夙川 大社
甑岩町 こしきいわちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
越水町 こしみずちょう 06.大社 大社 上ケ原
寿町 ことぶきちょう 05.安井 安井 大社
越水字社家郷山 こしみずあざしゃけごうやま 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
甲子園口１～６丁目 こうしえんぐち 23.上甲子園 上甲子園 上甲子園
甲子園町 こうしえんちょう 17.南甲子園 南甲子園 鳴尾
甲子園口北町 こうしえんぐちきたまち 24.瓦木 瓦木 深津
甲子園一～五番町 こうしえん 21.鳴尾北 鳴尾北 学文
甲子園六番町 こうしえん 21.鳴尾北 鳴尾北 鳴尾
甲子園七・八番町 こうしえん 18.鳴尾西 鳴尾 鳴尾
甲子園九番町１番～９番 こうしえん 17.南甲子園 南甲子園 鳴尾
甲子園九番町１０番 こうしえん 16.甲子園浜 甲子園浜 浜甲子園
甲子園九番町１１番 こうしえん 17.南甲子園 甲子園浜 浜甲子園
甲子園九番町１２番～１４番 こうしえん 17.南甲子園 南甲子園 鳴尾
甲子園九番町１５番１～５号 こうしえん 17.南甲子園 甲子園浜 鳴尾
甲子園九番町１５番６～８号 こうしえん 17.南甲子園 南甲子園 鳴尾
甲子園九番町１５番９～３９号 こうしえん 17.南甲子園 甲子園浜 鳴尾
甲子園九番町１５番４０号 こうしえん 17.南甲子園 南甲子園 鳴尾
甲子園九番町１５番４１～４８号 こうしえん 17.南甲子園 甲子園浜 鳴尾
甲子園九番町１５番４９号 こうしえん 17.南甲子園 南甲子園 鳴尾
甲子園九番町１５番５０～６１号 こうしえん 17.南甲子園 甲子園浜 鳴尾
小曽根町１～４丁目 こそねちょう 22.小松 小松 学文
小松町１・２丁目 こまつちょう 22.小松 小松 学文
小松北町１・２丁目 こまつきたまち 22.小松 小松 学文
小松西町１・２丁目 こまつにしまち 22.小松 小松 学文
小松東町１～３丁目 こまつひがしまち 22.小松 小松 学文
小松南町１～３丁目 こまつみなみまち 22.小松 小松 学文
甲東園１・２丁目 こうとうえん 27.段上 段上西 甲陵
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甲東園３丁目 こうとうえん 27.段上 甲東 甲陵
甲風園１～３丁目 こうふうえん 25.高木 高木 瓦木
甲子園浜１～３丁目 こうしえんはま 12.今津 今津 真砂
西福町 さいふくちょう 15.芦原 深津 深津
桜町 さくらまち 10.北夙川 北夙川 苦楽園
桜谷町 さくらだにちょう 06.大社 大社 大社
五月ケ丘 さつきがおか 07.甲陽園 甲陽園 上ケ原
産所町１番～１３番 さんしょちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
産所町１４番・１５番 さんしょちょう 02.浜脇 安井 大社
里中町１～３丁目 さとなかちょう 21.鳴尾北 鳴尾北 鳴尾
獅子ケ口町 ししがぐちちょう 08.神原 神原 大社
清水町 しみずちょう 06.大社 大社 大社
下葭原町 しもよしはらちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
社家町 しゃけちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
城ケ堀町 じょうがぼりちょう 05.安井 安井 大社
城山 しろやま 06.大社 大社 大社
鷲林寺町 じゅうりんじちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
鷲林寺南町 じゅうりんじみなみまち 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
鷲林寺１・２丁目 じゅうりんじ 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
鷲林寺字剣谷 じゅうりんじあざけんだに 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
神祇官町 じんぎかんちょう 15.芦原 深津 深津
新甲陽町 しんこうようちょう 07.甲陽園 甲陽園 上ケ原
神明町１番・２番 しんめいちょう 15.芦原 深津 深津
神明町３番・４番 しんめいちょう 15.芦原 平木 平木
神明町５番～８番 しんめいちょう 15.芦原 深津 深津
神明町９番 しんめいちょう 15.芦原 平木 平木
下大市東町 しもおおいちひがしまち 26.甲東 甲東 甲陵
下大市西町 しもおおいちにしまち 26.甲東 甲東 甲陵
松籟荘 しょうらいそう 26.甲東 甲東 甲陵
塩瀬町名塩（旧県道武田尾停車場線・市
道塩１２１号線・市道塩１０１号線以西
で国道１７６号線以北）

しおせちょうなじお 30.名塩 北六甲台 山口

塩瀬町名塩　５１１７番地３、５１１７番地４、５
０８１番地６

しおせちょうなじお 30.名塩 東山台 塩瀬
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塩瀬町名塩のうち市道塩32号線・名塩武
田尾ハイキング道以東の市道塩153号線・
ドン尻川以北及び清瀬台以東の名塩川以
北でドン尻川以南

しおせちょうなじお 30.名塩 東山台 塩瀬

塩瀬町名塩（北六甲台小・東山台小区域
以外）

しおせちょうなじお 30.名塩 名塩 塩瀬

塩瀬町生瀬 しおせちょうなまぜ 29.生瀬 生瀬 塩瀬
末広町 すえひろちょう 05.安井 安井 大社
角石町 すみいしちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
すみれ台１～３丁目 すみれだい 32.山口 山口 山口

ソ 染殿町 そめどのちょう 04.用海 用海 今津
大社町１番・２番 たいしゃちょう 06.大社 広田 上ケ原
大社町３番～６番 たいしゃちょう 06.大社 神原 上ケ原
大社町７番～１０番 たいしゃちょう 06.大社 広田 上ケ原
大社町１１番・１２番 たいしゃちょう 06.大社 神原 上ケ原
大社町１３番 たいしゃちょう 06.大社 広田 上ケ原
高座町 たかくらちょう 09.広田 広田 上ケ原
高塚町 たかつかちょう 11.夙川 夙川 苦楽園
建石町 たていしちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
田中町 たなかちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
高木西町 たかぎにしまち 25.高木 高木 瓦木
高木東町 たかぎひがしまち 25.高木 高木 瓦木
高畑町 たかはたちょう 24.瓦木 深津 深津
田代町 たしろちょう 24.瓦木 深津 深津
高松町１番～５番 たかまつちょう 09.広田 平木 平木
高松町６番 たかまつちょう 25.高木 深津 深津
高松町７番 たかまつちょう 25.高木 平木 平木
高松町８番～２２番 たかまつちょう 25.高木 深津 深津
高須町１丁目１番１号～１０ 号 たかすちょう 20.高須 高須 鳴尾南
高須町１丁目１番１１号～１８ 号 たかすちょう 20.高須 高須西 高須
高須町１丁目２番～７番 たかすちょう 20.高須 高須 鳴尾南
高須町２丁目 たかすちょう 20.高須 高須西 高須
田近野町 たじかのちょう 27.段上 段上 甲武
段上町１～３丁目 だんじょうちょう 27.段上 段上西 甲武
段上町４丁目 だんじょうちょう 27.段上 段上西 甲陵
段上町５丁目 だんじょうちょう 27.段上 段上西 甲武
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段上町６丁目 だんじょうちょう 27.段上 段上 甲武
段上町７丁目１番 だんじょうちょう 27.段上 段上西 甲武
段上町７丁目２番～７番 だんじょうちょう 27.段上 段上 甲武
段上町７丁目８番 だんじょうちょう 27.段上 段上西 甲武
段上町８丁目１番・２番 だんじょうちょう 27.段上 段上西 甲武
段上町８丁目３番～５番 だんじょうちょう 27.段上 段上 甲武
段上町８丁目６番～１０番 だんじょうちょう 27.段上 段上西 甲武
段上町８丁目１１番～１５番 だんじょうちょう 27.段上 段上 甲武

チ 千歳町 ちとせちょう 05.安井 安井 大社
津田町 つだちょう 15.芦原 安井 大社
津門飯田町 つといいでんちょう 13.津門 上甲子園 上甲子園
津門綾羽町 つとあやはちょう 13.津門 津門 今津
津門稲荷町 つといなりちょう 13.津門 津門 今津
津門大塚町 つとおおつかちょう 13.津門 津門 今津
津門大箇町 つとおおごちょう 13.津門 津門 今津
津門呉羽町 つとくれはちょう 13.津門 津門 今津
津門住江町１番～１４番 つとすみえちょう 12.今津 今津 今津
津門住江町１５番 つとすみえちょう 12.今津 今津 真砂
津門仁辺町 つとにべちょう 13.津門 津門 今津
津門西口町 つとにしぐちちょう 13.津門 津門 今津
津門宝津町 つとほうずちょう 13.津門 津門 今津
津門川町 つとがわちょう 12.今津 今津 今津
堤町 つつみちょう 25.高木 樋ノ口 瓦木

テ 天道町 てんどうちょう 24.瓦木 瓦木 深津
常磐町 ときわちょう 05.安井 安井 大社
戸田町 とだちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
殿山町 とのやまちょう 11.夙川 夙川 苦楽園
戸崎町 とざきちょう 23.上甲子園 上甲子園 上甲子園
中須佐町 なかすさちょう 15.芦原 安井 大社
中殿町１番・２番 なかどのちょう 15.芦原 深津 深津
中殿町３番～６番 なかどのちょう 15.芦原 平木 平木
中浜町 なかはまちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
中前田町 なかまえだちょう 05.安井 安井 大社
中屋町 なかやちょう 09.広田 広田 平木
中葭原町 なかよしはらちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
名次町 なつぎちょう 08.神原 神原 大社
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南郷町 なんごうちょう 06.大社 大社 大社
中島町１番 なかじまちょう 24.瓦木 深津 深津
中島町２番～７番 なかじまちょう 24.瓦木 瓦木 深津
中島町８番～１２番 なかじまちょう 24.瓦木 深津 深津
中島町１３番～１８番 なかじまちょう 24.瓦木 瓦木 深津
中島町１９番～２１番 なかじまちょう 24.瓦木 深津 深津
長田町 ながたちょう 25.高木 高木 瓦木
鳴尾町１～５丁目 なるおちょう 18.鳴尾西 鳴尾 鳴尾
鳴尾浜１～３丁目 なるおはま 20.高須 高須西 高須
名塩平成台 なじおへいせいだい 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩南台１～４丁目 なじおみなみだい 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩新町 なじおしんまち 30.名塩 東山台 塩瀬
名塩山荘 なじおさんそう 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩ガーデン なじおがーでん 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩茶園町 なじおちゃえんちょう 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩さくら台１～４丁目 なじおさくらだい 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩１～３丁目 なじお 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩木之元１番～４番 なじおこのもと 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩木之元５番１～９号 なじおこのもと 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩木之元５番１０号 なじおこのもと 30.名塩 東山台 塩瀬
名塩木之元５番１１～１９号 なじおこのもと 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩木之元５番２０～２１号 なじおこのもと 30.名塩 東山台 塩瀬
名塩木之元５番２２～３０号 なじおこのもと 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩木之元６番～２３番 なじおこのもと 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩赤坂１番～１７番 なじおあかさか 30.名塩 北六甲台 山口
名塩赤坂１８番 なじおあかさか 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩東久保 なじおとうくぼ 30.名塩 名塩 塩瀬
名塩美山 なじおみやま 30.名塩 北六甲台 山口
生瀬高台 なまぜたかだい 29.生瀬 生瀬 塩瀬
生瀬町１・２丁目 なまぜちょう 29.生瀬 生瀬 塩瀬
生瀬東町 なまぜひがしまち 29.生瀬 生瀬 塩瀬
生瀬武庫川町 なまぜむこがわちょう 29.生瀬 生瀬 塩瀬
西田町 にしだちょう 06.大社 安井 大社
西宮浜１～４丁目 にしのみやはま 03.西宮浜 西宮浜 西宮浜
西波止町 にしはとちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
西平町 にしひらちょう 10.北夙川 北夙川 苦楽園
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仁川町１丁目 にがわちょう 27.段上 段上 甲武
仁川町２丁目 にがわちょう 27.段上 段上西 甲陵
仁川町３～６丁目 にがわちょう 28.上ケ原 上ケ原 甲陵
仁川五ケ山町 にがわごかやまちょう 28.上ケ原 上ケ原 甲陵
仁川百合野町 にがわゆりのちょう 28.上ケ原 上ケ原 甲陵
能登町 のとちょう 09.広田 広田 平木
野間町 のまちょう 26.甲東 高木 瓦木
羽衣町 はごろもちょう 11.夙川 夙川 大社
櫨塚町 はぜつかちょう 05.安井 安井 大社
浜町 はまちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
馬場町 ばばちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
浜脇町 はまわきちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
浜松原町 はままつばらちょう 04.用海 用海 真砂
花園町 はなぞのちょう 21.鳴尾北 鳴尾北 学文
浜甲子園１・２丁目 はまこうしえん 17.南甲子園 南甲子園 鳴尾
浜甲子園３・４丁目 はまこうしえん 17.南甲子園 南甲子園 真砂
林田町１番～８番 はやしだちょう 26.甲東 高木 瓦木
林田町９番 はやしだちょう 26.甲東 樋ノ口 甲武
林田町１０番・１１番 はやしだちょう 26.甲東 高木 瓦木
花の峯 はなのみね 29.生瀬 生瀬 塩瀬
東浜町 ひがしはまちょう 04.用海 用海 真砂
東町１・２丁目 ひがしまち 04.用海 用海 真砂
毘沙門町 びしゃもんちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
樋之池町１番～１５番 ひのいけちょう 10.北夙川 北夙川 苦楽園
樋之池町１６番～２１番 ひのいけちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
樋之池町２２番～２７番 ひのいけちょう 10.北夙川 北夙川 苦楽園
樋之池町２８番 ひのいけちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
平木町 ひらきちょう 09.広田 平木 平木
平松町 ひらまつちょう 05.安井 安井 大社
広田町 ひろたちょう 09.広田 広田 平木
日野町 ひのちょう 25.高木 瓦林 瓦木
東鳴尾町１丁目 ひがしなるおちょう 19.鳴尾東 鳴尾東 浜甲子園
東鳴尾町２丁目 ひがしなるおちょう 19.鳴尾東 鳴尾東 鳴尾南
樋ノ口町１・２丁目 ひのくちちょう 26.甲東 樋ノ口 甲武
東山台１～５丁目 ひがしやまだい 31.東山台 東山台 塩瀬
深谷町２番～１２番 ふかたにちょう 10.北夙川 夙川 苦楽園
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深谷町１番、２～３番の一部 ふかたにちょう 11.夙川 夙川 苦楽園
分銅町 ぶんどうちょう 05.安井 安井 大社
深津町 ふかずちょう 24.瓦木 深津 深津
伏原町 ふしはらちょう 25.高木 高木 瓦木
二見町 ふたみちょう 24.瓦木 瓦木 深津
古川町 ふるかわちょう 16.甲子園浜 甲子園浜 浜甲子園
豊楽町 ほうらくちょう 10.北夙川 北夙川 苦楽園
堀切町 ほりきりちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
本町１番～４番 ほんまち 02.浜脇 用海 今津
本町５番～１３番 ほんまち 02.浜脇 浜脇 浜脇
宝生ケ丘１・２丁目 ほうしょうがおか 29.生瀬 生瀬 塩瀬
前浜町 まえはまちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
松生町 まつおいちょう 10.北夙川 夙川 苦楽園
松ケ丘町 まつがおかちょう 10.北夙川 夙川 苦楽園
松風町 まつかぜちょう 10.北夙川 北夙川 苦楽園
松下町 まつしたちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
松園町 まつぞのちょう 11.夙川 夙川 大社
松原町 まつばらちょう 04.用海 用海 今津
満池谷町 まんちだにちょう 06.大社 大社 大社
松並町 まつなみちょう 24.瓦木 瓦林 瓦木
松山町 まつやまちょう 24.瓦木 瓦林 瓦木
丸橋町 まるはしちょう 09.広田 広田 平木
美作町 みさくちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
南越木岩町 みなみこしきいわちょう 10.北夙川 北夙川 苦楽園
宮西町１番・２番 みやにしちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
宮西町３番・４番 みやにしちょう 02.浜脇 香櫨園 浜脇
宮西町５番・６番 みやにしちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
宮西町７番・８番 みやにしちょう 02.浜脇 香櫨園 浜脇
宮西町９番 みやにしちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
宮西町１０番～１４番 みやにしちょう 02.浜脇 香櫨園 浜脇
宮前町 みやまえちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
南昭和町１番・２番 みなみしょうわちょう 09.広田 平木 平木
南昭和町３番 みなみしょうわちょう 09.広田 高木 瓦木
南昭和町４番～１０番 みなみしょうわちょう 09.広田 平木 平木
南甲子園１丁目１～８番 みなみこうしえん 17.南甲子園 南甲子園 鳴尾
南甲子園１丁目９～２２番 みなみこうしえん 17.南甲子園 甲子園浜 鳴尾
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南甲子園２・３丁目 みなみこうしえん 17.南甲子園 南甲子園 真砂
室川町 むろかわちょう 06.大社 平木 平木
武庫川町 むこがわちょう 18.鳴尾西 鳴尾 鳴尾
森下町 もりしたちょう 15.芦原 平木 平木
門前町 もんぜんちょう 26.甲東 樋ノ口 甲武
門戸岡田町 もんどおかだちょう 26.甲東 甲東 甲陵
門戸西町１番 もんどにしまち 26.甲東 上ケ原 甲陵
門戸西町２番～９番 もんどにしまち 26.甲東 甲東 甲陵
門戸西町１０番 もんどにしまち 26.甲東 上ケ原 甲陵
門戸東町 もんどひがしまち 26.甲東 甲東 甲陵
門戸荘 もんどそう 26.甲東 甲東 甲陵
屋敷町 やしきちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
安井町 やすいちょう 05.安井 安井 大社
柳本町 やなぎもとちょう 06.大社 大社 平木
薬師町 やくしちょう 25.高木 高木 瓦木
山口町金仙寺 やまぐちちょうきんせんじ 32.山口 山口 山口
山口町名来（有馬川以西） やまぐちちょうならい 32.山口 山口 山口
山口町名来（有馬川以東） やまぐちちょうならい 32.山口 北六甲台 山口
山口町名来１・２丁目 やまぐちちょうならい 32.山口 山口 山口
山口町上山口１丁目 やまぐちちょうかみやまぐち 32.山口 山口 山口
山口町上山口２～４丁目 やまぐちちょうかみやまぐち 33.北六甲台 北六甲台 山口
山口町上山口(国道１７６号線以南） やまぐちちょうかみやまぐち 32.山口 山口 山口
山口町上山口(国道１７６号線以北） やまぐちちょうかみやまぐち 33.北六甲台 北六甲台 山口
山口町中野 やまぐちちょうなかの 32.山口 山口 山口
山口町下山口(有馬川以東で天上橋以北・
有馬病院以東の国道１７６号線以北）

やまぐちちょうしもやまぐち 32.山口 北六甲台 山口

山口町下山口(有馬川以西・天上橋以南・
有馬病院以東の国道１７６号線以南）

やまぐちちょうしもやまぐち 32.山口 山口 山口

山口町下山口１～５丁目 やまぐちちょうしもやまぐち 32.山口 山口 山口
山口町船坂 やまぐちちょうふなさか 32.山口 山口 山口
山口町阪神流通センター１～３丁目 やまぐちちょうはんしんりゅうつうせんたー 32.山口 山口 山口
山口町香花園 やまぐちちょうこうかえん 32.山口 神戸市立有馬 神戸市立有馬
湯元町 ゆのもとちょう 10.北夙川 苦楽園 苦楽園
弓場町 ゆばちょう 01.香櫨園 香櫨園 浜脇
与古道町 よこみちちょう 04.用海 用海 今津
用海町 ようがいちょう 04.用海 用海 今津

リ 両度町 りょうどちょう 09.広田 平木 平木

ユ

ヨ

ム

モ

ヤ
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六軒町 ろっけんちょう 07.甲陽園 甲陽園 上ケ原
六湛寺町１番 ろくたんじちょう 02.浜脇 安井 大社
六湛寺町２番～８番 ろくたんじちょう 02.浜脇 用海 今津
六湛寺町９番 ろくたんじちょう 02.浜脇 安井 大社
六湛寺町１０番～１５番 ろくたんじちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
和上町１番～４番 わじょうちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
和上町５番 わじょうちょう 02.浜脇 安井 大社
和上町６番～８番 わじょうちょう 02.浜脇 浜脇 浜脇
若松町 わかまつちょう 06.大社 安井 大社
若草町１・２丁目 わかくさちょう 21.鳴尾北 鳴尾北 学文
若山町 わかやまちょう 26.甲東 樋ノ口 甲武

ロ

ワ
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