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別 表 

 地区名 区 名 区 域（範 囲） 

1 

東南部地区 

小原区 小原 

2 東小諸区 東小諸 大字森山の一部 

3 東山区 山の前 

4 乙女区 乙女 旭ケ丘 

5 御幸町区 荒堀 御幸町 

6 与良区 
与良町 大日小路 熊野小路 神明町 東神明町 

末広町 大字加増の一部 

7 鶴巻区 鶴巻 石原町上部 

8 赤坂区 
赤坂町 三番町 清水町 中町 上町 脇ノ町 駒

形町 

9 南町区 南町 東町 西部 下川原 石原町下部 

10 緑ケ丘区 緑ケ丘 

11 

東部地区 

荒町区 荒町 

12 紺屋町区 紺屋町 水道町の一部 寿町の一部 

13 八幡町区 八幡町 寿町の一部 

14 三和区 
中央道路 水道町の一部 寿町の一部 山崎町の一

部 

15 天池区 天池 

16 松井区 松井 軽石 

17 東雲区 郷土 熊ノ堂 咡 中松井 

18 

中部地区 

相生区 相生町 袋町 筒井町 五軒町 

19 本町区 本町 仲町 東沢 

20 六供区 六供 北町の一部 大字菱平の一部 

21 田町区 田町 北町の一部 

22 大手区 馬場裏町 大手町 富士見町 樋の下町 鹿島町 

23 

西部地区 

古城区 馬場町 七軒町 足柄町 耳取町 中棚 城下 

24 市町区 市町 裏町 横町 柳町 栃木 

25 新町区 新町 大梁 押出 向押出 芦原 
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26 
 

両神区 両神団地 

27 富士見平区 富士見平団地 

28 

北大井地区 

原村区 大字八満の一部（原村） 大字平原の一部 

29 中村区 〃    〃 （中村） 

30 八代区 〃    〃 （八代） 

31 西八満区 〃    〃 （西八満） 

32 東区 〃    〃 （東団地） 大字柏木の一部 

33 藤塚区 〃    〃 （藤塚） 

34 石峠区 大字柏木の一部（石峠） 大字加増の一部 

35 柏木上区 〃    〃 （柏木上部） 

36 柏木下区 〃    〃 （柏木下部） 大字加増の一部 

37 四ツ谷区 〃    〃 （四ツ谷） 

38 加増区 〃    〃 （加増） 

39 荒堀区 〃    〃 （荒堀） 

40 南ケ原区 〃    〃 （南ケ原） 大字塩野の一部（水出） 

41 乗瀬区 大字塩野の一部（乗瀬） 

42 
ひばりケ丘

区 
大字加増の一部（ひばりケ丘） 

43 

大里地区 

菱野区 大字菱平の一部（菱野） 

44 後平区 〃    〃 （後平） 

45 諸区 大字諸 大字西原の一部 

46 西原区 大字西原 

47 滝原区 大字滝原 大字西原の一部 

48 

川辺地区 

大久保区 大字大久保の一部（大久保） 

49 氷区 〃     〃 （氷） 

50 鴇久保区 〃     〃 （鴇久保） 

51 西浦区 大字山浦の一部（西浦） 

52 上ノ平区 〃    〃 （上ノ平） 城下の一部 

53 久保区 〃    〃 （久保） 

54 大杭区 〃    〃 （大杭） 
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55 宮沢区 〃    〃 （宮沢） 

56 
 

御牧ケ原区 大字大久保の一部 大字山浦の一部 

57 諏訪山区 〃    〃 （諏訪山） 

58 

三岡地区 

市区 大字市 

59 耳取区 大字耳取 大字市の一部 

60 森山区 大字森山 大字市の一部 

61 

南大井地区 

御影区 大字御影新田の一部（御影） 

62 平原区 大字平原 

63 和田区 大字和田 大字御影新田の一部 大字市の一部 

64 一ツ谷区 大字御影新田の一部（一ツ谷） 

65 谷地原区 大字御影新田の一部 大字市の一部 

66 

西小諸地区 

芝生田区 大字滋野甲の一部（芝生田） 

67 井子区 〃     〃 （井子） 

68 糠地区 〃     〃 （糠地） 

 


