
校下（区）名・地区名と

実際の字名（住所）の

関係について
石川県 土木部 砂防課

土砂災害警戒情報の発表時点で、土砂災害の

おそれが非常に高まっている区域周辺の

校下（区）名または地区名

緊急速報メールで

お知らせする内容内容内容内容



実際の字名（住所）との関係実際の字名（住所）との関係実際の字名（住所）との関係実際の字名（住所）との関係

• 次頁以降では、校下（区）名・地区名は、実際にどの字名と一致してい

るのかを示しています。

• 表の見方は以下を参照してください。

• なお、実際に緊急速報メールが配信された際、自分が住んでいる地区名

が書かれていなくても、 “その周辺にも危険が迫っている状況である”

という意味も含んでいますので、メールを確認後、その他の情報収集に

努めてください。

金沢市 1/6

地区名

鞍月 南新保町

清水町 田島町 二俣町 奥新保町 荒山町

砂子坂町

月影町 四坊高坂町 四坊町 今町 花園八幡町

二日市町 岸川町 榎尾町 利屋町 浅丘町

大額町 額谷２丁目 額谷３丁目 額谷町 額乙丸町

額新保２丁目 額新保町 額谷１丁目 大額１丁目 大額２丁目

大額３丁目 光が丘２丁目 光が丘３丁目

字

花園

医王山

額

緊急速報メールに記載される名称
当該市町のページ数

市町名

実際の字名（住所）



珠洲市 1/1

地区名

三崎町雲津 三崎町細屋 三崎町小泊 三崎町二本松 三崎町伏見

三崎町杉山 三崎町本 三崎町内方 三崎町高波 三崎町引砂

三崎町宇治 三崎町森腰 三崎町粟津 三崎町大屋 三崎町寺家

若山町南山 若山町洲巻 若山町上山 若山町白滝 若山町中

若山町大坊 若山町向 若山町中田 若山町北山 若山町上黒丸

若山町経念 若山町出田 若山町吉ケ池 若山町二子 若山町宗末

若山町延武 若山町火宮 若山町古蔵 若山町上正力 若山町宇都山

若山町鈴内 若山町広栗

上戸 上戸町南方 上戸町寺社 上戸町北方

正院町岡田 正院町川尻 正院町正院 正院町小路 正院町飯塚

正院町平床

真浦町 仁江町 清水町 片岩町 長橋町

大谷町 馬緤町 笹波町 石神町 高屋町

蛸島 蛸島町

直 岩坂町 野々江町 熊谷町

唐笠町 東山中町 折戸町 川浦町 狼煙町

狼煙新町

飯田 飯田町

宝立町馬渡 宝立町柏原 宝立町宗玄 宝立町大町泥木 宝立町鵜島

宝立町南黒丸 宝立町黒峰 宝立町鵜飼 宝立町春日野 宝立町金峰寺

字

三崎

日置

宝立

大谷

正院

若山



能登町 1/1

地区名

藤波 宇出津、宇出津山分 上町 宇出津新港 宇出津

崎山４丁目 宇出津、宇出津新 崎山１丁目 崎山２丁目 崎山３丁目

鵜川 鵜川 小垣 七見 柿生

岩井戸 当目 大箱 北河内 黒川 田代

高倉 羽根 小浦 姫 羽生 真脇

三波 矢波 波並 猪平 藤波

秋吉 河ケ谷 秋吉 清真 九里川尻

小間生 久田 鈴ケ嶺 小間生 上長尾 桐畑

小木 小木 市之瀬 越坂 明野

田代、駒渡 泉 上 布浦 滝ノ坊

松波 福光 明生 恋路

中斉 五郎左エ門分 神和住 天坂 寺分

合鹿

神野 鶴町 宇加塚 曽又 藤ノ瀬

本木 柏木 鮭尾 太田原 武連

柿生 瑞穂 山田 宮地 爼倉

白丸 新保 内浦長尾 白丸 四方山 立壁

時長 山中 国重 満泉寺 宮犬

不動寺 行延

十郎原 笹川 柳田 五十里 石井

国光 鴨川

松波

宇出津

字

柳田

不動寺

瑞穂、宮地

上町



輪島市 1/2

地区名

門前町藤浜 門前町南 門前町鍛治屋 門前町池田 門前町小山

門前町新町分 門前町椎木 門前町山是清 門前町江崎 門前町白禿

門前町大切 門前町二又 門前町是清 門前町中田 門前町千代

門前町北川

門前町山辺 門前町田村 門前町浦上 門前町浅生田 門前町宮古場

門前町安代原 門前町中野屋 門前町西円山

気勝平町 上野台 二勢町 河井町 青山町

河井町本町

打越町 熊野町 北谷町 西脇町 市ノ瀬町

石休場町 東中尾町 山ノ上町 山岸町 横地町

杉平町 方南

久手川町 大野町 深見町 稲舟町 塚田町

惣領町 城兼町

黒島 門前町黒島町

三井町内屋 三井町市ノ坂 三井町洲衛 三井町細屋 三井町小泉

三井町新保 三井町与呂見 三井町長沢 三井町興徳寺 三井町中

三井町渡合 三井町本江 三井町仁行

門前町中谷内 門前町矢徳 門前町吉浦 門前町五十洲 門前町大滝

門前町百成大角間 門前町薄野 門前町鵜山 門前町井守上坂 門前町暮坂

門前町皆月 門前町餅田 門前町樽見

門前町大生 門前町道下 門前町鹿磯 門前町勝田 門前町深見

門前町六郎木

門前町窕 門前町久川 門前町大釜 門前町神明原 門前町木原月

門前町馬渡 門前町剱地 門前町馬場 門前町滝町 門前町清沢

門前町西中谷 門前町切狭 門前町黒岩 門前町上代 門前町入山

門前町渡瀬 門前町飯川谷 門前町腰細 門前町大泊 門前町赤神

字

河原田

河井

浦上

阿岸

七浦

諸岡

仁岸

三井

鵠巣



輪島市 2/2

上山町 大沢町 西二又町 上大沢町 下山町

赤崎町 小池町

空熊町 滝又町 別所谷町 繩又町 上黒川町

下黒川町 二俣町 房田町 長井町 山本町

美谷町 鵜入町 中段町 光浦町 稲屋町

宅田町 小伊勢町 釜屋谷町 水守町 二ツ屋町

堀町

町野町徳成 町野町麦生野 町野町北円山 町野町金蔵 町野町東

町野町井面 町野町桶戸 町野町佐野 町野町真久 町野町舞谷

町野町真喜野 町野町川西 町野町粟蔵 町野町寺山若桑 町野町若桑

町野町大寺山 町野町寺山大寺山 町野町寺山申ヶ場 町野町寺山杉ノ木 町野町広江

町野町地方 町野町鈴屋 町野町寺山地方 町野町大川 町野町東大野

町野町牛尾 町野町寺山番平 町野町伏戸 町野町寺地 町野町敷戸

輪島市町野町申ケ場 阿原 町野町寺山阿原 町野町西時国 町野町南時国

町野町曽々木 町野町寺山大久保 町野町寺山吉ヶ町 町野町寺山北口

白米町 西山町 東山町 忍町 名舟町

西院内町 東印内町 野田町 尊利地町 小田屋町

里町 渋田町

昭南町 南町 鳳至町 新橋通 平成町

堀町 海士町 輪島崎町 舳倉島

門前町定広 門前町内保 門前町百成 門前町地原 門前町長井坂

門前町原 門前町堀腰 門前町鑓川 門前町別所 門前町荒屋

門前町東大町 門前町二又川 門前町能納屋 門前町平 門前町貝吹

門前町本内 門前町谷口 門前町四位 門前町俊兼 門前町滝上

門前町上河内 門前町小石 門前町風原 門前町猿橋 門前町小滝

門前町鬼屋 門前町栃木 門前町広岡 門前町西中尾 門前町館

門前町広瀬 門前町深田 門前町本市 門前町走出 門前町清水

門前町日野尾 門前町門前 門前町和田 門前町高根尾

大屋

門前

本郷

鳳至

南志見

町野

西保



穴水町 1/1

地区名

志ヶ浦 河内 越の原 鹿路 越渡

宇留地 上中 大角間 下唐川 上唐川

桂谷 地蔵坊 挾石 曽福 鹿島

根木 新崎 緑ヶ丘 乙ヶ崎 大町

鵜島 川島 内浦 由比ヶ丘 麦ヶ浦

天神谷 此木 上野 北七海 七海

平野 小又

甲 鹿波 大郷 山中 曽良 甲

岩車 旭ケ丘 中居南 中居 比良

川尻 波志借 梶 瑞鳳 曽山

東中谷 藤巻 伊久留 木原 菅谷

樟谷

沖波 前波 竹太、花園 明千寺 宇加川

花園 古君 竹太

穴水

住吉

諸橋

字



七尾市 1/2

地区名

笠師保 中島町塩津 中島町笠師 中島町筆染

金ケ崎 深見町 大津町 白浜町

中島町浜田 中島町山戸田 中島町上町 中島町横田 中島町宮前

中島町谷内

藤橋町 南藤橋町 神明町 阿良町 一本杉町

亀山町 魚町 松本町 常盤町 西藤橋町

馬出町 白銀町 富岡町 北藤橋町 木町

御祓町 桜町 三島町 寿町 昭和町

生駒町 大手町 米町 檜物町

西三階町 東三階町 旭町 盤若野町 温井町

町屋町 池崎町 満仁町 青山町

崎山 鵜浦町 岡町 湯川町 三室町

中島町瀬嵐 中島町鹿島台 中島町小牧 中島町深浦 中島町外

中島町田岸 中島町長浦 中島町横見

能登島半浦町 能登島須曽町 能登島通町 能登島閨町 能登島無関町

能登島南町 能登島百万石町 能登島久木町 能登島田尻町

赤浦町 直津町 小丸山台 小島町 津向町

新保町 小島町三丁目 小島町二丁目 松百町 つつじが浜

なぎの浦 小島町一丁目 祖浜町

石崎 石崎町 石崎町香島三丁目 石崎町香島二丁目 石崎町香島一丁目

赤蔵 三引町 杉森町 高田町 東山町

相馬 伊久留町 七原町 吉田町 西下町

川原町 橘町 郡町 郡町東部 今町

作事町 相生町 袖ケ江町 鍛冶町 塗師町

府中町 湊町ニ丁目 湊町一丁目 矢田新町

端 垣吉町 舟尾町 新屋町 川尻町

字

袖ケ江

西湊

西部

西岸

御祓

高階

熊木



七尾市 2/2

中島 中島町中島

中部 能登島佐波町 能登島別所町 能登島向田町 能登島曲町

田鶴浜 田鶴浜町 上野ケ丘町

佐野町 万行町 佐味町 大田新町 大田町

沢野町 殿町

多根町 熊淵町(水上町) 若林町 江曽町 飯川町

八田町 熊淵町(滝尻町) 下町 中挾町 国下町

千野町 熊淵町 白馬町 八幡町 国分町

細口町 青葉台町

熊淵町 大泊町 山崎町 熊淵町(水上町) 花園町

山崎町(小川内町) 東浜町 黒崎町 菅沢町 麻生町

中島町豊田 中島町奥吉田 中島町土川 中島町豊田町 中島町河崎

中島町外原 中島町崎山

須能町 小栗町 佐々波町 麻生町 清水平町

柑子町 庵町(虫崎町) 外林町 庵町 庵町(百海町)

庵町(白鳥町) 江泊町 大野木町

野崎 能登島二穴町 能登島日出ケ島町 能登島野崎町

古府町 南ケ丘町 小池川原町 古城町 矢田町

古屋敷町 後畠町 竹町 栄町 藤橋町

天神川原町 藤野町 本府中町 所口町 山王町

大和町

和倉 奥原町 和倉町 光陽台 泉南台 和倉町ひばり

中島町北免田 中島町上畠 中島町町屋 中島町藤瀬 中島町大平

中島町鳥越 中島町古江 中島町西谷内 中島町別所 中島町河内

鰀目 能登島祖母ケ浦町 能登島長崎町 能登島八ケ崎町 能登島鰀目町

釶打

矢田郷

北大呑

豊川

南大呑

徳田

東湊



志賀町 1/2

地区名

上棚 二所宮 福井 舘 大坂

穴口 米浜

加茂 矢駄 倉垣 安津見

中山 豊後名 中畠 谷神 荒屋

三明 日下田 草木 町居 日用

高浜 高浜町

上野 大津 小浦 百浦 赤住

安部屋 川尻 町 矢蔵谷

若葉台 牛ヶ首 大笹 五里峠 田原

米町 小室 松木 直海 長田

釈迦堂

西浦 赤崎 鹿頭 小窪 笹波 前浜

西海 西海久喜 西海千ノ浦 西海風無 西海風戸

西増穂 酒見 稲敷 栢木 大福寺

甘田 坪野 岩田 大島 宿女

福野 長沢

火打谷 舘開 徳田 仏木 代田

谷屋 矢田 栗山 印内

相神 中浜 給分 里本江 八幡

草江

東小室 貝田 大西 田中 広地

和田 今田 楚和 尊保 阿川

鵜野屋 入釜 地保 切留

富来牛下 富来生神 富来七海 富来地頭町 富来領家町

富来高田

福浦 福浦港

稗造

富来

字

下甘田

熊野

志加浦

上熊野

中甘田

土田

東増穂



志賀町 2/2

神代 末吉 清水今江 堀松 北吉田

矢蔵谷 火打谷(出雲) 梨谷小山

堀松



中能登町 1/2

地区名

井田 井田              

一青 一青              

羽坂 羽坂              

下後山 下後山              

花見月 花見月              

蟻ケ原 蟻ケ原              

久江 久江              

久乃木 久乃木              

芹川 芹川              

金丸 金丸              

原山 原山              

高畠 高畠              

黒氏 黒氏              

最勝講 最勝講              

在江 在江              

春木 春木              

小金森 小金森              

小竹 小竹              

小田中 小田中              

上後山 上後山              

新庄 新庄              

水白 水白              

瀬戸 瀬戸              

西 西              

西馬場 西馬場              

石動山 石動山              

字



中能登町 2/2

川田 川田              

曽祢 曽祢              

大槻 大槻              

坪川 坪川              

藤井 藤井              

徳丸 徳丸              

徳前 徳前              

二宮 二宮              

二宮あおば台
二宮あおば台              

廿九日 廿九日              

能登部下 能登部下              

能登部上 能登部上              

尾崎 尾崎              

武部 武部              

福田 福田              

末坂 末坂              

良川 良川              
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地区名

針山 海老坂 原 所司原 聖川

敷浪 新宮 下石 見砂 荻市

子浦 散田 吉野屋 石坂 向瀬

走入 清水原 菅原 杉野屋 二口

小川 米出 今浜 麦生 南吉田

宿 竹生野

原 針山 海老坂 新宮 所司原

散田 下石

南邑知 杉野屋 菅原 二口

敷浪 敷波 荻谷 荻島 出浜

柳瀬

沢川 御館 上田 宝達 上田出

三日町 中野 門前 河原 山崎

宝達山 宝達山

見砂 石坂 向瀬 清水原 走入

免田 森本 北川尻 冬野 紺屋町

東間 坪山 正友 東野

字

樋川

南志雄

相見

志雄

北志雄

宝達
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地区名

新保町 兵庫町 粟生町 粟原町 土橋町

立開町

一ノ宮 寺家町 一ノ宮町 滝町

南中央町 御坊山町 松ケ下町 中央町 柳橋町

島出町 旭町 川原町 鶴多町 的場町

東川原町 東的場町 本町 西釜屋町 大川町

釜屋町

越路野 柳田町 千路町 上中山町

鹿島路 鹿島路町

上甘田 柴垣町 滝谷町

千里浜 千里浜町

石野町 太田町 吉崎町 次場町 若草町

深江町 三ツ屋町

福水町 千石町 菅池町 神子原町 中川町

宇土野町 白瀬町 白石町 四町 垣内田町

千代町 飯山町 上白瀬町 円井町 志々見町

上江町 尾長町 本江町 千田町 堀替新町

菱分町

余喜 酒井町 金丸出町 四柳町 大町 下曾祢町

字

栗ノ保

羽咋

富永

邑知
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地区名

湖北 大崎 指江 多田 内日角

狩鹿野 森 宇野気 下山田 上山田

気屋 七窪 鉢伏 宇気

外日角 白尾 外日角 秋浜 浜北

金津 上田名 谷 横山 余地 笠島

高松 高松古宮町 高松南町 内高松 高松元町

高松南新町 高松旭町 高松下伊丹町 高松岸川町 高松桜井町

高松上伊丹町 高松上北町 高松中町 高松北新町 高松北中町

高松流川町 高松六軒町 高松新旭町 高松東町 学園台１丁目

学園台２丁目 学園台３丁目 学園台４丁目 学園台５丁目

七塚 遠塚 松浜 木津

若緑

元女 長柄町 夏栗 黒川

二ツ屋 中沼 瀬戸町 箕打 八野

野寺

字

宇ノ気

高松

大海
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地区名

湖東 五反田 中須加 井上の荘 川尻

中橋

加茂 舟橋 能瀬 谷内 領家

御門 下矢田 上矢田 中山 小熊

池ケ原 種 平野 菩提寺 興津

河合谷 下河合 上河合 牛首 上大田 瓜生

杉瀬 倉見 岩崎 七黒 田屋

宮田 大畠 鳥屋尾 鳥越 山北

蓮花寺 笠池ケ原 篭月 莇谷 吉倉

市谷 彦太郎畠 大熊 八ノ谷

井野河内 仮生 大坪 旭山 明神

東荒屋 材木 常徳 相窪 朝日畑

南横根 北横根 下藤又 別所 下中

大窪 七野 竹橋 原 上藤又

山森 倶利伽羅 富田 越中坂 坂戸

河内 刈安 九折 上野

浅谷 潟端 太田 南中条 北中条

浅田

横浜 加賀爪 庄 清水 津幡

緑が丘

津幡

中条

字

井上

英田

笠谷

倶利伽羅



内灘町 1/1

地区名

アカシア１丁目 アカシア２丁目 向粟崎 向陽台１丁目 向陽台２丁目

千鳥台１丁目 千鳥台２丁目 千鳥台３丁目 千鳥台４丁目 千鳥台５丁目

鶴ケ丘 緑台１丁目 緑台２丁目 湖西 千鳥台

大根布 大根布１丁目 大根布２丁目 大根布６丁目 大根布７丁目

大根布８丁目 大清台 ハマナス１丁目 ハマナス２丁目 大学

宮坂 大学１丁目 大学２丁目 白帆台１丁目 白帆台

西荒屋 室

字

内灘町内の

斜面沿いの

地域



金沢市 1/6

地区名

鞍月 南新保町

清水町 田島町 二俣町 奥新保町 荒山町

砂子坂町

月影町 四坊高坂町 四坊町 今町 花園八幡町

二日市町 岸川町 榎尾町 利屋町 浅丘町

大額町 額谷２丁目 額谷３丁目 額谷町 額乙丸町

額新保２丁目 額新保町 額谷１丁目 大額１丁目 大額２丁目

大額３丁目 光が丘２丁目 光が丘３丁目

菊川１丁目 菊川２丁目 城南２丁目 笠舞本町２丁目 城南１丁目

本多町１丁目

若宮１丁目 若宮２丁目 若宮町 戸板２丁目 戸板３丁目

戸板４丁目 戸板５丁目 戸板西１丁目 出雲町 戸板１丁目

大豆田本町 二口町 駅西本町２丁目 駅西本町３丁目

倉谷町 二又新町 大平沢町 国見町 熊走町

寺津町 平町 樫見町 鴛原町 下鴛原町

娚杉町 相合谷町 城力町 駒帰町 中戸町

菅池町 瀬領町 天池町 上辰巳町 水淵町

辰巳町 末町

横山町 暁町 材木町 桜町 常盤町

東御影町 主計町 観音町３丁目 橋場町 東山１丁目

八幡町 並木町 末広町

柚木町 不室町 牧山町 車町 直江野町

市瀬町 水元町 小嶺町 納年町 北方町

東原町 高坂町 正部町 古屋谷町 北陽台１丁目

鳴瀬元町 梨木町 宮野町 桐山町 小池町

堀切町 清水谷町 竹又町 曲子原町 土子原町

松根町

戸坂

犀川

三谷

材木町

字

花園

医王山

額

菊川町
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横川３丁目 横川４丁目 横川５丁目 横川６丁目 久安３丁目

久安４丁目 久安５丁目 久安６丁目 有松２丁目 有松４丁目

有松５丁目 有松１丁目 有松３丁目 西泉１丁目 西泉２丁目

泉本町１丁目 泉本町２丁目 泉本町３丁目 泉本町５丁目 泉本町６丁目

四十万４丁目 四十万６丁目 四十万町 南四十万１丁目 南四十万２丁目

南四十万３丁目 しじま台１丁目 しじま台２丁目 三十苅町 四十万３丁目

四十万５丁目

平栗 つつじが丘 若草町 西大桑町 平和町２丁目

十一屋町 法島町

北安江１丁目 北安江３丁目 七ツ屋町、西堀川町 沖町 諸江町

北安江２丁目 北安江４丁目 磯部町 割出町 三浦町

松寺町 北寺町

御所町 神宮寺３丁目 小坂町 南御所町 神宮寺２丁目

神宮寺町 神谷内町 三池新町 三池町 三池栄町

疋田町

錦町 笠舞１丁目 笠舞２丁目 小立野３丁目 小立野１丁目

小立野２丁目 小立野４丁目 上野本町 笠舞３丁目 小立野５丁目

石引１丁目 石引２丁目 石引３丁目 石引４丁目 飛梅町

宝町 下石引町

糸田１丁目 糸田２丁目 糸田新町 新神田１丁目 新神田２丁目

新神田３丁目 新神田４丁目 新神田５丁目 入江１丁目 入江２丁目

本江町 玉鉾１丁目

清川町 茨木町 下本多町５番丁 下本多町６番丁 幸町

枝町 十三間町 十三間町中丁 出羽町 新竪町３丁目

水溜町 杉浦町 川岸町 竪町 池田町１番丁

池田町３番丁 池田町４番丁 池田町２番丁 池田町立丁 中川除町

本多町２丁目 本多町３丁目 油車 里見町 鱗町

柿木畠 広坂１丁目 広坂２丁目 上柿木畠

三馬

諸江町

十一屋

四十万

小立野

小坂

新神田

新竪町



金沢市 3/6

東山２丁目 鳴和町 元町１丁目 元町２丁目 山の上町

山ノ上町５丁目 春日町 小金町 森山１丁目 森山２丁目

神宮寺１丁目 大樋町 鳴和台 鳴和１丁目 鳴和２丁目

吉原町 塚崎町 弥勒町 南森本町 観法寺町

大場町 湖陽１丁目 北森本町 梅田町 八田町

湖陽２丁目 忠縄町 才田町 湖南町

西念２丁目 駅西新町１丁目 西念３丁目 駅西新町２丁目 駅西新町３丁目

西念町

宮保町 疋田１丁目 疋田２丁目 柳橋町 法光寺町

今昭町 千田町 千木１丁目 千木町 疋田３丁目

横枕町 金市町 百坂町 福久町 荒屋１丁目

荒屋町 福久１丁目 福久２丁目 福久東１丁目

額新町２丁目 額新町１丁目 額新保１丁目 光が丘１丁目 馬替１丁目

馬替２丁目 馬替３丁目 高尾南１丁目 高尾南２丁目 高尾台４丁目

高尾南３丁目

泉が丘２丁目 弥生３丁目 泉３丁目 泉１丁目 泉２丁目

泉が丘１丁目 泉野町３丁目 野町３丁目 弥生１丁目 弥生２丁目

泉本町４丁目 寺町５丁目 野町１丁目 野町２丁目 野町４丁目

野町５丁目

泉野出町３丁目 泉野町６丁目 泉野出町１丁目 泉野町５丁目 緑が丘

泉野町４丁目 寺町１丁目 寺町２丁目 寺町３丁目 寺町４丁目

泉野町１丁目 泉野町２丁目

京町 高柳町、三池栄町 小橋町 昌永町 浅野本町

浅野本町１丁目 浅野本町２丁目 乙丸町 高柳町 田中町

大浦町 東蚊爪町 木越町 みずき１丁目 みずき２丁目

みずき３丁目 みずき４丁目 木越１丁目 木越２丁目 木越３丁目

湊２丁目 東蚊爪町１丁目 東蚊爪町２丁目 湊１丁目 金沢港

森山町

森本

西

千坂

扇台

泉

泉野

浅野町

大浦
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大工町 片町１丁目 中央通町 長町１丁目 長町２丁目

長町３丁目 長土塀２丁目 長土塀３丁目 片町２丁目 下柿木畠

香林坊１丁目 香林坊２丁目 高岡町 南町 尾山町

木倉町 大和町 玉川町 三社町 昭和町

柳町 島田町 長土塀１丁目 芳斉１丁目 芳斉２丁目

本町２丁目 玉井町 島田町 六枚町 下近江町

下松原町 下堤町 十間町 上近江町 上堤町

西町３番丁 西町４番丁 西町藪ノ内通 青草町 袋町

博労町 武蔵町

増泉２丁目 増泉３丁目 増泉４丁目 増泉５丁目 増泉１丁目

白菊町 千日町 御影町 神田１丁目 神田２丁目

中村町

野田町 円光寺１丁目 円光寺２丁目 長坂台 長坂町

泉野出町４丁目 伏見新町 泉野出町２丁目 長坂１丁目 長坂２丁目

長坂３丁目 平和町１丁目 平和町３丁目

長田本町 元菊町 向中町 広岡１丁目 中橋町

長田１丁目 長田２丁目 南広岡町 日吉町 駅西本町１丁目

広岡２丁目 広岡３丁目 広岡町 西念１丁目 醒ケ井町

折違町 長田町

俵町 土清水町 太陽が丘２丁目 太陽が丘３丁目 太陽が丘１丁目

田上本町 土清水町 田上本町１丁目 田上本町２丁目 田上本町３丁目

田上本町４丁目 朝霧台１丁目 朝霧台２丁目 田上１丁目 田上新町

田上町 田上の里１丁目 田上の里２丁目 田上さくら１丁目 田上さくら２丁目

田上さくら３丁目 田上本町１丁目 角間町 田上２丁目 田上さくら１丁目

旭町１丁目 旭町３丁目 もりの里１丁目 旭町 若松町

上若松町 もりの里２丁目 もりの里３丁目 旭町２丁目 若松町２丁目

若松町３丁目 鈴見町 角間新町 若松町１丁目 鈴見台１丁目

鈴見台２丁目 鈴見台３丁目 鈴見台４丁目 鈴見台５丁目

中央

長坂台

中村町

長田町

田上

杜の里
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七曲町 茅原町 朝加屋町 東荒屋町 藤六町

上中町 浅川町 袋板屋町 高池町 蓮如町

銚子町 金川町 太陽が丘１丁目 打尾町 平等本町

畠尾町 湯涌田子島町 白見町 下谷町 羽場町

上原町 西市瀬町 北袋町 芝原町 湯涌荒屋町

横谷町 湯涌河内町 湯涌曲町 湯涌町 板ケ谷町

古郷町 石黒町 上山町 東町 栃尾町

東市瀬町 折谷町 菱池小原町 魚帰町 小菱池町

大菱池町

菊水町 堂町 小原町 住吉町 新保町

別所町 山川町 三小牛町 蓮花町

大桑町 永安町 大桑町、涌波町 舘山町 舘町

土清水１丁目 土清水２丁目 大桑１丁目 大桑２丁目 大桑３丁目

涌波１丁目 土清水３丁目 花里町 三口新町 三口新町１丁目

三口新町２丁目 三口新町４丁目 大桑新町 涌波町 涌波２丁目

涌波３丁目 涌波４丁目 笠舞本町１丁目 三口新町３丁目

馬場 東山３丁目 卯辰町 鶯町 子来町

俵 小豆沢町 湯谷原町 戸室別所 中山町 戸室新保

上涌波町 薬師町 下涌波町 北陽台２丁目 月浦町

北陽台３丁目 堅田町 河原市町 不動寺町 小野町

岩出町 深谷町 四王寺町 福畠町 加賀朝日町

地代町 千杉町 鞁筒町 今泉町 朝日牧町

滝下町 中尾町 南千谷町 北千石町 俵原町

琴坂町 琴町 上平町

倉ケ嶽 坪野町 清瀬町 窪１丁目 窪２丁目

山科町 伏見台２丁目 円光寺３丁目 円光寺本町 窪６丁目

山科１丁目 山科２丁目 山科３丁目 伏見台１丁目 寺地２丁目

寺地１丁目 富樫１丁目 富樫２丁目 富樫３丁目

東浅川

湯涌

内川

南小立野

不動寺

富樫



金沢市 6/6

高尾町 窪３丁目 窪町 窪３丁目、窪町 窪５丁目

高尾２丁目 高尾３丁目 高尾台１丁目 高尾台２丁目 高尾台３丁目

三馬１丁目 窪４丁目 高尾１丁目 久安１丁目 久安２丁目

窪７丁目 三馬２丁目 三馬３丁目 伏見台３丁目 横川１丁目

横川２丁目

米泉町１０丁目 東力１丁目 東力３丁目 東力４丁目 東力町

玉鉾２丁目 玉鉾３丁目 玉鉾町 入江３丁目

横川７丁目 西泉３丁目 西泉４丁目 米泉町１丁目 米泉町２丁目

米泉町３丁目 米泉町４丁目 米泉町５丁目 米泉町６丁目 西泉５丁目

西泉６丁目 泉本町７丁目 米泉町８丁目 米泉町９丁目

天神町１丁目 天神町２丁目 田井町 丸の内 兼六町

兼六元町 小将町 扇町 東兼六町 下新町

大手町 尾張町１丁目 尾張町２丁目

安江町 彦三町１丁目 彦三町２丁目 本町１丁目 此花町

堀川新町 木ノ新保町、木ノ新保７番丁笠市町 瓢箪町 堀川町

牧町 東長江町 小二又町 釣部町 伝燈寺町

山王町１丁目 山王町２丁目 夕日寺町 御所町１丁目 御所町２丁目

夕日寺

伏見台

米泉

米丸

味噌蔵町

明成



白山市 1/2

地区名

一ノ宮 中島町 白山町 三宮町 八幡町

河内町内尾 河内町下折 河内町吉岡 河内町江津 河内町福岡

河内町きりの里 河内町ふじが丘 河内町金間 河内町奥池 河内町久保

河内町吹上 河内町板尾 河内町中直海 河内町口直海

大竹町 日向町 明法島町 井口町 七原町

中ノ郷町 安養寺町 行町 柴木町 深瀬新町

鶴来桑島町

中宮 木滑新 瀬波 木滑 市原

佐良 吉野

蔵山 明島町 森島町 日御子町 小柳町 明光２丁目

蝶屋 手取町 長屋町 平加町

左礫町 阿手町 数瀬町 五十谷町 三ツ瀬町

野地町 河原山町 相滝町 渡津町 上吉谷町

杉森町 柳原町 下吉谷町 仏師ケ野町 三ツ屋野町

西佐良町 出合町 神子清水町 別宮出町 釜清水町

三坂町 別宮町 上野町 若原町 下野町

河合町 瀬木野町 広瀬町

鶴来日吉町 鶴来古町 鶴来水戸町 鶴来水戸町２丁目 鶴来水戸町３丁目

鶴来大国町 鶴来本町３丁目 月橋町 鶴来本町４丁目 鶴来今町

鶴来下東町 鶴来上東町 鶴来新町 鶴来清沢町 鶴来知守町

鶴来朝日町 鶴来日詰町 鶴来本町１丁目 鶴来本町２丁目

白峰 白峰 桑島

尾添 深瀬 東二口 荒谷 女原

瀬戸

美川南町 美川永代町 美川今町 美川新町 美川神幸町

美川中町 美川浜町 美川北町 美川末広町 美川和波町

尾口

美川

字

河内

館畑

吉野谷

鶴来

鳥越



白山市 2/2

湊 湊町

知気寺町 荒屋町 道法寺町 明光１丁目 明光３丁目

明光４丁目 坂尻町 熱野町 部入道町 曽谷町

富光寺町

林中 木津町

林



能美市 1/1

地区名

鍋谷町 仏大寺町 和佐谷町 和気町 坪野町

大口町 大成町 大浜町 中町 浜町

福島町 福岡町 粟生町 西任田町 赤井町

中庄町 吉光町 東任田町 吉原釜屋町 吉原町

牛島町 佐野町 寺畠町 和光台１丁目 舘町

金剛寺町 石子町 末信町 泉台町 湯谷町

徳山町 和光台２丁目 和光台３丁目 和光台４丁目 和光台５丁目

三ツ屋町 岩内町 寺井町 和田町 荒屋町

秋常町 松が岡２丁目 下開発町 松が岡１丁目 松が岡３丁目

松が岡４丁目 松が岡５丁目 緑が丘１０丁目 緑が丘１１丁目 緑が丘５丁目

緑が丘８丁目 緑が丘９丁目 辰口町 湯屋町 緑が丘３丁目

緑が丘４丁目 緑が丘６丁目 緑が丘７丁目 莇生町 長滝町

旭台 灯台笹町 岩本町 三道山町 末寺町

高座町 徳久町 上開発町 倉重町 来丸町

緑が丘１丁目 緑が丘２丁目 火釜町 宮竹町 三ツ口町

能美市内の

山や、がけ

沿いの地区

字



小松市 1/2

地区名

白嶺町 八幡町 幸町 福乃宮町 工業団地

育成町 旭町 飴屋町 栄町 錦町

三日市町 上本折町 清水町 西本折町 相生町

大文字町 大和町 日吉町 本折町 末広町

龍助町 土居原町 日の出町 白山町 有明町

西荒谷町 日用町 馬場町 粟津町 湯上町

戸津町 井口町 西原町 南陽町 白山田町

牧口町 おびし町 小山田町 津波倉町

金平町 江指町 金野町 大野町 花坂町

麻畠町 五国寺町

湖東町 串町 青路町 野立町 村松町

串茶屋町

矢田新町 矢田町 月津町 扇原町 額見町

月美丘 四丁町

向本折 向本折町 須天町 大領中町

遊泉寺町 鵜川町 古府町 埴田町 里川町

立明寺町 河田町 小野町 国府台 下八里町

上八里町 八里台

今江 今江町

新保町 花立町 丸山町 西俣町茗ケ谷 尾小屋町

尾小屋町二ツ屋 西俣町 尾小屋町長原 西俣町滝上 西俣町鳥越

波佐羅町 岩上町 観音下町 池城町 塩原町

布橋町 沢町 松岡町

第一 若杉町 八幡 沖町 打越町 佐々木町

字

金野

芦城

粟津

串

月津

国府

西尾



小松市 2/2

軽海町 正蓮寺町 麦口町 桂町 原町

上麦口町 嵐町 中ノ峠町 中海町 岩渕町

みどり町 荒木田町

西軽海町４丁目 希望丘 西軽海町１丁目 西軽海町３丁目 西軽海町２丁目

光陽町

那谷 滝ケ原町 菩提町 那谷町

日末 浜佐美町 佐美町 松崎町 日末町 拓栄町

下大杉町 大杉本町 大杉上町 大杉中町 赤瀬町

瀬領町 上リ江町 打木町 波佐谷町 長谷町

大領町 南浅井町 千木野町 扇町 北浅井町

吉竹町 清六町 不動島町

島町 矢田野町 松生町 符津町 蓑輪町

矢崎町

牧 安宅新町

木場 木場町 木場台

矢田野 上荒屋町 二ツ梨町 矢田野町 下粟津町 林町

蓮代寺 東山町 三谷町 蓮代寺町 本江町

符津

波佐谷

苗代

中海

東陵



加賀市 1/3

地区名

塩屋 塩屋町

山中温泉上原町 山中温泉加美谷台
山中温泉加美谷台２丁目

山中温泉塚谷町 山中温泉旭町

山中温泉宮の杜 山中温泉中田町 山中温泉長谷田町 山中温泉二天町

片野町 高尾町 豊町 黒崎町 宮町

小塩町 深田町 田尻町 橋立町

金明 小塩辻町 宮地町 野田町 美岬町 塩浜町

湖北 一白町 新保町 柴山町 干拓町

大菅波町 小菅波町 希望が丘 松が丘２丁目 松が丘３丁目

西山田町 作見町 松が丘１丁目 松が丘４丁目 天日町

東山田町 白山台 ときわ台 弓波町 尾中町

山田町 冨塚町

曾宇町 直下町 日谷町 細坪町 百々町

美谷が丘 幸町 白鳥町

奥谷町 熊坂町 永井町 吉崎町 橘町

三木町 大同町

河南町 桂谷町 荒木町 淀町 山代温泉

尾俣町

山中温泉こおろぎ町 山中温泉栄町 山中温泉河鹿町 山中温泉上野町 山中温泉東町１丁目

山中温泉東町２丁目 山中温泉湯の出町 山中温泉湯の本町 山中温泉南町 山中温泉白山町

山中温泉冨士見町 山中温泉本町１丁目 山中温泉本町２丁目 山中温泉薬師町 山中温泉西桂木町

山中温泉東桂木町

加茂町 七日市新町 若葉台 庄町 西島町

七日市町 桑原町

山中温泉風谷町 山中温泉真砂町 山中温泉片谷町 山中温泉九谷町 山中温泉坂下町

山中温泉生水町 山中温泉枯淵町 山中温泉我谷町 山中温泉栢野町 山中温泉菅谷町

山中温泉下谷町

字

河南

橋立

西谷

作見

三谷

三木

山代

山中温泉

庄



加賀市 2/3

大聖寺上木町 大聖寺瀬越町 大聖寺錦町 大聖寺西町 大聖寺緑ケ丘町

白望台 大聖寺下屋敷町 大聖寺下福田町 大聖寺三ツ町 大聖寺荻生町

大聖寺錦城ケ丘町
加賀市大聖寺錦城ケ丘町

大聖寺一本橋町

大聖寺越前町、大聖寺三ツ屋町

大聖寺観音町

大聖寺関町 大聖寺魚町 大聖寺京町 大聖寺五軒町 大聖寺今出町

大聖寺三ツ屋町 大聖寺山田町 大聖寺寺町 大聖寺十一町 大聖寺新屋敷町

大聖寺神明町 大聖寺西栄町 大聖寺大新道 大聖寺鍛冶町 大聖寺中新道

大聖寺中町 大聖寺仲町 大聖寺東横町 大聖寺南町 大聖寺馬場町

大聖寺八間道 大聖寺福田町 大聖寺片原町 大聖寺本町 大聖寺永町

大聖寺奥鷹匠町 大聖寺弓町 大聖寺金子町 大聖寺荒町 大聖寺耳聞山町

大聖寺菅生 大聖寺菅生町 大聖寺鷹匠町 大聖寺鉄砲町 大聖寺田原町

大聖寺東町 大聖寺法華坊町 大聖寺木呂場町 大聖寺松島団地 大聖寺松島町

大聖寺上福田町 大聖寺新旗陽町 大聖寺新川町 大聖寺新組町 大聖寺朝日町

大聖寺殿町 大聖寺畑山町 大聖寺畑町 大聖寺番場町 大聖寺北片原町

大聖寺岡町 大聖寺亀町 大聖寺耳聞山仲町 大聖寺曙町 大聖寺松ケ根町

大聖寺新栄町 大聖寺新町 大聖寺相生町 大聖寺大名竹町 大聖寺天神下町

大聖寺藤ノ木町 大聖寺敷地 大聖寺平床 大聖寺麻畠町 大聖寺春日町

大聖寺東敷地町

上野町 二子塚町 宇谷町 森町 勅使町

河原町 清水町 栄谷町 松山町

山中温泉大土町 山中温泉杉水町 山中温泉市谷町 山中温泉荒谷町 山中温泉今立町

山中温泉四十九院町 山中温泉菅生谷町 山中温泉滝町 山中温泉中津原町

須谷町 塔尾町 水田丸町 柏野町 小坂町

横北町 二ツ屋町

動橋 八日市町 合河町 動橋町 梶井町 中島町

南郷町 黒瀬町 保賀町 下河崎町 吸坂町

上河崎町 中代町

分校 分校町 箱宮町 高塚町 打越町

南郷

勅使

東谷

東谷口

大聖寺
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別所 別所町

片山津町 潮津町 湖城町１丁目 湖城町２丁目 湖城町３丁目

片山津温泉

片山津


