
住居表示実施町名一覧表

　　　　　　　　　　　　令和２年２月３日現在 

区名 新町名（実施後） 実施年月日 備　考

中央区 旭町 旭町 の全部 平成3年2月1日

中央区 市場町 市場町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 稲荷町１丁目 稲荷町 の一部 平成9年2月1日

中央区 稲荷町２丁目 稲荷町 の一部 平成9年2月1日

中央区 稲荷町３丁目 稲荷町 の一部 平成9年2月1日

中央区 亥鼻１丁目 市場町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 亥鼻１丁目 亥鼻町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 亥鼻１丁目 亀岡町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 亥鼻１丁目 矢作町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 亥鼻２丁目 市場町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 亥鼻２丁目 亥鼻町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 亥鼻３丁目 亥鼻町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 今井１丁目 今井町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 今井２丁目 今井町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 今井３丁目 今井町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 今井３丁目 今井町 の一部 昭和49年1月1日 編入

中央区 今井３丁目 蘇我町１丁目 の一部 昭和49年1月1日 編入

中央区 院内１丁目 院内町 の一部 昭和46年3月1日

中央区 院内１丁目 通町 の一部 昭和46年3月1日

中央区 院内２丁目 院内町 の一部 昭和46年3月1日

中央区 院内２丁目 道場北町 の一部 昭和46年3月1日

中央区 鵜の森町 今井町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 鵜の森町 蘇我町１丁目 の一部 昭和39年1月1日

中央区 春日１丁目 春日町 の一部 昭和39年3月1日

中央区 春日１丁目 汐見丘町 の一部 昭和39年3月1日

中央区 春日２丁目 春日町 の一部 昭和39年3月1日

中央区 春日２丁目 緑町 の一部 昭和39年3月1日

中央区 葛城１丁目 亥鼻町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 葛城１丁目 葛城町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 葛城２丁目 亥鼻町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 葛城２丁目 葛城町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 葛城３丁目 青葉町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 葛城３丁目 亥鼻町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 葛城３丁目 葛城町 の一部 昭和48年1月1日

中央区 要町 要町 の全部 昭和46年3月1日

中央区 要町 富士見町 の一部 昭和46年3月1日

中央区 亀井町 亀井町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 亀岡町 亀岡町 の一部 昭和47年1月1日

中央区 亀岡町 矢作町 の一部 昭和47年1月1日

中央区 栄町 栄町 の全部 昭和46年3月1日

中央区 栄町 通町 の一部 昭和46年3月1日

中央区 汐見丘町 汐見丘町 の一部 昭和39年3月1日

中央区 白旗１丁目 今井町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 白旗１丁目 宮崎町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 白旗２丁目 今井町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 白旗２丁目 宮崎町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 白旗３丁目 今井町 の一部 昭和42年1月1日

中央区 白旗３丁目 宮崎町 の一部 昭和42年1月1日

中央区 新宿１丁目 新宿町１丁目 の一部 昭和47年1月1日

旧町名（実施前）
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区名 新町名（実施後） 実施年月日 備　考旧町名（実施前）

中央区 新宿２丁目 新宿町２丁目 の一部 昭和47年1月1日

中央区 新千葉１丁目 新町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 新千葉１丁目 弁天町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 新千葉２丁目 新町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 新千葉２丁目 登戸町２丁目 の一部 昭和41年1月1日

中央区 新千葉２丁目 登戸町３丁目 の一部 昭和41年1月1日

中央区 新千葉２丁目 弁天町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 新千葉３丁目 汐見丘町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 新千葉３丁目 登戸町３丁目 の一部 昭和41年1月1日

中央区 新田町 新宿町１丁目 の全部 昭和61年1月1日

中央区 新田町 新田町 の全部 昭和61年1月1日

中央区 末広１丁目 末広町１丁目 の全部 昭和42年1月1日

中央区 末広２丁目 末広町２丁目 の一部 昭和42年1月1日

中央区 末広２丁目 千葉寺町 の一部 昭和42年1月1日

中央区 末広３丁目 末広町２丁目 の一部 昭和42年1月1日

中央区 末広３丁目 千葉寺町 の一部 昭和42年1月1日

中央区 末広４丁目 末広町２丁目 の一部 昭和42年1月1日

中央区 末広４丁目 千葉寺町 の一部 昭和42年1月1日

中央区 末広５丁目 末広町２丁目 の一部 昭和42年1月1日

中央区 末広５丁目 千葉寺町 の一部 昭和42年1月1日

中央区 蘇我１丁目 蘇我町１丁目 の一部 平成20年2月4日

中央区 蘇我２丁目 蘇我町１丁目 の一部 平成20年2月4日

中央区 蘇我２丁目 蘇我町２丁目 の一部 平成20年2月4日

中央区 蘇我３丁目 蘇我町２丁目 の一部 平成21年2月2日

中央区 蘇我４丁目 生実町 の一部 平成21年2月2日

中央区 蘇我４丁目 蘇我町２丁目 の一部 平成21年2月2日

中央区 蘇我５丁目 蘇我町１丁目 の全部 平成21年2月2日

中央区 蘇我５丁目 蘇我町２丁目 の一部 平成21年2月2日

中央区 千葉港 新宿町１丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 千葉港 新田町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 千葉港 中央港 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央１丁目 通町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央１丁目 本町１丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央２丁目 吾妻町１丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央２丁目 通町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央２丁目 本町１丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央３丁目 吾妻町１丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央３丁目 吾妻町２丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央３丁目 本町２丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央４丁目 吾妻町２丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央４丁目 吾妻町３丁目 の全部 昭和45年1月1日

中央区 中央４丁目 本町３丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央港１丁目 中央港 の一部 昭和45年1月1日

中央区 中央港２丁目 中央港 の一部 昭和45年1月1日

中央区 椿森１丁目 要町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 椿森１丁目 椿森町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 椿森１丁目 弁天町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 椿森２丁目 椿森町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 椿森３丁目 作草部町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 椿森３丁目 椿森町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 椿森４丁目 作草部町 の一部 昭和41年1月1日
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区名 新町名（実施後） 実施年月日 備　考旧町名（実施前）

中央区 椿森４丁目 椿森町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 椿森５丁目 要町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 椿森５丁目 作草部町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 椿森５丁目 椿森町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 椿森６丁目 作草部町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 鶴沢町 旭町 の一部 昭和53年1月1日

中央区 鶴沢町 鶴沢町 の全部 昭和53年1月1日

中央区 出洲港 神明町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 出洲港 中央港 の一部 昭和45年1月1日

中央区 道場北１丁目 院内町 の一部 昭和46年3月1日

中央区 道場北１丁目 道場北町 の一部 昭和46年3月1日

中央区 道場北２丁目 道場北町 の一部 昭和46年3月1日

中央区 道場南１丁目 道場南町 の一部 昭和46年3月1日

中央区 道場南２丁目 道場南町 の一部 昭和46年3月1日

中央区 問屋町 新宿町１丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 問屋町 神明町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 問屋町 中央港 の一部 昭和45年1月1日

中央区 長洲１丁目 長洲町１丁目 の一部 昭和47年1月1日

中央区 長洲１丁目 港町 の一部 昭和47年1月1日

中央区 長洲２丁目 長洲町２丁目 の全部 昭和47年1月1日

中央区 登戸１丁目 登戸町１丁目 の全部 昭和61年1月1日

中央区 登戸１丁目 登戸町２丁目 の一部 昭和61年1月1日

中央区 登戸１丁目 登戸町３丁目 の一部 昭和61年1月1日

中央区 登戸２丁目 新町 の一部 昭和61年1月1日

中央区 登戸２丁目 登戸町２丁目 の一部 昭和61年1月1日

中央区 登戸２丁目 登戸町３丁目 の一部 昭和61年1月1日

中央区 登戸３丁目 登戸町３丁目 の一部 昭和61年1月1日

中央区 登戸４丁目 登戸町５丁目 の一部 昭和41年1月1日

中央区 登戸５丁目 登戸町５丁目 の一部 昭和41年1月1日

中央区 東千葉１丁目 作草部町 の一部 平成4年2月1日

中央区 東千葉２丁目 高品町 の一部 平成4年2月1日

中央区 東千葉２丁目 東寺山町 の一部 平成4年2月1日

中央区 東千葉３丁目 作草部町 の一部 平成4年2月1日

中央区 東千葉３丁目 東寺山町 の一部 平成4年2月1日

中央区 東本町 亀井町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 東本町 東本町 の全部 昭和45年1月1日

中央区 富士見１丁目 新町 の一部 昭和44年5月1日

中央区 富士見１丁目 富士見町 の一部 昭和44年5月1日

中央区 富士見１丁目 弁天町 の一部 昭和44年5月1日

中央区 富士見２丁目 新町 の一部 昭和44年5月1日

中央区 富士見２丁目 富士見町 の一部 昭和44年5月1日

中央区 富士見２丁目 本千葉町 の一部 昭和44年5月1日

中央区 弁天１丁目 弁天町 の一部 平成15年2月15日

中央区 弁天２丁目 弁天町 の一部 平成15年2月15日

中央区 弁天３丁目 弁天町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 弁天４丁目 弁天町 の一部 昭和41年1月1日

中央区 弁天４丁目 松波町２丁目 の全部 昭和41年1月1日

中央区 本千葉町 富士見町 の一部 昭和44年5月1日

中央区 本千葉町 本千葉町 の一部 昭和44年5月1日

中央区 本町１丁目 院内町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 本町１丁目 本町１丁目 の一部 昭和45年1月1日
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区名 新町名（実施後） 実施年月日 備　考旧町名（実施前）

中央区 本町１丁目 本町２丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 本町２丁目 本町１丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 本町２丁目 本町２丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 本町３丁目 本町３丁目 の一部 昭和45年1月1日

中央区 松波１丁目 松波町１丁目 の一部 昭和39年3月1日

中央区 松波２丁目 松波町１丁目 の一部 昭和39年3月1日

中央区 松波２丁目 松波町３丁目 の全部 昭和39年3月1日

中央区 松波３丁目 松波町１丁目 の一部 昭和39年3月1日

中央区 松波４丁目 松波町２丁目 の一部 昭和39年3月1日

中央区 港町 寒川町１丁目 の一部 昭和57年2月1日

中央区 港町 長洲町１丁目 の全部 昭和57年2月1日

中央区 港町 港町 の全部 昭和57年2月1日

中央区 南町１丁目 今井町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 南町１丁目 千葉寺町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 南町２丁目 今井町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 南町２丁目 千葉寺町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 南町３丁目 今井町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 南町３丁目 蘇我町１丁目 の一部 昭和39年1月1日

中央区 都町１丁目 道場南２丁目 の一部 昭和53年1月1日

中央区 都町１丁目 都町 の一部 昭和53年1月1日

中央区 都町２丁目 都町 の一部 昭和53年1月1日

中央区 都町３丁目 都町 の一部 昭和53年1月1日

中央区 都町３丁目 都町 の一部 令和2年2月3日 編入

中央区 都町４丁目 都町 の一部 令和2年2月3日

中央区 都町５丁目 都町 の一部 令和2年2月3日

中央区 都町５丁目 若葉区加曽利町 の一部 令和2年2月3日

中央区 都町６丁目 都町 の一部 令和2年2月3日

中央区 都町７丁目 都町 の一部 令和2年2月3日

中央区 都町８丁目 都町 の一部 令和2年2月3日

中央区 宮崎１丁目 宮崎町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 宮崎２丁目 今井町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 宮崎２丁目 宮崎町 の一部 昭和39年1月1日

中央区 祐光１丁目 作草部町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 祐光１丁目 祐光町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 祐光２丁目 要町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 祐光２丁目 作草部町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 祐光２丁目 祐光町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 祐光３丁目 作草部町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 祐光３丁目 高品町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 祐光４丁目 作草部町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 祐光４丁目 高品町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 祐光４丁目 道場北町 の一部 昭和45年1月1日

中央区 若草１丁目 今井町 の一部 昭和42年1月1日

中央区 若草１丁目 蘇我町１丁目 の一部 昭和42年1月1日

花見川区 朝日ケ丘１丁目 朝日ケ丘町 の一部 平成16年2月1日

花見川区 朝日ケ丘１丁目 畑町 の一部 平成16年2月1日

花見川区 朝日ケ丘２丁目 朝日ケ丘町 の一部 平成16年2月1日

花見川区 朝日ケ丘３丁目 朝日ケ丘町 の一部 平成17年2月7日

花見川区 朝日ケ丘４丁目 朝日ケ丘町 の一部 平成17年2月7日

花見川区 朝日ケ丘５丁目 畑町 の一部 平成17年2月7日

花見川区 柏井１丁目 柏井町 の一部 平成19年2月5日
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区名 新町名（実施後） 実施年月日 備　考旧町名（実施前）

花見川区 柏井４丁目 柏井町 の一部 平成19年2月5日

花見川区 こてはし台１丁目 こてはし台 の一部 昭和47年1月1日

花見川区 こてはし台２丁目 こてはし台 の一部 昭和47年1月1日

花見川区 こてはし台３丁目 こてはし台 の一部 昭和47年1月1日

花見川区 こてはし台３丁目 三角町 の一部 昭和47年1月1日

花見川区 こてはし台４丁目 こてはし台 の一部 昭和47年1月1日

花見川区 こてはし台５丁目 こてはし台 の一部 昭和47年1月1日

花見川区 こてはし台６丁目 こてはし台 の一部 昭和47年1月1日

花見川区 作新台１丁目 長作町 の一部 昭和54年8月1日

花見川区 作新台２丁目 長作町 の一部 昭和54年8月1日

花見川区 作新台３丁目 長作町 の一部 昭和54年8月1日

花見川区 作新台４丁目 長作町 の一部 昭和62年3月1日

花見川区 作新台５丁目 長作町 の一部 昭和62年3月1日

花見川区 作新台６丁目 長作町 の一部 昭和62年3月1日

花見川区 作新台７丁目 長作町 の一部 昭和62年3月1日

花見川区 作新台８丁目 天戸町 の一部 昭和62年3月1日

花見川区 作新台８丁目 長作町 の一部 昭和62年3月1日

花見川区 長作台１丁目 長作町 の一部 平成16年2月1日

花見川区 長作台２丁目 長作町 の一部 平成16年2月1日

花見川区 西小中台 小中台町 の一部 平成5年2月1日

花見川区 花園１丁目 花園町 の一部 昭和40年1月1日

花見川区 花園２丁目 花園町 の一部 昭和40年1月1日

花見川区 花園３丁目 花園町 の一部 昭和40年1月1日

花見川区 花園４丁目 花園町 の一部 昭和40年1月1日

花見川区 花園５丁目 花園町 の一部 昭和40年1月1日

花見川区 花見川 天戸町 の一部 昭和43年8月1日

花見川区 花見川 柏井町 の一部 昭和43年8月1日

花見川区 花見川 花島町 の一部 昭和43年8月1日

花見川区 幕張本郷１丁目 幕張町１丁目 の一部 昭和60年1月1日

花見川区 幕張本郷２丁目 幕張町１丁目 の一部 昭和60年1月1日

花見川区 幕張本郷３丁目 幕張町１丁目 の一部 昭和60年1月1日

花見川区 幕張本郷３丁目 幕張町２丁目 の一部 昭和60年1月1日

花見川区 幕張本郷４丁目 幕張町１丁目 の一部 昭和57年3月1日

花見川区 幕張本郷４丁目 幕張町２丁目 の一部 昭和57年3月1日

花見川区 幕張本郷５丁目 幕張町１丁目 の一部 昭和57年3月1日

花見川区 幕張本郷５丁目 幕張町２丁目 の一部 昭和57年3月1日

花見川区 幕張本郷６丁目 幕張町１丁目 の一部 昭和57年3月1日

花見川区 幕張本郷７丁目 幕張町１丁目 の一部 昭和57年3月1日

花見川区 幕張本郷７丁目 幕張町２丁目 の一部 昭和57年3月1日

花見川区 南花園１丁目 検見川町５丁目 の一部 平成1年2月1日

花見川区 南花園１丁目 花園町 の一部 平成1年2月1日

花見川区 南花園２丁目 検見川町５丁目 の一部 平成1年2月1日

花見川区 南花園２丁目 花園町 の一部 平成1年2月1日

花見川区 み春野１丁目 宇那谷町 の一部 平成23年12月5日

花見川区 み春野２丁目 宇那谷町 の一部 平成23年12月5日

花見川区 み春野３丁目 宇那谷町 の一部 平成23年12月5日

花見川区 宮野木台１丁目 小中台町 の一部 平成5年2月1日

花見川区 宮野木台１丁目 宮野木町 の一部 平成5年2月1日

花見川区 宮野木台２丁目 宮野木町 の一部 平成5年2月1日

花見川区 宮野木台３丁目 畑町 の一部 平成5年2月1日

花見川区 宮野木台３丁目 宮野木町 の一部 平成5年2月1日
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花見川区 宮野木台４丁目 宮野木町 の一部 平成5年2月1日

稲毛区 穴川１丁目 穴川町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 穴川１丁目 弥生町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 穴川２丁目 穴川町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 穴川２丁目 轟町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 穴川３丁目 穴川町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 穴川４丁目 穴川町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 穴川４丁目 黒砂町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 あやめ台 園生町 の一部 昭和41年9月1日

稲毛区 あやめ台 園生町 の一部 昭和47年9月1日 編入

稲毛区 稲丘町 稲毛町１丁目 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 稲毛１丁目 稲毛町１丁目 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 稲毛２丁目 稲毛町１丁目 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 稲毛３丁目 稲毛町３丁目 の全部 昭和41年1月1日

稲毛区 稲毛台町 稲毛町２丁目 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 稲毛台町 稲毛台町 の全部 昭和40年1月1日

稲毛区 稲毛東１丁目 稲毛町２丁目 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 稲毛東１丁目 黒砂町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 稲毛東２丁目 稲毛町２丁目 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 稲毛東３丁目 稲毛町２丁目 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 稲毛東４丁目 稲毛町２丁目 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 稲毛東５丁目 稲毛町４丁目 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 稲毛東６丁目 稲毛町４丁目 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 柏台 園生町 の一部 昭和56年10月1日

稲毛区 柏台 長沼町 の一部 昭和56年10月1日

稲毛区 黒砂１丁目 黒砂町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 黒砂１丁目 緑町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 黒砂２丁目 黒砂町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 黒砂３丁目 黒砂町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 黒砂４丁目 稲毛町１丁目 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 黒砂４丁目 黒砂町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 黒砂台１丁目 黒砂町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 黒砂台１丁目 緑町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 黒砂台２丁目 黒砂町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 黒砂台３丁目 穴川町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 黒砂台３丁目 黒砂町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 黒砂台３丁目 弥生町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 小仲台１丁目 稲毛町２丁目 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 小仲台１丁目 黒砂町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 小仲台１丁目 小中台町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 小仲台２丁目 小仲台２丁目 の全部 昭和46年3月1日

稲毛区 小仲台３丁目 黒砂町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 小仲台３丁目 小中台町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 小仲台４丁目 黒砂町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 小仲台４丁目 小中台町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 小仲台４丁目 園生町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 小仲台５丁目 小中台町 の一部 昭和63年2月1日

稲毛区 小仲台５丁目 園生町 の一部 昭和63年2月1日

稲毛区 小仲台６丁目 稲毛町２丁目 の一部 昭和63年2月1日

稲毛区 小仲台６丁目 小中台町 の一部 昭和63年2月1日

稲毛区 小仲台７丁目 稲毛町２丁目 の一部 昭和63年2月1日
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稲毛区 小仲台７丁目 稲毛町４丁目 の一部 昭和63年2月1日

稲毛区 小仲台７丁目 小中台町 の一部 昭和63年2月1日

稲毛区 小仲台８丁目 稲毛町４丁目 の一部 昭和63年2月1日

稲毛区 小仲台８丁目 小中台町 の一部 昭和63年2月1日

稲毛区 小仲台９丁目 小中台町 の一部 昭和63年2月1日

稲毛区 小仲台９丁目 園生町 の一部 昭和63年2月1日

稲毛区 作草部１丁目 作草部町 の一部 平成7年2月1日

稲毛区 作草部２丁目 作草部町 の一部 平成7年2月1日

稲毛区 千草台１丁目 作草部町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 千草台１丁目 天台町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 千草台２丁目 作草部町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 天台１丁目 穴川町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 天台１丁目 作草部町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 天台２丁目 穴川町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 天台２丁目 作草部町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 天台２丁目 天台町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 天台３丁目 作草部町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 天台３丁目 天台町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 天台４丁目 天台町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 天台５丁目 園生町 の一部 平成2年2月1日

稲毛区 天台５丁目 天台町 の一部 平成2年2月1日

稲毛区 天台６丁目 園生町 の一部 平成2年2月1日

稲毛区 天台６丁目 天台町 の一部 平成2年2月1日

稲毛区 轟町１丁目 轟町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 轟町２丁目 轟町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 轟町２丁目 弥生町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 轟町３丁目 轟町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 轟町４丁目 穴川町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 轟町４丁目 轟町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 轟町４丁目 弁天町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 轟町５丁目 穴川町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 轟町５丁目 轟町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 緑町１丁目 春日町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 緑町１丁目 黒砂町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 緑町１丁目 緑町 の一部 昭和40年1月1日

稲毛区 緑町２丁目 黒砂町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 緑町２丁目 登戸町５丁目 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 緑町２丁目 緑町 の一部 昭和41年1月1日

稲毛区 弥生町 黒砂町 の一部 昭和39年1月1日

稲毛区 弥生町 弥生町 の一部 昭和39年1月1日

若葉区 貝塚１丁目 貝塚町 の一部 平成22年2月1日

若葉区 貝塚２丁目 貝塚町 の一部 平成22年2月1日

若葉区 大宮台１丁目 大宮町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 大宮台２丁目 大宮町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 大宮台３丁目 大宮町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 大宮台４丁目 大宮町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 大宮台５丁目 大宮町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 大宮台６丁目 大宮町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 大宮台７丁目 大宮町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 小倉台１丁目 小倉町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 小倉台２丁目 小倉町 の一部 昭和42年1月1日

7 / 10



区名 新町名（実施後） 実施年月日 備　考旧町名（実施前）

若葉区 小倉台３丁目 小倉町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 小倉台４丁目 小倉町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 小倉台５丁目 小倉町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 小倉台６丁目 小倉町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 小倉台７丁目 小倉町 の一部 昭和42年1月1日

若葉区 北大宮台 大宮台７丁目 の一部 昭和55年11月1日

若葉区 北大宮台 大宮町 の一部 昭和55年11月1日

若葉区 桜木１丁目 桜木町 の一部 平成18年2月6日

若葉区 桜木２丁目 桜木町 の一部 平成18年2月6日

若葉区 桜木３丁目 桜木町 の一部 平成18年2月6日

若葉区 桜木４丁目 桜木町 の一部 平成18年2月6日

若葉区 桜木５丁目 桜木町 の一部 平成18年2月6日

若葉区 桜木６丁目 桜木町 の一部 平成20年2月4日

若葉区 桜木７丁目 桜木町 の一部 平成20年2月4日

若葉区 桜木８丁目 桜木町 の一部 平成20年2月4日

若葉区 桜木北１丁目 小倉町 の一部 平成19年2月5日

若葉区 桜木北１丁目 桜木町 の一部 平成19年2月5日

若葉区 桜木北２丁目 桜木町 の一部 平成19年2月5日

若葉区 桜木北３丁目 桜木町 の一部 平成19年2月5日

若葉区 千城台北１丁目 千城台北町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 千城台北２丁目 千城台北町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 千城台北３丁目 千城台北町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 千城台北４丁目 谷当町 の一部 昭和56年5月1日

若葉区 千城台西１丁目 千城台西町 の一部 昭和47年1月1日

若葉区 千城台西２丁目 千城台西町 の一部 昭和47年1月1日

若葉区 千城台西３丁目 千城台西町 の一部 昭和47年1月1日

若葉区 千城台東１丁目 千城台東１丁目 の全部 昭和47年1月1日

若葉区 千城台東１丁目 谷当町 の一部 昭和56年5月1日 編入

若葉区 千城台東２丁目 千城台東２丁目 の全部 昭和47年1月1日

若葉区 千城台東３丁目 千城台東３丁目 の全部 昭和47年1月1日

若葉区 千城台東４丁目 千城台東４丁目 の全部 昭和47年1月1日

若葉区 千城台南１丁目 千城台南１丁目 の全部 昭和47年1月1日

若葉区 千城台南２丁目 千城台南２丁目 の全部 昭和47年1月1日

若葉区 千城台南３丁目 千城台南３丁目 の全部 昭和47年1月1日

若葉区 千城台南４丁目 千城台南４丁目 の全部 昭和47年1月1日

若葉区 都賀１丁目 貝塚町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 都賀１丁目 高品町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 都賀１丁目 東旭ヶ丘町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 都賀１丁目 高品町 の一部 平成22年2月1日 編入

若葉区 都賀２丁目 貝塚町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 都賀２丁目 高品町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 都賀２丁目 東旭ヶ丘町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 都賀３丁目 高品町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 都賀３丁目 原町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 都賀３丁目 東旭ヶ丘町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 都賀３丁目 貝塚町 の一部 平成22年2月1日 編入

若葉区 都賀３丁目 高品町 の一部 平成22年2月1日 編入

若葉区 都賀４丁目 貝塚町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 都賀４丁目 東旭ヶ丘町 の一部 昭和44年1月1日

若葉区 都賀４丁目 貝塚町 の一部 平成22年2月1日 編入

若葉区 都賀５丁目 貝塚町 の一部 平成22年2月1日
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若葉区 都賀の台１丁目 原町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 都賀の台１丁目 源町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 都賀の台２丁目 高品町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 都賀の台２丁目 原町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 都賀の台３丁目 高品町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 都賀の台３丁目 原町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 都賀の台４丁目 高品町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 都賀の台４丁目 原町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 西都賀１丁目 原町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 西都賀２丁目 高品町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 西都賀２丁目 原町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 西都賀３丁目 高品町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 西都賀３丁目 原町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 西都賀４丁目 貝塚町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 西都賀４丁目 高品町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 西都賀５丁目 高品町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 西都賀５丁目 若松町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 みつわ台１丁目 殿台町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 みつわ台１丁目 東寺山町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 みつわ台２丁目 殿台町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 みつわ台２丁目 東寺山町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 みつわ台２丁目 源町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 みつわ台３丁目 東寺山町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 みつわ台３丁目 源町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 みつわ台４丁目 源町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 みつわ台５丁目 原町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 みつわ台５丁目 源町 の一部 昭和49年1月1日

若葉区 若松台１丁目 若松町 の一部 平成17年2月7日

若葉区 若松台２丁目 若松町 の一部 平成17年2月7日

若葉区 若松台３丁目 若松町 の一部 平成17年2月7日

美浜区 磯辺１丁目 磯辺 の一部 昭和59年1月1日

美浜区 磯辺２丁目 磯辺 の一部 昭和59年1月1日

美浜区 磯辺３丁目 磯辺 の一部 昭和59年1月1日

美浜区 磯辺４丁目 磯辺 の一部 昭和59年1月1日

美浜区 磯辺５丁目 磯辺 の一部 昭和59年1月1日

美浜区 磯辺６丁目 磯辺 の一部 昭和59年1月1日

美浜区 磯辺７丁目 磯辺 の一部 昭和59年1月1日

美浜区 磯辺８丁目 磯辺 の一部 昭和59年1月1日

美浜区 稲毛海岸１丁目 稲毛海岸 の一部 昭和43年3月1日

美浜区 稲毛海岸２丁目 稲毛海岸 の一部 昭和43年3月1日

美浜区 稲毛海岸３丁目 稲毛海岸 の一部 昭和43年3月1日

美浜区 稲毛海岸４丁目 稲毛海岸 の一部 昭和43年3月1日

美浜区 稲毛海岸４丁目 稲毛町１丁目 の一部 昭和43年3月1日

美浜区 稲毛海岸５丁目 稲毛海岸 の一部 昭和43年3月1日

美浜区 稲毛海岸５丁目 稲毛町５丁目 の一部 昭和43年3月1日

美浜区 幸町１丁目 幸町１丁目 の全部 昭和48年3月1日

美浜区 幸町２丁目 幸町 の一部 昭和44年5月1日

美浜区 高洲１丁目 稲毛海岸 の一部 昭和47年9月1日

美浜区 高洲１丁目 高洲 の一部 昭和47年9月1日

美浜区 高洲２丁目 高洲 の一部 昭和47年9月1日

美浜区 高洲３丁目 高洲 の一部 昭和47年9月1日

9 / 10



区名 新町名（実施後） 実施年月日 備　考旧町名（実施前）

美浜区 高洲４丁目 稲毛海岸 の一部 昭和47年9月1日

美浜区 高洲４丁目 高洲 の一部 昭和47年9月1日

美浜区 高浜１丁目 高浜 の一部 昭和58年5月1日

美浜区 高浜２丁目 高浜 の一部 昭和58年5月1日

美浜区 高浜３丁目 高浜 の一部 昭和58年5月1日

美浜区 高浜４丁目 高浜 の一部 昭和58年5月1日

美浜区 高浜５丁目 高浜 の一部 昭和58年5月1日

美浜区 高浜６丁目 高浜 の一部 昭和58年5月1日

美浜区 高浜７丁目 高浜 の一部 昭和58年5月1日

美浜区 幕張西１丁目 幕張町１丁目 の一部 昭和54年11月1日

美浜区 幕張西２丁目 幕張町１丁目 の一部 昭和54年11月1日

美浜区 幕張西３丁目 幕張町１丁目 の一部 昭和54年11月1日

美浜区 幕張西４丁目 幕張町１丁目 の一部 昭和54年11月1日

美浜区 真砂１丁目 稲毛海岸 の一部 昭和47年9月1日

美浜区 真砂１丁目 真砂町 の一部 昭和47年9月1日

美浜区 真砂２丁目 真砂町 の一部 昭和47年9月1日

美浜区 真砂３丁目 真砂町 の一部 昭和47年9月1日

美浜区 真砂４丁目 真砂町 の一部 昭和47年9月1日

美浜区 真砂５丁目 真砂町 の一部 昭和47年9月1日
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