
住居表示　1／3

実 　施 　前 実施後町名 実施年月日 告示番号
船場町・秋田町・上小路・下小路・出町 船場町一丁目

船場町 船場町二丁目

（４～６街区）

上台町・下台町・今町・新町 日吉町一丁目

伝馬町・上台町・下台町・上荒町・ 日吉町二丁目

下荒町・秋田町・上小路・下小路・

出町・桜小路

新町・下台町・船場町 南新町一丁目

新町・船場町 南新町二丁目

新町字高野浜・新町字光ケ丘・ 北新町一丁目

新町・今町・上台町

新町・新町字高野浜・新町字光ケ丘 北新町二丁目 昭和40. 4. 1 第 282号

今町 北今町

北千日堂前字大道添 北里町

住吉台・北千日堂前字松境・ 住吉町

北千日堂前三丁目・北千日堂前四丁目・

北千日堂前五丁目・北千日堂前字大道添

新町字光ケ丘・北千日堂前字大道添 光ケ丘一丁目

新町字光ケ丘 光ケ丘二丁目

新町字光ケ丘 光ケ丘三丁目

新町字光ケ丘 光ケ丘四丁目

新町字光ケ丘・松風町 光ケ丘五丁目

新町・新町字光ヶ丘 大浜一丁目

新町字光ケ丘 大浜二丁目

西野・北千日堂前九丁目・ 西野町

大字酒井新田字水口・

大字酒井新田字道ノ下

元泉・西野・大字酒井新田字家際 泉町

北千日堂前六丁目・北千日堂前七丁目・ 北千日町

北千日堂前八丁目・北千日堂前九丁目・

北千日堂前字松境

北千日堂前二丁目・北千日堂前三丁目・ 千日町 昭和41. 4. 1 第 128号

北千日堂前四丁目・北千日堂前五丁目

南千日堂前・北千日堂前一丁目 南千日町

浜畑町・今町 栄町

浜畑町・戸野町・寺町・南千日堂前・ 御成町

南砂田・北砂田・北千日堂前一丁目

寺町・今町 寿町

寺町 中央東町

寺町 中央西町

鷹町・戸野町・筑後町・近江町・ 相生町一丁目

天正寺町・浜町

戸野町・寺町・浜町・十王堂町 相生町二丁目

北水出・南水出・大字浜田字堀北・ 幸町一丁目

新片町・天王下・筑後町

北水出・南砂田・天王下 幸町二丁目 昭和41. 4. 1 第 128号

大字浜田字堀北・大字浜田字堀南・ 浜田一丁目

新片町・筑後町・近江町

北水出・南水出・大字大多新田字夜揚下・ 浜田二丁目

大字大多新田字大坪・大字浜田字堀北

住居表示実施町名一覧表
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住居表示　2／3

実 　施 　前 実施後町名 実施年月日 告示番号

住居表示実施町名一覧表

旭新町・大字大多新田字夜揚下・ 旭新町

大字漆曽根字札谷地

大字浜田字堀南・荒瀬町・八軒町・ 新井田町

山王堂町・給人町・中ノ口町

荒瀬町・米屋町・天正寺町・浜町・ 一番町

給人町・元米屋町・下内町

十王堂町・浜町・鍛冶町・檜物町・ 二番町

下内町・本町一丁目

上内匠町・寺町・大工町・桶屋町・ 中町一丁目

本町二丁目・本町三丁目

上内匠町・下内匠町・寺町・上中町・ 中町二丁目

本町四丁目・本町五丁目

下内匠町・寺町・下中町・伝馬町・ 中町三丁目

本町六丁目・本町七丁目・秋田町

中ノ口町・片町・元米屋町・上内町・ 上本町

下内町

上内町・本町一丁目・肴町・細肴町・ 本町一丁目 昭和42. 5. 1 第  99号

上袋小路・稲荷小路・片町

本町二丁目・本町三丁目・稲荷小路・ 本町二丁目

山椒小路・中袋小路・実小路

本町四丁目・本町五丁目・本町六丁目・ 本町三丁目

本町七丁目・実小路・下袋小路・

利右エ門小路・染屋小路・船場町

東浜田・大字浜田字四之堰・東中ノ口町 東栄町

若浜町・大字浜田字四之堰・ 若浜町

大字浜田字苗代堰・東中ノ口町・

大字大町字フケ

北大町・大字大町字フケ 緑町

東中ノ口町・大字大町字フケ・大町 末広町

東中ノ口町・字札ノ前 東中の口町

亀ケ崎町・横道町・山居町・字鵜川・戸沢町 亀ケ崎一丁目

亀ケ崎町・横道町・戸沢町・字鵜川 亀ケ崎二丁目

立町・戸沢町・横道町・袋町・長泥町 亀ケ崎三丁目

立町・字的場・長泥町・最上町 亀ケ崎四丁目

立町・横町・字内川原・字松原南 亀ケ崎五丁目

千石町一丁目・山居町・字西川原・字竹藪 千石町一丁目

千石町二丁目・字竹藪・字西川原・立町 千石町二丁目

山居町 山居町一丁目

山居町・字中島・字小中島・字栗林瀬 山居町二丁目 昭和42. 5. 1 第  99号

字小中島・字中島・字団子瀬・字下瀬 入船町

字小中島・中瀬町・字竹藪・立町・字外川原 堤町

若竹町一丁目・若竹町二丁目 若竹町一丁目

若竹町三丁目・若竹町四丁目 若竹町二丁目

若原町・立町・字外川原・字的場 若原町

船場町・山居町・利右エ門小路 船場町二丁目

　(1～3街区)

高砂 光ケ丘四丁目

高砂 高砂一丁目

高砂 高砂二丁目

高砂 高砂三丁目

高砂 高砂四丁目 昭和51.11. 1 第1679号
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実 　施 　前 実施後町名 実施年月日 告示番号

住居表示実施町名一覧表

古湊・高砂 古湊町

高砂・大字高砂字能登山・古湊 北浜町

高砂・大字高砂字能登山 松美町

新町字光ケ丘 浜松町

中町一丁目 中町一丁目

中町二丁目 中町二丁目

一番町　　　（大火による街区変更） 一番町 昭和52.11. 1

二番町 二番町

新井田町 新井田町

亀ケ崎二丁目（街区変更） 亀ケ崎二丁目 昭和57. 4. 1 第  40号

幸町一丁目（街区変更） 幸町一丁目 昭和57. 4.15 第  56号

若浜町（街区変更） 若浜町 昭和57.10.15 第 104号

　(19～21街区)

大字宮野浦字九木原 宮野浦一丁目

大字宮野浦字飯森山西 宮野浦二丁目 昭和57.11. 1 第1768号

大字宮野浦・大字宮野浦字袖岡・ 宮野浦三丁目

大字宮野浦字家岸

若宮町一丁目 若宮町一丁目 昭和59.11. 1 第  87号

若宮町二丁目 若宮町二丁目

大字高砂字能登山 光ケ丘四丁目 昭和60.11. 5 第1405号

　(22街区)

大町乙・大町丙・東大町二丁目・ 大町

大字大町字大堰端・大字大町字フケ・

大字大町字大坪・大字大町字上荒堰

亀ケ崎二丁目・字内新田 亀ケ崎二丁目

　(5～26街区) 昭和60.11. 5 第1405号

亀ケ崎五丁目・字松原南・字内新田・ 亀ケ崎三丁目

字北沼田・字南沼田 　(5～19街区)

亀ケ崎五丁目・字松原南 亀ケ崎五丁目

　(8･9･13･14街区)

亀ケ崎六丁目 亀ケ崎六丁目 平成元.11. 1 第 102号

亀ケ崎七丁目 亀ケ崎七丁目

宮野浦一丁目（街区変更） 宮野浦一丁目 平成 5.10.18 酒田市告示

　（21～23街区） 第128号

光ケ丘三丁目（街区変更） 光ケ丘四丁目 平成 7. 5. 9 第 501号

　（6･21街区）

幸町一丁目（街区変更） 幸町二丁目 平成 7.10.13 第1017号

大字酒井新田字中砂田 　（10街区）

大字大宮字白鳥・大字大宮字村西・ 大宮町三丁目

大字大宮字中割・大字大宮甲 平成 7.11. 8 第 838号

大字大宮字中割・大字大宮字槇野 大宮町四丁目

幸町二丁目（街区変更） 幸町二丁目

　（1･10･11街区） 平成10. 1.28 酒田市告示

浜田二丁目（街区変更） 浜田二丁目 第10号

　（1･3街区）
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