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供給区域の町名 

行政市 町 名 

山口県下関市 

（下関市本庁地区） 

みもすそ川町･壇之浦町･本町一丁目～四丁目･阿弥陀寺町･中之

町･唐戸町･赤間町･宮田町一丁目～二丁目･幸町･貴船町一丁目～

四丁目･椋野町一丁目～三丁目･山の口町･上田中町一丁目～八丁

目･名池町･田中町･南部町･観音崎町･あるかぽーと･岬之町･入江

町･西入江町･細江町一丁目～三丁目･細江新町･豊前田町一丁目

～三丁目･丸山町一丁目～五丁目･春日町･関西町･関西本町･長崎

本町･長崎新町･長崎中央町･笹山町･上条町･長崎町一丁目･桜山

町･神田町一丁目～二丁目･東神田町･西神田町･山手町･中央町･

元町･向山町･東向山町･栄町･向洋町一丁目～三丁目･羽山町･後

田町一丁目～五丁目･石神町･幡生町一丁目～二丁目･幡生本町･

幡生新町･幡生宮の下町･生野町一丁目～二丁目･宝町･三河町･大

学町一丁目～五丁目･山の田北町･山の田東町･山の田本町･山の

田中央町･山の田南町･山の田西町･武久町一丁目～二丁目･武久

西原台･汐入町･金比羅町･大坪本町･藤附町･大平町･筋川町･西大

坪町･南大坪町･筋ｹ浜町･上新地町一丁目～五丁目･新地西町･新

地町･今浦町･伊崎町一丁目～二丁目･長門町･竹崎町一丁目～四

丁目･大和町一丁目～二丁目･東大和町一丁目～二丁目･卸新町･

椋野上町･藤ｹ谷町･新椋野一丁目～三丁目･大字椋野･大字藤ｹ谷 

（下関市彦島地区） 彦島海士郷町･彦島老町一丁目～三丁目･彦島老の山公園･彦島本

村町一丁目～七丁目･彦島竹ﾉ子島町･彦島西山町一丁目～五丁

目･彦島迫町一丁目～七丁目･彦島緑町･彦島江の浦町一丁目～九

丁目･彦島杉田町一丁目～二丁目･彦島弟子待東町･彦島弟子待町

一丁目～三丁目･彦島桜ｹ丘町･彦島山中町一丁目～二丁目･彦島

角倉町一丁目～四丁目･彦島向井町一丁目～二丁目･彦島田の首

町一丁目～二丁目･彦島塩浜町一丁目～四丁目･彦島福浦町一丁

目～三丁目･大字彦島 

（下関市川中地区） 綾羅木新町一丁目～四丁目･綾羅木本町一丁目～九丁目･綾羅木

南町一丁目～三丁目･古屋町一丁目～二丁目･垢田町一丁目～五

丁目･新垢田東町一丁目～二丁目･新垢田西町一丁目～四丁目･新

垢田南町一丁目～三丁目･新垢田北町･稗田町･稗田西町･稗田南

町･稗田北町･稗田中町･川中本町･川中本町一丁目～二丁目･伊倉

町一丁目～三丁目･伊倉本町･伊倉東町･伊倉新町一丁目～五丁目･

川中豊町一丁目～七丁目･熊野西町･熊野町一丁目～三丁目･大字

伊倉･大字垢田･大字綾羅木･大字延行･大字有富･大字石原 

（下関市勝山地区） 秋根本町一丁目～二丁目･秋根東町･秋根西町一丁目～二丁目･秋

根南町一丁目～二丁目･秋根北町･一の宮町一丁目～五丁目･勝谷

新町一丁目～四丁目･田倉御殿町一丁目～二丁目･形山みどり町･

秋根新町･一の宮学園町･一の宮本町一丁目～二丁目･一の宮住吉

町一丁目～三丁目･前勝谷町･一の宮卸本町・大字秋根・秋根上町

一丁目～三丁目・大字楠乃・一の宮東町一丁目～三丁目･楠乃一

丁目～五丁目･大字勝谷･東勝谷･大字田倉･大字形山･形山町 
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行政市 町 名 

（下関市安岡地区） 梶栗町一丁目～五丁目･富任町一丁目～八丁目･安岡駅前一丁目

～二丁目･安岡本町一丁目～三丁目･安岡町一丁目～八丁目(ただ

し､安岡町六丁目のうち旧大字福江を除く)･横野町一丁目～四丁

目･大字蒲生野･大字富任･大字安岡･大字横野 

（下関市長府地区） 前田一丁目～二丁目･長府高場町･長府向田町･長府浜浦町･長府

浜浦南町･長府野久留米町･長府外浦町･長府黒門東町･長府黒門

南町･長府羽衣町･長府松原町･長府新松原町･長府宮崎町･長府東

侍町･長府侍町一丁目～二丁目･長府川端一丁目～二丁目･長府南

之町･長府惣社町･長府古江小路町･長府中浜町･長府土居の内町･

長府中之町･長府金屋町･長府金屋浜町･長府宮の内町･長府逢坂

町･長府亀の甲一丁目～二丁目･長府紺屋町･長府安養寺一丁目～

四丁目･長府珠の浦町･長府三島町・長府中土居本町･長府中土居

北町･長府印内町･長府前八幡町･長府八幡町･長府古城町･長府中

六波町･長府豊浦町･長府中尾町･長府豊城町･長府満珠町･長府満

珠新町･長府四王司町･長府新四王司町･長府港町･長府江下町･長

府松小田本町･長府松小田中町･長府松小田東町･長府松小田西

町･長府松小田南町･長府松小田北町･長府扇町･長府才川一丁目

～二丁目･千鳥ｹ丘町・長府羽衣南町･長府日の出町･ゆめタウン･

大字前田･大字高畑･大字豊浦村･長府黒門町・長府浜浦西町･大字

松小田･大字才川 

（下関市王司地区） 亀浜町･千鳥浜町･乃木浜一丁目～三丁目･王司本町一丁目～六丁

目･王司川端一丁目～三丁目･王司南町･王司上町一丁目～五丁

目･王司神田一丁目～六丁目(ただし王司神田四丁目のうち旧大

字員光を除く)･東観音町･西観音町(ただし旧大字員光を除く)･

大字宇部･大字神田 

（下関市清末地区） 清末陣屋･清末西町一丁目～三丁目･清末五毛一丁目･清末本町･

清末中町一丁目～二丁目･清末鞍馬一丁目～五丁目･赤池町(ただ

し旧大字山田および旧大字河内を除く)･清末大門･清末千房一丁

目～三丁目 

大字清末(ただし字大新田川向ﾉ一､大新田川向ﾉ二､大新田川向ﾉ

三､大新田川向ﾉ四､大新田一ﾉ割､大新田二ﾉ割､大新田三ﾉ割､大新

田四ﾉ割､大原川東､大原川西､溝口彦右ｴ門啓､孫右ｴ門啓､初右ｴ門

啓､北彦右ｴ門啓､南彦右ｴ門啓､大原新田､五助啓､伴助啓､三角､平

右ｴ門啓､新小啓一ﾉ川東､新小啓二ﾉ川東、新小啓一ﾉ川西、新小啓

二ﾉ川西、外与右ｴ門啓、内与右ｴ門啓を除く) 

（下関市小月地区） 小月本町一丁目～二丁目･小月駅前一丁目･小月西の台・小月宮の

町・小月小島一丁目～二丁目･小月公園町･小月市原町・小月杉迫

一丁目～二丁目・小月茶屋一丁目～三丁目 

山口県山陽小野田市 

（山陽小野田市本山地区） 

浜河内 

（山陽小野田市赤崎地区） 刈屋西条･刈屋中村･刈屋上条･木戸大鼻･木戸中の町･木戸新町･

波瀬の崎･波瀬一丁目･須恵西･上の台･松角･須恵東･大学通り一

丁目･須田ノ木･東須田ノ木･笹尾東･笹尾西･赤崎一丁目～四丁

目･新沖一丁目～三丁目 
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行政市 町 名 

（山陽小野田市須恵地区） 住吉本町一丁目～二丁目･中央一丁目～四丁目･セメント町･須恵

一丁目～三丁目･平成町･野来見･古開作･南竜王町･北竜王町･桜

ヶ丘･叶松第１･叶松一丁目～二丁目･南若山･北若山･奥若山･老

人ホーム･丸河内第１～第３･心和園･港町･東住吉町･小野山･小

野田港･小野田セメント 

（山陽小野田市小野田地区） 栄町･中川一丁目～六丁目･稲荷町･千代町一丁目～二丁目･高栄

一丁目～三丁目･労災病院･長寿園･南中川町･硫酸町･日産第１･

目出新町･目出･目出湖畔町･目出文化町･目出緑町･目出幸町･亀

の甲･旦西･旦東･自由ヶ丘団地･東沖 

（山陽小野田市高泊地区） 船越･青葉台･烏帽子岩･大塚･大塚団地･神帆町・大字西高泊郷の

一部（小野田ニューハイム及び取付道より北東側） 

（山陽小野田市高千帆地区） 日の出一丁目～四丁目･新生一丁目～三丁目･旭町一丁目･旭町・

横土手・市立病院・平原・柿の木坂一丁目～三丁目・平生町･高

須･新生町第１･下木屋･上木屋･石井手一丁目・石井手第２･浜田

町･楴山一丁目～三丁目･楴山東･楴山中･楴山西･高千帆台・高千

帆一丁目～二丁目（ただし、高千帆二丁目のうち大字千崎の一部

を除く） 

山口県宇部市 

（宇部市供給区域） 

大字東須恵のうち甲の割､乙の割､丙の割､丁の割､戌の割､己の

割､庚の割､辛の割､壬の割､癸の割､長沢､沖長沢､中長沢､長沢新

開､小中原､北上梅田､上梅田､若山､岡田屋 

山口県山口市 

（山口市大殿地区） 

木町･香山町･水の上町･金古曽町･石観音町･道祖町･円政寺町･堂

の前町･大市町･古熊一丁目～三丁目･大手町･滝町･上宇野令･天

花一丁目～三丁目･上堅小路･下堅小路･円政寺･大殿大路･野田･

八幡馬場･後河原･諸願小路･銭湯小路･久保小路･新馬場･中河原 

（山口市白石地区） 東山一丁目～二丁目･春日町･亀山町･白石一丁目～三丁目･糸米

一丁目～二丁目･中河原町･中央一丁目～五丁目･旭通一丁目～二

丁目･本町一丁目～二丁目･道場門前一丁目～二丁目･米屋町･中

市町･駅通一丁目～二丁目･惣太夫町･黄金町･鰐石町･緑町･中園

町･下宇野令 

（山口市湯田地区） 三和町･泉都町･熊野町･荻町･元町･神田町･朝倉町･前町･下市町･

湯田温泉一丁目～六丁目･楠木町･泉町･赤妻町･錦町･松美町 

（山口市大歳地区） 富田原町･今井町･穂積町･若宮町･周布町･幸町･宝町･葵一丁目～

二丁目･矢原町･矢原･朝田 

（山口市大内地区） 宮島町･大内御堀･大内矢田･大内長野・大内矢田北一丁目～六丁

目・大内矢田南一丁目～八丁目・大内氷上一丁目～七丁目・大内

問田一丁目～五丁目・大内小京都・大内姫山台・大内千坊一丁目

～六丁目・大内中央一丁目～二丁目 

（山口市宮野地区） 三の宮一丁目～二丁目･芝崎町･桜畠一丁目～六丁目･折本一丁目

～二丁目･宮野上･宮野下･青葉台･緑ヶ丘･平野一丁目～三丁目･

七尾台･江良一丁目～三丁目 

（山口市吉敷地区） 維新公園一丁目～六丁目･吉敷佐畑一丁目～六丁目･吉敷赤田一

丁目～五丁目･吉敷上東一丁目～三丁目･吉敷中東一丁目～四丁

目･吉敷下東一丁目～四丁目・吉敷 

（山口市平川地区） 平井･吉田･黒川 
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（山口市小鯖地区） 下小鯖のうち字橋詰、字山花、字五郎兵衛畠､字向畠､字北迫､字

黒畠、字垰村、字東山、字上原の一部（中国自動車道より北側）、

字猪ノ尻、字大江、字吉田、字御除地、字高土手、字川田、字木

落、字目久保、字畠田、字面坊、字石畠、字丸尾、字小笹越、字

下萬稔ヶ浴、字萬稔ヶ浴、字九折道、字七曲、字神田越、字大迫、

字先山田、字上田、字坂口、字山掛、字鳶ヶ迫、字郷田、字西原、

字西山、字黒岩、字畑井太郎、字嶽ノ下、字仮谷、字出合、字中

尾、字仮又、字湯掛、字西田、字深田、字藤ノ木、字湯通り、字

上金岩、字観音山、字花和里、字寺ノ下、字東、字岡、字相ノ坂、

字寺ノ前、字橋ノ上、字宮ノ下、字一卜町田、字濃田、字幼若、

字十時、字踊場、字四町田、字折元の一部、字才ノ元の一部、字

上遊ヶ原、字下遊ヶ原、字遊ヶ原、字西ノ浴、字山根、字竹ノ内

の一部、字竹ノ下の一部、字樋ノ口、字向山、字嶽ヶ山、字昆盧

谷､字岡原､字奥岡原､字奥岡原第一､字前岡原､字三本松､字山ノ

神､字狼谷口､字峠ノ下､字鯖峠 

（山口市小郡地区） 小郡上郷のうち字林崎の一部（国道９号線より北側） 

山口県防府市 

（防府市松崎地区） 

国衙一丁目～五丁目･多々良一丁目～二丁目･惣社町･美和町･緑

町一丁目～二丁目･国分寺町･南松崎町･東松崎町･松崎町･上天神

町･天神一丁目～二丁目･大字東佐波令 

（防府市佐波地区） 栄町一丁目～二丁目･宮市町･迫戸町･戎町一丁目～二丁目･八王

子一丁目～二丁目･今市町･本橋町･新橋町･千日一丁目～二丁目･

平和町･佐波一丁目～二丁目･泉町･中泉町･開出･古祖原･高倉一

丁目～二丁目･開出本町･開出西町 

（防府市勝間地区） 警固町一丁目～二丁目･勝間一丁目～三丁目･東三田尻一丁目～

二丁目･三田尻一丁目～三丁目･鋳物師町･車塚町･鐘紡町･新築地

町 

（防府市華浦地区） 寿町･お茶屋町･三田尻本町･自力町･華浦一丁目～二丁目･松原

町･岡村町･中央町･駅南町･桑山一丁目～二丁目･石が口一丁目～

三丁目･協和町 

（防府市新田地区） 桑南一丁目～二丁目･鞠生町･新田一丁目･大字新田 

（防府市中関地区） 大字浜方･大字田島 

（防府市華城地区） 仁井令町･東仁井令町･清水町･華園町･伊佐江町･西仁井令一丁目

～二丁目･華城中央一丁目～二丁目･大字植松･大字伊佐江・大字

仁井令 

（防府市西浦地区） 大字西浦 

（防府市右田地区） 自由ヶ丘一丁目～四丁目･大字下右田･大字高井･大字大崎 
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行政市 町 名 

（防府市牟礼地区） 中西･牟礼柳･牟礼今宿一丁目のうち９～14･酢貝･岩畠一丁目～

三丁目･岸津二丁目のうち２、27～33・敷山町のうち１の一部、

12の一部、13～19、20の一部、21～42 

大字牟礼のうち字二ノ光安、国木、石橋、鋤先、野田、遠免、二

ノ遠免、三ノ遠免、砂子田、二ノ砂子田、三ノ砂子田、東山田、

二ノ東山田、三ノ東山田、四ノ東山田、三ノ長命、築地、二ノ築

地、三ノ築地、四ノ築地、五ノ築地、六ノ築地、七ノ築地、八ノ

築地、山門、二ノ山門、三ノ山門、四ノ山門、五ノ山門、六ノ山

門、山ノ口、針ノ木、突分、 草、二ノ 草、クリ之上、中原、

貸草、正見、石垣、上石垣、米光、上米光、三東林庵、万願寺、

末清、善陽、石田、東林庵、平太原、山畠、宮ノ上、宮ノ下、西

河内、上西河内、別当、兼光、蕃助、三行司、菰原、光永、米次

田、友次、膳夫、重政、来光寺、一ノ所屋、二ノ所屋、三ノ所屋、

上安信、中安信、下安信、高橋、二ノ高橋、三ノ高橋、四ノ高橋、

五ノ高橋、乗澤、二ノ乗澤、三ノ乗澤、伊堀、二大河内、上所屋、

下所屋、打田、細工所、馬薹、法金庵、坂本、東原、新長尾、大

光寺原、上り岩、法事原、新山、牛飼原、平左原、山野、栗町、

越前、瀬戸、門前 

大字江泊のうち字丁田、台、石唐音、猿田、安弘、水谷、小路、

今宮、市北、宮ノ前、西塩屋、沖田、砂走、中曽根、地蔵堂、市

頭、市南、市後、望月、清水川、長溝、船頭田、氏ノ元、的場、

木部社、柧岩、向畑 

山口県周南市 

（周南市周陽地区） 

城ヶ丘一丁目～五丁目･桜木一丁目～三丁目･平原町･上馬屋･下

馬屋･孝田町･周陽一丁目～三丁目･花陽一丁目～二丁目･瀬戸見

町･江の宮町･大河内･秋月一丁目～四丁目･大内町･扇町･楠木一

丁目～二丁目 

（周南市遠石地区） 横浜町･五月町･遠石一丁目～三丁目･青山町･桜ヶ迫･若草町･上

遠石町･松保町･速玉町･東山町･慶万町･河東町･新宮町･宮前町･

由加町 

（周南市岐山地区） 泉原町･清水町･東辻･西辻･辻町･公園区･新堀･鐘楼町･三田川･岐

南町･西金剛山･東金剛山･東一ノ井手･西一ノ井手･上一ノ井手･

高尾団地･下一ノ井手･土越･中金剛山 

（周南市関門地区） 舞車町･上御弓丁･一番丁･二番町一丁目～三丁目･二番町区外･三

番町一丁目～三丁目･毛利町一丁目～三丁目･児玉町一丁目～三

丁目･岐山通一丁目～三丁目･弥生町一丁目～三丁目･梅園町一丁

目～三丁目･代々木通一丁目～二丁目･花畠町 

（周南市中央地区） 川端町一丁目～二丁目･昭和通一丁目～二丁目･橋本町一丁目～

二丁目･柳町･糀町一丁目～二丁目･飯島町一丁目～二丁目･平和

通一丁目～二丁目･桜馬場通一丁目～三丁目･若宮町一丁目～二

丁目･新町一丁目～二丁目･銀南街･銀座一丁目～二丁目･みなみ

銀座一丁目～二丁目･御幸通一丁目～二丁目･有楽町･本町一丁目

～二丁目･栄町一丁目～二丁目・住崎町･徳山港町･築港町･千代田

町･那智町･晴海町 
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行政市 町 名 

（周南市今宿地区） 新宿通一丁目～六丁目･戎町一丁目～三丁目･野上町一丁目～二

丁目･都町一丁目～三丁目･相生町一丁目～三丁目･初音町一丁目

～三丁目･沖見町一丁目～三丁目･入船町･権現町･西松原一丁目

～四丁目･新地一丁目～三丁目・新地･南浦山町･江口一丁目～三

丁目・今宿町一丁目～四丁目･緑町一丁目～三丁目･月丘町一丁目

～四丁目･原宿町･今住町･住吉町･岡田町･御山町･卯の手･御影

町・蓮ヶ浴一丁目～二丁目・東北山一丁目～二丁目・北山一丁目

～二丁目・浦山一丁目～二丁目 

（周南市久米地区） 老郷地上･老郷地下･ひばりヶ丘･坂本東･坂本西･政所･秋本･西久

米･末広町･旭･下須川･清水･中通り･丘の道･久米市上･久米市下･

旭ヶ丘(ただし簡易ガス事業の山口県営旭ヶ丘アパートを除く)･

和田･西光寺･蔵光･寺下一～二･平井･田中･院内･大迫田・学園台 

（周南市櫛ヶ浜地区） 元町･西浜町･西浦町･西磯町･西本町･中磯町･大工町･東磯町･東

浦町･南浜･中町･本町･西塩田･東本町一～三･弁天町･堀川･栗南･

奈切･華西町(大踏､小踏､栗屋)･鼓ヶ丘･峠･荒神･櫛ヶ浜浴･栗屋

浴･塩田･旭町･開作南･開作北･暁町･二葉屋開作･栗屋･鼓海一丁

目～三丁目 

（周南市菊川地区） 見明･片田･天保田 

（周南市富田地区） 川崎一丁目～三丁目･土井一丁目～二丁目･政所一丁目～四丁目･

桶川町･清水一丁目～二丁目･古川町･川手一丁目～二丁目･西千

代田町･野村一丁目～三丁目･椎木町･道源町･三笹町･温田一丁目

～二丁目･富田一丁目～二丁目･日地町･平野一丁目～二丁目･浜

田一丁目･丸山町･港町･坂根町･河内町･新堤町･大神一丁目～五

丁目･宮の前一丁目～二丁目･中央町･古市一丁目～二丁目･古泉

一丁目～三丁目･花園町･渚町･野村南町･開成町･小川屋町･大字

富田(竹島町を除く) 

（周南市福川地区） 長田町･福川一丁目～三丁目･皿山町･社地町･福川中市町･上迫

町･本陣町･若山一丁目～二丁目･御姫町･新地町･西桝町･新田一

丁目～二丁目･かせ河原町･中畷町･室尾一丁目～二丁目･福川南

町･大字福川のうち､字東室､字西室､字猪ノ子ケ浴､字飛ケ浴・羽

島一丁目～三丁目 

山口県下松市 

（下松市本庁地区） 

栄町一丁目～三丁目･北斗町･古川町一丁目～四丁目･青柳一丁目

～二丁目･琴平一丁目～二丁目･東海岸通り･旗岡一丁目～五丁

目･中央町･西柳一丁目～二丁目･東柳一丁目～二丁目･大手町一

丁目～三丁目･桜町一丁目～三丁目･楠木町一丁目～二丁目･昭和

町一丁目～二丁目･若宮町･中市一丁目～二丁目･駅南一丁目～二

丁目･新川一丁目～四丁目･大字東豊井･大字西豊井 

（下松市久保地区） 東陽一丁目～七丁目･葉山一丁目～二丁目･星が丘一丁目～三丁

目･大字河内(ただし簡易ガス事業の雇用促進住宅河内第二宿舎を

除く)･大字山田のうち字山添､西松口､東松口､イノ木迫､切掛､割

石､神田､ソゴ石､沢その１～３､切ヶ迫､寺ヶ迫､四郎丸､北河内､河

内､東河内､田中その１～２､天王､見口､越峠､コイジ､上久保､久

保､前田､セリ原､上竹但､万福寺､五反田､南ヶ浴、平畑､池ノ尻・ 
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行政市 町 名 

（下松市久保地区） 大字切山のうち字芋迫､中長尾､妙ヶ迫､長尾､大西､鳴滝､梅木本､

屋祢内､下桂坊､二ノセ､松ノ前､松ノ前その１､帯田､森ヶ後､柵ヶ

迫､茄子ヶ浴､蓮ヶ迫､栗ヶ迫､西河内､井手ノ上､観音堂､氏ノ本､

土井､妹背､屋根ノ内 

（下松市花岡地区） 生野屋一丁目～五丁目･生野屋西一丁目～四丁目･生野屋南一丁

目～三丁目･南花岡一丁目～七丁目･大字末武上･大字生野屋 

（下松市末武地区） 大字平田･大字末武中･大字末武下･藤光町一丁目～二丁目・美里

町一丁目～四丁目・望町一丁目～五丁目・清瀬町一丁目～四丁

目・瑞穂町一丁目～四丁目・潮音町一丁目～八丁目 

山口県光市 

（光市光井地区） 

高畑･光井一丁目～九丁目･中央一丁目～六丁目(ただし光井一丁

目及び光井三丁目のうち旧大字室積を除く)･大字光井(山口県道

22 号光柳井線以南かつ市道戸仲森ケ峠線以西かつ市道戸仲中央

幹線以西) 

（光市島田地区） 島田一丁目～七丁目・大字島田（国道 188号線以南） 

（光市浅江地区） 荒神･協和町･宮ノ下･宮ノ下町･西河内･宝町･丸山町･和田町･木

園･木園一丁目･花園一丁目～二丁目･浅江一丁目～七丁目･虹ヶ

浜一丁目～三丁目･中村町･栄上･栄下･上ヶ原･上ヶ原住宅･縣山･

虹ヶ丘一丁目～七丁目・光ケ丘 
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供給区域の町名（旧宇部市ガス水道局地区） 

行政市 町 名 

山口県宇部市 

（宇部市供給区域） 

芝中町・東芝中町・松山町一丁目～五丁目・昭和町一丁目～四丁

目・明治町一丁目～二丁目・東新川町・常藤町・錦町・港町一丁

目～二丁目（一丁目のうち 13・15 の一部を除く）・寿町一丁目

～三丁目・常盤町一丁目～二丁目・新天町一丁目～二丁目・東本

町一丁目～二丁目・松島町・相生町・新町・中央町一丁目～三丁

目・上町一丁目～二丁目・西本町一丁目～二丁目・西中町・助田

町のうち 10の一部・11を除く・居能町一丁目～三丁目（一丁目

のうち 10 を除く）・文京町・幸町・恩田町一丁目～五丁目・草

江一丁目～四丁目（二丁目のうち草江・濱ノ上・下夕山、三丁目

のうち草江・濱ノ上・下夕山・蔵本・西河内、四丁目のうち下夕

山・蔵本下・蔵本・西河内・西河内下・横山を除く）・五十目山

町・神原町一丁目～二丁目・笹山町一丁目～二丁目・岬町一丁目

～三丁目（三丁目のうち横山・西河内下・句寄下・八王子を除く）・

末広町・八王子町・琴芝町一丁目～二丁目・朝日町・若松町・鵜

の島町・南浜町一丁目～二丁目・東小羽山町一丁目～五丁目（三

丁目のうち 1の一部を除く、五丁目のうち 1～4の一部を除く）・

南小羽山町一丁目～三丁目・北小羽山町一丁目～二丁目・北小羽

山四丁目のうち 1の一部・明神町一丁目～三丁目・鍋倉町・小松

原町一丁目～二丁目・浜町一丁目～二丁目・東見初町・東琴芝一

丁目～二丁目・西琴芝一丁目～二丁目・北琴芝一丁目～二丁目・

東梶返一丁目～四丁目・西梶返一丁目～三丁目・海南町・野原一

丁目～二丁目・野中一丁目～五丁目（三丁目のうち旧小字石切

場・南切貫、五丁目のうち旧小字荒神の一部を除く）・上野中町・

則貞一丁目（旧小字則貞の一部を除く）・則貞二丁目（旧小字〆

地の一部・角田の一部・水分の一部・瀬戸の一部・則貞の一部・

東山を除く）・則貞六丁目（堂ノ後・塩屋後・江口浜を除く）・

中村一丁目～三丁目（一丁目のうち川津を除く）・中尾一丁目（八

王子・中宗房・中尾を除く）・中尾二丁目（東宗房を除く）・宮

地町・沼一丁目～三丁目・大小路一丁目～三丁目（一丁目のうち

西林房・下清水・松本を除く）・風呂ヶ迫町・開町一丁目～六丁

目（二丁目のうち山下・上高畑、三丁目のうち高畑・金吹・下高

畑、四丁目のうち金吹を除く）・常盤台一丁目～二丁目・南小串

一丁目～二丁目・島一丁目～三丁目・西小串一丁目～二丁目・下

条一丁目～二丁目・琴崎町・東小串一丁目～二丁目・山門一丁目

～五丁目・寺の前町・東藤曲一丁目～二丁目・東平原一丁目～二

丁目（一丁目のうち 5の一部、二丁目のうち 6の一部、7～13）・

西平原一丁目～二丁目（一丁目のうち 2・3 の一部、二丁目のう

ち 2～4、8、9の一部、10～13）・上条四丁目のうち 4、5の一部・

厚南中央三丁目～五丁目・厚南北三丁目のうち 23、24 

大字沖宇部字沖ノ山の一部 

大字中宇部字西山、いか土、維新山、西岩田 

大字小串字内唐戸、北蛭子、中条、下条、浜、大炭生、中尾、崩、

射場の元、上條、後口田、上人塚笹尾、鎌田、前堀、和田、養子

の下、渦田、内浜、沖ノ山の一部、岩河原、焼石、二反田、黒岩、

回ヶ浴、福富、大塔、蛭子田 

大字上宇部字豊後の迫、鬼松、高田、風呂ヶ浴、西山の一部 
 


