
　　　担当者

徳島市西部②-1(a) 板野町　 　
　富永 秀夫 　松田 稔 鳴門市　 上板町  

松茂町　
徳島市東部①地区　   

　石本 和義 　松内 正則 徳島市東部②-1地区　 　
徳島市西部②-2地区
徳島市西部①-5地区 美馬市  つるぎ町　

　藤林 弘茂 　椎野 洋三 吉野川市  三好市  東みよし町
阿波市　 石井町  
徳島市中央部①地区  徳島市西部①-4地区　 佐那河内村

　小笠 秀二郎 　石本 和義 徳島市中央部②地区 徳島市西部②-3地区　
徳島市東部②-2地区　 徳島市南部              
徳島市西部①-1地区  藍住町　

　松田 稔 　藤林 弘茂 徳島市西部①-2地区
徳島市西部①-3地区
阿南市　 美波町　 勝浦町

　松内 正則 　石本 和義 小松島市南部地区 牟岐町　 上勝町
那賀町　 海陽町　 神山町
徳島市北部①地区　   北島町　 

　椎野 洋三 　富永 秀夫 徳島市北部②地区   　
徳島市西部②-1(b)地区　   

北部

①地区 ②-1地区 ①-1地区 ①-5地区 ②-1(b)地区 ①地区 ①地区 ②地区 北部地区

上吉野町 大原町 北田宮 不動本町 （国府地区） 応神町 藍場町 通町 沖浜 上八万町 中田町

中吉野町 論田町 南田宮 不動東町 観音寺 秋田町 中通町 沖浜町 八万町 江田町

東吉野町 津田海岸町 不動西町 西矢野 伊賀町 東新町 沖浜東 中郷町

吉野本町 津田町 不動北町 矢野 ②地区 伊月町 西新町 かちどき橋 小松島町

上助任町 津田本町 ①-2地区 府中 川内町 一番町 南新町 籠屋町 松島町

下助任町 津田西町 春日 延命 大道 東船場町 城南町 神田瀬町

助任橋 津田浜之町 春日町 ②-1(a)地区 中 幸町 西船場町 昭和町 堀川町

助任本町 （南井上地区） 早淵 南部 栄町 東大工町 中昭和町 南小松島町

北前川町 川原田 和田 飯谷町 銀座 西大工町 南昭和町
前原町

中前川町 ②-2地区 ①-3地区 桜間 南岩延 大谷町 出来島本町 東山手町 徳島町 田浦町

南前川町 新浜町 北島田町 敷地 北岩延 大松町 東出来島町 西山手町 徳島城内

北常三島町 新浜本町 中島田町 池尻 方上町 南出来島町 幟町 徳島本町 南部地区

南常三島町 西新浜町 南島田町 井戸 勝占町 北出来島町 弓町 中徳島町 日開野町

中常三島町 加茂名町 花園 ②-2地区 雑賀町 新内町 眉山町 富田橋 新居見町

城東町 北矢三町 東高輪 名東町 北山町 南内町 明神町 富田浜 芝生町

大和町 南矢三町 西高輪 渋野町 新蔵町 元町 富田町 横須町

安宅 日開 丈六町 新町橋 八百屋町 西富田町 金磯町

住吉 （北井上地区） ②-3地区 多家良町 勢見町 両国橋 中洲町 田野町

福島 ①-4地区 佐野塚 庄町 三軒屋町 鷹匠町 両国本町 万代町 赤石町

新南福島 蔵本町 東黒田 南庄町 西須賀町 紺屋町 仲之町 大林町

東沖洲 南蔵本町 西黒田 鮎喰町 八多町 中央通 南仲之町 豊浦町

南沖洲 蔵本元町 芝原 入田町 寺島本町東 二軒屋町 坂野町

北沖洲 北佐古 竜王 一宮町 寺島本町西 南二軒屋町 立江町

金沢 佐古 下町 寺町 西二軒屋町 間新田町

末広 南佐古 問屋町 山城町 和田津開町

南末広町 佐古山町 山城西 和田島町

櫛淵町

徳島市 地区割 小松島市
地区割東部 中央部西部

小松島市北部地区
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