
町名 区名 町名 区名 町名 区名 町名 区名

【あ】 今在家 中区 北幸田 東区

葵町 北区 今谷 中区 海岸通一丁目 南区 北長瀬 北区

青江一丁目 北区 今保 北区 海岸通二丁目 南区 北長瀬表町一丁目 北区

青江二丁目 北区 今村 北区 栢谷 北区 北長瀬表町二丁目 北区

青江三丁目 北区 岩井一丁目 北区 学南町一丁目 北区 北長瀬表町三丁目 北区

青江四丁目 北区 岩井一丁目 北区 学南町二丁目 北区 北長瀬本町 北区

青江五丁目 北区 岩井二丁目 北区 学南町三丁目 北区 北七区◇ 南区

青江六丁目 南区 岩井宮裏 北区 掛畑 北区 吉備津 北区

赤坂台 中区 岩田町 北区 春日町 北区 君津 東区

赤坂本町 中区 片岡◇ 南区 京橋町 北区

赤坂南新町 中区 植松◇ 南区 可知一丁目 東区 京橋南町 北区

飽浦 南区 内尾 南区 可知二丁目 東区 京町 北区

あけぼの町 南区 内ケ原 東区 可知三丁目 東区 京山一丁目 北区

赤田 中区 内山下一丁目 北区 可知四丁目 東区 京山二丁目 北区

浅川 東区 内山下二丁目 北区 可知五丁目 東区 旭東町一丁目 中区

浅越 東区 浦間 東区 門田文化町一丁目 中区 旭東町二丁目 中区

旭本町 北区 浦安西町 南区 門田文化町二丁目 中区 旭東町三丁目 中区

旭町 北区 浦安本町 南区 門田文化町三丁目 中区 【く】

足守 北区 浦安南町 南区 門田本町一丁目 中区 久々井 東区

阿津 南区 【え】 門田本町二丁目 中区 草ケ部 東区

天瀬 北区 駅前町一丁目 北区 門田本町三丁目 中区 国富 中区

天瀬南町 北区 駅前町二丁目 北区 門田本町四丁目 中区 国富一丁目 中区

網浜 中区 駅元町 北区 門田屋敷一丁目 中区 国富二丁目 中区

粟井 北区 江崎 中区 門田屋敷二丁目 中区 国富三丁目 中区

絵図町 北区 門田屋敷三丁目 中区 国富四丁目 中区

石関町 北区 江並 中区 門田屋敷四丁目 中区 九蟠 東区

石妻 北区 【お】 門田屋敷五丁目 中区 久保 東区

伊島北町 北区 大井 北区 門田屋敷本町 中区 久米 北区

伊島町一丁目 北区 大内田 北区 金岡西町 東区 倉田 中区

伊島町二丁目 北区 大窪 北区 金岡東町一丁目 東区 倉富 中区

伊島町三丁目 北区 大崎 北区 金岡東町二丁目 東区 倉益 中区

出石町一丁目 北区 大多羅町 東区 金岡東町三丁目 東区 鉄 東区

出石町二丁目 北区 大福 南区 金田 東区 桑田町 北区

泉田 南区 大元一丁目 北区 金山寺 北区 桑野 中区

泉田一丁目 南区 大元二丁目 北区 兼基 中区 【こ】

泉田二丁目 南区 大元駅前 北区 上阿知 東区 神下 中区

泉田三丁目 南区 大元上町 北区 上高田 北区 厚生町一丁目 北区

泉田四丁目 南区 岡町 北区 上土田 北区 厚生町二丁目 北区

泉田五丁目 南区 沖元 中区 上中野一丁目 北区 厚生町三丁目 北区

いずみ町 北区 奥市 中区 上中野二丁目 北区 幸地崎町 東区

一宮 北区 奥田一丁目 北区 加茂 北区 光津 東区

一宮山崎 北区 奥田二丁目 北区 辛川市場 北区 岡南町一丁目 北区

犬島 東区 奥田西町 北区 川入 北区 岡南町二丁目 北区

伊福町一丁目 北区 奥田本町 北区 河原 北区 首部 北区

伊福町二丁目 北区 奥田南町 北区 川張◇ 南区 河本町 東区

伊福町三丁目 北区 邑久郷 東区 神崎町 東区 高野尻 北区

伊福町四丁目 北区 奥迫川◇ 南区 関西町 北区 後楽園 北区

今一丁目 北区 乙多見 中区 神田町一丁目 北区 郡 南区

今二丁目 北区 乙子 東区 神田町二丁目 北区 小串 南区

今三丁目 北区 御成町 中区 【き】 国体町 北区

今四丁目 北区 尾上 北区 祇園※ 北区・中区※ 国府市場 中区

今五丁目 北区 御舟入町 北区 北浦 南区 苔山 北区

今六丁目 北区 雄町 中区 北方一丁目 北区 古新田 南区

今七丁目 北区 表町一丁目 北区 北方二丁目 北区 古都宿 東区

今八丁目 北区 表町二丁目 北区 北方三丁目 北区 古都南方 東区

今岡 北区 表町三丁目 北区 北方四丁目 北区 寿町 北区

～　岡山市の住所には平成２１年４月１日から区名が入っています　～
（平成２７年１月３１日以降用）

【い】

【う】

【か】
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小橋町一丁目 中区 下阿知 東区 清輝橋四丁目 北区 高松稲荷 北区

小橋町二丁目 中区 下石井一丁目 北区 清輝本町 北区 高松田中 北区

小山 北区 下石井二丁目 北区 清心町 北区 高松原古才 北区

下伊福一丁目 北区 西祖 東区 高屋 中区

中区 下伊福二丁目 北区 関 中区 高柳西町 北区

才崎 東区 下伊福上町 北区 瀬戸町旭ヶ丘一丁目 東区 高柳東町 北区

西大寺 東区 下伊福西町 北区 瀬戸町旭ヶ丘二丁目 東区 竹田 中区

西大寺射越 東区 下伊福本町 北区 瀬戸町旭ヶ丘三丁目 東区 建部町市場 北区

西大寺一宮 東区 下内田町 北区 瀬戸町旭ヶ丘四丁目 東区 建部町大田 北区

西大寺金岡 東区 下高田 北区 瀬戸町江尻 東区 建部町小倉 北区

西大寺上一丁目 東区 下土田 北区 瀬戸町大内 東区 建部町川口 北区

西大寺上二丁目 東区 下中野※ 北区・南区※ 瀬戸町沖 東区 建部町桜 北区

西大寺上三丁目 東区 下牧 北区 瀬戸町鍛冶屋 東区 建部町三明寺 北区

西大寺川口 東区 宿 北区 瀬戸町肩脊 東区 建部町品田 北区

西大寺北 東区 宿本町 北区 瀬戸町観音寺 東区 建部町下神目 北区

西大寺五明 東区 宿毛 東区 瀬戸町菊山 東区 建部町建部上 北区

西大寺新 東区 賞田 中区 瀬戸町光明谷 東区 建部町田地子 北区

西大寺新地 東区 庄田 北区 瀬戸町坂根 東区 建部町鶴田 北区

西大寺中一丁目 東区 上道北方 東区 瀬戸町笹岡 東区 建部町角石畝 北区

西大寺中二丁目 東区 城東台西一丁目 東区 瀬戸町塩納 東区 建部町角石谷 北区

西大寺中三丁目 東区 城東台西二丁目 東区 瀬戸町下 東区 建部町富沢 北区

西大寺中野 東区 城東台西三丁目 東区 瀬戸町宿奥 東区 建部町中田 北区

西大寺中野本町 東区 城東台東一丁目 東区 瀬戸町瀬戸 東区 建部町西原 北区

西大寺浜 東区 城東台東二丁目 東区 瀬戸町宗堂 東区 建部町土師方 北区

西大寺東一丁目 東区 城東台南一丁目 東区 瀬戸町大井 東区 建部町福渡 北区

西大寺東二丁目 東区 城東台南二丁目 東区 瀬戸町寺地 東区 建部町豊楽寺 北区

西大寺東三丁目 東区 昭和町 北区 瀬戸町二日市 東区 建部町宮地 北区

西大寺松崎 東区 白石 北区 瀬戸町万富 東区 建部町吉田 北区

西大寺南一丁目 東区 白石西新町 北区 瀬戸町南方 東区 建部町和田南 北区

西大寺南二丁目 東区 白石東新町 北区 瀬戸町森末 東区 竹原 東区

西大寺門前 東区 新京橋一丁目 中区 瀬戸町弓削 東区 立川町 南区

東町一丁目 中区 新京橋二丁目 中区 妹尾 南区 立田 北区

東町二丁目 中区 新京橋三丁目 中区 妹尾崎 南区 辰巳 北区

西隆寺 東区 新庄上 北区 千手 東区 田中 北区

幸町 北区 新庄下 北区 船頭町 北区 谷尻 東区

さくら住座 中区 新築港 中区 【そ】 谷万成一丁目 北区

桜橋一丁目 中区 新福一丁目 南区 宗津◇ 南区 谷万成二丁目 北区

桜橋二丁目 中区 新福二丁目 南区 惣爪 北区 田原 北区

桜橋三丁目 中区 新保 南区 曽根 南区 玉柏 北区

桜橋四丁目 中区 新道 北区 【た】 田益 北区

佐山 北区 新屋敷町一丁目 北区 大安寺中町 北区 田町一丁目 北区

沢田 中区 新屋敷町二丁目 北区 大安寺西町 北区 田町二丁目 北区

【し】 新屋敷町三丁目 北区 大安寺東町 北区 【ち】

鹿田町一丁目 北区 【す】 大安寺南町一丁目 北区 築港栄町 南区

鹿田町二丁目 北区 水門町 東区 大安寺南町二丁目 北区 築港新町一丁目 南区

鹿田本町 北区 菅野 北区 大学町 北区 築港新町二丁目 南区

宍甘 東区 杉谷 北区 大供一丁目 北区 築港ひかり町 南区

市場一丁目 南区 洲崎一丁目 南区 大供二丁目 北区 築港緑町一丁目 南区

市場二丁目 南区 洲崎二丁目 南区 大供三丁目 北区 築港緑町二丁目 南区

四御神 中区 洲崎三丁目 南区 大供表町 北区 築港緑町三丁目 南区

島田本町一丁目 北区 砂場 東区 大供本町 北区 築港元町 南区

島田本町二丁目 北区 住吉町一丁目 中区 高島一丁目 中区 千鳥町 南区

清水 中区 住吉町二丁目 中区 高島二丁目 中区 中央町 北区

清水一丁目 中区 【せ】 高島新屋敷 中区 中納言町 中区

清水二丁目 中区 清輝橋一丁目 北区 高塚 北区 【つ】

下 中区 清輝橋二丁目 北区 高野 北区 津倉町一丁目 北区

下足守 北区 清輝橋三丁目 北区 高松 北区 津倉町二丁目 北区

【さ】
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津島 北区 中井 中区 西野山町 北区 東島田町二丁目 北区

津島京町一丁目 北区 中井一丁目 中区 西花尻 北区 東中央町 北区

津島京町二丁目 北区 中井二丁目 中区 西平島 東区 東中島町 中区

津島京町三丁目 北区 中井三丁目 中区 西古松 北区 東野山町 北区

津島桑の木町 北区 中井四丁目 中区 西古松一丁目 北区 東花尻 北区

津島笹が瀬 北区 中井町一丁目 北区 西古松二丁目 北区 東平島 東区

津島中一丁目 北区 中井町二丁目 北区 西古松西町 北区 東古松 北区

津島中二丁目 北区 中畦 南区 西山内 北区 東古松一丁目 北区

津島中三丁目 北区 中尾 東区 日応寺 北区 東古松二丁目 北区

津島新野一丁目 北区 長岡 中区 庭瀬 北区 東古松三丁目 北区

津島新野二丁目 北区 中川町 東区 【ぬ】 東古松四丁目 北区

津島西坂一丁目 北区 中山下一丁目 北区 沼 東区 東古松五丁目 北区

津島西坂二丁目 北区 中山下二丁目 北区 【の】 東古松南町 北区

津島西坂三丁目 北区 中島 中区 納所 北区 東山一丁目 中区

津島東一丁目 北区 中島田町一丁目 北区 野田一丁目 北区 東山二丁目 中区

津島東二丁目 北区 中島田町二丁目 北区 野田二丁目 北区 東山三丁目 中区

津島東三丁目 北区 中仙道 北区 野田三丁目 北区 東山四丁目 中区

津島東四丁目 北区 中仙道一丁目 北区 野田四丁目 北区 東山内 北区

津島福居一丁目 北区 中仙道二丁目 北区 野田五丁目 北区 彦崎◇ 南区

津島福居二丁目 北区 長利 中区 野田屋町一丁目 北区 日近 北区

津島本町 北区 中撫川 北区 野田屋町二丁目 北区 一日市 東区

津島南一丁目 北区 長沼 東区 野殿西町 北区 日吉町 北区

津島南二丁目 北区 長野 北区 野殿東町 北区 平井 中区

津高 北区 中原 北区 延友 北区 平井一丁目 中区

津高台一丁目 北区 中牧 北区 【は】 平井二丁目 中区

津高台二丁目 北区 撫川 北区 芳賀 北区 平井三丁目 中区

津高台三丁目 北区 七日市西町 北区 迫川◇ 南区 平井四丁目 中区

津高台四丁目 北区 七日市東町 北区 畑鮎 北区 平井五丁目 中区

土田 中区 並木町一丁目 南区 花尻 北区 平井六丁目 中区

津寺 北区 並木町二丁目 南区 花尻あかね町 北区 平井七丁目 中区

【て】 楢津 北区 花尻ききょう町 北区 平田 北区

寺山 東区 楢原 東区 花尻みどり町 北区 平野 北区

天神町 北区 南輝一丁目 南区 浜 中区 平福一丁目 南区

【と】 南輝二丁目 南区 浜一丁目 中区 平福二丁目 南区

問屋町 北区 南輝三丁目 南区 浜二丁目 中区 平山 北区

十日市中町 北区 【に】 浜三丁目 中区 広瀬町 北区

十日市西町 北区 西市※ 北区・南区※ 浜野一丁目 南区 広谷 東区

十日市東町 北区 西畦 南区 浜野二丁目 南区 【ふ】

当新田 南区 西片岡 東区 浜野三丁目 南区 福崎 北区

磨屋町 北区 西辛川 北区 浜野四丁目 南区 福治 東区

徳吉町一丁目 中区 西川原 中区 原 北区 福島一丁目 南区

徳吉町二丁目 中区 西川原一丁目 中区 原尾島 中区 福島二丁目 南区

富崎 東区 錦町 北区 原尾島一丁目 中区 福島三丁目 南区

富田 北区 西幸西 東区 原尾島二丁目 中区 福島四丁目 南区

富浜町 南区 西紅陽台一丁目◇ 南区 原尾島三丁目 中区 福田 南区

富原 北区 西紅陽台二丁目◇ 南区 原尾島四丁目 中区 福谷 北区

富町一丁目 北区 西紅陽台三丁目◇ 南区 蕃山町 北区 福泊 中区

富町二丁目 北区 西崎一丁目 北区 半田町 北区 福富中一丁目 南区

富吉 北区 西崎二丁目 北区 番町一丁目 北区 福富中二丁目 南区

豊田 東区 西崎本町 北区 番町二丁目 北区 福富西一丁目 南区

豊成一丁目 南区 西島田町 北区 【ひ】 福富西二丁目 南区

豊成二丁目 南区 西庄 東区 東畦 南区 福富西三丁目 南区

豊成三丁目 南区 西高崎◇ 南区 東片岡 東区 福富東一丁目 南区

豊浜町 南区 西中島町 中区 東川原 中区 福富東二丁目 南区

富田町一丁目 北区 西長瀬 北区 東幸西 東区 福成一丁目 南区

富田町二丁目 北区 西七区◇ 南区 東幸崎 東区 福成二丁目 南区

【な】 西之町 北区 東島田町一丁目 北区 福成三丁目 南区

3



町名 区名 町名 区名 町名 区名 町名 区名

福浜町 南区 御津鹿瀬 北区 矢津 東区 吉原 東区

福浜西町 南区 御津勝尾 北区 柳町一丁目 北区 米倉 南区

福吉町 南区 御津金川 北区 柳町二丁目 北区 米田 中区

藤井 東区 御津川高 北区 八幡 中区 【り】

藤崎 中区 御津北野 北区 八幡東町 中区 理大町 北区

藤田 南区 御津草生 北区 山崎 中区 【わ】

富士見町一丁目 東区 御津国ケ原 北区 山科町 北区 和井元 北区

藤原 中区 御津河内 北区 山田 南区 若葉町 南区

藤原西町一丁目 中区 御津虎倉 北区 大和町一丁目 北区

藤原西町二丁目 中区 御津紙工 北区 大和町二丁目 北区

藤原光町一丁目 中区 御津下田 北区 山上 北区

藤原光町二丁目 中区 御津新庄 北区

藤原光町三丁目 中区 御津高津 北区 湯迫 中区

二日市町 北区 御津中泉 北区 弓之町 北区

舟橋町 北区 御津中畑 北区

古京町一丁目 中区 御津中牧 北区 横井上 北区

古京町二丁目 中区 御津中山 北区 横尾 北区

【へ】 御津野々口 北区 吉 北区

兵団 北区 御津平岡西 北区 吉井 東区

平和町 北区 御津矢知 北区 吉宗 北区

【ほ】 御津矢原 北区

法界院 北区 御津吉尾 北区

奉還町一丁目 北区 御津芳谷 北区

奉還町二丁目 北区 三手 北区

奉還町三丁目 北区 三和 北区

奉還町四丁目 北区 湊 中区

芳泉一丁目 南区 南方一丁目 北区

芳泉二丁目 南区 南方二丁目 北区

芳泉三丁目 南区 南方三丁目 北区

芳泉四丁目 南区 南方四丁目 北区

宝伝 東区 南方五丁目 北区

本町 北区 南古都 東区

【ま】 南水門町 東区

間倉 北区 南中央町 北区

正儀 東区 三野一丁目 北区

政津 東区 三野二丁目 北区

升田 東区 三野三丁目 北区

益野町 東区 三野本町 北区

松尾 北区 三浜町一丁目 南区

松新町 東区 三浜町二丁目 南区

松浜町 南区 宮浦 南区

真星 北区 御幸町 中区

丸の内一丁目 北区 海吉 中区

丸の内二丁目 北区 【む】

円山 中区 向州 東区

万成西町 北区 牟佐 北区

万成東町 北区 【め】

万倍 南区 目黒町 東区

【み】 【も】

三門中町 北区 百枝月 東区

三門西町 北区 森下町 中区

三門東町 北区 門前 北区

箕島 南区 【や】

御津石上 北区 矢井 東区

御津伊田 北区 矢坂西町 北区

御津宇甘 北区 矢坂東町 北区

御津宇垣 北区 矢坂本町 北区

【ゆ】

【よ】

※を付記している下中野・西市・祇園につい
ては、２つの区に分かれていますのでご注意
ください。
ただし、平成20年6月1日以降に分合筆や
区画整理等により新たに生じた地番は、平成
20年6月1日時点の元の地番によって行政区
が決まりますのでご注意ください。

◇を付記している町名は、合併特例区の解散

により平成２２年３月２２日から「灘崎町」

の表記がなくなりました。

平成２７年１月３１日の住居表示実施により、
新たに「中井一～四丁目」及び「芳泉一～四
丁目」の町名ができました。

ご注意ください

区の名称は住所の一部になります。

（従前） 岡山市○○町△△番地

（現在） 岡山市□区○○町△△番地

＊ 町名や番地等の変更はありません。
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