
地域包括支援センター担当地域　大字別早見表 Ｈ２９．４．１現在
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＜ア行＞ ＜カ行＞ ＜サ行＞
大字 自治会連合会 担当包括 北ノ窪 富水 とみず 酒匂３丁目 酒匂・小八幡

さかわ こやわた・ふじみ

穴部 富水

とみず

久野 久野 はくさん 酒匂４丁目 酒匂・小八幡

酒匂・小八幡

新屋 富水 国府津 国府津

そが・しもそが・こうづ

酒匂６丁目 酒匂・小八幡

飯泉 豊川

穴部新田 富水 桑原 豊川 とよかわ・かみふなか 酒匂５丁目

とよかわ・かみふなか 国府津１丁目 国府津 酒匂７丁目 酒匂・小八幡

飯田岡 東富水 富水 国府津２丁目 国府津 清水新田 富水 とみず

池上 芦子 しろやま 国府津３丁目 国府津 下大井 曽我 そが・しもそが・こうづ

ひがしとみず とみず

井細田 二川 はくさん 国府津４丁目 国府津 前羽
そが・しもそが・こうづ たちばな

下新田 下府中
しもふなか

石橋 片浦

じょうなん

国府津５丁目 国府津 前羽 下堀 下府中

板橋 大窪 早川 小台 富水 とみず 城山１丁目 緑 芦子

しろやま入生田 大窪 寿町１丁目 足柄 二川 城山２丁目 緑 芦子

幸 芦子

扇町１丁目 芦子 二川 しろやま はくさん 寿町３丁目 足柄 城山４丁目

江之浦 片浦 寿町２丁目 足柄 城山３丁目 緑

幸 十字

はくおう はくさん

しろやま じょうなん
扇町２丁目 二川

はくさん

寿町４丁目 足柄 十字４丁目 幸 大窪

扇町３丁目 二川 寿町５丁目 足柄 城内 緑 幸

二川 小八幡 国府津 そが・しもそが・こうづ 曽我岸 下曽我

しろやま

そが・しもそが・こうづ

扇町５丁目

下曽我

荻窪 芦子 しろやま 小八幡２丁目 酒匂・小八幡 曽我原 下曽我

扇町６丁目 二川 小八幡１丁目 酒匂・小八幡

さかわ こやわた・ふじみ

曽我光海

小竹

鬼柳 曽我 そが・しもそが・こうづ 小八幡４丁目 酒匂・小八幡

下曽我

自治会連合会

国府津 さかわ こやわた・ふじみ

扇町４丁目 二川 米神 片浦 じょうなん

緑 新玉

曽我大沢 曽我

橘北 たちばな 小八幡３丁目

そが・しもそが・こうづ 曽我谷津 下曽我

橘北 たちばな 曽比 桜井

酒匂・小八幡 曽我別所

さくらい

＜カ行＞ ＜サ行＞ ＜タ行＞

小船

担当包括

風祭 大窪 じょうなん 栄町１丁目 緑 新玉

しろやま

大字 自治会連合会 担当包括 大字 自治会連合会 担当包括

多古 はくさん

上新田 下府中 しもふなか 栄町３丁目 緑

とよかわ・かみふなか

上町

大字

鴨宮 下府中 しもふなか 酒匂 下府中 しもふなか

国府津

上曽我 曽我 そが・しもそが・こうづ 栄町４丁目 新玉 はくおう 千代 上府中

新玉 田島

はくおう

高田 上府中

二川橘北 たちばな 栄町２丁目

酒匂・小八幡

栢山 桜井 さくらい 酒匂１丁目 酒匂・小八幡
さかわ こやわた・ふじみ

川匂 橘北 たちばな 酒匂２丁目

はくおう

そが・しもそが・こうづ

とよかわ・かみふなか
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ナ レ

※お住まいのご住所（大字）により、自治会連合会及び担当包括が

フ 　複数表示される地区がありますが、小田原市地理情報システム

へ 　（Navi‐0）の「自治会区割図」で担当区域（自治会連合会）を検索

ホ 　いただき、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターをご

　確認ください。
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ネ ミ

ノ

ハ

ヤ

ヒ

＜ナ行＞ ＜ハ行＞ ＜ラ行＞
大字 自治会連合会 担当包括 東町２丁目 山王網一色

はくおう

大字 自治会連合会

下府中 東町４丁目 山王網一色

中曽根 東富水 ひがしとみず 東町５丁目 山王網一色

担当包括

中里 下府中
しもふなか

東町３丁目 山王網一色 蓮正寺 東富水 ひがしとみず

中新田

府川 富水 とみず

中町２丁目 足柄
はくおう

別堀 上府中 とよかわ・かみふなか

中町３丁目

中町１丁目 新玉 足柄 芦子 はくおう しろやま

山王網一色 足柄 堀之内 東富水 ひがしとみず

中村原 橘北 たちばな 本町１丁目 幸 十字 しろやま じょうなん

永塚 上府中

とよかわ・かみふなか

本町２丁目 万年 幸
しろやま

成田 豊川 本町３丁目 万年 幸

西大友 上府中 本町４丁目 幸 十字 しろやま じょうなん

西酒匂１丁目 酒匂・小八幡

さかわ こやわた・ふじみ西酒匂２丁目 酒匂・小八幡 ＜マ行＞
西酒匂３丁目 酒匂・小八幡 大字 自治会連合会 担当包括

沼代 橘北 たちばな 前川 下府中

じょうなん

延清 上府中 とよかわ・かみふなか 緑４丁目 緑 幸 しろやま

国府津 前羽 しもふなか
　そが・しもそが・

こうづ たちばな

根府川 片浦 じょうなん 水之尾 大窪

じょうなん

＜ハ行＞ 南鴨宮１丁目 富士見

さかわ こやわた・ふじみ大字 自治会連合会 担当包括 南鴨宮２丁目 富士見

羽根尾 前羽 たちばな 南鴨宮３丁目 富士見

浜町３丁目 万年 しろやま 南町３丁目 十字

浜町４丁目 新玉 万年

南板橋２丁目 大窪

早川１丁目 早川 ＜ヤ行＞

早川３丁目 早川 谷津 芦子 しろやま

幸 十字 しろやま じょうなん

浜町２丁目 新玉 はくおう 南町２丁目 十字

じょうなん

浜町１丁目 新玉 万年 はくおう しろやま 南町１丁目

たちばな東町１丁目 山王網一色 足柄 はくおう 山西 橘北

とみず

東ヶ丘 橘北 たちばな 矢作 下府中 しもふなか

東大友 上府中 とよかわ・かみふなか 柳新田 富水

山王網一色はくおう

早川２丁目 早川 大字 自治会連合会 担当包括

しろやま はくおう 南町４丁目 十字

早川 早川

じょうなん


