
阿蘇市行政区一覧表（阿蘇市行政区設置条例　別表(第9条関係)に基づく）

番号 区の名称 区域 番号 区の名称 区域

1 町1区 一の宮町宮地 36 古城6区 一の宮町手野

2 町2区 一の宮町宮地 37 古城7区 一の宮町手野

3 北1区 一の宮町宮地 38 原口 一の宮町中通

4 北2区 一の宮町宮地 39 上井手 一の宮町中通

5 東1区 一の宮町宮地 40 下井手 一の宮町中通

6 東2区 一の宮町宮地 41 中原 一の宮町中通

7 東3区 一の宮町宮地 42 西井手 一の宮町中通及び宮地の一部

8 西1区 一の宮町宮地 43 上西河原 一の宮町中通

9 西2区 一の宮町宮地 44 下西河原 一の宮町中通

10 西3区 一の宮町宮地 45 上東下原 一の宮町中通

11 古神1区 一の宮町宮地及び坂梨の一部 46 下東下原 一の宮町中通

12 古神2区 一の宮町宮地 47 西下原 一の宮町中通

13 古神3区 一の宮町宮地 48 片隅 一の宮町中通

14 分1区 一の宮町宮地 49 荻の草 一の宮町荻の草

15 分2区 一の宮町宮地 50 舞谷 一の宮町荻の草

16 分3区 一の宮町宮地 51 内牧1区 内牧のうち1区の区域一円

17 塩塚 一の宮町宮地 52 内牧2区 内牧のうち2区の区域一円

18 古閑 一の宮町坂梨 53 内牧3区 内牧のうち3区の区域一円

19 神石 一の宮町坂梨 54 内牧4区 内牧のうち4区の区域一円

20 福岡 一の宮町坂梨 55 内牧5区 内牧のうち5区の区域一円

21 上町 一の宮町坂梨 56 成川 成川の区域

22 東仲町 一の宮町坂梨 57 小里 小里の区域

23 西仲町 一の宮町坂梨 58 南宮原 南宮原の区域

24 下町 一の宮町坂梨 59 湯浦 湯浦の区域

25 桜町 一の宮町坂梨 60 西湯浦 西湯浦のうち深葉の区域を除いた区域

26 福原 一の宮町坂梨 61 深葉 西湯浦のうち深葉の区域

27 馬場 一の宮町坂梨 62 西小園 西小園の区域

28 豆札 一の宮町中坂梨 63 折戸 三久保のうち折戸の区域

29 古城1区 一の宮町北坂梨 64 宇土 三久保のうち宇土の区域

30 古城2区 一の宮町三野 65 浜川 三久保のうち浜川の区域

31 古城3の1区 一の宮町三野 66 鷲の石 山田のうち鷲の石の区域

32 古城3の2区 一の宮町三野 67 原の口 山田のうち原の口の区域

33 古城4区 一の宮町三野 68 山田 山田のうち山田の区域

34 古城5の1区 一の宮町手野 69 小倉 小倉のうち小倉の区域

35 古城5の2区 一の宮町手野 70 西小倉 小倉のうち西小倉の区域



阿蘇市行政区一覧表（阿蘇市行政区設置条例　別表(第9条関係)に基づく）

番号 区の名称 区域 番号 区の名称 区域

71 小池 小池の区域 106 小地野 波野大字小地野

72 黒流町 黒流町の区域 107 笹倉 波野大字小地野

73 今町 今町の区域 108 坂の上 波野大字新波野及び大字小地野

74 下の原 小野田のうち下の原の区域 109 大道 波野大字波野

75 新村 小野田のうち新村の区域 110 立塚 波野大字新波野

76 小野田町 小野田のうち小野田町の区域 111 横堀 波野大字波野

77 本村 小野田のうち本村の区域 112 遊雀 波野大字波野

78 茗ケ原 山田のうち茗ケ原の区域 113 中道 波野大字波野

79 道尻 役犬原のうち道尻の区域 114 山崎 波野大字中江

80 下役犬原 役犬原のうち下役犬原の区域 115 仁田水 波野大字中江

81 上役犬原 役犬原のうち上役犬原の区域 116 中江 波野大字中江

82 西町 西町の区域 117 滝水 波野大字滝水

83 竹原 竹原の区域

84 蔵原 蔵原の区域

85 東黒川 黒川のうち東黒川の区域

86 坊中 黒川のうち坊中の区域

87 南黒川 黒川のうち南黒川の区域

88 元黒川 黒川のうち元黒川の区域

89 北黒川 黒川のうち北黒川の区域

90 上西黒川 黒川のうち上西黒川の区域

91 下西黒川 黒川のうち下西黒川の区域

92 乙姫 乙姫の区域

93 黒川千丁 黒川のうち黒川千丁の区域

94 永草 永草のうち永草の区域

95 枳 永草のうち枳の区域

96 赤水 赤水の区域

97 車帰 車帰及び無田の区域

98 狩尾1区 狩尾のうち1区の区域一円

99 狩尾2区 狩尾のうち2区の区域一円

100 狩尾3区 狩尾のうち3区の区域一円

101 跡ケ瀬 跡ケ瀬の区域

102 的石 的石の区域

103 楢木野 波野大字波野

104 赤仁田 波野大字赤仁田

105 小園 波野大字小園


