
管轄地域
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町丁目
（五十音順）

街　区　※
地域活動
センター

大塚1 全 大　塚
大塚2 全 大　塚
大塚3 1～32 大　塚
大塚3 33～44 大　原
大塚4 1（1～9）、2（1～6、15）、3（1～4、⑩～12）、4（5～12）、5～53 大　塚
大塚4 1（10～18）、2（7～14）、3（5～⑩）、4（1～4） 大　原
大塚5 全 大　塚
大塚6 全 大　塚
音羽1 1～5、6（⑤～13）、7（1、⑯）、8～9、10（2～7）、13～28 音　羽
音羽1 6（1～⑤）、7（15、⑯）、10（1、8～12）、11、12 大　塚
音羽2 1～2、3（1～5、17～22）、4、5、10（1～5、13～15）、11、12 音　羽
音羽2 3（6～16）、6～9、10（6～12） 大　塚
春日1 全 礫　川
春日2 1～4、21～26 礫　川
春日2 5～20 大　塚
小石川1 全 礫　川
小石川2 全 礫　川
小石川3 1～5、6（1～6）、7、8（⑩～17）、9～39 礫　川
小石川3 6（7～18）、8（1～⑩） 大　塚
小石川4 全 大　塚
小石川5 1～30、31（1～4、⑪～12）、34～41 大　塚
小石川5 31（5～⑪）、32、33 大　原
後楽1 全 礫　川
後楽2 全 礫　川
小日向1 1～6、8～27 大　塚
小日向1 7 音　羽
小日向2 1～10、25（1～14）、26～31 大　塚
小日向2 11～24、25（15～23） 音　羽
小日向3 1～17、18（1～6） 大　塚
小日向3 18（7～10） 音　羽
小日向4 1、2、④、⑤ 大　塚
小日向4 3、④、⑤、6～9 大　塚
水道1 1、2、11、12 礫　川
水道1 3～10 大　塚
水道2 1～5、13（13～15）、14（1～③、5～14）、15～19 大　塚
水道2 6～12、13（1～12）、14（③、4） 音　羽
関口1 全 音　羽
関口2 全 音　羽
関口3 全 音　羽
千石1 全 大　原
千石2 全 大　原
千石3 全 大　原
千石4 全 大　原
千駄木1 全 汐　見
千駄木2 全 汐　見
千駄木3 全 汐　見
千駄木4 全 駒　込
千駄木5 1～40、41（14～28）、43（1～9）、44、45（3～７） 汐　見
千駄木5 41（1～13、29）、42、43（10～21）、45（1、2）、46～50 駒　込
西片1 1、2（1、19）、3～14、15（1、19、20）、17、20 向　丘
西片1 2（2～18）、15（2～18） 湯　島
西片1 19 礫　川
西片2 全 向　丘
根津1 全 根　津
根津2 全 根　津
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白山1
1、2、5～8、11～14、16～22、23（4～13）、29（12～18）、30、31、　32（1～8）、
33（1～⑳）、34

礫　川

白山1 3、4、9、10、15、23（1、14～19）、24～28、29（1～11）、32（9～13） 向　丘
白山1 33（⑳～27）、35～37 大　原
白山2 1～11、12（1～4、6～24）、13（⑬～18）、15～39 礫　川
白山2 12（5）、13（1～⑬、19～21）、14 大　原
白山3 全 大　原
白山4 1～29、31、32、34～37 大　原
白山4 30、33 礫　川
白山5 1～3、4（①～11）、36（3～20） 礫　川
白山5 4（①）、5～35、36（1～2） 大　原
本郷1 1～32、35（22～32） 湯　島
本郷1 33、34、35（10～17、21） 礫　川
本郷2 全 湯　島
本郷3 全 湯　島
本郷4 1～14、⑮、16～37 湯　島
本郷4 ⑮ 湯　島
本郷5 1～29、30（1～12、21）、31、32（8～24）、33（1～12） 湯　島
本郷5 30（13～20）、32（1～7）、33（13～14） 向　丘
本郷6 全 向　丘
本郷7 全 湯　島

本駒込1
1（1～⑨、25～30）、2、3（⑩～21）、5、6（2～10、⑳）、7（1、20～26）、8（1～
16、㉖～28）

向　丘

本駒込1 1（⑨～24）、3（1～⑩、22、23）、4、6（11～⑳）、7（2～19）、8（17～㉖）、9～28 駒　込
本駒込2 1～8、9（1～6、⑱～33）、12～28 駒　込
本駒込2 9（7～⑱）、10、11、29 大　原
本駒込3 全 駒　込
本駒込4 全 駒　込
本駒込5 全 駒　込

本駒込6
1～6、7（1～12、⑳～24）、8（1～12、19～26）、9（1～12、20～26）、10（1～12、
19～25）、11（1～11、17～24）、12（1～10、16～22）

大　原

本駒込6
7（13～⑳）、8（13～18）、9（13～19）、10（13～18）、11（12～16）、12（11～15）、
13～25

駒　込

向丘1 1～6、16～20 向　丘
向丘1 7～15 向　丘

向丘2
1～13、14（1～4、8～10）、15～19、20（14～17）、23（1、17～20）、24～30、35、
36（1、2、⑧）、37、38

向　丘

向丘2 14（5～7）、20（1～13）、21、22、23（2～16）、31～34、39 汐　見
向丘2 36（3～7、⑧～13） 駒　込
目白台1 全 音　羽
目白台2 全 音　羽
目白台3 全 音　羽
弥生1 全 根　津
弥生2 全 根　津
湯島1 全 湯　島
湯島2 全 湯　島
湯島3 全 湯　島
湯島4 全 湯　島
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