
　町　　名 実　施　日 旧大字 編入履歴　１ 編入履歴　２ 街区数

1 竜ケ丘　一 昭和54年7月1日 下吉田 13

2 竜ケ丘　二 昭和54年7月1日 下吉田・新倉 9

3 竜ケ丘　三 昭和54年7月1日 下吉田・新倉・松山 12

4 緑ケ丘　一 昭和55年10月1日 下吉田 5

5 緑ケ丘　二 昭和55年10月1日 下吉田 ※3下吉田一部地区（８番街区へ）編入 平成２３年４月２５日実施 8

6 ときわ台　一 昭和57年4月1日 松山 7

7 ときわ台　二 昭和57年4月1日 松山 7

8 新西原　一 昭和62年3月1日 上吉田・松山 33

9 新西原　二 昭和62年3月1日 上吉田・松山 33

10 新西原　三 昭和62年3月1日 松山 18

11 新西原　四 昭和62年3月1日 松山 17

12 新西原　五 昭和62年3月1日 上吉田・松山 6

13 旭　一 平成4年5月25日 新倉・下吉田 13

14 旭　二 平成4年5月25日 新倉 16

15 旭　三 平成4年5月25日 新倉 16

16 旭　四 平成4年5月25日 新倉 9

17 旭　五 平成4年5月25日 新倉 14

18 上暮地　一 平成5年9月27日 上暮地・下吉田 27

19 上暮地　二 平成5年9月27日 上暮地 12

20 上暮地　三 平成5年9月27日 上暮地 11

21 上暮地　四 平成5年9月27日 上暮地 16

22 上暮地　五 平成5年9月27日 上暮地 13

23 上暮地　六 平成5年9月27日 上暮地 11

24 上暮地　七 平成5年9月27日 上暮地 10

25 上暮地　八 平成5年9月27日 上暮地 10

26 上吉田　一 平成7年3月6日 上吉田 11

27 上吉田　二 平成7年3月6日 上吉田・松山 13

28 上吉田　三 平成7年3月6日 上吉田 15

29 上吉田　四 平成7年3月6日 上吉田 10

30 上吉田　五 平成7年3月6日 上吉田 12

31 上吉田　六 平成7年3月6日 上吉田 12

32 上吉田　七 平成7年3月6日 上吉田 15

33 松山　一 平成9年8月4日 松山・上吉田（※4下吉田） ※2上吉田一部地区（１番街区へ）編入 平成２１年１１月２４日 ※4 松山・下吉田一部地区編入　平成23年10月11日 17

34 松山　二 平成9年8月4日 松山・上吉田 12

35 松山　三 平成9年8月4日 松山 8

36 松山　四 平成9年8月4日 松山 12

37 松山　五 平成9年8月4日 松山・上吉田 14

38 中曽根　一 平成21年11月24日 上吉田 11

39 中曽根　二 平成21年11月24日 上吉田 13

40 中曽根　三 平成21年11月24日 上吉田 11

41 中曽根　四 平成21年11月24日 上吉田・下吉田 10

5 緑ケ丘　二-８ 平成23年4月25日 下吉田 ※3下吉田一部地区（８番街区へ）編入 0

42 下吉田　一 平成23年10月11日 下吉田・新倉 22

43 下吉田　二 平成23年10月11日 下吉田 31

44 下吉田　三 平成23年10月11日 下吉田（※5新倉） ※5下吉田・新倉各一部地区を編入　平成２９年１１月６日 ※H23.10.11実施　23街区  　H29.11.6編入　18街区 23

45 下吉田　四 平成23年10月11日 下吉田 23

46 下吉田　五 平成23年10月11日 下吉田 35

47 下吉田　六 平成25年10月15日 下吉田・新倉 27

48 下吉田　七 平成25年10月15日 下吉田・新倉 34

49 下吉田　八 平成25年10月15日 下吉田・新倉 25

50 下吉田　九 平成25年10月15日 下吉田・新倉 41

51 下吉田東　一 平成25年10月15日 下吉田・上吉田・大明見 36

52 下吉田東　二 平成25年10月15日 下吉田・新倉 24

53 下吉田東　三 平成25年10月15日 下吉田・新倉 19

54 下吉田東　四 平成25年10月15日 下吉田・新倉 28

55 大明見　一 平成26年12月22日 大明見 61

56 大明見　二 平成26年12月22日 大明見 44

57 大明見　三 平成26年12月22日 大明見 12

58 大明見　四 平成26年12月22日 大明見 16

59 大明見　五 平成26年12月22日 大明見 23

60 大明見　六 平成26年12月22日 大明見 17

61 富士見　一 平成27年11月24日 下吉田・新倉 8

62 富士見　二 平成27年11月24日 下吉田・新倉 11

63 富士見　三 平成27年11月24日 下吉田・新倉 13

64 富士見　四 平成27年11月24日 下吉田 11

65 富士見　五 平成27年11月24日 下吉田 13

66 富士見　六 平成27年11月24日 下吉田 19

67 富士見　七 平成27年11月24日 下吉田 10

68 小明見　一 平成28年11月7日 小明見 12

69 小明見　二 平成28年11月7日 小明見 22

70 小明見　三 平成28年11月7日 小明見 17

71 小明見　四 平成28年11月7日 小明見 14

72 小明見　五 平成28年11月7日 小明見 23

73 向原　一 平成28年11月7日 小明見 27

74 向原　二 平成28年11月7日 小明見 18

75 向原　三 平成28年11月7日 小明見 14

76 向原　四 平成28年11月7日 小明見 19

77 浅間　一 平成29年11月6日 新倉・下吉田 18

78 浅間　二 平成29年11月6日 新倉 17

79 新町　一 平成29年11月6日 下吉田・新倉 11

80 新町　二 平成29年11月6日 新倉・下吉田 11

81 新町　三 平成29年11月6日 新倉・下吉田 16

82 新町　四 平成29年11月6日 下吉田・新倉 17

44 下吉田三24-41 平成29年11月6日 下吉田・新倉 ※5下吉田・新倉各一部地区を編入　平成２９年１１月６日 下吉田三丁目２４番街区～４１番街区まで新設して編入 18
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富士吉田市住居表示実施区域　新町名別　旧大字対照表


