
 

町名別コミュニティセンター一覧

コミュニティセンター コミュニティセンター コミュニティセンター

茜町 亀阜 香西北町 香西（下笠居） 西内町 四番丁

朝日町・朝日新町 新塩屋町 香南町 香南 西の丸町 四番丁

庵治町 庵治 国分寺町国分 国分寺北部 西ハゼ町 鶴尾

井口町 新塩屋町 国分寺町新居 国分寺北部 西春日町 鶴尾

今新町 新塩屋町 国分寺町柏原 国分寺南部 西山崎町 円座

今里町一丁目 栗林（太田） 国分寺町新名 国分寺南部 西植田町 西植田

今里町二丁目 太田中央 国分寺町福家 国分寺南部 西町 亀阜

一宮町 一宮 寿町 四番丁 花園町 花園

飯田町 弦打 御坊町 築地 花ノ宮町 栗林

生島町 下笠居 紺屋町 四番丁 旅篭町 亀阜

池田町 川島（西植田） 桜町 栗林 番町一丁目 四番丁

内町 四番丁 西宝町 亀阜 番町二・三丁目 四番丁（二番丁）

植松町 下笠居 幸町 亀阜 番町四丁目 亀阜（四番丁・二番丁）

え 円座町 円座 三条町 太田（太田南） 番町五丁目 亀阜

扇町一・三丁目 二番丁（日新） 三名町 一宮 浜ノ町 二番丁（日新）

扇町二丁目 二番丁 サンポ－ト 二番丁 林町 林

太田上町 太田南 新北町 日新 百間町 新塩屋町

太田下町 太田南（太田） 塩江町 塩江 東浜町一丁目 新塩屋町

岡本町 川岡 塩屋町 築地 東田町 花園

男木町 男木 塩上町 花園 兵庫町 四番丁

小村町 十河 塩上町一丁目 築地（花園） 東ハゼ町 鶴尾

香川町浅野 浅野（川東） 塩上町二・三丁目 築地 東山崎町 川添

香川町大野 大野 城東町 新塩屋町 東植田町 東植田

香川町川内原 川東 紫雲町 亀阜 福田町 築地

香川町川東上 川東 昭和町一・二丁目 二番丁（亀阜） 古馬場町 築地

香川町川東下 川東 新田町 古高松南（古高松） 福岡町一丁目 新塩屋町

香川町寺井 大野 下田井町 川添 福岡町二～四丁目 松島

香川町東谷 東谷 出作町 多肥 藤塚町 栗林

香川町安原下 川東 神在川窪町 下笠居 藤塚町一丁目 栗林（亀阜）

瓦町 築地 末広町 新塩屋町 藤塚町二丁目 花園（栗林）

片原町 新塩屋町 菅沢町 東植田 藤塚町三丁目 花園

観光町 花園（松島） せ 瀬戸内町 日新（二番丁） 古新町 四番丁

上福岡町 花園（栗林） 十川東町 十河 伏石町 太田（太田中央）

観光通 花園 十川西町 十河 仏生山町 仏生山

上之町 栗林 大工町 新塩屋町 ほ 本町 新塩屋町

亀岡町 亀阜 多賀町 花園 松福町一丁目 松島（新塩屋町）

鍛冶屋町 四番丁 田町 四番丁（花園） 松福町二丁目 松島

亀井町 四番丁 玉藻町 四番丁 松島町一丁目 松島（花園）

紙町 鶴尾 田村町 鶴尾 松島町二・三丁目 松島

上天神町 鶴尾（太田南） 高松町 古高松 丸の内 四番丁（新塩屋町）

春日町 古高松南 多肥下町 多肥 丸亀町 四番丁

亀田町 前田 多肥上町 多肥 松並町 鶴尾

亀田南町 十河 檀紙町 檀紙 松縄町 太田中央

鹿角町 一宮 亀水町 下笠居 前田西町 前田（古高松・古高松南）

上林町 林（多肥） 中央町 亀阜 前田東町 前田

川部町 川岡 勅使町 鶴尾（檀紙） 宮脇町 亀阜

川島本町 川島 築地町 築地 峰山町 亀阜

川島東町 川島 鶴屋町 新塩屋町 南新町 四番丁

北浜町 新塩屋町 鶴市町 弦打（亀阜） 三谷町 三谷

木太町 木太（太田中央） 天神前 亀阜 御厩町 檀紙

鬼無町鬼無 鬼無 寺井町 一宮 牟礼町 牟礼

鬼無町藤井 鬼無 常磐町一丁目 築地 室町 栗林

鬼無町佐料 鬼無 常磐町二丁目 花園（築地） 室新町 栗林（鶴尾）

鬼無町佐藤 鬼無 通町 新塩屋町 め 女木町 女木

鬼無町山口 鬼無 磨屋町 四番丁 も 元山町 川添

鬼無町是竹 鬼無（香西） 中新町 亀阜 八坂町 築地

く 楠上町 栗林 中野町 亀阜（花園） 屋島東町 屋島東（屋島・古高松）

郷東町 弦打 成合町 檀紙（一宮） 屋島中町 屋島

香西東町 香西 中間町 檀紙（円座） 屋島西町 屋島西（屋島）

香西本町 香西 中山町 下笠居 ゆ 由良町 川島

香西南町 香西 錦町一丁目 二番丁（四番丁） り 栗林町 栗林

香西西町 香西 錦町二丁目 二番丁 ろ 六条町 林（川添）

ひ

ふ

ま

み

む

や

て

と

な

う

お

か

き

こ

に

た

し

す

そ

町　　名

ち

つ

町　　名

※（ ）内は第2・3候補のコミュニティセンターです。町の境界付近にお住まいの世帯は自治会区域等によって一覧表のとおりでない場合があります。ご了承ください。

町　　名

あ

い

こ

さ

に

は


