
徳島県公安委員会規則第５号

交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年３月17日

徳島県公安委員会委員長 藤 井 伊 佐 子

交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則

交番等の設置に関する規則（昭和47年徳島県公安委員会規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。

「

松茂町交番 板野郡松茂町中 板野郡

喜来字前原西四 広島

番越13番地１ 笹

第２条の表徳島県徳島板野警察署の項中

松茂町長原駐在 板野郡松茂町長 板野郡

所 原43番地11 住吉

豊

松茂町のうち

中喜来 長岸 豊久 満穂 「

木野の一部 豊岡の一部 松茂町交番 板野郡松茂町中 板野郡松茂町

を 喜来字前原西四

松茂町のうち 番越13番地１

長原 豊中 笹木野の一部

岡の一部

」

「

鳴門町土佐泊駐 鳴

在所 佐

番

に改め，同表徳島県鳴門警察署の項中

鳴門町高島駐在 鳴

」 所 島

門市鳴門町土 鳴門市のうち

泊浦字高砂68 鳴門町のうち 「

地１ 土佐泊浦 鳴門町高島駐在 鳴門市鳴

を 所 島字南44

門市鳴門町高 鳴門市のうち



宇南442番地 鳴門市のうち

高島 三ツ石

」

門町高 鳴門市のうち

2番地 鳴門町 に改め，同表徳島県小松島警察署の項中

」

「

赤石町駐在所 小松島市赤石町 小松島市のうち

７番67号 赤石町 大林町 豊浦町和田津開 「

町 赤

坂野町駐在所 小松島市坂野町 小松島市のうち

字松コロ59番地 坂野町 間新田町 を

の13 坂

和田島町駐在所 小松島市和田島 小松島市のうち

町字西林154番 和田島町

地の６

」

石町駐在所 小松島市赤石町 小松島市のうち

７番67号 赤石町 大林町 豊浦町 和田津

開町 和田島町

に改め，同表徳

野町駐在所 小松島市坂野町 小松島市のうち

字松コロ59番地 坂野町 間新田町

の13

」

島県阿南警察署の項を次のように改める。

徳 とみおか交番 阿南市富岡町玉 阿南市のうち

島 塚30番地３ 富岡町 日開野町 学原町 領家

県 町 住吉町 七見町 柳島町 横

阿 見町 原ケ崎町 辰己町 出来町

南 福村町 畭町 向原町 西路見

警 町 豊益町 黒津地町 上中町の

察 一部 宝田町 見能林町 中林町

署 才見町



那賀川町のうち

大京原の一部 中島の一部

羽ノ浦町交番 阿南市羽ノ浦町 阿南市のうち

宮倉南浦27番地 羽ノ浦町

２

那賀川町南部駐 阿南市那賀川町 阿南市のうち

在所 上福井橋本39番 那賀川町のうち

地４ 赤池 中島の一部 北中島 大

京原の一部 西原 三栗 上福

井高福井 上福井堂免 上福井

西ノ口 上福井橋本

那賀川町北部駐 阿南市那賀川町 阿南市のうち

在所 色ケ島向原88番 那賀川町のうち

地２ 手島榎瀬 手島三反地 手島七

條塚 手島下塚 手島辰ケ池

手島長宝地 手島中塚 手島中

湯 手島はり 八幡池田 八幡

石川原 八幡石塚 八幡大久保

八幡川ノ上 八幡高原 八幡

中塚 八幡船付 八幡前川 八

幡柳ノ本 黒地 小延 島尻

敷地 苅屋 工地 芳崎 色ケ

島網干 色ケ島大久保 色ケ島

塩ケ崎 色ケ島野上 色ケ島民

養 色ケ島向原 上福井下ノ川

上福井藤島 上福井南川渕

上福井元畭 今津浦宮面 今津

浦喜来 今津浦白石 今津浦諏

訪面 今津浦松久保 今津浦免

許 今津浦有田津 今津浦養老

今津浦東野神 今津浦落合

今津浦網干 今津浦向新田 江

野島 古津 原 豊香野 日向

みどり台

大野駐在所 阿南市下大野町 阿南市のうち

柴根81番地７ 上大野町 中大野町 下大野町



楠根町 熊谷町 吉井町 加茂町

深瀬町 十八女町 水井町 大

井町 大田井町 細野町

桑野町駐在所 阿南市桑野町紺 阿南市のうち

屋26番地１ 長生町 上中町の一部 桑野町

内原町 山口町 阿瀬比町

新野町駐在所 阿南市新野町樫 阿南市のうち

房61番地３ 新野町

椿泊町駐在所 阿南市椿泊町小 阿南市のうち

吹川原48番地 椿泊町 椿町 伊島町

福井町駐在所 阿南市福井町古 阿南市のうち

津160番地８ 福井町

橘町駐在所 阿南市橘町幸野 阿南市のうち

23番地３ 橘町

津乃峰町駐在所 阿南市津乃峰町 阿南市のうち

長浜274番地６ 津乃峰町 大潟町

那賀交番 那賀郡那賀町和 那賀郡那賀町のうち

食郷字南川171 中山 和食郷 和食 土佐 小仁

番地３ 宇 仁宇 阿井 百合 百合谷

那賀町相生駐在 那賀郡那賀町延 那賀郡那賀町のうち

所 野字大原132番 朝生 延野 鮎川 牛輪 入野

地５ 簗ノ上 吉野 雄 鉢 平野 谷

内 榎谷 井ノ谷 馬路 花瀬

日浦 蔭谷 朴野 横石 大久保

相名 請ノ谷 西納 内山 竹

ヶ谷

那賀町坂州駐在 那賀郡那賀町木 那賀郡那賀町のうち

所 頭字前田52番地 阿津江 出羽 岩倉 小畠 掛盤

４ 川成 木頭 木頭名 小泉 坂

州 沢谷 高野 寺内 当山 横

谷



那賀町平谷駐在 那賀郡那賀町平 那賀郡那賀町のうち

所 谷字寺ノ本４番 音谷 水崎 小計 桜谷 臼ヶ谷

地４ 小浜 長安 大戸 桧曽根 菖

蒲 東尾 拝宮 日真 古屋 深

森 川俣 成瀬 府殿 丈ヶ谷

御所谷 大殿 平谷 白石 海川

那賀町出原駐在 那賀郡那賀町木 那賀郡那賀町のうち

所 頭出原字テラモ 木頭助 木頭出原 木頭和無田

ト39番地１ 木頭南宇 木頭西宇 木頭折宇

木頭北川

第２条の表徳島県那賀警察署の項を削り，徳島県阿波吉野川警察署の項及び徳島県美馬

警察署の項を次のように改める。

徳 川島交番 吉野川市川島町 吉野川市のうち

島 児島字長池63番 川島町

県 地12

阿

波 鴨島町交番 吉野川市鴨島町 吉野川市のうち

吉 上下島364番地 鴨島町

野 １

川

警 山川町瀬詰駐在 吉野川市山川町 吉野川市のうち

察 所 前川165番地６ 山川町のうち

署 青木 安楽寺 忌部 忌部山

岩戸 浦山 大須賀の一部 大

塚の一部 春日 祇園 北島

北須賀 雲宮 境谷の一部 坂

田 諏訪 堤外 堤内 天神

中須賀 流 西久保 西麓 東

麓 古城 前川 三島 宮北

宮島 八幡 山路 湯立 若宮

山川町山川駐在 吉野川市山川町 吉野川市のうち

所 翁喜台63番地４ 山川町のうち

大須賀の一部 大塚の一部 東

麦原 朝日 川田赤岩 丸山

麦原 新田谷 境谷の一部 宮



地 季邦 住吉 翁喜台 西ノ

原 旗見 横走 津由谷 山神

川東 石堂 建石 恵下 迎

坂 向坂 赤岩 奥川田 井上

町 馬場崎 川田八幡 天王

原 御饌免 田ノ浦 宮谷 奥

原 牛ノ子尾 一ツ石 大室

中郷 木綿麻山 日鷲谷 鍋倉

伊瑞穂 黒岩 小路 矢落

大峯 土仏西向 片岸 天神佐

古 榛の木原 桒峯 村雲 川

田北島 川田 川田天神 引地

久宗 瀬津 土橋 土橋上

坂口 権現谷 市久保 川田市

槻原 貞田 日知利子 藤生

舟戸 一里塚 鼓山 麻掛

塚穴 野宮谷 平山 井傍 川

田忌部山 赤刎 茂草 柿木谷

八ヶ久保 高頭 楮の本 御

旅館 木戸口 大藤谷 榎谷

大内 楠根地 皆瀬 馬見尾

桒内 奥野井 宗田

美郷駐在所 吉野川市美郷字 吉野川市のうち

峠450番地４ 美郷

山川町のうち

西野峯

阿波交番 阿波市市場町香 阿波市のうち

美字原田324番 市場町

地１

阿波西交番 阿波市阿波町南 阿波市のうち

整理257番地５ 阿波町

吉野町五条駐在 阿波市吉野町西 阿波市のうち

所 条字西姥御前10 吉野町のうち

2番地７ 五条

西条のうち

字井ノ元 字大井 字岡ノ川



原 字岡ノ元 字庄境 字橘

池 字地免 字築地 字西姥

御前 字原市 字原田 字東

姥御前 字東須賀 字蛭池

吉野町西条駐在 阿波市吉野町西 阿波市のうち

所 条字町口161番 吉野町のうち

地１ 西条のうち

字江崎 字大内 字大牛 字

大千田 字大西 字大野神

字大柳 字折口 字亀田 字

北須賀 字蛇池 字堤外 字

出口 字出屋敷 字床石 字

中小路 字中西 字西大竹

字野田原 字東大竹 字藤原

字堀切 字町口 字宮ノ前

吉野町柿原駐在 阿波市吉野町柿 阿波市のうち

所 原字西二条193 吉野町のうち

番地１ 柿原

土成町成当駐在 阿波市土成町成 阿波市のうち

所 当516番地２ 土成町のうち

秋月 浦池 郡 土成 成当

水田

土成町吉田駐在 阿波市土成町吉 阿波市のうち

所 田字川久保17番 土成町のうち

地１ 高尾 宮川内 吉田

徳 署所在地 美馬市脇町字拝 美馬市のうち

島 原1976番地１ 脇町のうち

県 大字北庄 字曽江名 字西赤谷

美 の一部 字拝原

馬

警 脇町うだつ交番 美馬市脇町大字 美馬市のうち

察 猪尻字西分116 脇町のうち

署 番地１ 大字脇町 大字猪尻 新町 田

上 字新山 字段 字段名 字

中段 字小丸 字国見丸 字芋



尻 字羽出床 字白木 字西大

谷 字鼓尾 字神楽田 字東大

谷

穴吹交番 美馬市穴吹町穴 美馬市のうち

吹字曽根35番地 穴吹町

１

脇町清水駐在所 美馬市脇町字西 美馬市のうち

俣名1092番地６ 脇町のうち

字西赤谷の一部 字東赤谷名

字西俣名 字東俣名

脇町野村駐在所 美馬市脇町野村 美馬市のうち

4152番地２ 脇町のうち

岩倉 馬木 川原町 木ノ内

助松 野村 別所 字井口 字

井口東 字芋穴 字上ノ原 字

上中野 字川原柴 字北星 字

暮畑 字小星 字下中野 字白

水 字白水道南 字中八 字梨

子木 字東山 字平帽子 字福

堂 字舟木 字横倉

木屋平駐在所 美馬市木屋平字 美馬市のうち

川井157番地７ 木屋平

つるぎ交番 美馬郡つるぎ町 美馬郡つるぎ町のうち

貞光字大須賀40 貞光

番地２ 半田のうち

字上蔭 字逢坂 字小野 字蔭

名 字木ノ内 字総谷 字田井

字天皇 字中藪 字西久保

字日浦 字東久保 字東毛田

字平良石の一部 字松生

美馬町喜来駐在 美馬市美馬町字 美馬市のうち

所 天神109番地３ 美馬町のうち

字池ノ浦 字芋谷 字入倉 字

戴久保 字銀杏木 字井出縁



字鵜飼口 字梅ケ久保 字駅

字蛭子 字小長谷 字小長谷端

字岡 字大久保 字大窪 字

大宮西 字大北 字押上 字大

池 字奥峠 字笠仏 字川縁

字柿木 字願勝寺 字上野田ノ

井 字葛尾木 字茅原 字鍵掛

字切久保 字喜来市 字喜入

道 字北土ケ久保 字北ノ浦宗

字黒砂 字栗林宗 字荒神

字境石元 字狙ケ内 字正部

字丈寄 字七反地 字下野田ノ

井 字助松 字炭釜 字清田

字芹佐古 字惣後 字惣田 字

惣田宗 字外墓 字高畑 字玉

振前 字辰角 字谷頭 字立見

山 字高野 字滝ノ上 字滝ノ

宮 字田ノ岡 字チゲジ 字土

ケ久保 字天神東 字寺ノ下

字天神 字天神北 字轟 字峠

字中道北 字中道南 字中須

字中黒 字中岡 字長地 字

中野田ノ井 字中横尾 字鍋倉

字西段 字西浦 字西ノ谷

字ノツゴ 字ノリコヘ 字橋本

字橋谷 字東宗重 字東段

字東岸ノ下 字平野 字深切

字藤宇 字坊僧 字丸山 字明

神原 字南原 字水ノ岡 字味

噌ケ久保 字道ノ上 字宮西

字宮ノ岡 字宮ノ北 字宮東

字宮南 字妙見 字宗重 字薬

師 字薬師ケ久保 字山橋谷

字養泉

美馬町谷口駐在 美馬市美馬町字 美馬市のうち

所 八幡143番地１ 美馬町のうち

字雨下 字荒川 字井ノ神 字

虎杖佐古 字一ノ宮 字家ノ前

字上野 字後谷 字臼ケ久保



字大泉 字大倉 字大上 字

大前 字奥谷 字岡ノ内 字大

佐古 字上突出 字寒凌 字蔭

ノ浦 字影ノ浦 字瓦畠 字観

音 字川ノ上 字北東原 字岸

ノ下 字倉尾 字栗林 字黒ツ

エ 字高瀬 字小原 字里平野

字猿坂 字境目 字里西屋敷

字三頭山 字下後谷 字下白

地 字下突出 字白地 字下ノ

段 字城 字谷ヨリ西 字狙坂

字高尾 字高篠 字高惣 字

滝下 字竹ノ内 字田辺 字谷

口 字谷尻 字乳ノ木 字突落

字露口 字栂尾 字中東原

字中尾 字中耕地 字中筋 字

中谷 字中通 字中鳥 字中沼

田 字中野 字長畑 字中山

字夏下 字夏弥喜 字夏蕨 字

ナロヲ 字西高畑 字西荒川

字西大久保 字西大佐古 字西

沼田 字西宮ノ上 字沼田島

字沼田 字野田ノ井 字場シ所

字八ノ坪 字花瀬 字平尾

字東筋 字東宮ノ上 字坊ケ谷

字細野 字前坂 字前田 字

松ケ嶽 字松尾 字松ノ花 字

松ノ本 字道ノ下 字南東原

字水久保 字南荒川 字宮前

字南畠 字宗ノ分 字屋内 字

八幡 字山夏蕨 字山西屋敷

字山嫁坂 字横尾 字吉水 字

嫁坂

つるぎ町八千代 美馬郡つるぎ町 美馬郡つるぎ町のうち

駐在所 半田字日開野15 半田のうち

4番地２ 字青野 字折坂 字葛城 字樫

尾 字上喜来 字紙屋 字京都

字小井野 字高清 字小谷

字坂根 字佐古戸 字猿飼 字



下尾尻 字下喜来 字下竹 字

白石 字上蓮 字中熊 字長野

字日開野 字日谷尾 字平良

石の一部

三好郡東みよし町のうち

毛田の一部 中庄の一部

つるぎ町古見駐 美馬郡つるぎ町 美馬郡つるぎ町のうち

在所 一宇字赤松1318 一宇

番地１

附 則

この規則は，令和２年４月１日から施行する。


