
東大浦 小倉新町 八反田北 西浮島
河辺中 安岡新町 行永桜通り 宮浮島
西屋 舞鶴学園 与保呂 南浮島
室牛 田中団地 常府営 中浮島
河辺由里 田園町 常口 北浮島
観音寺 倉梯 常 東浮島
河辺原 南浜元町 木ノ下 市場西
栃尾 片山 与保呂 市場東
大山 青葉 京月 十月会
田井 扶桑 京月東 公明会
成生 北浜中町 亀岩 市場上
野原 東昭和 常桜町 竜宮
西大浦 西昭和 祖母谷 松ヶ崎
中田 森口 矢之助東 愛宕中町
赤野 敷野 矢之助西 高屋
多祢寺 川西 溝尻中町 上垣
平 白鳥団地 溝尻中町南 愛宕新
上佐波賀 丸山口 溝尻 月ヶ浦
下佐波賀 丸山中町 堂奥 府営住宅市場団地
千歳 丸山 多門院 市場青葉台
大丹生 愛宕 溝尻田口 泉源寺新町
瀬崎 森日の出 溝尻新町 博愛苑
三浜 日の出団地 新舞鶴 中舞鶴
小橋 森宮 北吸上 上若宮
中田下 大森 出雲 道芝
朝来 森大和 北吸中 上九丁目
大波下 緑が丘 北吸東 東若宮
大波上 丸山西町 北吸官舎 西若宮
朝来中 井尻東 東門東 中若宮
朝来新町 井尻西 東門西 榎川上
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朝来新町 井尻西 東門西 榎川上
松ヶ森 森三本木 三宅 榎川下
吉野 大田野 ユニバーサル三宅寮 本町３丁目
白屋 エルドラード三本木 関西電力寮東 本町４丁目
登尾 片山新町 白糸西 本町５丁目
杉山 片山南 白糸中 奥母
笹部 元川東 白糸東 花木
高専 祭掛 白糸大門 東元町
東舞鶴医誠会病院 大迫新町 大門西 西元町１丁目
鶴友寮 三安団地 中浜一 西元町２丁目
朝来西宮 大迫団地 中浜二 西門一丁目
朝来西町府営 大宮 中浜三 西門二丁目
ヴィラージュ滝ケ浦 金屋 中浜四 旭東
朝来八田 東幸野 中浜五 旭西
エルドラード朝来 芥子谷口 西敷島 旭南
志楽 幸野 中敷島 若葉
泉源寺 古川 敷島・東敷島 橘
田中東 正巳 三条上・下 双葉
安岡 桜木 西浜北 栄
小倉 元川新町 西浜南 荒田
鹿原西 元川中町 三笠 白浜台
鹿原 元川本町 桃山 長浜
吉坂 明富下 元浜西 加津良
松尾 上明富 元浜 和田
田中西 竹道 浜 保安学校
小倉西 御幸 東浜 海上自衛隊
田中中 医療センター 双葉寮 舞鶴航空隊基地隊舎
やすらぎ苑 サンケイ団地 共済病院 余部合同宿舎
安岡園 芥子谷団地 クレインズタワー 中舞鶴宿舎
こひつじの苑舞鶴 八反田南 ポレスター東



明倫・吉原（旧舞鶴） 余内 中筋 岡田上
西吉原第一 倉谷 真倉 上村
西吉原第二 倉谷東 十倉 宇谷
西吉原第三 城東 京田 小原
東吉原第一 福来西 城南 桑飼下
東吉原第二 福来団地 万願寺 地頭
東吉原第三 中の脇 七日市 小俣
東吉原第四 寿荘 公文名 大俣
魚屋 天台 中引土 滝ヶ宇呂
魚屋住吉 清道 伊佐津 ライフステージ舞夢
魚屋大森 上安 東引土 岡田中
大森海岸 南上安 京田団地 長谷
大内 倉谷西 伊佐津川荘苑 上漆原
大内南 職能短大 菖蒲台 下漆原
南田辺 上安久 エクセレント伊佐津 下見谷
東田辺 福来東 京田新町 河原
二の丸 下安久 ロイヤルコート伊佐津 西方寺
北田辺 匂崎 西舞鶴合同宿舎 富室
三の丸 清美が丘 岡田由里
築地 福来問屋町 岡田下
相生 昭和台 久田美
本 天台団地 真壁
職人 上安東町 志高
丹波 高迫団地 大川
平野屋 安寿苑 八雲
竹屋 福来中 和江
大内野 清道新町 丸田東
向ノ丁 四所 丸田西
クレインズコート 上福井 八田
寺内 下福井 八戸地
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寺内 下福井 八戸地
松陰 星和 三日市
島崎 建部 上東
港 喜多 下東
宮津口 大君 中山
西 吉田 水間
新 青井 水間下
堀上 白杉 みずなぎ学園丸田
紺屋 大野辺 神崎
引土新 高野 蒲江
朝代 寿 油江
京口 高野由里 東神崎
舞引土 女布 西神崎
真名井 野村寺
円満寺 城屋
八幡 高野台
愛宕前 女布新町
宮前 女布中新町
駅前 女布北町
京橋 池内
折原 今田
ポレスター西 堀
駅東 池ノ内下
新生 布敷
伊佐津北 別所
深田 上根
フラワータウン伊佐津 寺田
関西電力寮西 白滝
建青 岸谷
伊佐津団地 グレイスヴィル
伊佐津団地西


