
ゾーン30整備場所（令和２年３月末現在）

番号 警察署 地区名等 市区町村 主　な　町　名

1 愛知 諸輪 東郷町 東郷町大字諸輪字北木戸西地内

2 愛知 市ヶ洞(1) 長久手市 市が洞三丁目地内

3 愛知 市ヶ洞(2) 長久手市 市が洞一丁目地内

4 愛知 市ヶ洞(3) 長久手市 市が洞二丁目・卯塚二丁目・片平一丁目地内

5 愛知 市ヶ洞(4)
 長久手市
  日進市

長久手市片平二丁目、日進市竹の山二丁目地内

6 愛知 香久山 日進市 岩崎台一丁目、二丁目地内

7 愛知 竹の山(1) 日進市 岩崎町地内

8 愛知 竹の山(2) 日進市 竹の山地内

9 愛知 市ヶ洞(5) 長久手市 丁子田、市が洞３丁目地内

10 愛知 香久山 日進市 香久山３丁目地内

11 瀬戸 效範(1) 瀬戸市 川西町１・２丁目地内

12 瀬戸 效範(2) 瀬戸市 平町１・２丁目地内

13 瀬戸 效範(3) 瀬戸市 田端町１丁目、川北町１丁目地内

14 春日井 八幡(1) 春日井市 春見町地内

15 春日井 八幡(2) 春日井市 八事町地内

16 春日井 山王 春日井市 勝川新町地内

17 春日井 柏原 春日井市 柏原町地内

18 春日井 鳥居松 春日井市 鳥居松町地内

19 春日井 小野 春日井市 小野町地内

20 春日井 勝川 春日井市 勝川町、角崎町地内

21 春日井 味美 春日井市 味美町、花長町地内

22 小牧 本庄 小牧市 大字本庄地内

23 小牧 小牧南 小牧市 若草町地内

愛知県警察



番号 警察署 地区名等 市区町村 主　な　町　名

24 小牧 村中 小牧市 間々本町、山北町、間々原新田、村中、間々地内

25 西枇 師勝西 北名古屋市 鹿田坂巻地内

26 西枇 古城(1) 清須市 西枇杷島町城並２丁目地内

27 西枇 古城(2) 清須市 西枇杷島町城並３丁目地内

28 江南 古知野(1) 江南市 赤童子町良原・大堀、古知野町大塔・日の出地内

29 江南 古知野(2) 江南市 古知野町本郷・北屋敷・桃源・久保見・古渡・塔塚地内

30 江南 大口南 大口町 御供所１・２丁目、堀尾跡１丁目地内

31 犬山 扶桑東(1) 扶桑町 大字高雄字定松郷地内

32 犬山 扶桑東(2) 扶桑町 大字柏森字平塚地内

33 一宮 貴船 一宮市

東島町１丁目、常願通６丁目、寺島町１･２丁目
観音町、下沼町１～４丁目
別明町１～５丁目
大浜２丁目、浜町４～６丁目、両郷町１・２丁目地内

34 一宮 富士(1) 一宮市
浜町３～６丁目、両郷町１・２丁目
和光２丁目、藤塚町３～５丁目
朝日１～３丁目地内

35 一宮 富士(2) 一宮市 富士１・２丁目地内

36 一宮 富士(3) 一宮市 富士３・４丁目地内

37 一宮 大和南 一宮市 大和町地内

38 一宮 大志(1) 一宮市 大志１丁目、公園通、北園通、川田地内

39 一宮 大志(2) 一宮市 大志２丁目、川田、北園通、向山町、城崎通地内

40 稲沢 小正 稲沢市 駅前三丁目地内

41 津島 甚目寺 あま市 甚目寺字寺西地内　

42 津島 大治西 大治町 大字西條地内

43 津島 南 津島市

今市場町２・３丁目、本町５丁目、中野町
大政町１・２丁目、明天町１～３丁目
瑞穂町１～３丁目、南本町１～６丁目、藤川町
東洋町１・２丁目、常磐町１～４丁目地内

44 津島 神島田 津島市 中一色町、唐臼町地内

45 蟹江 新蟹江 蟹江町 蟹江新田地内

46 半田 半田(1) 半田市 半田市住吉町２丁目地内



番号 警察署 地区名等 市区町村 主　な　町　名

47 半田 半田(2) 半田市 半田市勘内町地内

48 半田 花園(1) 半田市 花園町１丁目地内

49 半田 花園(2) 半田市 花園町３丁目地内

50 半田 石浜(1) 東浦町 東浦町大字石浜字中央地内

51 半田 石浜(2) 東浦町 東浦町大字石浜字中央地内

52 半田 武豊 武豊町 砂川１丁目、二ヶ崎１丁目地内

53 東海 加木屋 東海市 加木屋町地内

54 東海 富木島(1) 東海市 富木島町地内

55 東海 富木島(2) 東海市 富木島町地内

56 東海 富木島(3) 東海市 富木島町地内

57 東海 大東 大府市 大東町１丁目地内

58 知多 つつじが丘 知多市 つつじが丘１～４丁目地内

59 知多 南粕谷 知多市 南粕谷２丁目地内

60 常滑 鬼崎南 常滑市 明和町２・３丁目地内

※　詳細な場所については、警察本部又は管轄警察署へ確認をお願いします。
　　　　　町名については主な町名を掲載しています。


