
 

 

 

 

 廃止する字 一覧表  
 

平成２５年１０月１日告示分（四国中央市告示第 161 号） 

 

 

１ 川之江地域  

廃止する字 廃止する字の名称 

金生町山田井の区域内のすべての字 

金生町山田井乙の区域内のすべての字 

川滝町下山の区域内のすべての字 

川滝町下山乙の区域内のすべての字 

川滝町下山丙の区域内のすべての字 

川滝町領家の区域内のすべての字 

川滝町領家乙の区域内のすべての字 

別紙のとおり 

 ２ 伊予三島地域 

 廃止する字 廃止する字の名称 

金砂町小川山の区域内のすべての字 

金砂町小川山乙の区域内のすべての字 

金砂町平野山の区域内のすべての字 

金砂町平野山乙の区域内のすべての字 

富郷町寒川山の区域内のすべての字 

富郷町寒川山乙の区域内のすべての字 

富郷町豊坂の区域内のすべての字 

富郷町豊坂乙の区域内のすべての字 

富郷町豊坂丙の区域内のすべての字 

富郷町津根山の区域内のすべての字 

富郷町津根山乙の区域内のすべての字 

別紙のとおり 

 

 

 



別紙 

廃止する字の名称一覧表 

 

１ 川之江地域 

地  区 廃    止    字    名 

金生町 

山田井 

イガミマワリ・イキス・イギス・イギズ・ウトロ・コツモ・コツモ谷・コツ

モ谷口・サクラキ・スヘリ場・スヘリ場口・スルガ・ドンドロ・ハミ谷・ハ

ミ谷口・ヒラキ・ヒルタ・ヒル田・ワキノ山・ワシ石・安坂・安阪・一ノ溝・

隠居谷・岡・桶皮・下屋敷・下熊取・下谷・垣漆・苅薮・苅藪・丸山・丸山

谷・丸山添・丸山添谷・亀ケ谷・亀坪・宮ノ谷・宮ノ谷口・宮之谷・金見谷・

九一田・窪田・犬ケ谷・元屋敷・元谷・元谷口・原際・古城・古野・後口谷・

後口谷峯・向原・広坪・込谷・込谷口・砂取・坂ノ口・阪ノ口・桜木・三谷・

三谷口・山下・寺ノ谷・寺ノ谷上・七ツケ谷・七ツケ内・舟居谷・除ケ谷・

除谷・小高文珠・松ノ木・沼ケ谷・沼ケ谷口・上窪・上熊取・城ケ谷・深田・

水ケ谷・水取場・西・西ノ屋敷・西ノ谷・西ノ谷口・西峰・西峯・赤錆・赤

泥・扇谷・船居谷・船窪・前ノ谷・前砂子・早苗出・蔵谷・蔵谷口・足鍋・

袖野・大下・大水田・大川原・大坪・大平木・谷川・狸谷・狸谷口・池ケ谷・

池ケ谷口・池ノ上・池尻・竹ノ端・中ノ田・中谷・中谷下・中島・中嶋・長

谷・追坂・土釜・土釜口・土釜谷・土釜谷口・東・堂面・峠・鍋堤・鍋提・

南サコ・南砂子・二天・日浦・日浦谷・肥ノ窪・樋ノ口・樋ノ内・百手・表

テ・武蔵・武藏・平石・北山・眠淵・眠渕・名畑・木戸ノ脇・木曽後・柚ノ

木・立尾・龍王谷・脇・脇ノ山・脇田・廣坪・藪開キ・藏谷口 

金生町 

山田井乙 

イカミマワリ・イガミマワリ・ウスキ・ウスギ・カケノ上・カケ下・カケ上・

カセキ・ガゼキ・ガゼキ西側・カセキ東側・コツモ・コツモ口・コツモ谷口・

ゴヲラ・スヘリ場・スベリ場・ナラキ谷・ハミ谷・ヒラキ・庵ノ上・一ノ溝・

隠居谷・浦ノ谷・浦谷・榎谷・岡・下谷・開・垣添・勘次山・勘治山・勘二

山・丸山・亀ケ谷・宮ノ谷・興助尾・金見山・金見谷・犬ケ谷・元谷・古城・

後口谷・後谷・向原・向山・荒神ノ上・高文珠・黒岩・込谷・坂ノ口・三谷・

三谷口・山ノ神・寺ノ谷・寺谷・七ツケ内・除ケ谷・小高文珠・沼ケ谷・城

ケ谷・深田・西・西ノ谷ヲカマ石・西ノ谷口・西ノ谷石原・西谷ヲカマ石・

西谷西側・西谷石原・扇谷・船居谷・倉ノ谷・倉谷・早苗出・早苗出東・早

苗出東側・蔵谷・足鍋・谷ノ奥・狸谷・池ノ上・池ノ尻・池ノ谷・池尻・長

谷・追坂・通谷西側・天神山・土釜・峠・鍋堤・鍋堤向・鍋提・鍋提向・二

天・日浦・馬場谷・馬道・白木谷・表テ・平石・峯南側・箕浦峰・名畑・木

曽後・木曽後口・木曽後西側・木曽後東側・木峰東側・木峰南側・木峯東側・

木峯南側・弥陀・弥陀ノ尾・余木ノ谷・梨木谷・立尾・龍王谷・脇ノ山・廣

坪・檜木谷 

 

 



川滝町 

下山 

ウチヤ・カイケノヌ・カジャ口・カジャ内・カラタ谷頭・カラ谷尻・コミコ・

サクンジョロ・シタ・ツケスリ・ツケソエ・ビリ田・ホゼリ・ヲソ谷・鮎カ

ヱリ・鮎ガヱリ・庵ノ浦・井ノ尻谷・井口・井砂・井砂古浦・井手下・壱貫

目・蔭・宇宙・浦ノ谷・榎ノ本・猿森・奥尻・押ケ谷・横井ノ下・横井ノ内・

横地・横田・黄門・岡・岡ノ下・岡ノ上・岡花・岡丸山・岡畝町・岡前田・

岡鼻・岡平作屋敷・屋敷ノ下・屋敷下・屋敷小尻・屋敷前・屋敷田・屋敷東・

下ノ鋪・下久保・下戸屋・下根木尾・下成尾・下肥シ・仮又・家向・雅楽・

貝ケ瀬・鎧滝ノ下・柿木川原・樫ノ下・寒ノ池・寒之池・管砂古・丸ト・丸

トノ上・丸山・寄増・鬼ケ砂古・鬼ケ田尾・儀右ヱ門屋敷・久保・久保ノ内・

弓ケ手・弓掛・牛ノ骨・境目・境目日向・橋ノ本・桐ノ砂古・苦金・窪・栗

生根・桂井手・経塚・権現屋敷・権現尾・見之越・原田・原田道ノ上・古屋

敷・古堂・古堂ノ上・古堂ノ西・古堂井手ノ西・古堂家ノ下・古堂家ノ上・

古堂道ノ下・五十目・五郎平川・向・向ヤ鋪・向門先・高畦・高守屋・高守

屋ノ前・合堂・合堂尻・黒岩・昆布形・根木尾・根木尾東・佐釜・佐釜ノ下・

佐谷・嵯峨田尾・左り地・砂古・砂古田・細砂古・細砂古ノ陰・細砂古ノ尾・

菜園防・財ノ本・阪・阪ノ奥・阪ノ下・三山添・三木松・三渕・三渕日浦・

山ノ神・山井砂・山添・四百地・姉防・寺ノ浦・寺ノ下・寺ノ西・寺鋪・七

十目・七田・七田下・七百地・七郎谷・射場ノ窪・若葉ノ本・珠数ノ木・重

吉屋敷西・祝神・出店屋敷・小屋ノ谷・小川・庄田・床鍋ノ蔭・床鍋蔭・床

鍋日向・昇立・松ノ下・松ノ本・沼・沼田尾・菖蒲砂・菖蒲砂古・菖蒲川・

障子ケ内・障子ケ内道下・上ノ地美・上ノ歩行・上屋敷・上苦金・上根木尾・

上砂古・上阪・上川原・上平尻・丈八屋敷ノ上・新屋・新屋敷・新開・新造

屋敷・新邸・新田・新平地・新名・森ノ奥・森ノ下・森ノ上・森ノ本・森奥・

深谷・深田・真木端・甚三屋敷・甚三屋敷西・水ケ砂古・瀬六・瀬六向・成

尾・成尾東・成尾東道下・成尾裏・政屋敷・清次砂古・清水ノ本・西・西ノ

花・西ノ切・西ノ谷・西ノ尾・西向・西前田・西部屋・西部屋ノ下・西部屋

ノ上・西裏・石ノ本・先向・川下田・川原毛免・川原毛面・川表・川北・川

面・川茂・泉中尾・浅又・船砂・前地・前田・倉屋敷・倉屋敷下・操畝・早

田・総田・総田尻・総田西・袖ノ尾・村屋・村屋敷・太刀ノ本・苔屋敷・代・

大井・大向・大向上・大砂古・大上・大新開・大西・大地味・大地味砂古・

大地味上成・大塚・大田尾・大刀ノ本・大道・大道ノ下・大道ノ上・大道添・

大畠・大尾・大野・大野砂・滝ノ下・滝下・谷・谷ノ下・谷ノ向・谷奥・谷

川・鍛治屋・鍛治屋地・地美・竹ノ内・茶ノ代地・茶堂・中ノ切・中ノ段・

中ノ表・中須・中段・中頭・中内・中内砂・中内深田・中尾・中淵・長手・

長手東・長畑・椎出・漬尻・椿堂・坪々・的場・天皇向・天道向・店ノ岡・

店ノ下・店岡下・殿薮・田尾・田尾ノ興・田尾ノ谷・登引・土釜・土砂古・

塔ノ本・東・東ノ上・東向・東砂古・東山・藤ノ滝・堂ノ下・堂ノ向・堂ノ

谷・堂家ノ下・堂面・道ノ下・道ノ上・道ノ西・道下・峠・鳶安・南三百地・

二十目・日浦・梅ノ本・梅ノ木・梅ノ木段・櫨ノ谷・櫨ノ田尾・畠田・八重 



 地・八百地・半城北向・半田ノ久保・樋ノ本・尾花・尾総谷・尾端・尾端ノ

上・尾鼻・尾嵜・疋ノ尾・百右エ門屋敷・百目田・表屋敷・付石口・淵ノ上・

兵ヱケ内・平山・平尻・平石・平尾・平木・平木向・遍路岩・芳砂古・鳳ノ

久保・堀ノ谷・本谷・又四郎・又四郎尻・満理多・門ノ下・門先・弥総次畑・

柳砂・柳砂古・勇蔵屋敷・余助・余助ノ下・余助森ノ下・余助川・楊櫨谷・

落田・藍屋敷・利屋・利屋早田・立石・立石井手東・立石下・立石向・立道・

立道ノ上・流・流し田・梁口・林下・浪造屋敷ノ上・六反地・六百地・兀ノ

谷・團票砂・屏風屋敷・檜尾・棘垣・禪門ケ谷・禪門谷・艾尾・藪ノ上・藪

下 

川滝町 

下山乙 

伊与丸・猿守・押ケ谷・横佐古・丸田・丸田ノ上・丸田奥・苦金・熊ケ内・

原田・原田ノ下・原田ノ上・原田ノ東・山田井谷・七田ノ上・車岩・守屋ノ

上・上苦金・上大地美・尻無尾・新左荒・森奥・深谷奥・水ケ砂古・水呑場・

瀬吾ノ向・瀬吾休場・西ノ谷・倉屋敷・大佐古・大石・大地美・大地美ノ上・

大田尾・谷奥・鍛治屋掛・遅谷・中山・中尾・長岩・長佐古・長潰・長潰ノ

向・鳥屋ノ西・椎ノ・貞吾畑・天狗ケ尾・田尾ノ奥・土釜・東倉屋敷・鳶安・

櫨ノ田尾・半田ノ久保・風早・平尻・芳ケ佐古・鳳ノ久保・又三郎・龍王ノ

下・龍王ノ向・龍王ノ上・栩ノ木・權現尾・渕ノ下・涸谷・涸谷東 

川滝町 

下山丙 

ツグリガ尾・ビリ田・井砂山・井手ノ下・井手ノ上・蔭・蔭山・雨路向・榎

ノ元・円魔地・於岩林・押墓・押墓山ノ神・岡ノ屋根・岡ノ丸山・岡ノ上・

岡ノ上泉奥・岡ノ東・岡花・屋敷田日向・下馬所・花熊・雅楽・鎧滝・栢ノ

砂古・苅又・寒之池・寒之池中山・丸山・喜右門屋敷・寄増・寄増林・鬼ケ

田尾・鬼ケ田尾向・鬼城・久保ノ内・牛ノ骨・牛骨・境目・境目ノ下・境目

向・桐砂古・栗生根蔭山・栗生根中山・堅ノ本・権現屋敷・権現尾・原道・

古堂・古堂ノ上・古堂上・向ノ下・向ノ東・向ヒ・庚申堂・庚辛堂・行者野・

高畦・高守屋・高林・合堂・根木尾・根木尾日向・根木尾林・佐釜・佐釜ノ

上・佐釜東・佐谷・佐谷ノ上・佐谷奥・佐谷向・嵯峨田尾・菜園坊・菜園坊

道ノ西・三十玉・三本松・三渕・三渕日向・寺名日向・七田・七田向・七郎

谷・漆砂古・柴折・芝折・芝折道下・射場ノ窪・祝神・祝神ノ上・庄田・沼・

沼田尻・菖蒲砂古・上ノ歩行・上坂ノ裏・乗越・譲派・新田・森ノ上・森ノ

西・森ノ本・森奥・森下・森向・深山添・深谷・深谷奥・水出ノ砂・瀬吾・

瀬吾向・成尾・成尾山・成尾裏・清次郎砂古・清六・西ノ久保・西ノ谷・西

ノ裏・西裏・石川蔭・川面・泉中尾・浅又・船砂古・総田・総田口・総田向・

総田尻・大佐古・大砂古・大松ノ本・大地美下・大地美西・大野・大野日向・

滝ノ下・谷ノ奥・谷奥・谷川・谷川奥・茶堂・中山・中内・中尾・長砂古・

長畑・鳥屋ノ辻・椎井手・椎出・潰ノ下・程ノ砂古・的場ノ上・天狗ケ尾・

天皇ノ上・天皇掛・天皇森・殿藪・田尾ノ裏・田尾谷・田尾谷口・田尾谷道

ノ上・塔ノ淵・東ノ砂古・東宮ノ下・東山・藤ノ滝・堂ノ下・堂ノ向・堂面・

道ノ上・鳶安・内地ノ向・日向・猫谷・梅ノ本・櫨ノ田尾・半城・半城西神

野・尾曲り・尾端ノ上・表テ・不動滝・風早・風呂ノ砂・風呂ノ砂古・風呂 



 ノ谷・風呂ノ谷上・兵ヱケ内・兵衛ケ内・平石ノ裏・平木・平木蔭・平木越

シ・平木西・鳳ノ窪・霧奥谷・野田ノ尾・弥総次畑・柳口・柳口ノ上・余助・

余助原道・楊櫨谷・利屋・利屋尾崎・裏ケ谷・裏ノ丸山・裏ノ谷・立石・立

石ノ上・立道ノ上・流ノ向・林下・林頭・六反地・傅平皿・圓魔地・團栗砂

古・權現尾・臍ノ尾・艾尾・蟇ノ尾・遲谷・鞁ケ内 

川滝町 

領家 

カジヤ口・コゲタ・ジャウジメ・ヲサヨ地・安場・安登・安堂・庵ノ奥・庵

ノ下・庵ノ上・庵之上・井ノ尻・井手ノ下・井手ノ上・井手下・井手東・井

手之上・一貫目・壱貫田・浦ノヤブ・浦ノ林・浦谷・浦之谷・永継・遠地・

奥ノ切・奥ノ田・横替・横田・岡・岡ノ下・岡ノ西・岡浦・岡西・岡田・屋

敷・屋敷ノ下・屋敷下・屋敷下前地・屋敷西・屋敷前・屋敷地・屋敷添・屋

敷田・屋敷門前・乙淵・下横田・下窪・下信友・下瀬利・下楢ノ尾・下馬所・

下門田・家ノ下・家ノ西・家下・崖ノ下・柿本・樫倉・樫谷・梶屋口・梶原・

丸屋・丸屋ノ上・丸山・丸山東・岸ノ下・喜平次屋敷・亀ノ本・亀田・亀田

ノ下・亀田上・吉竹・久時・久保谷・宮ノ浦・宮地・宮池・宮田・宮田上・

境ノ内・郷路・郷路奥・桐ノ砂古・桐砂古・窪・窪ノ東・窪谷・窪谷下・窪

谷上・窪田・熊早稲地・栗股・桑一・桑市・桑之砂古・形内・形之内・桂・

桂元・桂上・桂谷・経ノ岡・経塚・権現端・権大岡・権平地・元屋敷・原・

原ノ上・原ノ裏・原上・原前地・原中・原中岡・原田・原田西・原裏・源四

朗・古屋敷・古下田・五右衛門地・五百地・向・向イ山・荒神前・荒神堂・

高八屋・高畔・合路・根本・嵯峨田尾・砂古・砂古下ノ切・砂古前・砂古田・

財本・坂ノ下・作道・作平地・笹坪・札辻・皿屋・皿屋東・三右衛門地・三

外地・三畝區田・三度深田・三百地・三本松・山添・四計地・四計地下・四

畝町地・四百地・寺ノ上・寺西・寺前地・実屋地・射場・重藏屋敷・出湯・

春宮・春宮下・春宮西・小川・小泉・庄田・庄田上・庄藏畠・松ノ岡・松ノ

木・松之岡・松木新畑・菖蒲ノ元・菖蒲砂古・上浦・上窪・上向・上之浦・

信友・新屋敷・新開・新参前・新宅屋敷上・新宅家ノ上・新宅谷・新宅地・

新田・新畑・新畑道下・新畠・森ノ下・森ノ元・森岡・森岡下・森岡上・森

岡前・森首・森之元・神ノ木・甚蔵・甚藏地・水底・水底谷・水木ノ元・水

木ノ本・杉ノ岡・杉砂古・瀬利・瀬利ノ上・瀬利ノ裏・瀬利岡ノ下・瀬利下・

瀬利下屋敷・瀬利向・瀬利前・瀬利谷・瀬利之門・正左衛門地・正仙・清助

地・西・西ノ浦・西ノ岳・西ノ砂古・西ノ谷・西ノ端・西ノ尾・西ノ尾荒神

前・西ノ尾名・西岡・西岡道上・西屋・西向・西谷・西添・西田尾・西之谷・

西肥・西裏・西林・赤茶窪・切替畑・川下田・川原・川之崎・川表・川北・

泉尻・前地上切・前田・前畑・前畠・早稲地・相ノ木・葬礼坂・孫砂古・大

界・大砂古・大砂古向・大脊・大苗代・大藏屋敷・大藏屋敷ノ上・瀧ノ向・

瀧ノ上・蛸天窓・棚・谷砂古・谷西・谷前・谷底谷・谷添・地味・地味ノ下・

地味ノ上・池田・竹ノ端・茶ノ木・中ノ谷・中屋敷・中砂古・中山・中上・

中之切・中之谷・中渕・長砂古・長手・長助屋敷・長畝區・長畠・鳥越・鳥

帽子・鳥帽子向・椎之森・漬切・椿ノ本・潰ノ下・潰奥・潰田・潰田ノ上・ 



 潰田上ノ切・坪々・坪々下切・坪々上切・天ノ岡・天ノ向・天狗尾・天道向・

天道向下・天野岳・店・店ノ上・店ノ前・塔ノ本・塔之本・嶋之窪・東浦・

東浦ノ下・東浦ノ上・東加一・東嘉壱・東光坊・東砂古権平地・東山・東川・

東地・東田尾・東裏・藤之瀧・堂ノ奥・堂砂古・堂之奥・道ノ下・道ノ上・

奈良瀬・奈良瀬岡・楢ノ尾・南・南 山・南山・南山ノ内井堀道下・南山ノ

内遠地道西・南山ノ内笠穴森・南山ノ内布経場道東・南山ノ内保我之窪・南

山ノ内保我之窪道添・南山峰・南上・南前畠・楠谷・楠谷森ノ下・二曽・肉

解場・乳ノ木・梅ノ本・八畝屋敷・八兵衛地・半五尾・半次・半次下・半城・

半城谷・肥シ・肥ノ尻・百目地・瓢單地・表ノ上・表屋・表屋敷・表下・表

向・表手・富ケ粒・扶持地・風呂本・墓之下・峰之尾・峰尾・峯之尾・鳳木・

坊ノ上・坊之坂・北山・北山権現端・北門・北門ノ上・北門屋敷・本郷・本

郷向・本郷谷・箕田・無心場・名越・木綿尻・門ノ下深田・門ノ前・門口・

門前・門田下・門田下切・門田上切・門名・野々川・弥右エ門地・弥次屋敷・

与次郎地・落神ノ下・落神浦・落神前・落神北・蘭塔・蘭塔ノ前・立石・龍

池・龍之池・林場・林八屋敷・連歌場・六畝邑田・六平屋敷・佛ノ岡・圓屋・

圓屋ノ下・圓屋ノ上・圓山・圓佛滝・嶮岨・嶮岨ノ下・廣地・櫪谷・總平地・

與二朗東・與平地・貮反田・貮百目地・邉路滝・釋迦敷 

川滝町 

領家乙 

ヲシメ焼・井戸堀・井手ノ下・浦ノ谷・遠見ツフ・遠地・横替・下リ関森ノ

下・下田尾・花瀬・掛ノ下・笠穴谷・樫ケ休場・岩屋・休場・桐ノ砂古・桑

ノ砂古・桂奥・古砂古・黒岩・酸漿砂古・四郎九郎・四郎九郎屋敷ノ上・森

ノ奥・森ノ下・水底谷・石休場・赤茶窪・船久保・相ノ木・大タヒ・大タビ・

大掛ノ下・大畠・地美之奥・中之谷・長砂古・唐ラ谷・堂床・楠・楠ノ平・

峯尾奥・芳ケ砂古・木戸ノ谷・門明・野井ノ尻・落シノ谷・立リ岩・露ケ谷・

嶮岨・嶮岨谷西・嶮岨道下・嶮岨道上 

２ 伊予三島地域 

地  区 廃    止    字    名 

金砂町 

小川山 

ウンセキ・カイノ堂ノ上・カゲ五味・サガノ向・シンタツ・セリ石東・ツゲ・

ハセ・ハゼ・安井・安井宮・一ノ坂・一ノ阪・引地・横薮・下イボ・下五味・

家ノ東・家ノ東北・岩ナベ・久保ケ市・宮ノ下・宮ノ向・宮ノ西・魚梁場・

魚簗場・栗ケ市・桑ケ市・古堂敷・古野・幸ケ市・甲斐野・甲斐野々・甲斐

野々ヤカラ原・黒藏・松山谷・上イボ・信生・成ノ前・折坂・折坂谷ヲク・

川久保・川久保泉向・川原畑・川口・川口下モ・船形・大久保・大成・大西・

大保・大薮・大籔・池ノ成宮ノ前・池ノ尾・竹ケ市・中ノ川・中ノ川ノシノ

下・中ノ川橋ノ下モ・中屋ノ下モ・中川・長地ノ下・長地ノ上三道ノ下・田

口・田口谷・日浦五味・白岩・鳩岡・髭貝野・柳瀬・權現谷 

金砂町 

小川山乙 

アカタキノ下・アゴノ上・アサノ谷・アシヲタニ・アシヲ谷・アソビ石・ア

ドノクチ・アナ・アニノ久・アラセ・アンノ久・イゝヤイワヤ・イエノ上・

イエノ上サコ・イキタキ・イタダキ・イチカウチ・イテノヲク・イデノヲク・ 



 イノイワヤ・イノタニ・イノ向・イノ谷・イノ谷カケ・イノ谷ヒノジ・イボ・

イホタキ・イモノ川・イモミズ・イモミヅ・イヤ谷・イヤ谷ノ下・イヤ谷ノ

口・イヤ谷下・イヤ谷口・イラヤブ・イワイタニ・イワヤ・イヱノ下・イヱ

ノ上・ウエ・ウシセキ・ウチノカワ・ウノタビノ下・ウバゴゼ・ウハナル・

ウルシカサコ・ウルシノ成下・ウワナル・ウワヤスハ・ウワヤスバ・エビス

タキ・カイチ・カイノ宮・カイノ道・カキゾト・カキノサコ・カキノナル・

カキ内・カゲコミ・カケコミノ上・カゲコミノ上・カケ水・カケ水ノ下・カ

サアナ・カシカサコ・カシノセ・カジノセ・カシノ谷・カツラ・カツラ山・

カツラ谷・カハラハタ・カマノサコ・カマノ谷・カマヤフ・カマヤブ・カメ

ノ元・カラスコウ・カラスゴウ・カラス谷・カラ谷・カワ山・キクタチ・キ

ジノサコ・キシノナル・キシノ下・キヤケノヲ・キヤケノ尾・キリタチ・キ

リナル・キリノナル・キリノマカリ・キン子サコ・クスノ下・クハノサコ・

クビノ下・グルミサコ・クレノヲ・クレノヲウ・クレノ尾・クロバヤシ上・

クロ松・クワノサコ・ケフツカ・ケンサコ・コウト・コウマタノ向・コウモ

向・コウヤナル・コウラノ上・コウロ・ゴウロ・コサコ・コザコ・コサコノ

上・コタアレ・コタカツブノマエ・コヅカアレ・コハチ畠・コブカアレ・コ

ヘタヲ・コヤノナル・コヤノモト・コヲ・コヲゴ岩・コンゲン・ゴンゲンタ

ニ・コンケンノ上・コンケン谷・コンゲ谷・ゴンケ谷・サコ・サコノ上・サゝ

レ・サデ・サト道ノ下・サヤノ上・サラカタ・サラガタ・サルタオウ・サル

タヲウ・サルトリ・サワアタリ・サワタリ・サヲ・サヲノ下・サヲノ東・サ

ヲ家ノ上・サンタキ・サンダキ・サンハイ・サンバイ・サンバイノ向・サン

バイ向・サンハエ・シゲントウ・シシバ・ジゾウノ下・シソウノ上・シゾウ

ノ上・ジソウノ上・ジゾウノ上・シニタツ・シノベ・シミズ・シャクシタケ・

シヤシヤブザコ・ジヨシ・シンキカマツ・シンキ山・シンギ山・ジンキ山・

ジンギ山・シンタツ・シンデン・シントウシ・シンドウジ・シンハエ・スス

ノ本・スメリタキ・セイタニ・セイダニ・セイノサコ・セキヤ・セト・セニ

カメサキ・ソテノヲ・ソデノヲ・タイトコノ向・タイロク・タカアシ・タカ

ハシ・タキノ向・タキノ前・タキノ東・タキヤスバ・タキヤ子・タキワキ・

タケノハナ・タケハナ・タケハナノ上・タチカタニ・タチカダニ・タテノヲ・

タデノヲ・タデノ尾・タデフチ・タトウカミ・タナ・タナノ向・タヌキサコ・

タヤトコ・タヤトコノ下・タヤトコノ向・タヤトコノ上・タヤトコ下・タヤ

ノナル・タラヤタニ・タラヤブ・タラヤブノ上・タラヤブミチノ下・タラヤ

ブミチノ上・タラヤブ道ノ下・タンバ・チコグチ・チノノ・ヂョシカゲ日ノ

シ・ツカノモリ・ツガノモリ向・ツカノ下・ツツラ・ツツラタニ・ツツラ谷・

ツネ川・ツリハシ山・テアイ・デアイ・テアシアシ・テアシアレ・デハレ・

デバレ・テングウダキ・トイ林・ドウ・トウサコ・トウザコ・ドウサコ・ト

ウナクホ・トウナクボ・トウナノクホ・トウナノクボ・トウノシキ・トウロ

タキ・トウロフタキ・トクモト・トコヤスバ・トス・トチ谷・トチ谷ノ下・

トミノ上・トヤノヲク・トヤヲク・トリゴエ・トリノクス・ナカコナ・ナカ 



 ゾ・ナカラサコ・ナコ山・ナゴ山・ナジリノ上・ナタニ・ナダニ・ナバラノ

上・ナヘラ・ナベラ・ナヘラサコ・ナルノ向・ナルヨス・ナ谷・ニカケ・ニ

クカタキ・ニクガタキ・ニシノキ・ニレノサコ・ヌタ・ヌタゴヤ・ヌタノサ

コ・ヌタノナル・ヌタノヲ・ヌタルナル・ヌタンナル・ヌタ石・ヌタ野・ヌ

ノセ・ヌノタキ・ヌメリタキ・ノジノシタ・ノシノ上・ノジノ上・ノツゴ・

ハジケタニ・ハシケ谷・ハジケ谷・ハシノウエ・ハシノ上・ハシノ谷・ハセ・

ハゼ・ハセキシ・ハセノ西・ハゼノ西・ハゼ谷旧地蔵ノ西道ノ下・ハチノス・

ハチノスノ東・ハチヤケ・ハデトコ・ハナノ上・ハナル・ハヤシノ口・ハラ

ビ尾・ハリノキノ峠・ヒドウ・ヒナカタキ・ヒノジ・ヒビカイワヤ・ヒヒカ

ナル・ヒビカ岩家・ヒヤヒキ・ビヤヒキ・ヒヤヒキノヲク・ビヤヒキノヲク・

ヒヤヒキヲク・ヒロジ・ヒロセ・ヒロセ山・フカイサコ・フカサコ・フシク

ロ・フジクロ・フジグロ・フタバ・フダ林・フトウ・フトヲ・ヘヤノサキ・

ヘヤノ上・ホウズヤシキ・ボウスヤシキ・ボウズヤシキ・ホシバ・ホソノ山・

ホタバ・ホトノ南・ホドノ南・ホリキリ・ホリタ・ホリノ山・ボヲスヤシキ・

ボントチ・ボントチノ下・ボントチ下・ポントチ下・マツノウ子・マトバ・

マトバノ下・マトバノ上・ミコ・ミチノ下・ミツ林・ミトリ場所・ミドリ場

所・ミノコシ・ミュジフチ・ミュジブチ・ミ山・ムカイ・ムキアレ・ムギア

レ・ムクノキ・ムクノサコ・ム子シ・ム子ジ・ム子ノ下・ム子ノ上・モノツ

キ石・モハラ・モバラ・モリクビ・モリノクビ・モリノ下・ヤクシ・ヤクシ

トウゲ・ヤジドヤ・ヤシノ谷下・ヤシャウス・ヤスバノ下・ヤスバノ上・ヤ

スバ道ノ下・ヤナギセ・ヤナノセ・ヤネ・ヤ子・ユスノサコ・ユハヤ・ヨシ

ノセ・ヨシノ谷・ヨリベ谷・ラモ谷・ロクロギ・ワカバノクチ・ワカバノ下・

ワキノウラ・ワキノタニヲク・ワラビ尾・ヰシノ下・ヱゴ・ヲカケ・ヲカセ・

ヲキロクノ下・ヲクツカノモリ・ヲクツカモリ・ヲクツガモリ・ヲクノ向・

ヲク川・ヲク川ノ上・ヲゴエ・ヲゴヱ・ヲジソウ・ヲジリ・ヲストコ・ヲス

トコ道ノ下・ヲストコ道ノ上・ヲスノサコ・ヲソコエ・ヲソゴエ・ヲソコエ

ウ子ノ上・ヲソゴエウ子ノ上・ヲソゴエノ上・ヲソゴエ道ノ下・ヲデウホツ・

ヲデンフチノ上・ヲトメ・ヲハナ・ヲバナ・ヲハルノ岩ヤ・ヲモテノ上・ヲ

モノサキ・ヲモノモキ・ヲモ谷・ヲヨケ・ヲレマツ・ヲヲサラ・ヲゝシヤラ・

ヲンデンフチノ上・阿庄谷・井ノ向・井ノ上・井手ノクチ・井手ノヲク・井

手ノ奥・井手ノ下・井手ノ上・引地・引地ジヨシ・引地向・引地向山・羽瀬・

榎サコ・榎谷・榎谷口・奥・奥川・往還ノ上下・押床・横荒・横地道ノ東梅

ノ切レ・横道・横道ノ下・横道ノ上・横尾・横尾道・横尾道ノ下・岡田ノ上・

乙女・下イボ・下ケ市・下コエ・下タノコヤシノ上・下ノ向・下ビヤヒキ・

下モ内・下ヤシ向・下ヤジ向・下岩コウロ・下岩ゴウロ・下五味・下向・下

向イ・下山内・下大小ヤ・下大小屋・下長アレ・下長荒・下道ノ上・下内向・

下林・家ノヱ・家ノ浦・家ノ下・家ノ下道ノ下田ノ上・家ノ後・家ノ後耕地

ノ上・家ノ上・家ノ上ヱ・家ノ東・家ノ東横道ノ下タ・家ノ東道ノ上・家ノ

南上下道合・家ノ南道ノ下川バタ・花岡・廻戸道ノ下タ・開地・柿ノナル・ 



 笠松・笠野・梶ノサコ・丸向・丸山・岸ノ下・岩ゴウロ・岩ゴヲロ・岩ナベ・

岩ナベノ下・岩道・岩道ノ上・亀ノ元・久平作・久平次・休場・宮ナルノ上・

宮ノサコ・宮ノサコ上・宮ノワキ・宮ノ浦・宮ノ下・宮ノ下榎サコ・宮ノ下

東・宮ノ久保・宮ノ向・宮ノ向ノ下・宮ノ向下道ノ下・宮ノ向上・宮ノ向上

田ノ下川バタ・宮ノ崎・宮ノ上・宮ノ瀬・宮ノ西・宮ノ谷・宮ノ東・宮久保

ノ上・宮久保上・宮向・旧アレ・旧アン・旧屋敷ノ前・旧荒・旧山ノ神・旧

天皇ノ林ノ上・橋ノ谷・栗ケ市・栗ノ岡・栗ノ岡ノ上・栗ノ岡下・見取場・

源十田・源十田ノ下・古宮・古宮南道ノ上・古又・古野・古野ノ下・古野ノ

上・古野向道ノ下・五味・後山・後谷・向・向イ・向エ・向ナルノ下・向ノ

下・向ノ下道ノ上・向ノ上・向ヱ・向山・向上・向川久保ノ上・向林・荒新

休場・荒新体場・黒ノ田・黒岩・黒松・黒松ノ下・黒未・黒林・佐々連尾山・

砂ノ奥道下モ川バタ・砂ノ上・砂奥石垣ノ南・細野・細野山・札場・札場ノ

上・札場西・札場東・札場林ノ内・皿形・皿形東・山ノ奥峯ジ・山ノ下・山

ノ上谷・山ノ神下・山ブシノツカ・四ツ尾・子ヅキ・子フツ岩・子ブツ岩・

市ケ内・次良兵エナル・治良右ヱ門作・治良右衛門作・治良兵衛田・七皿・

七人塚・七足ノ上・社谷・車サコ・若場口・出口・助右ヱ門作・助左エ門作・

助左ヱ門作・松コヤシ・松モト・松岡・松家ノ向・松株・松山・松山向・松

尾・松本向・上イボ・上ノ林・上ハイ・上ミネ・上ミ子・上ヤシキノ上・上

ヱ山・上安井・上屋敷ノ上・上山・上山内下山内・上西・上川・上川久保・

上中アレ・城山ノ南・常川・信王上ノ長荒・信生ノ上ハチク・信生向・信生

向ノ道ノ下・信生荒神ヲク・信生上ハチク・信生西ウシロ・信生西サコ・信

生西ノサコ・新宮作・新山・新宅ノ林・新宅林・新道ノ下・新道ノ西・森ノ

ウ子・森ノサキ・森ノ下・森ノ上・森ノ前・森ノ本・森林・神ギ山・神ノ尾・

神子家・仁尾ケ市・仁尾ノ市・水ノ元・清ノ浦・清水・清水ノ上・西アナ・

西カマ・西ノヒラ・西ノ下・西ノ上・西ノ川・西ノ川向・西ノ平・西ノ林・

西ムキ・西穴・西向・西山・西子ギノ・西信生・西川ノ向・西平・西林・石

ノ京・石ノ京ノ上・石ノ内・石休場・赤タキ・赤タキノ下・赤石・折坂・折

坂向・先ノ上・千間ケナル・川サコ・川ナル向・川ノサコ・川ノフチ・川ノ

下・川ノ元・川ノ上・川バタ・川モノ上・川原畑ノ上・川向・扇畑・泉谷・

船久保・船久保下・銭神ノタケ・草太川・足谷・足谷口・足谷山ノ神ノサコ・

足谷山神サコ・足尾谷・袖ノ尾・袖ノ尾ノヒノジ・袖ノ尾ヒノジ・大アレ・

大カケ・大カゲ・大カケ向・大カゲ向・大サコ・大サラ・大タキノ下・大ト

ノ上・大ナマ・大ナヤ・大ナルノ下・大モチ・大陰向・大下ノ向・大下ノ上・

大久保・大久保泉ノ下道ノ西・大久保泉ノ下道ノ東・大戸ノ上・大向・大向

ノ上・大向井手ノ上・大松・大上山・大成家ノ東道・大西ウラ・大西カラ谷・

大西ノ上・大西浦・大西奥道ノ下・大滝ノ前・大瀧ノ前・大道・大保向・大

保向川バタ・大坊・大坊ノ上・大坊家ノ上・大防家ノ上・大鳴ノ上・大木ノ

向・大野・大薮・大林・大藪・滝ノ脇・谷ノヲク・谷ノ奥・谷ノ向・谷ノ上・

谷ノ内・谷ヲク・谷ヲクカゲノ下・谷ヲクム子ジ・谷ヲク向・谷奥・谷奥向・ 



 谷口・谷向・谷入・狸サコ・丹波・池ナル・池ノシリ・池ノナル・池ノ尾甲・

池ノ尾峯・池ノ尾峯北向・池ノ鳴・池之尾甲・池之尾峰・池之尾峯・竹ケ市・

竹ノハナ・中アレ・中ゴウロ・中ノサコ・中ノナル・中ノ庄谷・中ノ谷・中

ヤシキ日浦アレ・中ヤノ向・中奥クシノキ・中荒・中山・中子山・中内・中

之庄谷・中尾・虫ヲクリ・虫送リ・長アレ・長荒・長荒ノ下・長畑・長尾・

長門呂・程野ノ上・天宮タキ・天宮瀧・伝右ヱ門作・田ノ下・田口ノ上・田

口谷・田口谷ヲク・田口谷奥・渡ノ上・土山・東・東アナ・東カマ・東サコ・

東ノ上・東穴・東子キ・東信生・東信生ノ上・東谷・棟ノ尾・藤黒・堂シン

ヤシキ・堂トコナジリ・堂ノサキ・堂ノ下・堂ノ下耕地ノ間・堂ノ下耕地間・

堂ノ下上・堂ノ久保・堂ノ久保上・堂の向・堂ノ上・堂床・堂敷・道ノ下・

道ノ下川バタ・道ノ上・峠・内ノミチ・内ノ山・内野道・内野尾ノ上・南・

南ジ・南ノ上・南谷・楠ノ下・日ノシ・日ノジ・日ノシ山・日ノジ山・日ノ

地山・日浦・日浦コミ・日浦ゴミ・日浦五味・日浦荒・日浦込・猫フチノ上・

猫ブチノ上・白岩サデ・白岩ノ上・白岩向・白松・白木山・八畑・尾尻・尾

畑・彦次郎・桧尾・表ノ上・表林・平ケ谷・平家谷・平家谷道合・平石・片

シ・片地・片地ノ下・片地ノ上・峰地・峯・峯ジ・峯ノ下・峯ノ地・峯地・

坊谷口・坊谷大平地・北ウネ・北京・北峰・北峯・堀キリ・堀キ谷・堀田・

堀田ノ上・堀田下・堀田間・名谷・明加・鳴ノ下・鳴ノ上・紋左エ門地・野・

野々林・柳サコ・柳ノ内・柳瀬・立鳴・林サキ・鈴ノ本・六田アレ・六田荒・

六呂木・脇ノ浦・脇ノ谷奥・脇向・傅五作リ・傳五作・傳左ヱ門作・劔山・

剱山・應子道ノ上・檜ノサキ・檜尾・萬作 

金砂町 

平野山 

野地・荒神ノ下・家ノ上・荒神宮・千野々・井ノ久保・ツタノサコ・大峯・

堂ノ久保・大平・見間ヤ・小比須・押淵・カラ谷・杉谷・下峯・東長野・水

町・西長野・ヨシウ・灰原瀬・小頃須向・中峯・川原畑・小頃須・平野 

金砂町 

平野山乙 

ハチカ瀧・ツタノサコ・新林・ヤカス・仁尾山・ムロカ谷・水丁谷・ムカイ・

瀬戸谷・ヒノ向イ・上屋敷内・クルミサコ・ヤリ・ハチガ滝・荒神ノ本・川

原バタ・川之上・前地下タ・ヌノ谷・ヌタノ上・大峯肥・トチカサコ・谷瀧・

中ノ谷・西大ツエ・カケイチ・宮ノ木・宮地・九石向・ウネ・ウバガシトコ

ロ・ウワノジ・犬ノ浦・犬瀧・五大子・向ノ峰・ヤトコロ・屋所・川原ハタ・

奥薮・奥ノヤブ・殺生岩・三十目・宇平戸・山ノ神下・芋地浦・若岩・ヲヨ

シ林・若宮ノ本・出山・広瀬向・ズゝノ木谷・東泉ノサコ・ダイロク・柳サ

コ・センソク・野地ケ峰・シナノサコ・シヤケ・梨ノ木・白岩・コウコ石・

法師ノ尾・ズスノ木谷・ツガノワキ・赤羅木成・スクロマツ・ズゝキ谷・ス

グロマツ・野瀧・田ノ下・和田道ノ下・長野田ノ下・長野田ノ東・田ノクチ・

田フチ・龍王奥・ツカノワキ・田之下・タビノクチ・ゴンゲン・野口・山之

神・ゴウロ・コカイ・宮ノ谷・山ノ神ノ下・灰原瀬向イ・ゴトメキ・ウハノ

ジ・コヲロ・向峰・野滝・イラヤブ・上屋敷向・サンバイ・岡屋敷・コウゴ

石・アンサンフチ・荒神・屋敷成・デ山・谷成・ノタキ・扇畑・田淵・宮ノ

本・赤羅木山・東川原・石休場・菖蒲が池・石ガマ・スクロ松・クロアイ・ 



 ススキノ谷・スヾノ木谷・カナヲノ本・ハデトコ・日浦ノサコ・堂ケ成・仁

尾山杉本・ムロノタニ・セト谷・水丁向・道ノ下向・堂ノ成・カジウ・ウ子・

ナゝカイ・ヨセンボ・權現・クセ地・ツチ山・ウワ成・黒瀧・橋トコ・水町

谷・丈仙寺・長荒・菖浦カ池・日ノ向イ・白石山・蕪ノ向・高別當・野地・

向エ・和田チゴ・穴ノ内・荒神ノ上・イレノ・檜ノタキ・栗ノ尾・トチ谷・

犬タキ・大峰肥・クラ谷・ヨシノサコ・釜瀧・奥ノ谷・ヲトシ・水谷・横滝・

芋地ノ浦・山柿・野地カ峰・柳ノサコ・立橋山・日浦・高別当・横道・大成・

タイロク・トチガサコ・板橋・ノミガサコ・龍王・水丁ノ向・向サコ・荒神

ノ下・石釜・王大子・犬ダキ・西ノ谷・アラセ・赤羅木・カドカキ・下ノ向

下モ・ゴヲロ・スヘリ石・白石・カチ山・樋ノ向イ・イナノサコ・王太子・

宮ノ下・イソノ・井ノ久保・長地向イ・長休場・千足・ハチガタキ・東大ツ

エ・ナカゾ・平林・ヒツジノサコ・廣瀬向イ・田渕・西ノ上・アサ子・丈ノ

浦・和田ノ尾・橋ノ谷・向イ・一ツ橋・若宮・グルミサコ・大平・ノボリタ

テ・堂ノ久保・表林・樋ノ本・赤畑・丸石向・大段山・上安井・宮ノ上・カ

ラ谷・カケクチ・山ノ神・横畑・奥日浦・ビヤノセ・平戸・丁ノ向イ・奥谷・

丸石・ヤノサコ・桑ノ本・ミマヤ・杉谷・黒松・スベリ石・柿ノ成・向ヱ・

シイノ谷・柿ノサコ・柴折・ヨシウ・イボ・仁尾・デンサン・長野・田ブチ・

ハチク・瀧ノ下・谷奥・家ノ上・長野山・東長野 

富郷町 

寒川山 

 

ホソカリ谷端・芋野・下猿田・下長瀬・夏切・家ノ後・栗ノ瀬・細カク大石

元・寺ノ下・上猿田・上長セ・上長瀬・杉成・千野々・筏・板谷・本ノ庄・

本之庄・妙見林 

富郷町 

寒川山乙 

アカタキノマエ・アサシリ・アサヒマチ・アサミガクボ・アナクホ・アナク

ボ・イクチノ上・イケノナル・イケノ成・イシトヲ・イシフ子・イシヤスバ・

イツミ・イテノキク・イナノクボ・イヌカシハイ南・イヌカミハイ・イヌガ

ミハイ・イノコ・イノシイワヤ・イノシゝ岩ヤ・イホタキ・イモノ向・イモ

ノ向イ・イモノ向ヒ・イワタケ・イワヤタニ・イワヤミ子・イヱノウエ・ウ

キカクボ・ウケノサキ・ウケノ下・ウケノ向・ウケノ川・ウシセキ・ウシロ

タニ・ウシロタニ上・ウト・ウド・ウト山・ウハナル・ウ子サキ・ウ子タニ・

ウ子ノサキ・エノ木休場・エボシイワ・カイノム子・カキノ木・カクリウ・

カケナシリ・カサマツシシアソヒ・カサ子イシ・カシノクホ・カシノクボ・

カシ山・カタキリ・カツラハシ・カツラバシ・カハノサキ・カハノ本・カミ

ノクホ・カミ山・カヤノ上・カヤノ内・カラタニ・カヲナル・カヲモノ下・

カヲモノ向・カヲモ向・カヲモ向ヒ・カ子タゝキ・キクヒウラ・キシノナル・

キシノ下・キタハシノ山・キタムキ・キドノモト・キビシリ・クケノクボ・

クボ・クホノ上・クマノス・クラカリタニ・クラカリ谷・クリカナル・クリ

ノ向イ・クロトコ・クロマツ・クンセノ内・コウモノ下・ゴシノ宮・コセ道

ノ下・コツキサカ・コトコタニ・コトコ谷・ゴミ・ゴミノ向ヒ・コヤシノ上・

コライコウ・コヲケヤスバ・コヲコ石・コヲナル・コヲホコ・コヲマタ・コ 



 ヲモノ下・サカノ・サカノ尾・サクラサニ・サシハイカミ・サトウノタキ・

サヤノカミ・サラシタニ・サラシ谷・サラタニ・サルシタニ・サルシ谷・サ

ルタ向・サヲタヽズ・サンハイカミ・シクナル・シヽアソヒ・シゝアソビ・

シヌシ・ジヌシ・シハキリ・シバキリ・シハヲリ・シバヲリ・シバヲリキタ・

シバヲリジヌシ・シハヲリノ下・シベヲリシヌン・ジヤシ・シリキ山・シリ

タキ・シリナシヲ・シリヤ・シリ木山・シルソ・シルゾ・シヲフ谷・シンバ

イ・スガサコ・スケナクホ・スケノクホ・スゞガサコ・スゝカモト・スゝカ

ヲ・スズガヲ・セゴタニ・セトノウエ・セトハエ・セトハヱ・タイ鳴・タカ

タヒ・タキノゝ・タキワキ・タキ山・タケタニ・タケダニ・タゝリノ・タテ

ハシ山・タニ・タノウネ・タノクホ・タノクボ・タノ上・タブチ・タラヤブ・

ヂヌシ・チノゝ山・チヨシ・ツエ・ツエキリメ・ツエゴ・ツエノ元・ツチ山・

ツナシ・テンノウマエ・テンノヲ・テンノヲマヱ・トイシタニ・トウトコ・

トコロヤブ・トチカタニ・トチサコ・トチタニ・トチダニ・トチノ元・トチ

ノ本・トチノ木・トチ谷・トトロ・トゝロ・トビノ岩ヤ・トビ岩ヤ・トヤ・

トラノヲ・トヲゲ・トヲノ上・トヲミイシ・トヲミチ・ナカアレ・ナガアレ・

ナカウ子・ナカシヤラ・ナカナル・ナカナルウエナル・ナカミ・ナコセ・ナ

ゴゼ・ナコ山・ナゴ山・ナゝシヤスバ・ナラサゝ・ナル・ニシヤフシ・ニツ

タキ・ニンブガダキ・ヌタサコ・ヌタノウ子・ノクホ・ノクボ・ノサキ・ノ

ブノキ・ノブノ木・ノブ木・ノブ木岸城・ノホリヲ・ノボリヲ・ノロ・ハキ

ノ尾・ハシガタニ・ハシガダニ・ハシタニヲク・ハシトコ・ハシノモト・ハ

シノ上・ハシモト・ハタノ・ハチカクホ・ハチハンブン・ハチマン・ハツカ

岩ヤ・ハテカナルアカタキノ前・ハナヤジ・ハナヤ向・バンヤノ下・ヒシリ

カミ・ヒシリガミ・ヒナシノロ・ヒナミノロ・ヒナミ口・ヒハタノ成・ヒハ

タ成・ヒヲ・フダノヲ・フナサコ・フノウラ・フロク・ヘナノサコ・ヘナノ

内・ホセノコ・ホセ子・ホソタテ・ホソノ・ホテ・ホトケガタキ・ホトケタ

キ・ホリコシ・ホリノ・ホリノム子・ホリム子・ホリヤスバ・ホリ峯・ホヲ

フギ林・マエノケタキ・マサキナル・マツタケヲ・マツノモト・マツヲ・マ

ツヲウ・マツヲカハ・マツヲサカ・マルイシ・ミコウ子・ミコノヲ・ミコノ

尾・ミゾノ元・ミヅノ元・ミヅフ子・ミヅブ子・ミナミノ川・ミナミ川・ミ

ナミ川上・ミブフ子・ミヤコガ谷・ミヤノウシロ・ミヤノタニ・ミヤノムカ

ヒ・ミヤノ後・ミヤノ上・ミヤノ本・ミ子・ムマキ・ムマキ田ノ上下・ム子

ノサキ・モモカフセ・モゝカフセ・モモガフセ・モモカフセン・モモカフヱ・

ヤクミノ上・ヤケヤ・ヤナキノ下・ヤナギノ下・ヤフタガモリ・ヤフタモリ・

ヤマノカミ・ヤマハナ・ユフ子・ユブ子・ユ舟・ヨコアレ・ヨコタキ・ヨコ

ダキ・ヨコブキ・ヨコミチ・ヨコヤブ・ヨソコヘ・リキハ・リキ八・ワタリ

セ・ワノウラ・ワレキガナル・ヱノキヤスハ・ヱホシイワ・ヲウヒ・ヲクヒ

ウラ・ヲク日浦・ヲソコエ・ヲソホエ・ヲチヤイ・ヲチヤイハタ・ヲノキノ

下・ヲバカ・ヲゝキノ下・ヲゝタキ・ヲヽタニ・ヲゝチヤシキ・ヲゝツエ・

ヲヲヒ・ヲヽヒ・一ツハシ・一ツバシ・一ツ橋・一ツ内・一ノ谷・一本松・ 



 引立・榎ノ木材・榎ノ木谷・榎木休場・延木・延木キシナル・遠見石・奥ナ

シリ・奥日浦・横吹・横道・横薮・下サルタムカヒ・下サルタ向・下サルダ

向・下セノタニ・下タブチ・下ナガセ地・下甲田向・下地・下肥・夏切チ・

夏切ノ上・夏切地・家ノウシロ・家ノ浦・家ノ後・家ノ上・家ノ西・家ノ東・

家西ノ下・河内カシロ・河俣・河俟・貝ノ峯・柿ケ成・柿ノ成・柿ノ木・角

ノヤスミバ・角ノ休場・角ヤスミバ・角休場・掛ケ成・掛ノ成・掛名尻・蒲

が谷・釜淵ノ上・丸石・岸ノ下・岩コロ・岩ノ落・岩ヤミ子・岩戸・岩竹・

寄木・久保ノ上・休バノ峯・宮ノウ子・宮ノオク・宮ノタニ・宮ノヲク・宮

ノ下・宮ノ向ヒ・宮ノ上・宮ノ西・宮ノ谷・宮ノ谷向イ・宮ノ本・宮谷奥・

宮林・橋ノ元・橋谷奥・玉取政木山・栗ノ川・栗向・穴ノクホ・穴ノ窪・見

カケ石・見掛石・元長セ・五味向・五味向イ・後ノ上・後谷・向井・向林・

工山・荒神ノ下・荒神下・荒神元・荒長・高タヒ・高尾・鴻ノ休場・黒ノ田・

黒松・黒野田・札場道ノ下・皿ノ向イ・皿山・三ッ堂ノタキ・三十目・山ノ

カミ・山ノカミ西・山ノ上・山ノ神・山ノ神キク・山ノ神下・山ノ神上・山

角・山口・山口向イ・山神・山神キク・山神ノ西・山神奥・山神西・山神林・

山之神・山林カミ・山林神・獅子アソヒ・寺ノ上・七本木・尺丈木・若岩・

若宮・若宮ノ上・舟サコ・十二月タニ・十二月谷・重石・所ヤブ・女夫石・

松タケヲ・松ノ上・松ノ堂・松竹尾・松尾・菖蒲が谷・菖蒲ケ谷・菖蒲谷・

象・上イクチ・上イグチ・上チグチ・上ナル・上ノコヤシ・上ノ木タニ・上

ヒロセ・上長瀬・上南川・上肥シ・尻木山・神ノヲ・神ノ尾・水ノ元・水ノ

本・杉枝木・政木・正木・清水向イ・清地原・西ノカワ・西ノサキ・西ノ向

ヒ・西ノ上・西ノ川・西ノ谷・西ノ林・西ヤフジ・西大平・西谷ノ後・西谷

後・請ノ下・請肥・石休バ・石舟・赤タキ前・赤松・赤水ノ東・赤瀧ノ前・

赤末・千野ゝ山・千野々山・川ノサキ・川ノ上・川ノ上下向キ・川ノ本・川

マタ・川モ向・川成・泉鳴・走下・大カシ・大ナシリ・大ナル・大ノ山・大

モリ・大宮元・大成・大石ノ元・大平・大平ニツタキ・大名シリ・大鳴・瀧

ノゝ・谷・谷ノヨコ・谷ノ向イ・谷ノ中曽・谷ノ内・谷五路・谷向ヒ・谷内・

地主・地利瀧・池ノ窪・池ノ成・池ノ鳴・池之シリ・竹谷・中シヤラ・中ノ・

中ミチ・中ヲ・中山・中山ヲ・中地ヤラ・朝日マチ・長荒・天ケフチ・天皇・

天皇林・田ノクホ・田ノクボ・田ノサカ・田ノ下・登尾・都ガタニ・都カ谷・

都ケ谷・都ノ谷・都ヤ谷・土休バ・土休場・東ノ川・東大平・堂ノ峰・堂床・

堂峯・峠ノ峯・峠之峯・日ノ元・日ノ本・梅ケサコ・八幡・八郎ヤシキ・番

ヤノ下・番所の下・番所の上・番所ノ西・番所西・盤後セ・盤後瀬・比地・

樋ノ本岸・夫婦石・夫婦石ノ奥・武内宮・楓ノ元・兵庫山大木山・平ナコ・

平石・片桐・片山・峯・峯ノサキ・峯ノ下・峯元・峯崎・密堂滝・木シノ尾・

木ソウラ・木ヲシノラ・木ヲシノヲ・木ヲシリノヲ・木曽ウラ・野久保・弥

五ケノタニ・矢桂・柳スソ・礼場道ノ下・礼場道間 

富郷町 

豊坂 

カシ本・カベダキ・カミ東・トク丸・ナゝキ・家ノ後・宮ノ谷・西ゴヤシ・

西ナゝキ・西土居・大シロ・土居・土居タテ石 



富郷町 

豊坂乙 

アサミノサコ・イトチカナル・イトチカ成・ウシセキ・ウス石・エノ木谷・

カケノウラ・カケノ浦・カケ浦・カシノトウ下・カタ畑・カト畑・カナヤフ・

カベタキ・カンダ・ガンダ・キウネムキ・キウ子・キウ子ムキ・キウ子道下・

キウ子道上・キシカトコ・キシノ下・キヨツカ東・キリノサコ・クリノ川・

クルミヤフ・クルミヤブ・グルミヤフ・コセカウラ・コセノ浦・コゼノ浦・

ゴセノ浦・コトコ谷・コヒヤ川・コヤシコシリ・コヤノタキ・コヤマ・コロ

キ石・コロギ石・コロキ石ノ上・コヲチコシリ・コヲモ・コヲレイ・コヲロ・

コ子石・サガノ・サカノ道下・サカノ道上・サキナハナ・サキナハラ・サク

ラフチ・サクラ畑・サゝブヤブ・サヒノ元・サヒノ本・サルカ岡・サレカ岡・

サレガ岡・サレ岡・サンハエ・サンバエ・サンバエノ元・サンバエノ本・シ

イノ木・シイノ木西・シトクラサゝ・シヨジ川・シヨヲ・セトノタキ・セド

ノタキ・セトノ向・セトノ向イ・タカゾコヤ・タヤトコ・タラサコ・タラ坂・

タヲノ成・ツエノ元・ツエノ元西・ツエノ本・ツカノ東・ツガノ本・ツチタ

キ・ツゝマキ・テンジョ・トイコ谷・トウナル・トウノ前・トカノヲ・トチ

谷・トヤノヲ・トヨナル・トヲゲ道下・トヲゲ道上・トヲノナル・トヲノ成・

ナカゾ・ナカ子・ナシ野・ナトノキシ・ナヘナノ本・ナヘラノ本・ナル山・

ニカキノ元・ニガ木ノ本・ヌタノサコ・ヌタノ迫・ハサウラ・ハサノ浦・ハ

ザノ浦・ハシハ・ハタノ浦・ハナゝル・フタハ・フダバ・ヘンロイハヤ・ヘ

ンロ岩屋・ホトノ内下・ホトノ内上・ボヲレイ・マトバノウシロ・ミコウ子・

ミコノウ子・ミサキ・ミサキノ元・ミサキ本・モトクラ・モトリヲ・モドリ

ヲ・モトリ尾・モミノモト・モミノ元・モミノ本・モゝノウチ・モゝノ内・

ヤシロ谷・ヨワタシ・ヱノ木谷・伊場中・伊庭中・井出ノ元・榎谷・榎木谷・

猿田道・遠見ケ石・横瀧・岡ノハナ・岡ノ花・下向・下向イ・家ノ下・家ノ

後・家ノ後ソハ・家ノ東・家城谷・河原・河口・河成・花田道上・柿ノサコ・

釜山谷・釜床・岩屋ノ上・岩屋上・岩屋谷・岩屋道上・宮クヒノ上・宮ノソ

ハ・宮ノ下東・宮ノ上・宮ノ谷西・宮ノ東・宮ノ本・宮根・宮首・宮上・宮

谷西・宮道・宮道下・牛釜・京塚・京塚ノ東・橋場・桐ノサコ・桐ノ坂・金

山谷・金藪・栗ノ川・古屋ノ瀧・古尾ノ瀧・向上・工ノ本谷・耕地袖・高取・

高取ノ上・高取本・高鳥ノ上・高島本・高峯・黒タキ・黒峰・崎ナハラ・札

場・三十口東・三十目山・三林ノ元・山角・山神西・山神前・子フツ場・子

ブツ場・子ブツ場ノ前・市カマ・寺地ノ口・鹿毛ノ浦・鹿毛ノ峯・鹿毛ノ林・

社地外・重岩・出口・小山・小太郎・小太郎鹿毛・松ノ元・障子川・上クホ・

上ナル・上成・丈・杖ノ元・杖ノ本・森家タキ・神宮ナル・神宮成・神子ウ

ヲ子・神子ウ子・神子ノウ子・人倉笹・水ノ元・水ノ本・世トノ向・世渡シ・

成山・西ノ宮・西ノ後・西ノ川下・西ノ峯・西宮ノ下・西宮下・西谷・西谷

子ツキ尾・西谷小太郎・西谷南・西谷日地・西谷北・西畑・赤ダキノ下・赤

タキ道上・赤ダキ道上・赤松尾・川ナル・川原・川成・扇畑・泰ノナル・大

宮ノ元・大宮ノ本・大宮鳴・大黒屋敷・大瀧ノ元・大道ノ上・大和田・谷・

谷キワ・谷ノ上・谷浦・谷向・谷向イ・谷向上・谷合・谷伺・谷中・谷本・ 



 竹ノ内・竹之内・中・中ノ田下・中子・中田ノ下・中野・仲造・椎ノ木本・

槌タキ・塚ノ上・的場道ノ下・的場道下・的場道上・田ノ口・田ノ上・田ノ

西・渡リ上リ・東ナル・東ノナル・東ヤフ・東口・東谷・道ノ上・道ノ東・

峠ノサコ・峠ノ下・峠ノ上・峠道下・峠道上・楠ノウ子・日谷日地・梅ノ久

保・八林・俵谷・俵谷日地・俵谷峯・冨士石・別藤・別當・片山・保堂ノ内

上・墓ノ子キ・峯ノ下・峯ノ前・朋ケ谷・豊岡谷・野キノ峠・野本峠下・野

木峠上・柳ソ・柳谷・林ノ外・傅庄 

富郷町 

豊坂丙 

高野山・芝尾・西山・中山・東山・豊受神社境外 

富郷町 

津根山 

下瀬井野・葛川・宮城・戸女・耕地ノ上・寺野・松野・上瀬井野・城師・折

宇・舌法・谷ガ内・中尾・中尾東谷・藤原・藤原達野三・南野・落合 

富郷町 

津根山乙 

アカタキ・アゴ・アシタタニ・アシタニ・アシダニ・アシ谷・アナダキ・ア

ラセ・イケジャラ・イタスリワラ・イタツリセ・イチコドチ・イチゴドチ・

イヅリハ・イデノシモ・イボダキ・イラクボ・イラヤブ・イワツシ・インキ

ヨジノ下・ウサキフチ・ウシジ・ウシロダニ・ウネ・ウハノフクロ・ウハノ

フックロ・ウルシノクボ・ウ子・エシノセ・カキチル・カキノナル・カゲ・

カケヂ・カゲヂ・カケノウラ・カゲノウラ・カゲ山・カシノ内・カシヤバ・

カジャバタ・カツラ谷・カドヤブ・カミナル・カラク・ガラク・カラタニ・

カワラ・キシノ下・キタノミ子・キタ向・キリタテ・クラカケ・クリガミノ

モト・クロコビノモト・コイノヤブ・コジャラ・ゴミノナル・コモリ・コヤ

ノクボ・コヤノタニ・ゴヲト・ゴヲノヤシキ・ゴヲロ・サクラキ・サケツル・

サコ・サコテ・サシノ本・サブラシキ・サルサヲ・サルダ向・ザロヤシキ・

サヲノモト・サヲノ本・ジヌシ・シミズノモト・ジヤウ・ジョウシ・ジョウ

シ向キ・ジヨシ向・シワス・ジング・スミノモト・スリバチノ久保・セイノ

ウラ・セイノ浦・セツタイ・センドノセ・タキノ下・タチノ・タツ山・タテ

ウチ・タテヤブ・タニガウチ・タニノモト・タラヤブ・タリヨウスタニ・ツ

エゴ・ツエ後・ツジノシタ・ツジノモト・ツチタキ・ツチ山・ツバキダニ・

デミセノモト・トメ山・トモキ山・トモギ山・トヤ・トヲゴ・トヲヤジ・ナ

ガアレ・ナカジ・ナガシ・ナガジ・ナゴセダニ・ヌタノ山・ノカワラ・ノガ

ワラ・ノボリタテ・ノボリ道・ハエタツ・ハエヅト・ハシノク・ハシノムカ

エ・ハシノムカヘ・ハゼノム子・ヒウラ山・ヒエウソク・ヒジリガミ・ビジ

リガミ・ヒデカブ・ヒノウラ・ヒノ口・ヒノ上・ヒヨウソク・ヒヨソク・ヒ

ョットデ・ヒラキ・フシギダニ・フナガタ・フモト・フリ井・ホトヤブ・マ

ツノ・マツノタニ・ミタケ・ミナミ・ミヨガジャラ・ミヨト石・ムカエ・ム

クガサコ・ム子ノシタ・ム子ノ上・ム子ミチ・モトリ・モリモト・ヤキヨダ

ニ・ヤシキ・ヤシロタニ・ヤシロダニ・ヤシロ谷・ユリガタキ・ヨコシ・ヨ

コノ・ヨシノセ・ヨシノモト・ラント・ワキノ山・ワサキ・ワリ井・ヲクミ

チ・ヲスギナル・ヲストコ・ヲソゴヘ・ヲドカハブ・ヲナカナン・ヲゝヤフ・ 

 



 一本松・下ジョウシ・下ツル・下ノボリタテ・下城師・下折宇・下川・下藤

原・下道・下肥・家ノ後・家ノ上・家後・柿ノ成・葛川・葛川山・鬼カ城・

久保山・宮ノ前・宮ノ本・宮城山・境谷・橋ノ本・古宮・向山・幸久保・耕

地ノ下・耕地ノ上・耕地の東・耕地廻・耕地廻り・耕地上・札場峯・札立場・

山ノ神・山角・四ツ尾・四ツ尾筋・四ツ尾節・寺ノ山・寺林・松ノサコ・松

ノ谷向・上ジョウシ・上林・城師・城師山・新田向・森ノ下・森ノ本・水ノ

元・水口・西ノ浦・西ノ内・西ムキ・西向キ・西上・西谷・赤瀧・赤土山・

赤土谷・折宇向・折宇向ヱ・折宇山・折宇正・折宇谷・舌法宛所・舌法耕廻

り・舌法山・川ノ上・川之上・泉ノ本・船形・船石・大サコ・大サコノ上・

大久保・大田荒・大峯ノ下・大薮・谷カ内・谷ガ内・谷ケ内・谷奥・竹ノ向・

中コイノヤブ・中ゴヲト・中ゴヲロ・中西地・中尾里向・長アレ・長尾・田

ノ下・田ノ上・田ノ本・土橋ノ本・東・東向・東向キ・東谷・東地・藤原・

堂ノ浦・堂ノ上・堂浦・道ノ上・道下・鍋良谷山・南コイノヤブ・南野・日

ノ浦・梅屋・白タキ・戊亥山・野地・野地ノ峯・有宮・落合・落合宅地廻り・

林ノ下・戌神屋敷・舩石 

 


