
一ノ角 二ノ角 三ノ角 四ノ角 五ノ角 瀬戸浜 本瀬戸 岩野搦 真鍮 矢竹

蔭 奥野坂 切石谷 多久越 大谷 中道 辻 川副新田

海面 長仙坊 白浜 新浜 大船釣 早里浜 牧島搦 早里崎 吉原 牧

大辺良 椎岩 西園 黒岩崎 田原崎 城山 大音 芋畑 五分ヶ谷 畳瀬

真瀬ヶ浦 弥五ヶ浦 鳥越 松蔭浦 駄禦 境搦 早里 堀切 永浦 上浜

本谷 番屋 原 釘島

大平 大谷 芒原 稗木場 廣川原 中尾 東米山 西米山 大芋 原

三切田 樽浦 此原 百合ノ尾 白岩 堀田 真中 里 宮ノ平 鳥越

宮ノ前 浜田 木須崎

馬伏 名切 藤ノ尾 八反田 竜王岳 道園 向赤木 駄路 上見上 下見上

古戸渡島 戸渡島 兎山 一番新田 二番新田 三番新田 四番新田 清水浦

東 長谷 平野 古瓶屋 清水 辻畑 札ノ元 三反間 浜田 上ノ山

壱本谷 三本谷 瓶屋 二タ又谷 脇田山 繁昌 中山岳

萩ノ元 上岩立 前山 土ノ元 中岩立 弐本櫻 添ヶ倉 岩立 源内 龍玄

抜ノ前 瀬堂 秋内 上ノ間 桐ノ谷 下ノ原 向ェ田 長恩寺 馬卧

陣内 川久保 釜蓋 二本椎 物引 岡

風明 上田 前川原 脇川原 木須道 鬼ノ葛 内笑 堂明 樺ノ木 芦ノ本

岩峰 向 風吹 高尾 矢吹谷 石原川内 太鼓場 平木場 東犬川 永山

西犬川 東田川 神森 戸城 裏川内 葉蓋 学校裏 山ノ神 白野 小物成

六仙寺裏

稗田 庵ノ元 駄道 松ノ木原 尾ノ根 落合原 半ノ尻 池ノ峠 尖山 亀屋道

西大山口 東大山口 不思議谷 勢知山 長田 曲川 打越 知北 山田 戸五良

落合 四郎坊 黒木谷 ツヅラ原 狩立 狸山 提ノ久保 椎木原 今岳

今岳原 柏別 梅ノ木谷 糸屋敷 寺ノ前 堂ノ本 五本松 二本杉 古賀 壱ノ坂

和田 カツ子ヲ 笑川 中道 前山 憩場 猪子谷

浪瀬 戸次郎谷 蔵谷 蜂ノ久保 都川内 牛隠 上原 鳥越

前原 上ノ山 三本杉 辻ノ前 午戻 上ノ原 小式原 辻畑 田中 加志田

堂ノ前 柳町

桟敷 岩谷 上岩谷 大山口 茱萸木 古岩谷 樋渡 城ノ下

報師 黒尾岳 原田 一本谷 円通平 小石原 飛吉 深川内 相ノ木 鼓一

鼓二 狩立三

四本黒木 狩立二 板ノ平 割白 大山 木欒川内 狩立一 三本黒木 堂ノ谷

五本松 三本松 四本松 一本黒木 五本谷四 焼山

東谷 谷馬米二 五本谷三 五本谷二 谷馬米一 馬米 五本谷一

一本椎一 一本椎二 一本椎三 二本椎 三本椎 大谷 四本椎 五本椎 杣麦一 杣麦二

権現谷 二本柳

三本柳一 三本柳二 四本柳一 四本柳二 六本柳一 六本柳二 六本柳三 五本柳 中川原 二本椿

三本椿 四本椿一 四本椿二 五本椿一 五本椿二 栗林 一本松 二本松 三本松

陣内 立石 腰岳 鶯川内 仁田 高尾 粕山 鈴桶 渚 浦山

釜ノ塔 銭亀 広田 通谷 前田 小原 大尾 萱村 大道田 馬場川内

大堤 小敷山 鑵子 野田 長谷 金谷 円造寺 口ノ町

新天町 　 向坂口 坂口 向新田 長筬 竜宮角 中島 葭ノ本 浜ノ浦 土居ノ浦 中井樋

蓮池町 蓮池

東町 新町 幸善町 上仲町 有田町 立町 中町 上下町 今町 山崎町

中下町 浜町 浜ノ浦 上土井町 下町 搦町 下土井町

乙 黒尾町

松島町 一本松 弐本松 三本松 四本松 五本松 六本松 搦 平成２年度

※国土調査法第１９条第５項指定地域の地籍調査は実施していません。

小　　字

昭和５９年度

昭和６０年度
戸ノ須辺古島

町名 大字 調査年度

脇田町 　
昭和６０年度

昭和６１年度

瀬戸町 　

昭和５９年度

昭和５８年度

木須町 　

大坪町

甲 昭和６１年度

乙

昭和６１年度

昭和６２年度

丙

戸次郎堤ノ下

昭和６２年度

伊万里町
甲 平成２年度

平成２年度

大川内町

甲

昭和６３年度

昭和６２年度

二本黒木二 二本黒木一

地籍調査事業実施地区一覧　(旧伊万里町地区）

立花町 　 平成元年度

平成元年度

平成元年度

乙 昭和６３年度

丙 昭和６３年度


