
黒尾岳 庵ノ本 原頭 砥谷 山川 平古場 釼キ 偽ノ谷 多羅古場 大久保

鷹ノ巣 本谷 牛古場 岳野 頭の原 浦形 狼ヶ鞍 上ノ野 中島 谷川

西平越 東平越 上後山 蓑荷谷 下後山 山口 前田 宮野本 鍋通 上牟田原

扇平 下牟田原 灰坊 笹ノ本 山中 廣田 野田 畑開 田出原 浪瀬峠

廣谷 熊ヶ峯 金石原

西ノ間 山添 南谷 上高尾 下高尾 空道 下冥加谷 宮ノ元 鍋ノ原 内屋鋪

島崎 井手の上

稗古場 庵屋敷 小川 久良木 風巾 餅田 下熊峯 廣川 大谷 真坂

三百田 梅ノ木 黒石 道祖 井手川内 三本松 辻 稗谷 勝負谷 天道

筆ヶ谷 阿坊

十兵衛裏 屋南場 宿浦 中山 寺ノ元 大光寺 馬頭元 中溝 観音の元 上原

丸山 橋ノ元 見上野 城山 名荷谷 大藤 管の谷 鳥越 古場田 案の山

下平 松の元 櫻ノ元 大清水 平古場 （原の前） 高尾 後田 堂山 瓶山

館中山 中島 古宮 射場元 管牟田 八反角

下朝追 上朝追 下猪洗川 上猪洗川 北野 椎木谷 幸平 屋代古場 北川 鹿路

長谷 宿山 遠ノ尾 吉野 高瀬 美南毛 大曲 中渡瀬 萩ノ尾 堂面

下タ川 四本杉 川原田

下ノ原 境川 井手ノ原 黒木谷 午房 道園 坂ノ下 樋ノ口 岩野 稗田

達磨 川頭 米ノ山 東岳 丸熊 梅ノ坂 中ノ間 大谷 馬場田 松原

屏風ノ尾 平田 大畑 櫻並 泉水 桑原 野中 惣五郎 榎平 坂口

西岳 庵ノ上 畑原 平松 端ノ谷 倉瀬戸 四太郎 鴨之助 大山口

岩ハエ 善徳 田川丸 山手 湯舟 追風 中島 黒川

石橋 中山 一本杉 北中 薮ノ内 水持 長野 赤坂

シガラミ 中通 淀姫 八ツ江 原田 熊 伏熊 久保ノ前 地蔵 狩立

上灰川 下灰川 砥石 原 大辻 通山 道ノ上 厚朴 片竹 中ノ辻

町裏 堀切 馬場 陣ノ内 町 溝田 皆木 川原田 畑ヶ田

長野 佐次郎 留田 箱場 浦田 大谷 白木谷 枇杷木 尾坂原 尾坂

神谷 空毛 川原 辻 松原 畑ヶ田 大和須田 原 片草 井手ノ原

車木 中ノ間 舘 江湖 太々良

寺野 烏帽子 水上 永田 楠田 船倉 丸田 岩野 大谷 瑞泉寺

峠 横尾 龍神 相ノ谷 平田 古城 構 川島 峰鶴 大田代

高名畑 深瀬 峰

烏泊 松ノ尾 上鶴 松土井 宮ノ下 椎立 平野 石木 駒鳴峠 二本松

立山 白岩 小﨑

石坂 山ノ神 岩ノ下 白木鶴 網立 西新田 東新田 前田 白木 小田

以後の平 芳ノ谷 水穴 大平 下須ノ木

穴嶽 大光 西本谷 原 中原 桑原 道ノ下 浅見

平河 平木場 丸野 日ノ河内 竹野 大谷 長田 坂口 桑ノ谷 城野

立河 烏帽子嶽 札ノ元 内山

平木場 内山 ブルメキ 柳田

浦田 ウドロ 中新田 中木場 熊五郎 下手附 柳ノ氏 中手附 町ノ田 上手附

長原 一ノ谷 米ノ山 横平

十夜川内 片草 高見 筒江 弥十郎 和田 志川内 北田代 岩野 西

山田 牟田良 川原 田代 前坂 船ノ元 拝川 上ノ辻 箭竹 乾鼓岳

神林 界川 向拝川 小吹 中ノ木場 向木場 芳ノ谷 尾ノ上 段ノ河内

地籍調査事業実施地区一覧　(東部地区）

町名 大字 調査年度

松浦町

中野原 平成８年度

　山形

平成８年度

平成９年度

桃川

平成９年度

平成１０年度

提川 平成１０年

大川町

大川野

眉山の一部

平成１４年度

原口の一部

眉山の一部 原口の一部

東本谷の一部 平成１７年度

平成１７年度

川原 平成１４年度

川西

平成１４年度

平成１５年度

駒鳴

平成１５年度

平成１６年度

立川

東本谷の一部

平成１６年度

平成１７年度

東田代 平成１７年度

山口

平成１６年度

小　　字



地籍調査事業実施地区一覧　(東部地区）

町名 大字 調査年度小　　字

樽山 車木 鳥帽子 大石ヶ倉 大山口 柳ノ谷 大久保 平原 佩川 牟田谷

葭ノ谷 城名 山ノ下 井手ノ谷 小豆ノ尾 抜ノ平 笹ノ谷 田ノ尻 大谷 八番目

谷口 練立 向田 札ノ尾 楠木場 瀬戸首 城谷 花畠 大谷 井手口

中田 廣田 中沼 開田 萩城野 下田 富士野 葭牟田 下ノ原 天堤

小麦原 坂ノ下 清當原 柴草摘 井手ノ原 中野原 畑ヶ田 杉田代

堀田 走落 一本松 大谷 木場谷 山中 前田 芋洗 六助谷 椎峰山

佛谷 東谷 向坂 吉野本 新道 垣ノ内 樋ノ谷 石原 庵ノ山 持田

向田 大原 古椎峯 葭谷 池ノ峠

葉山 大坂 小原 長田 道源 櫻ノ峠 平松 新屋敷

乙房 太次郎 上万場 下万場 大田代

渕ノ上 山ノ上 野中 上野中 島田 田ノ尻 横尾 遠見場 前田

大場山 大川谷 山ノ口 七郎渕 柳ノ谷 七曲り 本首 開田 椵木谷 長田

八ツ森 橋住

中三操屋 長峰 上三操屋 萬藏山 清水原 大平 辺古ノ尾 桑ノ木原 ハエノ木 高尾

下長野 長野 横尾 答岩 鈴ヶ谷 平田 古場 銭石 下平古場上平古場

貝内川内 兎戸平 土井ノ下 松ノ尾 黒牟田 山済 谷山 夫婦石 兎田 下河原

土井ノ上 山久保 楠木原 長尾 櫻ノ谷 神田 平松 原 上項 一ノ間

立石 新久田 松ノ本 杉ノ本 鶴ノ原 石井手 松原 京ノ峰 中ノ原 下ノ原

赤坂 鳥居原 畠道 中木場 宮司 下対 上対 裏ノ原

深瀬

黒川内 奥ノ木場 古畠 角搗 二東谷 神山谷 櫓切 昆琶石

古川 大木場 秋葉谷 知者ノ木谷板屋川内 岩坂 東田原 大前田 宇登山 梅ノ木谷

前平 馬ノ子谷 下田原

大曲 裏ノ原 中原 多知 辻

見向 仲尾 赤栄 牟田 塚口 瓜戸 山際 東ノ前 丸尾 西

仲田 清水 松崎 菅牟田 大尾 前平

古里 向原 山ノ後 山ノ口 広川原 広田 後口谷

谷口 高尾 廣田 ユキゾノ 立山 下平原 大ブケ 杖田 大尾 中石坂

山ノ田 蕗木場 後川内 大谷 神山原 壱ノ坂 鷹ノ巣 持石 御谷 子安

井手口原 コグエ 辻 原 開田

古川 平成１７年度

平成１８年度

笠椎 平成１８年度

府招
平成１８年度船川の一部 伊万里道の一部

古道の一部

船川の一部 伊万里道の一部 古道の一部 平成２１年度

大川原

平成１８年度

平成１９年度

原屋敷 平成１９年度

井手野

平成１９年度中川原の一部

瑞山の一部

中川原の一部

高瀬

平成１９年度

平成２０年度

平成２０年度

水留 平成２０年度

南波多町

※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。

平成２０年度

平成２１年度

重橋 平成２１年度

平成２１年度

端山（Ｈ１９）の一部 平成２６年度


