
濡岩 小木原 中久保 中ノ原 大開 寺尾 辻田 柳原 大石ヶ谷 日焼田

犬塚 高岸 柱引 平沢良 杢路寺 鈴桶 法花 多布ノ木 山中 古町

札ノ尾 野副 神林 江湖ノ辻 笹尾 笹尾搦 松尾搦 川宿

中島 古屋田 平町 中町 中口 森町 七田 西原田 橋本 大緑

一本黒木 二本黒木 西尾 風道 釈加堂 中山 大木戸 類正寺 白幡 山ノ下

山川 神ノ原 北古場 長谷平 柳ノ谷 多々良 丹花 浦田 黒木 梅ノ木谷

川原 烏帽子 岩ノ原 桂論坊 福母 松林 前田 大田 大国

赤坂 内ノ馬場 郡薮 中川良 長谷 米ノ山

壱本松 田原 三本松 北川 五本松 徳納 棚古場 炭山 泰門 牛ノ谷

三本杉 中田 廣川 壱本杉 南平 川内 一ノ川 水ノ久保 小川内 中古場

北平 吉野 早ノ川 野副 高飯盛 飯盛 野瀬原 平原

中里乙 南古子 大久保 郷通 壱反田 古子 小向 川向 重ノ橋

白幡 下り松 長浜一 崎山 久左ェ門山 本日尾 本日尾搦 長浜三 長浜二 新浜

浜田 浜頭 祐蔵坊 上白幡二 上白幡一 上ノ原二 上ノ原一 勝田一 勝田二 立部

中土居 北土居 新搦一 新搦三 新搦二 天神搦 奥浦 御山谷

深谷 下山 六本松

日尾 銭亀 日尾崎 夏崎

天神 天神

反り橋 山ノ口 大王 高ノ峯 堺郷 林ノ前 天ヶ渕 遠見場 白岩 持田

小林 引岩 上脇野 西脇野 東脇野 イボリ 永田 辻谷 岩戸山 丸尾

不通一

浦川内 新ヶ江 鍵田 下の前 寺田 浦川内 南ノ原 登り道 不通ノ二

正手 舘 陣内 新田 里 七郎峯 後川 蕨野

大坪 五反間 川向 野入 高原 馬立場 横林 伏原

東大久保 高垣 西上浦丸 西中浦丸 西下浦丸 東下浦丸 東中浦丸 東上浦丸

鹿山 久保 上久保 無通 菅牟田 池の下 平ノ田 山本 池の上 長谷口

小坂 銭瓶 烏帽子 長谷 転石 蜂ノ久保 荒添 堀切 原木 中ノ尾

山角 中野 平野 神山 長尾 小岩 坂口 柴原 大野

山口 妙福寺 大谷 岩の下 平原 上の古場 田ノ上 布落 小川内 角井

長谷 芦宗 永山 清水 大古場 灰木の久保 藤川 松葉 神ノ門 水ノ元

黒谷 柳山 栗山 形人田 日渡 高原 北古場 善道 柳谷 山犬川

中尾原 出口 中田代 三本松 日南川 木綿川 山ノ寺

長尾谷 割川内 壱ノ川 坊主石 ニノ口 惣座 赤岩 有塚 石坂 揚ノ田

酒池 名北 小名川 太田 椿川 辻ノ堂 竹ノ古場

道田 前田 山中 西ノ久保 佐屋 笠山 菖蒲ノ谷 奥蛇古場 桑ノ木原

屋鋪野 橋ノ本 降り道 古田 鋸谷 岩ノ元 瀬ヶ恵 上古場 中古場 下古場

古川久保 下川久保 呂木 鬼石 桑ノ木原 鐘打

梨平 赤畝町 北古場 讃岐 上讃岐 浅古場 岩崎 山崎古場 善久 廣川

多理山 苣の木 鍋倉 槇ノ地 蛇古場 奥蛇古場 西田

小　　字

平成５年度

大久保 平成５年度

川内野 平成６年度

滝川内

平成５年度

平成６年度

平成１１年度

平成１２年度

平成４年度

脇野 平成４年度

平成４年度

里
（千手堂　字変更）

平成５年度

有田四本松 有田五本松

平成３年度

平成１１年度

平成３年度

東山代町

長浜 平成４年度
田土居尻搦

平成４年度

有田一本松

中里甲

大里甲 平成２年度

（船隠　字変更）

大里乙 平成３年度

有田二本松
平成２年度

有田三本松

地籍調査事業実施地区一覧　(西部地区）

町名 大字 調査年度

有田六本松

二里町

八谷搦
伊万里一本松 伊万里弐本松 伊万里三本松



小　　字

地籍調査事業実施地区一覧　(西部地区）

町名 大字 調査年度

保木 徳房 株田 柿ノ田 原の後 原の前 中野 上東 上木和田 下木和田

柏木 宮田 栗山 後古場 橋の本 俵角 尾の上 上松

七田 郷山 中ノ原 大切 菅田 小田代 室 川副 板木 田迎

下古場 東川 磯道 石峰 道越 大丸田

儀丁木 後谷 平古場 登立 狩立 黒岩 西副 善明 柿副 元尾

乙女 早稲田 前田 寺田 筒次郎 尾崎 大田 柿内 五反角 千間田

小群 山川 川渕 園山 三本木 苗代田 古川 中尾 荒次郎 榎木

四本松 上揚 永野

北山 北谷 猪待 與扚 大久保 稗田 清水 雄鶴 寒ノ久保 原

大平 大崩 古木場

尾路崎 古里 駒次郎 苗代田 高群 馬渡 大川口 野林 天神 香椎川

黒藻 黒藻搦 佐代搦 佐代田原 佐代ノ上 蟹喰 栗山 門ノ上

桑阪 平田 藤ノ原 門ノ元 柿田代 小山頭 通リ道 佐代姫 牧ノ地 太田

芦山 八ノ久保 石宗 古賀ノ頭 下古場 岩ノ元 轟木 唐船 蕗原 長久保

押田代 山ノ本 松本 下川 八畝ノ久保 小長田 山ノ中 中島 下リ道 開田

天久保 童川 猿喰 田向 谷川 重古場 上屋敷 馬場 田間 竹原

皮篭石 松尾 小屋敷 大内 津々江 赤坂 尾崎 観音谷 内園 前田

稗田 北田原 浦ノ崎 新搦 原 小松堀 亥ノ子ヶ倉 中ノ谷 頭無 川渕

古川 二度ノ久保 田原 野中 上河原 烏山 平古場 平原 向山

飯盛 馬洗川 城山 間所 水ノ手 官ノ久保 花房 久原川内 西平 筒ノ原

深ヶ沼 上揚 橋ノ本 下場 波佐間 古園 大井手 新田ノ尾 石宗 山ノ神

栗山 三本松 小波瀬 大波瀬 伊勢越 草津 八ノ久保 黒田代 休石 御手水

打越 浜鴫 千把ヶ岳 脇ノ谷 水根出 足山 牧ノ地 城休 追崎 小島

平尾 久保田 駄地 崩岩 藤ノ尾 堀田 矢ノ宗 矢房 原

楠久津 津 新田 茅野搦

大園 下馬場 上馬場 前田 壱ノ坪 櫛ノ木 四軒屋搦 沖ノ田 高原 胸田

鳴石搦一 鳴石搦二 鳴石搦三 湯の谷 切寄 樋渡 山崎 鳥田 杉谷 下福

茅野搦 米倉石 茅野一 浜の田 船原 茅野二 茅野原一 壱尺倍 河井谷 福石

佛尺寺 茅野原二 茅野原 上茅野 高イ山 赤石 峠 辻 立岩 越木嶋

福川内 倉持 永田 船原 畑中 野田 丸木場 奈良原 金戸 大迎

狸藪 堀田 賀老 吉武田 道ノ首 園田 後平 山ノ下 毘沙門谷 白岩

大谷 谷頭 畦の平 吉納家 腹干場 丸峰 見原 城 古場 門石

平谷 大吉 山の上 大櫻 西川内 坪石 岩谷 粕山 柳ノ辻

川口 越差 向ノ平 柴原 大藤 浦野 北平 成原 峰 西山

西田 狩場 川ノ上 北切寄 鳴石 長者

※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。

峰 平成１３年度

平成１２年度

楠久 平成１３年度

福川内 平成１３年度

城 平成１３年度

立岩 平成７年度

（部リ潟　字変更）

久原
平成１２年度

平成１３年度

山代町

東分
平成６年度

水除の一部

水除の一部 平成１２年度

西分 平成７年度

西大久保 平成７年度


