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新市の住所表示 

 

西尾市、幡豆郡一色町、幡豆郡吉良町及び幡豆郡幡豆町の合併により、平成23

年4月1日から、住所表示が以下のとおり変更となります。 

なお、合併による郵便番号及び電話番号の変更はありません。 

 

１ 現在の西尾市においては、変更はありません。 

 

２ 現在の一色町における変更点(次表のとおり) 

①「幡豆郡」を「西尾市」に置き換え、「大字」「字」を削除し字名とします。 

②地番は、従来のままで変更がありません。 

 

合 併 前 合 併 後 

幡豆郡一色町大字赤羽字後田 西尾市一色町赤羽後田 

幡豆郡一色町大字赤羽字内川 西尾市一色町赤羽内川 

幡豆郡一色町大字赤羽字遠ノ子 西尾市一色町赤羽遠ノ子 

幡豆郡一色町大字赤羽字大戸前川向 西尾市一色町赤羽大戸前川向 

幡豆郡一色町大字赤羽字上郷中 西尾市一色町赤羽上郷中 

幡豆郡一色町大字赤羽字上割 西尾市一色町赤羽上割 

幡豆郡一色町大字赤羽字河田 西尾市一色町赤羽河田 

幡豆郡一色町大字赤羽字北荒子 西尾市一色町赤羽北荒子 

幡豆郡一色町大字赤羽字郷中 西尾市一色町赤羽郷中 

幡豆郡一色町大字赤羽字下川田 西尾市一色町赤羽下川田 

幡豆郡一色町大字赤羽字下郷中 西尾市一色町赤羽下郷中 

幡豆郡一色町大字赤羽字城ケ下 西尾市一色町赤羽城ケ下 

幡豆郡一色町大字赤羽字西乾地 西尾市一色町赤羽西乾地 

幡豆郡一色町大字赤羽字西下浜 西尾市一色町赤羽西下浜 

幡豆郡一色町大字赤羽字浜田 西尾市一色町赤羽浜田 

幡豆郡一色町大字赤羽字浜割 西尾市一色町赤羽浜割 

幡豆郡一色町大字赤羽字稗田 西尾市一色町赤羽稗田 

幡豆郡一色町大字赤羽字東乾地 西尾市一色町赤羽東乾地 

幡豆郡一色町大字赤羽字二ツ合 西尾市一色町赤羽二ツ合 

幡豆郡一色町大字赤羽字本川 西尾市一色町赤羽本川 

幡豆郡一色町大字赤羽字水出 西尾市一色町赤羽水出 

幡豆郡一色町大字赤羽字南荒子 西尾市一色町赤羽南荒子 

幡豆郡一色町大字味浜字後田 西尾市一色町味浜後田 

幡豆郡一色町大字味浜字江向 西尾市一色町味浜江向 

幡豆郡一色町大字味浜字上川田 西尾市一色町味浜上川田 
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幡豆郡一色町大字味浜字上乾地 西尾市一色町味浜上乾地 

幡豆郡一色町大字味浜字上長割 西尾市一色町味浜上長割 

幡豆郡一色町大字味浜字上浜 西尾市一色町味浜上浜 

幡豆郡一色町大字味浜字乾地 西尾市一色町味浜乾地 

幡豆郡一色町大字味浜字北乾地 西尾市一色町味浜北乾地 

幡豆郡一色町大字味浜字古新 西尾市一色町味浜古新 

幡豆郡一色町大字味浜字下川田 西尾市一色町味浜下川田 

幡豆郡一色町大字味浜字下郷 西尾市一色町味浜下郷 

幡豆郡一色町大字味浜字堤西 西尾市一色町味浜堤西 

幡豆郡一色町大字味浜字堤東 西尾市一色町味浜堤東 

幡豆郡一色町大字味浜字中乾地 西尾市一色町味浜中乾地 

幡豆郡一色町大字味浜字中切 西尾市一色町味浜中切 

幡豆郡一色町大字味浜字中長割 西尾市一色町味浜中長割 

幡豆郡一色町大字味浜字長割 西尾市一色町味浜長割 

幡豆郡一色町大字味浜字成輪 西尾市一色町味浜成輪 

幡豆郡一色町大字味浜字西乾地 西尾市一色町味浜西乾地 

幡豆郡一色町大字味浜字東乾地 西尾市一色町味浜東乾地 

幡豆郡一色町大字味浜字東下浜 西尾市一色町味浜東下浜 

幡豆郡一色町大字味浜字屋敷割 西尾市一色町味浜屋敷割 

幡豆郡一色町大字味浜字屋下 西尾市一色町味浜屋下 

幡豆郡一色町大字生田字案子東 西尾市一色町生田案子東 

幡豆郡一色町大字生田字一ノ切 西尾市一色町生田一ノ切 

幡豆郡一色町大字生田字一ノ割 西尾市一色町生田一ノ割 

幡豆郡一色町大字生田字古浜東 西尾市一色町生田古浜東 

幡豆郡一色町大字生田字千生新田 西尾市一色町生田千生新田 

幡豆郡一色町大字生田字竹生新田 西尾市一色町生田竹生新田 

幡豆郡一色町大字生田字中萱野 西尾市一色町生田中萱野 

幡豆郡一色町大字生田字西萱野 西尾市一色町生田西萱野 

幡豆郡一色町大字生田字西高前 西尾市一色町生田西高前 

幡豆郡一色町大字生田字東萱野 西尾市一色町生田東萱野 

幡豆郡一色町大字生田字真野新田 西尾市一色町生田真野新田 

幡豆郡一色町大字生田字宮西 西尾市一色町生田宮西 

幡豆郡一色町大字生田字宮東 西尾市一色町生田宮東 

幡豆郡一色町大字池田字池丑新田 西尾市一色町池田池丑新田 

幡豆郡一色町大字池田字市場 西尾市一色町池田市場 

幡豆郡一色町大字池田字丑新田 西尾市一色町池田丑新田 

幡豆郡一色町大字池田字後河 西尾市一色町池田後河 

幡豆郡一色町大字池田字埋田 西尾市一色町池田埋田 

幡豆郡一色町大字池田字大野内 西尾市一色町池田大野内 

幡豆郡一色町大字池田字上河田 西尾市一色町池田上河田 

幡豆郡一色町大字池田字郷戸後 西尾市一色町池田郷戸後 

幡豆郡一色町大字池田字権現 西尾市一色町池田権現 

幡豆郡一色町大字池田字三町田 西尾市一色町池田三町田 
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幡豆郡一色町大字池田字下河田 西尾市一色町池田下河田 

幡豆郡一色町大字池田字須合 西尾市一色町池田須合 

幡豆郡一色町大字池田字反渕 西尾市一色町池田反渕 

幡豆郡一色町大字池田字寺後 西尾市一色町池田寺後 

幡豆郡一色町大字池田字寺西 西尾市一色町池田寺西 

幡豆郡一色町大字池田字天神西 西尾市一色町池田天神西 

幡豆郡一色町大字池田字永筬 西尾市一色町池田永筬 

幡豆郡一色町大字池田字西荒子 西尾市一色町池田西荒子 

幡豆郡一色町大字池田字西八反 西尾市一色町池田西八反 

幡豆郡一色町大字池田字二反田 西尾市一色町池田二反田 

幡豆郡一色町大字池田字八王寺 西尾市一色町池田八王寺 

幡豆郡一色町大字池田字東八反 西尾市一色町池田東八反 

幡豆郡一色町大字池田字松原 西尾市一色町池田松原 

幡豆郡一色町大字池田字松節 西尾市一色町池田松節 

幡豆郡一色町大字池田字御堂回 西尾市一色町池田御堂回 

幡豆郡一色町大字池田字宮前 西尾市一色町池田宮前 

幡豆郡一色町大字池田字宮回 西尾市一色町池田宮回 

幡豆郡一色町大字池田字弥惣 西尾市一色町池田弥惣 

幡豆郡一色町大字池田字友伝 西尾市一色町池田友伝 

幡豆郡一色町大字一色字亥新田 西尾市一色町一色亥新田 

幡豆郡一色町大字一色字市助 西尾市一色町一色市助 

幡豆郡一色町大字一色字伊那跨 西尾市一色町一色伊那跨 

幡豆郡一色町大字一色字上屋敷 西尾市一色町一色上屋敷 

幡豆郡一色町大字一色字乾地 西尾市一色町一色乾地 

幡豆郡一色町大字一色字古新田 西尾市一色町一色古新田 

幡豆郡一色町大字一色字五町分 西尾市一色町一色五町分 

幡豆郡一色町大字一色字下乾地 西尾市一色町一色下乾地 

幡豆郡一色町大字一色字下屋敷 西尾市一色町一色下屋敷 

幡豆郡一色町大字一色字中屋敷 西尾市一色町一色中屋敷 

幡豆郡一色町大字一色字西荒子 西尾市一色町一色西荒子 

幡豆郡一色町大字一色字西塩浜 西尾市一色町一色西塩浜 

幡豆郡一色町大字一色字西屋敷 西尾市一色町一色西屋敷 

幡豆郡一色町大字一色字番城 西尾市一色町一色番城 

幡豆郡一色町大字一色字東荒子 西尾市一色町一色東荒子 

幡豆郡一色町大字一色字東上二割 西尾市一色町一色東上二割 

幡豆郡一色町大字一色字東塩浜 西尾市一色町一色東塩浜 

幡豆郡一色町大字一色字東下二割 西尾市一色町一色東下二割 

幡豆郡一色町大字一色字東前新田 西尾市一色町一色東前新田 

幡豆郡一色町大字一色字未荒子 西尾市一色町一色未荒子 

幡豆郡一色町大字一色字船入 西尾市一色町一色船入 

幡豆郡一色町大字一色字前新田 西尾市一色町一色前新田 

幡豆郡一色町大字一色字松荒子 西尾市一色町一色松荒子 

幡豆郡一色町大字一色字間浜畑 西尾市一色町一色間浜畑 



 ４

幡豆郡一色町大字一色字南屋敷 西尾市一色町一色南屋敷 

幡豆郡一色町大字一色字宮添 西尾市一色町一色宮添 

幡豆郡一色町大字一色字山荒子 西尾市一色町一色山荒子 

幡豆郡一色町大字大塚字相丸 西尾市一色町大塚相丸 

幡豆郡一色町大字大塚字赤西 西尾市一色町大塚赤西 

幡豆郡一色町大字大塚字伊佐新田 西尾市一色町大塚伊佐新田 

幡豆郡一色町大字大塚字稲場 西尾市一色町大塚稲場 

幡豆郡一色町大字大塚字井ノ下 西尾市一色町大塚井ノ下 

幡豆郡一色町大字大塚字上野新田 西尾市一色町大塚上野新田 

幡豆郡一色町大字大塚字大坪 西尾市一色町大塚大坪 

幡豆郡一色町大字大塚字金田 西尾市一色町大塚金田 

幡豆郡一色町大字大塚字上古新 西尾市一色町大塚上古新 

幡豆郡一色町大字大塚字河田 西尾市一色町大塚河田 

幡豆郡一色町大字大塚字下古新 西尾市一色町大塚下古新 

幡豆郡一色町大字大塚字惣池 西尾市一色町大塚惣池 

幡豆郡一色町大字大塚字竹荒井 西尾市一色町大塚竹荒井 

幡豆郡一色町大字大塚字手作 西尾市一色町大塚手作 

幡豆郡一色町大字大塚字長池 西尾市一色町大塚長池 

幡豆郡一色町大字大塚字西相丸 西尾市一色町大塚西相丸 

幡豆郡一色町大字大塚字西池 西尾市一色町大塚西池 

幡豆郡一色町大字大塚字浜田 西尾市一色町大塚浜田 

幡豆郡一色町大字大塚字七反 西尾市一色町大塚七反 

幡豆郡一色町大字大塚字古川 西尾市一色町大塚古川 

幡豆郡一色町大字大塚字古野 西尾市一色町大塚古野 

幡豆郡一色町大字大塚字宮前 西尾市一色町大塚宮前 

幡豆郡一色町大字開正字荒田 西尾市一色町開正荒田 

幡豆郡一色町大字開正字大江 西尾市一色町開正大江 

幡豆郡一色町大字開正字川田 西尾市一色町開正川田 

幡豆郡一色町大字開正字河原畑 西尾市一色町開正河原畑 

幡豆郡一色町大字開正字北江 西尾市一色町開正北江 

幡豆郡一色町大字開正字北縄 西尾市一色町開正北縄 

幡豆郡一色町大字開正字行用前 西尾市一色町開正行用前 

幡豆郡一色町大字開正字荒神坪 西尾市一色町開正荒神坪 

幡豆郡一色町大字開正字細工屋敷 西尾市一色町開正細工屋敷 

幡豆郡一色町大字開正字三右 西尾市一色町開正三右 

幡豆郡一色町大字開正字下ノ郷 西尾市一色町開正下ノ郷 

幡豆郡一色町大字開正字杉浦 西尾市一色町開正杉浦 

幡豆郡一色町大字開正字杉浦新田 西尾市一色町開正杉浦新田 

幡豆郡一色町大字開正字出口 西尾市一色町開正出口 

幡豆郡一色町大字開正字長刀曲輪 西尾市一色町開正長刀曲輪 

幡豆郡一色町大字開正字西縄 西尾市一色町開正西縄 

幡豆郡一色町大字開正字橋上 西尾市一色町開正橋上 

幡豆郡一色町大字開正字末宝 西尾市一色町開正末宝 
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幡豆郡一色町大字開正字三ツ井前 西尾市一色町開正三ツ井前 

幡豆郡一色町大字開正字村西 西尾市一色町開正村西 

幡豆郡一色町大字開正字屋敷 西尾市一色町開正屋敷 

幡豆郡一色町大字開正字屋敷曲輪 西尾市一色町開正屋敷曲輪 

幡豆郡一色町大字開正字弥助田 西尾市一色町開正弥助田 

幡豆郡一色町大字開正字與七 西尾市一色町開正與七 

幡豆郡一色町大字小薮字会所前 西尾市一色町小薮会所前 

幡豆郡一色町大字小薮字会所前下 西尾市一色町小薮会所前下 

幡豆郡一色町大字小薮字五町分 西尾市一色町小薮五町分 

幡豆郡一色町大字小薮字塩浜下 西尾市一色町小薮塩浜下 

幡豆郡一色町大字小薮字清水上 西尾市一色町小薮清水上 

幡豆郡一色町大字小薮字清水下 西尾市一色町小薮清水下 

幡豆郡一色町大字小薮字西五町分 西尾市一色町小薮西五町分 

幡豆郡一色町大字小薮字東実録 西尾市一色町小薮東実録 

幡豆郡一色町大字小薮字船江西 西尾市一色町小薮船江西 

幡豆郡一色町大字小薮字船江東 西尾市一色町小薮船江東 

幡豆郡一色町大字小薮字宮西 西尾市一色町小薮宮西 

幡豆郡一色町大字小薮字宮前 西尾市一色町小薮宮前 

幡豆郡一色町大字小薮字宮前下 西尾市一色町小薮宮前下 

幡豆郡一色町大字小薮字用水 西尾市一色町小薮用水 

幡豆郡一色町大字小薮字用水下 西尾市一色町小薮用水下 

幡豆郡一色町大字小薮字横手 西尾市一色町小薮横手 

幡豆郡一色町大字坂田新田字沖向 西尾市一色町坂田新田沖向 

幡豆郡一色町大字坂田新田字御境 西尾市一色町坂田新田御境 

幡豆郡一色町大字坂田新田字小家前 西尾市一色町坂田新田小家前 

幡豆郡一色町大字坂田新田字築合 西尾市一色町坂田新田築合 

幡豆郡一色町大字坂田新田字西江 西尾市一色町坂田新田西江 

幡豆郡一色町大字酒手島字鳥山新田 西尾市一色町酒手島鳥山新田 

幡豆郡一色町大字酒手島字鳥山中通 西尾市一色町酒手島鳥山中通 

幡豆郡一色町大字酒手島字鳥山西通 西尾市一色町酒手島鳥山西通 

幡豆郡一色町大字酒手島字鳥山東通 西尾市一色町酒手島鳥山東通 

幡豆郡一色町大字酒手島字鳥山屋敷 西尾市一色町酒手島鳥山屋敷 

幡豆郡一色町大字酒手島字西上通 西尾市一色町酒手島西上通 

幡豆郡一色町大字酒手島字西芝野通 西尾市一色町酒手島西芝野通 

幡豆郡一色町大字酒手島字西下通 西尾市一色町酒手島西下通 

幡豆郡一色町大字酒手島字西中通 西尾市一色町酒手島西中通 

幡豆郡一色町大字酒手島字西前通 西尾市一色町酒手島西前通 

幡豆郡一色町大字酒手島字東上通 西尾市一色町酒手島東上通 

幡豆郡一色町大字酒手島字東芝野通 西尾市一色町酒手島東芝野通 

幡豆郡一色町大字酒手島字東下通 西尾市一色町酒手島東下通 

幡豆郡一色町大字酒手島字東中通 西尾市一色町酒手島東中通 

幡豆郡一色町大字酒手島字東前通 西尾市一色町酒手島東前通 

幡豆郡一色町大字佐久島字秋葉山 西尾市一色町佐久島秋葉山 



 ６

幡豆郡一色町大字佐久島字足亀 西尾市一色町佐久島足亀 

幡豆郡一色町大字佐久島字石垣 西尾市一色町佐久島石垣 

幡豆郡一色町大字佐久島字逸崎 西尾市一色町佐久島逸崎 

幡豆郡一色町大字佐久島字入ケ浦 西尾市一色町佐久島入ケ浦 

幡豆郡一色町大字佐久島字後口 西尾市一色町佐久島後口 

幡豆郡一色町大字佐久島字江名 西尾市一色町佐久島江名 

幡豆郡一色町大字佐久島字遠田山 西尾市一色町佐久島遠田山 

幡豆郡一色町大字佐久島字大島 西尾市一色町佐久島大島 

幡豆郡一色町大字佐久島字大山 西尾市一色町佐久島大山 

幡豆郡一色町大字佐久島字小浜 西尾市一色町佐久島小浜 

幡豆郡一色町大字佐久島字掛梨 西尾市一色町佐久島掛梨 

幡豆郡一色町大字佐久島字影無 西尾市一色町佐久島影無 

幡豆郡一色町大字佐久島字上遠田 西尾市一色町佐久島上遠田 

幡豆郡一色町大字佐久島字久保井 西尾市一色町佐久島久保井 

幡豆郡一色町大字佐久島字古々畑 西尾市一色町佐久島古々畑 

幡豆郡一色町大字佐久島字重貫 西尾市一色町佐久島重貫 

幡豆郡一色町大字佐久島字下遠田 西尾市一色町佐久島下遠田 

幡豆郡一色町大字佐久島字白浜 西尾市一色町佐久島白浜 

幡豆郡一色町大字佐久島字外浦 西尾市一色町佐久島外浦 

幡豆郡一色町大字佐久島字立岩 西尾市一色町佐久島立岩 

幡豆郡一色町大字佐久島字丹梨 西尾市一色町佐久島丹梨 

幡豆郡一色町大字佐久島字珍蒔 西尾市一色町佐久島珍蒔 

幡豆郡一色町大字佐久島字筒島 西尾市一色町佐久島筒島 

幡豆郡一色町大字佐久島字土井木 西尾市一色町佐久島土井木 

幡豆郡一色町大字佐久島字中野 西尾市一色町佐久島中野 

幡豆郡一色町大字佐久島字中屋敷 西尾市一色町佐久島中屋敷 

幡豆郡一色町大字佐久島字波ケ崎 西尾市一色町佐久島波ケ崎 

幡豆郡一色町大字佐久島字新谷 西尾市一色町佐久島新谷 

幡豆郡一色町大字佐久島字西側 西尾市一色町佐久島西側 

幡豆郡一色町大字佐久島字西平地 西尾市一色町佐久島西平地 

幡豆郡一色町大字佐久島字西屋敷 西尾市一色町佐久島西屋敷 

幡豆郡一色町大字佐久島字半内 西尾市一色町佐久島半内 

幡豆郡一色町大字佐久島字東浦 西尾市一色町佐久島東浦 

幡豆郡一色町大字佐久島字東側 西尾市一色町佐久島東側 

幡豆郡一色町大字佐久島字東海道 西尾市一色町佐久島東海道 

幡豆郡一色町大字佐久島字東屋敷 西尾市一色町佐久島東屋敷 

幡豆郡一色町大字佐久島字平古 西尾市一色町佐久島平古 

幡豆郡一色町大字佐久島字平地 西尾市一色町佐久島平地 

幡豆郡一色町大字佐久島字富士山 西尾市一色町佐久島富士山 

幡豆郡一色町大字佐久島字前田 西尾市一色町佐久島前田 

幡豆郡一色町大字佐久島字松葉 西尾市一色町佐久島松葉 

幡豆郡一色町大字佐久島字山ノ田 西尾市一色町佐久島山ノ田 

幡豆郡一色町大字治明字石塚 西尾市一色町治明石塚 
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幡豆郡一色町大字治明字一本木 西尾市一色町治明一本木 

幡豆郡一色町大字治明字丑北 西尾市一色町治明丑北 

幡豆郡一色町大字治明字丑新田北ノ切 西尾市一色町治明丑新田北ノ切 

幡豆郡一色町大字治明字丑新田中ノ切 西尾市一色町治明丑新田中ノ切 

幡豆郡一色町大字治明字丑新田南ノ切 西尾市一色町治明丑新田南ノ切 

幡豆郡一色町大字治明字丑中 西尾市一色町治明丑中 

幡豆郡一色町大字治明字丑南 西尾市一色町治明丑南 

幡豆郡一色町大字治明字大江 西尾市一色町治明大江 

幡豆郡一色町大字治明字大戸前 西尾市一色町治明大戸前 

幡豆郡一色町大字治明字川田 西尾市一色町治明川田 

幡豆郡一色町大字治明字北ス 西尾市一色町治明北ス 

幡豆郡一色町大字治明字北通縄 西尾市一色町治明北通縄 

幡豆郡一色町大字治明字北浜 西尾市一色町治明北浜 

幡豆郡一色町大字治明字北屋敷 西尾市一色町治明北屋敷 

幡豆郡一色町大字治明字狐島 西尾市一色町治明狐島 

幡豆郡一色町大字治明字九平山 西尾市一色町治明九平山 

幡豆郡一色町大字治明字古畔 西尾市一色町治明古畔 

幡豆郡一色町大字治明字郷後 西尾市一色町治明郷後 

幡豆郡一色町大字治明字社後 西尾市一色町治明社後 

幡豆郡一色町大字治明字社西 西尾市一色町治明社西 

幡豆郡一色町大字治明字新切 西尾市一色町治明新切 

幡豆郡一色町大字治明字銭成 西尾市一色町治明銭成 

幡豆郡一色町大字治明字出口 西尾市一色町治明出口 

幡豆郡一色町大字治明字通縄 西尾市一色町治明通縄 

幡豆郡一色町大字治明字中切 西尾市一色町治明中切 

幡豆郡一色町大字治明字西側 西尾市一色町治明西側 

幡豆郡一色町大字治明字東側 西尾市一色町治明東側 

幡豆郡一色町大字治明字東川田 西尾市一色町治明東川田 

幡豆郡一色町大字治明字本地 西尾市一色町治明本地 

幡豆郡一色町大字治明字宮後 西尾市一色町治明宮後 

幡豆郡一色町大字治明字村前 西尾市一色町治明村前 

幡豆郡一色町大字治明字屋敷 西尾市一色町治明屋敷 

幡豆郡一色町大字千間字戌改上 西尾市一色町千間戌改上 

幡豆郡一色町大字千間字戌改下 西尾市一色町千間戌改下 

幡豆郡一色町大字千間字上通中 西尾市一色町千間上通中 

幡豆郡一色町大字千間字上通西 西尾市一色町千間上通西 

幡豆郡一色町大字千間字上通東 西尾市一色町千間上通東 

幡豆郡一色町大字千間字古浜 西尾市一色町千間古浜 

幡豆郡一色町大字千間字小柳 西尾市一色町千間小柳 

幡豆郡一色町大字千間字下通中 西尾市一色町千間下通中 

幡豆郡一色町大字千間字下通西 西尾市一色町千間下通西 

幡豆郡一色町大字千間字下通東 西尾市一色町千間下通東 

幡豆郡一色町大字千間字千生新田 西尾市一色町千間千生新田 
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幡豆郡一色町大字千間字屋舗通 西尾市一色町千間屋舗通 

幡豆郡一色町大字惣五郎字上大山 西尾市一色町惣五郎上大山 

幡豆郡一色町大字惣五郎字笹山 西尾市一色町惣五郎笹山 

幡豆郡一色町大字惣五郎字笹山西 西尾市一色町惣五郎笹山西 

幡豆郡一色町大字惣五郎字下大山 西尾市一色町惣五郎下大山 

幡豆郡一色町大字惣五郎字新田 西尾市一色町惣五郎新田 

幡豆郡一色町大字惣五郎字西浦 西尾市一色町惣五郎西浦 

幡豆郡一色町大字惣五郎字宮前 西尾市一色町惣五郎宮前 

幡豆郡一色町大字惣五郎字屋敷 西尾市一色町惣五郎屋敷 

幡豆郡一色町大字対米字市場口 西尾市一色町対米市場口 

幡豆郡一色町大字対米字丑新田 西尾市一色町対米丑新田 

幡豆郡一色町大字対米字後川 西尾市一色町対米後川 

幡豆郡一色町大字対米字雨溜 西尾市一色町対米雨溜 

幡豆郡一色町大字対米字大屋敷 西尾市一色町対米大屋敷 

幡豆郡一色町大字対米字蒲池 西尾市一色町対米蒲池 

幡豆郡一色町大字対米字九郎左 西尾市一色町対米九郎左 

幡豆郡一色町大字対米字五太 西尾市一色町対米五太 

幡豆郡一色町大字対米字三斗蒔 西尾市一色町対米三斗蒔 

幡豆郡一色町大字対米字洲田 西尾市一色町対米洲田 

幡豆郡一色町大字対米字辻田 西尾市一色町対米辻田 

幡豆郡一色町大字対米字堤堪 西尾市一色町対米堤堪 

幡豆郡一色町大字対米字寺前 西尾市一色町対米寺前 

幡豆郡一色町大字対米字長池 西尾市一色町対米長池 

幡豆郡一色町大字対米字中野 西尾市一色町対米中野 

幡豆郡一色町大字対米字念仏 西尾市一色町対米念仏 

幡豆郡一色町大字対米字東蒲池 西尾市一色町対米東蒲池 

幡豆郡一色町大字対米字七蒲池 西尾市一色町対米七蒲池 

幡豆郡一色町大字対米字七古新田 西尾市一色町対米七古新田 

幡豆郡一色町大字対米字船原 西尾市一色町対米船原 

幡豆郡一色町大字中外沢字壱町割 西尾市一色町中外沢壱町割 

幡豆郡一色町大字中外沢字イノ割 西尾市一色町中外沢イノ割 

幡豆郡一色町大字中外沢字上大割 西尾市一色町中外沢上大割 

幡豆郡一色町大字中外沢字上銭成 西尾市一色町中外沢上銭成 

幡豆郡一色町大字中外沢字上羽瀬 西尾市一色町中外沢上羽瀬 

幡豆郡一色町大字中外沢字五町分 西尾市一色町中外沢五町分 

幡豆郡一色町大字中外沢字自休 西尾市一色町中外沢自休 

幡豆郡一色町大字中外沢字下大割 西尾市一色町中外沢下大割 

幡豆郡一色町大字中外沢字下銭成 西尾市一色町中外沢下銭成 

幡豆郡一色町大字中外沢字下長割 西尾市一色町中外沢下長割 

幡豆郡一色町大字中外沢字下羽瀬 西尾市一色町中外沢下羽瀬 

幡豆郡一色町大字中外沢字下割 西尾市一色町中外沢下割 

幡豆郡一色町大字中外沢字外割 西尾市一色町中外沢外割 

幡豆郡一色町大字中外沢字中大割 西尾市一色町中外沢中大割 
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幡豆郡一色町大字中外沢字長洲 西尾市一色町中外沢長洲 

幡豆郡一色町大字中外沢字中割 西尾市一色町中外沢中割 

幡豆郡一色町大字中外沢字二割 西尾市一色町中外沢二割 

幡豆郡一色町大字中外沢字元銭成 西尾市一色町中外沢元銭成 

幡豆郡一色町大字中外沢字ロノ割 西尾市一色町中外沢ロノ割 

幡豆郡一色町大字野田字上野田 西尾市一色町野田上野田 

幡豆郡一色町大字野田字小島口 西尾市一色町野田小島口 

幡豆郡一色町大字野田字下野田 西尾市一色町野田下野田 

幡豆郡一色町大字野田字堤外 西尾市一色町野田堤外 

幡豆郡一色町大字野田字中野田 西尾市一色町野田中野田 

幡豆郡一色町大字野田字寄神 西尾市一色町野田寄神 

幡豆郡一色町大字藤江字大山 西尾市一色町藤江大山 

幡豆郡一色町大字藤江字上西 西尾市一色町藤江上西 

幡豆郡一色町大字藤江字上東 西尾市一色町藤江上東 

幡豆郡一色町大字藤江字上元〆 西尾市一色町藤江上元〆 

幡豆郡一色町大字藤江字蛇池 西尾市一色町藤江蛇池 

幡豆郡一色町大字藤江字惣助割 西尾市一色町藤江惣助割 

幡豆郡一色町大字藤江字東新切 西尾市一色町藤江東新切 

幡豆郡一色町大字藤江字百間 西尾市一色町藤江百間 

幡豆郡一色町大字藤江字宮西 西尾市一色町藤江宮西 

幡豆郡一色町大字細川字一ノ割 西尾市一色町細川一ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字二ノ割 西尾市一色町細川二ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字三ノ割 西尾市一色町細川三ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字三番割 西尾市一色町細川三番割 

幡豆郡一色町大字細川字三番割下 西尾市一色町細川三番割下 

幡豆郡一色町大字細川字四ノ割 西尾市一色町細川四ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字四番割 西尾市一色町細川四番割 

幡豆郡一色町大字細川字四番割下 西尾市一色町細川四番割下 

幡豆郡一色町大字細川字五ノ割 西尾市一色町細川五ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字五番割 西尾市一色町細川五番割 

幡豆郡一色町大字細川字五番割下 西尾市一色町細川五番割下 

幡豆郡一色町大字細川字六ノ割 西尾市一色町細川六ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字六番割 西尾市一色町細川六番割 

幡豆郡一色町大字細川字六番割下 西尾市一色町細川六番割下 

幡豆郡一色町大字細川字七番割 西尾市一色町細川七番割 

幡豆郡一色町大字細川字大岡一ノ割 西尾市一色町細川大岡一ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字大岡二ノ割 西尾市一色町細川大岡二ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字大岡三ノ割 西尾市一色町細川大岡三ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字大岡四ノ割 西尾市一色町細川大岡四ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字大岡五ノ割 西尾市一色町細川大岡五ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字大岡六ノ割 西尾市一色町細川大岡六ノ割 

幡豆郡一色町大字細川字汐浜 西尾市一色町細川汐浜 

幡豆郡一色町大字細川字汐浜下 西尾市一色町細川汐浜下 



 １０

幡豆郡一色町大字細川字西実録 西尾市一色町細川西実録 

幡豆郡一色町大字前野字荒子 西尾市一色町前野荒子 

幡豆郡一色町大字前野字川原 西尾市一色町前野川原 

幡豆郡一色町大字前野字下新田 西尾市一色町前野下新田 

幡豆郡一色町大字前野字新田 西尾市一色町前野新田 

幡豆郡一色町大字前野字端田 西尾市一色町前野端田 

幡豆郡一色町大字前野字東浦 西尾市一色町前野東浦 

幡豆郡一色町大字前野字屋敷 西尾市一色町前野屋敷 

幡豆郡一色町大字松木島字榎 西尾市一色町松木島榎 

幡豆郡一色町大字松木島字上汐田 西尾市一色町松木島上汐田 

幡豆郡一色町大字松木島字九軒前 西尾市一色町松木島九軒前 

幡豆郡一色町大字松木島字自分山 西尾市一色町松木島自分山 

幡豆郡一色町大字松木島字下汐田 西尾市一色町松木島下汐田 

幡豆郡一色町大字松木島字中切 西尾市一色町松木島中切 

幡豆郡一色町大字松木島字西友 西尾市一色町松木島西友 

幡豆郡一色町大字松木島字松ケ境 西尾市一色町松木島松ケ境 

幡豆郡一色町大字松木島字丸山 西尾市一色町松木島丸山 

幡豆郡一色町大字松木島字宮東 西尾市一色町松木島宮東 

幡豆郡一色町大字養ケ島字一ノ割 西尾市一色町養ケ島一ノ割 

幡豆郡一色町大字養ケ島字二ノ割 西尾市一色町養ケ島二ノ割 

幡豆郡一色町大字養ケ島字郷西 西尾市一色町養ケ島郷西 

幡豆郡一色町大字養ケ島字郷前 西尾市一色町養ケ島郷前 

幡豆郡一色町大字養ケ島字西島 西尾市一色町養ケ島西島 

幡豆郡一色町大字養ケ島字東島 西尾市一色町養ケ島東島 

幡豆郡一色町大字養ケ島字古川 西尾市一色町養ケ島古川 
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３ 現在の吉良町における変更点(次表のとおり) 

①「幡豆郡」を「西尾市」に置き換え、「大字」「字」を削除し字名とします。 

②地番は、従来のままで変更がありません。 

 

合 併 前 合 併 後 

幡豆郡吉良町大字饗庭字池ノ上 西尾市吉良町饗庭池ノ上 

幡豆郡吉良町大字饗庭字板屋ケ入 西尾市吉良町饗庭板屋ケ入 

幡豆郡吉良町大字饗庭字圦ノ口 西尾市吉良町饗庭圦ノ口 

幡豆郡吉良町大字饗庭字形原 西尾市吉良町饗庭形原 

幡豆郡吉良町大字饗庭字兼畑 西尾市吉良町饗庭兼畑 

幡豆郡吉良町大字饗庭字上佃 西尾市吉良町饗庭上佃 

幡豆郡吉良町大字饗庭字神ノ木 西尾市吉良町饗庭神ノ木 

幡豆郡吉良町大字饗庭字刈谷前 西尾市吉良町饗庭刈谷前 

幡豆郡吉良町大字饗庭字川田 西尾市吉良町饗庭川田 

幡豆郡吉良町大字饗庭字カンバ池 西尾市吉良町饗庭カンバ池 

幡豆郡吉良町大字饗庭字京田 西尾市吉良町饗庭京田 

幡豆郡吉良町大字饗庭字庚申 西尾市吉良町饗庭庚申 

幡豆郡吉良町大字饗庭字五反田 西尾市吉良町饗庭五反田 

幡豆郡吉良町大字饗庭字小橋 西尾市吉良町饗庭小橋 

幡豆郡吉良町大字饗庭字澤 西尾市吉良町饗庭澤 

幡豆郡吉良町大字饗庭字下佃 西尾市吉良町饗庭下佃 

幡豆郡吉良町大字饗庭字城ケ下 西尾市吉良町饗庭城ケ下 

幡豆郡吉良町大字饗庭字城山 西尾市吉良町饗庭城山 

幡豆郡吉良町大字饗庭字須畑前 西尾市吉良町饗庭須畑前 

幡豆郡吉良町大字饗庭字血洗 西尾市吉良町饗庭血洗 

幡豆郡吉良町大字饗庭字辻畑 西尾市吉良町饗庭辻畑 

幡豆郡吉良町大字饗庭字道ケ入 西尾市吉良町饗庭道ケ入 

幡豆郡吉良町大字饗庭字西丁畑 西尾市吉良町饗庭西丁畑 

幡豆郡吉良町大字饗庭字二本松 西尾市吉良町饗庭二本松 

幡豆郡吉良町大字饗庭字子コロビ 西尾市吉良町饗庭子コロビ 

幡豆郡吉良町大字饗庭字白山 西尾市吉良町饗庭白山 

幡豆郡吉良町大字饗庭字花ノ木 西尾市吉良町饗庭花ノ木 

幡豆郡吉良町大字饗庭字東丁畑 西尾市吉良町饗庭東丁畑 

幡豆郡吉良町大字饗庭字七度ケ入 西尾市吉良町饗庭七度ケ入 

幡豆郡吉良町大字饗庭字平子 西尾市吉良町饗庭平子 

幡豆郡吉良町大字饗庭字深田 西尾市吉良町饗庭深田 

幡豆郡吉良町大字饗庭字丸内 西尾市吉良町饗庭丸内 

幡豆郡吉良町大字饗庭字宮ノ越 西尾市吉良町饗庭宮ノ越 

幡豆郡吉良町大字饗庭字向川田 西尾市吉良町饗庭向川田 

幡豆郡吉良町大字饗庭字薬師西 西尾市吉良町饗庭薬師西 
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幡豆郡吉良町大字饗庭字薬師山 西尾市吉良町饗庭薬師山 

幡豆郡吉良町大字饗庭字矢通 西尾市吉良町饗庭矢通 

幡豆郡吉良町大字饗庭字八縄 西尾市吉良町饗庭八縄 

幡豆郡吉良町大字大島字一反畑 西尾市吉良町大島一反畑 

幡豆郡吉良町大字大島字梅田 西尾市吉良町大島梅田 

幡豆郡吉良町大字大島字大山 西尾市吉良町大島大山 

幡豆郡吉良町大字大島字替地 西尾市吉良町大島替地 

幡豆郡吉良町大字大島字垣江 西尾市吉良町大島垣江 

幡豆郡吉良町大字大島字蒲原 西尾市吉良町大島蒲原 

幡豆郡吉良町大字大島字上 西尾市吉良町大島上 

幡豆郡吉良町大字大島字川原 西尾市吉良町大島川原 

幡豆郡吉良町大字大島字勘兵衛 西尾市吉良町大島勘兵衛 

幡豆郡吉良町大字大島字桟敷 西尾市吉良町大島桟敷 

幡豆郡吉良町大字大島字下 西尾市吉良町大島下 

幡豆郡吉良町大字大島字高山 西尾市吉良町大島高山 

幡豆郡吉良町大字大島字寺西 西尾市吉良町大島寺西 

幡豆郡吉良町大字大島字中 西尾市吉良町大島中 

幡豆郡吉良町大字大島字中道下 西尾市吉良町大島中道下 

幡豆郡吉良町大字大島字浜田 西尾市吉良町大島浜田 

幡豆郡吉良町大字大島字東島 西尾市吉良町大島東島 

幡豆郡吉良町大字大島字彦兵衛山 西尾市吉良町大島彦兵衛山 

幡豆郡吉良町大字大島字宮東 西尾市吉良町大島宮東 

幡豆郡吉良町大字岡山字池西 西尾市吉良町岡山池西 

幡豆郡吉良町大字岡山字石流 西尾市吉良町岡山石流 

幡豆郡吉良町大字岡山字泉前 西尾市吉良町岡山泉前 

幡豆郡吉良町大字岡山字井戸尻 西尾市吉良町岡山井戸尻 

幡豆郡吉良町大字岡山字井ノ上 西尾市吉良町岡山井ノ上 

幡豆郡吉良町大字岡山字岩谷下 西尾市吉良町岡山岩谷下 

幡豆郡吉良町大字岡山字岩谷山 西尾市吉良町岡山岩谷山 

幡豆郡吉良町大字岡山字陰谷 西尾市吉良町岡山陰谷 

幡豆郡吉良町大字岡山字王ノ城 西尾市吉良町岡山王ノ城 

幡豆郡吉良町大字岡山字大岩山 西尾市吉良町岡山大岩山 

幡豆郡吉良町大字岡山字尾崎新田 西尾市吉良町岡山尾崎新田 

幡豆郡吉良町大字岡山字蒲原 西尾市吉良町岡山蒲原 

幡豆郡吉良町大字岡山字上川田 西尾市吉良町岡山上川田 

幡豆郡吉良町大字岡山字下馬 西尾市吉良町岡山下馬 

幡豆郡吉良町大字岡山字献上田 西尾市吉良町岡山献上田 

幡豆郡吉良町大字岡山字郷戸 西尾市吉良町岡山郷戸 

幡豆郡吉良町大字岡山字下り松 西尾市吉良町岡山下り松 

幡豆郡吉良町大字岡山字山王山 西尾市吉良町岡山山王山 

幡豆郡吉良町大字岡山字山王下 西尾市吉良町岡山山王下 

幡豆郡吉良町大字岡山字背撫山 西尾市吉良町岡山背撫山 

幡豆郡吉良町大字岡山字代見場 西尾市吉良町岡山代見場 
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幡豆郡吉良町大字岡山字塚ノ上 西尾市吉良町岡山塚ノ上 

幡豆郡吉良町大字岡山字寺前 西尾市吉良町岡山寺前 

幡豆郡吉良町大字岡山字殿町 西尾市吉良町岡山殿町 

幡豆郡吉良町大字岡山字砦下 西尾市吉良町岡山砦下 

幡豆郡吉良町大字岡山字砦山 西尾市吉良町岡山砦山 

幡豆郡吉良町大字岡山字中根山 西尾市吉良町岡山中根山 

幡豆郡吉良町大字岡山字野口 西尾市吉良町岡山野口 

幡豆郡吉良町大字岡山字八幡山 西尾市吉良町岡山八幡山 

幡豆郡吉良町大字岡山字松原 西尾市吉良町岡山松原 

幡豆郡吉良町大字岡山字宮下 西尾市吉良町岡山宮下 

幡豆郡吉良町大字岡山字矢口 西尾市吉良町岡山矢口 

幡豆郡吉良町大字岡山字山ケ田 西尾市吉良町岡山山ケ田 

幡豆郡吉良町大字岡山字山崎 西尾市吉良町岡山山崎 

幡豆郡吉良町大字岡山字鎧 西尾市吉良町岡山鎧 

幡豆郡吉良町大字岡山字若宮前 西尾市吉良町岡山若宮前 

幡豆郡吉良町大字荻原字秋箱 西尾市吉良町荻原秋箱 

幡豆郡吉良町大字荻原字一番割 西尾市吉良町荻原一番割 

幡豆郡吉良町大字荻原字牛池 西尾市吉良町荻原牛池 

幡豆郡吉良町大字荻原字埋畑 西尾市吉良町荻原埋畑 

幡豆郡吉良町大字荻原字烏帽子 西尾市吉良町荻原烏帽子 

幡豆郡吉良町大字荻原字大貝戸 西尾市吉良町荻原大貝戸 

幡豆郡吉良町大字荻原字大堀合 西尾市吉良町荻原大堀合 

幡豆郡吉良町大字荻原字大道通 西尾市吉良町荻原大道通 

幡豆郡吉良町大字荻原字小川尻 西尾市吉良町荻原小川尻 

幡豆郡吉良町大字荻原字小野 西尾市吉良町荻原小野 

幡豆郡吉良町大字荻原字斧田洗 西尾市吉良町荻原斧田洗 

幡豆郡吉良町大字荻原字金畑 西尾市吉良町荻原金畑 

幡豆郡吉良町大字荻原字上川田 西尾市吉良町荻原上川田 

幡豆郡吉良町大字荻原字上丁田 西尾市吉良町荻原上丁田 

幡豆郡吉良町大字荻原字亀池 西尾市吉良町荻原亀池 

幡豆郡吉良町大字荻原字川中 西尾市吉良町荻原川中 

幡豆郡吉良町大字荻原字川畑 西尾市吉良町荻原川畑 

幡豆郡吉良町大字荻原字桐杭 西尾市吉良町荻原桐杭 

幡豆郡吉良町大字荻原字小入道 西尾市吉良町荻原小入道 

幡豆郡吉良町大字荻原字御用田 西尾市吉良町荻原御用田 

幡豆郡吉良町大字荻原字座甲 西尾市吉良町荻原座甲 

幡豆郡吉良町大字荻原字早渡 西尾市吉良町荻原早渡 

幡豆郡吉良町大字荻原字下川田 西尾市吉良町荻原下川田 

幡豆郡吉良町大字荻原字下丁田 西尾市吉良町荻原下丁田 

幡豆郡吉良町大字荻原字城下 西尾市吉良町荻原城下 

幡豆郡吉良町大字荻原字新池 西尾市吉良町荻原新池 

幡豆郡吉良町大字荻原字百度荒子 西尾市吉良町荻原百度荒子 

幡豆郡吉良町大字荻原字外川田 西尾市吉良町荻原外川田 
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幡豆郡吉良町大字荻原字中重田 西尾市吉良町荻原中重田 

幡豆郡吉良町大字荻原字七曲 西尾市吉良町荻原七曲 

幡豆郡吉良町大字荻原字浜田 西尾市吉良町荻原浜田 

幡豆郡吉良町大字荻原字東川田 西尾市吉良町荻原東川田 

幡豆郡吉良町大字荻原字細畑 西尾市吉良町荻原細畑 

幡豆郡吉良町大字荻原字渡辺 西尾市吉良町荻原渡辺 

幡豆郡吉良町大字荻原字割田 西尾市吉良町荻原割田 

幡豆郡吉良町大字乙川字池下 西尾市吉良町乙川池下 

幡豆郡吉良町大字乙川字池東 西尾市吉良町乙川池東 

幡豆郡吉良町大字乙川字圦山 西尾市吉良町乙川圦山 

幡豆郡吉良町大字乙川字兼狭 西尾市吉良町乙川兼狭 

幡豆郡吉良町大字乙川字喜太 西尾市吉良町乙川喜太 

幡豆郡吉良町大字乙川字北大山 西尾市吉良町乙川北大山 

幡豆郡吉良町大字乙川字北辰新 西尾市吉良町乙川北辰新 

幡豆郡吉良町大字乙川字喜太夫 西尾市吉良町乙川喜太夫 

幡豆郡吉良町大字乙川字経後 西尾市吉良町乙川経後 

幡豆郡吉良町大字乙川字経前 西尾市吉良町乙川経前 

幡豆郡吉良町大字乙川字黒岩 西尾市吉良町乙川黒岩 

幡豆郡吉良町大字乙川字九郎三 西尾市吉良町乙川九郎三 

幡豆郡吉良町大字乙川字源四 西尾市吉良町乙川源四 

幡豆郡吉良町大字乙川字治衛 西尾市吉良町乙川治衛 

幡豆郡吉良町大字乙川字蛇抜 西尾市吉良町乙川蛇抜 

幡豆郡吉良町大字乙川字白浜 西尾市吉良町乙川白浜 

幡豆郡吉良町大字乙川字辰新 西尾市吉良町乙川辰新 

幡豆郡吉良町大字乙川字寺前 西尾市吉良町乙川寺前 

幡豆郡吉良町大字乙川字寺廻 西尾市吉良町乙川寺廻 

幡豆郡吉良町大字乙川字中切 西尾市吉良町乙川中切 

幡豆郡吉良町大字乙川字西大山 西尾市吉良町乙川西大山 

幡豆郡吉良町大字乙川字西落 西尾市吉良町乙川西落 

幡豆郡吉良町大字乙川字西山 西尾市吉良町乙川西山 

幡豆郡吉良町大字乙川字八貫 西尾市吉良町乙川八貫 

幡豆郡吉良町大字乙川字東山 西尾市吉良町乙川東山 

幡豆郡吉良町大字乙川字姫山 西尾市吉良町乙川姫山 

幡豆郡吉良町大字乙川字藤兼 西尾市吉良町乙川藤兼 

幡豆郡吉良町大字乙川字孫三 西尾市吉良町乙川孫三 

幡豆郡吉良町大字乙川字道上 西尾市吉良町乙川道上 

幡豆郡吉良町大字乙川字道下 西尾市吉良町乙川道下 

幡豆郡吉良町大字乙川字南犬山 西尾市吉良町乙川南犬山 

幡豆郡吉良町大字乙川字南大山 西尾市吉良町乙川南大山 

幡豆郡吉良町大字乙川字南辰新 西尾市吉良町乙川南辰新 

幡豆郡吉良町大字乙川字弥治 西尾市吉良町乙川弥治 

幡豆郡吉良町大字乙川字六郎衛 西尾市吉良町乙川六郎衛 

幡豆郡吉良町大字乙川字訳出 西尾市吉良町乙川訳出 
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幡豆郡吉良町大字小山田字池下 西尾市吉良町小山田池下 

幡豆郡吉良町大字小山田字市場 西尾市吉良町小山田市場 

幡豆郡吉良町大字小山田字後山 西尾市吉良町小山田後山 

幡豆郡吉良町大字小山田字大山 西尾市吉良町小山田大山 

幡豆郡吉良町大字小山田字上浜田 西尾市吉良町小山田上浜田 

幡豆郡吉良町大字小山田字北山 西尾市吉良町小山田北山 

幡豆郡吉良町大字小山田字五反田 西尾市吉良町小山田五反田 

幡豆郡吉良町大字小山田字治ア田 西尾市吉良町小山田治ア田 

幡豆郡吉良町大字小山田字稠 西尾市吉良町小山田稠 

幡豆郡吉良町大字小山田字下浜田 西尾市吉良町小山田下浜田 

幡豆郡吉良町大字小山田字天神 西尾市吉良町小山田天神 

幡豆郡吉良町大字小山田字西浜田 西尾市吉良町小山田西浜田 

幡豆郡吉良町大字小山田字西山 西尾市吉良町小山田西山 

幡豆郡吉良町大字小山田字野籔 西尾市吉良町小山田野籔 

幡豆郡吉良町大字小山田字羽城 西尾市吉良町小山田羽城 

幡豆郡吉良町大字小山田字東山 西尾市吉良町小山田東山 

幡豆郡吉良町大字小山田字藤崎 西尾市吉良町小山田藤崎 

幡豆郡吉良町大字小山田字宮前 西尾市吉良町小山田宮前 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字青木 西尾市吉良町上横須賀青木 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字青木上 西尾市吉良町上横須賀青木上 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字青木前 西尾市吉良町上横須賀青木前 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字池端 西尾市吉良町上横須賀池端 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字井ノ下 西尾市吉良町上横須賀井ノ下 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字神ノ木 西尾市吉良町上横須賀神ノ木 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字上菱池 西尾市吉良町上横須賀上菱池 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字寒破池 西尾市吉良町上横須賀寒破池 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字上町東 西尾市吉良町上横須賀上町東 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字蔵屋敷 西尾市吉良町上横須賀蔵屋敷 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字五反田 西尾市吉良町上横須賀五反田 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字小蒔田 西尾市吉良町上横須賀小蒔田 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字佐渡 西尾市吉良町上横須賀佐渡 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字神田 西尾市吉良町上横須賀神田 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字杉ノ木 西尾市吉良町上横須賀杉ノ木 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字雑役免 西尾市吉良町上横須賀雑役免 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字渡舟場 西尾市吉良町上横須賀渡舟場 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字西川田 西尾市吉良町上横須賀西川田 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字野添 西尾市吉良町上横須賀野添 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字八王子 西尾市吉良町上横須賀八王子 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字八枚 西尾市吉良町上横須賀八枚 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字馬頭 西尾市吉良町上横須賀馬頭 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字東川田 西尾市吉良町上横須賀東川田 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字菱池 西尾市吉良町上横須賀菱池 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字的場 西尾市吉良町上横須賀的場 
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幡豆郡吉良町大字上横須賀字宮腰 西尾市吉良町上横須賀宮腰 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字宮前 西尾市吉良町上横須賀宮前 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字元屋敷 西尾市吉良町上横須賀元屋敷 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字六石目 西尾市吉良町上横須賀六石目 

幡豆郡吉良町大字上横須賀字綿打 西尾市吉良町上横須賀綿打 

幡豆郡吉良町大字木田字石橋 西尾市吉良町木田石橋 

幡豆郡吉良町大字木田字郷中 西尾市吉良町木田郷中 

幡豆郡吉良町大字木田字須崎 西尾市吉良町木田須崎 

幡豆郡吉良町大字木田字殿貝戸 西尾市吉良町木田殿貝戸 

幡豆郡吉良町大字木田字畑ケ仲 西尾市吉良町木田畑ケ仲 

幡豆郡吉良町大字木田字前田 西尾市吉良町木田前田 

幡豆郡吉良町大字木田字宮脇 西尾市吉良町木田宮脇 

幡豆郡吉良町大字木田字八ツ通 西尾市吉良町木田八ツ通 

幡豆郡吉良町大字木田字八ツ縄 西尾市吉良町木田八ツ縄 

幡豆郡吉良町大字木田字祐言 西尾市吉良町木田祐言 

幡豆郡吉良町大字木田字六反通 西尾市吉良町木田六反通 

幡豆郡吉良町大字小牧字梶見堂 西尾市吉良町小牧梶見堂 

幡豆郡吉良町大字小牧字郷後 西尾市吉良町小牧郷後 

幡豆郡吉良町大字小牧字郷中 西尾市吉良町小牧郷中 

幡豆郡吉良町大字小牧字郷前 西尾市吉良町小牧郷前 

幡豆郡吉良町大字小牧字宮西 西尾市吉良町小牧宮西 

幡豆郡吉良町大字酒井字赤坂 西尾市吉良町酒井赤坂 

幡豆郡吉良町大字酒井字新井前 西尾市吉良町酒井新井前 

幡豆郡吉良町大字酒井字神場池 西尾市吉良町酒井神場池 

幡豆郡吉良町大字酒井字上撰 西尾市吉良町酒井上撰 

幡豆郡吉良町大字酒井字竹ノ子 西尾市吉良町酒井竹ノ子 

幡豆郡吉良町大字酒井字長兵衛下 西尾市吉良町酒井長兵衛下 

幡豆郡吉良町大字酒井字寺後 西尾市吉良町酒井寺後 

幡豆郡吉良町大字酒井字道ケ圦 西尾市吉良町酒井道ケ圦 

幡豆郡吉良町大字酒井字丸池 西尾市吉良町酒井丸池 

幡豆郡吉良町大字酒井字道下 西尾市吉良町酒井道下 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字網坪 西尾市吉良町下横須賀網坪 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字荒井 西尾市吉良町下横須賀荒井 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字荒子 西尾市吉良町下横須賀荒子 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字荒子前 西尾市吉良町下横須賀荒子前 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字池田 西尾市吉良町下横須賀池田 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字一ノ割 西尾市吉良町下横須賀一ノ割 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字大山 西尾市吉良町下横須賀大山 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字御屋敷 西尾市吉良町下横須賀御屋敷 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字加長割 西尾市吉良町下横須賀加長割 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字茅場 西尾市吉良町下横須賀茅場 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字勘左山 西尾市吉良町下横須賀勘左山 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字高徳 西尾市吉良町下横須賀高徳 
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幡豆郡吉良町大字下横須賀字郷西 西尾市吉良町下横須賀郷西 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字下新田 西尾市吉良町下横須賀下新田 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字蛇池 西尾市吉良町下横須賀蛇池 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字神明西 西尾市吉良町下横須賀神明西 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字須 西尾市吉良町下横須賀須 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字須西 西尾市吉良町下横須賀須西 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字須前 西尾市吉良町下横須賀須前 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字瀬戸田 西尾市吉良町下横須賀瀬戸田 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字外野 西尾市吉良町下横須賀外野 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字寺屋敷 西尾市吉良町下横須賀寺屋敷 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字七ツ山 西尾市吉良町下横須賀七ツ山 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字西下河原 西尾市吉良町下横須賀西下河原 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字八ケ尻 西尾市吉良町下横須賀八ケ尻 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字東下河原 西尾市吉良町下横須賀東下河原 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字本山 西尾市吉良町下横須賀本山 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字柳原 西尾市吉良町下横須賀柳原 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字横枕 西尾市吉良町下横須賀横枕 

幡豆郡吉良町大字下横須賀字六人 西尾市吉良町下横須賀六人 

幡豆郡吉良町大字白浜新田字井骨道上 西尾市吉良町白浜新田井骨道上 

幡豆郡吉良町大字白浜新田字上七八 西尾市吉良町白浜新田上七八 

幡豆郡吉良町大字白浜新田字北切 西尾市吉良町白浜新田北切 

幡豆郡吉良町大字白浜新田字北五六 西尾市吉良町白浜新田北五六 

幡豆郡吉良町大字白浜新田字下七八 西尾市吉良町白浜新田下七八 

幡豆郡吉良町大字白浜新田字寺西登 西尾市吉良町白浜新田寺西登 

幡豆郡吉良町大字白浜新田字南切 西尾市吉良町白浜新田南切 

幡豆郡吉良町大字白浜新田字南五六 西尾市吉良町白浜新田南五六 

幡豆郡吉良町大字白浜新田字宮前 西尾市吉良町白浜新田宮前 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字石ケ崎 西尾市吉良町瀬戸石ケ崎 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字寄名山 西尾市吉良町瀬戸寄名山 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字五本松 西尾市吉良町瀬戸五本松 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字下川田 西尾市吉良町瀬戸下川田 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字神田 西尾市吉良町瀬戸神田 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字寺下 西尾市吉良町瀬戸寺下 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字長坂 西尾市吉良町瀬戸長坂 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字名山 西尾市吉良町瀬戸名山 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字八丁目 西尾市吉良町瀬戸八丁目 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字藤波 西尾市吉良町瀬戸藤波 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字宮西 西尾市吉良町瀬戸宮西 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字宮前 西尾市吉良町瀬戸宮前 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字明ケ入 西尾市吉良町瀬戸明ケ入 

幡豆郡吉良町大字瀬戸字四縄 西尾市吉良町瀬戸四縄 

幡豆郡吉良町大字津平字汗尾 西尾市吉良町津平汗尾 

幡豆郡吉良町大字津平字荒井山 西尾市吉良町津平荒井山 
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幡豆郡吉良町大字津平字石田 西尾市吉良町津平石田 

幡豆郡吉良町大字津平字板迫 西尾市吉良町津平板迫 

幡豆郡吉良町大字津平字一本松 西尾市吉良町津平一本松 

幡豆郡吉良町大字津平字大入 西尾市吉良町津平大入 

幡豆郡吉良町大字津平字大沢 西尾市吉良町津平大沢 

幡豆郡吉良町大字津平字上天神 西尾市吉良町津平上天神 

幡豆郡吉良町大字津平字小出入 西尾市吉良町津平小出入 

幡豆郡吉良町大字津平字言行 西尾市吉良町津平言行 

幡豆郡吉良町大字津平字下天神 西尾市吉良町津平下天神 

幡豆郡吉良町大字津平字殿迫 西尾市吉良町津平殿迫 

幡豆郡吉良町大字津平字友京 西尾市吉良町津平友京 

幡豆郡吉良町大字津平字中深 西尾市吉良町津平中深 

幡豆郡吉良町大字津平字中村 西尾市吉良町津平中村 

幡豆郡吉良町大字津平字中谷 西尾市吉良町津平中谷 

幡豆郡吉良町大字津平字新山 西尾市吉良町津平新山 

幡豆郡吉良町大字津平字西郷 西尾市吉良町津平西郷 

幡豆郡吉良町大字津平字西深 西尾市吉良町津平西深 

幡豆郡吉良町大字津平字東郷 西尾市吉良町津平東郷 

幡豆郡吉良町大字津平字東深 西尾市吉良町津平東深 

幡豆郡吉良町大字津平字平子 西尾市吉良町津平平子 

幡豆郡吉良町大字津平字文道郷 西尾市吉良町津平文道郷 

幡豆郡吉良町大字津平字文道西 西尾市吉良町津平文道西 

幡豆郡吉良町大字津平字文道野 西尾市吉良町津平文道野 

幡豆郡吉良町大字津平字前沢 西尾市吉良町津平前沢 

幡豆郡吉良町大字津平字前田 西尾市吉良町津平前田 

幡豆郡吉良町大字津平字松葉坂 西尾市吉良町津平松葉坂 

幡豆郡吉良町大字津平字山ノ上 西尾市吉良町津平山ノ上 

幡豆郡吉良町大字寺嶋字川田 西尾市吉良町寺嶋川田 

幡豆郡吉良町大字寺嶋字川原 西尾市吉良町寺嶋川原 

幡豆郡吉良町大字寺嶋字桑原 西尾市吉良町寺嶋桑原 

幡豆郡吉良町大字寺嶋字五反田 西尾市吉良町寺嶋五反田 

幡豆郡吉良町大字寺嶋字境イ 西尾市吉良町寺嶋境イ 

幡豆郡吉良町大字寺嶋字下深 西尾市吉良町寺嶋下深 

幡豆郡吉良町大字寺嶋字中道 西尾市吉良町寺嶋中道 

幡豆郡吉良町大字寺嶋字万場 西尾市吉良町寺嶋万場 

幡豆郡吉良町大字寺嶋字御手洗 西尾市吉良町寺嶋御手洗 

幡豆郡吉良町大字寺嶋字森畔 西尾市吉良町寺嶋森畔 

幡豆郡吉良町大字富田字油田 西尾市吉良町富田油田 

幡豆郡吉良町大字富田字荒井屋敷 西尾市吉良町富田荒井屋敷 

幡豆郡吉良町大字富田字市子野 西尾市吉良町富田市子野 

幡豆郡吉良町大字富田字井戸尻 西尾市吉良町富田井戸尻 

幡豆郡吉良町大字富田字江ケ原 西尾市吉良町富田江ケ原 

幡豆郡吉良町大字富田字沖田 西尾市吉良町富田沖田 
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幡豆郡吉良町大字富田字海郷 西尾市吉良町富田海郷 

幡豆郡吉良町大字富田字陰無 西尾市吉良町富田陰無 

幡豆郡吉良町大字富田字五枚田 西尾市吉良町富田五枚田 

幡豆郡吉良町大字富田字小割 西尾市吉良町富田小割 

幡豆郡吉良町大字富田字堺前 西尾市吉良町富田堺前 

幡豆郡吉良町大字富田字鷺田 西尾市吉良町富田鷺田 

幡豆郡吉良町大字富田字寺内 西尾市吉良町富田寺内 

幡豆郡吉良町大字富田字新道 西尾市吉良町富田新道 

幡豆郡吉良町大字富田字新御堂 西尾市吉良町富田新御堂 

幡豆郡吉良町大字富田字銭池 西尾市吉良町富田銭池 

幡豆郡吉良町大字富田字仙並 西尾市吉良町富田仙並 

幡豆郡吉良町大字富田字惣作 西尾市吉良町富田惣作 

幡豆郡吉良町大字富田字雑田 西尾市吉良町富田雑田 

幡豆郡吉良町大字富田字代官前 西尾市吉良町富田代官前 

幡豆郡吉良町大字富田字天白 西尾市吉良町富田天白 

幡豆郡吉良町大字富田字徳法師 西尾市吉良町富田徳法師 

幡豆郡吉良町大字富田字殿海戸 西尾市吉良町富田殿海戸 

幡豆郡吉良町大字富田字長根 西尾市吉良町富田長根 

幡豆郡吉良町大字富田字中屋敷 西尾市吉良町富田中屋敷 

幡豆郡吉良町大字富田字西屋敷 西尾市吉良町富田西屋敷 

幡豆郡吉良町大字富田字八石 西尾市吉良町富田八石 

幡豆郡吉良町大字富田字東屋敷 西尾市吉良町富田東屋敷 

幡豆郡吉良町大字富田字樋口 西尾市吉良町富田樋口 

幡豆郡吉良町大字富田字広畑 西尾市吉良町富田広畑 

幡豆郡吉良町大字富田字坊寺 西尾市吉良町富田坊寺 

幡豆郡吉良町大字富田字堀ノ内 西尾市吉良町富田堀ノ内 

幡豆郡吉良町大字富田字松原 西尾市吉良町富田松原 

幡豆郡吉良町大字富田字的場 西尾市吉良町富田的場 

幡豆郡吉良町大字富田字見取川新田 西尾市吉良町富田見取川新田 

幡豆郡吉良町大字富好新田字青鳥 西尾市吉良町富好新田青鳥 

幡豆郡吉良町大字富好新田字井戸後 西尾市吉良町富好新田井戸後 

幡豆郡吉良町大字富好新田字井戸東 西尾市吉良町富好新田井戸東 

幡豆郡吉良町大字富好新田字上川並 西尾市吉良町富好新田上川並 

幡豆郡吉良町大字富好新田字川並 西尾市吉良町富好新田川並 

幡豆郡吉良町大字富好新田字蔵井戸 西尾市吉良町富好新田蔵井戸 

幡豆郡吉良町大字富好新田字紺屋堀 西尾市吉良町富好新田紺屋堀 

幡豆郡吉良町大字富好新田字沢西 西尾市吉良町富好新田沢西 

幡豆郡吉良町大字富好新田字三角 西尾市吉良町富好新田三角 

幡豆郡吉良町大字富好新田字下川並 西尾市吉良町富好新田下川並 

幡豆郡吉良町大字富好新田字新開 西尾市吉良町富好新田新開 

幡豆郡吉良町大字富好新田字田中 西尾市吉良町富好新田田中 

幡豆郡吉良町大字富好新田字築ノ輪 西尾市吉良町富好新田築ノ輪 

幡豆郡吉良町大字富好新田字地領 西尾市吉良町富好新田地領 
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幡豆郡吉良町大字富好新田字中川並 西尾市吉良町富好新田中川並 

幡豆郡吉良町大字富好新田字西青鳥 西尾市吉良町富好新田西青鳥 

幡豆郡吉良町大字富好新田字森根 西尾市吉良町富好新田森根 

幡豆郡吉良町大字富好新田字役地 西尾市吉良町富好新田役地 

幡豆郡吉良町大字富好新田字四縄 西尾市吉良町富好新田四縄 

幡豆郡吉良町大字富好新田字四反地 西尾市吉良町富好新田四反地 

幡豆郡吉良町大字友国字赤田 西尾市吉良町友国赤田 

幡豆郡吉良町大字友国字揚ケ 西尾市吉良町友国揚ケ 

幡豆郡吉良町大字友国字池上 西尾市吉良町友国池上 

幡豆郡吉良町大字友国字池下 西尾市吉良町友国池下 

幡豆郡吉良町大字友国字圦 西尾市吉良町友国圦 

幡豆郡吉良町大字友国字榎下 西尾市吉良町友国榎下 

幡豆郡吉良町大字友国字王塚 西尾市吉良町友国王塚 

幡豆郡吉良町大字友国字奥入 西尾市吉良町友国奥入 

幡豆郡吉良町大字友国字梶洗後 西尾市吉良町友国梶洗後 

幡豆郡吉良町大字友国字梶洗前 西尾市吉良町友国梶洗前 

幡豆郡吉良町大字友国字桜田 西尾市吉良町友国桜田 

幡豆郡吉良町大字友国字新田 西尾市吉良町友国新田 

幡豆郡吉良町大字友国字高崎 西尾市吉良町友国高崎 

幡豆郡吉良町大字友国字道ケ圦 西尾市吉良町友国道ケ圦 

幡豆郡吉良町大字友国字張出 西尾市吉良町友国張出 

幡豆郡吉良町大字友国字舟戸 西尾市吉良町友国舟戸 

幡豆郡吉良町大字友国字前田 西尾市吉良町友国前田 

幡豆郡吉良町大字友国字前深 西尾市吉良町友国前深 

幡豆郡吉良町大字友国字松下 西尾市吉良町友国松下 

幡豆郡吉良町大字友国字山崎 西尾市吉良町友国山崎 

幡豆郡吉良町大字友国字山ノ上 西尾市吉良町友国山ノ上 

幡豆郡吉良町大字友国字六反 西尾市吉良町友国六反 

幡豆郡吉良町大字友国字和田 西尾市吉良町友国和田 

幡豆郡吉良町大字中野字折地 西尾市吉良町中野折地 

幡豆郡吉良町大字中野字梶洗 西尾市吉良町中野梶洗 

幡豆郡吉良町大字中野字川畔 西尾市吉良町中野川畔 

幡豆郡吉良町大字中野字郷中 西尾市吉良町中野郷中 

幡豆郡吉良町大字中野字曬稿 西尾市吉良町中野曬稿 

幡豆郡吉良町大字中野字須原 西尾市吉良町中野須原 

幡豆郡吉良町大字中野字瀬田 西尾市吉良町中野瀬田 

幡豆郡吉良町大字中野字新堤 西尾市吉良町中野新堤 

幡豆郡吉良町大字中野字西荒井 西尾市吉良町中野西荒井 

幡豆郡吉良町大字中野字西畑 西尾市吉良町中野西畑 

幡豆郡吉良町大字中野字東荒井 西尾市吉良町中野東荒井 

幡豆郡吉良町大字中野字東深 西尾市吉良町中野東深 

幡豆郡吉良町大字中野字屋下 西尾市吉良町中野屋下 

幡豆郡吉良町大字八幡川田字上 西尾市吉良町八幡川田上 
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幡豆郡吉良町大字八幡川田字上川田 西尾市吉良町八幡川田上川田 

幡豆郡吉良町大字八幡川田字カヤハ 西尾市吉良町八幡川田カヤハ 

幡豆郡吉良町大字八幡川田字下川田 西尾市吉良町八幡川田下川田 

幡豆郡吉良町大字八幡川田字田島 西尾市吉良町八幡川田田島 

幡豆郡吉良町大字八幡川田字西川田 西尾市吉良町八幡川田西川田 

幡豆郡吉良町大字駮馬字足迫 西尾市吉良町駮馬足迫 

幡豆郡吉良町大字駮馬字汗尾 西尾市吉良町駮馬汗尾 

幡豆郡吉良町大字駮馬字荒井 西尾市吉良町駮馬荒井 

幡豆郡吉良町大字駮馬字荒井山 西尾市吉良町駮馬荒井山 

幡豆郡吉良町大字駮馬字内ノ山 西尾市吉良町駮馬内ノ山 

幡豆郡吉良町大字駮馬字浦山 西尾市吉良町駮馬浦山 

幡豆郡吉良町大字駮馬字大手 西尾市吉良町駮馬大手 

幡豆郡吉良町大字駮馬字鎌ケ入 西尾市吉良町駮馬鎌ケ入 

幡豆郡吉良町大字駮馬字汲迫 西尾市吉良町駮馬汲迫 

幡豆郡吉良町大字駮馬字郷中 西尾市吉良町駮馬郷中 

幡豆郡吉良町大字駮馬字鴻ノ巣 西尾市吉良町駮馬鴻ノ巣 

幡豆郡吉良町大字駮馬字郷迫 西尾市吉良町駮馬郷迫 

幡豆郡吉良町大字駮馬字小迫 西尾市吉良町駮馬小迫 

幡豆郡吉良町大字駮馬字城下 西尾市吉良町駮馬城下 

幡豆郡吉良町大字駮馬字城山 西尾市吉良町駮馬城山 

幡豆郡吉良町大字駮馬字炭焼 西尾市吉良町駮馬炭焼 

幡豆郡吉良町大字駮馬字善念山 西尾市吉良町駮馬善念山 

幡豆郡吉良町大字駮馬字駄子 西尾市吉良町駮馬駄子 

幡豆郡吉良町大字駮馬字寺迫 西尾市吉良町駮馬寺迫 

幡豆郡吉良町大字駮馬字東城 西尾市吉良町駮馬東城 

幡豆郡吉良町大字駮馬字西鍛治山 西尾市吉良町駮馬西鍛治山 

幡豆郡吉良町大字駮馬字西深 西尾市吉良町駮馬西深 

幡豆郡吉良町大字駮馬字祢宜山 西尾市吉良町駮馬祢宜山 

幡豆郡吉良町大字駮馬字東鍛治山 西尾市吉良町駮馬東鍛治山 

幡豆郡吉良町大字駮馬字東深 西尾市吉良町駮馬東深 

幡豆郡吉良町大字駮馬字人切 西尾市吉良町駮馬人切 

幡豆郡吉良町大字駮馬字平所 西尾市吉良町駮馬平所 

幡豆郡吉良町大字駮馬字藤山 西尾市吉良町駮馬藤山 

幡豆郡吉良町大字駮馬字法六 西尾市吉良町駮馬法六 

幡豆郡吉良町大字駮馬字丸山 西尾市吉良町駮馬丸山 

幡豆郡吉良町大字駮馬字矢崎 西尾市吉良町駮馬矢崎 

幡豆郡吉良町大字宮崎字秋葉西 西尾市吉良町宮崎秋葉西 

幡豆郡吉良町大字宮崎字上ノ山 西尾市吉良町宮崎上ノ山 

幡豆郡吉良町大字宮崎字上道下 西尾市吉良町宮崎上道下 

幡豆郡吉良町大字宮崎字後留谷 西尾市吉良町宮崎後留谷 

幡豆郡吉良町大字宮崎字馬道 西尾市吉良町宮崎馬道 

幡豆郡吉良町大字宮崎字大狭 西尾市吉良町宮崎大狭 

幡豆郡吉良町大字宮崎字大山 西尾市吉良町宮崎大山 
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幡豆郡吉良町大字宮崎字奥末屋尻 西尾市吉良町宮崎奥末屋尻 

幡豆郡吉良町大字宮崎字於徳上 西尾市吉良町宮崎於徳上 

幡豆郡吉良町大字宮崎字梶島 西尾市吉良町宮崎梶島 

幡豆郡吉良町大字宮崎字上清水 西尾市吉良町宮崎上清水 

幡豆郡吉良町大字宮崎字北飛越 西尾市吉良町宮崎北飛越 

幡豆郡吉良町大字宮崎字狐坂 西尾市吉良町宮崎狐坂 

幡豆郡吉良町大字宮崎字鯨山 西尾市吉良町宮崎鯨山 

幡豆郡吉良町大字宮崎字口末屋尻 西尾市吉良町宮崎口末屋尻 

幡豆郡吉良町大字宮崎字佐平太上 西尾市吉良町宮崎佐平太上 

幡豆郡吉良町大字宮崎字地僧坊 西尾市吉良町宮崎地僧坊 

幡豆郡吉良町大字宮崎字忍山 西尾市吉良町宮崎忍山 

幡豆郡吉良町大字宮崎字下清水 西尾市吉良町宮崎下清水 

幡豆郡吉良町大字宮崎字蛇抜 西尾市吉良町宮崎蛇抜 

幡豆郡吉良町大字宮崎字白浜 西尾市吉良町宮崎白浜 

幡豆郡吉良町大字宮崎字甚兵衛上 西尾市吉良町宮崎甚兵衛上 

幡豆郡吉良町大字宮崎字退張地 西尾市吉良町宮崎退張地 

幡豆郡吉良町大字宮崎字清右衛上 西尾市吉良町宮崎清右衛上 

幡豆郡吉良町大字宮崎字田尻 西尾市吉良町宮崎田尻 

幡豆郡吉良町大字宮崎字田ノ上 西尾市吉良町宮崎田ノ上 

幡豆郡吉良町大字宮崎字出屋敷道下 西尾市吉良町宮崎出屋敷道下 

幡豆郡吉良町大字宮崎字寺ノ上 西尾市吉良町宮崎寺ノ上 

幡豆郡吉良町大字宮崎字中赤兀 西尾市吉良町宮崎中赤兀 

幡豆郡吉良町大字宮崎字中新居 西尾市吉良町宮崎中新居 

幡豆郡吉良町大字宮崎字中清水 西尾市吉良町宮崎中清水 

幡豆郡吉良町大字宮崎字中部田 西尾市吉良町宮崎中部田 

幡豆郡吉良町大字宮崎字中道 西尾市吉良町宮崎中道 

幡豆郡吉良町大字宮崎字中道上 西尾市吉良町宮崎中道上 

幡豆郡吉良町大字宮崎字中道下 西尾市吉良町宮崎中道下 

幡豆郡吉良町大字宮崎字西赤兀 西尾市吉良町宮崎西赤兀 

幡豆郡吉良町大字宮崎字西甚作 西尾市吉良町宮崎西甚作 

幡豆郡吉良町大字宮崎字西長嶺 西尾市吉良町宮崎西長嶺 

幡豆郡吉良町大字宮崎字西部田 西尾市吉良町宮崎西部田 

幡豆郡吉良町大字宮崎字西宮後 西尾市吉良町宮崎西宮後 

幡豆郡吉良町大字宮崎字行程越 西尾市吉良町宮崎行程越 

幡豆郡吉良町大字宮崎字八王子 西尾市吉良町宮崎八王子 

幡豆郡吉良町大字宮崎字八王子西 西尾市吉良町宮崎八王子西 

幡豆郡吉良町大字宮崎字鉢貫 西尾市吉良町宮崎鉢貫 

幡豆郡吉良町大字宮崎字東赤兀 西尾市吉良町宮崎東赤兀 

幡豆郡吉良町大字宮崎字東新居 西尾市吉良町宮崎東新居 

幡豆郡吉良町大字宮崎字東蛇抜 西尾市吉良町宮崎東蛇抜 

幡豆郡吉良町大字宮崎字東甚作 西尾市吉良町宮崎東甚作 

幡豆郡吉良町大字宮崎字東長嶺 西尾市吉良町宮崎東長嶺 

幡豆郡吉良町大字宮崎字東部田 西尾市吉良町宮崎東部田 
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幡豆郡吉良町大字宮崎字東山後 西尾市吉良町宮崎東山後 

幡豆郡吉良町大字宮崎字部田 西尾市吉良町宮崎部田 

幡豆郡吉良町大字宮崎字法連坊 西尾市吉良町宮崎法連坊 

幡豆郡吉良町大字宮崎字前留谷 西尾市吉良町宮崎前留谷 

幡豆郡吉良町大字宮崎字丸山 西尾市吉良町宮崎丸山 

幡豆郡吉良町大字宮崎字南飛越 西尾市吉良町宮崎南飛越 

幡豆郡吉良町大字宮崎字宮後 西尾市吉良町宮崎宮後 

幡豆郡吉良町大字宮崎字宮東 西尾市吉良町宮崎宮東 

幡豆郡吉良町大字宮崎字宮前 西尾市吉良町宮崎宮前 

幡豆郡吉良町大字宮崎字向山 西尾市吉良町宮崎向山 

幡豆郡吉良町大字宮崎字弥五郎 西尾市吉良町宮崎弥五郎 

幡豆郡吉良町大字宮崎字山後 西尾市吉良町宮崎山後 

幡豆郡吉良町大字宮崎字山ノ井 西尾市吉良町宮崎山ノ井 

幡豆郡吉良町大字宮崎字山鼻 西尾市吉良町宮崎山鼻 

幡豆郡吉良町大字宮崎字由兵衛上 西尾市吉良町宮崎由兵衛上 

幡豆郡吉良町大字宮崎字若宮後 西尾市吉良町宮崎若宮後 

幡豆郡吉良町大字宮崎字若宮西 西尾市吉良町宮崎若宮西 

幡豆郡吉良町大字宮迫字漆畑 西尾市吉良町宮迫漆畑 

幡豆郡吉良町大字宮迫字大上 西尾市吉良町宮迫大上 

幡豆郡吉良町大字宮迫字大迫 西尾市吉良町宮迫大迫 

幡豆郡吉良町大字宮迫字樫木 西尾市吉良町宮迫樫木 

幡豆郡吉良町大字宮迫字勝迫 西尾市吉良町宮迫勝迫 

幡豆郡吉良町大字宮迫字上 西尾市吉良町宮迫上 

幡豆郡吉良町大字宮迫字観音田 西尾市吉良町宮迫観音田 

幡豆郡吉良町大字宮迫字鴻ケ巣 西尾市吉良町宮迫鴻ケ巣 

幡豆郡吉良町大字宮迫字左長 西尾市吉良町宮迫左長 

幡豆郡吉良町大字宮迫字四反田 西尾市吉良町宮迫四反田 

幡豆郡吉良町大字宮迫字神田 西尾市吉良町宮迫神田 

幡豆郡吉良町大字宮迫字堂根 西尾市吉良町宮迫堂根 

幡豆郡吉良町大字宮迫字長沢 西尾市吉良町宮迫長沢 

幡豆郡吉良町大字宮迫字西屋敷 西尾市吉良町宮迫西屋敷 

幡豆郡吉良町大字宮迫字文道野 西尾市吉良町宮迫文道野 

幡豆郡吉良町大字宮迫字前田 西尾市吉良町宮迫前田 

幡豆郡吉良町大字宮迫字丸山 西尾市吉良町宮迫丸山 

幡豆郡吉良町大字宮迫字御栗山 西尾市吉良町宮迫御栗山 

幡豆郡吉良町大字宮迫字宮後 西尾市吉良町宮迫宮後 

幡豆郡吉良町大字宮迫字宮前 西尾市吉良町宮迫宮前 

幡豆郡吉良町大字宮迫字向 西尾市吉良町宮迫向 

幡豆郡吉良町大字吉田字亥改 西尾市吉良町吉田亥改 

幡豆郡吉良町大字吉田字石池 西尾市吉良町吉田石池 

幡豆郡吉良町大字吉田字内川田 西尾市吉良町吉田内川田 

幡豆郡吉良町大字吉田字宇野津 西尾市吉良町吉田宇野津 

幡豆郡吉良町大字吉田字大切間 西尾市吉良町吉田大切間 
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幡豆郡吉良町大字吉田字上榎島 西尾市吉良町吉田上榎島 

幡豆郡吉良町大字吉田字上島津 西尾市吉良町吉田上島津 

幡豆郡吉良町大字吉田字上浜 西尾市吉良町吉田上浜 

幡豆郡吉良町大字吉田字桐杭 西尾市吉良町吉田桐杭 

幡豆郡吉良町大字吉田字桑ノ木 西尾市吉良町吉田桑ノ木 

幡豆郡吉良町大字吉田字小池 西尾市吉良町吉田小池 

幡豆郡吉良町大字吉田字西郷 西尾市吉良町吉田西郷 

幡豆郡吉良町大字吉田字斉藤久 西尾市吉良町吉田斉藤久 

幡豆郡吉良町大字吉田字下榎島 西尾市吉良町吉田下榎島 

幡豆郡吉良町大字吉田字下屋敷 西尾市吉良町吉田下屋敷 

幡豆郡吉良町大字吉田字新田 西尾市吉良町吉田新田 

幡豆郡吉良町大字吉田字新浜 西尾市吉良町吉田新浜 

幡豆郡吉良町大字吉田字神明塚 西尾市吉良町吉田神明塚 

幡豆郡吉良町大字吉田字須原 西尾市吉良町吉田須原 

幡豆郡吉良町大字吉田字高島新田 西尾市吉良町吉田高島新田 

幡豆郡吉良町大字吉田字天笠桂 西尾市吉良町吉田天笠桂 

幡豆郡吉良町大字吉田字忠四郎前 西尾市吉良町吉田忠四郎前 

幡豆郡吉良町大字吉田字伝蔵荒子 西尾市吉良町吉田伝蔵荒子 

幡豆郡吉良町大字吉田字東郷 西尾市吉良町吉田東郷 

幡豆郡吉良町大字吉田字豊岡 西尾市吉良町吉田豊岡 

幡豆郡吉良町大字吉田字取浜 西尾市吉良町吉田取浜 

幡豆郡吉良町大字吉田字長島 西尾市吉良町吉田長島 

幡豆郡吉良町大字吉田字中屋敷 西尾市吉良町吉田中屋敷 

幡豆郡吉良町大字吉田字西川畔 西尾市吉良町吉田西川畔 

幡豆郡吉良町大字吉田字西高島 西尾市吉良町吉田西高島 

幡豆郡吉良町大字吉田字西中浜 西尾市吉良町吉田西中浜 

幡豆郡吉良町大字吉田字二割 西尾市吉良町吉田二割 

幡豆郡吉良町大字吉田字離島 西尾市吉良町吉田離島 

幡豆郡吉良町大字吉田字東高島 西尾市吉良町吉田東高島 

幡豆郡吉良町大字吉田字東中浜 西尾市吉良町吉田東中浜 

幡豆郡吉良町大字吉田字平ケ山 西尾市吉良町吉田平ケ山 

幡豆郡吉良町大字吉田字船戸 西尾市吉良町吉田船戸 

幡豆郡吉良町大字吉田字堀割 西尾市吉良町吉田堀割 

幡豆郡吉良町大字吉田字本浜 西尾市吉良町吉田本浜 

幡豆郡吉良町大字吉田字松木田 西尾市吉良町吉田松木田 

幡豆郡吉良町大字吉田字万田 西尾市吉良町吉田万田 

幡豆郡吉良町大字吉田字宮腰 西尾市吉良町吉田宮腰 

幡豆郡吉良町大字吉田字宮前 西尾市吉良町吉田宮前 

幡豆郡吉良町大字吉田字八ツ田 西尾市吉良町吉田八ツ田 

幡豆郡吉良町大字吉田字山中 西尾市吉良町吉田山中 
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４ 現在の幡豆町における変更点(次表のとおり) 

①「幡豆郡幡豆町」を「西尾市」に置き換え、「大字」「字」を削除し、大字

名を町名とし、小字名を字名とします。 

②地番は、従来のままで変更がありません。 

 

合 併 前 合 併 後 

幡豆郡幡豆町大字寺部字笠外 西尾市寺部町笠外 

幡豆郡幡豆町大字寺部字上宇頭 西尾市寺部町上宇頭 

幡豆郡幡豆町大字寺部字香伏 西尾市寺部町香伏 

幡豆郡幡豆町大字寺部字小浜 西尾市寺部町小浜 

幡豆郡幡豆町大字寺部字下宇頭 西尾市寺部町下宇頭 

幡豆郡幡豆町大字寺部字城越 西尾市寺部町城越 

幡豆郡幡豆町大字寺部字田中 西尾市寺部町田中 

幡豆郡幡豆町大字寺部字天王 西尾市寺部町天王 

幡豆郡幡豆町大字寺部字堂前 西尾市寺部町堂前 

幡豆郡幡豆町大字寺部字西浦 西尾市寺部町西浦 

幡豆郡幡豆町大字寺部字浜田 西尾市寺部町浜田 

幡豆郡幡豆町大字寺部字林添 西尾市寺部町林添 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字赤岩 西尾市鳥羽町赤岩 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字足ケ谷 西尾市鳥羽町足ケ谷 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字石塚 西尾市鳥羽町石塚 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字壱丁田 西尾市鳥羽町壱丁田 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字入通 西尾市鳥羽町入通 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字大入 西尾市鳥羽町大入 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字大狐 西尾市鳥羽町大狐 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字大谷 西尾市鳥羽町大谷 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字大迫 西尾市鳥羽町大迫 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字奥山 西尾市鳥羽町奥山 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字萱場 西尾市鳥羽町萱場 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字川坂 西尾市鳥羽町川坂 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字北荒井 西尾市鳥羽町北荒井 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字北迫 西尾市鳥羽町北迫 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字古新田 西尾市鳥羽町古新田 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字崎山 西尾市鳥羽町崎山 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字笹頭 西尾市鳥羽町笹頭 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字里 西尾市鳥羽町里 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字下モ坪 西尾市鳥羽町下モ坪 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字社口 西尾市鳥羽町社口 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字西風入 西尾市鳥羽町西風入 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字田尻 西尾市鳥羽町田尻 



 ２６

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字出崎 西尾市鳥羽町出崎 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字十三新田 西尾市鳥羽町十三新田 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字長坂 西尾市鳥羽町長坂 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字中橋 西尾市鳥羽町中橋 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字名幸寺 西尾市鳥羽町名幸寺 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字西迫 西尾市鳥羽町西迫 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字西六反田 西尾市鳥羽町西六反田 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字八貫 西尾市鳥羽町八貫 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字八反田 西尾市鳥羽町八反田 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字林 西尾市鳥羽町林 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字東迫 西尾市鳥羽町東迫 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字東六反田 西尾市鳥羽町東六反田 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字未新田 西尾市鳥羽町未新田 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字姫山 西尾市鳥羽町姫山 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字平松 西尾市鳥羽町平松 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字馬ノ坂 西尾市鳥羽町馬ノ坂 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字南荒井 西尾市鳥羽町南荒井 

幡豆郡幡豆町大字鳥羽字迎 西尾市鳥羽町迎 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字荒佐分 西尾市西幡豆町荒佐分 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字池下 西尾市西幡豆町池下 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字市場 西尾市西幡豆町市場 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字稲葉 西尾市西幡豆町稲葉 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字犬持 西尾市西幡豆町犬持 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字入前 西尾市西幡豆町入前 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字後田 西尾市西幡豆町後田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字江尻 西尾市西幡豆町江尻 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字榎開戸 西尾市西幡豆町榎開戸 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字大塚 西尾市西幡豆町大塚 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字大坪 西尾市西幡豆町大坪 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字奥山 西尾市西幡豆町奥山 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字小田際 西尾市西幡豆町小田際 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字鬼木 西尾市西幡豆町鬼木 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字貝場 西尾市西幡豆町貝場 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字貝吹 西尾市西幡豆町貝吹 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字柿田 西尾市西幡豆町柿田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字柿迫 西尾市西幡豆町柿迫 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字欠橋 西尾市西幡豆町欠橋 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字上大坪 西尾市西幡豆町上大坪 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字刈払 西尾市西幡豆町刈払 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字川西 西尾市西幡豆町川西 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字川原 西尾市西幡豆町川原 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字北岡割 西尾市西幡豆町北岡割 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字北門内 西尾市西幡豆町北門内 



 ２７

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字北郷 西尾市西幡豆町北郷 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字北ノ入 西尾市西幡豆町北ノ入 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字京田 西尾市西幡豆町京田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字黒松 西尾市西幡豆町黒松 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字車木 西尾市西幡豆町車木 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字郷 西尾市西幡豆町郷 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字高久 西尾市西幡豆町高久 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字郷中 西尾市西幡豆町郷中 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字幸ノケ谷 西尾市西幡豆町幸ノケ谷 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字講伏 西尾市西幡豆町講伏 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字小操美 西尾市西幡豆町小操美 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字小清水 西尾市西幡豆町小清水 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字古浜 西尾市西幡豆町古浜 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字小深田 西尾市西幡豆町小深田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字菰田 西尾市西幡豆町菰田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字三反田 西尾市西幡豆町三反田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字下郷 西尾市西幡豆町下郷 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字下丸山 西尾市西幡豆町下丸山 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字清六 西尾市西幡豆町清六 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字高沢 西尾市西幡豆町高沢 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字高根 西尾市西幡豆町高根 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字田ノ上 西尾市西幡豆町田ノ上 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字田迫 西尾市西幡豆町田迫 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字丹後 西尾市西幡豆町丹後 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字中央台  西尾市西幡豆町中央台  

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字寺後 西尾市西幡豆町寺後 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字寺尾 西尾市西幡豆町寺尾 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字天王 西尾市西幡豆町天王 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字轟 西尾市西幡豆町轟 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字轟口 西尾市西幡豆町轟口 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字中郷 西尾市西幡豆町中郷 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字仲田 西尾市西幡豆町仲田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字中野郷 西尾市西幡豆町中野郷 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字中村郷 西尾市西幡豆町中村郷 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字中屋敷 西尾市西幡豆町中屋敷 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字西池下 西尾市西幡豆町西池下 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字西大坪 西尾市西幡豆町西大坪 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字西岡割 西尾市西幡豆町西岡割 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字西川原 西尾市西幡豆町西川原 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字西前田 西尾市西幡豆町西前田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字西見影 西尾市西幡豆町西見影 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字西道添 西尾市西幡豆町西道添 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字西森 西尾市西幡豆町西森 



 ２８

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字二本松 西尾市西幡豆町二本松 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字年重坂 西尾市西幡豆町年重坂 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字橋ノ下 西尾市西幡豆町橋ノ下 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字馬場 西尾市西幡豆町馬場 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字浜田 西尾市西幡豆町浜田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字浜屋敷 西尾市西幡豆町浜屋敷 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字播摩門内 西尾市西幡豆町播摩門内 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字番場 西尾市西幡豆町番場 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字東奥山 西尾市西幡豆町東奥山 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字東見影 西尾市西幡豆町東見影 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字東森 西尾市西幡豆町東森 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字平治 西尾市西幡豆町平治 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字前田 西尾市西幡豆町前田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字松下 西尾市西幡豆町松下 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字松原 西尾市西幡豆町松原 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字丸山 西尾市西幡豆町丸山 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字見影田 西尾市西幡豆町見影田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字道添 西尾市西幡豆町道添 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字南岡割 西尾市西幡豆町南岡割 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字南丹後 西尾市西幡豆町南丹後 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字宮西 西尾市西幡豆町宮西 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字柳田 西尾市西幡豆町柳田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字山副 西尾市西幡豆町山副 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字六十目 西尾市西幡豆町六十目 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字六反田 西尾市西幡豆町六反田 

幡豆郡幡豆町大字西幡豆字蕨迫 西尾市西幡豆町蕨迫 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字池上 西尾市東幡豆町池上 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字池田 西尾市東幡豆町池田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字石田 西尾市東幡豆町石田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字石東 西尾市東幡豆町石東 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字岩倉 西尾市東幡豆町岩倉 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字岩廻 西尾市東幡豆町岩廻 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字上ノ山 西尾市東幡豆町上ノ山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字上畑山 西尾市東幡豆町上畑山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字ウハダ 西尾市東幡豆町ウハダ 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字裏山 西尾市東幡豆町裏山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字浦和 西尾市東幡豆町浦和 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字会下 西尾市東幡豆町会下 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字烏帽子ケ丘 西尾市東幡豆町烏帽子ケ丘 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字烏帽子山 西尾市東幡豆町烏帽子山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字大入 西尾市東幡豆町大入 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字大口 西尾市東幡豆町大口 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字大境 西尾市東幡豆町大境 



 ２９

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字大沢 西尾市東幡豆町大沢 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字大戸 西尾市東幡豆町大戸 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字大西 西尾市東幡豆町大西 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字王根 西尾市東幡豆町王根 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字大根入 西尾市東幡豆町大根入 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字大迫 西尾市東幡豆町大迫 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字大平 西尾市東幡豆町大平 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字大峰ケ入 西尾市東幡豆町大峰ケ入 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字沖島 西尾市東幡豆町沖島 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字奥ケ入 西尾市東幡豆町奥ケ入 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字奥ノ入 西尾市東幡豆町奥ノ入 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字小出ケ入 西尾市東幡豆町小出ケ入 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字鍛治屋畑 西尾市東幡豆町鍛治屋畑 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字上池下 西尾市東幡豆町上池下 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字上風越 西尾市東幡豆町上風越 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字上神田 西尾市東幡豆町上神田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字上床崎 西尾市東幡豆町上床崎 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字上丸山 西尾市東幡豆町上丸山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字上向山 西尾市東幡豆町上向山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字亀井 西尾市東幡豆町亀井 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字河原 西尾市東幡豆町河原 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字川迎 西尾市東幡豆町川迎 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字北山 西尾市東幡豆町北山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字黒田 西尾市東幡豆町黒田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字桑畑山 西尾市東幡豆町桑畑山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字毛無島 西尾市東幡豆町毛無島 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字鯉田 西尾市東幡豆町鯉田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字郷中 西尾市東幡豆町郷中 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字郷上 西尾市東幡豆町郷上 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字小見行田 西尾市東幡豆町小見行田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字越キガ入 西尾市東幡豆町越キガ入 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字越田 西尾市東幡豆町越田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字越山 西尾市東幡豆町越山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字五反田 西尾市東幡豆町五反田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字小浜 西尾市東幡豆町小浜 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字小廻 西尾市東幡豆町小廻 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字金剛童子 西尾市東幡豆町金剛童子 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字紺屋谷戸 西尾市東幡豆町紺屋谷戸 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字佐右エ門田 西尾市東幡豆町佐右エ門田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字崎ノ畑 西尾市東幡豆町崎ノ畑 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字三ケ根口 西尾市東幡豆町三ケ根口 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字三ケ根田 西尾市東幡豆町三ケ根田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字汐浜 西尾市東幡豆町汐浜 



 ３０

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字篠迫 西尾市東幡豆町篠迫 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字清水 西尾市東幡豆町清水 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字下池 西尾市東幡豆町下池 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字下風越 西尾市東幡豆町下風越 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字下側内 西尾市東幡豆町下側内 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字下床崎 西尾市東幡豆町下床崎 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字下谷 西尾市東幡豆町下谷 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字下山 西尾市東幡豆町下山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字社口 西尾市東幡豆町社口 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字蛇山 西尾市東幡豆町蛇山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字蛇山越 西尾市東幡豆町蛇山越 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字新田 西尾市東幡豆町新田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字須賀田 西尾市東幡豆町須賀田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字杉那 西尾市東幡豆町杉那 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字助八 西尾市東幡豆町助八 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字洲崎 西尾市東幡豆町洲崎 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字洲崎山 西尾市東幡豆町洲崎山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字須田 西尾市東幡豆町須田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字竹ノ下 西尾市東幡豆町竹ノ下 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字田戸 西尾市東幡豆町田戸 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字田中 西尾市東幡豆町田中 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字築園 西尾市東幡豆町築園 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字知狭間 西尾市東幡豆町知狭間 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字茶園 西尾市東幡豆町茶園 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字造田 西尾市東幡豆町造田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字堂下 西尾市東幡豆町堂下 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字堂ノ上 西尾市東幡豆町堂ノ上 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字堂山 西尾市東幡豆町堂山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字鳶山 西尾市東幡豆町鳶山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字中尾 西尾市東幡豆町中尾 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字中川原 西尾市東幡豆町中川原 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字中柴 西尾市東幡豆町中柴 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字中島 西尾市東幡豆町中島 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字中根 西尾市東幡豆町中根 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字長根 西尾市東幡豆町長根 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字中ノ浜 西尾市東幡豆町中ノ浜 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字中屋敷 西尾市東幡豆町中屋敷 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字縄添 西尾市東幡豆町縄添 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字肉門内 西尾市東幡豆町肉門内 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字西浦 西尾市東幡豆町西浦 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字西大平 西尾市東幡豆町西大平 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字西ケ鼻 西尾市東幡豆町西ケ鼻 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字西神田 西尾市東幡豆町西神田 
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幡豆郡幡豆町大字東幡豆字西口 西尾市東幡豆町西口 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字西野岸 西尾市東幡豆町西野岸 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字西前田 西尾市東幡豆町西前田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字西丸山 西尾市東幡豆町西丸山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字西山 西尾市東幡豆町西山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字西山谷 西尾市東幡豆町西山谷 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字入会山 西尾市東幡豆町入会山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字根尻 西尾市東幡豆町根尻 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字根ノ上 西尾市東幡豆町根ノ上 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字上り沢 西尾市東幡豆町上り沢 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字走り付 西尾市東幡豆町走り付 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字浜ノ山 西尾市東幡豆町浜ノ山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字原迫 西尾市東幡豆町原迫 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字番上 西尾市東幡豆町番上 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字日影 西尾市東幡豆町日影 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字東長根 西尾市東幡豆町東長根 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字東野岸 西尾市東幡豆町東野岸 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字東浜 西尾市東幡豆町東浜 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字東前田 西尾市東幡豆町東前田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字東山 西尾市東幡豆町東山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字東山谷 西尾市東幡豆町東山谷 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字引浜 西尾市東幡豆町引浜 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字彦田 西尾市東幡豆町彦田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字彦田入 西尾市東幡豆町彦田入 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字彦田前 西尾市東幡豆町彦田前 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字平岩 西尾市東幡豆町平岩 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字平田 西尾市東幡豆町平田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字平山 西尾市東幡豆町平山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字琵琶浦 西尾市東幡豆町琵琶浦 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字深田 西尾市東幡豆町深田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字深迫 西尾市東幡豆町深迫 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字船付 西尾市東幡豆町船付 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字細田 西尾市東幡豆町細田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字本郷 西尾市東幡豆町本郷 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字前島 西尾市東幡豆町前島 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字前田 西尾市東幡豆町前田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字前山 西尾市東幡豆町前山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字政吉 西尾市東幡豆町政吉 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字丸山 西尾市東幡豆町丸山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字御芦 西尾市東幡豆町御芦 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字三ツ塚 西尾市東幡豆町三ツ塚 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字御堂前 西尾市東幡豆町御堂前 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字緑ケ崎 西尾市東幡豆町緑ケ崎 
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幡豆郡幡豆町大字東幡豆字南大西 西尾市東幡豆町南大西 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字南黒田 西尾市東幡豆町南黒田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字南越田 西尾市東幡豆町南越田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字南沢 西尾市東幡豆町南沢 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字南造田 西尾市東幡豆町南造田 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字宮後 西尾市東幡豆町宮後 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字宮ケ崎 西尾市東幡豆町宮ケ崎 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字宮下 西尾市東幡豆町宮下 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字宮司 西尾市東幡豆町宮司 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字宮前 西尾市東幡豆町宮前 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字宮脇 西尾市東幡豆町宮脇 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字向畑 西尾市東幡豆町向畑 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字向山 西尾市東幡豆町向山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字向山下 西尾市東幡豆町向山下 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字迎 西尾市東幡豆町迎 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字森 西尾市東幡豆町森 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字森崎 西尾市東幡豆町森崎 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字森山 西尾市東幡豆町森山 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字八重林 西尾市東幡豆町八重林 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字山崎 西尾市東幡豆町山崎 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字山ノ内 西尾市東幡豆町山ノ内 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字山道 西尾市東幡豆町山道 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字横根 西尾市東幡豆町横根 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字横枕 西尾市東幡豆町横枕 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字四ツ割 西尾市東幡豆町四ツ割 

幡豆郡幡豆町大字東幡豆字米田 西尾市東幡豆町米田 
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