
四万十町の字一覧

地域 地区 大字 字名

窪川地域 街分

窪川 一井谷、岩本坊、イヲタニ北、大平、大切、岡崎、岡屋式、沖屋式、
カケノヒラ、景ノ平、キドノ本、キョウデン、窪田、倉谷、黒岩、ク
ロノモト、コヲガタニ、神ノ西、サイノヲ、西原、シケクシノ西、シ
ケクシノ東、シシバ、白土、新開、スケザワ、ツカヤブ、ツカヤブ
東、ツキヌケ、天一、ドウカン、道通田、鳥落、中谷、中呼坂、夏
焼、西ノ谷、根々崎、萩原、ヒソ原、ヒノキ谷、ヒラウエ北、平上、
深田、古市、弁才天、宮ケ谷、八穴、山中、呼坂、蕨谷【51】

古市町 住居表示に関する法律に基づく町名（地区名）
　（古市町住宅・古市県職員住宅・古市町上・古市町下・古市町２）

東町 住居表示に関する法律に基づく町名（地区名）
　（上東町・東町木造住宅・上本町２）

茂串町 住居表示に関する法律に基づく町名（地区名）
　（東町・上町１・上町２・元倉町１・元倉町２・元倉町３・元倉町
４・殿町１・殿町２・殿町３・殿町４・殿町５・横町・保健所通り・
中央通り）

本町 住居表示に関する法律に基づく町名（地区名）
　（上本町１・元町・新元町・本町・戎町１・戎町２・戎町３）

新開町 住居表示に関する法律に基づく町名（地区名）
　（新開町）

琴平町 住居表示に関する法律に基づく町名（地区名）
　（吉見町・東吉見町・南琴平町１・南琴平町２・琴平町１・琴平町
２・北琴平町２・駅前通り）

北琴平町 住居表示に関する法律に基づく町名（地区名）
　（東琴平町・北琴平町１・駅前町・学園通り・昭和町１・昭和町
２・昭和町３・第一琴平住宅・第二琴平住宅・旭が丘・鳥が丘・栄町
１-１・栄町１-２）

香月が丘 住居表示に関する法律に基づく町名（地区名）
　（香月ヶ丘１・香月ヶ丘２・香月ヶ丘３・香月ヶ丘４・香月ヶ丘
５・香月ヶ丘６・香月ヶ丘７・香月ヶ丘住宅・香月ヶ丘警察公舎・四
万十森林管理署窪川事務所）

榊山町 住居表示に関する法律に基づく町名（地区名）
　（榊山町１・榊山町２・榊山町３・榊山町電力寮）

郷分
神ノ西 嵐田、上沖ゾリ、上久保、上五反地上山窪、五反地、下山窪、下山久

保、下沖ゾリ、瀧ノ本、瀧山、バサマダ、ハトウチ瀬、ヒノ上、ヒノ
下モ、福田、宮ノ下、六反地、六反地山方【19】

西原 天笠野、荒谷、ウワキレ、大窪、太田、カヂ原、久万窪、コエヌ石、
下岡川、下モシユノ川、修正田、十二処、障子越、四郎五郎、谷田、
寺中、永山、ナリカ谷、八升マキタ、般若寺、東タ、フカ谷、船戸、
フル井ヲリ、フルド井、ミゾノ下タ、明後見、本田、本谷、本ノ谷、
柳窪、柳瀬、横田、ヲカメカ谷、ヲコヂ【35】

若井 アタラシダ、石神谷、石神ノ本、沖道、笠ノ川、上ソエゲ市、亀岩、
切レ井、小松ノ川、小屋ゲ谷、コヲノソ子、静ケ谷、下ソエケ市、ス
ゲ沢、大廉、竹ノ本、立目、長助屋式、鳥落、中原谷、汢ノ川、船
戸、宮ケ谷、宮ノ谷、若松【25】

高野 荒平、荒平山、イオセ、石神ノ前、岩唐、井ヲセ、大エ、大田、岡屋
敷、小田、柿ノ木谷、景ノ平、景平、上荒平、上ソリタ、神ノ前、キ
レイ、栗ノ木賀伊チ、坂本、桜谷、サクラ谷、鈴田、ソリタ、竹屋
敷、立花、橘谷、中野、新屋、西柿ノ木谷、西坂ヲリ付、西谷、東柿
ノ木谷、東坂ヲリ付、東谷、ヒシヤニ、ヒノ口、フク田、松ノ窪、松
ノ本、南ヲヲセ、宮ノ川、油ノ木谷、油ノ木元、ヲサコタ【44】
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若井川 荒谷新山、石神谷、石神ノ前、石神谷山、石ノ元、イナ井カ谷山、猪
内ケ谷、入ボシ山、イヲセ、梅木谷山、エルボヲシ、大シク、大ジク
山、大田、大宮ノ川、大本山、岡屋敷、沖ノ向、カギ山、格生田、陰
ノ地、影平、上ソリ田、川原田、木樵田、キレイ、口目ノ川、口目ノ
川山、窪田、栗木カイチ、小越、小越山、子コダ、五反地、小宮ノ
川、下タ神田、下沢、庄次谷、庄次谷山、神田、神田山、橘谷、立花
谷山、堂ヶ谷山、堂ノ谷山、堂免、虎杖谷、鳥越、鳥越山、中串、仲
スカ、流田、ナキノ川、奈路、錦ノ川、錦ノ川山、西谷、西ノ前、汢
ノ川、萩ノ本、東田、東谷、彦四郎、彦四郎山、ビシャゴ、冬越、冬
越山、宮ノ川、モチダ、モチタ山、柳ケ谷山、ヤフシ田山、山之前、
ヲサゴ【74】

峰ノ上 池ノ谷山、泉ケ谷奥山、イツカタニ、イヅガ谷、大田、大谷山、大
畑、大畑山、カタ坂、勝取薮、上ヤシキ、カラト越山、川原田、川原
田山、キビシリ、キビシリ山、窪田、窪田山、越ト山、コミ山、五郎
田、サデカ谷山、下ヤシキ、土橋、土橋山、寺山、峠、鳥落、鳥落
山、長尾山、西谷、ヒヨトリ越、深澤、松葉、向ヤシキ、ムシロ谷、
ムロシ谷、山ノ下【38】

金上野 天竺野、井堀、岩柄、兎谷、梅ノ木谷、上ハ井、上向、江戸見、大岩
谷、大谷口、大谷山、大駄場、大長瀬、大平、大平山、岡ハナ、岡屋
敷、押川口、押川谷、加賀ジリ、匿レ谷、カクレ谷、梶カ谷、梶加
谷、樫ノ木林、樫木林、加治屋口、上坂、上波瀬ガ小路、上林野、上
横田、カラス田谷、烏田、烏田谷、カロト越、川辺ノ前、木畝、木
セ、クスノ木谷、楠ノ木谷、管ケ谷、黒岩、桑木畑、桑畑、小池ノ
谷、小カツ籠、五在所山、古城、小谷口、五反地、小ツヅラ、小長
瀬、己斐加谷、コビガ谷、己斐加山、己斐山、才能、佐右衛門、左右
衛門九郎、作右衛門、作右衛門林、佐五右エ門屋式、佐吾エ門屋敷、
三本松、椎ノ木谷、下向、下ハゼガ、下波瀬ガ小路、下ミコノ川、焼
木谷、障子越、ショジ越、須ケ加谷、高ヒ、津々ラ、寺カ谷、出分、
堂ケ谷、堂免、徳庵、土俵ケ畝、長田、長野、中堀、中向、仁イヤ、
荷掛、西原渡瀬、汢ノ川、野添、野中、ハゼガ小路、初尾田、ハツヲ
デン、火野谷、ヒビノ木、深谷、本谷、本モ谷、又之亟屋敷、三日月
山、ミコノ川、ミコノ川谷、見付越、ヤクチ、ヤケ木谷、ヤケソ、ヤ
ケソ谷、山伏野、湯出ケ谷、與助、六升蒔【112】

見付 宇ノ谷、大谷口、大田、坂本川、萩野々、影ノ平、藤越、大幡谷、壱
合奈路、野中、長見山、カヤノ木、轟川、柏木、大切、カクレジク、
岩本、樫木、影地、山口、ヤケキ、南宇ノ谷、焼木川、カケノヒラ、
影平、藤ノ越、樫ノ木、大切レ【28】

東大奈路 上ハ屋敷、大切、大水口、上ノ屋敷、源太夫谷、下モ窪、白セ、田
代、立野、谷口、中屋敷、中屋敷ノ上、中屋敷ノ下、中屋敷ノ中、橋
ノ上、（平串）、丸山、宮ノ下、無立野【19】

根元原 桜ケ谷、計岩、壱人越、高森、森ノ下、船附、茶園、八頭、頭地、関
ノ上、下渡瀬、仲切レ、南八頭、大切、五反切、古井、松ケダバ、渡
リ上リ、不用ダバ、杉ノ下モ、（山林）、ヲコ谷、八頭谷、南ノ切、
南一人越【25】

根々崎 後口山、家の前、後山、王カサコ、大切、大谷口、大平、影平、金右
エ門屋敷、上渡瀬、上八代、源太谷、呼坂、五反地、笹山、下八代、
城ケ谷、スカサキ、杉ノダン、助八屋敷、惣次屋敷、玉ガサコ、寺ケ
谷、中スカ、ハイ原、光り岩、飛渡、日ノヒラ、古屋敷、美野里、宮
ノ下タ、宮ノ前、八木屋敷、柳瀬田、八幡岡、用水【36】
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東川角 池ノ谷、池淵、井ノ上、井ノ本、射場、岩土谷、岩ノ本、牛田、梅ノ
木ノ本、枝折、扇田、大木場、大切、大田、大提、大又、近江畑、大
休場、岡本、沖屋式、小倉地、花王、柿ノ木田、柿木駄場、筧、笠
田、鍛治屋瀬、叶田、上大田、川ノ上、川畠、北才能、北野、木ノ
下、京田、京田ゾリ、行仏、供米田、楠木谷、久保田、黒岩、黒駄
場、黒場、桑原谷、五反切、小又、小松堤ノ南、小松ノ久保、小休
場、コヲダ、権現谷、権田口、権田山、材木ゾリ、坂カ谷、札場、里
ノ前、サヌキ田、山王、山王ノ前、地極瀬、清水、清水谷、清水ノ
本、下モボキ、城ガ森、城ノ下、スカサキ、スギ窪、スゲカ谷、上
道、辷道、関ノ木、草ズリ田、ソウヅノ窪、ソヲヅノ窪、高岡、高岡
ノハナ、瀧バタ、田代、玉カサコ、千鳥田、伝正、斗岩、道尻、兎
崎、轟口、渡上リ、鳥帽子バイ、中瀬、長田、中提、流田、鳴岩、仁
井屋屋式、錦戸、西才能、西ノ久保、猫岩、ノウデン、幟建、間、橋
ケ谷、長谷、長谷口、八反地、早瀬野、治子、坂東山、東才能、東高
岡、東野、彼岸田、一人越、日ノ裏、日ノ谷、平ソ、平バイ、深池、
深田、深谷、藤原、棒田、ホラノカイ、丸山、ミコ神、ミゾノ上江、
南京田、南才能、南野、ミヤタダ、宮ノ奥、宮ノ西、森木畑、八頭、
柳カサコ、柳ノ久保、薮ノ口、ユツリハ谷、弓田、除添、横田、余財
田、吉田、鎧田、渡場、ヲゴ谷【147】

西川角 池渕、石畑、井上、井ノ本、射場、大木場、大切、大窪、大柳窪、岡
崎、岡屋敷山、上常光、川窪、京田、行佛山、桑ノ木才能、権根屋
式、坂カ谷、櫻ノ基、笹畑、佐平屋式、佐平屋式山、地藏ノ前、常楽
坊、新開、森目、杉ノ窪、赤ケ谷山、宗五郎屋式、高岡ノ鼻、竹添、
田代、多四郎屋敷、田ノ川屋式、田ノ川屋式山、常林、常光、角右衛
門屋式、天神宮前、トウロウデン、中瀬、中ダバ、仁井屋敷、野田、
野田ノ窪、長谷山、東森目、皮岸田、平バイ、弁七、弁七屋式、法傳
山、ミコ神、宮ノ奥、柳瀬ノ瀬、ユヅリバ谷、ヨケ添、吉田、鎧田、
渡リ上リ【60】

宮内 荒神ノ元、池渕ノ内、石神ノ元、一貫田、今大神田、今大神々主屋
式、今宮土居屋敷、今宮才能、祝イ田ン、右近次郎屋敷、後口田、後
山ノ内、後山ノ内障子ケ谷、渦ジリ、ウスツル井、ウルシバタ、ウル
シバラ、宇和本モ切レ、大切レノ内、大田屋敷、大奈路口、大平山、
大平山ノ内、大宮神主屋式、大宮田、岡崎ノ内、沖屋式、開放、神楽
田ノ内、影ノ平、数生田ン、上ミ影ノ平ノ内、神ノソネ、上ミ丸田、
仮谷、貫五郎、北谷山、北谷山ノ内、黒原、黒原山、源氏山、源幣谷
山、源幣山ノ内、高畔、孝和ケ谷山、九日田ン、小太夫畑、五反畑、
古苗代、五輪ケ平、才野田、西原桟敷、坂出屋敷、左近次郎屋敷、笹
ノ才能、五月田、サワイダ、地獄ケ瀬ノ内、清水ケ窪、下モ屋敷、正
月田、白皇神主前、白皇神主田、白皇山、白皇山ノ内、志和桟敷、新
ガイ、神道田、杉ケ久ホ、杉ノ窪ノ内、助吾郎屋式、セキノモトノ
内、説得田ン、善浄寺、善浄山、添水ノ窪、ソリタノ内、頼ム田ン、
田渕畑、付キ合イ、柘ケ垣、傳之丞屋式、トウホンダ、燈明田ン、兎
生山、兎生山ノ内、トウラウデンノ内、鳥居ノ奈路、中石原、七日田
ン、仁井屋敷、西轟山、二中屋敷、登尾山、登り尾山ノ内、ハザコ、
長谷山、長谷山ノ内、馬附田、針木窪、東轟山、東轟山ノ内、彼岸
田、日ノ谷山、日ノ宮田、ヒヤウタンダノ内、平曽、藤井山、札ケツ
ジ、札ヶツジ山、フツ井川山、フナイタゲクボ、古馬場、枋ノ木谷
山、前澤、又三郎田、松葉、三島ノ元、宮多田、宮ノ奥、宮ノ窪、元
大安寺、八木屋敷、屋敷田、八代地、柳ノ川セイ元、柳ノ川山、山ノ
下、弓揚ノ元、弓場ノ元、除ケ添ノ内、芳ケ谷山、四時田ン、レキノ
元、渡リ上リ【135】

3



四万十町の字一覧

地域 地区 大字 字名

仕出原 芦川口、一郎九郎作、イハヒタ、今大神神主屋式ノ内、後口山、内垣
ノ内、宇津尻、姥谷、梅木谷、ウルシガハラ、ウルシハラ、榎ケ窪、
大田、大西ノ川、大ハタ、大水口、沖屋敷、神楽デン、カケノヒラ、
掛ヒノ本、春日田、カチタ、カツキ岡屋敷、カハツクチ、カミギレ、
上ヤシキ、経蔵ノ本、小芦川口内、小芦川山、郷ケ谷、コウサキ山、
越ケ堂ノ本、小西川、コモ池ノ内、コリンガウ子、コリンガウ子ノ
内、五郎次郎屋敷、桜ノ本、サハイタ、サマノサイノウ、山林、下シ
場、下モ谷、下向、春次作、女郎田、城山、新開、水神本、水天宮ノ
本、スゲタ、清源ダ、関ノ本、蔵京、曾理田、大門口、高ヒノ奈路、
建石本、谷屋敷、土橋ノ本、堤ノ本、伝之亟屋式ノ内、トウホンタ、
飛屋敷、鳥居窪、鳥越ノ本、中屋敷、仁井屋田、仁井ヤダ山、弐津
岩、ハクギノクボ内、橋詰、ハゼノ本、東ノ本、フシヤテン、ヘウタ
ンダ、ホキヨヲ山、ホツ京ダ、松岡山、松ノ窪、マトバ、三助谷、南
谷、宮ケ谷、宮ケ谷山、宮ノ窪、ヤウシメハラ、弥藤次谷、八幡下
タ、山ノ下、ヨテン、渡リ上リ、ワラビ川、ヲウシガモリ【94】

大井野 イナヤシキ、扇田、岡山、梶田、春日田、上ハサ、西原開、桜木ノモ
ト、七右衛門屋敷、七反地、蛇谷山、スゲタ、高ツカ屋式、瀧ノ平、
立テ道、堂ノ前、鳩打田、舩戸、瀑平、堀詰水戸ノ本、松カサコ、松
ケ谷山、水神ノ上、宮ケ谷山、屋舗割、四ツツジ、両免地【27】

口神ノ川 足川、壱町切、浦ノ窪、大岩ノナロ、大窪、大田、奥足川、奥蛇山、
奥蛇谷、上土井屋式、笹ケ谷、下土井屋式、下向、白皇、城ノ後、須
賀崎、竹内山、竹ノ内、竹ノ内山、田島山、但馬山、立目、チカラ
石、チカラ谷、茶屋ノ奈路、堂ノ川、堂ノ川山、中ケ市、中黒井ノ
上、中屋式、畑四郎、フマデン、蛇谷、柳ノ川、山本屋式【35】

中神ノ川 足川、壱町切レ、浦ノ窪、大岩ノナロ、大窪、大窪山、大宮ケ市、大
本山、影ノ平、影平、カラ石、黒尾ダバ、源太屋式、ゴホヲザコ、神
田、漆ケ原、下向、重ケ谷、白王、城津、竹屋敷、竹屋式山、立チ
目、津々良口、西小川表、ハタ四郎、拂川山、東小川表、平太屋敷、
平野防城、ホヲ畑、ボヲ畑、宮ノダバ、宮ノ西、柳ノ川、沸ヒ川
【37】

奥神ノ川 奥神ノ川山、沢田ノ丸、シダウ子山、ツエ谷口、ツヅラ口、ツヅラ谷
口、ヌタクボ、フトウノマエ、不動ノ前、ヲス谷口【10】

大向 ウハダバ、浦ノ窪、大ダバ、大ミナクチ、上後クボ、上ノ下、上松ノ
下、唐谷口、清水谷、シミヅ谷、下ウシロクホ、下ク保、下駄場、ス
ゲカ谷口、ソエガイチ、立目、仲瀬、中屋敷、畑四郎、ヒヤセ、船
戸、船戸場、松ノ下、ミゾシタ、御堂ノ越、ミトヲノ越、宮ノ下、山
ノ神ノ森【28】

立西

桧生原 石神迫、石神ノ前、石神前、入谷、押谷、大ウ子、大畝、大屋敷、上
岡屋敷、上谷、上谷北、上ノ段、神ミ前谷、カミマエ谷、桑木迫、コ
ブンダ、サテノスソ、地蔵迫、シノ太夫、下岡屋敷、シラヲ、神田、
新屋式、高畦、タカアゼ、瀧谷口、瀧谷、谷ノ奥、ツツラ谷、寺林、
天神ノナロ、鳥手谷、長ウ子、西屋式、灰鳥、橋ノ詰、橋ノ詰東、畑
ケ谷、ヒソウハラ、南ノ谷、宮ケ谷、宮ノ窪、宮ノ谷、ムロヤシキ、
山ノ段山、ヨソウ屋式、ヲウコエ、ヲウコエ山、遅越【49】

寺野 秋鹿山、石神谷、井ノ奥、井ノ奥山、井ノ谷山、上穴ノ川、上中瀬、
ウシノ水、榎佐古、大屋分、織尾山、笠神ノ上山、笠神上山、上穴ノ
川、上寺野、上ミトウカノ、カミナカゼ、上中瀬サワイガ市、上西野
地、上西野地道上、カモンダ、木材ガ市、キサイガ市上山、木村ガ
市、神田ノウ子、越戸ノウ子、小向、小屋ケ谷、古屋ノサコ、コヲタ
ノウ子、サイホ谷、サバイガ市、サワイガ市、山林、シギヨウブ谷上
山、シキヨブ谷上山、シタ尾続山、シタ尾山、嶋野、下穴ノ川、下寺
野、シモトウカノ、シモナカセ、下西野地、下ノ穴ノ川、秋鹿谷、神
谷山、スルバチ谷、スルバチ山、瀧ノウ子、竹フチノ平山、寺中、ト
ウカノ上山、トウカノ続山、堂ガ野山、堂ノ川、堂ノ川山、トドロガ
谷、轟ケ谷、トドロノ平下山、轟ノ平山、トゝロゝ平山、トヲキン
谷、仲ケ谷、永田、西野地上ミ山、西ノ路上山、西野地道上、西路
山、仁良山、汢窪、桧曽山、檜曽山、日ノ平、日ノ平続、日ノ平続
山、日ノ平山、平内畑、フタセマチタ山、古畑、古畑山、ホケロ、本
田山、ホンテン山、本村山、本村、矢萩谷、ヤハギ谷山、横山、涼ノ
平山、ヲソギノ川山、ヲソギノ川、ヲモキレ、ヲリ尾山【94】
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四万十町の字一覧

地域 地区 大字 字名

南川口 アシ川、石カサコ、石神越、石ケサコ、イシセキ、石セキ、イノ口、
後立目続山、ウリウノ、大谷、大本山、岡分、形ア地、カヤシキ、杭
野、杭野ノ、クホタ、黒岩、越ノシタ、小屋ノヤシキ、シタヤシキ、
嶌野々、スタノラ、立目新山、チウザ、ツシマ、鳶ノ子、永タ、中ヤ
シキ、夏ヤケ、ナロ、ニイヤ、ニウドウ、ヌタノヲ、ハシガ谷、不動
保木、フトヲホキ、宮ノワキ、ムタニ山、ムロヤシキ、本谷、元ノ
谷、本村山、ヤナギ、ヤハシラ、ヲビヤ【46】

天ノ川 岩龍山、大谷、大平山、大和田、上谷、上ダバ、上屋式、川中、クボ
ノヲク、栗ノ木、小籠山、小次郎屋式、コヤ、シモ谷、天ノ川、チチ
ガモリ、ナカサキ、中谷、中間、深瀬、梁瀬、ヲトナシ【22】

秋丸 荒平山、池ノ奥、石神、石神谷、伊豆、伊豆谷、伊豆ノ谷、臼杵、ウ
スギ、太田、大ノ花、春日田、上石橋、神主ヤシキ、窪田、越ヂノ
川、越ノ下、コトコ、コトコ山、小松ノ川、瀬ノ上、高ノ段、月駄
場、中六谷、中ム続山、無谷、野中、登り田、萩原、東路山、久田
山、日ノ本、不動布晞、不動ホキ、松ケ窪、マユミノ川、ム谷続山
【37】

野地 池ノ谷、池野谷山、池ノ谷山、梅ノ窪、大クボ、大久保、影ケ地山、
影地、上ハ松ノ前、川原崎山、鯉ノ谷、鯉ノ谷山、坂本、桜野、桜野
山、山桝木、山枡ノ木山、常法谷、天一畑、轟頭、轟頭山、長田、長
畑、平野続山、松ノ前、道前山、柳ノ谷、吉田、ヨシノナロ、吉野奈
路【30】

家地川 赤木原、赤松、アリノ木、アリノキナロ、池ノ東、大戸、大町、笠
松、笠山、カツ子サコ、カハモト谷、上サイノ、上ハサイノヲ、加茂
谷、北山、キノコ谷、キリキリ谷、クイノモト、下リ松、栗ノ木サ
コ、香ノ木、コエカケ、コトトロ、金剛ノ上ヘ、コンコヲ、サイノ三
ケ処、サイノヲ三ケ処、サキノクシ、サテカスソ、サテカユリ、サラ
カスソ、三升マキ、山林、新城、スイセンアンノマエ、スキヲヲ、ス
キヲヲ谷、土橋、ツルイガスソ、峠、トトロ上、トトロノ上、中串、
中谷口、中谷下モ、中谷、入道谷、橋ケ谷、羽立川、羽立川セイモ
ト、羽立川谷山、ヒノ谷口、平入道、藤ケ谷、佛先、堀切、ホリキリ
谷、松ケ窪、マツノクボ、松峰山、宮ケ谷、宮ケ谷口、宮ケ谷山、
森、屋式山、柚ノ木サコ、抽ノ木サコ、横道口、ヲヲシカ谷、ヲヲシ
ケ谷、ヲンチ、ヲンヂ、ヲンヂ田【73】

折合 イタキ、イタギ山、イテノ谷、イデノ本、大良屋式、岡屋式、尾崎
山、折合川、カカリヲ、カシタ、カハスサコ、上源見山、カヤノキ、
カワツサコ、ケンミ、ケンミ下源見山、小松尾山、坂島山、猿屋大畝
山、四十畑山、寺駄場、シモゾリ、下タナロ、神田、大御山、タカノ
トヲ、タキ山、瀧山、長者ケ奈路山、チョチ、ツリトイ、トリコエ、
ナロ畑、根木ノ尾山、拂川南平山、拂川山、ヒソキ、ヒビラ山、フカ
アセ、ホキ、ヤフノヲ、留駄場【42】
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四万十町の字一覧

地域 地区 大字 字名

松葉川

七里 上リ見、秋伐、秋谷、浅鍋山、東谷、東谷山、東屋式、穴ケ奈路、ア
ハガサコ、アマダヤシキ、新井屋、荒谷、有利ノ木、家ノ奥、石神
谷、石神谷山、石ノ木瀬、石本瀬、市川屋式、イヅガタニ、井ノ尻、
井前、井マエ、岩之段、岩ノ本、後口山、後山、ウノハイ、ウハガソ
子、馬尾田、ウルシガイチ、漆ノ窪、漆ノ窪、雲田、越前橋、越行ダ
バ、越行屋式、エノ木ノモト、榎屋式、エヒスノ前、大足、大池、大
切レ、大切、大久保、大才能、大才能、大田、大田、大西セイモト、
大西ノ川松ノ本、大平山、岡崎、岡崎端、岡田屋敷、沖野々、沖野々
上窪、沖ノ丸、格木、影平、影平山、梶株、梶株谷（梶株）、柏ギ
レ、柏原、加入道、上池、上窪、上長野、上ミハ合、上ミ八合、上ミ
越、上ミゾ、上三越、亀田、亀割谷、川窪、川窪、カワヅ谷、川原
田、神田丸、神主屋式、神主屋式、神主屋敷、観音堂、北裏、キヨヅ
カ、杭ノ本、楠ケ谷、楠木サコ、楠堀ケ谷、楠堀ガ谷口、庫床、栗ガ
サコ、栗ノ才能、黒才能、桑ノ木才能、郷ガ谷、郷ガ谷口、楮株、光
連坊、古庫、小坂ノ本、古城ノ上、ゴマジリ、小松ナロ、小松山、古
道谷、古道山、米ノ川田、小山、コヲジンノ前、権太郎、今天神、才
次屋式、才能、才能、左京田、櫻ケ窪、桜木ノ窪、櫻木ノクボ、サツ
摩畑、三郎屋式、サレデン、散田、サンデン、山皇田、三ノ谷、三
本、三本杉、シウジタ、シウシン畑、地蔵ノ元、仕出原山、芝ノ窪、
地引谷、嶋田、下神田、下川口、下モ切レ、下窪、シモコウダゾエ、
下ジャウカウ、下長野、下ノ平、下モ本田、ジャウカウ、重七屋式、
常助屋式、清忍寺、ショウブガ谷、四郎兵衛屋敷、城ケ谷、城ガタ
ヲ、城ケ森、城ノ下、城ノタヲ、新開、新開、神田、杉ノ本、砂場、
ゼンジョウ、千日畑、高駄場、高野、高野セイモト、高野谷川付合、
高野泊ノ下、高野道下、高森山（松木カサコ）、竹ケ谷、武吉屋式、
竹添丸、竹ノ端、竹之端、竹ノ本、タチデコノクボ、立チ山、立目
谷、谷之窪、谷ノ東、谷屋敷、タノ川口、田之谷、タレ石、田郎兵衛
屋式、長福寺、楮ノ木ノモト、鎮守田、ツゞシケ堂、ツルイガ谷、ツ
ル井ケ谷、ツルイガ谷口、鶴居ノ原、ツル井ノモト、鷂野、傅田之
窪、土居、トイシノ本、土井屋式、堂尻、藤四郎山、堂ノ川、土器
谷、徳才野、年男田、冨馬田、虎杖谷、トラマ、鳥居ノ原、トヲイ
チ、中岡、中頼ハイノ前、長谷、長谷、中谷、長ミゾ、中道、長満ケ
谷、ナワテ、ニイトロ、西岡、西ノ前、ニノヘ、入道谷口、根笹野、
野田、野田、鷂野、白皇ノ前、ハザコ、間、ハセデロ、花ノ木奈路、
早川、ヒイマガリウ子サキ、ヒイラ木、ヒ掛、東平、引地山、ヒキ
チ、ヒキチ山、ヒヂマガリ畝サキ、ヒナタゼ、檜木ダバ、ヒノ口、ヒ
ノ元、ヒ元、平谷、廣岡、廣岡山、藤内、伏者ケ谷、踏込谷、古荒
神、古城東、古城山、風品之本、弁作屋式、防田、保喜、ホゲンダ、
本毛谷、本田窪、本谷、孫助屋式、松木カサコ、松ノ本、丸山ノ下、
ミゾ下タ、ミゾ添、三滝谷口、三滝山（後口山）、道ノ下、道ヨリ下
モ、宮ケ谷、宮ケ谷口、宮窪、宮谷口、宮ノ窪、宮ノ谷口、宮ノ前、
明覚田、三良屋敷、ムコセキデン、本ケ谷、本谷（伏者ケ谷）、本モ
谷口、ヤケヤノ川、弥四郎田、柳木尾、ヤナギ谷、柚ノ木窪、弓木ガ
クボ、弓本ケ窪、吉岡屋敷、善定、リ下、ヲキ野ノ【300】

勝賀野 アマムカエ、石神ノ向、石ソ子、岩谷、ウシ谷、馬越、梅木谷、ウル
シガ市、大谷、大平、沖分、カイマエ、カキノキサイノ、カチノク
ボ、上谷、上谷山、神田、キタゴイダニ、木ノ下、楠ノ木屋敷、栗ノ
木、耕地整理地区、五助谷口、五助山、小高シロ、小屋谷口、コヤノ
ダン、サカノ谷、坂本谷、作ノ花、笹野、サルカエリ、下モスカ、下
谷、神田ノ上山、高ウ子、高シロ口、竹賀谷、忠太谷、ツエ谷、寺内
谷、寺ケ谷口、土井上、仲野谷、中谷口、ナシノ木谷、西ノ谷、ヌタ
ノハタ、畠ケ田、畠ケ谷、ハタ山、檜ダバ、深谷、ホコノモト、松
本、美野越シ、ミヤノタニ、向神田、目サフロ、弥十郎作、柳田、山
柿、ヲチアイ、ヲチハタセイモト【64】
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川ノ内 秋キレ、イセダ、イノ木谷、井領田、榎田、大切、大久保、岡田屋
式、オビヤカ谷、カゲジ、神屋式、ガヤノ木、ガヤノ木谷、川久保、
川原田、クチメ谷、クボヤシキ、栗ミノ窪、コシドノ上エ、ザウザ
谷、サカバ、シモカツラ、尻高山、新カイ、神前、セイゴ、惣ケ谷、
惣吾市林、ゾヲザ谷、田カミ、タケノクボ、多助林、田中屋式、天王
屋式、天王林、藤五原、堂屋式、飛地、仲谷口、ナゴレ、二本松、東
惣ケ谷、平内田、ホトサコ、松屋式、道岡、弥掛作リ、柳田、ユキフ
リダ、ヲキヤシキ、ヲビヤガ谷【51】

作屋 イゴウ谷山、市ガ谷、壱町田、井林、イリフ子山、岩ガラ、岩ガラ
山、岩松山、上ノ谷、ウバタ、ウルシノ窪、上ハダバ、枝折山、大蔵
屋敷、大谷、大駄場、大ナロ、奥西ノ川山、ヲ干段、オリ坂、梯谷、
柿ノ木平、柿谷、鍛治屋敷、鎌田、上平田、上ボキ、上屋敷、カラ
谷、神主屋敷、熊赤田、熊ノ谷、慶蔵安、ゲゾヲ、幸八屋敷、黒土ノ
窪、五社料、ゴシロ山、コボシロ、作ノダバ、桜ノ本、椎尾山、枝折
山、シシアナ、シビタイゾウ、新大蔵、神ノ谷、水持山、清七屋敷、
セト山、瀧平、ダバ屋敷、寺田、長田、中山、ナガレヤ、西ノ川口、
西ノ川ダバ、西ノ川山、弐升ナベ、乃田山、野中屋敷、伴吉屋敷、ビ
シャゴ、ビシヤゴ谷、広瀬駄場、フマデン、ブンジャウ、防ケ市、戍
ケ谷、ホコノコシ、堀切、マザイ谷、松ノ本、水木谷、三月田、宮ノ
谷、宮ノ前、柳立目、和田【80】

米奥 荒田、石原田、井ノ口、入ル谷、入ル谷山、植松、牛ノ子谷、ウルシ
谷、大上ゾリ、大久保、大コバ、大谷山、大松、岡屋敷、沖代、沖
野々、奥シン高、ヲクノ谷口、奥ノ谷、カゲタ、上カケタ、カヤノ
木、北影田、北屋式、楠バ谷、窪屋式、クマノ谷、黒平才能、クロヲ
谷、桑ノ谷、小越山、小越、越ノ下モ、越ノ元、五代地、小家ノ谷、
サカキノ谷、椎尾山、椎ノ木森、四十郎山、下屋式、シャシャブ谷、
女郎谷山、シロハナ、新道、須行谷、畝月埜、タキ山、立石、谷口、
ツエノ谷、ツバ原、堂ノ越、道泉、仲井、中上ゾリ、長谷、仲谷、中
ノ山、中屋式、中山、西方谷、汢ノ尾、白皇、花屋、引地、ヒサギ
谷、檜ノ谷、冨留処山、ホキ元屋敷、佛ノ窪、ホヲノクボ、見花山、
宮ノ谷、宮ノ前、明重、眼渕、守屋ケ谷、柳ケ谷、柳ノ平、山神坊、
山神駄場、ヲリコエ【83】

窪川中津川 青畑、明り山、アリノ谷、石神山、井ノ谷、井領、上ノヤシキ、上エ
ノ山、ウシロ山、内蔵ケ谷、上ワイ山、榎サイノウ、榎ノ木駄場、大
内山、扇山、大畑山、沖新田、奥中津川山、奥ノ谷、奥ノ谷山、尾崎
山、帰リ折山、上栗ノ木、上栗山、上駄場、伽羅ノ木、川口瀬、官
立、カン立山、神主屋式、岸ノ上、クイ附、クニ木前山、久保川、久
保切、黒岩、桑ノ木サイノウ、杭附、越ノ下タ、サイノウ、坂場、桜
ノ窪、三郎屋式、三反切、下栗ノ木、下栗山、下鈴ノ保木、下モ渡
瀬、新改、新田、杉ノ木才能、鈴ノ保木、立石、谷坂場、地クノキ、
ツゞラヤブ、堂ケ谷、轟ケ市、中井、中駄場、奥中津川下モ切レ、中
津川東新山、中津川山、中屋敷、中山、西谷、入道山、ヌケ切山、ノ
ウノキ谷、ノダ、白皇、白皇地、ヒエノ谷、引知山、ヒノ口、ヒノヒ
ラ、表ケ内山、広戸、ヒロノ、フカサコ、藤平畑山、佛ケ森、保木ノ
上エ、堀川、堀り切、松ノ前、水谷、道ノ下、宮ノ前、三良屋敷、ム
クノキ、森ケ内、森ケ内山、ヤ子ゾエ、八瀬井ノ、ヤネゾエ、湯ノ谷
山、ヲリゴエ【98】

日野地 相ケ峠、荒神床、石神ノ越、牛房佐吉、後川、後ロ川、ウツゲ谷、上
ハ井セキノ東、大本谷東路、尾崎、柿谷越戸、柿谷ノ西路、柿谷ノ東
路、梶原、上ミクボ、神西、神西駄場、上ハギレ、旧井林山、牛房佐
古、窪切、小キレ、古味ノ平、コヲラバタ、障子ケ尾、新改、シンガ
イ、新道谷東路、スゲヲガイチ、セチキ谷東路、竹屋敷、竹屋敷畝、
谷口、谷田、田ノ畝、田ノ畝ホキ、中在所山、ドヲガ谷ノ西、燈臺ノ
本、堂谷東畝、登尾、中ノ地、ナベイシ、西ノ前、西屋敷、ニタ又、
ニラクサ、ハセデグチ、東川、ヒ本山、フタサデ、古田、松木ケ奈
路、松葉川、丸山、宮木、森ノ後、森ノ後口山、森ノ東、ヤカシロ
【60】
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上秋丸 幾蔵屋式、幾蔵屋敷、井ノ上、イノキノ、井ノダバ、井ルダイノ本、
岩蔵屋式、馬木屋敷、大谷、大谷口、大谷日平山、大谷山、大ノ畝、
大平、岡田分ノ上、奥之谷、於徳屋敷、カイ廻リ、鏡田、カゲヂ、影
平山、樫木谷口、上ハ井関ノ上、上ハ窪、九右衛門屋式、銀蔵屋式、
クラカリ谷口、黒ノ鼻山、黒バナ、源八切、コエノ峯、コエヤシキ、
子ゴトコ、小尻高、小松尾谷口、コヤノ谷、コヤノ谷山、コヤノナ
ロ、コヲノサコ、権右衛門屋式、坂ノ畝、坂本、サコヂ奥、サコヂヤ
シキ、サコヲ畑、サルゴ谷、サルゴ谷口、シウシウ谷、シャシャブゴ
エ、車瀬ノ上、尻高、菅野々山、辻ケ谷奥、辻ケ谷口、ツゞラノ平、
鶴井谷、鶴井谷口、鶴井ノ平、寺ヶ谷、寺ノ駄場、土居ノ前、堂ノ
峯、ドヲシヨ畑、長尾、中谷口下モ、中渡瀬ノ上、長トロ、中間屋
敷、七ノ窪、ニザイ畑、入道渕ノ上、花ノ木山、桧木山、桧尾、弘瀬
ノ上、フトヲ、船付ノ上、堀明ノ畝、ホリアケノ畝、ホヲジ坂、ホヲ
ジ谷、本モ谷、ミシロ谷、宮ノ谷口、宮ノ前、名元屋敷、八百助屋
式、山神ノ下、山ノ下、山伏ツカノ本、四ッ辻ノ本、ヲソコエ谷口
【92】

壱斗俵 石ガサコ、今井山、エンヅカ谷、大隅谷、大スミ山、大ヒラ山、沖ノ
元、カゲヒラ山、カザヤシキ、キュウ場、キリコノ上、銀兵衛ヤシ
キ、クロハザ、後家ヤシキ、小笹ノ駄場、才能、坂元、茂六山、下ダ
バ、十蔵アン、菅野々山、蔵六山、タキケ谷、タキ元山、竹ノ後口
山、竹ノハナ、堂ケ谷、堂野々、仲駄場、西ゲサコ、ハケ谷、ヒジリ
神山、ヒメヤシキ、フ子サコ山、ブタイノ元、ホヲジノ越山、ホキ谷
山、ホヲジノ越、松ノ元、的ノ元、六兵衛ヤシキ【41】

東北ノ川 荒岩、後口松岡、馬木瀬、榎木田、大隅谷、沖屋敷、奥寺ケ谷、カギ
ノ谷、カタシガ谷、上ミ大田、カミスキ、カレ楠、小家ノ谷、古屋影
平山、古屋谷山、才能、坂ノ谷、ジケ、ジケノスソ、下モ大田、下モ
小田、総内川、総内川山、総内山、立石、寺ケ谷、鳥ノ奈路、仲新
開、仲間屋敷、仲山、フキケ市、三月田、水カ谷、水戸ケ谷、宮ノ谷
坂元、宮ノ前、向イ川田、向イ本田、向イ山、山ハナ【40】

市生原 アトメノ下タ、荒瀬、イダノ下、入船ヤシキ、梅ノ木才能、大切レ、
大崎、岡ノ峯、岡ノ屋敷、奥シロベト、梶田、梶田東、上オノヲ、上
切レ、上高畦、栗木谷、栗ノ木谷口、小路ノ川、小戸井ノ本、権元ホ
キ、才能、下オノヲ、下高畦、城ガ森、ジロベタウ、シロベト山、ツ
ルイノクボ、鳥谷山、長ガ田、中谷口、中ダバ、夏ヤケ、二本房、二
本棒口、ハザコ、ハチベオノ、ホキノ谷、槇ノ瀬、宮ノ廻リ、宮ノ
本、弥五郎田、ヤハズダ、八坂山、山本屋敷、横田、ヲクジロベタウ
【46】

仁井田

床鍋 青木ノ丸、小豆谷、有之木、有野木谷、池、池ノ谷山、石鉄山、泉、
伊武田、入谷、入レ子口、岩倉、江ノ口、恵美酒舞、恵味酒ケ原、エ
ンノシマ、大国畑、大久保、大島、大谷、大谷グチ、大谷山、大奈
路、大汢山、大呑谷、大屋舗、岡、岡屋式、沖ノ丸、楓ノ本、垣添、
カキ谷、カマド下タ、上新開、上ノ丸、上向、川上屋舗、川久保、キ
シノ下タ、熊野、熊野々原、呉地谷、桑原、源太、小島虎杖谷、琴
平、小奈路、権現、桜、佐竹田、山林、下ノ丸、下モケ谷、下鎌ゲ
タ、下モ谷、下向、酒造田、城居山、城屋舗、新開、神宮山、高岡、
忠太、土居屋敷、徳利山、轟、土俵ノ丸、中組山、中須賀、中ノ川、
中畑、仲屋舗、鍋金、仁井屋、西ノ薮、汢ノ川、野々又、野々又山、
白王ケ原、白王ノ前、東稲口、東屋舗、東山、福造田、福貴山、福
山、船木野、分上、弁天山、堀越、堀田ノ丸、松ケ瀬、間野島、三島

【100】
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影野 井詰メ、植竹山、ウシ地、大倉田、大ダバ、大屋敷、大屋敷山、岡屋
敷、ヲトナシ、小野ジリ、カシノ木ノ本、神屋敷、川原田、北屋敷、
切石ケナロ、五反切レ、小野尻、小峯山、櫻ノ前、サデガスソ、寺地
山、シノガヒラ、白屋敷、スギヤウ、立石ノ本、立石山、立山、立山
ノ川谷、谷屋敷、辻ノ本、角ケ谷山、出ケ谷、出ノ谷、寺ノ前、仲切
レ、中ダバ、仲野、永野、仲間ヤシキ、仲ヤシキ、鍋ケ谷山、西ノ
沢、花ノ木、東谷山之内、ヒノクボ、日ノ山、平串山、平串山ニ有
ル、船倉山、ホキ、松ケ瀬、松ガナロ、松野本、宮ノ前、宮ノ本、ヤ
ウジダ、ヤカタヤシキ、弥三郎田、薮ケ谷山、山口山、横田、リヨヤ
シキ【62】

奥呉地 イノ谷、イノ谷山、梅原、大谷、大谷口、大向、岡屋敷、影平山、カ
ハマキ谷、上大切、川谷山、木ノ下、楠ケ谷、楠ゲ谷、栗カサコ、栗
ノ木ダバ、黒谷、クロハナ、サイノヲ、坂谷山、坂本、笹ケ谷、サラ
ノナロ、新改、スナハシリ、ゼンキウ山、高山、タキヒラ、滝平山、
竹ノ窪、タヲガ谷、タヲカ谷山、ヂクゲ谷、トイノ本、藤次郎谷、中
山、西ノ奥、西平山、ニラガ谷、萩原、平野屋敷、藤内、藤内山、松
原、三月田、向田山、モチコロバシ、モト田、屋敷、屋敷谷、柚ケ
谷、ユズリハ越、ユヅリバコエ山、蕨山【54】

魚ノ川 揚虜木薮、新井ノ上、庵ノ川、井ノ上、井山、岩ノ本、ウツゲヤブ、
ウバガフトコロ、梅ノ木、貝福山、貝足谷、隠谷、嘉升谷、上井ノシ
リ、上ミ道山、川久保、官ノ屋式、具足谷、下松、下リ山、具福山、
栗ケサコ、黒竹薮、見小野、寿谷、苣ノ木、小槙屋式、権右エ門屋
敷、ゴンタ山、坂ノ谷、坂本、笹野川、笹野山、シノベヤブ、朱々
谷、神屋敷、外宮、チシャノキ、茶ノ木添、茶引渕、藤次郎谷、西井
ノ本、仁良ケ谷、古畑、程野口、保トノ山、堀換、松ケ平、松ケ平
山、松ノ本、三十城、見福山、山ノ神谷、山ノ神山、両井の上、両井
ノ本【56】

下呉地 合水谷、イチクルシ山、内宮、大切、大杖山、大西、大畑、大平山、
岡谷、岡ノ奥、岡ノ奥山、柿ノ木窪、上岡谷山、神屋敷、木ノ下、杭
ノ本、桑原、形部山、権田、坂本山、下影野、下影野山、杉ノ谷山、
ソウシダ、外宮、タクミバタ、寺中、中岡、ヌタヤシキ、野地ノ川、
東外宮、古畑、堀替、槇ノ川山、松ケ平、松ケ平山、間土、松ノ本、
ミコノ、ミコノ山、横枕、両井ノ本【42】

替坂本 アリノ木窪、岩ノ本、大窪、大田、大畑、折尾、折尾山、柿ノ木窪、
カツ子岡、神屋敷、カモン谷、北屋式山、具足谷、サカバヤシ、櫻ノ
間、定足山、下岡、タクミハタ、谷屋式山、ツエノ野、中岡、長サ
コ、長サコ山、中谷、ナツチ、汢岡山、ハタゴ谷、又タ岡、ミサキノ
本、宮ノ地、ヤ太郎谷、山形、六反ダ【33】

六反地 桑山、合水谷、山崎、長山前、桑原、山神ノシタ、柿ノ木ノ本、クワ
バラ谷口、戸トイノ本、栗ノ木窪、上新田、善長駄場、瀧山、小向、
松ノ本、井ノ上、久保タ、石黒本、ユヅリ葉ノ本、京田、倉木谷口、
牛ヅカノ本、野田ノ前、鳥ノダバ、古屋、石黒ノ本【25】

仁井田 有ノ木ノ本、池ノ谷、イサイ川、石ゾ子、イタヅリ田、稲井、岩ノ
本、後口窪、後口山、上ハ中野、梅ノ木谷、栄城田、永泉畑、水分、
狼谷、大田、大平、大ヤケソ、小倉木谷、小倉木、尾上、垣ノ内、柿
ノ木ノ窪、影田、カゲダ、カケダ山、片木澤、カツ籠谷、上シンカ
イ、上屋式、川原田、菊ノ才能、岸田、木原、牛王ノ本、ギワイタ、
窪田丸、熊ケ写、倉木、黒石谷、耕田丸、小奈良地、コムカイ、坂
本、笹保呂、定足、サデ場ノ下、サンスケ、椎ノ木ノ下、師子場、下
タ切、清水田、下中野、下ヤシキ、次郎間谷、城ノ端、深谷、深谷
山、シンドリバタ、砂ケ瀬、清玉庵、高岡、寳田、田中ノ窪、タナ田
ノ下、玉川田、茶臼山、陳カ森、追退谷、追退谷山、ツバ原、寺カ
谷、テンノコエ山、道尻、ドウメン、都色屋式、鳥ノ駄場、中切、ナ
ガザコ、中島、長田、南都、西影田、入道、入道谷、根木ノ川、野
田、長谷、林カ谷、林ケ谷山、ヒイラギ谷、東野、久茂田、檜ダバ、
ヒロ田、ヒロ野、冨家、札建場、坊次郎、防次郎谷、ホキノ口、ホコ
ノ谷、ホコノ谷山、本モ谷、松角、松ノ下、松ノ本、南谷、宮ノ下、
宮ノ谷、鞭カ坂、本原、柳田、柳ノ本、山伏ダバ、弓場、籠ケ谷、ヲ
リヲ【118】
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小向 エリハナ、扇田、大切、小橋、カヂノクボ、カミヤシキ、窪田、小日
比原、島崎、下モシンガイ、シロガハナ、シンガイ、杉ノナロ、ソヲ
ノカイ、角田、天神ノナロ、長谷、中丸、中ヤシキ、西ノ窪、古屋
敷、丸田、三ッ畑、山ノ下タ【24】

平串 赤草ノ奈路、阿茶落、嵐山、庵ノ前、伊豆奥、伊豆ノ谷、出雲、今宮
田、後口山、梅ケ端、大谷口、大谷山、大場ノ窪、大道切、岡屋敷、
沖屋敷、格谷、格山、上切、上ミ長田、川窪、九升蒔才能、黒ケ谷、
佐賀谷、坂元、笹岡屋敷、四角田、持田、下モ長田、下ノ端、障子
田、石指、大庭田、大坊山、高尾、竹ノ端、田代、田城屋敷、田代
山、庭草田、堂ノ前、中越谷、中越山、中苗代、中長田、仲間屋敷、
野中、幡多ケ谷、日裏、檜ノ本、ヒノ口、ヒノ谷、比羅曽、不用駄
場、紅岩、帽子折、松ケ端、松ノ下モ地、爼田、民部多、三船田、柳
ノ窪【62】

富岡 井口才能、後山、沖駄場、上ガワレギ、上長田、下越ノ端、下ガウレ
ギ、下長田、下ノ駄場、鳥井駄場、中長田、松ノ下地【12】

中ノ越 カシヤシキ、カヂノクボ、カミヤシキ、シロガハナ、シンカイ、ソヲ
ノカイ、中丸、中ヤシキ、西ノクボ、山ノ下タ【10】

東又

黒石 青木、足毛馬、荒神畑、蟻木、蟻ノ木、庵ノ前、石ケ森、市ノ谷、市

豆端、大窪山、大ソネ、大田、大本山、岡夷、岡ノ前、岡山、於児作
り、於藤畑、鍛治屋敷、桂谷、カツラ山、上窪田、岸田、コケノ川、
小堀、小松越、紺屋々敷、坂塩、坂場、坂元、坂口、下タ駄場、治
部、島崎、下毛川、下窪田、下石指、下西野地、スダノハザコ、石
指、畝畑山、外マクラ、外屋敷、大庭込、鷹ノ奈路、宝山ノ端、武兵
屋敷、竹ノ後口、茶園畑、津野田、椿、東城、藤畔、堂面、突合、戸
ヒ箇瀬、鳥落チ、西大ソネ、西岡山、西野地、西野地山、葉朽本、波
佐古、姫ケ森、平田、布加里、船場、水湧、ミゾ間、宮ノ串、明神
谷、向屋敷、柳サコ、弥八才能、山崎屋敷、山ノ内、山ノ下、山瀬、
横田【88】

本堂 合田、赤土越、跡島田、蟻ノ木、石ケ森、市ノ谷、ウシロ谷、畝畑
山、梅ノ木久保、梅ノ木才能、円ノ本、大倉、大ツ、岡本、貝持谷、
貝持谷口、柿ノ本、影平山、カサハリ川、カナヂ、鎌池ノ尻、上畝
畑、上スサキ、神戸口、上山ノ下、川原田、キシノ下、北ソイノノ、
北脇窪山、クイ原、黒石村飛入、黒石村飛入石ウロ、黒岩、ゴスケ、
琴平山、権作屋敷、才能、佐加汐山、坂ノ口、桜ノ久保、笠松谷、篠
原、治部屋敷、島田、下畝畑、下山ノ下、十二才能、シヨヂ、シヨヂ
口、シヲイデ、杉谷、スケノ谷口、スサキ、生田丸、ソイノノ、外キ
シ、竹ノ下、立石、タナ分、太郎左衛門、鍛屋敷、寺ケ谷、寺ケ谷
山、唐人田、トリヲチ、堂メン、中池ノシリ、長谷、長谷口、新屋、
野中、橋詰、東才能、姫ケ森、福田、武兵屋敷、古ケノ川谷、ホヲユ
ウ、松葺山、松ノ下、松ノ本、南シヨヂ、南脇窪山、宮ケ谷、明神
山、柳佐古、山崎屋敷、山ノハナ、山本谷、油田、弓場、與津地村飛
入地幸地、脇久保、脇窪口、脇久保谷【95】

与津地 赤稲尻、麻斗地、池ノ谷、井ノ谷、猪屋式山、岩戸口、産台、産傅、
馬不向谷、梅ノ木窪、大堂山、大古家、大本谷、岡崎ノ窪、岡崎ノ
鼻、岡屋敷、奥飯田、奥畑山、小野、皆廻り、加治荒山、梶屋敷、カ
ツ籠山、カマギリ、神戸口、亀ケ窪、亀ケ体、榧ノ木、ガヤノキ山、
川井田、切井、公文堂、公文堂山、栗ノ木田、源太郎山、幸地、幸
野、興野々、小越エ、小畑山、小松ケ瀬、金剛野本、山椒ケ谷、産
伝、三歩市、篠原、清水谷、清水ノ本、下モゾリ、次郎ケ瀬、新改、
新吾地、新田、神田、新屋、瀧続山、治部屋敷、地部野、茶屋ノ本、
突合川、角田、坪ケ畦、鶴ケ堂、寺山、堂ケ市、堂ケ内、飛多地、轟
ケ谷、轟山、鳥打野、鳥越山、鳥帽子野、長谷出口、夏焼山、新屋、
西坂本、西ノ川、萩原、東屋敷、ヒノ窪、日向山、船戸ケ内、文四
郎、古屋ケ谷、風呂、孫四郎地、松尾地、松ケ鼻、間見ケ谷、三島、
三反切、本切、本村、弥宗多、山野分、横掛【96】

親ヶ内 大谷山、岡ノ前、岡ノ前山、奥谷、奥谷山、神田、小森、才能、下屋
敷、宝山谷、竹ノ本、ツカ穴ノ本、戸ヒ口、西ノクボ、野添、野中、
桧才能、ヒノ窪、平田、深沢、福蔵寺、風呂ノ本、前澤、宮ノ下、室
林、室山谷、山ノ下【27】
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四万十町の字一覧

地域 地区 大字 字名

八千数 有ノ木、アンノ谷中谷山、猪ノ数、猪ノ谷、岡崎、柿ノ本、上ゾン、
上ヤシキ、黒岩、才能、庄次畑、シヲリ山、新改、宝山、瀧山、竹ノ
ハナ、出文、堂ケ上山、藤ノ川　　飛地、藤ノ越、長ザコ、中ノ前、
中間山、西ケ峯山、西谷、ハザマ山、畑谷山、松原、耳切山、横田、
流田【31】

藤ノ川 池ノ上、井ノ上、井ノ川、丑ノ澤、後口谷、後谷、榎才能、江渕、大
杉本、大谷、岡崎、岡鼻、柿木ノ本、柿ノ窪、影田、上京田、上塩
利、川原田、黒瀬、桑木、小深山口、コモノ本、才能島、相良谷、相
良山、笹ノ越、椎木谷、塩辛田、下切、島田、清水向、下藤、下藤ノ
川、下藤谷、正治口、城山ノ下、新田、普天田、大福、宝山、土永
田、堂々谷、堂ノ前、飛田、中野、中ノ丸、名知田、蜂巣、八升蒔、
半山田、文才、崩岸、保木澤、本田、孫四郎、松替廻、松ノ本、松
良、豆代、丸山、三崎、水口谷、ミゾ合、皆口谷、森ノ山、山ノ下、
要ジン造【67】

向川 石神ノ本、一礼谷、岩谷、大関ノ上、岡屋敷、沖屋敷、川津口、クボ
タ、クボタソ子、栗木山、笹越、笹野越、上円、白ヒゲ、タツモト、
仲屋敷、中山、畠ノ谷、早瀬、道連、山ノ下【21】

数神 井口、神野々、鍛治屋敷、タキバタ、カワウケデン、橋詰、大切レ、
大サカバ、黒瀬、ミゾ間、大西、新開、小坂場、石カハサコ、タキガ
谷、モチデン、杭ノ本、山ノ下、コヲカキ、横田、ハシガ谷、ヒガン
デン、スクノハサコ、中ドヲ山、カケタ、ナガレハギ、ミノコシ、井
ルメキ、影平山、桑ケ谷山、林ケ森、瀧畑山、林ケ森山、ソヲサイ、
下モ谷、梅ノ木川ナカゾコ、梅ノ木川、馬渡瀬、上切レ、中切レ、大
切レ、岡ノ前、ユノ上、竺ノ木、松ノ本、大門屋式、奥古ヒビ原、山
ゾハ、下宮谷、東谷、三代地、岡ケ谷、本モ屋敷、村上、石サシ本
田、数家谷、柳瀬山、片平山、数家谷山、中峯山、椎ノ木谷山、白王
山、カクレ谷山、小日比原山、宮谷山、井口、上神、大才能、下神、
久保屋敷、中ヒビ原、宮谷、古日比原山、宮ケ谷、小日比原、古小日
比原【76】

奈路 青谷、荒神ノ元、伊豆ノ本、板谷、大田、カイテン、影薮、笠松谷、
鍛治屋敷、門田、神ノ前、楠ハザコ、久保田、黒岩、古城山、小畠、
五郎太郎、サカバ、扎建、シシヨウデン、下モ地、下モ谷、下モノ
川、障子ケ内、商人澤、城ノ下、杉ノ岡、高畑、瀧野瀬、竹ノ本、立
目、立本、チシロ、土居ノ内、堂免、堂ノ前、鳥井ノ元、ナカヂ、西
ノ久保、西ノ谷、野仲、火打岡、東谷、備後地、平石谷、平内、藤
山、松ノ久保、萬福寺、三ツケ森、ミマセ、モエダ、ヲヲノヲ【53】

道徳 浅鍋、家野、井出ノ奥、猿矢口、大田、大タキ山、大苗代、沖前、カ
ヂ原、上分、楠ノ木山、口小畑山、窪、黒岩、神戸口、小日浦山、コ
ビ山、小松ケ平、小松葉、小松平山、小本山、才能、サカバ、重三林
之下タ、シタ尾、下サコ、シンナス、セキノ上、ソヲヅイノ、ソヲヅ
イノ谷、竹カハナ、竹ケハナ、谷田口、ツエジリ、ツツラ谷口、道
尻、東地、トリチヤブ、トヲギウ田、中谷、火打ケ森、ヒキチ谷、フ
キノノ、札建、廻リ地、三ッ森、三ツ森山、森ノ西、ヨヲシノウ
【49】

平野 アンノ谷山、石原田、イツノ谷、井ノ下タ、岩ケ谷口、ウルシカサ
コ、大谷口、沖野川、カイテ川山、楓川、カゲタ、カジハタ、カシハ
タ山、梶原口、上ミ長野、上ミ西野地、キセ谷山、栗ノ木ノ窪、郷
谷、コバサコ、下モ長野、一七石、ショアシ谷、ショアシ山、シロツ
イ、新田、スゲ、ツキヨセ、ツヅラ谷、ツマド、ツマド山、トウケン
ノウ、中間切レ、中スカ、ナカダ、長田山、中長野、中長野山、西野
地、野田、ヒキチ、平野田、古門、古ヤシキ、崩岸、マサカ谷、松ノ
本、モミノキ、吉井開山、吉井セキノ本、六反切、ヲカハナ【52】

土居 井ノ川下沢、井ノ川ナメラ、イモフ子、イモフ子山、カイテ川、カイ
デ川口、カゲタ、上ミ道免山、窪田、クボヤシキ、倉掛、小ギレ、コ
クウゾヲ、ココロ山、小松越、古モン、権現原、サルヤ谷、サルヤ
山、下モ道免山、新作谷、シンベエ田、シンベエ山、宗崎ヤシキ、タ
キノセ、田代丸、田代向山、立石、太郎ノ前、ツエノキ山、ツキアハ
セ、土居ノ段、トヲカンヤシキ、ドヲジリ、中エ上ハ通、中エ山、橋
ノ本、東谷口、東谷山、ホキヤシキ、堀口、水谷口、水谷山、ミドノ
クボ、宮ノ前、宮ノ向、山添、ユゴロ、ヨコ田【49】
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四万十町の字一覧

地域 地区 大字 字名

弘見 青木、池田、岩ケ谷、後山、ウチハルキ、ウ子、エテガトヲ、榎才
能、大田、大谷口、大谷山、大ダバ、大ノクボ、大ヤシキ、小田ケ
市、小田ケ市山、カヂヤシキ、カドケサキ、クリノキハザコ、クロ
タ、荒神林、コエノ谷、五代田、今在家、今在家山、敷地、シバ、ス
ゲサワ、スゲノ谷、セキノ内、高ヒ、竹ケ谷、谷脇山、ヂヨロウダ、
天神山、中切、中込、西ノ後、入道口、ノナカ、長谷、ハルキ、飯ノ
川越、古市、ホキ、ホドヲカ、堀切土橋ノ本、堀田ケ谷、本田ノク
ボ、松ノ本、松バノクボ、マトヲバ、丸山、ミドヲ、宮ノ越、柳ノク
ボ、柳ノハザコ【57】

飯ノ川 井ノ上山、後山、梅ノ木ノ岡、落合、影地山、カゲノヂ、傘松ノ下、
上中山、川原田、北坂本山、クロノ岡、クロノクボ、小越谷山、小
越、小松越山、西行松、坂バ、坂本、桜田、笹ノ岡、下中山、ソリ、
田神岡、田神ノ窪、谷田口、道穴、中井、中谷山、奈路ノ後、西坂
本、西ムロノコシ、ヒシャゴ谷、日室、平内畑、道合、美ノ越、ムメ
ノ木ヲカ、室ノ越、モチ谷、モチ谷山、モ々木サコ、柳ノ川山、柳ノ
本【43】

志和峰 石原田、井ノ本、後口山、大内ダ、大キレ、大谷、大ダバ、カゲ地、
影平山、上新開、桑ノ木、形部田、源内タ、小越谷、小才能、笹ケ谷
山、サルゴウ、猿郷、志和越、スダノハサコ、ツマデン、天徳庵、中
新開、中谷、中屋敷、長山、ナベラ山、西小越、野中、畑ケ谷、東
山、堀ケ谷、矢井賀越、山下、横野、吉五郎【36】

大鶴津 大鶴津山、大ツルツ山ノ下、カウヂ、カゲヂ山、北浜林、北平山、草
萩原、小浦、小浦山、ショウシ谷、セキノモト、チンガ谷山、チンガ
谷山、ドホン畑山、浜添、松原屋敷、南平山【17】

小鶴津 イノ谷、大平山、北ナダ山、小鶴津ナダ西山、小鶴濱林、（山林）、
スナタ、セイコウ、寺ノ谷、ナダ西山、西ノ谷、本モ谷山、南ナダ
山、矢竹敷、横川、ヲヲシクバイ【16】

志和 池ノ谷、板取山、イナバ、イノキノ、猪ノ口、牛ケ谷、大切、大曲谷
口、大屋敷、岡崎ノ下、影地、笠ケ谷、笠ケ谷口、上島ケ内、上ヒ
ショケ谷、川原畑、神主田、北イノキノ、北ナダ、旧薬師寺門前、ク
モテン、栗ノ木サコ、黒岩、神田、古城ノ下、湖水谷、小畑山、古宮
床、古宮床ノ北、才能、芝野、シホ田、下島ケ内、シャウケ谷、シヤ
ウケ谷、志和川、吹ケ谷奥、吹口、船頭、大蛇フチ、瀧ノ下、天神ノ
下タ、土居ノ谷、堂ケ畝、堂ケ原、トクゲン、轟、堂ケ畝、ドヲジ
リ、中町屋敷、西ノ窪、西ノ前、ノヲリ付、浜屋敷、ヒショケ谷、フ
ケ谷山、吹ノ谷、フケノ西野山下、古田、古道、松ノ本、マトウ山、
南磯辺、南ナダ、宿ノ谷、矢野ノ谷、柚ノ木谷口、ヨツ谷、柳尾、和
田、和田ノ谷、和田前【72】

興津

興津 荒平山、池ノサコ、石橋ノ前、磯佐古江見山、内船倉、大戝野、大島
戸、岡ノ前、神子ケ谷、神子ケ谷山、神子谷山、北銭神山、呉石、小
島戸、小室、里屋敷、塩木山、島戸浜林、島戸山、新塩木、新川、神
母野、新六川、瀧ノ下、田代、田代山、立花谷、角屋敷、中新開、馬
場屋式、東屋敷、古川、松尾地、松尾地山、松崎、松ノ前、三崎続
山、南銭神山、水主屋敷、六川、六川山、向山、元地、元谷山、元地
山、元脇、森ノ前、焼木谷山、焼木水谷山、山崎、山崎山、芳ケ谷、
両島田、両島田山、湾ノ内【55】
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四万十町の字一覧

地域 地区 大字 字名

大正地域 大正

大正 阿川ダ場、足高山、アラセノ上ヘ、池田、石路、イデノ谷、ウツケ
薮、馬ノサコ、梅ノ木才、梅ノ戈、ウヤガタ、ウログチ、ウログチノ
上、榎サコ、江原下ヤシキ、大栗、大田、大立バイ、大谷平、大平、
大平山、大藤、大向山、奥田、尾崎、押川、尾曽越ノ下タ、小畑山、
カゲヒラ、影平山、カヂヤシキ、門田、上頭、亀ノ森、亀山、カラ
谷、神主屋シキ、北亀ノ山、北栗尾、北路、北森、キノツノ、クハ木
谷、久保屋シキ、栗尾、クワ木谷、小井手ノ谷、コウダ、郡山、九日
田、五松寺中、御所ノモリ、ゴダイ、小フヂ谷、コヲダ、今宮、作兵
ノ畝、椎山、シキマキ山、シダヲ、清水、下奥田、下谷山、シャク
子、地吉、城山、新土居、杉ノ畝、スケノ沢、住吉、セイモト、瀬里
越ノ下タ、ソヲヅ、孝作り、竹ノ谷、竹ノナロ、谷ノヲク、ダバ、玉
屋床、タレハ木、タンバ木、忠六山、長楽寺、ツエノ畝、坪サコ、坪
ノ尾、出ノ谷、出ノ谷口、テバコ、寺田、天神ダバ、天神山、トイグ
チ、土居屋シキ、轟崎、ドヲカク、中谷、中屋シィ、西尾崎山、西竹
ノ奈路山、西屋シキ、ハゴノサコ、ハザコ、橋詰、ハマゴ、東ダバ、
ヒソ山、ヒソヲ、ヒソヲノ畝、日ノ路、平谷、広岡、富家萩、藤後
谷、札ノ越、フヂノダバ、舟田、古酒屋床、古屋ノ谷、ホキノ平、マ
タジウ、ミゾノ平、南路、南セイ、南ノ川、南ノヲク、南ミゾノ平、
宮クビ、宮ノ畝、宮ノ谷、宮山頭、向ヤ式、目白谷、モミノ木、森ノ
ダ場、ヤカイチ、ヤナ場、山神、山ノ沖、要次田、ヨケチ、横道、横
山、六月田、ヲキヤシキ、ヲモ田、ヲモヤシキ【147】

瀬里 アンノ畝、アンノセ、庵免、石神前、イデノ谷、イル谷口、ウトク
チ、ウノス、ウルシサコ、大サコ、大田奈路、影平、影平山、カシボ
キ、河内田、河内山、クロイシ、ゴウロヲ、ゴヲロウ、サキタヤシ
キ、清水田、下モ山、下モ山口、下山口、重木奈路、シンヤ、セット
ク、谷田、田ノコエ、タマリサコ、釣ケ谷、土居ヤシキ、東地山、轟
山、ナカチヨ、中ハヤシ、ナカヤシキ、ナカレタ、新田、西谷、登
尾、登尾山、東谷、東中ヤシキ、東路山、平サコ、ヒロマチ、ミチグ
チ、宮クヒ、向イヤシキ、薮山、ヲリシキ、ヲリツキ【53】

希ノ川 荒神ノ下モ、イサナブチ、イデノダバ、イノサコ、祝神、大タニ、大
ダバ、大平スソ、奥竹ノ渡、奥ダバタ、奥子シレ、笠松、カシウラ、
カシウラヤシキ、カヂヤ、カヂヤコ、カヂヤコエ、カヤカク、烏松、
カワヅ、北花ノ木、キビジリ、キビジリ、下り松山、サカウ子、桜サ
コ、サルハシリ、シダヲ、下大ダバ、下カワツ、シャク子、生育頭、
生育クチ、生育境、生育尻、竹ノ渡、タッチ、谷屋式、谷別、ダバ、
ダバタ、タマハタ、ツイグチ、ツチウチ、トウトウカタ、トリウチ
バ、トヲドヲカタ、中ダバ、中手切、中ノ竹ノ渡、中森、中ヤシキ、
ナカヤブ、ナカヲ、西川津、西ダバ、西ダバダ、西ノサヲ、ノイチサ
子、ハシウロヲ、東畝、東谷、東ダバ、フキカサコ、マタクチ、松ノ
ダバ、丸山、南花ノ木、宮ノ下モ、宮ノ谷、宮山口、森ノハナ、森ノ
モト、焼尾山、ヤケソ、ヨコサコ、ヲリダバ、ヲリツキ【78】

下岡 沖田、カイマイ、カイマ井、影平山、シダヲ、シダヲ山、下山口、ジ
ルサオ、スケノサコ、日ノヒラ、日平山、松平山、ヤヂ床【13】

上岡 井ケ山、石神、石ノサコ、井ノ谷、井ノ谷山、ウ子サキ、畝崎、影
平、カトケ谷、上長田、上ヨコノ山、北日ノ路、コヤノ谷、サイノ
畝、四手川山、四手ノ川山、シデノ木山、下タバ、シモダバ、下長
田、下山口、猩々、猩々山、ジルサヲ、ステハタ、高松、高松山、ツ
チウチ、トノバタ、鳥打場、中森山、ナラシキ、ナロハタ、子キノサ
コ、東オチガ谷、東カトケ谷、東ナラシキ、東横野、東ヲチガ谷、日
ノ路、船田、舟戸、フルコシ、南ツチウチ、宮谷、宮ノ谷、宮ノ前、
宮前、ムカイ山、屋シキノ下、横野、ヨコノタ、ヲソ谷、ヲソ谷山、
ヲチガ谷、ヲリヲウ【56】
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四万十町の字一覧

地域 地区 大字 字名

打井川 赤岩、赤瀬、アシカサコ、アシカバ、アシカバ、アヲ木、石神、石神
越、イダワタゼ、市ノ又、市ノ又山、イヅ川、一本松、イデン谷、猪
ガ奈路、井ノ谷、井ノ谷向、井ノダバ、猪原、井ノ又、植松、ウドワ
ラビ、ウバカ谷、馬ダバ、大ウ子、大サコ口、大田、大平、大弘瀬、
大松、大向、沖ダバ、オソ越、カイガイシ、柿ノ木ダバ、影平山、カ
ゴブチ、樫谷、カドタ、上谷、上トビノス、川原田、喜蔵屋シキ、行
司田、京殿、キリノ木サコ、クイノシガキ、楠ノ木谷、クスノサコ、
口カイガシ、口日ノ谷、栗サコ、栗ダバ、栗ノ木サコ、黒尾、コウゲ
ダバ、幸次郎、幸助谷、コエカキダ、コサデ、越エ、コシタ、小ナル
川、小畑、コビガ谷、コメコヤ、小森、コヤカ谷、コヲゲダバ、コン
グ、コンダ、サウダ、佐賀越、佐賀道、三升蒔、シブチ、下モホキ、
下向ヒ、下モダバ、下モホギ、ジヤギレ、ジヤノ川、猩々口、シヨ
カ、新猩々山、スカ、扇子ダバ、鷹ノス、タキモト、竹屋敷、駄場、
ダ場崎、ダバダ、タヲノマエ、茶堂前、忠助屋シキ、ツエジリ、寺
谷、寺ノ奈路、寺ノ前、土井ダ、堂ガ谷、所林、トシ、トビノス、ト
ヤ、中ゴヤ、永サコ、永サコ口、中谷、中谷口、中谷中、永野、中屋
シキ、ナシノ木ダバ、ナラカシ、ナルカイチ、ナル川、奈路山、新
家、西ケ奈路、西谷口、西谷山、西本、ニッチ、ヌタノダバ、登リ
尾、登尾谷、登尾谷口、灰床谷、萩ノシガキ、萩ノナロ、バショヲ
バ、畑ケ谷、畑ケ谷口、八升蒔田、春ワラビ、春ワラビ谷、番上ヲ屋
シキ、東イノ又山、東谷、東日ノ谷、東屋シキ、引カクシ、ヒダカ、
日ノ谷、日ノ平山、ヒラ、平ザンバタ、弘町、札張場、札松、古川、
古屋シキ、マシガ谷、マシカ谷口、松カダバ、松ノナロ、豆カ谷、宮
ガ谷、宮ノ谷、宮ノ奈路、宮ノ脇、向黒尾、向竹屋シキ、ム子田、柳
ノ奈路、横山、ヨジカ谷、ヨジ谷、六代地、若薮、渡り上り、ヲク
越、ヲソ越【175】

上宮 池ノ上、石神越、市谷口、市ノ谷、イル谷口、枝谷、大澤、大ダバ、
大平山、大弘瀬、沖ダ、奥市谷、片岡、カニマチバ、カバノキ、楠
木、楠ノ木山、黒竹、黒谷、コヤカ谷、権平、桜ノナロ、治部田、下
谷、下ツルイ、下モフナト、下船戸、下モ屋敷、新道、竹ノナロ、力
石、ツエノ谷、天神メン、トビシャ、トビノス、中市谷、ナガタ、中
谷、長田山、西久、西久山、ノヲダノ山、白皇谷、平作谷、松木、松
木山、ミノコシ、宮ノ谷、宮ノナロ、宮山、八坂谷、横道、ヲクトビ
シャ【53】

弘瀬 アラヒラ、アレノ谷、アンノ谷、イガミ松、イケノ谷、イソヲダ、イ
タキ山、イノ谷山、イバ、イバノ下タ、岩ダサコ、岩ダノサコ、岩ノ
下タ、畝越ダ、ウ子越ダ、梅ノクボ、ウルシダバ、ウワダバ、エダ
畝、エダ畝、エダ畝、エンゾヲ山、大石山、大杉山、岡ヤシキ、オリ
アガリ、カイ林、柿ノ畝、カシノ本、カヅ子サコ、カハチナロ、上ミ
サコ、上ミニ斗蒔、上ハダバ、上ヤブ、上ヲヤブ、川ノ上エ、川茂、
クサキ山、楠ノ谷、栗木谷、源作山、コツミ山、コヤノ前、サキノコ
シサコ、櫻山、ササ畝、サデノスソ、椎ノ木山、ジヒヨ畑、島頭、下
モサコ、下モニ斗蒔、重木山、白ヘビ田、新谷山、新林、セド山、ソ
ヲダ、タキノ畝、タキ山、竹奥、竹ノ畝、タテギ山、田ノ谷、ダバ
畝、ツエジリ、ツルイノ谷、テンホヲ山、トイノ畝、通サコ、通ノ
畝、ドヲノロ、長田、ナシノ木山、仁イヤ前、西ノ畝、仁ヤノ前、野
中、ノボリヲヲ、東畝、東谷、東山、ヒサキ畝、ヒノ木山、弘見口、
弘見ナロ、船戸山、ホヲキナロ、松木山、松田屋式、松田屋式、松ノ
木山、丸山、道ノ畝、道ノサコ、ミヤクビ、ヤカシロ、ヤナギサコ、
ヨコ山、ヨホヲタ、六郎山、ヲクギレ、ヲソアガリ、ヲ道キサコ、ヲ
道キ山、ヲリヲ、ヲヲギザコ、ヲヲサコ、ヲヲサコ山、ヲヲタ、ヲヲ
谷山【112】
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四万十町の字一覧

地域 地区 大字 字名

大正北ノ川 青木、アヲギ山、イガミガ谷、石ノモト、石ハラヒ、石ハラビ山、一
ノセ、一ノ瀬ダ、イデノ谷、イデノ谷山、イラズ、イラス谷口、岩ノ
モト、岩ノモト山、ウシ松山、梅ノモト、エノキノモト、大タ、カシ
ツケ、カシノモト、カタキ、カタギ山、カヂヤシキ、カミ竹ノハナ、
北ソイ、九代田、クエキシ、楠ノ木谷口、クボフン、栗ノ木原、栗ノ
キ原山、ゲンタイ谷、コイ野々、コシ道、コシ道ノサコ、コシ道山、
古城三ノ丸、小森崎、小森サキ山、コヤノ畝、櫻ノダバ、ササ山、三
反ギレ、シイノキ、シクジ谷、シモイガミ山、シモ畝、シモ畝ハナ、
シモ谷、シモ谷口、シモ谷ヤシキ、シモヤブ山、次郎右エ門、次郎右
エ門山、シンガイ、新ヤシキ、新林、タカノス山、竹ノハナ、竹ノモ
ト、谷本、谷本山、太夫次郎、太夫次郎山、タルガ谷口、ツヱノ畝バ
ナ、ツエノ谷口、堤ノ本、ツボゼ山、ツルイノ谷、ツルキ谷、寺井
田、寺井山、寺道ノモト、ドヲノモト、中畝サキ、ナガサコ、ナガサ
コ山、ナカ田、中谷、中谷口、中ヤシキ、西谷、西谷口、西ノダン、
西ホヲロク、西ホヲロク山、ハカノ畝、ヒカケ田、東畝、東ホヲロ
ク、ヒゲソ谷、ヒツヲ、ヒトギノ川口、ヒラ山、船渡ノ越、古ヤシ
キ、フロガ谷、ホコヲダ、ホトケザキ、ボヲズ田、松ノモト、松ノモ
ト山、松原、丸田川縁り、道田、南ヤシキ、ミノフチ、宮ノ瀬、宮ノ
フチ、宮ヲヤシキ、ミヨレン口、ムカイ畑、ムシキ、ムジギ山、明レ
ン、ヤナギサコ、ヤナギセ、柳田、柳ノサコ山、ヤナバタ、ユノコ
エ、ユノコシ畝バナ、ユノコシ山、ユノシリ、弓場、弓場越シ山、弓
場ヤシキ、ヲキノキレ、ヲクガクシ、ヲクガクシ谷口、ヲゴシ、ヲヲ
サコ、ヲヲサコ山、ヲンヂ田、ンバタ【136】

市ノ又 アサシリ谷山、アリノ木タ、池田、石サシタ、一ノ谷、イデノ畝、イ
デノ畝山、イデノ谷、イデノ谷山、イデノ山、岩ノ本、ウスキ山、梅
ノ木窪、ウルシノ木ノモト、大サコ、大峠、大峠山、大ナコヲチ山、
大平山、大向、カヂヤシキ、カチヤシキ山、カドタ、カバノキ、カミ
ヤシキ、甚五郎、キヨブ谷、キヨブ山、クイシサコ、ゲンダイダ、コ
ヤノ大畝、コヤノ谷、コヤノ平山、サガリ、サコ畝、サコ畝山、サコ
谷、サデノスソ、サテ山、サルウチ山、三十代切、ジゾヲノマエ、シ
ナノサコ口、シミヅ畝、シミヅヤシキ、シミヅ山、シメノ木ダ、シモ
ノキレ、十九代地、シリダカ山、田中、チクゼン山、チャドヲ山、ド
ヲガサコ、トヲノス、トヲノス山、長サコ、ナコヲチ山、ハゲダキ
山、ハシカ谷山、畑カ谷、畑谷山、平四郎、堀田サコ、ホヲリヤ、ミ
ナ口サコ、ムカイ平山、柳ケサコ、ヤナギ山、山神谷、山神山、六代
田、ヲクカクシ山、ヲクカタシ、ヲモダ、ヲヲドヲ山、ンダバ【77】

烏手 青木山、アカヤブ、アラキサコ、アラタサコ、イシカミ、石神越、市
ノ瀬、井デノ岡、イデノ谷、イデノ谷口、ヱシシウ山、ヱノキサコ、
エンショ山、大畝、大畝山、大ダバ、岡田、カシダバ、上ハダバ、北
橋谷、黒田、ケジケ、ゲシケ山、コイヂノ川口、コイノノ、コイミ、
コミタ、小森山、シヤバミ、シヲヅ、新谷、ソイノダバ、ソリヤシ
キ、駄場田、タルカ谷、ヂフヂ、伝五郎、トヲシロ、トヲシロ山、中
尾山、中ダバ、長ミ林、中屋式、七升マキ、西ケシケ、西ケジケ山、
野々木サコ、ハサコ、ハサコ山、東谷口、フカサコ、古川、古登、本
奈路、松ノダバ、南中屋敷、南橋谷、宮ノ越、ムカイダ、メジリ、ヤ
シキ、ヤシキ山、ユノダバ、横田、横山、ワカサコ【66】
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地域 地区 大字 字名

相去 アカヤブ、アラ谷、アラタ山、石神名路、イヅガ谷口、イツノ谷山、
井手ノ谷、上松尾、ウ子シタ、梅ノモト、ウルシ原、ウルシ山、ウワ
ダレ、ウワダン、大畝本、大ダバ、大平山、大本谷山、大本ナロ、奥

山、上札場山、北大野、栗ノ木山、黒岩、黒見山、幸田久保、小森
山、サカイノ畝、櫻山、シダ尾谷山、清水、シモギレ、シモ子ナロ、
庄次ケ谷、新田、シンナイズ、水田、水木山、杉ノ谷、スダノ畝、セ
イモト山、瀬ノ上エ、タカノ、タキ山、タシロ、タシロバタ、谷口、
谷ヤシキ、ダバノ畝、椿木山、ツルイ谷、ツルイノ谷、定ノ本、藤内
山、轟ノサコ、トドロ山、トノナロ、中谷山、ナカナロ、ナカマ、奈
賀間山、ナシリ山、西谷山、西トント、バショ山、ハナマイ、東畝
山、東黒岩、東新田、東ドンド、東マキ谷、ヒノキナロ、ヒノ木ノモ
ト、フカサコ山、フタコ山、札場山、フルトノ、ホクリサコ、ホノ木
谷山、ホリキリ、本田、マキ谷山、松畝山、松尾山、松ノ畝山、松ノ
木谷、道岡山、南大野、宮ノ瀬、明畑山、モチリキ、モモノ畝、桃ノ
木山、森田、ヤシキ山、山神ノ前、ユルタニ山、横道、ヲクヤシキ、
ヲフヤ、ヲンヂ【106】

芳川 イナヤノ谷、井ノ平山、右庵山、ウス木山、ウルシ原、エノ木、大中
山、大ヤシキ、カクレヤブ、上長、カラ谷、川奥谷、クンセナロ、小
カツラ口、堺谷、サカエ谷、サヒコ、下久保、下谷山、スタノ谷、ス
ナダ、スミトコ、宗川山、ソリ、タキノサコ、田ナマエ、谷口、ツヅ
籠谷、トチノ木、鳥サコ、トヲコロ、ナカゴヤ、奈路地、西谷、西屋
シキ、ヌタノ谷、ハナサキ、ハヤシ、彦ソヲ山、ヒノ口、古アン、フ
ルセ、ホウノキ、宮ノ串、宮ノ奈路、向イ宮、ムクロウジ、村上、ヤ
ブグリ、弓引ノ畝、ヲリヤウ子【51】

江師 イツイ谷、イバ、ウノサキ、上ハダバ、大久保、大久保ノ平、大坂、
大坂山、大ソリ、大平山、カゲヤウ、カゲヤブ、上赤ハゲ、上足川、
上ミイカダド、上ミウノサキ、上ミ川ノ内、神コエ、上ミシダヲ、上
ミ長瀬、上ミフナト、上古土居、上ミホリタ、上柳ノサコ、ガヤノ
キ、クレノクボ、小石ノミネ、小崎、コダノヲク、笹畝、シモ赤ハ
ゲ、下モアシ川、下イカダド、下モ宇ノサキ、下モ川ノウチ、下モシ
ダヲ、下長瀬、下モフナト、下古土居、下モホリタ、下モ柳ノサコ、
タキ山、ダバクチ、ダバサキ、田向イ、中畝、中ダバ、中ヒラ、中屋

丸田、南谷、向イ坂、村中山、モリタ、森根、柳ノツル井、山神ノ
越、ユス谷、梼谷山、吉川口、ヲリツキ【68】

小石 上ミコイシダ、上ミユス谷、コヤノ谷、下モコイシダ、下モユス谷、
スゲノサコ、セミチ、中コイシダ【8】

西ノ川 一本松、上金田、大上エ、大田大丸、大谷、大平山、上ミ屋シキ、氷
山、サカイノ谷、櫻サコ、椎ノ木サコ、下モホキ、新屋畑、杉ノ畝、
竹ノ奥、中沢屋シキ、名本屋シキ、西峯、ノキノ谷、ノギノ谷口、東
畑、東峯、船戸ノ越、山ノ沖、山ノ神、横田【26】

大正大奈路 イノ谷、井ノ谷北平山、井ノ谷南平山、上ダバ、上ハ駄場山、大木ダ
バ、大田大丸、大平、大本駄場、小川山、カタギヤブ、釜屋シキ、上
ハコミノ、川平山、北峯山、北ミヲ山、京道、杭ノ木ノ久保、久保田
大丸、窪山、栗木瀬、越ノ畝、琴井ノサコ、コミツ山、小味野々山、
界、下モ布晞、新改、竹ケ谷、竹ノ谷、竹ノ谷山、立野、中串山、中
森山、ノタメ、野ブキ山、芭蕉ノ窪、八足、東ノ畝、渕ケ谷山、前
田、松ノ駄場、南峯山、宮原、向栗ノ木瀬、向阪、向八足、柳瀬、ヤ
マメカイチ【49】

大正中津川 アイビヤ、朝日山、井手ケ谷、ウシノダバ、薄木、畝ノ鼻、梅ノ木
才、ウルシハラ、ウルシハラ、扇平、大ヒラ、大平山、岡ノ越、奥森
ケ内、門田、上ミ久保、ガヤノ木、北峯山、久木ノ森、楠木佐古山、
クボノ、久保野下モ、越ノ畝、小松尾、サワタリ、地蔵院、下モガヤ
ノ木、下モ駄場、杉ノ段、タカノ畝、高薮、長坊谷、長ボヲ、ツルイ
ノ本、仲ケ市、仲ケ市山、中屋敷、成川、西峰山、ニタゴ松、ニタ子
松山、仁ノ畝、東ノ前、東峯山、向佐渡、向ダバ、向イ宮、森ケ内
山、横平、横平山、六郎北平、六郎谷、六郎谷ノ下モ【53】
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木屋ケ内 泉ケ谷、イデ谷山、井ノ駄場、後口山、大カゴ、踊駄場、鍛冶屋シ
キ、角ケ谷、門田、上ミ赤岩、上ミ大川平、上ミ大平山、上ミ尾ハ
ナ、上ミ角ケ谷、上ミ久保、上ミ黒岩山、上ミタキ平山、上峠ノ下、
上ミ堂ノ畝山、上ミハゴノ瀬、上ミ耳打、上耳打山、川平山、北社ノ
谷、クノ畝山、黒岩山、桑木山、小屋ノ畝山、櫻山、椎尾山、シダ尾
山、シダヲ山、下モ赤岩、下モ泉ケ谷、下モ大川平、下モ尾バナ、下
モ角ケ谷、下モ久保、下モタキ平山、下モ平山、下平山、下モ耳打、
杉ノ畝山、瀧ノ越、田ノ畝、峠ノ下、堂ノ畝、中畝山、中久保、中
谷、中谷山、中平山、中屋シキ、中山、中屋鋪、西大畑山、二瀬谷
山、ハゴノ瀬、橋ガ谷口、バセウガ久保、東大畑山、古宿、古田、分
ノ鳥山、松葉山、的場、丸山、南社ノ谷、宮ノ後口、社谷山、弓場屋
敷【71】

下道 足川山、ウシノダバ、大久保、大サコ、大平山、沖分、オリオノハ
ナ、カミツルイ、上ハ野地、カラスク、朽谷山、クボツルイ、古味
原、清水、清水ノ久保、下朽谷山、下モトチ谷山、下モノヲ、センゴ
ヲ谷、ダバ地、タルケ谷、寺野久保、堂ノ畝、栃谷山、中串、長田ノ

岩、松ノコシ山、道下山、宮ノクシ山、宮ノ久保、山クチ山【38】
下津井 足川口、足川山、アライバ、アラヒラ、石神、イノ野、イノノ山、岩

ガラ畝、ウスギ、王神、大カゲ、大下モノ山、大平、大松山、大向
山、カゲ、カゲヂ山、カゲノハタ、カセフチ、上ミ井テ、カンジキ、
キノコ畑、キヨグミ、金兵衛、黒松尾、下藤蔵、下藤蔵山、越ノ下、
小下モノ山、小ジヲ、小ジヲ、七郎谷、清水川、下モ茶ハタ、シモヒ
ラ、シモムカイ、下モ茶ハタ、城ケ森、シンカイ、新宅、新ドヲジ、
杉ノクボ、杉山、スゲノサコ、住吉元、ソヲカイ、ソヲドウ、タカ
テ、タキバタ山、竹ノ路、竹ノヂ山、タナ田、駄場谷、駄場ノ畝、太
郎兵衛切り、土居屋シキ、土橋ノ本、仲ゾ、中屋敷、中山、ヌタノ駄
場、ハシダイ、ハナノ山、鼻山、ヒキチガ谷、ヒシャケ谷、左川口、
檜ノ畝、ヒノ谷、日ノ平山、フカセ、舟ノ瀬、フロノ谷、ホキノヒ
ラ、ホドノサコ、マキ谷、槙ノ畝、宮ノ谷、向イ山、催合、催合ノ
上、モクノ畝、柳ノクボ、横山、ヲクラトコ、ヲトナシ、ヲンチ
【87】

十和地域 昭和

里川 赤坂越、井手ノ谷山、井ノ上、大サコ、大田、押場、カイナ、樫田、
上タハタ、カヤカリバ、クスノマタ、光志尾山、コヲシノ谷、坂ノ
谷、式巻、下モ木、下タカノ、下タ畑、十ニ郎口、城ノ森、尻坂、タ
カノ谷、田ノ谷、ダバ、ダバダ、寺ノ奥、ドウカイ、中ザヲ、中ヤシ
キ、ヌタ峠、東谷、ビシヤデン、古土居、宮ノ下、弥次郎畑、山神
谷、山シヌメ、ユツリバ、ヲサキ、ヲリツキ【40】

浦越 足川口、足川山、足平山、アンノ谷、石ノ休場、ウハダバ、ウワダ
バ、大シモ、大畠、大屋敷、角ノウ子、上屋敷、講田ノサコ、椎木
田、小路ノウ子、竹ノ堀、タデノワダ、田ノウ子、寺屋敷、轟瀬ノ
岡、平蔵谷、宮首、ワサダノ堀【23】

茅吹手 大畠、大峯山、川平山、佐助谷、下家、下家谷、坪谷口、ツボノ峯、
新谷タニ、宮越ノ駄場、屋敷、屋式ホキ【12】

津賀 アノキ田、井ノ神、ウルシノ谷、エギサコ、エノキ田、大瀬、上ミヤ
シキ、北ノ川口、タチハナ谷、ツルイノ谷、仲屋敷、ハゴサコ、橋ケ
谷、ハ子ツリ、ババケ谷、古家谷、宮ケ谷山、宮ノ谷、向屋敷、モリ
バタ、ヲトナセ【21】

野々川 一ノ又、一本木、岩根ノ下、ウカチ、内チ平、奥重バタ、奥堂谷、奥
野々川山、カカリヤ、上川平、上バサ、上ミヲク、カラ谷、川ヒラ、
口重バタ、ゴヲロ、椎木田、下タヨコホキ、下モ川平、下モゴヲロ、
下モタ、下モバサ、下モハタ、シモヤシキ、シモヲク、シンタ、シン
デン、シンバタ、駄場、ダバダ、トヲ子ン、中サコ、中ヲク、野々川
平、ヒノヲガトヲ、ヒラノ、ホリヌキ、ホリハタ、又口、マトヲバ、
水ガサコ、宮ケ谷、宮下、宮ノ上ヘ、ヤスタ、山下タ、横林、横保キ
【48】
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昭和 赤ツエ、赤松平、足谷、アマノタキ、アライバ、家ケ谷、家ノ谷、家
ノ谷口、池ノ下、池ノヲカ、イドノ上、井ノ上、岩田、岩根、ウロノ
タキ、榎サコ、榎砂、榎谷、大ツヱ、大坪、大平、大又、大又山、柿
ノ窪、樫樽、神畝、上平、上ミホキ、カミホキヤマ、上ミ屋敷、カラ
谷、川ヒラタ、北ノ川口、下駄谷、下駄谷口、幸次屋敷、コゴヲラ、
コビクチ、コビハナ谷、木屋ケ谷、サカモト、サガリ、シウコ谷、四
手崎山、清水、シミツケ、下ギレ、下タキ山、下モ平、シモヤシキ、
下屋式道辻、新田、シンヤシキ、スカ谷、曽我ダバ、ソバビ、ソハビ
谷、タカノ、タキノヲク、瀧本、タキヤマ、竹谷、竹屋敷、谷、谷上
へ、谷屋式、ダバサキ、玉屋床、地主谷、ツルイノ奥、ツルイノ谷、
ツルノヲク、トイノ谷、堂ケ窪、堂ケ谷、藤次田、堂ノ森、トドロホ
キ、中ギレ、中畝、中ノヲキ、中平、仲又、仲又山、中ヲコチ、ナナ
マガリ、鍋谷、入道谷、ノボリヲ、ハサノ谷、ハサノ谷口、橋ケ谷、
ハセヲリ、畑ケ谷、ハツカ谷、ハナレキ、ヒナワ谷、ヒノヂ、ヒノヂ
山、日番家、ヒラハエ、フカザコ、藤ノ上、船木谷、船戸、船戸ノ上
リ、船渡ノ上、フ子ノ谷、古川、ヘヤガ谷、炎谷、又口、松ケ峠、松
ノ越、三島、三島越、峯屋敷、ミノコシ、宮上ミ、宮ノクビ、宮ノ
谷、宮ヲク、モミヂ、ヤシキ谷、柳ノサコ東谷、柳ノ谷、ヨコナイ
ショ、ヨシロダバ、渡瀬ノ上リ、蕨畝、ヲカウ子、ヲカバヤシキ、ヲ
カヤシキ、ヲキノタ、ヲリツキ【135】

大井川 アガリ、洗場、庵ノ谷、池ケ谷口、池ケ谷向、池田、井才越、石フシ
西、石フシノ東、一本木、井手谷口、井手ノ谷山、井戸ケ谷、居納
屋、巳家駄場、鰻渕、姥ケ懐、梅ノ木谷、漆谷、漆谷林、王蔵駄場、
大首、大平、大本、岡、岡林、沖川、沖重、沖重林、沖駄場、沖林、
奥鉢木、奥古屋、落田ノ上林、折ケ谷、折付、尾首林、柿ノ木ソリ、
鍛治ノ前、片ゾオ、蔓藪、鎌下田、上ミ一本木山、上岩穴、上ミ落
田、上ミクグツケ、上ミ窪、上クララ、上中串、上古屋、上防泰、上
ミ又口、烏田、唐松谷口、唐松山、カロヲト山、川平山、岸ノ越、九
畠、京ケ森、九才谷、九才谷口、九才谷林、楠元平ラ、クナ岩口、
窪、倉本、クララ、五十田、細々向ヲ山、坂本、坂本林、鷺ノ巣、猴
打、三六屋敷、下池ケ谷、下居納屋、下モ岩穴、下モ沖、下モ落田、
下モクグツケ、下モ窪、シモ込ミ、下モダバ、下中串、下モ野々串、
下モ鉢木、拘子駄場、寿徳、壽徳林、上口、新開、新通、新通山、水
神谷、砂田、曽利、高筧上、高筧奥、瀧山、竹窪、立目口、田ノ向
イ、田ノ向イ林、駄場、駄場竹、丁子渕、手箱谷、手箱林、寺屋敷、
藤次田、堂駄場、徳根カサコ、戸崎、戸崎ハナ、鳶ノ子、鳶ノ子口、
トヲショヲ岡、中居納屋、中串、中串林、中久保、中嶋、長カ田、中
谷山、中ノ越、長畑、中鉢木、中古屋、中古屋林、七ツサコ、奈路、
奈路脇、西ケ谷、西田、西立目、西立目林、西谷口、西田林、西野々
串、橋詰、橋詰上ヘ林、鉢木、蜂ノ山、日表山、東串、東野々串、東
又口、東又山、平野、平野駄場、弘瀬ガマ、古駄場、古屋、古屋谷、
古屋林、防泰、保登峠、堀、又口、松ケ奈路、松ノハザ、松原、三ツ
串、宮越、宮添、宮添林、宮ノ上、宮ノ向イ、向イダバ、向ヘ林、ム
クノキダバ、目細井口、目細井山、森ノ駄場、矢来ノ元、ヤ久谷、弥
久谷山、山口、山下タ、横尾林、横道下、横道ノ向イ、横道山【184】

河内 イカダデン、イケノモト、イラズ山、後ロ山、ウネ、大ヒラ、カツチ
山、カミホキ、上ミムカイ山、河内ノモト、ゲンザイコ、ゲンザイコ
山、下モ向イ山、堤ノ内、ツルイ本、飛地ノ下モ、橋詰、松サコ、松
サコ口、柳ノ本、ヤモメタ【21】

小野 洗場口、幾屋敷、池ノ谷、石神、石橋ノ上ミ、井戸ノ上、岩ガラ、大
久保山、大谷、大ツエ山、上川津、キノク山、栗ノ木谷、皿走山、地
蔵ノ上、志ノ津池口、シノヅノ上、シム子山、下川津、シモダバ、修
正田、白皇神田、スミノゴミ、瀬ノ上、曽我ノ上ミ、曽我ノ森、竹
藪、太夫畑、寺中、寺屋式、直平屋敷、ナガザコ、中瀬ノ上、中谷、
ナカラシ山、西上川津、西ヤシキ、ヌタクボ、萩高、東上川津、彦三
屋敷、ヒノ口、ヘンロクヨヲ、松サコ、南駄場、柳ノ久保、薮ヶ谷、
山麦田、横畠、與セケ谷、與セゲ谷、櫓木山、蕨川谷、ヲケゴデン
【54】

18



四万十町の字一覧

地域 地区 大字 字名

久保川 井手ノ上、今ハタ、ウシノダバ、ウスギ、馬駄場、大サコ、大森口、
カクレサコ、カゲヂ、上ソデ山、上ミダ、川奥、北平、キヲンヤシ
キ、久保ヤシキ、小椎尾、小徳、琴平ノ下タ、サカノブ、崎山、シダ
尾、シダヲ山、清水コヱ、蛇畑、杉ノダバ、惣円畑、ソデ、谷口下モ
ツエ、ダバ、茶ノ木、ヅウヅウ、ツヅラヲイ、寺ノ西、天神免、天王
山、峠ノダバ、長尾、長塔、ヌタノダバ、ノヅチ、ハチノス、ヒキ
チ、松尾、松ケハナ、松サコ、ミドウ、森分、ヤケソ谷、ヨコワラ
ビ、ワタリガ谷【50】

大道 アカヅエ、アキギリ、アシヤマ、イガダ、石神、イシナベ、イシホト
ケ、伊勢松、イットイギ、イモヂ、上ハスギ、ウリギ、ウルシガク
ボ、大カゲ、大サコ、大バタ、大ヒラ、カクレバタ、カゲヂ、カゲバ
タ、カゲヒラ、カトロ、カトロタニ、カニゴエ、カノヲギ、上ミ川
平、カミダ、上フチガサコ、カミヤシキ、川バタ、川平、カンドヲ、
キクノネ、キタバタケ、キリノキ、クサギヤブ、クスノ、久保、クボ
ノ、久保ノ上、クリノキ、クロバイ、クワカケ松、クワギ、コゴエ、
コジヲ、コノヂバタ、サガリ、サクラガウ子、サクラガホリ、ササ、
ササノヲイ、笹平山、サヲ、下モウヅ、下タスギ、シモダニ、シモマ
ツヲ、下屋式、シユジウ、ジョヲキン、スギヤブ、スズ、セゴシ、セ
リダ、ゼン子ヂ、タカノ、タカヒラ、タクミ、タノコエ、駄場、チウ
ダ、チガヤ、チヨコゼ、ツエガホリ、ツヱタニ、テンノヲ、トカタ
ヲ、鳥越、トヲロ、長谷、ナカバタ、ナロ、ナ呂畠、ニ井ダマタ、西
タシロ、西藪、子ギノタニ、子ズミカウチ、ハイガサコ、ハシヅメ、
ハシヲ、ハチガヲイ、ハルダニ、ヒウラ、ヒガシカゲ、ヒガシタシ
ロ、ヒコヲ、ヒソヲ、ヒノクチ、ヒミチ、ヒヨスゲ、ヒラ、フチガサ
コ、不動、フルアン、古家谷、文蔵地、ホトカタヲ、孫右門、マツハ
シラ、ミヅナシ、ミトシロ、ムカイダバ、ムカイバタ、ムカイヤシ
キ、モリ、ヤケソ、山ノ神、山伏峠、山モト、ヤンザ、ヨセノモト、
ロクロヲバ、ワカミヤ、渡リ道、ワナノ、ヲシカワ、ヲシヲ、ヲリツ
キ、ヲリヲ、ヲヲダチ、ヲヲダバ【133】

十川 赤ヅエ、赤ヅエ口、アカヌタ、赤奴多、アサリヨシ、石井、石井口、
石神、石神谷、石切谷、石ノクボ、石ノクボヲク、イセノダバ、板
ヤ、イツカ谷、イノカミ、井ノヲク、今成向、ウハカヲ、ウルシザ
コ、ウルシザコ上エ、ウルシ谷、エンジ畠、エンチ畑、大石、大久
保、大サコ、大谷、大ヒラ口、大平畠、大堀、奥コウヅ、奥鍋谷、尾
サキ田、押川、小ノ田、小ノヅラ、カイドノ、カイドノ向イ、カカマ
ガ谷、カカリヤ、カゴマタ、カチヤ谷、カヅラ、カドノ向イ、カドノ
モト、カナラシ、カナラシ山、上ミ小ノ、カミダ、カミヒラ、カミム
カイ、上向イ奥、上ミ向イヲリ、カミヤシキ、上屋式ノ上エ、川久
保、カンツクリ、キノコ、キヨミス、楠ノ木ヒラ、久保田、久保山、
源太郎屋敷、小貝、小貝谷、コザコ、小四郎、コブジ郎、コヲヅ口、
サカウズ、櫻原、札打松、サルウチ、三条谷、四久原、四久原口、四
久堀、シモクボ、下モゴミ、シモ向ヲ、女郎池、ショヲブン、白皇、
新堀田、ススキダバ、セトノカミ、セリノヒタ、センダカ橋、タカノ
ス、高畠、谷本、谷本口、ヂイノ向イ、ツエ谷、ツエダバ、杖ノ堀、
ツツジ、寺ノ西、戸石ノサコ、戸川堺、トビノコ、トリノス、鳥ノス
ノカミ、直平屋敷、ナカコヤ、ナガサコ、長畠、中屋敷、ナカヲク、
鍋谷、西ノヲキ、西横臼、ハキ高、ハゲ、畠ケ谷、八幡ノ前、ハマシ
ロヲ、原井川、東又、東横臼、ヒキチ、ヒキワリ、ヒノサコ、百人
地、ヒラ畠、渕ケ谷、仏ケ堂、船戸、船ノサコ、フルヤ、ホケノモ
ト、マタ七、松ノコエ、松本口、松本谷、宮ノ口、宮ノヒラ、宮ノ
堀、宮ノ向イ、宮ノヲク、宮ンバ、妙ホン、向イ、向イショブン、ム
子の林、ヤサケビ、藪ケ谷、山ノ神、横道、横道ノ上、ヨセガ谷、ヨ
セガ谷口、六代、ロンデン、ワカ宮、若宮ノ向イ、ヲチ山口、ヲヲツ
エ、ヲヲヒラ、ヲンヂダバ【161】
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戸川 赤岩山、穴神、アライバ、イクシ畑、イクジ畑、石ノ子、イセ畑、市
畠、イナクボ、犬伏山、今ザイケ、岩瀬戸、岩松ケ峯、牛ケ作、牛熊
山、牛ノダバ、牛ノダバ山、上御堂、大小路、大滝山、黄幡、黄幡ノ
向、大平、大平山、大屋式、岡ノ上、岡ノ前、岡ノ向、カイデ、カイ
デ山、カキノキザコ、カゲヒラ、カゲヒラ山、鍛治屋林、カヂヤノサ
キ、上大平、上大屋式、カミカゲヒラ、上カツロ、上久保、上熊ノ
峠、上シャウユウ、上高野、上タキツメ、上橋ケ谷、上屋式、キク
畑、北大平、クスノ谷、久保田、久保林、久保ヒラ、久保屋式、久保
山、熊ノ峠、熊ノ峠山、クル石又山、源佐小家場山、ゲンバサコ、コ
ダツメ、コノイデ、小畑、サイマ、坂本、坂本屋式、坂本山、サセゴ
ザコ、下大屋式、下カツロ、下久保、下熊ノ峠、下サイマ、下サコ、
下サコクチ、下セイ谷、下田、下高野、下瀧詰山、下田ノ上、下橋ケ
谷、下ヒビラ、下御堂、下向、下屋式、下ヨコトリ、シャウユウ畑、
庄五郎山、白皇、白皇山、白岩山、新大滝山、シンカイノ上、新屋
式、新林山、スクノ谷、スクノ谷口、セイ谷、セイ谷口、瀬戸頭、瀬
戸ノ上、高野山、滝詰山、タキノ上、滝山、茶堂ノ上、千良林堂、ツ
エノスソ、釣切山、天神ノ奥、ドイノヲキ、藤九郎、藤九郎山、トク
畑、ドヲドヲ、トヲドヲチ、中カツロ、ナガサコ、中タキツメ、中ノ
川山、中畑、長畑、中畑山、中林、中屋式、中屋敷山、西大小路、西
大平、ニロヲ子、子キワラ、野口、野口山、野路畠、ノツチ山、登リ
尾、登尾口、ノボリヲ、ハイノハダ、ハゴ山、ハサ、橋ケサコ山、橋
ノ下、ハシ畑、東カツロ、ヒキチ、ヒキチ屋式、ヒキチ山、一ツ風
呂、ヒノ口、兵五郎山、日吉、平畠、古カヂヤ、古田、ホソリ、ホト
ケドヲ、ホドヲ子、ホリキリ、ホリ切谷口、堀切山、ホリ田、マキ
山、松ノ平、松ノ平山、水口山、南大平、宮ノ瀬、宮ノ谷、宮ノ向、
宮ノ向山、メツチ山、モリノ山、モン畑、山田、横取山、横畑、ロン
デン、若林、若林山、若山、ヲク大平、ヲチウド、ヲンヂウ子、ヲン
ヂウ子山【183】

古城 アサリヤヲシ、浅猟師山、アゼチ、アタカモリ、アツキハタ、アリノ
キ、イシカガミ、一ノ谷、一ノ又、イナヤノ前、井ノ木立目、イノス
ダ、岩クスベ、上ヤチウジ、打石ノ平、ウヅシリ、ウ子サキ、ウハシ
カ谷、ウバホトコロ、ウマヂ、ウルシサコ、大津岩、大ツエ口、大
平、カイテ、カイノキ、カキノキサコ、カグラ、カゲヂ、カヂヤト
コ、カツ子、カドノクボ、カマキリ山、上エコゴエ、上大カヱリ、上
ミコジロ、上ミゴミ、上迫山、上ミソ子、上タキヨリ、上ミ野口、カ
ミノコエ口、上ノヒラ、上ハヲトナシ、上ミマキノ谷、上ヤシキ、上
ヤツキ、上ミワサワビラ、カモノハタ、カラスデ、カラスデノ上、北
カイテ、北ナラ谷、クスノヒラ、クセエナ、口大カヱリ、口大津岩、
口カイノキ、口ボソ谷、口ヲウカエリ、久保田、クルマバ、クロタ
キ、ケタ、ケタノウエ、小越エ、コジロ、古城山、コソクバタ、コテ
キ口、コテキ山、ゴボヲサコ、コヤケ谷、コヤ谷口、コリトリブチ、
サクラ、サクラノ上、サベカミ、シダガ谷、シダガ谷口、シモクボ、
下モコミ、下サコ、下モタキヨリ、下モダバ、下ナラ谷、下モ仁王作
り、下ノチ、下モハイコエ、シヨタイ、白王谷、シラミクワ、新ザイ
コ、シンダイコ口、シンヤ、スゲノサコ、セリワリ、タカ畠ケ、タカ
ヒハタ、高平山、タキノウ子、タキノウ子山、タキノ下、タキノヒ
ラ、タキヨリ、タクミ谷、ダシコヤ、立目山、タナカヤマ、ダバサ
キ、太夫畠、タル口山、地蔵山、チラリンドウ、ツエスワリ、ツ子ダ
バ、ドウダ、トウツキ、トノバタ、土用田、トリバタ
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ドヲガイチ、ドヲケ畠、ドヲシウ口、中尾ノウ子、中カアラ、長サコ
ロチ、長沢谷、ナカタ、中タキヨリ、中ノサコ、中畠、中山、ナラ
谷、ナル川、ニイヤ、仁王作リ、仁王山、西アサリヤヲシ、西浅猟
師、西セリワリ口、西高平、西ドヲシウ、ヌタノサコ、野口、ハイコ
エ、ハゴノヒラ、ハサ、ハシ谷、ハノヒラ、ハヤシダ、ヒイシロ山、
東上ノ平、東ナラ谷、東ワサジ、ヒツキリ、ヒナタセ、ヒ子ノ、ヒノ
キクチ、ヒメカニウ子、平松、フクフタ、フルバタ、マカリ谷、槇ノ
平ラ、マキノ山、又口山、松ケ峠、マトバ、水久保、三井尻リ、三井
尻リ口、ミヅクボ、南カゲヂ、南ヤゴロ屋敷、宮ノ向、宮ノワキ、向
イ田、ヤケソ川、ヤゴロ屋敷、ヤチウジ谷、ヤナギノクボ、ヤマセ、
山瀬山、山ノ上エ、ユミウリ、ヨコノテ、ヨコ山、リヨチ、ロンデ
ン、若宮、ワサジ、ワサワラビ、ヲウカエリ、ヲキノカハ、ヲサキ、
ヲソコエ、ヲトカサコ、ヲトシロ、ヲトシロノ上、ヲトナシ、ヲモ谷
山、ヲリツキ【203】

地吉 上リ屋敷、穴神、穴ノ谷口、洗場、荒谷、石神、石神口、石亀口、石
亀ノ下、石田川、石突、泉ケ谷、イセキノ上、井長原、井長原山、井
手ノセキ、井ノ上、上屋敷、臼ゲサコ、ウゾノタキ、ウチ石山、ウヅ
ノタキ、ウヅノモト、ウナコビ、ウ子口、楳ノ木、榎サコ、大竹ノ
本、大津屋、大畑、大向、大藪、大藪日裏山、奥竹ケ谷、奥釣井、奥
藪口、折藪、音地、カイケ谷、カキウラ山、柿ノ木サコ、カケウラ、
蔭地畠、蔭地山、鍛治林、鍛治屋敷、カツコウハタ、上猿居、上滝ノ
鼻、上滝の鼻、上ミ谷林、上谷山、亀越口、亀越ノ上、唐芝山、北土
橋、桐ノ木サコ、楠ノ上、楠平山、口細山、クボタ、窪ノ尻、クボノ
ハシ、久保山、熊ノ巣山、熊ノ峠、栗ノ木平、桑ノ木、栢ノ木、月
徳、源五郎、神田、小ジヲ山、小谷口、小谷越、古尾谷、古麻尻、五
味、コロハシ場、境町、サカキノ本、坂ノ下、坂本、サコノヲク、三
目節、猿居サコ、芝口、下ノ地、正物谷、ジリクミ、新谷、新屋敷、
椙ケ谷、鈴ケ谷、墨折山、スミヲリ、セキノ上エ、ソコハメ山、袖
野、袖野山、宝ノ久保、滝ノ小家、瀧ノ下、滝ノ前、滝ノ本、竹ケ
谷、竹ノ丞畠、竹ノ本、竹平、立目山、立林山、谷口、駄場、ツエダ
ニ、土橋、釣井ノ口、手取、寺ウヅ、峠ノ野山、堂僧、泊ノ戸、鳥
越、中亀越、中久保山、長追、長サコ山、ナカサコロ、中谷山、中ノ
森、長畑、西大藪、西堀切、西山口、西横道、日徳、子ギノ原、橋
詰、畠ケ谷、八幡山、花桃山、日向畠、東裏、東久保山、東五味、東
ノ窪、引明堀、ヒギジヤウ、ヒキチ口、蟇ノ面、久原、ビシャゴ口、
ヒナロクチ、ヒビノキ、平畠、二タ又口、古尾谷山、古屋ケ谷、古屋
敷、古屋敷山、古家ノサコ、ホソリ、堀切、寶舎谷、松ノ下、松ノ
前、マブノ山、豆尻ノ北、丸山、南ヒビキ、宮サコ山、宮ノ前、椴木
山、椴ノ木、藪用竹、山口、山ノ神シモ、弓場ノ本、ヨセガホリ、蕨
口、蕨谷【180】

十和川口 アサシリダバ、井グチ、石ガサコ、板カサコ、一ノ瀬、井津ガ谷、ウ
ヱヤシキ、ウバガ谷、馬ノ石、ウワヤナゼ、大畑、階ノ木、角堂、カ
ラ岩、川平山、クメヤシキ、クリノキダ、黒カ子、桑原ヤシキ、ケン
モツ、コケガ谷、ゴマジリ、サカトロ、ササカタヲ、シモツルイ、シ
ロコエ、新階、シン田ノ向ヒ、セキノ上ミ、セコ谷、高畑、樽越、丁
子ガ谷、ツウ子ヱ、ツウネエグチ、ツガノ川谷、津ガノ川山、津賀ノ
川山、ツツミノドヲ、ト井ノモト、ト井バナ、戸川口、ドヲセン、中
田、ヌタ、ヌタノモト、ヒラ畑、フキヤブ、フタヱ、フチクビ、フチ
ノ上ヘ、舩ノ川、フル紅梅、ホリキ、ホヲノキセ、マトヲバ、宮ノ
谷、向イヤシキ、モンビヨヲヂ、ヤナ瀬、ヨケヂ、横畑、横山、ヲヲ
ヒラ、ヲヲミナ口【65】

広瀬 アガリト、小豆谷、アンメン、一中ビラクチ、イノクボ、イロクチ、
ウエ畑、上原、ウスキ谷、ウ子カ谷、柿ノ木谷、カゲヂ山、カゲヒラ
畑、上ミダバ、桐ノ木谷、クボ畠、ゲンゴ、サヌキ谷、シシダバ、シ
モダバ、下モ津井組、下原、下モヤシキ、シンヤ畑、セエツクチ、タ
テメ谷、谷屋敷、茶ヤブ、ツエセイ、ツエノ迫、ツルイ畑、トビノ
谷、中スカ、ナカ田谷、ナカ谷、ナカ畑、中ホリ、中マタ、ハケシ
畠、ハチジ谷、フキノ谷、フタマタ、ミヤヂ、宮ノ下堀、宮ノ堀、ヤ
エツクチ、横瀬、横瀬山、横畑、ヲカミ子畑、ヲキダバ、ヲクハチ
ジ、ヲヲタ【53】
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井﨑 赤ツエ、アキカイ、アミ一重、アンノ谷、石ガ子、石神越、イシカミ
ノム子、一ノ又、一ノ又口、一中原、居納屋、イラガサコ、ウシオト
シ、ウシノダバ、ウシヲトシ、馬道、ウワウチノ、ヱノキ谷、大平、
柿ノ木ビラ、カケヂ、笠マツ、笠松口、カシワ谷、カタギ山、カミイ
シガミ、カミ上、上ミ田、上ダキ、カモヲダ、カンダ、桑ガサコ、ク
ワサコ、ケジロ、源五郎渕、ケンニウ、コブケ谷、ゴミダ、コヤ、コ
ヤノツ、コヲカギレ、ゴヲソ、ゴヲロ、サ子ヒロ、三ノ又、三ノ又
口、シイダバ、椎ノ木谷、シウロク、シダヲ口、島川原、シマダ、清
水、下居納屋、シモカワ、シモコミ、下ダキ、シユウコヲ谷、シユコ
ヲ谷、シヨガシバ、書間場山、白王ノコヱ、スミトコ、ソリ田、高
畑、タキタロ、タキノ上ヱ、タキノハナ、タナダ、谷ヤシキ、ダバ、
タマヤ谷、ヅウヅ、ツヱノハタ、ツジドヲ、ツ子カ谷、坪尾山、ツル
井ノヒタ、ドウザキ、トウノクボ、トヲノヒタ、ドヲメン、トン切、
中居納屋、中ゴヤ、ナカダ、ナカヂ、二ノ又、二ノ又口、ニロヲ谷、
ヌタクボグチ、ヌタノヲ、ノボリヲ、ハギノヒラ、ハチガモリ、ハナ
サキ、日表山、ヒキヂ、ヒタヤシキ、ヒメトコ、ヒラノ、平畠、ヒレ
シ谷、弘瀬ガマ、ブウジゴウ、フタゴ、フタマタ、フヂノ石、普當
山、フルアン、フル田、マキケ谷、又クボグチ、松ゲサコ、松ノ岡、
マツバノクリ、ミイダバ、南松ヲウ、宮田、宮地、宮ノ上、ミヤノク
ボ、宮ノ谷、宮ノ向イ、宮ノモト、ムクノキダバ、モモクボ、モリノ
ヒタ、モヲダ、ヤゴ子、山下タ、ヤマヒタ、ヨム子ガサコ、ワダ、ワ
タセガ谷グチ、ワダヒラ、ワテ、ワラビウビラ、ワラヤ、ヲサキ、ヲ
スギ、ヲチ山、ヲトガ谷、ヲトナシ、ヲモヤバタ、ヲヲサコ、ヲヲツ
ヱ、ヲヲバ井、ヲヲヒラ谷、ヲヲヤ、ヲンヂ、ヲンチダバ【152】
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