
土佐清水市の小字一覧

地域 大字 字

下ノ加江
立石
タテイシ

アリガ谷(ｱﾘｶﾞﾀﾆ)、蟻ヶ谷山(ｱﾘｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、赤土(ｱｶﾂﾁ)、イタツリ谷(ｲﾀﾂﾘﾀﾞﾆ)、石原(ｲｼﾊ
ﾗ)、池田山(ｲｹﾀﾞﾔﾏ)、池田(ｲｹﾀﾞ)、石出山(ｲｼｲﾃﾞﾔﾏ)、石ヶ内下分(ｲｼｶﾞｳﾁｼﾀﾌﾞﾝ)、石ヶ内
山(ｲｼｶﾞｳﾁﾔﾏ)、出ノ原(ｲﾃﾞﾉﾊﾗ)、神母ノ木(ｲｹﾞﾉｷ)、手箱(ﾃﾊﾞｺ)、ウジシロ(ｳｼﾞｼﾛ)、馬目峠
(ｳﾏﾒﾄｳｹﾞ)、ヲヤケビシャゴ(ｵﾔｹﾋﾞｼﾔｺﾞ)、大焼江見林(ｵｵﾔｹｴﾐﾊﾞﾔｼ)、大焼駄場(ｵｵﾔｹﾀﾞ
ﾊﾞ)、ヲリカダバ(ｵﾘｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、ヲウコ(ｵｳｺ)、ヲヲコ谷出合(ｵｵｺﾀﾞﾆﾃﾞｱｲ)、ヲリツキ山(ｵﾘﾂｷﾔ
ﾏ)、ヲリツキノ上ミ(ｵﾘﾂｷﾉｶﾐ)、ヲリツキノ下タ(ｵﾘﾂｷﾉｼﾀ)、ヲリツキ下モ山(ｵﾘﾂｷｼﾓﾔﾏ)、

カメバ(ｶﾒﾊﾞ)、樫谷口(ｶｼﾀﾆｸﾞﾁ)、金クロ(ｶﾈｸﾛ)、木原山(ｷﾊﾗﾔﾏ)、經塚(ｷﾖｳｽﾞｶ)、幸四郎
ダバ(ｺｳｼﾛｳﾀﾞﾊﾞ)、小森(ｺﾓﾘ)、権行山(ｺﾞﾝｷﾞﾖｳﾔﾏ)、小谷山(ｺﾀﾆﾔﾏ)、ショクビダナ(ｼﾖｸﾋﾞ
ﾀﾞﾅ)、ショジンバタ(ｼﾖｼﾞﾝﾊﾞﾀ)、下モ権行(ｼﾓｺﾞﾝｷﾞﾖｳ)、下山谷(ｼﾓﾔﾏﾀﾆ)、城カサコ(ｼﾞﾖｳｶﾞ
ｻｺ)、塩田(ｼｵﾀ)、菖蒲谷(ｼﾖｳﾌﾞﾀﾞﾆ)、セスケヤシキ(ｾｽｹﾔｼｷ)、ソウタ口山(ｿｳﾀｸﾁﾔﾏ)、ソ
ウダ口出合(ｿｳﾀﾞｸﾞﾁﾃﾞｱｲ)、大師山(ﾀﾞｲｼﾔﾏ)、大古新立(ﾀﾞｲｺｼﾝﾀﾞﾁ)、高サデ山(ﾀｶｻﾃﾞﾔ
ﾏ)、立石浜松(ﾀﾃｲｼﾊﾏﾏﾂ)、田ノ後口(ﾀﾉｳｼﾛｸﾁ)、田ノ日(ﾀﾉﾋ)、
大古山(ﾀﾞｲｺﾔﾏ)、チカラ石(ﾁｶﾗｲｼ)、ツルヰ山(ﾂﾙｲﾔﾏ)、堂ノ下タ(ﾄﾞｳﾉｼﾀ)、堂ノ奥(ﾄﾞｳﾉｵ
ｸ)、トノカモリ(ﾄﾉｶﾓﾘ)、中ノ谷(ﾅｶﾉﾀﾆ)、中山(ﾅｶﾔﾏ)、西カメバ(ﾆｼｶﾒﾊﾞ)、浜田(ﾊﾏﾀﾞ)、東ノ
ダバ木原サコ(ﾋｶﾞｼﾉﾀﾞﾊﾞｷﾊﾗｻｺ)、東駄場新地(ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞｼﾝﾁ)、東平山(ﾋｶﾞｼﾋﾗﾔﾏ)、房ヶ谷
(ﾌｻｶﾞﾀﾆ)、堀田(ﾎﾘﾀ)、ホラガ市(ﾎﾗｶﾞｲﾁ)、的場(ﾏﾄﾊﾞ)、南ヲリカダバ(ﾐﾅﾐｵﾘｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、南ダ
バ(ﾐﾅﾐﾀﾞﾊﾞ)、南石ヶ内(ﾐﾅﾐｲｼｶﾞｳﾁ)、宮ノ西(ﾐﾔﾉﾆｼ)、宮ノ前(ﾐﾔﾉﾏｴ)、焼シダ東平山(ﾔｹｼ
ﾀﾞﾋｶﾞｼﾋﾗﾔﾏ)、焼シダ(ﾔｹｼﾀﾞ)、焼柱(ﾔｹﾊﾞｼﾗ)、
焼シタ山(ﾔｹｼﾀﾞﾔﾏ)、薬師山(ﾔｸｼﾔﾏ)、梼ノ木(ﾕｽﾉｷ)、横尾(ﾖｺｵ)、ワカ石薮(ﾜｶｲｼﾔﾌﾞ)、
蕨川(ﾜﾗﾋﾞｶﾞﾜ)、田白(ﾀｼﾞﾛ)、竹ノワリ(ﾀｹﾉﾜﾘ)、入谷山(ｲﾘﾀﾆﾔﾏ)

布
ヌノ

足川(ｱｼｶﾜ)、アリ嵜駄場(ｱﾘｻｷﾀﾞﾊﾞ)、アリ崎山(ｱﾘｻｷﾔﾏ)、アナント(ｱﾅﾝﾄ)、アラセダバ(ｱﾗ
ｾﾀﾞﾊﾞ)、荒浜(ｱﾗﾊﾏ)、入谷道上山(ｲﾘﾀﾆﾐﾁｳｴﾔﾏ)、入谷山(ｲﾘﾀﾆﾔﾏ)、入谷口(ｲﾘﾀﾆｸﾞﾁ)、
井デグチ(ｲﾃﾞｸﾞﾁ)、石佛(ｲｼﾎﾞﾄｹ)、井デノウラ(ｲﾃﾞﾉｳﾗ)、市ヶ瀬(ｲﾁｶﾞｾ)、石ヶ峠奥山(ｲｼｶﾞﾄ
ｳｹﾞｵｸﾔﾏ)、市カ谷上ミ(ｲﾁｶﾞﾀﾆｶﾐ)、市ヶ谷山(ｲﾁｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、池田山(ｲｹﾀﾞﾔﾏ)、市ヶ谷(ｲﾁｶﾞ
ﾀﾆ)、池田(ｲｹﾀﾞ)、一本松(ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ)、石神ノ下タ(ｲｼｶﾞﾐﾉｼﾀ)、井デノ原(ｲﾃﾞﾉﾊﾗ)、今ノダバ
(ｲﾏﾉﾀﾞﾊﾞ)、芋モ尻薮山(ｲﾓｼﾞﾘﾔﾌﾞﾔﾏ)、浦屋敷(ｳﾗﾔｼｷ)、
ウツゲ原(ｳﾂｹﾞﾊﾗ)、馬ノ駄場山(ｳﾏﾉﾀﾞﾊﾞﾔﾏ)、姥フツクロ(ｳﾊﾞﾌﾂｸﾛ)、エンブク谷(ｴﾝﾌﾞｸﾀﾞ
ﾆ)、枝渕(ｴﾀﾞﾌﾞﾁ)、岡ノ向(ｵｶﾉﾑｶｲ)、大切レ山(ｵｵｷﾞﾚﾔﾏ)、ヲリツキ(ｵﾘﾂｷ)、ヲソ越(ｵｿｺﾞ
ｴ)、岡ノ下タ(ｵｶﾉｼﾀ)、岡ノ上(ｵｶﾉｳｴ)、岡谷山(ｵｶﾀﾆﾔﾏ)、沖ノ川(ｵｷﾉｶﾜ)、ヲヲコバ(ｵｵｺ
ﾊﾞ)、ヲトガ谷山(ｵﾄｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、大戸井ノ下モ(ｵｵﾄﾞｲﾉｼﾓ)、ヲシカサコ山(ｵｼｶﾞｻｺﾔﾏ)、カリヅ
山(ｶﾘｽﾞﾔﾏ)、上灘磯際山(ｶﾐﾅﾀﾞｲｿｷﾞﾜﾔﾏ)、神ノ谷山(ｶﾐﾉﾀﾆﾔﾏ)、カマダイヤマ(ｶﾏﾀﾞｲﾔ
ﾏ)、唐谷山(ｶﾗﾀﾆﾔﾏ)、カツラ山(ｶﾂﾗﾔﾏ)、カンスケ谷口(ｶﾝｽｹﾀﾆｸﾞﾁ)、カンスケ谷(ｶﾝｽｹﾀﾞ
ﾆ)、
カルト谷(ｶﾙﾄﾀﾞﾆ)、カル谷山(ｶﾙﾀﾆﾔﾏ)、上ミ小向ヒ(ｶﾐｺﾑｶｲ)、唐谷口(ｶﾗﾀﾆｸﾞﾁ)、上堂寺
山(ｶﾐﾄﾞｳｼﾞﾔﾏ)、上ミ中ノ川山(ｶﾐﾅｶﾉｶﾜﾔﾏ)、上ミ布川山(ｶﾐﾇﾉｶﾜﾔﾏ)、木戸口(ｷﾄﾞｸﾞﾁ)、窪
田(ｸﾎﾞﾀ)、黒杖(ｸﾛﾂｴ)、クロ竹(ｸﾛﾀｹ)、楠木谷(ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ)、コミウラ(ｺﾐｳﾗ)、小走サコ(ｺﾊﾞｼﾘ
ｻｺ)、荒神下タ(ｺｳｼﾞﾝｼﾀ)、コヤノ下タ(ｺﾔﾉｼﾀ)、コヲケ谷山(ｺｵｹﾀﾆﾔﾏ)、コヲケ谷(ｺｵｹﾀﾆ)、
コヲケ谷西ヒラ(ｺｵｹﾀﾆﾆｼﾋﾗ)、コヲケ谷口山(ｺｵｹﾀﾆｸﾞﾁﾔﾏ)、コダツメ(ｺﾀﾞﾂﾒ)、古寺(ｺﾃﾞﾗ)、
小向ヒ(ｺﾑｶｲ)、今明山(ｺﾐﾖｳﾔﾏ)、鞘留山(ｻﾔﾄﾞﾒﾔﾏ)、
笹薮(ｻｻﾔﾌﾞ)、サンジンホウ(ｻﾝｼﾞﾝﾎｳ)、三ノ又山(ｻﾝﾉﾏﾀﾔﾏ)、三次郎谷(ｻﾝｼﾞﾛｳﾀﾞﾆ)、新
地(ｼﾝﾁ)、新地中佐古(ｼﾝﾁﾅｶｻｺ)、塩田(ｼｵﾀ)、新川(ｼﾝｶﾜ)、重木口(ｼｹﾞｷｸﾞﾁ)、新重木中
山(ｼﾝｼｹﾞｷﾅｶﾔﾏ)、重木中山(ｼｹﾞｷﾅｶﾔﾏ)、真行谷(ｼﾝｺｳﾀﾞﾆ)、真行口(ｼﾝｺｳｸﾞﾁ)、シロノ木
サコ(ｼﾛﾉｷｻｺ)、次郎ダバ(ｼﾞﾛｳﾀﾞﾊﾞ)、神母原山(ｼﾞﾝﾎﾞﾊﾗﾔﾏ)、神母原(ｼﾞﾝﾎﾞﾊﾗ)、白ノ下タ
(ｼﾛﾉｼﾀ)、庄屋開キ(ｼﾖｳﾔﾋﾞﾗｷ)、下モ中ノ川山(ｼﾓﾅｶﾉｶﾜﾔﾏ)、シレ山(ｼﾚﾔﾏ)、下モシレ山
(ｼﾓｼﾚﾔﾏ)、スベリバイノ下モ(ｽﾍﾞﾘﾊﾞｲﾉｼﾓ)、スベリバイノ上ミ(ｽﾍﾞﾘﾊﾞｲﾉｶﾐ)、セキノ上ミ(ｾｷ
ﾉｶﾐ)、

センジ山(ｾﾝｼﾞﾔﾏ)、セキノモト(ｾｷﾉﾓﾄ)、清七開キ(ｾｲｼﾁﾋﾞﾗｷ)、セバ平山(ｾﾊﾞﾋﾗﾔﾏ)、竹ワ
リ(ﾀｹﾜﾘ)、竹原(ﾀｹﾊﾗ)、高瀬山(ﾀｶｾﾔﾏ)、高瀬西谷(ﾀｶｾﾆｼﾀﾞﾆ)、高瀬駄場(ﾀｶｾﾀﾞﾊﾞ)、谷ノ
上ヘ(ﾀﾆﾉｳｴ)、高手山(ﾀｶﾃﾔﾏ)、高手ノ前(ﾀｶﾃﾉﾏｴ)、高手(ﾀｶﾃ)、高手ハナ(ﾀｶﾃﾊﾅ)、タイ
セン山(ﾀｲｾﾝﾔﾏ)、多右ェ門谷(ﾀｴﾓﾝﾀﾞﾆ)、タテワラ(ﾀﾃﾜﾗ)、竹薮(ﾀｹﾔﾌﾞ)、谷田(ﾀﾆﾀﾞ)、タキ
山(ﾀｷﾔﾏ)、ダイハチ山(ﾀﾞｲﾊﾁﾔﾏ)、ヂイガナロ(ｼﾞｲｶﾞﾅﾛ)、ツヅラ口(ﾂﾂﾞﾗｸﾞﾁ)、ツヅラ谷(ﾂﾂﾞ
ﾗﾀﾞﾆ)、津藏山(ﾂｸﾗﾔﾏ)、
ツルベ谷山(ﾂﾙﾍﾞﾀﾆﾔﾏ)、葛籠山(ﾂﾂﾞﾗﾔﾏ)、出合(ﾃﾞｱｲ)、天子ガ森山(ﾃﾝｼｶﾞﾓﾘﾔﾏ)、天子
ガ森(ﾃﾝｼｶﾞﾓﾘ)、轟山(ﾄﾄﾞﾛｷﾔﾏ)、ドヲノ前(ﾄﾞｵﾉﾏｴ)、土居屋敷(ﾄﾞｲﾔｼｷ)、留場(ﾄﾒﾊﾞ)、長尾
山(ﾅｶﾞｵﾔﾏ)、中切(ﾅｶｷﾞﾚ)、長谷(ﾅｶﾞﾀﾆ)、長サコノ下モ(ﾅｶﾞｻｺﾉｼﾓ)、長サコ山(ﾅｶﾞｻｺﾔ
ﾏ)、中山(ﾅｶﾔﾏ)、梨ノ山(ﾅｼﾉﾔﾏ)、長笹(ﾅｶﾞｻｻ)、長笹江見山(ﾅｶﾞｻｻｴﾐﾔﾏ)、長笹山(ﾅｶﾞｻ
ｻﾔﾏ)、中新ガイ(ﾅｶｼﾝｶﾞｲ)、長ブチ(ﾅｶﾞﾌﾞﾁ)、中ノ川立添山(ﾅｶﾉｶﾜﾀﾃｿﾞｴﾔﾏ)、中ノ川山(ﾅ
ｶﾉｶﾜﾔﾏ)、入道谷山(ﾆﾕｳﾄﾞｳﾀﾞﾆﾔﾏ)、入道磯山(ﾆﾕｳﾄﾞｳｲｿﾔﾏ)、
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西森(ﾆｼﾓﾘ)、西三ツ又山(ﾆｼﾐﾂﾏﾀﾔﾏ)、西屋敷(ﾆｼﾔｼｷ)、西林(ﾆｼﾊﾞﾔｼ)、西ノダバ(ﾆｼﾉﾀﾞ
ﾊﾞ)、西ノダバ山(ﾆｼﾉﾀﾞﾊﾞﾔﾏ)、布崎(ﾇﾉｻﾞｷ)、布川口(ﾇﾉｶﾜｸﾞﾁ)、布川山(ﾇﾉｶﾜﾔﾏ)、子ヂレ
石(ﾈｼﾞﾚｲｼ)、ノマン水(ﾉﾏﾝﾐｽﾞ)、呑水(ﾉﾐﾐｽﾞ)、浜田(ﾊﾏﾀﾞ)、ハシカキ(ﾊｼｶｷ)、ハ子バ(ﾊﾈ
ﾊﾞ)、橋ノ本(ﾊｼﾉﾓﾄ)、墓ノ下タ(ﾊｶﾉｼﾀ)、白皇山(ﾊｸﾎｳﾔﾏ)、ヒヂコ(ﾋｼﾞｺ)、フルオトシ戸井(ﾌ
ﾙｵﾄｼﾄﾞｲ)、ホトカ谷山(ﾎﾄｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、ボトント(ﾎﾞﾄﾝﾄ)、松ガハナ(ﾏﾂｶﾞﾊﾅ)、松ハナ山(ﾏﾂﾊﾅﾔ
ﾏ)、丸山(ﾏﾙﾔﾏ)、
宮畑ケ(ﾐﾔﾊﾞﾀｹ)、水ヶ峠(ﾐｽﾞｶﾞﾄｳｹﾞ)、宮上ヘ(ﾐﾔｳｴ)、森山(ﾓﾘﾔﾏ)、森(ﾓﾘ)、森ノ段(ﾓﾘﾉﾀﾞ
ﾝ)、森ノ段山(ﾓﾘﾉﾀﾞﾝﾔﾏ)、モモノ木サコ(ﾓﾓﾉｷｻｺ)、山見(ﾔﾏﾐ)、山見ノ西(ﾔﾏﾐﾉﾆｼ)、屋敷田
(ﾔｼｷﾀﾞ)、ユル山(ﾕﾙﾔﾏ)、檮ノ木山(ﾕｽﾉｷﾔﾏ)、ユウベダバ(ﾕｳﾍﾞﾀﾞﾊﾞ)、ワル谷口(ﾜﾙﾀﾆｸﾞ
ﾁ)、ワサヂ(ﾜｻｼﾞ)、梨ノ木(ﾅｼﾉｷ)、カマダイ口(ｶﾏﾀﾞｲｸﾞﾁ)、子ヂレ松(ﾈｼﾞﾚﾏﾂ)、長サコ(ﾅｶﾞ
ｻｺ)、土居屋敷山(ﾄﾞｲﾔｼｷﾔﾏ)

下ノ加江
シモノカエ

荒倉山(ｱﾗｸﾗﾔﾏ)、赤坂ノハナ(ｱｶｻｶﾉﾊﾅ)、赤坂ノ段(ｱｶｻｶﾉﾀﾞﾝ)、赤坂ノ向ヒ(ｱｶｻｶﾉﾑｶ
ｲ)、足川山(ｱｼｶﾜﾔﾏ)、アリノ木(ｱﾘﾉｷ)、蓬尾畝崎山(ｱｳｵｳﾈｻﾞｷﾔﾏ)、赤碆山(ｱｶﾊﾞｴﾔﾏ)、
足平山(ｱｼﾋﾗﾔﾏ)、神母ノ沖(ｲｹﾞﾉｵｷ)、家路川(ｲｴｼﾞｶﾜ)、入江ノ上(ｲﾘｴﾉｶﾐ)、井ノ上(ｲﾉｳ
ｴ)、石橋(ｲｼﾊﾞｼ)、板ノ川(ｲﾀﾉｶﾜ)、石神ノ前(ｲｼｶﾞﾐﾉﾏｴ)、石神後口(ｲｼｶﾞﾐｳｼﾛｸﾞﾁ)、伊豆田
山(ｲｽﾞﾀﾔﾏ)、イダブチ(ｲﾀﾞﾌﾞﾁ)、石ム子(ｲｼﾑﾈ)、イモガ谷(ｲﾓｶﾞﾀﾆ)、石崎(ｲｼｻﾞｷ)、井口(ｲﾉ
ｸﾁ)、入方(ｲﾘｶﾀ)、イカダチ(ｲｶﾀﾞﾁ)、
神母ノ原(ｲｹﾞﾉﾊﾗ)、馬詰谷(ｳﾏﾂﾞﾒﾀﾞﾆ)、後口前(ｳｼﾛｸﾁﾏｴ)、後口田(ｳｼﾛｸﾁﾀﾞ)、上ハスカ
サキ(ｳﾜｽｶｻｷ)、上ハ久保屋敷(ｳﾜｸﾎﾞﾔｼｷ)、馬路(ｳﾏｼﾞ)、姥ヶ峠山(ｳﾊﾞｶﾞﾄｳｹﾞﾔﾏ)、大首
(ｵｵｸﾋﾞ)、小方後口山(ｵｶﾞﾀｳｼﾛｸﾁﾔﾏ)、小方(ｵｶﾞﾀ)、小方下タ小路(ｵｶﾞﾀｼﾀｺｳｼﾞ)、小方上
ハ小路(ｵｶﾞﾀｳﾜｺｳｼﾞ)、大ナロ(ｵｵﾅﾛ)、小川峠山(ｵｶﾞﾜﾄｳｹﾞﾔﾏ)、大和田(ｵｵﾜﾀﾞ)、大森山
(ｵｵﾓﾘﾔﾏ)、大平山(ｵｵﾋﾗﾔﾏ)、大駄場(ｵｵﾀﾞﾊﾞ)、大切(ｵｵｷﾞﾚ)、大苗代(ｵｵﾅﾜｼﾛ)、大峠山
(ｵｵﾄｳｹﾞﾔﾏ)、大川内山(ｵｵｶﾜｳﾁﾔﾏ)、上船場(ｶﾐｾﾝﾊﾞ)、上佐古(ｶﾐｻｺ)、
観音山(ｶﾝﾉﾝﾔﾏ)、上目白(ｶﾐﾒｼﾞﾛ)、カリマタ山(ｶﾘﾏﾀﾔﾏ)、鍜治畑山(ｶｼﾞﾊﾞﾀﾔﾏ)、梶原丸田
(ｶｼﾞﾜﾗﾏﾙﾀ)、上中山(ｶﾐﾅｶﾔﾏ)、川原郷山(ｶﾜﾗｺﾞｳﾔﾏ)、川原郷南路(ｶﾜﾗｺﾞｳﾐﾅﾐﾐﾁ)、カイ
マイ山(ｶｲﾏｲﾔﾏ)、川原郷口(ｶﾜﾗｺﾞｳｸﾞﾁ)、上ミ五味(ｶﾐｺﾞﾐ)、上ミ茶畑(ｶﾐﾁﾔﾊﾞﾀ)、カラス丸
山(ｶﾗｽﾏﾙﾔﾏ)、上ミ倉川(ｶﾐｸﾗｶﾜ)、上ノ段(ｶﾐﾉﾀﾞﾝ)、上セキ切(ｶﾐｾｷｷﾞﾚ)、北松原(ｷﾀﾏﾂﾊﾞ
ﾗ)、北浜屋敷下タ小路(ｷﾀﾊﾏﾔｼｷｼﾀｺｳｼﾞ)、北浜屋敷上ハ小路(ｷﾀﾊﾏﾔｼｷｳﾜｺｳｼﾞ)、岸ノ
下(ｷｼﾉｼﾀ)、岸ノ上(ｷｼﾉｳｴ)、キライ(ｷﾗｲ)、久保田(ｸﾎﾞﾀ)、汲田(ｸﾐﾀ)、倉井野(ｸﾗｲﾉ)、

倉瀬(ｸﾗｾ)、栗ノ木山(ｸﾘﾉｷﾔﾏ)、桑原口(ｸﾜﾊﾞﾗｸﾞﾁ)、倉川山(ｸﾗｶﾜﾔﾏ)、弦場山向ヒ(ｹﾞﾝﾊﾞ
ﾔﾏﾑｶｲ)、弦場山(ｹﾞﾝﾊﾞﾔﾏ)、小串(ｺｸﾞｼ)、小山(ｺﾔﾏ)、五郎窪(ｺﾞﾛｳｸﾎﾞ)、幸増山(ｺｳﾏｽﾔ
ﾏ)、幸増谷山(ｺｳﾏｽﾀﾆﾔﾏ)、小松山(ｺﾏﾂﾔﾏ)、五味ダバ(ｺﾞﾐﾀﾞﾊﾞ)、五味谷(ｺﾞﾐﾀﾞﾆ)、此川辺
(ｺﾉｶﾜﾍﾞ)、小貝掛(ｺｶｲｶﾞｹ)、五味須賀(ｺﾞﾐｽｶ)、澤口(ｻﾜｸﾞﾁ)、桜ノ木(ｻｸﾗﾉｷ)、佐古ノ前(ｻ
ｺﾉﾏｴ)、佐古ノ谷(ｻｺﾉﾀﾆ)、下船場(ｼﾓｾﾝﾊﾞ)、下澤(ｼﾓｻﾜ)、清水谷口(ｼﾐｽﾞﾀﾆｸﾞﾁ)、正中谷
(ｼﾖｳﾁﾕｳﾀﾞﾆ)、
下目白(ｼﾓﾒｼﾞﾛ)、新茶畑山(ｼﾝﾁﾔﾊﾞﾀﾔﾏ)、下音地(ｼﾓｵﾄｼﾞ)、新留山(ｼﾝﾄﾒﾔﾏ)、下川原郷
山(ｼﾓｶﾜﾗｺﾞｳﾔﾏ)、庄司屋敷(ｼﾖｳｼﾞﾔｼｷ)、下カキウチ(ｼﾓｶｷｳﾁ)、下屋式(ｼﾓﾔｼｷ)、下タス
カサキ(ｼﾀｽｶｻｷ)、下モ茶畑(ｼﾓﾁﾔﾊﾞﾀ)、重串山(ｼｹﾞｸｼﾔﾏ)、重串(ｼｹﾞｸｼ)、下モ倉川(ｼﾓｸﾗ
ｶﾜ)、下セキ切(ｼﾓｾｷｷﾚ)、城ノ下(ｼﾞﾖｳﾉｼﾀ)、正谷(ｼﾖｳﾀﾞﾆ)、正谷山(ｼﾖｳﾀﾞﾆﾔﾏ)、塩屋ノ谷
(ｼｵﾔﾉﾀﾆ)、島ノ本(ｼﾔﾉﾓﾄ)、新改(ｼﾝｶｲ)、島井デ(ｼﾏｲﾃﾞ)、摺木谷(ｽﾘｷﾞﾀﾞﾆ)、摺木山(ｽﾘｷﾞ
ﾔﾆ)、スクノセ(ｽｸﾉｾ)、銭坪(ｾﾞﾆﾂﾎﾞ)、
銭坪山(ｾﾞﾆﾂﾎﾞﾔﾏ)、センダンノ木(ｾﾝﾀﾞﾝﾉｷ)、セキ切(ｾｷｷﾞﾚ)、總長市(ｿｳﾁﾖｳｲﾁ)、總長市
山(ｿｳﾁﾖｳｲﾁﾔﾏ)、高岡山(ﾀｶｵｶﾔﾏ)、竹ノ下(ﾀｹﾉｼﾀ)、竹渕(ﾀｹﾌﾞﾁ)、但馬藪(ﾀｼﾞﾏﾔﾌﾞ)、高
森山(ﾀｶﾓﾘﾔﾏ)、竹ノ鼻(ﾀｹﾉﾊﾅ)、竹ノ瀬(ﾀｹﾉｾ)、チウチウ谷(ﾁﾕｳﾁﾕｳﾀﾞﾆ)、チシャノキ(ﾁｼ
ﾔﾉｷ)、杖ノ川(ﾂｴﾉｶﾜ)、ツル井(ﾂﾙｲ)、峠山(ﾄｳｹﾞﾔﾏ)、堂崎山(ﾄﾞｳｻﾞｷﾔﾏ)、堂ヶ谷(ﾄﾞｳｶﾞﾀ
ﾆ)、堂ヶ市(ﾄﾞｳｶﾞｲﾁ)、中船場(ﾅｶｾﾝﾊﾞ)、長尾山(ﾅｶﾞｵﾔﾏ)、ナガ谷(ﾅｶﾞﾀﾆ)、中須賀(ﾅｶｽ
ｶ)、中ガ市(ﾅｶｶﾞｲﾁ)、
中河内山(ﾅｶｶﾜﾁﾔﾏ)、長山(ﾅｶﾞﾔﾏ)、中音地(ﾅｶｵﾄｼﾞ)、成川山(ﾅﾙｶﾜﾔﾏ)、仲間前(ﾅｶﾏﾉﾏ
ｴ)、長崎(ﾅｶﾞｻｷ)、灘山(ﾅﾀﾞﾔﾏ)、西高岡(ﾆｼﾀｶｵｶ)、西谷田(ﾆｼﾀﾆﾀﾞ)、西峠山(ﾆｼﾄｳｹﾞﾔ
ﾏ)、西谷山(ﾆｼﾀﾆﾔﾏ)、西高知山(ﾆｼｺｳﾁﾔﾏ)、西川(ﾆｼｶﾜ)、西川成(ﾆｼｶﾜﾅﾘ)、ヌタノ尾山
(ﾇﾀﾉｵﾔﾏ)、念仏山(ﾈﾝﾌﾞﾂﾔﾏ)、登リ尾山(ﾉﾎﾞﾘｵﾔﾏ)、野々木(ﾉﾉｷﾞ)、白皇山(ﾊｸﾎｳﾔﾏ)、ハ
ゲ田(ﾊｹﾞﾀ)、橋ノ本(ﾊｼﾉﾓﾄ)、橋ガ谷山(ﾊｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、畑ヶ谷山(ﾊﾀｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、八巻山(ﾊﾁﾏｷ
ﾔﾏ)、浜芝(ﾊﾏｼﾊﾞ)、
ヒヤシ(ﾋﾔｼ)、樋ノ谷(ﾋﾉﾀﾆ)、彦七谷(ﾋｺｼﾁﾀﾞﾆ)、東谷田(ﾋｶﾞｼﾀﾆﾀﾞ)、東高知山(ﾋｶﾞｼｺｳﾁﾔ
ﾏ)、ヒサガイチ山(ﾋｻｶﾞｲﾁﾔﾏ)、平山(ﾋﾗﾔﾏ)、ヒシリデン(ﾋｼﾘﾃﾞﾝ)、平口(ﾋﾗｸﾞﾁ)、東谷山(ﾋｶﾞ
ｼﾀﾆﾔﾏ)、樋ノ口山(ﾋﾉｸﾁﾔﾏ)、樋ノ口(ﾋﾉｸﾁ)、引地山(ﾋｷｼﾞﾔﾏ)、平野駄場(ﾋﾗﾉﾀﾞﾊﾞ)、東川
成(ﾋｶﾞｼｶﾜﾅﾘ)、船倉岡切(ﾌﾅｸﾞﾗｵｶｷﾞﾚ)、船倉沖切(ﾌﾅｸﾞﾗｵｷｷﾞﾚ)、船倉外堀(ﾌﾅｸﾞﾗｿﾄﾎﾞ
ﾘ)、古道谷(ﾌﾙﾐﾁﾀﾞﾆ)、藤ガ谷(ﾌｼﾞｶﾞﾀﾆ)、船田(ﾌﾅﾀﾞ)、古屋(ﾌﾙﾔ)、フルイダバ(ﾌﾙｲﾀﾞﾊﾞ)、
船ノ谷山(ﾌﾈﾉﾀﾆﾔﾏ)、フリヤ(ﾌﾘﾔ)、
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地域 大字 字
保喜道山(ﾎｷﾐﾁﾔﾏ)、甫喜屋敷(ﾎｷﾔｼｷ)、堀切山(ﾎﾘｷﾘﾔﾏ)、堀口仲間前(ﾎﾘｸﾞﾁﾅｶﾏﾏｴ)、
仏ノ沖(ﾎﾄｹﾉｵｷ)、坊田(ﾎﾞｳﾀﾞ)、松ヶ島(ﾏﾂｶﾞｼﾏ)、南浜屋敷上ハ小路(ﾐﾅﾐﾊﾏﾅｼｷｳﾜｺｳ
ｼﾞ)、三ツ岩山(ﾐﾂｲﾜﾔﾏ)、道通畑(ﾐﾁﾄﾞﾘﾊﾞﾀ)、宮ノ前(ﾐﾔﾉﾏｴ)、宮ノ崎(ﾐﾔﾉｻｷ)、水谷山(ﾐｽﾞﾀ
ﾆﾔﾏ)、三島町(ﾐｼﾏﾁﾖｳ)、ムロヤシキ(ﾑﾛﾔｼｷ)、ムクロジ山(ﾑｸﾛｼﾞﾔﾏ)、森ノ元(ﾓﾘﾉﾓﾄ)、山
下(ﾔﾏｼﾀ)、山神王山(ﾔﾏｶﾞﾐｵｳﾔﾏ)、山伏墓(ﾔﾏﾌﾞｼﾉﾊｶ)、屋式イデ(ﾔｼｷｲﾃﾞ)、ヤミカ畑山
(ﾔﾐｶﾞﾊﾞﾀﾔﾏ)、ヤミカ畑(ﾔﾐｶﾞﾊﾞﾀ)、梼ノ木(ﾕｽﾉｷ)、梼ノ木山(ﾕｽﾉｷﾔﾏ)、
両目山(ﾘﾖｳﾓｸﾔﾏ)、若狭(ﾜｶｻ)、南松原(ﾐﾅﾐﾏﾂﾊﾞﾗ)、南浜屋敷下タ小路(ﾐﾅﾐﾊﾏﾔｼｷｼﾀｺｳ
ｼﾞ)、ツルイダバ(ﾂﾙｲﾀﾞﾊﾞ)、ヨコタ(ﾖｺﾀ)、西馬路(ﾆｼｳﾏｼﾞ)、塩屋ヶ谷(ｼｵﾔｶﾀﾞﾆ)、ヌタノ尾(ﾇ
ﾀﾉｵ)

鍵掛
カイガケ

石神口(ｲｼｶﾞﾐｸﾞﾁ)、石神ノ前(ｲｼｶﾞﾐﾉﾏｴ)、池ノ上(ｲｹﾉｶﾐ)、イデノ上(ｲﾃﾞﾉｶﾐ)、ウルシカ市(ｳ
ﾙｼｶﾞｲﾁ)、ヱボシハヱ(ｴﾎﾞｼﾊｴ)、奥谷(ｵｸﾀﾞﾆ)、大ダバ(ｵｵﾀﾞﾊﾞ)、上庄司畑(ｶﾐｼﾖｳｼﾞﾊﾞﾀ)、
クマチダバ(ｸﾏﾁﾀﾞﾊﾞ)、クマチ(ｸﾏﾁ)、クマチ谷口(ｸﾏﾁﾀﾆｸﾞﾁ)、五郎畑(ｺﾞﾛｳﾊﾞﾀ)、五郎谷山
(ｺﾞﾛｳﾀﾆﾔﾏ)、コノ谷川(ｺﾉﾀﾆｶﾜ)、櫻木(ｻｸﾗｷﾞ)、菖蒲谷(ｼﾖｳﾌﾞﾀﾞﾆ)、下庄司畑(ｼﾓｼﾖｳｼﾞﾊﾞ
ﾀ)、下ノ谷山(ｼﾓﾉﾀﾆﾔﾏ)、下灘山(ｼﾓﾅﾀﾞﾔﾏ)、トヒノ木山(ﾄﾋﾉｷﾔﾏ)、トメ場(ﾄﾒﾊﾞ)、中庄司畑
(ﾅｶｼﾖｳｼﾞﾊﾞﾀ)、中ノカリヤ(ﾅｶﾉｶﾘﾔ)、灘山(ﾅﾀﾞﾔﾏ)、
ヌキコヤ(ﾇｷｺﾔ)、浜田(ﾊﾏﾀﾞ)、浜ヤシキ(ﾊﾏﾔｼｷ)、日平山(ﾋﾋﾗﾔﾏ)、平野ダバ(ﾋﾗﾉﾀﾞﾊﾞ)、
藤尾(ﾌｼﾞｵ)、南平山(ﾐﾅﾐﾋﾗﾔﾏ)、彌次市谷(ﾔｼﾞｲﾁﾀﾞﾆ)、藤尻(ﾌｼﾞｼﾘ)

久百々
クモモ

井戸ヶ谷(ｲﾄﾞｶﾞﾀﾆ)、イモヶ原(ｲﾓｶﾞﾊﾗ)、石佛山(ｲｼﾎﾞﾄｹﾔﾏ)、石佛(ｲｼﾎﾞﾄｹ)、神母ヶ原(ｲｹﾞﾉ
ﾊﾗ)、梅ヶナロ(ｳﾒｶﾞﾅﾛ)、榎迫(ｴﾉｷｻｺ)、エミ山(ｴﾐﾔﾏ)、ヱビラ(ｴﾋﾞﾗ)、奥西川山(ｵｸﾆｼｶﾜﾔ
ﾏ)、大岩山(ｵｵｲﾜﾔﾏ)、上ミ久百(ｶﾐｸﾓ)、上ミドバ(ｶﾐﾄﾞﾊﾞ)、上谷屋敷(ｶﾐﾀﾆﾔｼｷ)、上ミクコ
原(ｶﾐｸｺﾊﾗ)、神脇山(ｶﾐﾜｷﾔﾏ)、国木ヶ原(ｸﾆｷｶﾞﾊﾗ)、コケズ山(ｺｹｽﾞﾔﾏ)、三段地(ｻﾝﾀﾞﾝ
ﾁ)、猿辷山(ｻﾙｽﾍﾞﾘﾔﾏ)、下久百(ｼﾓｸﾓ)、新駄場(ｼﾝﾀﾞﾊﾞ)、下茅ヶサデ山(ｼﾓﾁｶﾞｻﾃﾞﾔﾏ)、
下勝間木屋山(ｼﾓｶﾂﾏｷﾔﾔﾏ)、蝉岩(ｾﾐｲﾜ)、
惣佐畑山(ｿｳｽｹﾊﾞﾀﾔﾏ)、谷屋敷(ﾔﾆﾔｼｷ)、大元山(ﾀﾞｲｹﾞﾝﾔﾏ)、ツヱ谷山(ﾂｴﾀﾆﾔﾏ)、唐
人ヶ原(ﾄｳｼﾞﾝｶﾞﾊﾗ)、西浜屋敷(ﾆｼﾊﾏﾔｼｷ)、西谷屋敷(ﾆｼﾀﾆﾔｼｷ)、西川口(ﾆｼｶﾜｸﾞﾁ)、西
川山(ﾆｼｶﾜﾔﾏ)、橋ヶ谷(ﾊｼｶﾞﾀﾆ)、東浜屋敷(ﾋｶﾞｼﾊﾏﾔｼｷ)、フル留(ﾌﾙﾄﾞﾒ)、南川口(ﾐﾅﾐｶﾜ
ｸﾞﾁ)、讓葉山(ﾕｽﾞﾘﾊﾔﾏ)、エビラ山(ｴﾋﾞﾗﾔﾏ)、下ドバ(ｼﾓﾄﾞﾊﾞ)、上クニキ原(ｶﾐｸﾆｷﾊﾗ)、上
久百々口(ｶﾐｸﾓﾓｸﾞﾁ)、トヤノ川山(ﾄﾔﾉｶﾞﾜﾔﾏ)、上勝間木屋山(ｶﾐｶﾂﾏｷﾔﾔﾏ)、上茅ヶサデ
山(ｶﾐﾁｶﾞｻﾃﾞﾔﾏ)、エノキサコ(ｴﾉｷｻｺ)

清水
大岐
オオキ

蟻ヶ谷(ｱﾘｶﾞﾀﾆ)、秋森(ｱｷﾓﾘ)、赤木山(ｱｶｷﾞﾔﾏ)、蟻ヶ駄場(ｱﾘｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、池ノダバ(ｲｹﾉﾀﾞ
ﾊﾞ)、イヒキガ谷(ｲﾋｷｶﾞﾀﾆ)、石崎(ｲｼｻﾞｷ)、石塚(ｲｼﾂﾞｶ)、上原(ｳｴﾊﾗ)、兎尾(ｳｻｷﾞｵ)、後山
(ｳｼﾛﾔﾏ)、家ノ下(ｳﾁﾉｼﾀ)、大岐浜(ｵｵｷﾊﾏ)、大田(ｵｵﾀ)、奥白皇(ｵｸｼﾗｵｳ)、大畠(ｵｵﾊﾀ)、
大岐浜林(ｵｵｷﾊﾏﾊﾞﾔｼ)、大ムネ川(ｵｵﾑﾈｶﾞﾜ)、奥峯川(ｵｸﾐﾈｶﾞﾜ)、大峯山(ｵｵﾐﾈｶﾞﾜ)、大
之川(ｵｵﾉｶﾜ)、沖代(ｵｷｼﾛ)、沖ノ原(ｵｷﾉﾊﾗ)、ヲウナロ(ｵｳﾅﾛ)、奥二タ浜(ｵｸﾌﾀﾊﾏ)、

大岐峠(ｵｵｷﾄｳｹﾞ)、大道川(ｵｵﾐﾁｶﾞﾜ)、上塩田(ｶﾐｼｵﾀ)、神ノ木原(ｶﾐﾉｷﾊﾗ)、亀ノ甲(ｶﾒﾉｺ
ｳ)、上和田(ｶﾐﾜﾀﾞ)、柏木(ｶｼﾜｷﾞ)、上ノ芝(ｶﾐﾉｼﾊﾞ)、甘庶畑(ｶﾝｼﾖﾊﾞﾀ)、上仲原(ｶﾐﾅｶﾊﾗ)、
カブキ山(ｶﾌﾞｷﾔﾏ)、歌舞妓畑(ｶﾌｷﾊﾞﾀ)、上ミ大道川(ｶﾐｵｵﾐﾁｶﾞﾜ)、カマミヨウシ(ｶﾏﾐﾖｳｼ)、
上幸川(ｶﾐｺｳｶﾜ)、葛ヶ谷(ｶｽﾞﾗｶﾞﾀﾆ)、上屋舗田(ｶﾐﾔｼｷﾀﾞ)、隠ヶ谷(ｶｸﾚｶﾞﾀﾆ)、上二タハマ
(ｶﾐﾌﾀﾊﾏ)、唐谷(ｶﾗﾀﾆ)、上港(ｶﾐﾐﾅﾄ)、上石塚(ｶﾐｲｼｽﾞｶ)、上茶屋駄場(ｶﾐﾁﾔﾔﾀﾞﾊﾞ)、切替
畑(ｷﾘｶｴﾊﾞﾀ)、黒越(ｸﾛｺｴ)、
車田(ｸﾙﾏﾀﾞ)、樟山(ｸｽﾔﾏ)、車木谷(ｸﾙﾏｷﾀﾞﾆ)、コミ山(ｺﾐﾔﾏ)、御本陣(ｺﾞﾎﾝｼﾞﾝ)、幸川(ｺｳ
ｶﾜ)、古城山(ｺｼﾛﾔﾏ)、吾郎丸(ｺﾞﾛｳﾏﾙ)、三角畑(ｻﾝｶｸﾊﾞﾀ)、皿峠(ｻﾗｶﾞﾄｳｹﾞ)、下港山(ｼﾓﾐ
ﾅﾄﾔﾏ)、シウキ薮(ｼﾕｳｷﾔﾌﾞ)、下港谷(ｼﾓﾐﾅﾄﾀﾞﾆ)、塩田(ｼｵﾀ)、清水ヶ本(ｼﾐｽﾞｶﾞﾓﾄ)、下長
尾(ｼﾓﾅｶﾞｵ)、下畑田(ｼﾓﾊﾀﾀﾞ)、下和田(ｼﾓﾜﾀﾞ)、新開(ｼﾝｶｲ)、下仲原(ｼﾓﾅｶﾊﾗ)、下屋舗田
(ｼﾓﾔｼｷﾀﾞ)、下留場(ｼﾓﾄﾒﾊﾞ)、下二タ浜(ｼﾓﾌﾀﾊﾏ)、隅田(ｽﾐﾀﾞ)、先祖井田(ｾﾝｿﾞｲﾀﾞ)、

千光寺(ｾﾝｺｳｼﾞ)、鈴ノ木(ｽｽﾞﾉｷ)、角力取駄場(ｽﾓｳﾄﾘﾀﾞﾊﾞ)、高鳥(ﾀｶﾄﾘ)、竹ノ鼻(ﾀｹﾉﾊﾅ)、
竹ノ後(ﾀｹﾉｳｼﾛ)、谷屋敷(ﾀﾆﾔｼｷ)、谷ノ前(ﾀﾆﾉﾏｴ)、橘谷(ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾆ)、多茂屋式(ﾀﾓﾔｼｷ)、
千代田(ﾁﾖﾀﾞ)、茶屋畠(ﾁﾔﾔﾊﾞﾀｹ)、茶屋駄場(ﾁﾔﾔﾀﾞﾊﾞ)、坪ノ内(ﾂﾎﾞﾉｳﾁ)、土居向(ﾄﾞｲﾑｶ
ｲ)、留メ場(ﾄﾒﾊﾞ)、樋ノ地(ﾄｲﾉﾁ)、東光畑(ﾄｳｺｳﾊﾞﾀ)、中窪(ﾅｶｸﾎﾞ)、中芝(ﾅｶｼﾊﾞ)、中ノ下(ﾅ
ｶﾉｼﾀ)、仲原(ﾅｶﾊﾗ)、流田(ﾅｶﾚﾀﾞ)、仲ヶ市(ﾅｶｶﾞｲﾁ)、長尾(ﾅｶﾞｵ)、

仲ノ段(ﾅｶﾉﾀﾞﾝ)、仲瀬(ﾅｶｾ)、仲二タ浜(ﾅｶﾌﾀﾊﾏ)、内澤(ﾅｲｻﾞﾜ)、西元(ﾆｼﾓﾄ)、西芝(ﾆｼｼ
ﾊﾞ)、西澤(ﾆｼｻﾜ)、西ノ段(ﾆｼﾉﾀﾞﾝ)、猫ヶ佐古(ﾈｺﾉｻｺ)、白皇谷(ﾊｸｵｳﾀﾞﾆ)、白皇山(ﾊｸｵｳﾔ
ﾏ)、畠田(ﾊﾀﾀﾞ)、ハサコ(ﾊｻｺ)、浜田(ﾊﾏﾀﾞ)、椛串山(ﾊﾅｸﾞｼﾔﾏ)、袴谷(ﾊｶﾏﾀﾞﾆ)、浜垣(ﾊﾏｶﾞ
ｷ)、弘佐古(ﾋﾛｻｺ)、ヒエバ田(ﾋｴﾊﾞﾀﾞ)、蚓川(ﾋﾙｶﾜ)、東山(ﾋｶﾞｼﾔﾏ)、東ノ段(ﾋｶﾞｼﾉﾀﾞﾝ)、布
毛田(ﾌｹﾀﾞ)、古川(ﾌﾙｶﾜ)、風呂ヶ谷(ﾌﾛｶﾞﾀﾆ)、
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藤本(ﾌｼﾞﾓﾄ)、丸田(ﾏﾙﾀ)、的畑(ﾏﾄﾊﾀ)、箕作(ﾐﾂｸﾘ)、宮ヶ谷(ﾐﾔｶﾞﾀﾆ)、三ツ山(ﾐﾂﾔﾏ)、宮ノ
向(ﾐﾔﾉﾑｶｲ)、宮ノ前(ﾐﾔﾉﾏｴ)、道川原子(ﾐﾁｶﾜﾊﾗｺ)、山田(ﾔﾏﾀﾞ)、矢倉(ﾔｸﾞﾗ)、弥平谷(ﾔﾍ
ｲﾀﾞﾆ)、矢崎駄場(ﾔｻﾞｷﾀﾞﾊﾞ)、ユルギ山(ﾕﾙｷﾞﾔﾏ)、ユルギヲ(ﾕﾙｷﾞｵ)、ロヲウヶ谷(ﾛｳｶﾞﾀ
ﾆ)、櫓尾木(ﾛｵｷﾞ)、和田ノ前(ﾜﾀﾞﾉﾏｴ)、浜垣林(ﾊﾏｶﾞｷﾊﾞﾔｼ)、橘谷山(ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾆﾔﾏ)、新田
(ｼﾝﾃﾞﾝ)、奈呂新田(ﾅﾛｼﾝﾃﾞﾝ)、浜林(ﾊﾏﾊﾞﾔｼ)、本田(ﾎﾝﾃﾞﾝ)

以布利
イブリ

井戸ノ谷(ｲﾄﾞﾉﾀﾆ)、井戸ノ上(ｲﾄﾞﾉｶﾐ)、イシカセマチ(ｲｼｶﾞｾﾏﾁ)、イヱノ下(ｲｴﾉｼﾀ)、ウシロギ
レ(ｳｼﾛｷﾞﾚ)、ウチダ(ｳﾁﾀﾞ)、ウハツグロ(ｳﾜﾂｸﾞﾛ)、ウドノ上(ｳﾄﾞﾉｳﾐ)、ウチノコヲ(ｳﾁﾉｺｵ)、エ
ビ山(ｴﾋﾞﾔﾏ)、沖領地(ｵｷﾘﾖｳﾁ)、太田(ｵｵﾀ)、ヲサキ(ｵｻｷ)、ヲコヤスミ(ｵｺﾔｽﾐ)、上駄場(ｶ
ﾐﾀﾞﾊﾞ)、上同念駄場(ｶﾐﾄﾞｳﾈﾝﾀﾞﾊﾞ)、神田(ｶﾝﾀﾞ)、上樋ノ谷(ｶﾐﾋﾉﾀﾆ)、神ノ前(ｶﾐﾉﾏｴ)、神山
(ｶﾐﾔﾏ)、カキノウチ(ｶｷﾉｳﾁ)、仮谷ノ谷(ｶﾘﾔﾉﾀﾆ)、仮谷ノ奥(ｶﾘﾔﾉｵｸ)、カリヤカダバ(ｶﾘﾔｶﾞ
ﾀﾞﾊﾞ)、カマハノ谷(ｶﾏﾊﾉﾀﾆ)、
木戸浦(ｷﾄﾞｳﾗ)、木戸浦谷(ｷﾄﾞｳﾗﾀﾞﾆ)、クダシノ口(ｸﾀﾞｼﾉｸﾁ)、グイメノ谷口(ｸﾞｲﾒﾉﾀﾆｸﾁ)、ク
ダシノヲク(ｸﾀﾞｼﾉｵｸ)、クリイシ駄場(ｸﾘｲｼﾀﾞﾊﾞ)、古寺(ｺﾃﾞﾗ)、御殿(ｺﾞﾃﾝ)、笹薮越(ｻｻﾔﾌﾞｺﾞ
ｴ)、笹ノ原(ｻｻﾉﾊﾗ)、下同念駄場(ｼﾓﾄﾞｳﾈﾝﾀﾞﾊﾞ)、重次(ｼｹﾞｼﾞ)、下駄場(ｼﾓﾀﾞﾊﾞ)、甚太谷口
(ｼﾞﾝﾀﾀﾆｸﾞﾁ)、シブ谷(ｼﾌﾞﾀﾆ)、シリカイ(ｼﾘｶｲ)、為藏開(ﾀﾒｿﾞｳﾋﾞﾗｷ)、武市地(ﾀｹﾁｼﾞ)、谷ノ
口(ﾀﾆﾉｸﾁ)、多助谷ノ口(ﾀｽｹﾀﾆﾉｸﾁ)、多助谷(ﾀｽｹﾀﾞﾆ)、タチバナ木(ﾀﾁﾊﾞﾅｷﾞ)、大工畠(ﾀﾞｲ
ｸﾊﾞﾀｹ)、樋ノ谷口(ﾄｲﾉﾀﾆｸﾞﾁ)、樋ノ谷(ﾄｲﾉﾀﾆ)、
十万田(ﾄﾏﾝﾀﾞ)、中ノ谷(ﾅｶﾉﾀﾆ)、ニシマツ(ﾆｼﾏﾂ)、西網代駄場(ﾆｼｱｼﾞﾛﾀﾞﾊﾞ)、ハカノウシロ
(ﾊｶﾉｳｼﾛ)、ハナ駄場(ﾊﾅﾀﾞﾊﾞ)、久五郎開(ﾋｻｺﾞﾛｳｶｲ)、東網代駄場(ﾋｶﾞｼｱｼﾞﾛﾀﾞﾊﾞ)、拾場(ﾋ
ﾛｲﾊﾞ)、房吉田(ﾌｻｷﾁﾀﾞ)、ホヲノカノ谷(ﾎｵﾉｶﾉﾀﾆ)、ミツクリ(ﾐﾂｸﾘ)、南網代駄場(ﾐﾅﾐｱｼﾞﾛﾀﾞ
ﾊﾞ)、山見ノ駄場(ﾔﾏﾐﾉﾀﾞﾊﾞ)、勇平駄場(ﾕｳﾍｲﾀﾞﾊﾞ)、ヨコ田(ﾖｺﾀ)、和順の谷(ﾜｼﾞﾕﾝﾉﾀﾆ)、中
島(ﾅｶｼﾞﾏ)、中小路(ﾅｶｺｳｼﾞ)、名本屋式(ﾅﾓﾄﾔｼｷ)、刈谷ノ駄場山(ｶﾘﾔﾉﾀﾞﾊﾞ)、樋ノ口(ﾄｲｸ
ﾁ)

窪津
クボツ

アサヒダバ(ｱｻﾋﾀﾞﾊﾞ)、アラシダバ(ｱﾗｼﾀﾞﾊﾞ)、井戸ノ上ヱ(ｲﾄﾞﾉｳｴ)、今権現(ｲﾏｺﾞﾝｹﾞﾝ)、上
エダバ(ｳｴﾀﾞﾊﾞ)、梅ヶダバ(ｳﾒｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、王子山(ｵｵｼﾞﾔﾏ)、王子ノダバ(ｵｵｼﾞﾉﾀﾞﾊﾞ)、奥山(ｵｸ
ﾔﾏ)、奥谷(ｵｸﾀﾞﾆ)、上ミダバ(ｶﾐﾀﾞﾊﾞ)、海藏院(ｶｲｿﾞｳｲﾝ)、勘助島(ｶﾝｽｹｼﾞﾏ)、上ミ領知(ｶﾐﾘ
ﾖｳﾁ)、カウノダバ(ｺｳﾉﾀﾞﾊﾞ)、北上ダバ(ｷﾀｶﾐﾀﾞﾊﾞ)、楠木谷(ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ)、権現ダバ(ｺﾞﾝｹﾞﾝﾀﾞ
ﾊﾞ)、小坂コウダバ(ｺｻｶｺｳﾀﾞﾊﾞ)、三社浜(ｻﾝｼﾞﾔﾊﾏ)、作式ダバ(ｻｸｼｷﾀﾞﾊﾞ)、桜ダバ(ｻｸﾗﾀﾞ
ﾊﾞ)、サンヤ(ｻﾝﾔ)、清水谷(ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ)、下灘山(ｼﾓﾅﾀﾞﾔﾏ)、
下灘江見山(ｼﾓﾅﾀﾞｴﾐﾔﾏ)、竹ノダバ(ﾀｹﾉﾀﾞﾊﾞ)、地藏谷(ｼﾞｿﾞｳﾀﾞﾆ)、地藏ダバ(ｼﾞｿﾞｳﾀﾞﾊﾞ)、
テンスカダバ(ﾃﾝｽｶﾀﾞﾊﾞ)、トメカ原(ﾄﾒｶﾞﾊﾗ)、トヲカイチ(ﾄｳｶｲﾁ)、ドテガ崎(ﾄﾞﾃｶﾞｻﾞｷ)、ドテガ
崎山(ﾄﾞﾃｶﾞｻｷﾔﾏ)、ナバタケ(ﾅﾊﾞﾀｹ)、中トメカ原(ﾅｶﾄﾒｶﾞﾊﾗ)、中ダバ(ﾅｶﾀﾞﾊﾞ)、西上ダバ(ﾆ
ｼｶﾐﾀﾞﾊﾞ)、西テンスカダバ(ﾆｼﾃﾝｽｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、西アサヒダバ(ﾆｼｱｻﾋﾀﾞﾊﾞ)、西トヲカイチ(ﾆｼﾄｳｶ
ｲﾁ)、日ノ出ヤシキ(ﾋﾉﾃﾞﾔｼｷ)、東カウノダバ(ﾋｶﾞｼｺｳﾉﾀﾞﾊﾞ)、東ドテガ崎(ﾋｶﾞｼﾄﾞﾃｶﾞｻｷ)、丸
山(ﾏﾙﾔﾏ)、松ノ本(ﾏﾂﾉﾓﾄ)、向灘山(ﾑｶｲﾅﾀﾞﾔﾏ)、ム子ノ山(ﾑﾈﾉﾔﾏ)、向灘続山(ﾑｶｲﾅﾀﾞﾂﾂﾞ
ｷﾔﾏ)、柳ダバ(ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾊﾞ)、

吉原山(ﾖｼﾊﾗﾔﾏ)、領知(ﾘﾖｳﾁ)、小坂カウノダバ(ｺｻｶｺｳﾉﾀﾞﾊﾞ)

津呂
ツロ

イノクチ(ｲﾉｸﾁ)、イセミ子クヅレ(ｲｾﾐﾈｸﾂﾞﾚ)、一本松(ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ)、江見山(ｴﾐﾔﾏ)、沖ノダバ
(ｵｷﾉﾀﾞﾊﾞ)、大ノダバ(ｵｵﾉﾀﾞﾊﾞ)、カタフキ(ｶﾀﾌｷ)、金山奥山(ｶﾅﾔﾏｵｸﾔﾏ)、金山(ｶﾅﾔﾏ)、上
ノダバ(ｶﾐﾉﾀﾞﾊﾞ)、薬田(ｸｽﾘﾀﾞ)、琴川(ｺﾄｶﾜ)、琴川口(ｺﾄｶﾜｸﾞﾁ)、下道(ｼﾀﾐﾁ)、シンザイケ(ｼ
ﾝｻﾞｲｹ)、白滝山(ｼﾗﾀｷﾔﾏ)、下ノダバ(ｼﾓﾉﾀﾞﾊﾞ)、外畠(ｿﾄﾊﾞﾀｹ)、ダバ(ﾀﾞﾊﾞ)、地藏薮(ｼﾞｿﾞｳﾔ
ﾌﾞ)、中駄場(ﾅｶﾀﾞﾊﾞ)、灘山奥山(ﾅﾀﾞﾔﾏｵｸﾔﾏ)、船戸屋敷(ﾌﾅﾄﾔｼｷ)、本田ノ内(ﾎﾝﾀﾞﾉｳﾁ)、
松尾山(ﾏﾂｵﾔﾏ)、
水明場(ﾐｽﾞｱｹﾊﾞ)、山口(ﾔﾏｸﾞﾁ)、役地(ﾔｸﾁ)、ルタ(ﾙﾀ)

大谷
オオタニ

大ノダバ(ｵｵﾉﾀﾞﾊﾞ)、大道下(ｵｵﾐﾁｼﾀ)、大道上(ｵｵﾐﾁｳｴ)、尾嵜(ｵｻﾞｷ)、ヲコバ(ｵｺﾊﾞ)、金
山口(ｶﾅﾔﾏｸﾞﾁ)、シラタキ(ｼﾗﾀｷ)、徳谷(ﾄｸﾀﾞﾆ)、徳谷山(ﾄｸﾀﾞﾆﾔﾏ)、仲道係(ﾅｶﾐﾁｶﾞｶﾘ)、本
田係(ﾎﾝﾃﾞﾝｶﾞｶﾘ)、本田谷(ﾎﾝﾃﾞﾝﾀﾞﾆ)、松下内(ﾏﾂｼﾀｳﾁ)、溝口(ﾐｿﾞｸﾞﾁ)、向畠(ﾑｶｲﾊﾞﾀ)、屋
敷田(ﾔｼｷﾀﾞ)、私屋敷(ﾜﾀｸｼﾔｼｷ)
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足摺岬
アシズリミサ
キ

赤碆(ｱｶﾊﾞｴ)、足摺山(ｱｼｽﾞﾘｻﾝ)、アロウト(ｱﾛｳﾄ)、旭灘(ｱｻﾋﾅﾀﾞ)、青木サコ(ｱｵｷｻｺ)、一
本松(ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ)、鼬川(ｲﾀﾁｶﾞﾜ)、乳母懐(ｳﾊﾞﾌﾂｸﾛ)、打越(ｳﾁｺｼ)、後山(ｳｼﾛﾔﾏ)、榎木サコ
(ｴﾉｷｻｺ)、戎山(ｴﾋﾞｽﾔﾏ)、大石山(ｵｵｲｼﾔﾏ)、大石灘(ｵｵｲｼﾅﾀﾞ)、御笹山(ｵｻｻﾔﾏ)、奥足
摺山(ｵｸｱｼｽﾞﾘﾔﾏ)、尾嵜(ｵｻﾞｷ)、大岩(ｵｵｲﾜ)、大滝(ｵｵﾀｷ)、大山田(ｵｵﾔﾏﾀﾞ)、岡藤(ｵｶﾌ
ｼﾞ)、大谷(ｵｵﾀﾆ)、大柳(ｵｵﾔﾅｷﾞ)、大戸(ｵｵﾄﾞ)、上灘山(ｶﾐﾅﾀﾞﾔﾏ)、

隠谷(ｶｸﾚﾀﾞﾆ)、鰹碆(ｶﾂｵﾊﾞｴ)、鍛治屋川(ｶｼﾞﾔｶﾞﾜ)、川添(ｶﾜｿﾞｴ)、笠碆(ｶｻﾊﾞｴ)、柿田(ｶｷ
ﾀﾞ)、上獅子(ｶﾐｼﾞｼ)、陰平山(ｶｹﾞﾋﾗﾔﾏ)、鹿遊山(ｶﾕｳｻﾞﾝ)、上灘続山(ｶﾐﾅﾀﾞﾂﾂﾞｷﾔﾏ)、櫂廻
リ(ｶｲﾏﾜﾘ)、櫂廻リ谷(ｶｲﾏﾜﾘﾀﾞﾆ)、切詰(ｷﾘﾂﾞﾒ)、金正堂(ｷﾝｾｲﾄﾞｳ)、北岡畑(ｷﾀｵｶﾊﾞﾀ)、清
藤(ｷﾖﾌｼﾞ)、クダシ(ｸﾀﾞｼ)、窪ノ前(ｸﾎﾞﾉﾏｴ)、荒神森(ｺﾝｼﾞﾝﾓﾘ)、小岩(ｺﾓﾘ)、小手木(ｺﾃｷﾞ)、
小藤(ｺﾌｼﾞ)、小柳(ｺﾔﾅｷﾞ)、狐狸(ｺﾘ)、佐田山(ｻﾀﾞﾔﾏ)、

猿川(ｻﾙｶﾜ)、三本松(ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ)、境川(ｻｶｲｶﾞﾜ)、坂間(ｻｶﾏ)、坂間山(ｻｶﾏﾔﾏ)、暴柿(ｻﾗｼ
ｶﾞｷ)、白井川(ｼﾗｲｶﾜ)、白石(ｼﾗｲｼ)、白谷(ｼﾗﾀﾆ)、白ラ瀧(ｼﾗﾀｷ)、白岩(ｼﾗｲﾜ)、白ラ灘(ｼﾗ
ﾅﾀﾞ)、小京(ｼﾖｳｷﾖｳ)、白碆(ｼﾛﾊﾞｴ)、シャクシ山(ｼﾔｸｼﾔﾏ)、重子岩(ｼｹﾞｺｲﾜ)、シウシウ谷
(ｼﾕｳｼﾕｳﾀﾞﾆ)、下西川(ｼﾓﾆｼｶﾞﾜ)、下西(ｼﾓﾆｼ)、蒸気灘(ｼﾞﾖｳｷﾅﾀﾞ)、獅子入道(ｼｼﾆﾕｳﾄﾞ
ｳ)、下モ藤(ｼﾓﾌｼﾞ)、下柳沢(ｼﾓﾔﾅｷﾞｻﾜ)、白森(ｼﾛﾓﾘ)、白皇山(ｼﾗｵｳｻﾞﾝ)、

刷柿(ｽﾘｶﾞｷ)、千崎(ｾﾝｻﾞｷ)、清六田(ｾｲﾛｸﾀﾞ)、大京(ﾀﾞｲｷﾖｳ)、滝ノ空(ﾀｷﾉｿﾗ)、谷奥(ﾀﾆｵ
ｸ)、高佛(ﾀｶﾎﾞﾄｹ)、谷口(ﾀﾆｵｶ)、立石(ﾀﾃｲｼ)、大万(ﾀﾞｲﾏﾝ)、誂子ヶ口(ﾁﾖｳｼｶﾞｸﾁ)、テンク
山(ﾃﾝｸﾞﾔﾏ)、糖塚(ﾄｳﾂﾞｶ)、糖ノ森(ﾄｳﾉﾓﾘ)、燈妙典(ﾄｳﾐﾖｳﾃﾞﾝ)、堂ガ森(ﾄﾞｳｶﾞﾓﾘ)、遠見山
(ﾄｳﾐﾔﾏ)、堂ヶ森山(ﾄﾞｳｶﾞﾓﾘ)、戸田川(ﾄﾀﾞｶﾞﾜ)、ナハリ(ﾅﾊﾘ)、仲屋式(ﾅｶﾔｼｷ)、中須賀(ﾅｶ
ｽｶ)、仲地(ﾅｶｼﾞ)、仲ノ川(ﾅｶﾉｶﾜ)、灘崎(ﾅﾀﾞｻﾞｷ)、

長田(ﾅｶﾞﾀ)、中ノ谷(ﾅｶﾉﾀﾆ)、長歯朶山(ﾅｶﾞｼﾀﾞﾔﾏ)、中白(ﾅｶｼﾞﾛ)、西ノ上(ﾆｼﾉｳｴ)、西アロ
ウト(ﾆｼｱﾛｳﾄ)、西ノ窪(ﾆｼﾉｸﾎﾞ)、西山続山(ﾆｼﾔﾏﾂﾂﾞｷﾔﾏ)、西川(ﾆｼｶﾜ)、西灘(ﾆｼﾅﾀﾞ)、西
千崎(ﾆｼｾﾝｻﾞｷ)、西田(ﾆｼﾀﾞ)、西谷(ﾆｼﾀﾞﾆ)、西籠立場(ﾆｼｶｺﾞﾀﾃﾊﾞ)、西笠碆(ﾆｼｶｻﾊﾞｴ)、西
川山(ﾆｼｶﾜﾔﾏ)、西牛房(ﾆｼｳｼﾎﾞｳ)、西榎サコ(ﾆｼｴﾉｷｻｺ)、西平(ﾆｼﾋﾗ)、二本松(ﾆﾎﾝﾏﾂ)、
子チレ石(ﾈﾁﾚｲｼ)、野渕(ﾉﾌﾞﾁ)、八面(ﾊﾁﾒﾝ)、碆崎(ﾊｴｻﾞｷ)、浜ノ上(ﾊﾏﾉｳｴ)、

浜屋式(ﾊﾏﾔｼｷ)、ハケノ下(ﾊｹﾉｼﾀ)、白山(ﾊｸｻﾝ)、東船場山(ﾋｶﾞｼﾌﾅﾊﾞﾔﾏ)、東々方(ﾋｶﾞｼﾋ
ｶﾞｼｶﾀ)、東川(ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ)、光灘(ﾋｶﾘﾅﾀﾞ)、平岩(ﾋﾗｲﾜ)、弘畑(ﾋﾗﾊﾀ)、東畑(ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ)、東牛房
(ﾋｶﾞｼｷﾞﾖｳﾎﾞｳ)、平見(ﾋﾗﾐ)、風呂谷(ﾌﾛﾀﾞﾆ)、藤長(ﾌｼﾞﾅｶﾞ)、藤ヶ平(ﾌｼﾞｶﾞﾋﾗ)、又牛房(ﾏﾀｷﾞ
ﾕｳﾎﾞｳ)、丸山(ﾏﾙﾔﾏ)、港ノ上(ﾐﾅﾄﾉｳｴ)、ミゝキレ(ﾐﾐｷﾚ)、三谷崎(ﾐﾀﾆｻﾞｷ)、桃ノ木谷(ﾓﾓﾉｷ
ﾀﾞﾆ)、森ノ下(ﾓﾘﾉｼﾀ)、屋根葺(ﾔﾈﾌﾞｷ)、山口(ﾔﾏｸﾞﾁ)、山平(ﾔﾏﾋﾗ)、

山神谷(ﾔﾏｶﾞﾐﾀﾞﾆ)、柳澤(ﾔﾅｷﾞｻﾜ)、柳山(ﾔﾅｷﾞﾔﾏ)、湯場(ﾕﾊﾞ)、西川続山(ﾆｼｶﾜﾂﾂﾞｷﾔ
ﾏ)、先灘(ｻｷﾅﾀﾞ)、ホハリ(ﾎﾊﾘ)

松尾
マツオ

赤石(ｱｶｲｼ)、臼碆(ｳｽﾊﾞｴ)、大持(ｵｵﾓﾁ)、神ノ前(ｶﾐﾉﾏｴ)、カツチ川(ｶﾂﾁｶﾞﾜ)、上新開(ｶﾐｼ
ﾝｶｲ)、影平(ｶｹﾞﾋﾗ)、影平山(ｶｹﾞﾋﾗﾔﾏ)、影平續山(ｶｹﾞﾋﾗﾂﾂﾞｷﾔﾏ)、ササヤブ(ｻｻﾔﾌﾞ)、シン
ガイ(ｼﾝｶﾞｲ)、新浦(ｼﾝｳﾗ)、スホノ口(ｽﾎﾞﾉｸﾁ)、スルバチ(ｽﾙﾊﾞﾁ)、大久谷(ﾀﾞｲｸﾀﾞﾆ)、天神
(ﾃﾝｼﾞﾝ)、唐人ダバ(ﾄｳｼﾞﾝﾀﾞﾊﾞ)、中村(ﾅｶﾑﾗ)、流越山(ﾅｶﾞﾚｺﾞｼﾔﾏ)、西女川(ﾆｼﾒｺﾞｶﾞﾜ)、東
女川(ﾋｶﾞｼﾒｺﾞｶﾞﾜ)、本村(ﾎﾝﾑﾗ)、松ノ下(ﾏﾂﾉｼﾀ)、松尾山(ﾏﾂｵﾔﾏ)、南カゲヒラ(ﾐﾅﾐｶｹﾞﾋ
ﾗ)、
ミモン谷(ﾐﾓﾝﾀﾞﾆ)、女川サキ(ﾒｺﾞｶﾞﾜｻｷ)

大浜
オオハマ

井戸ノ川(ｲﾄﾞﾉｶﾜ)、上ヱノ川(ｳｴﾉｶﾜ)、姥ヶ懐(ｳﾊﾞｶﾞﾌﾂｸﾛ)、ヱミトヲ(ｴﾐﾄｵ)、ヲキヤシキ(ｵｷ
ﾔｼｷ)、岡山(ｵｶﾔﾏ)、奥鳥越(ｵｸﾄﾘｺﾞｴ)、大ツボサキ(ｵｵﾂﾎﾞｻｷ)、北境(ｷｸｻﾞｶｲ)、口鳥越(ｸ
ﾁﾄﾘｺﾞｴ)、境駄場(ｻｶｲﾀﾞﾊﾞ)、坂ノ下(ｻｶﾉｼﾀ)、皿ヶ峠(ｻﾗｶﾞﾄｳｹﾞ)、四十代(ｼｼﾞﾕｳﾀﾞｲ)、鹿垣
尾山(ｼｶｶｷｵﾔﾏ)、タチガ鼻山(ﾀﾁｶﾞﾊﾅﾔﾏ)、中駄場(ﾅｶﾀﾞﾊﾞ)、中山(ﾅｶﾔﾏ)、長吉開(ﾅｶﾞﾖｼﾋ
ﾗｷ)、ナリトヲ(ﾅﾘﾄｵ)、西境(ﾆｼｻｶｲ)、西上ヱノ川(ﾆｼｳｴﾉｶﾜ)、東駄場(ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞ)、東上ヱノ
川(ﾋｶﾞｼｳｴﾉｶﾜ)、日ノ平(ﾋﾉﾋﾗ)、
法谷(ﾎｳﾀﾞﾆ)、三ヶ盛(ﾐﾂｶﾞﾓﾘ)
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中浜
ナカハマ

アカギ(ｱｶｷﾞ)、井尻(ｲｼﾞﾘ)、音無上(ｵﾄﾅｼｶﾐ)、音無川東地(ｵﾄﾅｼｶﾞﾜﾋｶﾞｼﾁ)、音無川西地
(ｵﾄﾅｼｶﾞﾜﾆｼﾁ)、岡ノダバ(ｵｶﾉﾀﾞﾊﾞ)、大駄場山(ｵｵﾀﾞﾊﾞﾔﾏ)、大柴山(ｵｵｼﾊﾞﾔﾏ)、神ノ山(ｶﾐ
ﾉﾔﾏ)、雉子ヶ駄場(ｷｼﾞｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、黒石(ｸﾛｲｼ)、小森(ｺﾓﾘ)、坂ノ本(ｻｶﾉﾓﾄ)、潮見駄場(ｼｵﾐﾀﾞ
ﾊﾞ)、白草(ｼﾗｸｻ)、白草山(ｼﾗｸｻﾔﾏ)、谷前(ﾀﾆﾏｴ)、鳥越(ﾄﾘｺﾞｴ)、長崎南駄場(ﾅｶﾞｻｷﾐﾅﾐﾀﾞ
ﾊﾞ)、長崎北ノ駄場(ﾅｶﾞｻｷｷﾀﾉﾀﾞﾊﾞ)、長山(ﾅｶﾞﾔﾏ)、西芝ノ内駄場(ﾆｼｼﾊﾞﾉｳﾁﾀﾞﾊﾞ)、西ダバ
(ﾆｼﾀﾞﾊﾞ)、東谷(ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ)、東芝ノ内駄場(ﾋｶﾞｼｼﾊﾞﾉｳﾁﾀﾞﾊﾞ)、
雲雀ヶ駄場(ﾋﾊﾞﾘｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、東大駄場山(ﾋｶﾞｼｵｵﾀﾞﾊﾞﾔﾏ)、東白草山(ﾋｶﾞｼｼﾗｸｻﾔﾏ)、植松山
(ｳｴﾏﾂﾔﾏ)、水谷(ﾐｽﾞﾀﾆ)、水谷山(ﾐｽﾞﾀﾆﾔﾏ)、山ノナリ(ﾔﾏﾉﾅﾘ)

浦尻
ウラシリ

穴ヶ谷山(ｱﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、後尻貝(ｱﾄｼﾘｶﾞｲ)、イデノキ(ｲﾃﾞﾉｷ)、以布利谷(ｲﾌﾞﾘﾀﾞﾆ)、市宇原山
(ｲﾁｳﾊﾞﾗﾔﾏ)、大碇谷(ｵｵｲｶﾘﾀﾞﾆ)、奥尻貝(ｵｸｼﾘｶﾞｲ)、大堤(ｵｵﾂﾂﾐ)、大駄場山(ｵｵﾀﾞﾊﾞﾔ
ﾏ)、梶山(ｶｼﾞﾔﾏ)、小碇谷(ｺｲｶﾘﾀﾞﾆ)、コツゝミ(ｺﾂﾂﾐ)、下屋式(ｼﾓﾔｼｷ)、尻貝(ｼﾘｶﾞｲ)、芝ノ
地(ｼﾊﾞﾉﾁ)、尻貝山(ｼﾘｶﾞｲﾔﾏ)、ツチ(ﾂﾁ)、ツルヰ山(ﾂﾙｲﾔﾏ)、唐船山(ﾄｳｾﾝﾔﾏ)、中山(ﾅｶ
ﾔﾏ)、ナゴヲサ(ﾅｺﾞｵｻ)、名合佐山(ﾅｺﾞｵｻﾔﾏ)、ニツチ(ﾆﾂﾁ)、二ツ谷山(ﾌﾀﾂﾀﾆﾔﾏ)、本谷(ﾎ
ﾝﾀﾆ)、
ミコ川原(ﾐｺｶﾜﾊﾗ)、山伏谷山(ﾔﾏﾌﾞｼﾀﾆﾔﾏ)

加久見
カグミ

赤木(ｱｶｷﾞ)、赤木山(ｱｶｷﾞﾔﾏ)、岩風呂山(ｲﾜﾌﾞﾛﾔﾏ)、石井手(ｲｼｲﾃﾞ)、稲毛平(ｲﾅｹﾞﾋﾗ)、入
澤(ｲﾘｻﾜ)、池ノ口(ｲｹﾉｸﾁ)、池ノ奥(ｲｹﾉｵｸ)、馬路(ｳﾏｼﾞ)、奥新改(ｵｸｼﾝｶｲ)、小川(ｵｶﾞﾜ)、
大田(ｵｵﾀ)、大谷(ｵｵﾀﾆ)、鬼ヶ谷山(ｵﾆｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、斧ハナ山(ｵﾉﾊﾅﾔﾏ)、ヲロノ川(ｵﾛﾉｶﾜ)、
大平(ｵｵﾋﾗ)、奥ヲロノ川(ｵｸｵﾛﾉｶﾜ)、上藍尻(ｶﾐｱｲｼﾞﾘ)、柿内ヶ平(ｶｷｳﾁｶﾞﾋﾗ)、上蛙田(ｶﾐ
ｶﾜｽﾞﾀﾞ)、兜木丸(ｶﾌﾞｷﾏﾙ)、上茶ヶ佐古(ｶﾐﾁﾔｶﾞｻｺ)、柿木(ｶｷｷﾞ)、上城山(ｶﾐｼﾛﾔﾏ)、

上小坂(ｶﾐｺｻｶ)、上中山(ｶﾐﾅｶﾔﾏ)、北小川(ｷﾀｵｶﾞﾜ)、菊次駄場(ｷｸｼﾞﾀﾞﾊﾞ)、窪新改(ｸﾎﾞｼﾝ
ｶｲ)、口馬路(ｸﾁｳﾏｼﾞ)、小池山(ｺｲｹﾔﾏ)、小坂山(ｺｻｶﾔﾏ)、小坂谷山(ｺｻｶﾀﾆﾔﾏ)、三反切
(ｻﾝﾀﾞﾝｷﾞﾚ)、蛇ヶ谷山(ｼﾞﾔｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、蛇ヶ谷(ｼﾞﾔｶﾞﾀﾆ)、下新改(ｼﾓｼﾝｶｲ)、下蛙田(ｼﾓｶﾜｽﾞ
ﾀﾞ)、清水湧(ｼﾐｽﾞﾜｷ)、島ノ西(ｼﾏﾉﾆｼ)、汐入(ｼｵｲﾘ)、下茶ヶ佐古(ｼﾓﾁﾔｶﾞｻｺ)、潮ノ谷山(ｼ
ｵﾉﾀﾆﾔﾏ)、潮江山(ｼｵｴﾔﾏ)、清水谷(ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ)、下城山(ｼﾓｼﾞﾖｳﾔﾏ)、下中山(ｼﾓﾅｶﾔﾏ)、下
藍尻(ｼﾓｱｲｼﾞﾘ)、大門(ﾀﾞｲﾓﾝ)、
寶ノ下(ﾀｶﾗﾉｼﾀ)、砂間(ﾀｲﾏ)、寶山(ﾀｶﾗﾔﾏ)、鷹取山(ﾀｶﾄﾘﾔﾏ)、樋田(ﾄｲﾀﾞ)、留場(ﾄﾒﾊﾞ)、戸
間ノ内(ﾄﾏﾉｳﾁ)、轟谷(ﾄﾄﾞﾛｷﾀﾞﾆ)、飛田(ﾄﾋﾞﾀ)、灘山(ﾅﾀﾞﾔﾏ)、中新改(ﾅｶｼﾝｶｲ)、中野丸(ﾅｶ
ﾉﾏﾙ)、中ヲロノ川(ﾅｶｵﾛﾉｶﾜ)、中山(ﾅｶﾔﾏ)、西ツイ田(ﾆｼﾂｲﾀﾞ)、西万歳谷(ﾆｼﾏﾝｻﾞｲﾀﾞﾆ)、
西平山(ﾆｼﾋﾗﾔﾏ)、登尾田(ﾉﾎﾞﾘｵﾀﾞ)、浜ノ谷(ﾊﾏﾉﾀﾆ)、東ツイ田(ﾋｶﾞｼﾂｲﾀﾞ)、東万歳谷(ﾋｶﾞｼ
ﾏﾝｻﾞｲﾀﾞﾆ)、東平山(ﾋｶﾞｼﾋﾗﾔﾏ)、弘畑(ﾋﾛﾊﾞﾀｹ)、弘畑山(ﾋﾛﾊﾞﾀｹﾔﾏ)、二ツ岩(ﾌﾀﾂｲﾜ)、

堀本(ﾎﾘﾓﾄ)、松崎(ﾏﾂｻﾞｷ)、宮本(ﾐﾔﾓﾄ)、緑ヶ浜(ﾐﾄﾞﾘｶﾞﾊﾏ)、ムカセ谷(ﾑｶｾﾀﾞﾆ)、無雙田(ﾑ
ｿｳﾀﾞ)、木綿尻(ﾓﾒﾝｼﾞﾘ)、矢熊(ﾔｸﾞﾏ)、薬師ヶ谷(ﾔｸｼｶﾞﾀﾆ)、山神田(ﾔﾏｶﾝﾀﾞ)、渡瀬(ﾜﾀｾ)、
間ノ山(ﾏﾉﾔﾏ)

横道
ヨコミチ

家サコ(ｲｴｻｺ)、家ノ前(ｲｴﾉﾏｴ)、犬串(ｲﾇｸﾞｼ)、岩風呂山(ｲﾜﾌﾞﾛﾔﾏ)、恵美須屋式(ｴﾋﾞｽﾔｼ
ｷ)、翁平(ｵｷﾅﾋﾗ)、沖ノ山(ｵｷﾉﾔﾏ)、大切(ｵｵｷﾞﾚ)、大サコ(ｵｵｻｺ)、ヲサク谷(ｵｻｸﾀﾞﾆ)、
鴨ヶ谷(ｶﾓｶﾞﾀﾆ)、上ヶ市(ｶﾐｶﾞｲﾁ)、小鴨ヶ谷(ｺｶﾓｶﾞﾀﾆ)、小平口山(ｺﾋﾗｸﾞﾁﾔﾏ)、佐古ノ北(ｻ
ｺﾉｷﾀ)、定芝(ｻﾀﾞｼﾊﾞ)、次郎助(ｼﾞﾛｳｽｹ)、鹿ヶ谷山(ｼｶｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、下ヶ市(ｼﾓｶﾞｲﾁ)、杉谷(ｽ
ｷﾞﾀﾆ)、タイドヲ(ﾀｲﾄﾞｳ)、高タ山(ﾀｶﾀﾔﾏ)、出合(ﾃﾞｱｲ)、鳥越(ﾄﾘｺﾞｴ)、虎杖渕(ﾄﾗﾂｴﾌﾞﾁ)、

樋田(ﾄｲﾀﾞ)、中河原(ﾅｶｶﾜﾊﾗ)、中ノ市(ﾅｶﾉｲﾁ)、永田(ﾅｶﾞﾀ)、二世ノ上山(ﾆｾｲﾉｳｴﾔﾏ)、白
皇山(ﾊｸﾎｳﾔﾏ)、平畑(ﾋﾗﾊﾀ)、堀ノ内(ﾎﾘﾉｳﾁ)、間ノ山(ﾏﾉﾔﾏ)、丸山(ﾏﾙﾔﾏ)、宮ヶ谷山(ﾐﾔ
ｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、宮ヶ谷(ﾐﾔｶﾞﾀﾆ)、宮ノ前(ﾐﾔﾉﾏｴ)、柳田(ﾔﾅｷﾞﾀﾞ)、リョヲシバ(ﾘﾖｳｼﾊﾞ)

養老
ヨウロウ

壹本松(ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ)、梅ノ木谷(ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ)、老ノ駄場(ｵｲﾉﾀﾞﾊﾞ)、観音堂(ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳ)、古戎(ﾌﾙｴ
ﾋﾞｽ)、甚太駄場(ｼﾞﾝﾀﾀﾞﾊﾞ)、立石(ﾀﾃｲｼ)、谷口(ﾀﾆｸﾞﾁ)、忠助屋敷(ﾁﾕｳｽｹﾀﾞﾊﾞ)、葛蘢ヶ森
(ﾂﾂﾞﾗｶﾞﾓﾘ)、中小路(ﾅｶｺｳｼﾞ)、中新改(ﾅｶｼﾝｶｲ)、中ノ駄場(ﾅｶﾉﾀﾞﾊﾞ)、西ノ谷(ﾆｼﾉﾀﾆ)、西ノ
鼻(ﾆｼﾉﾊﾅ)、東ノ鼻(ﾋｶﾞｼﾉﾊﾅ)、吹越(ﾌｷｺｼ)、平助ヶ駄場(ﾍｲｽｹｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、前ノ浜(ﾏｴﾉﾊﾏ)、
宮ノ下(ﾐﾔﾉｼﾀ)、ムカイガナロ(ﾑｶｲｶﾞﾅﾛ)、山ノ神谷(ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾞﾆ)
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土佐清水市の小字一覧

地域 大字 字

清水
シミズ

赤毛(ｱｶｹﾞ)、市場(ｲﾁﾊﾞ)、井下ノ谷(ｲｹﾞﾉﾀﾆ)、後口山(ｳｼﾛｸﾁﾔﾏ)、江見頭(ｴﾐｶﾞｼﾗ)、大刈
谷(ｵｵｶﾘﾀﾞﾆ)、貝塚(ｶｲﾂﾞｶ)、鹿島(ｶｼﾏ)、キサガタ(ｷｻｶﾞﾀ)、北呼碆山(ｷﾀﾖﾋﾞﾊﾞｴﾔﾏ)、口ヶ
東谷(ｸﾁｶﾞﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ)、笹原谷(ｻｻﾊﾗﾀﾞﾆ)、眞浜(ﾏﾊﾏ)、タキノ下タ(ﾀｷﾉｼﾀ)、戸屋ヶ駄場(ﾄﾔｶﾞ
ﾀﾞﾊﾞ)、遠見(ﾄｳﾐ)、唐碆(ﾄｳﾊﾞｴ)、中野畠(ﾅｶﾉﾊﾞﾀｹ)、中ノ駄場(ﾅｶﾉﾀﾞﾊﾞ)、西牧山(ﾆｼﾏｷﾔ
ﾏ)、西ノ駄場(ﾆｼﾉﾀﾞﾊﾞ)、袴落(ﾊｶﾏｵﾁ)、東谷(ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ)、東駄場(ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞ)、本清水(ﾎﾝｼﾐ
ｽﾞ)、
牧山(ﾏｷﾔﾏ)、水呉(ﾐｽﾞｸﾚ)、呼碆山(ﾖﾋﾞﾊﾞｴﾔﾏ)、綿市川(ﾜﾀｲﾁｶﾞﾜ)、口谷畠(ｸﾁﾀﾆﾊﾞﾀｹ)、
恵美須浦(ｴﾋﾞｽｳﾗ)、戎町(ｴﾋﾞｽﾏﾁ)、井戸ノ谷(ｲﾄﾉﾀﾆ)

越
コエ

稲気前(ｲﾅｷﾞﾏｴ)、稲荷駄場(ｲﾅﾘﾀﾞﾊﾞ)、市ヶ谷山(ｲﾁｶﾞﾀﾆﾔﾏ)、ウシロダバ(ｳｼﾛﾀﾞﾊﾞ)、ウシ
ロヤマ(ｳｼﾛﾔﾏ)、踊浜(ｵﾄﾞﾘﾊﾏ)、奥鎌ヶ谷(ｵｸｶﾏｶﾞﾀﾆ)、奥谷畠(ｵｸﾀﾆﾊﾞﾀ)、北山(ｷﾀﾔﾏ)、
口谷畠(ｸﾁﾀﾆﾊﾞﾀ)、口鎌ヶ谷(ｸﾁｶﾏｶﾞﾀﾆ)、亀ヶ浜(ｶﾒｶﾞﾊﾏ)、栄屋式(ｻｶｴﾔｼｷ)、新開(ｼﾝｶ
ｲ)、宝畠(ﾀｶﾗﾊﾞﾀｹ)、長畠(ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ)、中ヶ畠(ﾅｶｶﾞﾊﾞﾀｹ)、西山(ﾆｼﾔﾏ)、浜ヤシキ(ﾊﾏﾔｼ
ｷ)、ハゼ駄場(ﾊｾﾞﾀﾞﾊﾞ)、浜畠(ﾊﾏﾊﾞﾀｹ)、蛭子ヤシキ(ﾋﾙﾔｼｷ)、東山(ﾋｶﾞｼﾔﾏ)、ホウノ浜(ﾎ
ｳﾉﾊﾏ)、ミツシロヤシキ(ﾐﾂｼﾛﾔｼｷ)、
モリ(ﾓﾘ)、モトヒラキ(ﾓﾄﾋﾗｷ)、弁天町(ﾍﾞﾝﾃﾝﾁﾖｳ)、宝島(ﾀｶﾗｼﾞﾏ)

三崎
三崎
ミサキ

アナダ(ｱﾅﾀﾞ)、アリヨシ(ｱﾘﾖｼ)、赤儀(ｱｶｷﾞ)、アカツチ(ｱｶﾂﾁ)、赤谷(ｱｶﾀﾆ)、アタコ前(ｱﾀｺﾏ
ｴ)、穴ノ木山(ｱﾅﾉｷﾔﾏ)、壱本松(ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ)、池西ノ森(ｲｹﾆｼﾉﾓﾘ)、池中森(ｲｹﾅｶﾓﾘ)、池上
森(ｲｹｶﾐﾓﾘ)、イモシリ(ｲﾓｼﾘ)、イワタニ(ｲﾜﾀﾆ)、石坪谷(ｲｼﾂﾎﾞﾀﾞﾆ)、壱反廿田(ｲﾂﾀﾝﾆｼﾞﾕｳ
ﾀﾞ)、井ノ口(ｲﾉｸﾁ)、石野々(ｲｼﾉﾉ)、市五郎山(ｲﾁｺﾞﾛｳﾔﾏ)、今ノ平(ｲﾏﾉﾋﾗ)、イヱヂカ(ｲｴｼﾞ
ｶ)、今芝(ｲﾏｼﾊﾞ)、ウシナヶ谷(ｳｼﾅｶﾞﾀﾆ)、上城(ｳｴｼﾛ)、馬屋ノシリ(ｳﾏﾔﾉｼﾘ)、ウツオキダ
バ(ｳﾂｵｷﾀﾞﾊﾞ)、
ウツオキ(ｳﾂｵｷ)、ヱシリ屋敷(ｴｼﾘﾔｼｷ)、遠見堂(ｴﾝﾐﾄﾞｳ)、江川谷(ｴｶﾞﾜﾀﾞﾆ)、エジリ(ｴｼﾞ
ﾘ)、岡嵜(ｵｶｻﾞｷ)、岡嵜駄場(ｵｶｻﾞｷﾀﾞﾊﾞ)、ヲコノシロ(ｵｺﾉｼﾛ)、斧積コシ(ｵﾉｽﾞﾐｺｼ)、大人谷
(ｵﾄﾅﾀﾞﾆ)、奥田(ｵｸﾀﾞ)、奥田平(ｵｸﾀﾞﾋﾗ)、落シ谷(ｵﾄｼﾀﾞﾆ)、ヲンナダバ(ｵﾝﾅﾀﾞﾊﾞ)、大浦谷
(ｵｵｳﾗﾀﾞﾆ)、大馬目(ｵｵｳﾏﾒ)、大谷(ｵｵﾀﾆ)、大人ダバ(ｵﾄﾅﾀﾞﾊﾞ)、大田(ｵｵﾀ)、大今(ｵｵｲ
ﾏ)、上四ツ槙(ｶﾐﾖﾂﾏｷ)、上深田(ｶﾐﾌｶﾀ)、カウノス(ｺｳﾉｽ)、鹿角(ｶﾉﾂﾉ)、上ホドオカ(ｶﾐﾎﾄﾞｵ
ｶ)、
鹿ノ角谷(ｶﾉﾂﾉﾀﾞﾆ)、柿内田(ｶｷｳﾁﾀﾞ)、カントウジ(ｶﾝﾄｳｼﾞ)、上奥田(ｶﾐｵｸﾀﾞ)、上川原(ｶﾐｶﾜ
ﾊﾗ)、上ノ段(ｶﾐﾉﾀﾞﾝ)、上弘岡(ｶﾐﾋﾛｵｶ)、梶株(ｶｼﾞｶﾌﾞ)、介ツクリ(ｶｲﾂｸﾘ)、上永野(ｶﾐﾅｶﾞﾉ)、
笠原(ｶｻﾊﾗ)、上白岡(ｶﾐｼﾛｵｶ)、上狼川(ｶﾐｵｵｶﾐｶﾞﾜ)、カル谷(ｶﾙﾀﾆ)、カイショウ(ｶｲｼﾖｳ)、
カウタ(ｺｳﾀ)、鍜治給(ｶｼﾞｷﾕｳ)、鎌田口(ｶﾏﾀｸﾞﾁ)、亀井谷(ｶﾒｲﾀﾞﾆ)、カモコシ(ｶﾓｺｼ)、勘六
屋敷(ｶﾝﾛｸﾔｼｷ)、カシノ木(ｶｼﾉｷ)、亀サワ(ｶﾒｻﾜ)、カラ谷(ｶﾗﾀﾆ)、唐谷山(ｶﾗﾀﾆﾔﾏ)、

カマタ(ｶﾏﾀ)、北高岩(ｷﾀﾀｶｲﾜ)、北ヨセダ(ｷﾀﾖｾﾀﾞ)、北カドガタニ(ｷﾀｶﾄﾞｶﾞﾀﾆ)、北鳥ダバ(ｷ
ﾀﾄﾘﾀﾞﾊﾞ)、キジカサコ(ｷｼﾞｶﾞｻｺ)、北五代地(ｷﾀｺﾞﾀﾞｲｼﾞ)、北壱本松(ｷﾀｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ)、北千尋(ｷ
ﾀﾁﾋﾛ)、給地谷(ｷﾕｳﾁﾀﾞﾆ)、北山柿(ｷﾀﾔﾏｶｷ)、京田(ｷﾖｳﾃﾞﾝ)、黒岩(ｸﾛｲﾜ)、クチナシキ(ｸﾁ
ﾅｼｷ)、クボノダン(ｸﾎﾞﾉﾀﾞﾝ)、クラマヘ(ｸﾗﾏｴ)、黒沢(ｸﾛｻﾜ)、栗ノ木(ｸﾘﾉｷ)、桑ノ木(ｸﾜﾉｷ)、
ケダニ(ｹﾀﾞﾆ)、ケトウシ(ｹﾄｳｼ)、五反谷(ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾆ)、五反田(ｺﾞﾀﾝﾀﾞ)、コモシキ田(ｺﾓｼｷﾀﾞ)、
荒神山(ｺｳｼﾞﾝﾔﾏ)、
権現(ｺﾞﾝｹﾞﾝ)、五反切(ｺﾞﾀﾝｷﾞﾚ)、コマノシロ(ｺﾏﾉｼﾛ)、コユルハエ(ｺﾕﾙﾊｴ)、コウダバ(ｺｳﾀﾞ
ﾊﾞ)、三反サコ(ｻﾝﾀﾞﾝｻｺ)、作敷(ｻｸｼｷ)、作式平(ｻｸｼｷﾋﾗ)、酒屋ノ前(ｻｶﾔﾉﾏｴ)、サカ谷(ｻｶ
ﾀﾆ)、下深田(ｼﾓﾌｶﾀﾞ)、シロダバ(ｼﾛﾀﾞﾊﾞ)、城ノ谷(ｼﾞﾖｳﾉﾀﾆ)、城ノミ子(ｼﾞﾖｳﾉﾐﾈ)、下城(ｼﾓ
ｼﾞﾖｳ)、下奥田(ｼﾓｵｸﾀﾞ)、下タイデ(ｼﾓﾀｲﾃﾞ)、下イデ(ｼﾀｲﾃﾞ)、下弘岡(ｼﾓﾋﾛｵｶ)、下田平(ｼﾓ
ﾀﾋﾞﾗ)、下白岡(ｼﾓｼﾛｵｶ)、下永野(ｼﾓﾅｶﾞﾉ)、下狼川(ｼﾓｵｵｶﾐｶﾞﾜ)、シュク谷(ｼﾕｸﾀﾞﾆ)、シク
ジ(ｼｸｼﾞ)、
シヅ谷(ｼｽﾞﾀﾞﾆ)、スリハチ(ｽﾘﾊﾁ)、ヌタント(ﾇﾀﾝﾄ)、助通シ(ｽｹﾄｳｼ)、セジヶ谷(ｾｼﾞｶﾞﾀﾆ)、船
頭(ｾﾝﾄﾞｳ)、善門谷(ｾﾞﾝﾓﾝﾀﾞﾆ)、膳坪(ｾﾞﾝﾂﾎﾞ)、外田(ｿﾄﾀﾞ)、高岩(ﾀｶｲﾜ)、高森(ﾀｶﾓﾘ)、田
平越(ﾀﾋﾞﾗｺﾞｴ)、田村屋敷(ﾀﾑﾗﾔｼｷ)、田中(ﾀﾅｶ)、田平(ﾀﾋﾞﾗ)、タンサコ(ﾀﾝｻｺ)、谷ノ奥(ﾀﾆﾉ
ｵｸ)、龍串(ﾀﾂｸｼ)、大師谷(ﾀｲｼﾀﾞﾆ)、立碆(ﾀﾃﾊﾞｴ)、地藏平(ｼﾞｿﾞｳﾋﾗ)、チイダ(ﾁｲﾀﾞ)、庁白(ﾁ
ﾖｳｼﾞﾛ)、ツノヱダ(ﾂﾉｴﾀﾞ)、作リ道(ﾂｸﾘﾐﾁ)、

ツイダ(ﾂｲﾀﾞ)、ツエノシリ(ﾂｴﾉｼﾘ)、寺田(ﾃﾗﾀﾞ)、寺田ヶ谷(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾀﾆ)、寺田平(ﾃﾗﾀﾞﾋﾗ)、トド
ロ(ﾄﾄﾞﾛ)、トドロ谷(ﾄﾄﾞﾛﾀﾞﾆ)、トドロ平(ﾄﾄﾞﾛﾋﾗ)、鳥ダバ(ﾄﾘﾀﾞﾊﾞ)、ドウブツ(ﾄﾞｳﾌﾞﾂ)、当麻(ﾄｳ
ﾏ)、鳥コヘ(ﾄﾘｺﾞｴ)、ナカモチ谷(ﾅｶﾓﾁﾀﾞﾆ)、長サコ(ﾅｶﾞｻｺ)、中生能(ﾅｶｾｲﾉｳ)、ナベヶ谷(ﾅ
ﾍﾞｶﾞﾀﾆ)、中白岡(ﾅｶｼﾛｵｶ)、中狼川(ﾅｶｵｵｶﾐｶﾞﾜ)、長ツエ(ﾅｶﾂﾞｴ)、中畝(ﾅｶｳﾈ)、中鶴尾(ﾅ
ｶﾂﾙｵ)、名本田(ﾅﾓﾄﾀﾞ)、長見山(ﾅｶﾞﾐﾔﾏ)、ナハ川山(ﾅﾊｶﾞﾜﾔﾏ)、西廣畑(ﾆｼﾋﾛﾊﾀ)、
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西酒屋ノ前(ﾆｼｻｶﾔﾉﾏｴ)、西シリソメ(ﾆｼｼﾘｿﾒ)、西クチナシキ(ﾆｼｸﾁﾅｼｷ)、西生能(ﾆｼｾｲﾉ
ｳ)、西森(ﾆｼﾓﾘ)、西ヲタビ(ﾆｼｵﾀﾋﾞ)、西久保ノダン(ﾆｼｸﾎﾞﾉﾀﾞﾝ)、西ノ川(ﾆｼﾉｶﾜ)、西長ツヱ
(ﾆｼﾅｶﾞﾂｴ)、西平野(ﾆｼﾋﾗﾉ)、西上川原(ﾆｼｶﾐｶﾜﾊﾗ)、西六反竿(ﾆｼﾛｸﾀﾝｻﾞｵ)、西稗田(ﾆｼﾋ
ｴﾀﾞ)、西ヶ谷(ﾆｼｶﾞﾀﾆ)、西本田(ﾆｼﾎﾝﾀﾞ)、西平(ﾆｼﾋﾗ)、ヌタツボ(ﾇﾀﾂﾎﾞ)、野中谷(ﾉﾅｶﾀﾞﾆ)、
野中平(ﾉﾅｶﾋﾗ)、野中森(ﾉﾅｶﾓﾘ)、登リ尾(ﾉﾎﾞﾘｵ)、登リ立(ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ)、野々見サコ(ﾉﾉﾐｻｺ)、
八幡(ﾊﾁﾏﾝ)、バワル(ﾊﾞﾜﾙ)、
ハイタケ平(ﾊｲﾀｹﾀﾞｲﾗ)、浜三郎(ﾊﾏｻﾌﾞﾛｳ)、ハザマ(ﾊｻﾞﾏ)、東酒屋前(ﾋｶﾞｼｻｶﾔﾉﾏｴ)、廣
畑(ﾋﾛﾊﾀ)、東廣畑(ﾋｶﾞｼﾋﾛﾊﾀ)、東高岩(ﾋｶﾞｼﾀｶｲﾜ)、東五反田(ﾋｶﾞｼｺﾞﾀﾝﾀﾞ)、東シリソメ(ﾋｶﾞ
ｼｼﾘｿﾒ)、東生能(ﾋｶﾞｼｾｲﾉｳ)、東本越(ﾋｶﾞｼﾓﾄｺﾞｴ)、東スリハチタニ(ﾋｶﾞｼｽﾘﾊﾁﾀﾆ)、樋尻谷
(ﾋｼﾞﾘﾀﾞﾆ)、東樋尻谷(ﾋｶﾞｼﾋｼﾞﾘﾀﾞﾆ)、東黒澤(ﾋｶﾞｼｸﾛｻﾜ)、平野(ﾋﾗﾉ)、東ミナト(ﾋｶﾞｼﾐﾅﾄ)、東
当麻(ﾋｶﾞｼﾄｳﾏ)、稗田(ﾋｴﾀﾞ)、屏風(ﾋﾞﾖｳﾌﾞ)、東平(ﾋｶﾞｼﾋﾗ)、平追(ﾋﾗｵｲ)、冨万世(ﾌﾏﾔ)、古
土居(ﾌﾙﾄﾞｲ)、札場(ﾌﾀﾞﾊﾞ)、
古山神(ﾌﾙﾔﾏｶﾞﾐ)、藤ノ瀬(ﾌｼﾞﾉｾ)、舟倉(ﾌﾅｸﾞﾗ)、フチ(ﾌﾁ)、不動谷(ﾌﾄﾞｳﾀﾞﾆ)、文次ザコ(ﾌﾞ
ﾝｼﾞｻﾞｺ)、佛ノサコ(ﾎﾄｹﾉｻｺ)、ホド岡(ﾎﾄﾞｵｶ)、防ダ(ﾎﾞｳﾀﾞ)、堀コシ(ﾎﾘｺｼ)、堀ヶ谷(ﾎﾘｶﾞﾀﾆ)、
防ノ木(ﾎﾞｳﾉｷ)、ホウノ谷(ﾎｳﾉﾀﾆ)、堀切(ﾎﾘｷﾘ)、丸尾(ﾏﾙｵ)、松枝(ﾏﾂｴﾀﾞ)、松ダバ(ﾏﾂﾀﾞ
ﾊﾞ)、松ノ下(ﾏﾂﾉｼﾀ)、南カトカタニ(ﾐﾅﾐｶﾄｶﾀﾆ)、南生能(ﾐﾅﾐｾｲﾉｳ)、ミタライ(ﾐﾀﾗｲ)、道信(ﾐﾁ
ﾉﾌﾞ)、南五代地(ﾐﾅﾐｺﾞﾀﾞｲﾁ)、ミナト(ﾐﾅﾄ)、南一本松(ﾐﾅﾐｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ)、

南千尋(ﾐﾅﾐﾁﾋﾛ)、水口(ﾐﾅｸﾁ)、ミタヤシキ(ﾐﾀﾔｼｷ)、村上(ﾑﾗｶﾐ)、明治(ﾒｲｼﾞ)、本越ヱ(ﾓﾄｺﾞ
ｴ)、本屋敷(ﾓﾄﾔｼｷ)、柳ヶサコ(ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ)、柳ヶ元(ﾔﾅｷﾞｶﾞﾓﾄ)、ヤナキトリ(ﾔﾅｷﾄﾘ)、薬師
(ﾔｸｼ)、山角ノクボ(ﾔﾏﾂﾉﾉｸﾎﾞ)、山ノ下タ(ﾔﾏﾉｼﾀ)、ヤシキヅキ(ﾔｼｷﾂﾞｷ)、ヤ子(ﾔﾈ)、山柿
(ﾔﾏｶｷ)、ヤシキノ(ﾔｼｷﾉ)、四ツ槙(ﾖﾂﾏｷ)、ヨシウ(ﾖｼｳ)、ヨセノ谷(ﾖｾﾉﾀﾆ)、寄田(ﾖﾘﾀﾞ)、六
反竿(ﾛｸﾀﾝｻﾞｵ)、若枝(ﾜｶｴﾀﾞ)、若宮(ﾜｶﾐﾔ)、三室附(ﾐﾑﾛﾂｷ)、

改田(ｶｲﾀﾞ)、片白(ｶﾀｼﾛ)、神母ノ平(ｲｹﾞﾉﾋﾗ)、南遠見堂(ﾐﾅﾐｴﾝﾐﾄﾞｳ)、上サガノ(ｶﾐｻｶﾞﾉ)、ユ
ル谷森(ﾕﾙﾀﾆﾓﾘ)、城(ｼﾛ)、ミヤタシキ(ﾐﾔﾀｼｷ)、西平山(ﾆｼﾋﾗﾔﾏ)、中井デ(ﾅｶｲﾃﾞ)、東平山
(ﾋｶﾞｼﾋﾗﾔﾏ)、城ノ峯(ｼﾞｮｳﾉﾐﾈ)

爪白
ツマジロ

井ノ口(ｲﾉｸﾁ)、榎田(ｴﾉｷﾀﾞ)、ヲモダ(ｵﾓﾀﾞ)、大平(ｵｵﾋﾗ)、奥西谷(ｵｸﾆｼﾋﾗ)、北大平(ｷﾀｵｵ
ﾋﾗ)、北西尾(ｷﾀﾆｼｵ)、小七屋敷(ｺｼﾁﾔｼｷ)、サコ畑(ｻｺﾊﾀ)、サクハンダ(ｻｸﾊﾝﾀﾞ)、坂平山
(ｻｶﾋﾗﾔﾏ)、下屋倉(ｼﾓﾔｸﾞﾗ)、清水屋敷(ｼﾐｽﾞﾔｼｷ)、杉ヨウ(ｽｷﾞﾖｳ)、末西谷(ｽｴﾆｼﾀﾞﾆ)、瀬
場平(ｾﾊﾞﾋﾗ)、竹ノ鼻(ﾀｹﾉﾊﾅ)、長島(ﾅｶﾞｼﾏ)、仲間ヤシキ(ﾅｶﾏﾔｼｷ)、中西谷(ﾅｶﾆｼﾀﾞﾆ)、
西大平(ﾆｼｵｵﾋﾗ)、西谷(ﾆｼﾀﾆ)、西尾(ﾆｼｵ)、西尾ノ平(ﾆｼｵﾉﾋﾗ)、弘畠ケ(ﾋﾛﾊﾞﾀｹ)、

ビヤクボ(ﾋﾞﾔｸﾎﾞ)、ブクデン(ﾌﾞｸﾃﾞﾝ)、辨天(ﾍﾞﾝﾃﾝ)、丸田(ﾏﾙﾀ)、丸セマチ(ﾏﾙｾﾏﾁ)、松山(ﾏ
ﾂﾔﾏ)、南大平(ﾐﾅﾐｵｵﾋﾗ)、向屋敷(ﾑｶｲﾔｼｷ)、ヨウゲンダ(ﾖｳｹﾞﾝﾀﾞ)、下屋敷(ｼﾓﾔｼｷ)、
野々見サコ(ﾉﾉﾐｻｺ)、立碆(ﾀﾃﾊﾞｴ)、爪白浜林(ﾂﾏｼﾞﾛﾊﾏﾊﾞﾔｼ)、東西谷(ﾋｶﾞｼﾆｼﾀﾞﾆ)、大田
(ｵｵﾀ)、瀬場平山(ｾﾊﾞﾋﾗﾔﾏ)

斧積
オノヅミ

アカツチ(ｱｶﾂﾁ)、麻ジリ山(ｱｻｼﾞﾘﾔﾏ)、石神(ｲｼｶﾞﾐ)、石神元(ｲｼｶﾞﾐﾉﾓﾄ)、石野(ｲｼﾉ)、池ノ
谷(ｲｹﾉﾀﾆ)、イバ(ｲﾊﾞ)、井デノモト(ｲﾃﾞﾉﾓﾄ)、イタフキ(ｲﾀﾌｷ)、一本松(ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ)、イカダツ
(ｲｶﾀﾞﾂ)、イデノ谷(ｲﾃﾞﾉﾀﾆ)、イデ平(ｲﾃﾞﾋﾗ)、ウジナ谷(ｳｼﾞﾅﾀﾆ)、ウツギ(ｳﾂｷﾞ)、ウシノ子イ
バ(ｳｼﾉﾈｲﾊﾞ)、ウサギ山(ｳｻｷﾞﾔﾏ)、エンノ下タ(ｴﾝﾉｼﾀ)、ヲチサコ(ｵﾁｻｺ)、大平(ｵｵﾋﾗ)、大
西(ｵｵﾆｼ)、大サコ(ｵｵｻｺ)、奥白岡(ｵｸｼﾛｵｶ)、大田(ｵｵﾀ)、大星田(ｵｵﾎｼﾀﾞ)、

大森(ｵｵﾓﾘ)、大松ノ畝(ｵｵﾏﾂﾉｳﾈ)、ヲトシウ子(ｵﾄｼｳﾈ)、川平(ｶﾜﾋﾗ)、上サコ谷(ｶﾐｻｺﾋﾗ)、
上ノ段(ｶﾐﾉﾀﾞﾝ)、上ドウヶ市(ｶﾐﾄﾞｳｶﾞｲﾁ)、辛川山(ｶﾗｶﾜﾔﾏ)、北ウツギ(ｷﾀｳﾂｷﾞ)、行者下タ
(ｷﾞﾖｳｼﾔｼﾀ)、北ヶ谷(ｷﾀｶﾞﾀﾆ)、口白岡(ｸﾁｼﾛｵｶ)、クサキ薮(ｸｻｷﾔﾌﾞ)、クサキ谷(ｸｻｷﾀﾞﾆ)、
楠木谷(ｸｽｷﾀﾞﾆ)、草木原(ｸｻｷﾊﾗ)、楠ノ木駄場(ｸｽﾉｷﾀﾞﾊﾞ)、小山谷(ｺﾔﾏﾀﾞﾆ)、コイエ山(ｺｲ
ｴﾔﾏ)、コヤノ元(ｺﾔﾉﾓﾄ)、三吉分(ｻﾝｷﾁﾌﾞﾝ)、猿ヶトマリ(ｻﾙｶﾞﾄﾏﾘ)、三妙ヶ下(ｻﾝﾐﾖｳｶﾞｼ
ﾀ)、サコ(ｻｺ)、城ノ下(ｼﾞﾖｳﾉｼﾀ)、
下ダバ山(ｼﾓﾀﾞﾊﾞﾔﾏ)、椎ノ木サコ(ｼｲﾉｷｻｺ)、外木戸(ｿﾄｷﾄﾞ)、谷尻(ﾀﾆｼﾞﾘ)、谷入(ﾀﾆｲﾘ)、タ
コラ(ﾀｺﾗ)、タキ山(ﾀｷﾔﾏ)、瀧ノ水(ﾀｷﾉﾐｽﾞ)、竹平山(ﾀｹﾋﾗﾔﾏ)、チキリ山(ﾁｷﾘﾔﾏ)、茶ノ本(ﾁ
ﾔﾉﾓﾄ)、地蔵サコ(ｼﾞｿﾞｳｻｺ)、地蔵谷(ｼｿﾞｳﾀﾞﾆ)、釣山(ﾂﾘﾔﾏ)、ツツミヶ峠(ﾂﾂﾐｶﾞﾄｳｹﾞ)、天神
ノ元(ﾃﾝｼﾞﾝﾉﾓﾄ)、天神モリ(ﾃﾝｼﾞﾝﾓﾘ)、デッチガダバ(ﾃﾞﾂﾁｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、トイタ谷(ﾄｲﾀﾀﾆ)、トクジ
ダバ(ﾄｸｼﾞﾀﾞﾊﾞ)、トコゼ(ﾄｺｾﾞ)、トコゼ峠(ﾄｺｾﾞﾄｳｹﾞ)、トリゴヱ(ﾄﾘｺﾞｴ)、ドウグリ(ﾄﾞｳｸﾞﾘ)、ド
ウヶ市(ﾄﾞｳｶﾞｲﾁ)、
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トビノコ(ﾄﾋﾞﾉｺ)、トクホン谷(ﾄｸﾎﾝﾀﾞﾆ)、中ヶ市(ﾅｶｶﾞｲﾁ)、長ツヱ(ﾅｶﾞﾂｴ)、中キレ(ﾅｶｷﾚ)、仲
間屋敷(ﾅｶﾏﾔｼｷ)、中ノ段(ﾅｶﾉﾀﾞﾝ)、西ノ谷(ﾆｼﾉﾀﾆ)、入道川山(ﾆﾕｳﾄﾞｳｶﾜﾔﾏ)、花椿(ﾊﾅﾂ
ﾊﾞｷ)、八郎ヶ森(ﾊﾁﾛｳｶﾞﾓﾘ)、畠山(ﾊﾀｹﾔﾏ)、東向山(ﾋｶﾞｼﾑｶｲﾔﾏ)、東クサキ藪(ﾋｶﾞｼｸｻｷﾔ
ﾌﾞ)、東古ルワ(ﾋｶﾞｼﾌﾙﾜ)、ヒビノ木(ﾋﾋﾞﾉｷ)、百年畑(ﾋﾔｸﾈﾝﾊﾞﾀ)、火道駄場(ﾋﾐﾁﾀﾞﾊﾞ)、東駄
場山(ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞﾔﾏ)、古ルワ(ﾌﾙﾜ)、フチ谷(ﾌﾁﾀﾞﾆ)、本ノ畑(ﾎﾝﾉﾊﾀ)、ホキノ下(ﾎｷﾉｼﾀ)、ホド
谷(ﾎﾄﾞﾀﾆ)、ホリ切(ﾎﾘｷﾘ)、
松ヶサコ(ﾏﾂｶﾞｻｺ)、松ヶ平(ﾏﾂｶﾞﾋﾗ)、南ウツギ(ﾐﾅﾐｳﾂｷﾞ)、宮ノ前(ﾐﾔﾉﾏｴ)、宮ノ後口(ﾐﾔﾉｳ
ｼﾛｸﾞﾁ)、水竹谷(ﾐｽﾞﾀｹﾀﾞﾆ)、向ヱ山(ﾑｶｴﾔﾏ)、モリ(ﾓﾘ)、盛リ山(ﾓﾘﾔﾏ)、ヤハズ(ﾔﾊｽﾞ)、屋
敷田(ﾔｼｷﾀﾞ)、山ス川(ﾔﾏｽｶﾞﾜ)、ヤイクサシ(ﾔｲｸｻｼ)、ヤシロダバ(ﾔｼﾛﾀﾞﾊﾞ)、柳ノ本(ﾔﾅｷﾞ
ﾉﾓﾄ)、山神谷(ﾔﾏｶﾞﾐﾀﾞﾆ)、山ノ神駄場(ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾞﾊﾞ)、與平松(ﾖﾍｲﾏﾂ)、横通平(ﾖｺﾄﾞｳｼﾋﾗ)、
横道(ﾖｺﾐﾁ)、下新田(ｼﾓｼﾝﾃﾞﾝ)、上新田(ｶﾐｼﾝﾃﾞﾝ)、大亜(ﾀﾞｲｱ)、新屋敷(ｼﾝﾔｼｷ)、水ケ谷
(ﾐｽﾞｶﾞﾀﾞﾆ)、
アカ渕(ｱｶﾌﾁ)、宮ノ後(ﾐﾔﾉｳｼﾛ)、昭和新地(ｼﾖｳﾜｼﾝﾁ)

上野
ウエノ

赤ハゲ(ｱｶﾊｹﾞ)、荒谷(ｱﾗﾀﾆ)、穴山(ｱﾅﾔﾏ)、悪谷(ｱｸﾀﾆ)、庵ヶ汰場(ｲｵﾘｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、池ノ森(ｲ
ｹﾉﾓﾘ)、石佛(ｲｼﾎﾞﾄｹ)、イカタツ(ｲｶﾀﾞﾂ)、一本松(ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ)、岩ノ森(ｲﾜﾉﾓﾘ)、井戸ノ谷(ｲﾄﾞﾉ
ﾀﾆ)、イタフキ(ｲﾀﾌｷ)、池ノ谷(ｲｹﾉﾀﾆ)、石神(ｲｼｶﾞﾐ)、ウ子ヒラ(ｳﾈﾋﾗ)、ウワ松ダバ(ｳﾜﾏﾂﾀﾞ
ﾊﾞ)、ヲツギ(ｵﾂｷﾞ)、ウスノウ子(ｳｽﾉｳﾈ)、畝崎(ｳﾈｻﾞｷ)、ウルシ谷(ｳﾙｼﾀﾞﾆ)、馬焼ダバ(ｳﾏ
ﾔｹﾀﾞﾊﾞ)、ウサキ谷(ｳｻｷﾀﾞﾆ)、梅ノ木谷(ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ)、内平(ｳﾁﾋﾗ)、臼ヶ峠(ｳｽｶﾞﾄｳｹﾞ)、

内平口(ｳﾁﾋﾗｸﾞﾁ)、エノ木田(ｴﾉｷﾀﾞ)、ヲモ谷(ｵﾓﾀﾞﾆ)、ヲカメ谷(ｵｶﾒﾀﾞﾆ)、ヲダノウラ(ｵﾀﾞﾉｳ
ﾗ)、大内谷(ｵｵｳﾁﾀﾞﾆ)、大内汰場(ｵｵｳﾁﾀﾞﾊﾞ)、大内谷屋敷(ｵｵｳﾁﾀﾆﾔｼｷ)、小田ノ谷(ｵﾀﾞﾉ
ﾀﾆ)、ヲ七ヶ谷(ｵｼﾁｶﾞﾀﾞﾆ)、ヲコマタ口(ｵｺﾏﾀｸﾞﾁ)、ヲヲマワリ(ｵｵﾏﾜﾘ)、大シダ(ｵｵｼﾀﾞ)、大
岩(ｵｵｲﾜ)、大林(ｵｵﾊﾞﾔｼ)、奥ノ谷(ｵｸﾉﾀﾆ)、大高畑(ｵｵﾀｶﾊﾀ)、ヲトシ(ｵﾄｼ)、大廻ノ下(ｵｵﾏ
ﾜﾘﾉｼﾀ)、ヲヲ汰場(ｵｵﾀﾞﾊﾞ)、大内山(ｵｵｳﾁﾔﾏ)、大ツエ(ｵｵﾂｴ)、大サコ(ｵｵｻｺ)、大臺松(ｵｵ
ﾀﾞｲﾏﾂ)、大立(ｵｵﾀﾞﾃ)、
大ヒラ(ｵｵﾋﾗ)、大板ノ川(ｵｵｲﾀﾉｶﾜ)、鬼ヶ汰場(ｵﾆｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、大人汰場(ｵﾄﾅﾀﾞﾊﾞ)、大道汰場
(ｵｵﾐﾁﾀﾞﾊﾞ)、上細野(ｶﾐﾎｿﾉ)、川原崎(ｶﾜﾊﾗｻﾞｷ)、カウノス(ｺｳﾉｽ)、カクレ田(ｶｸﾚﾀﾞ)、カクレ
ウ子(ｶｸﾚｳﾈ)、カヂヤ谷(ｶｼﾞﾔﾀﾞﾆ)、上ダバ(ｶﾐﾀﾞﾊﾞ)、神ノ前(ｶﾐﾉﾏｴ)、カゲウラ(ｶｹﾞｳﾗ)、カ
キウラ(ｶｷｳﾗ)、カチ原サコ(ｶﾁﾊﾗｻｺ)、カタシキレ(ｶﾀｼｷﾚ)、上猿押(ｶﾐｻﾙｵｼ)、京塚(ｷﾖｳﾂﾞ
ｶ)、キタンタ(ｷﾀﾝﾀ)、久吾ダバ(ｷﾕｳｺﾞﾀﾞﾊﾞ)、キリクサシ(ｷﾘｸｻｼ)、キワイデ(ｷﾜｲﾃﾞ)、クボノ
ダン(ｸﾎﾞﾉﾀﾞﾝ)、黒岩(ｸﾛｲﾜ)、
久百々越(ｸﾓﾓｺﾞｴ)、クニキ原(ｸﾆｷﾊﾞﾗ)、クニギサコ(ｸﾆｷﾞｻｺ)、源藏谷(ｹﾞﾝｿﾞｳﾀﾞﾆ)、コモダ
(ｺﾓﾀﾞ)、小袖ダバ(ｺｿﾃﾞﾀﾞﾊﾞ)、コヤノ畝(ｺﾔﾉｳﾈ)、コヤノ丸(ｺﾔﾉﾏﾙ)、コサコ(ｺｻｺ)、コモリヶダ
バ(ｺﾓﾘｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、小池ヶ谷(ｺｲｹｶﾞﾀﾆ)、ゴミ田(ｺﾞﾐﾀﾞ)、小馬木(ｺﾏｷﾞ)、コヤノ谷(ｺﾔﾉﾀﾆ)、小松
サコ(ｺﾏﾂｻｺ)、子クビ(ｺｸﾋﾞ)、下リ松(ｻｶﾞﾘﾏﾂ)、サカヱ松(ｻｶｴﾏﾂ)、サカヱノ平(ｻｶｴﾉﾋﾗ)、
皿ヶ峠(ｻﾗｶﾞﾄｳｹﾞ)、桜ヶサコ(ｻｸﾗｶﾞｻｺ)、サコ前(ｻｺﾏｴ)、下モ市(ｼﾓｲﾁ)、下細野(ｼﾓﾎｿﾉ)、
城山(ｼﾛﾔﾏ)、
ジングウシ峠(ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾄｳｹﾞ)、椎ノ木サコ(ｼｲﾉｷｻｺ)、シツヱノ谷(ｼﾂｴﾉﾀﾆ)、下北市(ｼﾓｷﾀｲ
ﾁ)、真神田(ｼﾝｶﾝﾀﾞ)、城ノ下タ(ｼﾛﾉｼﾀ)、下モ中ヶ市(ｼﾓﾅｶｶﾞｲﾁ)、シリナシ山(ｼﾘﾅｼﾔﾏ)、白
石(ｼﾗｲｼ)、下猿押(ｼﾓｻﾙｵｼ)、下モ本川山(ｼﾓﾎﾝｶﾜﾔﾏ)、島ノ内(ｼﾏﾉｳﾁ)、鹿ノ谷(ｼｶﾉﾀﾆ)、
尻高(ｼﾘﾀﾞｶ)、重藏谷(ｼﾞﾕｳｿﾞｳﾀﾞﾆ)、城ヶ汰場(ｼﾞﾖｳｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、スリバチ谷(ｽﾘﾊﾞﾁﾔﾏ)、スゲジ
リ(ｽｹﾞｼﾞﾘ)、スギ谷(ｽｷﾞﾀﾞﾆ)、善助谷(ｾﾞﾝｽｹﾀﾞﾆ)、善助汰場(ｾﾞﾝｽｹﾀﾞﾊﾞ)、惣臺堂(ｿｳﾀﾞｲﾄﾞ
ｳ)、外平(ｿﾄﾋﾗ)、袖谷(ｿﾃﾞﾀﾆ)、高細野(ﾀｶﾎｿﾉ)、
田ノ内(ﾀﾉｳﾁ)、ダバ(ﾀﾞﾊﾞ)、田中(ﾀﾅｶ)、竹之小路(ﾀｹﾉｺｳｼﾞ)、大師山(ﾀﾞｲｼﾔﾏ)、谷屋敷(ﾀﾆ
ﾔｼｷ)、竹ノハナ(ﾀｹﾉﾊﾅ)、瀧山(ﾀｷﾔﾏ)、谷内越(ﾀﾆｳﾁｺﾞｴ)、汰場ノハナ(ﾀﾞﾊﾞﾉﾊﾅ)、地蔵ダ
バ(ｼﾞｿﾞｳﾀﾞﾊﾞ)、地蔵谷(ｼﾞｿﾞｳﾀﾞﾆ)、チウナゴシ(ﾁﾕｳﾅｺﾞｼ)、チドリ(ﾁﾄﾞﾘ)、千鳥ヒラ(ﾁﾄﾞﾘﾋﾗ)、
ツルイシノ谷(ﾂﾙｲｼﾉﾀﾆ)、鳥井ダバ(ﾄﾘｲﾀﾞﾊﾞ)、トイダ(ﾄｲﾀﾞ)、トイケ谷(ﾄｲｹﾀﾞﾆ)、トリコノサコ
(ﾄﾘｺﾉｻｺ)、長畝(ﾅｶﾞｳﾈ)、ナカトロ(ﾅｶﾄﾛ)、流地(ﾅｶﾞﾚﾁ)、長谷(ﾅｶﾞﾀﾆ)、長キレ(ﾅｶﾞｷﾚ)、

中谷(ﾅｶﾀﾆ)、中ノ段(ﾅｶﾉﾀﾞﾝ)、中ヶ市(ﾅｶｶﾞｲﾁ)、長山(ﾅｶﾞﾔﾏ)、中畝(ﾅｶﾞｳﾈ)、西川越(ﾆｼｶ
ﾜｺﾞｴ)、西ヅル(ﾆｼﾂﾞﾙ)、入道ヶ谷(ﾆﾕｳﾄﾞｳｶﾞﾀﾆ)、ヌタノウ子(ﾇﾀﾉｳﾈ)、ヌカツカ(ﾇｶﾂｶ)、ヌタ
ノクボ(ﾇﾀﾉｸﾎﾞ)、布五郎(ﾇﾉｺﾞﾛｳ)、野中(ﾉﾅｶ)、登リ山(ﾉﾎﾞﾘﾔﾏ)、登リ越(ﾉﾎﾞﾘｺﾞｴ)、箱谷(ﾊｺ
ﾀﾞﾆ)、橋ヲレ(ﾊｼｵﾚ)、墓ノ下タ(ﾊｶﾉｼﾀ)、橋ノダバ(ﾊｼﾉﾀﾞﾊﾞ)、ハヤマ(ﾊﾔﾏ)、墓ノ谷(ﾊｶﾉﾀ
ﾆ)、ハエノ元(ﾊｴﾉﾓﾄ)、ハエノ上(ﾊｴﾉｳｴ)、ハ子ノ前(ﾊﾈﾉﾏｴ)、白皇ノマエ(ﾊｸｵｳﾉﾏｴ)、

9/16



土佐清水市の小字一覧

地域 大字 字
八ヶ森(ﾊﾁｶﾞﾓﾘ)、白皇ノ上(ﾊｸｵｳﾉｳｴ)、白皇ノ畝(ﾊｸｵｳﾉｳﾈ)、墓ノ畝(ﾊｶﾉｳﾈ)、東谷(ﾋｶﾞｼ
ﾀﾞﾆ)、百ノ元(ﾋﾔｸﾉﾓﾄ)、引畝(ﾋｷｳﾈ)、平山口(ﾋﾗﾔﾏｸﾞﾁ)、東中ヶ市(ﾋｶﾞｼﾅｶｶﾞｲﾁ)、東八ヶ森
(ﾋｶﾞｼﾊﾁｶﾞﾓﾘ)、日吉谷(ﾋﾖｼﾀﾞﾆ)、藤ヶ汰場(ﾌｼﾞｶﾞﾀﾞﾊﾞ)、藤(ﾌｼﾞ)、フトヲ川(ﾌﾄｵｶﾜ)、フドヲコ
シ(ﾌﾄﾞｵｺｼ)、二タ谷入(ﾌﾀﾀﾆｲﾘ)、二タツハエ(ﾌﾀﾂﾊｴ)、堀ノ畝(ﾎﾘﾉｳﾈ)、堀ノ谷(ﾎﾘﾉﾀﾆ)、本
モ川山(ﾎﾝﾓｶﾜﾔﾏ)、マツゴ(ﾏﾂｺﾞ)、松平(ﾏﾂﾀﾞｲﾗ)、松カサコ(ﾏﾂｶﾞｻｺ)、松ノウ子(ﾏﾂﾉｳﾈ)、
松ガハナ(ﾏﾂｶﾞﾊﾅ)、
松ヶ谷(ﾏﾂｶﾞﾀﾆ)、丸山谷(ﾏﾙﾔﾏﾀﾆ)、松平谷(ﾏﾂﾋﾗﾀﾞﾆ)、松ノ下タ(ﾏﾂﾉｼﾀ)、孫太カ谷(ﾏｺﾞﾀ
ｶﾞﾀﾆ)、廻リ平(ﾏﾜﾘﾋﾗ)、杉山(ｽｷﾞﾔﾏ)、宮原(ﾐﾔﾊﾗ)、宮ヒラ(ﾐﾔﾋﾗ)、ミノコシ(ﾐﾉｺｼ)、南谷(ﾐﾅ
ﾐﾀﾞﾆ)、耳切(ﾐﾐｷﾚ)、三又谷(ﾐﾂﾏﾀﾀﾞﾆ)、向ダバ(ﾑｶｲﾀﾞﾊﾞ)、ムクロシサコ(ﾑｸﾛｼｻｺ)、向山(ﾑ
ｶｲﾔﾏ)、明所谷(ﾒｲｼﾖﾀﾞﾆ)、メヒロゴリ(ﾒﾋﾛｺﾞﾘ)、森ノ下(ﾓﾘﾉｼﾀ)、元林(ﾓﾄﾊﾞﾔｼ)、柿ノキダ(ｶ
ｷﾉｷﾀﾞ)、藪ノ森(ﾔﾌﾞﾉﾓﾘ)、柳ノ丸(ﾔﾅｷﾞﾉﾏﾙ)、柳ノサコ(ﾔﾅｷﾞﾉｻｺ)、ヤソヲカ(ﾔｿｵｶ)、

柳ノ谷(ﾔﾅｷﾞﾉﾀﾆ)、弥之助谷(ﾔﾉｽｹﾀﾞﾆ)、弥助屋敷(ﾔｽｹﾔｼｷ)、山ノ神谷(ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾞﾆ)、山ノ
下タ(ﾔﾏﾉｼﾀ)、ユル谷(ﾕﾙﾀﾞｷ)、ユル森(ﾕﾙﾓﾘ)、横吹口(ﾖｺﾌｷｸﾞﾁ)、横吹(ﾖｺﾌｷ)、横吹コシ
(ﾖｺﾌｷｺｼ)、横通(ﾖｺﾄﾞｳｼ)、ヨセノ谷(ﾖｾﾉﾀﾆ)、横野(ﾖｺﾉ)、六蔵谷(ﾛｸｿﾞｳﾀﾞﾆ)、蕨川(ﾜﾗﾋﾞｶﾞ
ﾜ)、石ノ元(ｲｼﾉﾓﾄ)、東平山(ﾋｶﾞｼﾋﾗﾔﾏ)、亀ノ奥(ｶﾒﾉｵｸ)、上タルキ(ｶﾐﾀﾙｷ)、下タルキ(ｼﾓﾀ
ﾙｷ)、内平山(ｳﾁﾋﾗﾔﾏ)、オゴマタ(ｵｺﾞﾏﾀ)

下益野
シモマシノ

アミダヤシキ(ｱﾐﾀﾞﾔｼｷ)、赤渕(ｱｶﾌﾞﾁ)、アイ谷(ｱｲﾀﾞﾆ)、アマゴ石(ｱﾏｺﾞｲｼ)、イツノ下(ｲﾂﾉｼ
ﾀ)、生能山(ｲｸﾉﾔﾏ)、イサイノ沖(ｲｻｲﾉｵｷ)、イノ口(ｲﾉｸﾁ)、イゲンダ(ｲｹﾞﾝﾀﾞ)、池ノ谷(ｲｹﾉﾀ
ﾆ)、家ノ下(ｲｴﾉｼﾀ)、井口(ｲｸﾞﾁ)、板ノ川(ｲﾀﾉｶﾜ)、碇川(ｲｶﾘｶﾞﾜ)、ウスキ谷(ｳｽｷﾀﾞﾆ)、ウシ
ゲ(ｳｼｹﾞ)、梅ヶ谷(ｳﾒｶﾞﾀﾆ)、内田(ｳﾁﾀﾞ)、エラ(ｴﾗ)、ヲカサキ(ｵｶｻｷ)、岡崎鼻(ｵｶｻﾞｷﾊﾞﾅ)、
岡野山(ｵｶﾉﾔﾏ)、奥東谷(ｵｸﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ)、大岩谷(ｵｵｲﾜﾀﾞﾆ)、ヲソコエ(ｵｿｺｴ)、

小川詰(ｵｶﾞﾜﾂﾞﾒ)、奥碇川(ｵｸｲｶﾘｶﾞﾜ)、奥キノコバタ(ｵｸｷﾉｺﾊﾞﾀ)、大板ノ川(ｵｵｲﾀﾉｶﾜ)、奥
詰山(ｵｸﾂﾞﾒﾔﾏ)、大岐越(ｵｵｷｺﾞｴ)、奥ヤナイセ(ｵｸﾔﾅｲｾ)、太田東平(ｵｵﾀﾋｶﾞｼﾋﾗ)、太田
西平(ｵｵﾀﾆｼﾋﾗ)、大ヒラ(ｵｵﾋﾗ)、大峯(ｵｵﾐﾈ)、大切(ｵｵｷﾚ)、上ミシヲツケ(ｶﾐｼｵﾂｹ)、上ヤ
シキ田(ｶﾐﾔｼｷﾀﾞ)、川添(ｶﾜｿﾞｴ)、上ミクロツチ(ｶﾐｸﾛﾂﾁ)、上カキ山(ｶﾐｶｷﾔﾏ)、上井タテ(ｶﾐ
ｲﾀﾃ)、川口田(ｶﾜｸﾞﾁﾀﾞ)、カシカケ(ｶｼｶｹ)、神ノ前(ｶﾐﾉﾏｴ)、神ノ木谷(ｶﾐﾉｷﾀﾞﾆ)、カヅラ尾山
(ｶﾂﾞﾗｵﾔﾏ)、カツラ川(ｶﾂﾗｶﾞﾜ)、カイノヲキ(ｶｲﾉｵｷ)、
神瀧(ｶﾐﾀﾞｷ)、カマトキハ(ｶﾏﾄｷﾊ)、上大田(ｶﾐｵｵﾀ)、上天神山(ｶﾐﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏ)、上殿藪(ｶﾐﾄﾞﾉ
ﾔﾌﾞ)、梶ヶ谷(ｶｼﾞｶﾞﾀﾆ)、北ウスギ谷(ｷﾀｳｽｷﾞﾀﾞﾆ)、キノコバタ(ｷﾉｺﾊﾞﾀ)、清子谷(ｷﾖｺﾀﾞﾆ)、
キロク谷(ｷﾛｸﾀﾞﾆ)、汲地谷(ｷﾕｳﾁﾀﾞﾆ)、クロツチ(ｸﾛﾂﾁ)、コモリ山(ｺﾓﾘﾔﾏ)、古寺(ｺﾃﾞﾗ)、五
反地(ｺﾀﾝｼﾞ)、小谷(ｺﾀﾆ)、コエト(ｺｴﾄ)、小碇川(ｺｲｶﾘｶﾞﾜ)、小山クチ(ｺﾔﾏｸﾁ)、芝ノ内(ｼﾊﾞﾉｳ
ﾁ)、下モシヲツケ(ｼﾓｼｵﾂｹ)、神母前(ｼﾞﾝﾎﾞﾏｴ)、神母山(ｼﾞﾝﾎﾞﾔﾏ)、下ヤシキダ(ｼﾓﾔｼｷ
ﾀﾞ)、下モカキ山(ｼﾓｶｷﾔﾏ)、
下大谷(ｼﾓｵｵﾀﾆ)、下関元(ｼﾓｾｷﾉﾓﾄ)、下汲地(ｼﾓｷﾕｳﾁ)、城山(ｼﾛﾔﾏ)、下松尾山(ｼﾓﾏﾂｵ
ﾔﾏ)、下井タテ(ｼﾓｲﾀﾃ)、下アマゴ石(ｼﾓｱﾏｺﾞｲｼ)、下トビノス山(ｼﾓﾄﾋﾞﾉｽﾔﾏ)、下大内川(ｼﾓ
ｵｵｳﾁｶﾞﾜ)、下大岐越(ｼﾓｵｵｷｺﾞｴ)、白岡山(ｼﾗｵｶﾔﾏ)、白岡谷(ｼﾗｵｶﾀﾞﾆ)、白玉山(ｼﾗﾀﾏﾔ
ﾏ)、下大田(ｼﾓｵｵﾀ)、白浜瀧(ｼﾗﾊﾏﾀﾞｷ)、下天神山(ｼﾓﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏ)、下殿藪(ｼﾓﾄﾞﾉﾔﾌﾞ)、スケ
ガ谷(ｽｹｶﾞﾀﾞﾆ)、硯落(ｽｽﾞﾘｵﾁ)、スタノ木(ｽﾀﾉｷ)、関ノ元(ｾｷﾉﾓﾄ)、タキノ下(ﾀｷﾉｼﾀ)、大師
山(ﾀﾞｲｼﾔﾏ)、高森(ﾀｶﾓﾘ)、高取(ﾀｶﾄﾘ)、
タナノ森(ﾀﾅﾉﾓﾘ)、タイノクラ(ﾀｲﾉｸﾗ)、茶堂(ﾁﾔﾄﾞｳ)、ツチハナ(ﾂﾁﾊﾅ)、ツエダ(ﾂｴﾀﾞ)、ツエ(ﾂ
ｴ)、坪山(ﾂﾎﾞﾔﾏ)、寺尾(ﾃﾗｵ)、寺ノ前(ﾃﾗﾉﾏｴ)、寺ノ下(ﾃﾗﾉｼﾀ)、テバコ谷(ﾃﾊﾞｺﾀﾞﾆ)、デアイ
(ﾃﾞｱｲ)、土居ノ下(ﾄﾞｲﾉｼﾀ)、トビノス山(ﾄﾋﾞﾉｽﾔﾏ)、堂ノハナ(ﾄﾞｳﾉﾊﾅ)、中ソ子(ﾅｶｿﾈ)、名本
地(ﾅﾓﾄｼﾞ)、ナシノ木(ﾅｼﾉｷ)、ナカシハ(ﾅｶｼﾜ)、中大田(ﾅｶｵｵﾀ)、中串山(ﾅｶｸﾞｼﾔﾏ)、中天
神山(ﾅｶﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏ)、長崎(ﾅｶﾞｻｷ)、西小吉郎(ﾆｼｺｷﾁﾛｳ)、西ノ窪(ﾆｼﾉｸﾎﾞ)、

二反田(ﾆﾀﾝﾀﾞ)、西向山(ﾆｼﾑｶｲﾔﾏ)、西新立(ﾆｼｼﾝﾀﾞﾁ)、西白浜(ﾆｼｼﾗﾊﾏ)、子ギタ(ﾈｷﾞﾀ)、
浜(ﾊﾏ)、橋ノ元(ﾊｼﾉﾓﾄ)、ハゲダ(ﾊｹﾞﾀﾞ)、東小吉郎(ﾋｶﾞｼｺｷﾁﾛｳ)、ヒノ上(ﾋﾉｶﾐ)、東谷(ﾋｶﾞｼ
ﾀﾞﾆ)、ヒナ口(ﾋﾅｸﾁ)、東ウスキ谷(ﾋｶﾞｼｳｽｷﾀﾞﾆ)、弘畠ケ(ﾋﾛﾊﾞﾀｹ)、東新立(ﾋｶﾞｼｼﾝﾀﾞﾁ)、東
船付(ﾋｶﾞｼﾌﾅﾂｷ)、一ツ橋(ﾋﾄﾂﾊﾞｼ)、渕ノ上(ﾌﾁﾉｳｴ)、渕カクボ(ﾌﾁｶｸﾎﾞ)、ホキ(ﾎｷ)、ホンナ
ロ(ﾎﾝﾅﾛ)、松ヶ市(ﾏﾂｶﾞｲﾁ)、松尾川(ﾏﾂｵｶﾞﾜ)、マトバ(ﾏﾄﾊﾞ)、丸山(ﾏﾙﾔﾏ)、

松ヶ谷(ﾏﾂｶﾞﾀﾆ)、宮ノ内(ﾐﾔﾉｳﾁ)、三ツ石(ﾐﾂｲｼ)、ミソヶ谷(ﾐｿｶﾞﾀﾆ)、宮ノ奥(ﾐﾔﾉｵｸ)、ミノコ
シ(ﾐﾉｺｼ)、宮ノ下(ﾐﾔﾉｼﾀ)、宮ノヘリ(ﾐﾔﾉﾍﾘ)、ヤスミバ(ﾔｽﾐﾊﾞ)、薬師谷(ﾔｸｼﾀﾞﾆ)、山伏峠(ﾔ
ﾏﾌﾞｼﾄｳｹﾞ)、ヨシヶ谷(ﾖｼｶﾞﾀﾆ)、養老灘(ﾖｳﾛｳﾅﾀﾞ)、養老灘山(ﾖｳﾛｳﾅﾀﾞﾔﾏ)、渡リ上リ(ﾜﾀﾘﾉ
ﾎﾞﾘ)、飛地(ﾄﾋﾞﾁ)、ヤナイセ(ﾔﾅｲｾ)、下松尾川(ｼﾓﾏﾂｵｶﾞﾜ)、上ナロ(ｶﾐﾅﾛ)、天神山(ﾃﾝｼﾞﾝ
ﾔﾏ)、トドロ(ﾄﾄﾞﾛ)、大内川(ｵｵｳﾁｶﾞﾜ)、堀ヶ谷(ﾎﾘｶﾞﾀﾞﾆ)、白浜灘(ｼﾛﾊﾏﾅﾀﾞ)、ウシヂ(ｳｼﾁﾞ)、
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ヤマトギバ(ﾔﾏﾄｷﾞﾊﾞ)、シヲツケ(ｼｵﾂｹ)、イサイ沖(ｲｻｲｵｷ)、太田西平山(ｵｵﾀﾆｼﾋﾗﾔﾏ)、大
谷(ｵｵﾀﾆ)、大谷口(ｵｵﾀﾆｸﾞﾁ)

下川口
下川口
シモカワグ
チ

アカラキ(ｱｶﾗｷ)、鰺シリ(ｱｼﾞｼﾘ)、家ノ前(ｲｴﾉﾏｴ)、井手ノ詰(ｲﾃﾞﾉﾂﾞﾒ)、井口(ｲｸﾞﾁ)、板ノ平
(ｲﾀﾉﾋﾗ)、礒中山(ｲｿﾅｶﾔﾏ)、ウド平(ｳﾄﾞﾋﾗ)、ウルシサコ(ｳﾙｼｻｺ)、午ノタ(ｳﾏﾉﾀ)、丑地ノ谷
(ｳｼｼﾞﾉﾀﾆ)、ウイ(ｳｲ)、漆カサコ(ｳﾙｼｶﾞｻｺ)、恵比須谷(ｴﾋﾞｽﾀﾞﾆ)、大平山(ｵｵﾋﾗﾔﾏ)、ヲトシ
ノ平(ｵﾄｼﾉﾋﾗ)、太田(ｵｵﾀ)、奥太田(ｵｸｵｵﾀ)、大船場(ｵｵｾﾝﾊﾞ)、奥ノ谷清元(ｵｸﾉﾀﾆｷﾖﾓﾄ)、
岡田ヤシキ(ｵｶﾀﾞﾔｼｷ)、大久保(ｵｵｸﾎﾞ)、大堀田(ｵｵﾎﾘﾀ)、大サコ(ｵｵｻｺ)、大田(ｵｵﾀ)、

沖ノダン(ｵｷﾉﾀﾞﾝ)、奥ウ井(ｵｸｳｲ)、大谷山(ｵｵﾀﾆﾔﾏ)、上太田(ｶﾐｵｵﾀ)、上ミ鰺ジリ(ｶﾐｱｼﾞ
ｼﾞﾘ)、カゲ山(ｶｹﾞﾔﾏ)、カ子ザコビラ(ｶﾈｻﾞｺﾋﾞﾗ)、門田(ｶﾄﾞﾀ)、垣内田(ｶｷｳﾁﾀﾞ)、樫ノ木田(ｶ
ｼﾉｷﾀﾞ)、上町(ｶﾐﾏﾁ)、鍛治屋ノ前(ｶｼﾞﾔﾉﾏｴ)、カヂヤシキ(ｶｼﾞﾔｼｷ)、川久保(ｶﾜｸﾎﾞ)、笠井
原(ｶｻｲﾊﾗ)、カミシボウ(ｶﾐｼﾎﾞｳ)、柿ノ木ザコ(ｶｷﾉｷｻﾞｺ)、清本(ｷﾖﾓﾄ)、經塚ノ駄場(ｷﾖｳﾂﾞｶ
ﾉﾀﾞﾊﾞ)、北岡(ｷﾀｵｶ)、楠ノ木谷(ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ)、窪根(ｸﾎﾞﾈ)、クダンガスソ(ｸﾀﾞﾝｶﾞｽｿ)、庚申ノ下
(ｺｳｼﾝﾉｼﾀ)、荒神ノ下タ(ｺｳｼﾞﾝﾉｼﾀ)、
権六屋敷(ｺﾞﾝﾛｸﾔｼｷ)、コヌタ(ｺﾇﾀ)、コカヅラ(ｺｶﾂﾞﾗ)、坂本(ｻｶﾓﾄ)、作敷(ｻｸｼｷ)、坂ノ平(ｻ
ｶﾉﾋﾗ)、成就庵(ｼﾞﾖｳｼﾞﾕｱﾝ)、シャシャブ谷(ｼﾔｼﾔﾌﾞﾀﾞﾆ)、城山(ｼﾛﾔﾏ)、下モ町(ｼﾓﾏﾁ)、シメ
カラゲ(ｼﾓｶﾗｹﾞ)、シシバ(ｼｼﾊﾞ)、竹ノ内(ﾀｹﾉｳﾁ)、谷屋敷(ﾀﾆﾔｼｷ)、大師ノ平(ﾀﾞｲｼﾉﾋﾗ)、竹
ノ下(ﾀｹﾉｼﾀ)、高城(ﾀｶｼﾛ)、高木(ﾀｶｷﾞ)、タキ山平(ﾀｷﾔﾏﾋﾗ)、タキ山(ﾀｷﾔﾏ)、地蔵ノ下(ｼﾞｿﾞ
ｳﾉｼﾀ)、地蔵ノ向(ｼﾞｿﾞｳﾉﾑｶｲ)、地蔵ノ前(ｼﾞｿﾞｳﾉﾏｴ)、地蔵ノ堂(ｼﾞｿﾞｳﾉﾄﾞｳ)、月ノ下(ﾂｷﾉｼ
ﾀ)、
月ノ平(ﾂｷﾉﾋﾗ)、寺田(ﾃﾗﾀﾞ)、寺屋敷平(ﾃﾗﾔｼｷﾋﾗ)、寺屋敷(ﾃﾗﾔｼｷ)、長尾ノウ子(ﾅｶﾞｵﾉｳ
ﾈ)、中カマノ谷(ﾅｶｶﾏﾉﾀﾆ)、長尾ノ平(ﾅｶﾞｵﾉﾋﾗ)、中ウ子(ﾅｶｳﾈ)、中山ノ下(ﾅｶﾔﾏﾉｼﾀ)、中
須賀(ﾅｶｽｶ)、流ヶ田(ﾅｶﾞﾚﾀﾞ)、長田(ﾅｶﾞﾀ)、西シャシャブ谷(ﾆｼｼﾔｼﾔﾌﾞﾀﾞﾆ)、西カケ山(ﾆｼｶ
ｹﾔﾏ)、西ノ久保(ﾆｼﾉｸﾎﾞ)、西浜田(ﾆｼﾊﾏﾀﾞ)、西牧山(ﾆｼﾏｷﾔﾏ)、ヌタノタ(ﾇﾀﾉﾀ)、野々木(ﾉﾉ
ｷﾞ)、ハチノスヒラ(ﾊﾁﾉｽﾋﾗ)、浜田(ﾊﾏﾀﾞ)、ハチノス(ﾊﾁﾉｽ)、橋本(ﾊｼﾓﾄ)、樋ノ谷(ﾋﾉﾀﾆ)、樋
ノ口(ﾋﾉｸﾁ)、
弘畠(ﾋﾛﾊﾀ)、ヒビノオ(ﾋﾋﾞﾉｵ)、東岡ノハナ(ﾋｶﾞｼｵｶﾉﾊﾅ)、東亡地谷(ﾋｶﾞｼﾎﾞｳﾁﾀﾞﾆ)、樋元(ﾋﾉ
ﾓﾄ)、風呂ノ本(ﾌﾛﾉﾓﾄ)、フタゴ石(ﾌﾀｺﾞｲｼ)、ホド岡(ﾎﾄﾞｵｶ)、ボヲジヶ谷(ﾎﾞｳｼﾞｶﾞﾀﾆ)、槙ノ平
(ﾏｷﾉﾋﾗ)、松本(ﾏﾂﾓﾄ)、松ヶサコ(ﾏﾂｶﾞｻｺ)、前ノ浜(ﾏｴﾉﾊﾏ)、水ヶ谷(ﾐｽﾞｶﾞﾀﾆ)、南横石(ﾐﾅﾐ
ﾖｺｲｼ)、溝コシ(ﾐｿﾞｺｼ)、見残シ(ﾐﾉｺｼ)、宮ノハナ(ﾐﾔﾉﾊﾅ)、宗ナイダ(ﾑﾈﾅｲﾀﾞ)、薮ノハナ(ﾔﾌﾞ
ﾉﾊﾅ)、柳サコ(ﾔﾅｷﾞｻｺ)、山ノ下(ﾔﾏﾉｼﾀ)、山岡(ﾔﾏｵｶ)、ヤシキ田(ﾔｼｷﾀﾞ)、弓立(ﾕﾐﾀﾃ)、

横石(ﾖｺｲｼ)、横田(ﾖｺﾀ)、リキシダ(ﾘｷｼﾀﾞ)、渡リ上リ(ﾜﾀﾘﾉﾎﾞﾘ)、樫ノ木山(ｶｼﾉｷﾔﾏ)、ヒビノ
木(ﾋﾋﾞﾉｷ)、早稲ジリ(ﾜｾｼﾞﾘ)、堀田(ﾎﾘﾀ)

片粕
カタカス

イエシロ(ｲｴｼﾛ)、楳ノ木サコ(ｳﾒﾉｷｻｺ)、ヲンボウ谷(ｵﾝﾎﾞｳﾀﾞﾆ)、ヲイノ垣ノ内(ｵｲﾉｶｷﾉｳﾁ)、
片粕ノ谷(ｶﾀｶｽﾉﾀﾆ)、片粕浜林(ｶﾀｶｽﾊﾏﾊﾞﾔｼ)、筧ノ上ミ(ｶｹｲﾉｶﾐ)、上長田(ｶﾐﾅｶﾞﾀ)、川ナ
ヤ畠(ｶﾜﾅﾔﾊﾞﾀ)、川口本キレ(ｶﾜｸﾞﾁﾎﾝｷﾚ)、クダシカスリ(ｸﾀﾞｼｶｽﾘ)、久保畠(ｸﾎﾞﾊﾞﾀｹ)、御
坊山(ｺﾎﾞｳﾔﾏ)、仕垪場(ｼｿｳﾊﾞ)、下ツヅラ(ｼﾀﾂﾂﾞﾗ)、シャブガヒラ(ｼﾔﾌﾞｶﾞﾋﾗ)、下谷山(ｼﾓﾀ
ﾆﾔﾏ)、シヲヤガ谷(ｼｵﾔｶﾞﾀﾆ)、歯朶ノ浦(ｼﾀﾞﾉｳﾗ)、白皇タバ(ｼﾗｵｳﾀﾊﾞ)、ダバノハナ(ﾀﾞﾊﾞﾉﾊ
ﾅ)、茶園ノ久保(ﾁﾔｴﾝﾉｸﾎﾞ)、茶圃(ﾁﾔﾎﾞ)、月ノヒラ(ﾂｷﾉﾋﾗ)、ツヅラ谷(ﾂﾂﾞﾗﾀﾞﾆ)、

出バナ(ﾃﾞﾊﾞﾅ)、中スカ(ﾅｶｽｶ)、長田(ﾅｶﾞﾀ)、中切レ(ﾅｶｷﾞﾚ)、中ツヅラ(ﾅｶﾂﾂﾞﾗ)、西浜(ﾆｼﾊ
ﾏ)、白皇山(ﾊｸｵｳｻﾞﾝ)、東浜(ﾋｶﾞｼﾊﾏ)、丸尾山(ﾏﾙｵﾔﾏ)、丸尾ノハナ(ﾏﾙｵﾉﾊﾅ)、丸尾ノ脇
(ﾏﾙｵﾉﾜｷ)、三谷ノ上(ﾐﾀﾆﾉｶﾐ)、三谷口(ﾐﾀﾆｸﾞﾁ)、箕作リ(ﾐﾂｸﾘ)、三谷山(ﾐﾀﾆﾔﾏ)、ミセ畠(ﾐ
ｾﾊﾞﾀ)、元越山(ﾓﾄｺﾞｴﾔﾏ)、余立山(ﾖﾀﾃﾔﾏ)、ヨセハタ(ﾖｾﾊﾀ)、下も谷口(ｼﾓﾀﾆｸﾞﾁ)

貝ノ川
カイノカワ

アンノ後口(ｱﾝﾉｳｼﾛｸﾁ)、上ル谷(ｱｶﾞﾙﾀﾆ)、アエノウ子(ｱｴﾉｳﾈ)、市平屋式(ｲﾁﾍｲﾔｼｷ)、礒
崎(ｲｿｻﾞｷ)、ウワミゾ(ｳﾜﾐｿﾞ)、ウワミゾ山(ｳﾜﾐｿﾞﾔﾏ)、ヱノキサコ(ｴﾉｷｻｺ)、大平(ｵｵﾋﾗ)、ヲ
クチ新開(ｵｸﾁｼﾝｶｲ)、岡崎ノハナ(ｵｶｻﾞｷﾉﾊﾅ)、岡田屋式(ｵｶﾀﾞﾔｼｷ)、王屋式ノダバ(ｵｳﾔｼ
ｷﾉﾀﾞﾊﾞ)、扇サコ北ノ谷(ｵｵｷﾞｻｺｷﾀﾉﾀﾆ)、扇サコ南ノ谷(ｵｵｷﾞｻｺﾐﾅﾐﾉﾀﾆ)、上向手平(ｶﾐﾑｶｲ
ﾃﾋﾗ)、上永ウイ(ｶﾐﾅｶﾞｳｲ)、川久保(ｶﾜｸﾎﾞ)、上ミノ谷(ｶﾐﾉﾀﾆ)、梶ヶ谷(ｶｼﾞｶﾞﾀﾆ)、貝ノ川本
モキレ(ｶｲﾉｶﾜﾓﾄﾓｷﾚ)、菊田屋敷(ｷｸﾀﾔｼｷ)、子持屋式(ｺﾓﾁﾔｼｷ)、コガノ谷(ｺｶﾞﾉﾀﾆ)、コビ
ヤガ谷(ｺﾋﾞﾔｶﾞﾀﾆ)、
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佐吾郎新開(ｻｺﾞﾛｳｼﾝｶｲ)、サコノ前(ｻｺﾉﾏｴ)、サコノ前山(ｻｺﾉﾏｴﾔﾏ)、サンセウ谷(ｻﾝｿｳﾀﾞ
ﾆ)、下向手平(ｼﾓﾑｶｲﾃﾋﾗ)、新開(ｼﾝｶｲ)、下永ウイ(ｼﾓﾅｶﾞｳｲ)、神田ノ岡(ｼﾝﾃﾞﾝﾉｵｶ)、新地
(ｼﾝﾁ)、下モ柳谷(ｼﾓﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ)、下モノ谷(ｼﾓﾉﾀﾆ)、白皇ノ前(ｼﾗｵｳﾉﾏｴ)、水神ノ前(ｽｲｼﾞﾝﾉ
ﾏｴ)、千上ヶ市(ｾﾝｼﾞﾖｳｶﾞｲﾁ)、宗善寺ノ前(ｿｳｾﾞﾝｼﾞﾉﾏｴ)、宗善寺屋敷(ｿｳｾﾞﾝｼﾞﾔｼｷ)、竹ヶ
市(ﾀｹｶﾞｲﾁ)、田平(ﾀﾋﾞﾗ)、タキ山ノ下タ(ﾀｷﾔﾏﾉｼﾀ)、ツキ池之上(ﾂｷｲｹﾉｳｴ)、ツキイケ(ﾂｷｲ
ｹ)、中ヶ市(ﾅｶｶﾞｲﾁ)、中ヶ市コヲセ(ﾅｶｶﾞｲﾁｺｵｾ)、中ヲサ(ﾅｶｵｻ)、中之谷(ﾅｶﾉﾀﾆ)、

中川原(ﾅｶｶﾜﾊﾗ)、中小路(ﾅｶｺｳｼﾞ)、中村屋式(ﾅｶﾑﾗﾔｼｷ)、永ウイ(ﾅｶﾞｳｲ)、西中ヶ市(ﾆｼ
ﾅｶｶﾞｲﾁ)、西平山(ﾆｼﾋﾗﾔﾏ)、ハイタカデン(ﾊｲﾀｶﾃﾞﾝ)、畠田(ﾊﾀｹﾀﾞ)、畠ノダバ(ﾊﾀｹﾉﾀﾞﾊﾞ)、
馬場ノウ子(ﾊﾞﾊﾞﾉｳﾈ)、弘畠(ﾋﾛﾊﾞﾀｹ)、ヒロハタケ山(ﾋﾛﾊﾀｹﾔﾏ)、ヒエジリ(ﾋｴｼﾞﾘ)、東丸山
(ﾋｶﾞｼﾏﾙﾔﾏ)、東脇野山(ﾋｶﾞｼﾜｷﾉﾔﾏ)、東平山(ﾋｶﾞｼﾋﾗﾔﾏ)、火道ノサコ(ﾋﾐﾁﾉｻｺ)、古川(ﾌﾙ
ｶﾜ)、古芋尻(ﾌﾙｲﾓｼﾞﾘ)、古田(ﾌﾙﾀ)、坊ノ下(ﾎﾞｳﾉｼﾀ)、松木之下(ﾏﾂｷﾞﾉｼﾀ)、丸田(ﾏﾙﾀ)、丸
山(ﾏﾙﾔﾏ)、水ツボ(ﾐｽﾞﾂﾎﾞ)、
南屋敷山(ﾐﾅﾐﾔｼｷﾔﾏ)、南屋式(ﾐﾅﾐﾔｼｷ)、宮ノウシロ(ﾐﾔﾉｳｼﾛ)、宮ノ谷西(ﾐﾔﾉﾀﾆﾆｼ)、宮
ノ谷東(ﾐﾔﾉﾀﾆﾋｶﾞｼ)、湊谷(ﾐﾅﾄﾀﾞﾆ)、ミナト山(ﾐﾅﾄﾔﾏ)、湊(ﾐﾅﾄ)、見平畑山(ﾐﾋﾗﾊﾀﾔﾏ)、見平
畑続山(ﾐﾋﾗﾊﾀﾂﾂﾞｷﾔﾏ)、柳谷(ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ)、ヤケ野ノ谷(ﾔｹﾉﾉﾀﾆ)、横浜(ﾖｺﾊﾏ)、横峯山(ﾖｺﾐ
ﾈﾔﾏ)、脇野続山(ﾜｷﾉﾂﾂﾞｷﾔﾏ)、脇野山(ﾜｷﾉﾔﾏ)、脇ノ川山(ﾜｷﾉｶﾜﾔﾏ)、上ミヅ(ｶﾐﾐﾂﾞ)、上
エジリ(ｶﾐｴｼﾞﾘ)、下千上ヶ市(ｼﾓｾﾝｼﾞﾖｳｶﾞｲﾁ)

大津
オオツ

朝開キ(ｱｻﾋﾞﾗｷ)、粟尻スソ(ｱﾜｼﾞﾘｽｿ)、粟尻(ｱﾜｼﾞﾘ)、粟津川山(ｱﾜﾂｶﾞﾜﾔﾏ)、礒平(ｲｿﾋﾗ)、
壱番東谷(ｲﾁﾊﾞﾝﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ)、一番ノ頭(ｲﾁﾊﾞﾝﾉｶｼﾗ)、一番ノ谷西平(ｲﾁﾊﾞﾝﾉﾀﾆﾆｼﾋﾗ)、一番ノ
道ノ上(ｲﾁﾊﾞﾝﾉﾐﾁﾉｳｴ)、一番ノ道ノ下タ(ｲﾁﾊﾞﾝﾉﾐﾁﾉｼﾀ)、一番ノトウ(ｲﾁﾊﾞﾝﾉﾄｳ)、一番ノスソ
(ｲﾁﾊﾞﾝﾉｽｿ)、家ノ下(ｲｴﾉｼﾀ)、泉クリノ上(ｲｽﾞﾐｸﾘﾉｳｴ)、犬ヶ谷トウ(ｲﾇｶﾞﾀﾆﾄｳ)、池ノ尻(ｲｹﾉ
ｼﾘ)、狗ヶ谷(ｲﾇｶﾞﾀﾆ)、狗ヶ谷ノ下(ｲﾇｶﾞﾀﾆﾉｼﾀ)、打越(ｳﾁｺｼ)、後口谷(ｳｼﾛｸﾁﾀﾞﾆ)、ウルソノ
鍋ノ釣(ｳﾙｿﾉﾅﾍﾞﾉﾂﾘ)、ヒヱ尻道の下(ﾋｴｼﾞﾘﾐﾁﾉｼﾀ)、ヒヱ尻(ﾋｴｼﾞﾘ)、馬木(ｳﾏｷﾞ)、榎サコ(ｴ
ﾉｷｻｺ)、

大ジロ向前(ｵｵｼﾞﾛﾑｶｲﾏｴ)、大白口谷(ｵｵｼﾞﾛｸﾁﾀﾞﾆ)、於礒谷(ｵｲｿﾀﾞﾆ)、大田ノ峯(ｵｵﾀﾉﾐ
ﾈ)、ヲヲ地バイ山(ｵｵﾁﾊﾞｲﾔﾏ)、ヲヲ地バイ道上(ｵｵﾁﾊﾞｲﾐﾁｳｴ)、神辺畠ケ(ｶﾐﾍﾞﾊﾞﾀｹ)、観
音崎スソ平(ｶﾝﾉﾝｻﾞｷｽｿﾋﾗ)、観音平(ｶﾝﾉﾝﾋﾗ)、カクシタ(ｶｸｼﾀ)、上ヶ谷ノスソ(ｶﾐｶﾞﾀﾆﾉｽ
ｿ)、上ミゲ谷頭ヲ(ｶﾐｶﾞﾀﾆｶｼﾗｵ)、川向山(ｶﾜﾑｶｲﾔﾏ)、川向(ｶﾜﾑｶｲ)、鴨ヶ谷(ｶﾓｶﾞﾀﾆ)、桐ノ
木ノ下(ｷﾘﾉｷﾉｼﾀ)、北下モ前(ｷﾀｼﾓﾏｴ)、荒神山(ｺｳｼﾞﾝﾔﾏ)、庚申平(ｺｳｼﾞﾝﾋﾗ)、幸ノ丞地(ｺ
ｳﾉｼﾞﾖｳﾁ)、コウヂバイ(ｺｳｼﾞﾊﾞｲ)、荒神山ノ下(ｺｳｼﾞﾝﾔﾏﾉｼﾀ)、荒神山ノ上(ｺｳｼﾞﾝﾔﾏﾉｳｴ)、
コシダ(ｺｼﾀﾞ)、白尾ノ下(ｼﾗｵﾉｼﾀ)、

白皇谷空ラ(ｼﾗｵｳﾀﾞﾆｿﾗ)、シロミツクリ(ｼﾛﾐﾂｸﾘ)、下地(ｼﾀｼﾞ)、田ノ尻平(ﾀﾉｼﾘﾋﾗ)、駄場崎
東平(ﾀﾞﾊﾞｻﾞｷﾋｶﾞｼﾋﾗ)、駄場崎(ﾀﾞﾊﾞｻﾞｷ)、谷(ﾀﾆ)、竹カ谷スソ平(ﾀｹｶﾞﾀﾆｽｿﾋﾗ)、竹カ谷東
平(ﾀｹｶﾞﾀﾆﾋｶﾞｼﾋﾗ)、竹カ谷(ﾀｹｶﾞﾀﾆ)、楫ヶ疇(ﾀｹｶﾞｳﾈ)、汰場(ﾀﾞﾊﾞ)、地藏西谷ノスソ(ｼﾞｿﾞｳ
ﾆｼﾀﾆﾉｽｿ)、地藏西谷(ｼﾞｿﾞｳﾆｼﾀﾆ)、地藏ノ道下(ｼﾞｿﾞｳﾉﾐﾁｼﾀ)、地藏之道上(ｼﾞｿﾞｳﾉﾐﾁｳｴ)、
地藏ノ西平(ｼﾞｿﾞｳﾉﾆｼﾋﾗ)、フヅキ谷(ﾌｽﾞｷﾀﾞﾆ)、ツボエキ(ﾂﾎﾞｴｷ)、寺ノソラ(ﾃﾗﾉｿﾗ)、鉄砲ヶ
平(ﾃﾂﾎﾟｳｶﾞﾋﾗ)、鉄砲ヶ端(ﾃﾂﾎﾟｳｶﾞﾊｼ)、出口(ﾃﾞｸﾞﾁ)、トウゲン堂ノ前平(ﾄｳｹﾞﾝﾄﾞｳﾉﾏｴﾋﾗ)、
トウゲン峠(ﾄｳｹﾞﾝﾄｳｹﾞ)、

トド平(ﾄﾄﾞﾋﾗ)、鳥越(ﾄﾘｺﾞｴ)、鳶ノ子スソ(ﾄﾋﾞﾉｺｽｿ)、鳶ノ子(ﾄﾋﾞﾉｺ)、トイダ(ﾄｲﾀﾞ)、鳥淵山(ﾄﾘ
ﾌﾞﾁﾔﾏ)、水谷ノ尻(ﾐｽﾞﾀﾆﾉｼﾘ)、中山(ﾅｶﾔﾏ)、ナモト屋敷(ﾅﾓﾄﾔｼｷ)、鍋ノ釣(ﾅﾍﾞﾉｼﾘ)、中ウ
子(ﾅｶｳﾈ)、西串(ﾆｼｸﾞｼ)、西串西谷(ﾆｼｸﾞｼﾆｼﾀﾆ)、西出口(ﾆｼﾃﾞｸﾞﾁ)、西道ノ下(ﾆｼﾐﾁﾉｼﾀ)、
西平(ﾆｼﾋﾗ)、西平山(ﾆｼﾋﾗﾔﾏ)、汢ノ森山(ﾇﾀﾉﾓﾘﾔﾏ)、登リサコ(ﾉﾎﾞﾘｻｺ)、畠ケ田(ﾊﾀｹﾀﾞ)、
ハゼガ谷下(ﾊｾﾞｶﾞﾀﾆｼﾓ)、ハゼガ谷中(ﾊｾﾞｶﾞﾀﾆﾅｶ)、ハゼガ谷頭(ﾊｾﾞｶﾞﾀﾆｶｼﾗ)、白皇ノ出
口(ﾊｸｵｳﾉﾃﾞｸﾞﾁ)、白皇ノ上(ﾊｸｵｳﾉｶﾐ)、
ハンダブロ(ﾊﾝﾀﾞﾌﾞﾛ)、白皇ノ後(ﾊｸｵｳﾉｳｼﾛ)、蜂ノウト(ﾊﾁﾉｳﾄ)、東串ノ上ヱ(ﾋｶﾞｼｸｼﾉｳｴ)、
東串西道ノ上(ﾋｶﾞｼｸｼﾆｼﾐﾁﾉｳｴ)、東串道ノ下(ﾋｶﾞｼｸｼﾐﾁﾉｼﾀ)、東串スソ(ﾋｶﾞｼｸｼｽｿ)、東平
(ﾋｶﾞｼﾋﾗ)、東ハゼガ谷(ﾋｶﾞｼﾊｾﾞｶﾞﾀﾆ)、蛭子ノ上(ﾋﾙﾉｳｴ)、日和山(ﾋﾖﾘﾔﾏ)、日和山ノ峠(ﾋﾖ
ﾘﾔﾏﾉﾄｳｹﾞ)、平野(ﾋﾗﾉ)、堀ノ峯(ﾎﾘﾉﾐﾈ)、本開(ﾎﾝｶｲ)、万ヶ谷(ﾏﾝｶﾞﾀﾆ)、松林(ﾏﾂﾊﾞﾔｼ)、前
切(ﾏｴｷﾞﾚ)、丸山(ﾏﾙﾔﾏ)、水谷ノ頭(ﾐｽﾞﾀﾆﾉｶｼﾗ)、南下モ前(ﾐﾅﾐｼﾓﾏｴ)、宮ノウシロ(ﾐﾔﾉｳｼ
ﾛ)、港(ﾐﾅﾄ)、宮ノ上(ﾐﾔﾉｳｴ)、道ノ上(ﾐﾁﾉｳｴ)、
道ノ下(ﾐﾁﾉｼﾀ)、溝ノ上(ﾐｿﾞﾉｳｴ)、ミゾノ下(ﾐｿﾞﾉｼﾀ)、峯ノ畠(ﾐﾈﾉﾊﾀｹ)、ミゾゴ(ﾐｿﾞｺﾞ)、ミゾゴ
谷(ﾐｿﾞｺﾞﾀﾞﾆ)、宮地(ﾐﾔｼﾞ)、向イ前(ﾑｶｲﾏｴ)、向田(ﾑｶｲﾀﾞ)、向畑(ﾑｶｲﾊﾞﾀｹ)、ヤケ尾崎之頭
(ﾔｹｵｻﾞｷﾉｶｼﾗ)、ヤケ尾崎磯部(ﾔｹｵｻﾞｷｲｿﾍﾞ)、ヤケ崎西平(ﾔｹｻﾞｷﾆｼﾋﾗ)、柳ザコ(ﾔﾅｷﾞｻﾞ
ｺ)、柳サコ上ノ谷(ﾔﾅｷﾞｻｺｶﾐﾉﾀﾆ)、柳サコ山(ﾔﾅｷﾞｻｺﾔﾏ)、焼山(ﾔｷﾔﾏ)、横道山(ﾖｺﾐﾁﾔ
ﾏ)、ヨカリ山(ﾖｶﾘﾔﾏ)、横道(ﾖｺﾐﾁ)、脇ノ川浜(ﾜｷﾉｶﾜﾊﾏ)、脇ノ川(ﾜｷﾉｶﾜ)、ワセジリ(ﾜｾｼﾞ
ﾘ)、脇ノ川山(ﾜｷﾉｶﾜﾔﾏ)、富ケ田(ﾄﾐｶﾞﾀ)、
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地域 大字 字
豊水(ﾄﾖﾐｽﾞ)、フツキ谷(ﾌﾂｷﾀﾞﾆ)、蛭子ノスソ(ﾋﾙﾉｽｿ)

宗呂
ソウロ

アカヅエ甲(ｱｶﾂﾞｴｺｳ)、アカリ立甲(ｱｶﾘﾀﾃｺｳ)、家ノ前甲(ｲｴﾉﾏｴｺｳ)、市宇平甲(ｲﾁｳﾋﾗｺ
ｳ)、イサキヒラ甲(ｲｻｷﾋﾗｺｳ)、石山口甲(ｲｼﾔﾏｸﾞﾁｺｳ)、ウシロ谷乙(ｳｼﾛﾀﾞﾆｵﾂ)、大ウ子甲
(ｵｵｳﾈｺｳ)、小田甲(ｵﾀﾞｺｳ)、大原甲(ｵｵﾊﾗｺｳ)、大井手甲(ｵｵｲﾃﾞｺｳ)、大四良甲(ｵｵｼﾛｺ
ｳ)、大谷口甲(ｵｵﾀﾆｸﾞﾁｺｳ)、ヲソゴヘ甲(ｵｿｺﾞｴｺｳ)、ヲモダ甲(ｵﾓﾀﾞｺｳ)、奥川山甲(ｵｸｶﾜﾔﾏ
ｺｳ)、ヲク川甲(ｵｸｶﾜｺｳ)、ヲク川山(ｵｸｶﾜﾔﾏ)、大ホラ乙(ｵｵﾎﾗｵﾂ)、扇サコ乙(ｵｵｷﾞｻｺｵ
ﾂ)、大ナワシロ乙(ｵｵﾅﾜｼﾛｵﾂ)、ヲカヤシキ乙(ｵｶﾔｼｷｵﾂ)、大サコ乙(ｵｵｻｺｵﾂ)、追立乙(ｵ
ｲﾀﾃｵﾂ)、上イサキヒラ甲(ｶﾐｲｻｷﾋﾗｺｳ)、

カイチ甲(ｶｲﾁｺｳ)、上神母甲(ｶﾐｼﾞﾝﾎﾞｺｳ)、上ヤシキ甲(ｶﾐﾔｼｷｺｳ)、カキヤマクチ甲(ｶｷﾔﾏ
ｸﾁｺｳ)、上長田甲(ｶﾐﾅｶﾞﾀｺｳ)、神ノ後甲(ｶﾐﾉｳｼﾛｺｳ)、カワラダ甲(ｶﾜﾗﾀﾞｺｳ)、上ノ谷甲(ｶﾐﾉ
ﾀﾆｺｳ)、上ウツギ乙(ｶﾐｳﾂｷﾞｵﾂ)、上ヌスビト谷乙(ｶﾐﾇｽﾋﾞﾄﾀﾞﾆｵﾂ)、カゴウ乙(ｶｺﾞｳｵﾂ)、上
藤原乙(ｶﾐﾌｼﾞﾜﾗｵﾂ)、カイダガ谷乙(ｶｲﾀﾞｶﾞﾀﾆｵﾂ)、上大サコ乙(ｶﾐｵｵｻｺｵﾂ)、カナアラセ乙
(ｶﾅｱﾗｾｵﾂ)、北鳥越甲(ｷﾀﾄﾘｺﾞｴｺｳ)、クイタ甲(ｸｲﾀｺｳ)、小藤口甲(ｺﾌｼﾞｸﾞﾁｺｳ)、権十郎ダ
バ甲(ｺﾞﾝｼﾞﾕｳﾛｳﾀﾞﾊﾞｺｳ)、小山谷丙(ｺﾔﾏﾀﾞﾆﾍｲ)、ゴミノダバ甲(ｺﾞﾐﾉﾀﾞﾊﾞｺｳ)、小藤山甲(ｺﾌ
ｼﾞﾔﾏｺｳ)、コウタンダバ甲(ｺｳﾀﾝﾀﾞﾊﾞｺｳ)、小平山(ｺﾋﾗﾔﾏ)、権地谷山(ｺﾞﾝﾁﾀﾞﾆﾔﾏ)、

小クズ原乙(ｺｸｽﾞﾊﾗｵﾂ)、コヤカ谷乙(ｺﾔｶﾞﾀﾆｵﾂ)、コバサコ乙(ｺﾊﾞｻｺｵﾂ)、サコノ内甲(ｻｺﾉ
ｳﾁｺｳ)、サクノヲク乙(ｻｸﾉｵｸｵﾂ)、サコノ前乙(ｻｺﾉﾏｴｵﾂ)、サンジンボウ乙(ｻﾝｼﾞﾝﾎﾞｳｵﾂ)、
シモノコ甲(ｼﾓﾉｺｺｳ)、シヲリ甲(ｼｵﾘｺｳ)、下シヲリ甲(ｼﾓｼｵﾘｺｳ)、下イサキヒラ甲(ｼﾓｲｻｷﾋﾗ
ｺｳ)、下モモテ甲(ｼﾓﾓﾃｺｳ)、神母ノ元甲(ｼﾞﾝﾎﾞﾉﾓﾄｺｳ)、シバンバ甲(ｼﾊﾞﾝﾊﾞｺｳ)、下モ竹山
甲(ｼﾓﾀｹﾔﾏｺｳ)、新開甲(ｼﾝｶｲｺｳ)、下ウツギ乙(ｼﾓｳﾂｷﾞｵﾂ)、新太郎乙(ｼﾝﾀﾛｳｵﾂ)、下モ
谷乙(ｼﾓﾀﾆｵﾂ)、下モ藤原乙(ｼﾓﾌｼﾞﾜﾗｵﾂ)、スリバチ甲(ｽﾘﾊﾞﾁｺｳ)、センバ甲(ｾﾝﾊﾞｺｳ)、セ
リ谷口甲(ｾﾘﾀﾆｸﾞﾁｺｳ)、セリガ谷甲(ｾﾘｶﾞﾀﾆｺｳ)、セイモト乙(ｾｲﾓﾄｵﾂ)、

立石官林甲(ﾀﾃｲｼｶﾝﾘﾝｺｳ)、瀧山甲(ﾀｷﾔﾏｺｳ)、竹山甲(ﾀｹﾔﾏｺｳ)、タクミ畑甲(ﾀｸﾐﾊﾞﾀｺｳ)、
高天原甲(ﾀｶﾃﾝﾊﾞﾗｺｳ)、クス原平乙(ｸｽﾊﾗﾋﾗｵﾂ)、タルフシ谷乙(ﾀﾙﾌｼﾀﾞﾆｵﾂ)、千代ヶ谷甲
(ﾁﾖｶﾞﾀﾆｺｳ)、辻ノ内乙(ﾂｼﾞﾉｳﾁｵﾂ)、出合甲(ﾃﾞｱｲｺｳ)、天皇乙(ﾃﾝﾉｳｵﾂ)、天神前甲(ﾃﾝｼﾞﾝ
ﾏｴｺｳ)、土橋口甲(ﾄﾞﾊﾞｼｸﾞﾁｺｳ)、鳥越甲(ﾄﾘｺﾞｴｺｳ)、トヲゲダバ甲(ﾄｳｹﾞﾀﾞﾊﾞｺｳ)、トウゲ乙(ﾄ
ｳｹﾞｵﾂ)、ナニマガリ甲(ﾅﾆﾏｶﾞﾘｺｳ)、中谷甲(ﾅｶﾀﾆｺｳ)、中谷口甲(ﾅｶﾀﾆｸﾞﾁｺｳ)、長サコ乙
(ﾅｶﾞｻｺｵﾂ)、中山乙(ﾅｶﾔﾏｵﾂ)、ナカレ畑乙(ﾅｶﾚﾊﾞﾀｵﾂ)、長田反別(ﾅｶﾞﾀﾀﾝﾍﾞﾂ)、ナカノセ
乙(ﾅｶﾉｾｵﾂ)、長瀬平乙(ﾅｶﾞｾﾋﾗｵﾂ)、

長ジャガダバ甲(ﾅｶﾞｼﾞﾔｶﾞﾀﾞﾊﾞｺｳ)、西神母甲(ﾆｼｼﾞﾝﾎﾞｺｳ)、西大サコ乙(ﾆｼｵｵｻｺｵﾂ)、ヌス
ビト谷乙(ﾇｽﾋﾞﾄﾀﾞﾆｵﾂ)、ハケ甲(ﾊｹｺｳ)、原甲(ﾊﾗｺｳ)、橋ノ本乙(ﾊｼﾉﾓﾄｵﾂ)、ハサコノ谷乙
(ﾊｻｺﾉﾀﾆｵﾂ)、ハサコ谷乙(ﾊｻｺﾀﾆｵﾂ)、ヒヨリドメ甲(ﾋﾖﾘﾄﾞﾒｺｳ)、フルタ甲(ﾌﾙﾀｺｳ)、古尾甲
(ﾌﾙｵｺｳ)、フルヤ谷乙(ﾌﾙﾔﾀﾆｵﾂ)、フチダ乙(ﾌﾁﾀﾞｵﾂ)、フタゴ谷乙(ﾌﾀｺﾞﾀﾞﾆｵﾂ)、フタゴラク
乙(ﾌﾀｺﾞﾗｸｵﾂ)、ホコノヒラ甲(ﾎｺﾉﾋﾗｺｳ)、ホリ口乙(ﾎﾘｸﾞﾁｵﾂ)、松ノダバ甲(ﾏﾂﾉﾀﾞﾊﾞｺｳ)、丸
野甲(ﾏﾙﾉｺｳ)、前ノ谷甲(ﾏｴﾉﾀﾆｺｳ)、道下甲(ﾐﾁｼﾀｺｳ)、南大四良甲(ﾐﾅﾐｵｵｼﾛｺｳ)、宮ノ前
乙(ﾐﾔﾉﾏｴｵﾂ)、見ドヲ乙(ﾐﾄﾞｵｵﾂ)、

溝ノ下乙(ﾐｿﾞﾉｼﾀｵﾂ)、ヤハタ甲(ﾔﾊﾀｺｳ)、ヨカリ山甲(ﾖｶﾘﾔﾏｺｳ)、ヨワイダ乙(ﾖﾜｲﾀﾞｵﾂ)、横
木ハナ乙(ﾖｺｷﾞﾊﾅｵﾂ)、赤松丙(ｱｶﾏﾂﾍｲ)、赤松谷口丙(ｱｶﾏﾂﾀﾆｸﾞﾁﾍｲ)、愛宕山丙(ｱﾀｺﾞﾔ
ﾏﾍｲ)、足川丙(ｱｼｶﾜﾍｲ)、足川平山丙(ｱｼｶﾜﾋﾗﾔﾏﾍｲ)、青木ノ本丙(ｱｵｷﾉﾓﾄﾍｲ)、アナガシ
丙(ｱﾅｶﾞｼﾍｲ)、アノヤマ丙(ｱﾉﾔﾏﾍｲ)、青木ノサコ丙(ｱｵｷﾉｻｺﾍｲ)、石井テ丙(ｲｼｲﾃﾞﾍｲ)、井
口丙(ｲﾉｸﾁﾍｲ)、イシヤヂ丙(ｲｼﾔｼﾞﾍｲ)、家重丙(ｲｴｼｹﾞﾍｲ)、石原サコ(ｲｼﾊﾗｻｺ)、池田丙(ｲ
ｹﾀﾞﾍｲ)、井ノ谷丙(ｲﾉﾀﾆﾍｲ)、井ノ谷南平丙(ｲﾉﾀﾆﾐﾅﾐﾋﾗﾍｲ)、壱畝町田丙(ｲﾂｾﾏﾁﾀﾞﾍｲ)、市
右衛門屋敷丙(ｲﾁｴﾓﾝﾔｼｷﾍｲ)、井デノ下タ丙(ｲﾃﾞﾉｼﾀﾍｲ)、

石原丙(ｲｼﾊﾗﾍｲ)、石原ズソ丙(ｲｼﾊﾗｽﾞｿﾍｲ)、家重口丙(ｲｴｼｹﾞｸﾞﾁﾍｲ)、岩田丙(ｲﾜﾀﾍｲ)、イ
ナリバナ丙(ｲﾅﾘﾊﾞﾅﾍｲ)、イタブ畝丙(ｲﾀﾌﾞｳﾈﾍｲ)、イタブンサコ丙(ｲﾀﾌﾞﾝｻｺﾍｲ)、イトヲロク
丙(ｲﾄｵﾛｸﾍｲ)、イシガトウ丙(ｲｼｶﾞﾄｳﾍｲ)、イシガミダバ丙(ｲｼｶﾞﾐﾀﾞﾊﾞﾍｲ)、イモジリ丙(ｲﾓｼﾞﾘ
ﾍｲ)、神母ノ木丙(ｲｹﾞﾉｷﾍｲ)、内ヤシキ丙(ｳﾁﾔｼｷﾍｲ)、ウトノ川口丙(ｳﾄﾉｶﾜｸﾞﾁﾍｲ)、ウツヲ
ノ川丙(ｳﾂｵﾉｶﾜﾍｲ)、ウツヶサコ丙(ｳﾂｶﾞｻｺﾍｲ)、ウシロ谷丙(ｳｼﾛﾀﾞﾆﾍｲ)、ウシロダバ丙(ｳｼ
ﾛﾀﾞﾊﾞﾍｲ)、梅ノ木サコ丙(ｳﾒﾉｷｻｺﾍｲ)、梅ノハナ丙(ｳﾒﾉﾊﾅﾍｲ)、ウスキノ谷丙(ｳｽｷﾉﾀﾆﾍｲ)、
エンコブチ丙(ｴﾝｺﾌﾞﾁﾍｲ)、榎ノサコ丙(ｴﾉｷﾉｻｺﾍｲ)、エガミ谷口丙(ｴｶﾞﾐﾀﾆｸﾞﾁﾍｲ)、落合山
丙(ｵﾁｱｲﾔﾏﾍｲ)、
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落合丙(ｵﾁｱｲﾍｲ)、ヲバンサコ丙(ｵﾊﾞﾝｻｺﾍｲ)、大楠丙(ｵｵｸｽﾍｲ)、大サコ丙(ｵｵｻｺﾍｲ)、岡
崎丙(ｵｶｻﾞｷﾍｲ)、大ツヘ丙(ｵｵﾂｴﾍｲ)、ヲケソコ(ｵｹｿｺ)、ヲヂガ谷丙(ｵｼﾞｶﾞﾀﾆﾍｲ)、大久ボ
丙(ｵｵｸﾎﾞﾍｲ)、ヲトシ丙(ｵﾄｼﾍｲ)、大田丙(ｵｵﾀﾍｲ)、ヲクタ丙(ｵｸﾀﾍｲ)、ヲカジロ丙(ｵｶｼﾞﾛﾍ
ｲ)、ヲカタノ前丙(ｵｶﾀﾉﾏｴﾍｲ)、ヲサバ丙(ｵｻﾊﾞﾍｲ)、折薮丙(ｵﾘﾔﾌﾞﾍｲ)、折尾丙(ｵﾘｵﾍｲ)、大
人ダバ丙(ｵﾄﾅﾀﾞﾊﾞﾍｲ)、上ダバ丙(ｶﾐﾀﾞﾊﾞﾍｲ)、上長瀬丙(ｶﾐﾅｶﾞｾﾍｲ)、柿ノ木サコ官林(ｶｷﾉ
ｷｻｺｶﾝﾘﾝ)、カゲ平丙(ｶｹﾞﾋﾗﾍｲ)、上カゲ平丙(ｶﾐｶｹﾞﾋﾗﾍｲ)、上クス原丙(ｶﾐｸｽﾋﾗﾍｲ)、上井
口(ｶﾐｲｸﾞﾁ)、

上ハ子ノモト丙(ｶﾐﾊﾈﾉﾓﾄﾍｲ)、上坂本丙(ｶﾐｻｶﾓﾄﾍｲ)、カヂガサコ丙(ｶｼﾞｶﾞｻｺﾍｲ)、上ホメヤ
シキ丙(ｶﾐﾎﾒﾔｼｷﾍｲ)、カツラムク井丙(ｶﾂﾗﾑｸｲﾍｲ)、上ホリカサコ丙(ｶﾐﾎﾘｶﾞｻｺﾍｲ)、上クヱ
キシ丙(ｶﾐｸｴｷｼﾍｲ)、上ヲトリバ丙(ｶﾐｵﾄﾘﾊﾞﾍｲ)、上弘岡丙(ｶﾐﾋﾛｵｶﾍｲ)、上札場(ｶﾐﾌﾀﾞﾊﾞ)、
神ノ前丙(ｶﾐﾉﾏｴﾍｲ)、カラ谷丙(ｶﾗﾀﾆﾍｲ)、上松ノ本(ｶﾐﾏﾂﾉﾓﾄ)、カヂワラ丙(ｶｼﾞﾜﾗﾍｲ)、上
且ノ下丙(ｶﾐﾉﾀﾞﾝﾉｼﾀﾍｲ)、上土居ヤシキ丙(ｶﾐﾄﾞｲﾔｼｷﾍｲ)、カムラ谷北平丙(ｶﾑﾗﾀﾞﾆｷﾀﾋﾗﾍ
ｲ)、上山神サコ丙(ｶﾐﾔﾏｶﾐｻｺﾍｲ)、カムラ丙(ｶﾑﾗﾍｲ)、上中ヶ市丙(ｶﾐﾅｶｶﾞｲﾁﾍｲ)、上丸渕
(ｶﾐﾏﾙﾌﾞﾁ)、カヂヤノダン丙(ｶｼﾞﾔﾉﾀﾞﾝﾍｲ)、上クロイシ丙(ｶﾐｸﾛｲｼﾍｲ)、上ホリ丙(ｶﾐﾎﾘﾍｲ)、
上フキノサコ丙(ｶﾐﾌｷﾉｻｺﾍｲ)、上ミヲヂガサコ丙(ｶﾐｵｼﾞｶﾞｻｺﾍｲ)、柿山丙(ｶｷﾔﾏﾍｲ)、川渕(ｶﾜｿﾞｴ)、川原田丙(ｶﾜﾊﾗﾀﾞﾍ
ｲ)、カヂガ下タ丙(ｶｼﾞｶﾞｼﾀﾍｲ)、カキゾエ丙(ｶｷｿﾞｴﾍｲ)、上小松ガトヲ丙(ｶﾐｺﾏﾂｶﾞﾄｳﾍｲ)、カ
マトキバ丙(ｶﾏﾄｷﾞﾊﾞﾍｲ)、柿ノ木サコ丙(ｶｷﾉｷｻｺﾍｲ)、上キビシリ丙(ｶﾐｷﾋﾞｼﾘﾍｲ)、柿ノ木田
丙(ｶｷﾉｷﾀﾞﾍｲ)、上タ子ヤブ丙(ｶﾐﾀﾈﾔﾌﾞﾍｲ)、上カムカイ丙(ｶﾐｶﾞﾑｶｲﾍｲ)、清本丙(ｷﾖﾓﾄﾍ
ｲ)、木ノ川向丙(ｷﾉｶﾜﾑｶｲﾍｲ)、木ノ川口丙(ｷﾉｶﾜｸﾞﾁﾍｲ)、北平丙(ｷﾀﾋﾗﾍｲ)、喜作ヲトシ丙
(ｷｻｸｵﾄｼﾍｲ)、キレノ下(ｷﾚﾉｼﾀ)、久助丙(ｷﾕｳｽｹﾍｲ)、木ノ辻コエ丙(ｷﾉﾂｼﾞｺﾞｴﾍｲ)、クロハ
ゲ丙(ｸﾛﾊｹﾞﾍｲ)、クイメギ丙(ｸｲﾒｷﾞﾍｲ)、楠ノ本丙(ｸｽﾉﾓﾄﾍｲ)、蔵ノ前丙(ｸﾗﾉﾏｴﾍｲ)、

クボノシモ丙(ｸﾎﾞﾉｼﾓﾍｲ)、車田丙(ｸﾙﾏﾀﾞﾍｲ)、栗木ダバ丙(ｸﾘｷﾀﾞﾊﾞﾍｲ)、口ノシリ丙(ｸﾁﾉｼﾘ
ﾍｲ)、源蔵谷山丙(ｹﾞﾝｿﾞｳﾀﾆﾔﾏﾍｲ)、コバマ丙(ｺﾊﾞﾏﾍｲ)、御坊丙(ｺﾞﾎﾞｳﾍｲ)、ゴマジリ(ｺﾞﾏｼﾞ
ﾘ)、ゴヲソヲ丙(ｺﾞｳｿｳﾍｲ)、ゴヲソコ(ｺﾞｳｿｺ)、小谷口丙(ｺﾀﾆｸﾞﾁﾍｲ)、コヤノヒラ丙(ｺﾔﾉﾋﾗﾍ
ｲ)、ゴヲノソリ(ｺﾞｳﾉｿﾘ)、コモブチ丙(ｺﾓﾌﾞﾁﾍｲ)、小谷丙(ｺﾀﾆﾍｲ)、庚申ダバ丙(ｺｳｼﾝﾀﾞﾊﾞﾍ
ｲ)、コヲロキ谷丙(ｺｵﾛｷﾀﾞﾆﾍｲ)、小名丙(ｺﾐﾖｳﾍｲ)、五郎地丙(ｺﾞﾛｳｼﾞﾍｲ)、サカ水丙(ｻｶﾐｽﾞﾍ
ｲ)、三反切丙(ｻﾝﾀﾞﾝｷﾞﾚﾍｲ)、盛リ官林丙(ｻｶﾘｶﾝﾘﾝﾍｲ)、サルク井丙(ｻﾙｸｲﾍｲ)、サコノクチ
丙(ｻｺﾉｸﾁﾍｲ)、サブミ丙(ｻﾌﾞﾐﾍｲ)、

サコ丙(ｻｺﾍｲ)、逆水谷口丙(ｻｶﾐｽﾞﾀﾆｸﾞﾁﾍｲ)、下ダバ丙(ｼﾓﾀﾞﾊﾞﾍｲ)、シャクシ丙(ｼﾔｸｼﾍ
ｲ)、下赤松丙(ｼﾓｱｶﾏﾂﾍｲ)、下長瀬丙(ｼﾓﾅｶﾞｾﾍｲ)、下長瀬平丙(ｼﾓﾅｶﾞｾﾋﾗﾍｲ)、下ガケ原
(ｼﾓｶﾞｹﾊﾗ)、城ノ下丙(ｼﾞﾖｳﾉｼﾀﾍｲ)、城ノ前丙(ｼﾞﾖｳﾉﾏｴﾍｲ)、下モハ子ノモト丙(ｼﾓﾊﾈﾉﾓﾄﾍ
ｲ)、下坂本丙(ｼﾓｻｶﾓﾄﾍｲ)、下ホメヤシキ丙(ｼﾓﾎﾒﾔｼｷﾍｲ)、下クヱキシ丙(ｼﾓｸｴｷｼﾍｲ)、
下ヲドリバ丙(ｼﾓｵﾄﾞﾘﾊﾞﾍｲ)、下弘岡丙(ｼﾓﾋﾛｵｶﾍｲ)、下札場(ｼﾓﾌﾀﾞﾊﾞ)、下松ノ本丙(ｼﾓﾏﾂﾉ
ﾓﾄﾍｲ)、下新改丙(ｼﾓｼﾝｶｲﾍｲ)、下土居ヤシキ丙(ｼﾓﾄﾞｲﾔｼｷﾍｲ)、城床丙(ｼﾛﾄｺﾍｲ)、下山ノ
神サコ丙(ｼﾓﾔﾏﾉｶﾐｻｺﾍｲ)、下旦ノハナ丙(ｼﾓﾉﾀﾞﾝﾉﾊﾅﾍｲ)、下丸渕丙(ｼﾓﾏﾙﾌﾞﾁﾍｲ)、下
中ヶ市丙(ｼﾓﾅｶｶﾞｲﾁﾍｲ)、下丸田(ｼﾓﾏﾙﾀ)、庄司北丙(ｼﾖｳｼﾞｷﾀﾍｲ)、下ツルゴフ丙(ｼﾓﾂﾙｺﾞﾌﾍｲ)、次郎屋式丙(ｼﾞﾛｳﾔ
ｼｷﾍｲ)、下ホリ丙(ｼﾓﾎﾘﾍｲ)、神母ノサコ丙(ｼﾞﾝﾎﾞﾉｻｺﾍｲ)、下黒石丙(ｼﾓｸﾛｲｼﾍｲ)、甚吾下
タ丙(ｼﾞﾝｺﾞｼﾀﾍｲ)、下モ小谷丙(ｼﾓｺﾀﾆﾍｲ)、下モフキノサコ丙(ｼﾓﾌｷﾉｻｺﾍｲ)、ショブガサコ
丙(ｼﾖﾌﾞｶﾞｻｺﾍｲ)、シモ谷丙(ｼﾓﾀﾆﾍｲ)、下モ小松ガトヲ丙(ｼﾓｺﾏﾂｶﾞﾄｳﾍｲ)、下キビシリ丙(ｼ
ﾓｷﾋﾞｼﾘﾍｲ)、下種薮丙(ｼﾓﾀﾈﾔﾌﾞﾍｲ)、下モガ市丙(ｼﾓｶﾞｲﾁﾍｲ)、下カムカイ丙(ｼﾓｶﾑｶｲﾍ
ｲ)、下イトヲロク丙(ｼﾓｲﾄｵﾛｸﾍｲ)、下ラノ谷丙(ｼﾓﾗﾉﾀﾆﾍｲ)、シダヲ丙(ｼﾀﾞｵﾍｲ)、仙三丙(ｾﾝ
ｿﾞｳﾍｲ)、清田丙(ｾｲﾀﾍｲ)、ソンタガ谷口丙(ｿﾝﾀｶﾞﾀﾆｸﾞﾁﾍｲ)、立田丙(ﾀﾃﾀﾞﾍｲ)、立溝丙(ﾀﾃﾐ
ｿﾞﾍｲ)、

タカゾリ丙(ﾀｶｿﾞﾘﾍｲ)、谷ヤシキ丙(ﾀﾆﾔｼｷﾍｲ)、竹ノクボ丙(ﾀｹﾉｸﾎﾞﾍｲ)、高瀬(ﾀｶｾ)、田中
ヤシキ丙(ﾀﾅｶﾔｼｷﾍｲ)、谷ノ前丙(ﾀﾆﾉﾏｴﾍｲ)、タバ丙(ﾀﾞﾊﾞﾍｲ)、大師ノ下タ丙(ﾀﾞｲｼﾉｼﾀﾍｲ)、
タケ添(ﾀｹｿﾞｴ)、田中丙(ﾀﾅｶﾍｲ)、立花川丙(ﾀﾁﾊﾞﾅｶﾞﾜﾍｲ)、谷口丙(ﾀﾆｸﾞﾁﾍｲ)、ダバノハナ
丙(ﾀﾞﾊﾞﾉﾊﾅﾍｲ)、谷奥丙(ﾀﾆｵｸﾍｲ)、旦ノ上丙(ﾀﾞﾝﾉｳｴﾍｲ)、地蔵ノウシロ丙(ｼﾞｿﾞｳﾉｳｼﾛﾍｲ)、
長郎(ﾁﾖｳﾛｳ)、茶畑丙(ﾁﾔﾊﾞﾀｹﾍｲ)、茶木ガトウ丙(ﾁﾔｷｶﾞﾄｳﾍｲ)、地蔵ノ前丙(ｼﾞｿﾞｳﾉﾏｴﾍ
ｲ)、ツルガフ丙(ﾂﾙｶﾞﾌﾍｲ)、辻木ノ平丙(ﾂｼﾞｷﾉﾋﾗﾍｲ)、作リ道丙(ﾂｸﾘﾐﾁﾍｲ)、天神ノ上丙(ﾃﾝ
ｼﾞﾝﾉｶﾐﾍｲ)、天神ノ前丙(ﾃﾝｼﾞﾝﾉﾏｴﾍｲ)、

寺ノ前丙(ﾃﾗﾉﾏｴﾍｲ)、寺ノ上丙(ﾃﾗﾉｳｴﾍｲ)、天王丙(ﾃﾝﾉｳﾍｲ)、トッパナ丙(ﾄﾂﾊﾟﾅﾍｲ)、堂ヶ
薮山丙(ﾄﾞｳｶﾞﾔﾌﾞﾔﾏﾍｲ)、トバトコ丙(ﾄﾊﾞﾄｺﾍｲ)、ト井ダ(ﾄｲﾀﾞ)、鳥ドマリ丙(ﾄﾘﾄﾞﾏﾘﾍｲ)、トビタ
丙(ﾄﾋﾞﾀﾍｲ)、トヲゲンタ(ﾄｳｹﾞﾝﾀ)、ドロブチ丙(ﾄﾞﾛﾌﾞﾁﾍｲ)、堂ノ岡中ヶ市向山丙(ﾄﾞｳﾉｵｶﾅｶｶﾞ
ｲﾁﾑｶｲﾔﾏﾍｲ)、轟ノヒラ丙(ﾄﾄﾞﾛｷﾉﾋﾗﾍｲ)、トリコシ丙(ﾄﾘｺｼﾍｲ)、藤右ヱ門丙(ﾄｳｴﾓﾝﾍｲ)、中
ダバ丙(ﾅｶﾀﾞﾊﾞﾍｲ)、長瀬平丙(ﾅｶﾞｾﾋﾗﾍｲ)、長クボ丙(ﾅｶﾞｸﾎﾞﾍｲ)、長山丙(ﾅｶﾞﾔﾏﾍｲ)、ナガ
レザシ丙(ﾅｶﾞﾚｻﾞｼﾍｲ)、長トロ(ﾅｶﾞﾄﾛ)、ナチカ谷丙(ﾅﾁｶﾞﾀﾆﾍｲ)、ナナカマス丙(ﾅﾅｶﾏｽﾍ
ｲ)、ナシロ谷口丙(ﾅｼﾛﾀﾆｸﾞﾁﾍｲ)、ナシロ谷丙(ﾅｼﾛﾀﾆﾍｲ)、
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ナカチ谷口丙(ﾅｶﾁﾀﾆｸﾞﾁﾍｲ)、長地谷丙(ﾅｶﾞﾁﾀﾞﾆﾍｲ)、中ノウ子丙(ﾅｶﾉｳﾈﾍｲ)、ナカノ家丙
(ﾅｶﾉｲｴﾍｲ)、ナカヂ丙(ﾅｶｼﾞﾍｲ)、ニウリ場丙(ﾆｳﾘﾊﾞﾍｲ)、ヌケントウ丙(ﾇｹﾝﾄｳﾍｲ)、根来丙
(ﾈｺﾞﾛﾍｲ)、野地丙(ﾉｼﾞﾍｲ)、登リサコ口丙(ﾉﾎﾞﾘｻｺｸﾞﾁﾍｲ)、原丙(ﾊﾗﾍｲ)、ハセヂ丙(ﾊｾｼﾞﾍ
ｲ)、馬場ダバ丙(ﾊﾞﾊﾞﾀﾞﾊﾞﾍｲ)、畠岡(ﾊﾀｵｶ)、八人田丙(ﾊﾁﾆﾝﾀﾞﾍｲ)、萩ノ本丙(ﾊｷﾞﾉﾓﾄﾍｲ)、
ハシノ畑丙(ﾊｼﾉﾊﾞﾀﾍｲ)、ハサコ丙(ﾊｻｺﾍｲ)、ヒヤマ丙(ﾋﾔﾏﾍｲ)、ヒノ谷丙(ﾋﾉﾀﾆﾍｲ)、ヒヤノ
瀬(ﾋﾔﾉｾ)、ヒビノ木ノ本丙(ﾋﾋﾞﾉｷﾉﾓﾄﾍｲ)、樋ノ口丙(ﾋﾉｸﾁﾍｲ)、古田丙(ﾌﾙﾀﾞﾍｲ)、古ヤシキ
丙(ﾌﾙﾔｼｷﾍｲ)、

フロノヲク丙(ﾌﾛﾉｵｸﾍｲ)、フキノキワ丙(ﾌｷﾉｷﾜﾍｲ)、フタマタカヤリ丙(ﾌﾀﾏﾀｶﾔﾘﾍｲ)、ホリカ
サコ丙(ﾎﾘｶﾞｻｺﾍｲ)、ホリキリ丙(ﾎﾘｷﾘﾍｲ)、細川丙(ﾎｿｶﾜﾍｲ)、本堂丙(ﾎﾝﾄﾞｳﾍｲ)、松木サコ
丙(ﾏﾂｷﾞｻｺﾍｲ)、丸尾官林(ﾏﾙｵｶﾝﾘﾝ)、丸田丙(ﾏﾙﾀﾍｲ)、槙谷口丙(ﾏｷﾀﾆｸﾞﾁﾍｲ)、槙谷丙
(ﾏｷﾀﾆﾍｲ)、松山丙(ﾏﾂﾔﾏﾍｲ)、マスタノ谷(ﾏｽﾀﾉﾀﾆ)、宮ノ後丙(ﾐﾔﾉｳｼﾛﾍｲ)、妙法塚丙(ﾐﾖｳ
ﾎｳﾂﾞｶﾍｲ)、宮尾丙(ﾐﾔｵﾍｲ)、水ツボ丙(ﾐﾅﾂﾎﾞﾍｲ)、ムクロシ谷口丙(ﾑｸﾛｼﾀﾆｸﾞﾁﾍｲ)、モス
ケ丙(ﾓｽｹﾍｲ)、モリヨシ丙(ﾓﾘﾖｼﾍｲ)、元越丙(ﾓﾄｺﾞｴﾍｲ)、ヤドリ松丙(ﾔﾄﾞﾘﾏﾂﾍｲ)、ヤケツジ
ノ丙(ﾔｹﾂｼﾞﾉﾍｲ)、山ノ神丙(ﾔﾏﾉｶﾐﾍｲ)、

山神畝ハナ丙(ﾔﾏｶﾞﾐｳﾈﾊﾅﾍｲ)、ヤマモギ丙(ﾔﾏﾓｷﾞﾍｲ)、山クビ丙(ﾔﾏｸﾋﾞﾍｲ)、八代地丙(ﾔ
ｼﾛｼﾞﾍｲ)、山口丙(ﾔﾏｸﾞﾁﾍｲ)、屋式田丙(ﾔｼｷﾀﾞﾍｲ)、休ミ場丙(ﾔｽﾐﾊﾞﾍｲ)、横道丙(ﾖｺﾐﾁﾍ
ｲ)、横田丙(ﾖｺﾀﾍｲ)、ワタニ丙(ﾜﾀﾆﾍｲ)、下カゲ平丙(ｼﾓｶｹﾞﾋﾗﾍｲ)、コシヤシキ丙(ｺｼﾔｼｷﾍ
ｲ)、小山谷口甲(ｺﾔﾏﾀﾆｸﾞﾁｺｳ)、下クス原丙(ｼﾓｸｽﾊﾗﾍｲ)、ワラビカワ丙(ﾜﾗﾋﾞｶﾜﾍｲ)、長五
郎丙(ﾁﾖｳｺﾞﾛｳﾍｲ)、和田の平丙(ﾜﾀﾞﾉﾋﾗﾍｲ)、両懸リ丙(ﾘﾖｳｶﾞｶﾘﾍｲ)、ギヲン乙(ｷﾞｦﾝｵﾂ)、フ
タゴヲリ乙(ﾌﾀｺﾞｦﾘｵﾂ)、二畝町田丙(ﾌﾀｾﾏﾁﾀﾞﾍｲ)、荒神(ｺｳｼﾞﾝ)、キシノ下タ丙(ｷｼﾉｼﾀﾍｲ)、
シヨジヤシキ丙(ｼﾖｼﾞﾔｼｷﾍｲ)、柿ノ木サコ山丙(ｶｷﾉｷｻｺﾔﾏﾍｲ)、

上イトロク丙(ｶﾐｲﾄﾛｸﾍｲ)、下イトロク丙(ｼﾓｲﾄﾛｸﾍｲ)、市右衛門薮丙(ｲﾁｴﾓﾝﾔﾌﾞﾍｲ)、大谷
甲(ｵｵﾀﾆｺｳ)、大谷乙(ｵｵﾀﾆｵﾂ)、竹ノハナ乙(ﾀｹﾉﾊﾅｵﾂ)、竹ノハナ丙(ﾀｹﾉﾊﾅﾍｲ)、長田甲
(ﾅｶﾞﾀｺｳ)、長田乙(ﾅｶﾞﾀｵﾂ)、ミノコシ甲(ﾐﾉｺｼｺｳ)、ミノコシ丙(ﾐﾉｺｼﾍｲ)、クス原谷乙(ｸｽﾊﾗﾀﾞ
ﾆｵﾂ)、クス原谷丙(ｸｽﾊﾗﾀﾞﾆﾍｲ)、リウガン甲(ﾘｳｶﾞﾝｺｳ)、リウガン丙(ﾘｳｶﾞﾝﾍｲ)

有永
アリナガ

厚朴(ｱﾂﾎﾞｸ)、アラヒハ(ｱﾗｲﾊﾞ)、壱ノ谷奥(ｲﾁﾉﾀﾆｵｸ)、石神(ｲｼｶﾞﾐ)、イツラゴヱ(ｲﾂﾗｺﾞｴ)、
イツラノ峠(ｲﾂﾗﾉﾄｳｹﾞ)、イツラ(ｲﾂﾗ)、イチカ谷(ｲﾁｶﾞﾀﾆ)、壱ノ谷(ｲﾁﾉﾀﾆ)、イデノ谷(ｲﾃﾞﾉﾀ
ﾆ)、岩井山(ｲﾜｲﾔﾏ)、馬ノ木(ｳﾏﾉｷ)、梅ノ木谷(ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ)、越タウ(ｴﾂﾄｳ)、扇山(ｵｵｷﾞﾔﾏ)、
岡ノ前(ｵｶﾉﾏｴ)、奥ノ谷(ｵｸﾉﾀﾆ)、大川内(ｵｵｶﾜｳﾁ)、大屋(ｵｵﾔ)、大屋ノ前(ｵｵﾔﾉﾏｴ)、大
平(ｵｵﾋﾗ)、大平向(ｵｵﾋﾗﾑｶｲ)、ヲモテノタニ(ｵﾓﾃﾉﾀﾆ)、ヲモテノ谷(ｵﾓﾃﾉﾀﾆ)、奥岩井(ｵｸｲ
ﾜｲ)、
上松尾(ｶﾐﾏﾂｵ)、柿ノ木田(ｶｷﾉｷﾀﾞ)、上ウツギ(ｶﾐｳﾂｷﾞ)、上ハサコ(ｶﾐﾊｻｺ)、川久保(ｶﾜｸ
ﾎﾞ)、上ミ大空(ｶﾐｵｵｿﾞﾗ)、釜床(ｶﾜﾄﾞｺ)、桂尾(ｶﾂﾗｵ)、上成山(ｶﾐﾅﾘﾔﾏ)、上熊屋式(ｶﾐｸﾏﾔｼ
ｷ)、梶原(ｶｼﾞﾊﾗ)、上駄場(ｶﾐﾀﾞﾊﾞ)、上野地(ｶﾐﾉｼﾞ)、川奥(ｶﾜｵｸ)、カヂヤノスヱ(ｶｼﾞﾔﾉｽｴ)、
カヂヤ(ｶｼﾞﾔ)、上鳥越(ｶﾐﾄﾘｺﾞｴ)、上岩井(ｶﾐｲﾜｲ)、上マゴハタ(ｶﾐﾏｺﾞﾊﾀ)、上イマ(ｶﾐｲﾏ)、カ
子ヤシキ(ｶﾈﾔｼｷ)、楠ノ下(ｸｽﾉｼﾀ)、栗ノ木(ｸﾘﾉｷ)、黒ノ瀬口(ｸﾛﾉｾｸﾞﾁ)、黒ノ瀬(ｸﾛﾉｾ)、

熊屋敷(ｸﾏﾔｼｷ)、草木薮口(ｸｻｷﾔﾌﾞｸﾞﾁ)、草木薮(ｸｻｷﾔﾌﾞ)、久保ノ前(ｸﾎﾞﾉﾏｴ)、桑原(ｸﾜﾊ
ﾗ)、久保ノ上(ｸﾎﾞﾉｳｴ)、久保(ｸﾎﾞ)、管ノ谷(ｸﾀﾞﾉﾀﾆ)、コヒソラ(ｺﾋｿﾗ)、駒木谷(ｺﾏｷﾀﾞﾆ)、荒神
田(ｺｳｼﾞﾝﾀﾞ)、コヤノ(ｺﾔﾉ)、境谷(ｻｶｲﾀﾞﾆ)、サコ(ｻｺ)、サクラ谷(ｻｸﾗﾀﾞﾆ)、下松尾(ｼﾓﾏﾂｵ)、
シタ尾(ｼﾀｵ)、下ウツゲ(ｼﾓｳﾂｹﾞ)、拾九セマチ(ｼﾞﾕｳｸｾﾏﾁ)、下ハサコ(ｼﾓﾊｻｺ)、菖蒲原(ｼﾖ
ｳﾌﾞﾊﾗ)、下大空(ｼﾓｵｵｿﾞﾗ)、下成川(ｼﾓﾅﾙｶﾜ)、ジ子ン谷(ｼﾞﾈﾝﾀﾆ)、四反地(ｼﾀﾝｼﾞ)、

新開(ｼﾝｶｲ)、シャヤブ谷(ｼﾔﾔﾌﾞﾀﾞﾆ)、城谷(ｼﾛﾀﾆ)、下野地(ｼﾓﾉｼﾞ)、下鳥越(ｼﾓﾄﾘｺﾞｴ)、下
岩井(ｼﾓｲﾜｲ)、下マゴハタ(ｼﾓﾏｺﾞﾊﾀ)、下イマ(ｼﾓｲﾏ)、スサキ(ｽｻｷ)、杉谷(ｽｷﾞﾀﾞﾆ)、センバ
(ｾﾝﾊﾞ)、センブツ(ｾﾝﾌﾞﾂ)、タノノミ(ﾀﾉﾉﾐ)、タツノ(ﾀﾂﾉ)、高畑(ﾀｶﾊﾀ)、チャウケンダバ(ﾁﾖｳｹﾝ
ﾀﾞﾊﾞ)、堂ノ沖(ﾄﾞｳﾉｵｷ)、友蔵屋敷(ﾄﾓｿﾞｳﾔｼｷ)、トヤノモリ(ﾄﾔﾉﾓﾘ)、中松尾(ﾅｶﾏﾂｵ)、ナガ
レ田(ﾅｶﾞﾚﾀﾞ)、長サコ(ﾅｶﾞｻｺ)、成川(ﾅﾙｶﾜ)、中新開(ﾅｶｼﾝｶｲ)、中ノ山(ﾅｶﾉﾔﾏ)、

長松(ﾅｶﾞﾏﾂ)、流シ越エ(ﾅｶﾞｼｺﾞｴ)、中間ノ前(ﾅｶﾏﾉﾏｴ)、長薮(ﾅｶﾞﾔﾌﾞ)、中尾山(ﾅｶｵﾔﾏ)、
中尾谷(ﾅｶｵﾀﾞﾆ)、中岩井(ﾅｶｲﾜｲ)、西平山(ﾆｼﾋﾗﾔﾏ)、仁井田ノ田(ﾆｲﾀﾞﾉﾀﾞ)、仁井田ノ谷(ﾆ
ｲﾀﾞﾉﾀﾆ)、仁井田ノ奥(ﾆｲﾀﾞﾉｵｸ)、西ミジロデン(ﾆｼﾐｼﾞﾛﾃﾞﾝ)、ノヲノキ(ﾉｵﾉｷ)、八ヶ森(ﾊﾁｶﾞﾓ
ﾘ)、東山(ﾋｶﾞｼﾔﾏ)、東谷口(ﾋｶﾞｼﾀﾆｸﾞﾁ)、東谷(ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ)、ヒキアケジリ(ﾋｷｱｹｼﾞﾘ)、百畝町(ﾋ
ﾔｸｾﾏﾁ)、東ミジロデン(ﾋｶﾞｼﾐｼﾞﾛﾃﾞﾝ)、ヒジリ奥(ﾋｼﾞﾘｵｸ)、ヒジリ谷(ﾋｼﾞﾘﾀﾞﾆ)、船ノ尾官山(ﾌ
ﾈﾉｵｶﾝｻﾞﾝ)、フタツノ(ﾌﾀﾂﾉ)、古堂(ﾌﾙﾄﾞｳ)、

15/16



土佐清水市の小字一覧

地域 大字 字
古寺(ﾌﾙﾃﾞﾗ)、藤ヶ井(ﾌｼﾞｶﾞｲ)、船石(ﾌﾈｲｼ)、フバンサコ(ﾌﾊﾞﾝｻｺ)、別当(ﾍﾞﾂﾄｳ)、ホリクボ
(ﾎﾘｸﾎﾞ)、ホリゴヱ(ﾎﾘｺﾞｴ)、槙谷口(ﾏｷﾀﾆｸﾞﾁ)、槙谷山(ﾏｷﾀﾆﾔﾏ)、槙ノ谷(ﾏｷﾉﾀﾆ)、宮ノ谷
(ﾐﾔﾉﾀﾆ)、宮装束(ﾐﾔｼﾖｳｿﾞｸ)、向駄場(ﾑｶｲﾀﾞﾊﾞ)、向フ田(ﾑｺｳﾀﾞ)、元切(ﾓﾄｷﾞﾚ)、元切口(ﾓﾄ
ｷﾞﾚｸﾞﾁ)、森ヶ谷(ﾓﾘｶﾞﾀﾆ)、山田(ﾔﾏﾀﾞ)、柳ノ木(ﾔﾅｷﾞﾉｷ)、山本(ﾔﾏﾓﾄ)、柳谷(ﾅﾅｷﾞﾀﾞﾆ)、山
伏ダバ(ﾔﾏﾌﾞｼﾀﾞﾊﾞ)、ワサダ(ﾜｻﾀﾞ)、梅ノ木(ｳﾒﾉｷ)、イオノ木(ｲｵﾉｷ)、

樋田(ﾄｲﾀﾞ)、上成川(ｶﾐﾅﾙｶﾜ)、タクミ(ﾀｸﾐ)、カヂヤノマエ(ｶｼﾞﾔﾉﾏｴ)、上ウツゲ(ｶﾐｳﾂｹﾞ)、ホ
ソコエ(ﾎｿｺｴ)、スダガ峠(ｽﾀﾞｶﾞﾄｳｹﾞ)、弘石(ﾋﾛｲｼ)、柿ノ木(ｶｷﾉｷ)
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