
町名 字名 地番

小田 下河原 722-1

大平町 359-1

大平町 361-1

大平町 361-2

大平町 361-5

大平町 361-6

大平町 361-7

大平町 363-1

大平町 363-2

天神町 801

天神町 802

天神町 803

天神町 モゲ川 668-3

天神町 モゲ川 670-8

天神町 モゲ川下ノ段 732-9

天神町 モゲ川下ノ段 732-10

天神町 モゲ川下ノ段 732-12

上井 山田 1-1

上井 山田 1-7

上井 山田 1-9

上井 山田 1-18

上井 山田 7-1

上井 山田 7-3

上井 山田 8-1

上井 山田 8-3

上井 山田 8-4

上井 山田 8-5

上井 山田 8-6

上井 山田 10

上井 山田 11-1

上井 山田 11-2

上井 山田 11-3

上井 山田 12-1

上井 山田 14-1

上井 山田 15

上井 山田 16

上井 山田 17-1

上井 山田 18-1

上井 山田 18-2

上井 山田 18-3



町名 字名 地番

上井 山田 19-1

上井 山田 41-1

上井 山田 41-5

上井 山田 41-7

上井 山田 42-1

上井 山田 42-5

上井 山田 42-6

上井 山田 42-8

上井 山田 42-9

上井 山田 42-10

上井 小泓 63-1

上井 小泓 63-4

上井 小泓 63-7

上井 小泓 63-8

上井 小泓 63-10

上井 小泓 63-11

上井 小泓 63-12

上井 小泓 63-13

上井 小泓 63-14

上井 小泓 64-2

上井 小泓 64-11

上井 山田 64-13

海田西町1丁目 1-1

山根 大谷 3-1

八屋 大通 135-2

八屋 土手根 259-4

八屋 土手根 259-5

八屋 土手根 259-6

八屋 土手根 259-7

八屋 土手根 259-8

八屋 土手根 259-19

八屋 土手根 259-42

上余戸 高畔 187

上余戸 高畔 188

上余戸 高畔 191-1

大原 宮ノ下 602

大原 宮ノ下 606-2

大原 千町 801-30

巌城 東屋敷 1091

巌城 東屋敷 1092



町名 字名 地番

巌城 東屋敷 1095

巌城 東屋敷 1105

巌城 東屋敷 1107

巌城 東屋敷 1108

巌城 東屋敷 1109

巌城 東屋敷 1110-1

巌城 東屋敷 1110-2

巌城 東屋敷 1110-3

巌城 東屋敷 1110-4

巌城 東屋敷 1110-5

巌城 下前田 1172-1

巌城 下前田 1172-2

巌城 下前田 1173-1

巌城 下前田 1173-2

巌城 下前田 1173-4

巌城 下前田 1174

巌城 下前田 1175

巌城 下前田 1176-1

巌城 下前田 1177

巌城 下前田 1178

巌城 下前田 1179

巌城 上光源 1193-2

巌城 上光源 1194

巌城 上光源 1194-1

巌城 上光源 1196-2

巌城 上光源 1212

巌城 宮ノ前 1228-5

巌城 全源院 1489-4

東巌城町 416

東巌城町 417の一部

東巌城町 418

東巌城町 419

東巌城町 420

東巌城町 422-4

東巌城町 422-5

東巌城町 422-6

東巌城町 423

東巌城町 423-1

東巌城町 423-2

東巌城町 465の一部



町名 字名 地番

見日町 175

見日町 176

見日町 176-1

見日町 176-2

見日町 192

見日町 192-1

見日町 193

見日町 194

見日町 194-1

見日町 195

見日町 196

見日町 196-1

見日町 197

見日町 198

見日町 218-1

見日町 218-2

見日町 219-1

見日町 219-2

見日町 219-3

見日町 220

見日町 221-1

見日町 223-1

見日町 223-2

見日町 224

見日町 224-1

見日町 228-1

見日町 311-1

見日町 312

見日町 313-1

見日町 314-1

見日町 315-1

見日町 315-2

福吉町 1146

福吉町 1147

福吉町 1148

福吉町 1148-2

福吉町 1148-3

福吉町 1149

福吉町 1150



町名 字名 地番

西岩倉町 2136-2

西岩倉町 2136-3

西岩倉町 2173-1

西岩倉町 2173-3

西岩倉町 2173-6

西岩倉町 2173-7

西岩倉町 2185-3

西岩倉町 2186-1

西岩倉町 2186-2

西岩倉町 2186-3

西岩倉町 2186-4

西岩倉町 2186-6

西岩倉町 2187-1

西岩倉町 2187-2

西岩倉町 2187-3

西岩倉町 2188

越中町 2125-3

越中町 2125-5

越中町 2125-6

越中町 2125-10

越中町 2125-11

越中町 2125-12

越中町 2125-13

越中町 2125-14

越中町 2132-1

越中町 2132-2

越中町 2132-3

越中町 2132-4

越中町 2132-6

越中町 2132-7

越中町 2134

越中町 2137-2

越中町 2142-2

不入岡 澤べり 828-4

大谷 向野 221-52

秋喜 杉ノ元 230-1

秋喜 杉ノ元 231

秋喜 杉ノ元 232-1

秋喜 杉ノ元 233-1

秋喜 杉ノ元 233-4



町名 字名 地番

秋喜 杉ノ元 234-1

秋喜 杉ノ元 237-1

秋喜 鯰 400-1

秋喜 鯰 400-4

秋喜 鯰 401-1

秋喜 鯰 404-1

秋喜 鯰 405-1

秋喜 鯰 406-1

秋喜 鐘鐘田 448-1

福光 北田 649-1

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 699-11

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 699-13

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 699-14

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 699-15

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 699-16

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 699-17

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 699-20

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 699-21

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 699-23

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 699-24

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 704-2

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 704-4

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 704-5

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 704-6

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 704-8

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 704-9

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 704-10

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 704-11

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 705-1

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 705-11

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 705-13

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 705-14

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 705-15

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 705-16

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 705-17

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 705-18

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 705-20

福光 ﾋﾋﾞﾉ原 705-21

西倉吉町 稲荷ノ前 400-5

西倉吉町 宮代 438-1



町名 字名 地番

福守町 穴エゴ 414-1

福守町 穴エゴ 415-1

福守町 穴エゴ 415-2

福守町 穴エゴ 415-3

福守町 穴エゴ 416-1

福守町 穴エゴ 417

福守町 穴エゴ 418-2

福守町 穴エゴ 419

福守町 穴エゴ 420-1

福守町 穴エゴ 421-3

福守町 穴エゴ 441-1

北野 天神野 761-244

北野 天神西平 791-3

北野 中新田 798-1

北野 中新田 798-6

北野 中新田 798-7

北野 中新田 798-8

上古川 松ノ木 137-3

上古川 松ノ木 137-8

上古川 松ノ木 137-9

福山 堀ノ上 240-1

福山 堀ノ上 244

関金町山口 机原 568-1

関金町山口 机原 568-2


