
第 15回喜多方市地域公共交通会議 次第 

 

日時：平成 26年３月 31日(月)    

午後２時 30分～        

会場：市役所保健センター大会議室  

 

１．開 会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．報 告 

 (1)平成 25年度事業経過報告について(資料１) 

 

４．議 題 

 (1)平成 25年度喜多方市地域公共交通会議補正予算（第１号）について(資料２) 

 (2)平成 26年度事業計画について(資料３) 

   ・予約型乗合交通 喜多方地区運行計画(資料３-１) 

   ・予約型乗合交通 熱塩加納地区運行計画(資料３-２) 

   ・予約型乗合交通 塩川地区実証運行計画(資料３-３) 

   ・予約型乗合交通 山都地区運行計画(資料３-４) 

   ・予約型乗合交通 高郷地区実証運行計画(資料３-５) 

   ・区域の町字名等一覧(資料３-６) 

 (3)平成 26年度喜多方市地域公共交通会議歳入歳出予算(案)について(資料４) 

 

５．その他 

 

６．閉 会 

 



資料１ 

平成 25年度事業経過報告について 

 

○事業経過 

 ・広報きたかたの９月号から３月号まで、毎月デマンド交通に関する記事を

掲載 

 ・インフォメーション喜多方市（喜多方シティエフエム）で、デマンド交通

を周知 

 ・デマンド交通に関する出前説明会の開催 

日 時：２月 12日（水）19:00～20:30 

場 所：天井沢集会所 

参加者：４名 

内 容：小学校の通学でデマンド交通を利用することについて 

 

○運行実績（４月～２月分） 

 

 

利用人数 運行日
1日あたり

人数
1日あたり
運行便数

1便あたり
人数

上三宮エリア 148 224 0.66 5 0.13

岩月エリア 1,847 224 8.25 6 1.37

関柴エリア 51 224 0.23 5 0.05

熊倉エリア 2,287 224 10.21 6 1.70

慶徳エリア 5,442 224 24.29 8 3.04

熱塩エリア 3,294 224 14.71 9 1.63

加納エリア 2,209 224 9.86 9 1.10

東エリア 87 140 0.62 7 0.09

西エリア 6 140 0.04 7 0.01

中央エリア 1,455 224 6.50 6.7 0.97

蓬莱・三津合エリア 627 186 3.37 5.7 0.59

朝倉・一郷エリア 159 186 0.85 5.5 0.16

揚津エリア 27 141 0.19 7 0.03

磐見エリア 38 140 0.27 7 0.04

17,677合計

喜多
方

地区

熱塩
加納
地区

塩川
地区

山都
地区

高郷
地区



資料２ 

平成 25年度喜多方市地域公共交通会議補正予算（第１号） 

 

 平成 25年度喜多方市地域公共交通会議補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,440 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 94,315千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の約款の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 平成 26年３月 31日 

喜多方市地域公共交通会議 

会 長  山 口 信 也 

 



収入計

支出計

収支差額

１　収入 （単位：千円）

当初予算 補正額 補正後の額 摘要 備考

1 509 510 前年度繰越金

80,992 6,480 87,472 喜多方市負担金（見込み）

10,882 △ 4,549 6,333 運賃収入（見込み）

預金利子外

91,875 2,440 94,315

２　支出

区分 当初予算 補正額 補正後の額 摘要 備考

会議費 報償費 報償費 552 △ 132 420 委員報償

費用弁償 費用弁償 52 △ 12 40 委員費用弁償

事務費 報償費 報償費 40 △ 40 0

需用費 消耗品費 70 △ 37 33 事務用品

印刷製本費 400 △ 200 200 ＰＲパンフ

役務費 通信運搬費 46 29 75 切手代

手数料 52 △ 6 46 振込手数料

公課費 公課費 14 △ 1 13 印紙代

事業費 需用費 印刷製本費 83 269 352 回数券印刷

委託料 委託料 90,351 2,704 93,055 運行業務委託料外

備品購入費 備品購入費 165 △ 84 81 パソコン（受付センター）

予備費 予備費 予備費 50 △ 50 0

91,875 2,440 94,315

諸収入

科目

歳入歳出予算補正

項目

繰越金

負担金

94,315千円

94,315千円

0千円



資料３ 

予約型乗合交通の運行計画について 

 

 平成 26年４月１日からの運行計画を定めたいので協議します。 

 

  平成 26年３月 31日 

 

喜多方市地域公共交通会議 

会 長  山 口 信 也 

 

 

 １ 喜多方地区運行計画   ・・・別紙 資料３－１のとおり 

 

 ２ 熱塩加納地区運行計画  ・・・別紙 資料３－２のとおり 

 

 ３ 塩川地区実証運行計画  ・・・別紙 資料３－３のとおり 

 

 ４ 山都地区運行計画    ・・・別紙 資料３－４のとおり 

 

 ５ 高郷地区実証運行計画  ・・・別紙 資料３－５のとおり 

 

 ６ 区域町字名等一覧    ・・・別紙 資料３－６のとおり 

 



資料３-１ 
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予約型乗合交通 喜多方地区運行計画 

 

 １ 運行態様 

   道路運送法第４条許可 一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行） 

 

 ２ 運行期間 

   実証運行 平成 25年４月１日～平成 25年９月 30日 

   本格運行 平成 25年 10月１日～（継続） 

 

 ３ 運行日 

   月～金曜日（土・日曜日、祝休日及び 12月 29日～１月３日は運休） 

 

 ４ 運行（営業）区域 

 

区域名 

運行区域 

町字名等 行政区名（※は一部が含まれるもの） 

上三宮 

エリア 

資料３－６ 

「区域の町字

名等一覧」の

とおり 

下三宮、見頃、岩沢、細谷、譲屋、五分一、村松第

一区（※）、村松第二区（※）、村松第三区（※）、

松が丘（※）清水台（※）、大荒井第一区、大荒井

第二区、飯田 

岩月 

エリア 

平沢、治里、上岩崎、大沢、中田付（※）、上田（※）、

稲村（※）、下岩崎、宮中、天井沢、村松第一区（※）、

村松第二区（※）、村松第三区（※）、松が丘（※）、

北桜ガ丘（※）、高畑、中村、百目二貫分 

関柴 

エリア 

関柴、楚々木、小松、下柴、平林、京出、東中明、

上勝、上高額（※）、下台団地、中田付（※）、上田

（※）、稲田、下台、 

熊倉 

エリア 

熊倉上、熊倉下、高柳、吉沢、舘、道地、小沼沢、

小沼、辻、金沢、勝本、七本木、本林、川前、芦平、

萩平、獅子沢、西中明、中里、三城目、布流 

慶徳 

エリア 

新町、舞台田、松野、豊岡、堀出、新宮、山崎、真

木、坂井、綾金、長尾 

 

 ５ 運送の区間 

   各エリア － 喜多方駅 
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 ６ 運行方法 

   予約により運行区域内の自宅等と指定乗降場所間の運行とし、予約された自宅等

及び指定乗降場所以外での乗降はできないものとする。 

 

 ７ 運行時刻 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

上三宮 

エリア 

第１便 自宅等  8:10 喜多方駅 

第２便 自宅等  10:00 喜多方駅 

第３便 喜多方駅 11:30  自宅等 

第４便 喜多方駅 13:40  自宅等 

第５便 喜多方駅 17:50  自宅等 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

岩月 

エリア 

第１便 自宅等  7:50 喜多方駅 

第２便 自宅等  9:20 喜多方駅 

第３便 喜多方駅 11:30  自宅等 

第４便 喜多方駅 13:40  自宅等 

第５便 喜多方駅 15:10  自宅等 

第６便 喜多方駅 17:50  自宅等 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

関柴 

エリア 

第１便 自宅等  8:10 喜多方駅 

第２便 自宅等  10:00 喜多方駅 

第３便 喜多方駅 11:30  自宅等 

第４便 喜多方駅 13:40  自宅等 

第５便 喜多方駅 17:50  自宅等 
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運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

熊倉 

エリア 

※第１便 （萩平）  8:00 喜多方駅 

第２便 自宅等  9:10 喜多方駅 

第３便 喜多方駅 11:30  自宅等 

第４便 喜多方駅 13:40  自宅等 

※第５便 喜多方駅 15:20  （萩平） 

第６便 喜多方駅 18:00  自宅等 

   ※印 指定乗降場所のみ利用可 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

慶徳 

エリア 

※第１便 （真木）  7:55 喜多方駅 

※第２便 喜多方駅 7:35  （真木） 

第３便 自宅等  9:10 喜多方駅 

第４便 喜多方駅 11:30  自宅等 

第５便 喜多方駅 13:40  自宅等 

※第６便 喜多方駅 16:00  （真木） 

※第７便 （真木）  17:00 喜多方駅 

第８便 喜多方駅 18:00  自宅等 

   ※印 指定乗降場所のみ利用可 

 

   備考１ 運行時刻の詳細は、運行事業者と調整し決定する。 

   備考２ 運行時刻の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。 
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 ８ 指定乗降場所 

 

運行区域 指定乗降場所 

上三宮エリア 有隣病院前、喜多方市街地 

岩月エリア 有隣病院前、第三小学校、岩月幼稚園、喜多方市街地 

関柴エリア 喜多方市街地 

熊倉エリア 
萩平、八木沢、雄国川前、雄国、本林、芦平、勝本、五軒丁、

舘入口、北山別、熊倉幼稚園前、喜多方市街地 

慶徳エリア 

坂井、慶徳新町、宮在家、舞台田北、舞台田、松野、慶徳小学

校前、慶徳幼稚園、慶徳ふれあい館、新宮新田、新宮、天神前、

山崎集会所入口、山崎西口、真木集会所前、喜多方市街地 

喜多方市街地 

松ヶ丘、峰の雪酒造前、喜多方高校前、会津いいで農協喜多方

総合支店、新道観光駐車場、新町、寺町角、喜多方市役所、地

域・家庭医療センター（ほっと☆きらり）、ヨークベニマル喜多

方店、喜多方市立図書館、大通り四つ角、喜多方駅、喜多方桐

桜高校前、リオンドール喜多方西店、喜多方プラザ文化センタ

ー前、総合福祉センター、会津乗合自動車喜多方営業所、北町

郵便局前、境田北 

   備考１ 喜多方市街地内の指定乗降場所間の乗降はできないものとする。 

   備考２ 指定乗降場所の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。 

 

 ９ 料金・支払い等 

  (1)利用料金の額（１回あたり） 

   ①大 人（中学生以上）400円 

   ②子ども（小学生以下）250円 

    未就学児は、保護者同伴の場合、保護者１名につき１名を無料とし、未就学児

が１人で乗車する場合は、子ども料金を適用する。 

  (2)回数券・定期券 

   ①回数券（大人） 

    ア 種類は、20枚綴り（7,000円）、11枚綴り（4,000円）とする。 

    イ 発売場所は、運行事業者の車中・営業所、企画政策課・各総合支所住民課、

塩川駅・山都駅・荻野駅とする。 

   ②回数券（子ども） 

    ア 種類は、20枚綴り（4,300円）、11枚綴り（2,500円）とする。 

    イ 発売場所は、運行事業者の車中・営業所、企画政策課・各総合支所住民課、
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塩川駅・山都駅・荻野駅とする。 

   ③定期券 

    ア 大 人 １カ月 13,300円 

    イ 子ども １カ月  8,000円 

     １カ月以上４カ月未満の期間において発売し、取扱いは別に定める。 

  (3)支払い 

   降車時に現金又は回数券を運転手に支払う。または、定期券を提示する。 

 

 10 利用方法 

  (1)利用条件 

   ア 一人で乗り降りができ、車椅子、盲導犬、介助を必要としないこと。 

   イ 自動車運送事業等運輸規則に定められた物品を持ち込まないこと。 

   ウ 自動車運送事業等運輸規則に定められた禁止行為を行わないこと。 

  (2)利用者登録 

   ア 利用者登録申請書により事前に登録を行うことができる。 

   イ 登録料は、無料とする。 

   ウ 有効期限は定めないが、登録内容に変更が生じた場合は速やかに届けること。 

   エ 登録者には、登録証を発行する。 

  (3)予約 

   ア 受付業務のため、外部委託により受付センターを設置する。 

   イ 予約は、受付センターに電話により行うものとする。ただし、特別の事情又

はやむを得ない場合は、ファックス、電子メール等により行うことができるも

のとする。 

   ウ 予約の受付は、利用日の前日（土・日曜日、祝日及び 12月 29日から１月３

日までを除く）の午前９時から午後４時までとする。 

   エ 予約の期間は、乗車日の１カ月前から前日の指定時間までとする。ただし、

定期的な利用の場合は、４カ月分の予約ができるものとする。 

 

 11 運行事業者等 

  (1)運行事業者・使用車両 

   ア 交通会議で協議、承認された事業者により運行を行う。予約状況等に応じて

使用する車両を変更する場合がある。 

   イ 運行事業者の業務は、受付センターから予約受付に基づく運行指示書をファ

ックスにより受け取り、運行を行う。運行業務、利用料金、回数券等の販売業

務等の詳細は、仕様書による。 

  ①上三宮エリア 

   ア 事業者名 八七一タクシー有限会社 
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   イ 使用車両 ワゴン車１台 

  ②岩月エリア 

   ア 事業者名 喜多方交通株式会社 

   イ 使用車両 ワゴン車１台 

  ③関柴エリア 

   ア 事業者名 喜多方交通株式会社 

   イ 使用車両 ワゴン車１台 

  ④熊倉エリア 

   ア 事業者名 会津乗合自動車株式会社 

   イ 使用車両 中型ワゴン車１台 

  ⑤慶徳エリア 

   ア 事業者名 会津乗合自動車株式会社 

   イ 使用車両 中型ワゴン車２台 

  (2)受付業務者 

   受付システム等の開発・運用及び調査業務が可能な市内事業者とする。 

  ①事業者名 株式会社 光進都市コンサルタント 

  ②業務内容 

    予約受付、経路設定、運行事業者等との連絡・調整、利用データの集計・分析、

利用登録証の発行、問合せ等の対応、業務マニュアルの作成、受付業務の改善提

案及び各種調査業務等を行う。業務の詳細は、仕様書による。 

 

 



資料３-２ 

予約型乗合交通 熱塩加納地区運行計画 

 

 １ 運行態様 

   道路運送法第４条許可 一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行） 

 

 ２ 運行期間 

   実証運行 平成 24年 10月１日～平成 25年３月 31日 

   本格運行 平成 25年４月１日～（継続） 

 

 ３ 運行日 

   月～金曜日（土・日曜日、祝休日及び 12月 29日～１月３日は運休） 

 

 ４ 運行（営業）区域 

 

区域名 
運行区域 

町字名等 行政区名 

熱塩エリア 資料３－６ 

「区域の町字名等一

覧」に記載の町字名 

及び 

松山町内の指定乗降

場所 

大里、赤崎林、新崎、金屋、新村、野

辺沢（三ノ倉を除く）、日中、水沢、黒

川、熱塩、栗生沢、宇津野、赤崎、御

林、大森、吉志田、赤崎林 

加納エリア 

五目、根岸、鷲田、半在家、岩尾、川

原鉱山、若宮、中川原、田中、上野、

針生、上三宮一区、上三宮二区 

 

 ５ 運送の区間 

   各エリア － 喜多方駅 

 

 ６ 運行方法 

   予約により運行区域内の自宅等と指定乗降場所間の運行とし、予約された自宅等

及び指定乗降場所以外での乗降はできないものとする。 

 

 

 



 

 ７ 運行時刻 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

熱塩エリア 

加納エリア 

第１便 自宅等  7:50 喜多方駅 

第２便 喜多方駅 8:20  自宅等 

第３便 自宅等  10:20 喜多方駅 

第４便 喜多方駅 10:40  自宅等 

第５便 喜多方駅 13:00  自宅等 

第６便 自宅等  15:10 喜多方駅 

第７便 喜多方駅 16:00  自宅等 

第８便 自宅等  18:10 喜多方駅 

第９便 喜多方駅 19:00  自宅等 

   備考１ 運行時刻の詳細は、運行事業者と調整し決定する。 

   備考２ 運行時刻の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。 

 

 ８ 指定乗降場所 

運行区域 

指定乗降場所 

熱塩加納町内 松山町内 喜多方市街地 

熱塩 

エリア 

熱塩温泉、熱塩温泉

郵便局前、新村集会

所 

喜多の郷、高畑、

有隣病院前 

（両エリア共通） 

松ヶ丘、峰の雪酒造前、喜

多方高校前、会津いいで農

協喜多方総合支店、新道観

光駐車場、新町、寺町角、

喜多方市役所、地域・家庭

医療センター（ほっと☆き

らり）、ヨークベニマル喜

多方店、喜多方市立図書

館、大通り四つ角、喜多方

駅、喜多方桐桜高校、リオ

ンドール喜多方西店、喜多

方プラザ文化センター前、

総合福祉センター、会津乗

合自動車喜多方営業所、北

町郵便局前、境田北 

（両エリア共通） 

夢の森、喜多方市熱

塩加納総合支所、会

津いいで農協熱塩

加納支店、会北中学

校前 

（両エリア共通） 

壇別、会津村松郵

便局前、村松、長

泉寺前、喜多方二

中前 

加納 

エリア 田中集会所、若宮集

会所、熱塩加納郵便

局前 

飯塚病院前 

   備考１ 喜多方市街地内の指定乗降場所間の乗降はできないものとする。 

   備考２ 指定乗降場所の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。 



 

 ９ 料金・支払い等 

  (1)利用料金の額（１回あたり） 

   ①大 人（中学生以上）400円 

   ②子ども（小学生以下）250円 

    未就学児は、保護者同伴の場合、保護者１名につき１名を無料とし、未就学児

が１人で乗車する場合は、子ども料金を適用する。 

  (2)回数券・定期券 

   ①回数券（大人） 

    ア 種類は、20枚綴り（7,000円）、11枚綴り（4,000円）とする。 

    イ 発売場所は、運行事業者の車中・営業所、企画政策課・各総合支所住民課、

塩川駅・山都駅・荻野駅とする。 

   ②回数券（子ども） 

    ア 種類は、20枚綴り（4,300円）、11枚綴り（2,500円）とする。 

    イ 発売場所は、運行事業者の車中・営業所、企画政策課・各総合支所住民課、

塩川駅・山都駅・荻野駅とする。 

   ③定期券 

    ア 大 人 １カ月 13,300円 

    イ 子ども １カ月  8,000円 

     １カ月以上４カ月未満の期間において発売し、取扱いは別に定める。 

  (3)支払い 

   降車時に現金又は回数券を運転手に支払う。または、定期券を提示する。 

 

 10 利用方法 

  (1)利用条件 

   ア 一人で乗り降りができ、車椅子、盲導犬、介助を必要としないこと。 

   イ 自動車運送事業等運輸規則に定められた物品を持ち込まないこと。 

   ウ 自動車運送事業等運輸規則に定められた禁止行為を行わないこと。 

  (2)利用者登録 

   ア 利用者登録申請書により事前に登録を行うことができる。 

   イ 登録料は、無料とする。 

   ウ 有効期限は定めないが、登録内容に変更が生じた場合は速やかに届けること。 

   エ 登録者には、登録証を発行する。 

  (3)予約 

   ア 受付業務のため、外部委託により受付センターを設置する。 

   イ 予約は、受付センターに電話により行うものとする。ただし、特別の事情又

はやむを得ない場合は、ファックス、電子メール等により行うことができるも

のとする。 



 

   ウ 予約の受付は、利用日の前日（土・日曜日、祝日及び 12月 29日から１月３

日までを除く）の午前９時から午後４時までとする。 

   エ 予約の期間は、乗車日の１カ月前から前日の指定時間までとする。ただし、

定期的な利用の場合は、４カ月分の予約ができるものとする。 

 

 11 運行事業者等 

  (1)運行事業者・使用車両 

   ア 交通会議で協議、承認された事業者により運行を行う。予約状況等に応じて

使用する車両を変更する場合がある。 

   イ 運行事業者の業務は、受付センターから予約受付に基づく運行指示書をファ

ックスにより受け取り、運行を行う。運行業務、利用料金、回数券等の販売業

務等の詳細は、仕様書による。 

  ①熱塩エリア 

   ア 事業者名 会津乗合自動車株式会社 

   イ 使用車両 中型ワゴン車１台 

  ②加納エリア 

   ア 事業者名 八七一タクシー有限会社 

   イ 使用車両 ワゴン車１台 

  (2)受付業務者 

   受付システム等の開発・運用及び調査業務が可能な市内事業者とする。 

  ①事業者名 株式会社 光進都市コンサルタント 

  ②業務内容 

    予約受付、経路設定、運行事業者等との連絡・調整、利用データの集計・分析、

利用登録証の発行、問合せ等の対応、業務マニュアルの作成、受付業務の改善提

案及び各種調査業務等を行う。業務の詳細は、仕様書による。 
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予約型乗合交通 塩川地区実証運行計画 

 

 １ 運行態様 

   道路運送法第４条許可 一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行） 

 

 ２ 運行期間 

   実証運行 平成 24年 10月１日～（継続） 

 

 ３ 運行日 

   月・火・金曜日 

（水・木・土・日曜日、祝休日及び 12月 29日～１月３日は運休） 

 

 ４ 運行（営業）区域 

 

区域名 
運行区域 

町字名等 行政区名 

東エリア 

資料３－６ 

「区域の町字

名等一覧」の

とおり 

中ノ目、宮ノ目、反田、上利根川、西常世、

東常世、横道、中道地、上原、金森、中屋敷、

南屋敷、松崎、竹屋、田中、紙子、刈麻、大

原、唐沢、深沢、江添、馬場新田、金川、三

橋、上窪、下窪、舘ノ内 

西エリア 

大沢、赤星、貝沼、上遠田、下遠田、第六、

沖、柴城、台、万力、東鎧召、西鎧召、能力、

田原、大木、新井田、源太、谷地、上江、 

 

 ５ 運送の区間 

   各エリア － 塩川駅 

 

 ６ 運行方法 

   予約により運行区域内の自宅等と指定乗降場所間の運行とし、予約された自宅等

及び指定乗降場所以外での乗降はできないものとする。 
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 ７ 運行時刻 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

東エリア 

西エリア 

第１便 自宅等  7:40 塩川駅 

第２便 自宅等  10:00 塩川駅 

第３便 塩川駅 11:20  自宅等 

第４便 塩川駅 12:40  自宅等 

第５便 塩川駅 14:00  自宅等 

第６便 塩川駅 15:10  自宅等 

第７便 塩川駅 17:55  自宅等 

   備考１ 運行時刻の詳細は、運行事業者と調整し決定する。 

   備考２ 運行時刻の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。 

 

 ８ 指定乗降場所 

 

運行区域 指定乗降場所 

東エリア 【塩川市街地（両エリア共通）】 

塩川駅、喜多方市塩川総合支所、塩川保健福祉センター、いきい

きセンター、塩川中学校北、塩川加賀屋前、武田医院、くまたク

リニック、コープあいづしおかわ店、ローソン塩川店、会津いい

で農協塩川総合支店、イオンタウン塩川、塩川グリーンプラザ 西エリア 

   備考１ 喜多方市街地内の指定乗降場所間の乗降はできないものとする。 

   備考２ 指定乗降場所の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。 

 

 ９ 料金・支払い等 

  (1)利用料金の額（１回あたり） 

   ①大 人（中学生以上）400円 

   ②子ども（小学生以下）250円 

    未就学児は、保護者同伴の場合、保護者１名につき１名を無料とし、未就学児

が１人で乗車する場合は、子ども料金を適用する。 

  (2)回数券・定期券 

   ①回数券（大人） 

    ア 種類は、20枚綴り（7,000円）、11枚綴り（4,000円）とする。 
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    イ 発売場所は、運行事業者の車中・営業所、企画政策課・各総合支所住民課、

塩川駅・山都駅・荻野駅とする。 

   ②回数券（子ども） 

    ア 種類は、20枚綴り（4,300円）、11枚綴り（2,500円）とする。 

    イ 発売場所は、運行事業者の車中・営業所、企画政策課・各総合支所住民課、

塩川駅・山都駅・荻野駅とする。 

   ③定期券 

    ア 大 人 １カ月 13,300円 

    イ 子ども １カ月  8,000円 

     １カ月以上４カ月未満の期間において発売し、取扱いは別に定める。 

  (3)支払い 

   降車時に現金又は回数券を運転手に支払う。または、定期券を提示する。 

 

 10 利用方法 

  (1)利用条件 

   ア 一人で乗り降りができ、車椅子、盲導犬、介助を必要としないこと。 

   イ 自動車運送事業等運輸規則に定められた物品を持ち込まないこと。 

   ウ 自動車運送事業等運輸規則に定められた禁止行為を行わないこと。 

  (2)利用者登録 

   ア 利用者登録申請書により事前に登録を行うことができる。 

   イ 登録料は、無料とする。 

   ウ 有効期限は定めないが、登録内容に変更が生じた場合は速やかに届けること。 

   エ 登録者には、登録証を発行する。 

  (3)予約 

   ア 受付業務のため、外部委託により受付センターを設置する。 

   イ 予約は、受付センターに電話により行うものとする。ただし、特別の事情又

はやむを得ない場合は、ファックス、電子メール等により行うことができるも

のとする。 

   ウ 予約の受付は、利用日の前日（土・日曜日、祝日及び 12月 29日から１月３

日までを除く）の午前９時から午後４時までとする。 

   エ 予約の期間は、乗車日の１カ月前から前日の指定時間までとする。ただし、

定期的な利用の場合は、４カ月分の予約ができるものとする。 

 

 11 運行事業者等 

  (1)運行事業者・使用車両 

   ア 交通会議で協議、承認された事業者により運行を行う。予約状況等に応じて

使用する車両を変更する場合がある。 
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   イ 運行事業者の業務は、受付センターから予約受付に基づく運行指示書をファ

ックスにより受け取り、運行を行う。運行業務、利用料金、回数券等の販売業

務等の詳細は、仕様書による。 

  ①東エリア 

   ア 事業者名 会津通商株式会社 

   イ 使用車両 ワゴン車１台 

  ②西エリア 

   ア 事業者名 塩川タクシー株式会社 

   イ 使用車両 ワゴン車１台 

  (2)受付業務者 

   受付システム等の開発・運用及び調査業務が可能な市内事業者とする。 

  ①事業者名 株式会社 光進都市コンサルタント 

  ②業務内容 

    予約受付、経路設定、運行事業者等との連絡・調整、利用データの集計・分析、

利用登録証の発行、問合せ等の対応、業務マニュアルの作成、受付業務の改善提

案及び各種調査業務等を行う。業務の詳細は、仕様書による。 
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予約型乗合交通 山都地区運行計画 

 

 １ 運行態様 

   道路運送法第４条許可 一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行） 

 

 ２ 運行期間 

   実証運行 平成 23年９月１日～平成 24年３月 31日 

   本格運行 平成 24年４月１日～（継続） 

 

 ３ 運行日 

  ①中央エリア 

   月～金曜日（土・日曜日、祝休日及び 12月 29日～１月３日は運休） 

  ②蓬莱・三津合エリア 

   火～金曜日（月・土・日曜日、祝休日及び 12月 29日～１月３日は運休） 

  ③朝倉・一郷エリア 

   火～金曜日（月・土・日曜日、祝休日及び 12月 29日～１月３日は運休） 

 

 ４ 運行（営業）区域 

 

区域名 

運行区域 

町字名等 行政区名 

中央エリア 

資料３－６ 

「区域の町字

名等一覧」の

とおり 

木曽、広野、下川角、寺内、上林、下村、川隅、

洲谷、藤沢、本木、早稲谷、下廻戸、撫木、一

ノ木 

蓬莱・三津合 

エリア 

木曽、広野、三ツ山、松ヶ丘、舟引、堂山、中

反、宮古、河原田、宮月、堰沢、千咲原 

朝倉・一郷 

エリア 

木曽、広野、舟岡、小布瀬原、最明寺、一郷、

川吉、藤沢、上藤沢、賢谷、沼ノ平 

 

 ５ 運送の区間 

   各エリア － 山都駅 
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 ６ 運行方法 

   予約により運行区域内の自宅等と指定乗降場所間の運行とし、予約された自宅等

及び指定乗降場所以外での乗降はできないものとする。 

 

 ７ 運行時刻 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

中央エリア 

（月～金） 

※第１便 自宅等  8:00 山都駅 

※第２便 自宅等  10:00 山都駅 

※第３便 山都駅 11:40  自宅等 

※第４便 自宅等  13:30 山都駅 

※第５便 山都駅 13:45  自宅等 

第６便 山都駅 15:10  自宅等 

第７便 山都駅 17:25  自宅等 

※月曜日は第１～５便のみ運行、火～金曜日は全便運行 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

蓬莱・ 

三津合 

エリア 

（火～金） 

※第１便 自宅等  8:00 山都駅 

※第２便 自宅等  10:00 山都駅 

※第３便 山都駅 11:40  自宅等 

※第４便 自宅等  13:20 山都駅 

※第５便 山都駅 13:45  自宅等 

第６便 山都駅 15:15  自宅等 

※木曜日は第１～５便のみ運行、火・水・金曜日は全便運行 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

朝倉・ 

一郷 

エリア 

（火～金） 

※第１便 自宅等  8:00 山都駅 

※第２便 自宅等  10:00 山都駅 

※第３便 山都駅 11:40  自宅等 

※第４便 山都駅 13:45  自宅等 

第５便 自宅等  15:15 山都駅 

第６便 山都駅 15:25  自宅等 

※木曜日は第１～４便のみ運行、火・水・金曜日は全便運行 

   備考１ 運行時刻の詳細は、運行事業者と調整し決定する。 

   備考２ 運行時刻の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。 
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 ８ 指定乗降場所 

 

運行区域 

指定乗降場所 

各エリア 全エリア共通 

中央エリアと 

朝倉・一郷エリア 

共通 

中央エリア 

いいでのゆ、高野原、一ノ

木、一ノ木会館前、旧第三

小学校前、橋爪、撫木分れ、

上廻戸、下廻戸、早稲谷分

校跡、早稲谷会館、台畑橋、

深屋敷、上本木、下本木、

白子、新丁、川隅、洲谷、

稲場、大林、下川角、下川

角公民館、下村入口、寺内、

上林、小原 

山都駅、広野、

山都郵便局前、

山都開発センタ

ー、木曽、山都

診療所 

相川、高野、東

向 

蓬莱・三津合 

エリア 

宮古、堂山、中反、舟引会

館前、峠入口、下舟引、河

原田、宮月、堰沢、上小坂、

下ノ台、千咲原婦人ホーム

前、瀬下 

朝倉・一郷 

エリア 

沼ノ平、賢谷、上藤沢、一

郷、東端村橋、川吉、小布

瀬原、最明寺（いいで荘）、

舟岡 

   備考１ 指定乗降場所の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。 

 

 ９ 料金・支払い等 

  (1)利用料金の額（１回あたり） 

   ①大 人（中学生以上）400円 

   ②子ども（小学生以下）250円 

    未就学児は、保護者同伴の場合、保護者１名につき１名を無料とし、未就学児

が１人で乗車する場合は、子ども料金を適用する。 

  (2)回数券・定期券 

   ①回数券（大人） 

    ア 種類は、20枚綴り（7,000円）、11枚綴り（4,000円）とする。 

    イ 発売場所は、運行事業者の車中・営業所、企画政策課・各総合支所住民課、

塩川駅・山都駅・荻野駅とする。 

   ②回数券（子ども） 

    ア 種類は、20枚綴り（4,300円）、11枚綴り（2,500円）とする。 
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    イ 発売場所は、運行事業者の車中・営業所、企画政策課・各総合支所住民課、

塩川駅・山都駅・荻野駅とする。 

   ③定期券 

    ア 大 人 １カ月 13,300円 

    イ 子ども １カ月  8,000円 

     １カ月以上４カ月未満の期間において発売し、取扱いは別に定める。 

  (3)支払い 

   降車時に現金又は回数券を運転手に支払う。または、定期券を提示する。 

 

 10 利用方法 

  (1)利用条件 

   ア 一人で乗り降りができ、車椅子、盲導犬、介助を必要としないこと。 

   イ 自動車運送事業等運輸規則に定められた物品を持ち込まないこと。 

   ウ 自動車運送事業等運輸規則に定められた禁止行為を行わないこと。 

  (2)利用者登録 

   ア 利用者登録申請書により事前に登録を行うことができる。 

   イ 登録料は、無料とする。 

   ウ 有効期限は定めないが、登録内容に変更が生じた場合は速やかに届けること。 

   エ 登録者には、登録証を発行する。 

  (3)予約 

   ア 受付業務のため、外部委託により受付センターを設置する。 

   イ 予約は、受付センターに電話により行うものとする。ただし、特別の事情又

はやむを得ない場合は、ファックス、電子メール等により行うことができるも

のとする。 

   ウ 予約の受付は、利用日の前日（土・日曜日、祝日及び 12月 29日から１月３

日までを除く）の午前９時から午後４時までとする。 

   エ 予約の期間は、乗車日の１カ月前から前日の指定時間までとする。ただし、

定期的な利用の場合は、４カ月分の予約ができるものとする。 

 

 11 運行事業者等 

  (1)運行事業者・使用車両 

   ア 交通会議で協議、承認された事業者により運行を行う。予約状況等に応じて

使用する車両を変更する場合がある。 

   イ 運行事業者の業務は、受付センターから予約受付に基づく運行指示書をファ

ックスにより受け取り、運行を行う。運行業務、利用料金、回数券等の販売業

務等の詳細は、仕様書による。 

  ①全エリア 
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   ア 事業者名 有限会社山都タクシー 

   イ 使用車両 ワゴン車３台 

  (2)受付業務者 

   受付システム等の開発・運用及び調査業務が可能な市内事業者とする。 

  ①事業者名 株式会社 光進都市コンサルタント 

  ②業務内容 

    予約受付、経路設定、運行事業者等との連絡・調整、利用データの集計・分析、

利用登録証の発行、問合せ等の対応、業務マニュアルの作成、受付業務の改善提

案及び各種調査業務等を行う。業務の詳細は、仕様書による。 

 

 



資料３-５ 
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予約型乗合交通 高郷地区実証運行計画 

 

 １ 運行態様 

   道路運送法第４条許可 一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行） 

 

 ２ 運行期間 

   実証運行 平成 23年９月１日～（継続） 

 

 ３ 運行日 

  ①揚津エリア 火・水・金曜日 

   （月・木・土・日曜日、祝休日及び 12月 29日～１月３日は運休） 

  ②磐見エリア 火・木・金曜日 

   （月・水・土・日曜日、祝休日及び 12月 29日～１月３日は運休） 

 

 ４ 運行（営業）区域 

 

区域名 

運行区域 

町字名等 行政区名 

揚津エリア 資料３－６ 

「区域の町字

名等一覧」の

とおり 

塩坪、漆窪、峯利田、池ノ原、塩峯、西黄、吹

荻、利田、揚津 

磐見エリア 地割、三方、小土山、本村、大谷 

 

 ５ 運送の区間 

  ①揚津エリア － 荻野駅 

  ②磐見エリア － 山都駅 

 

 ６ 運行方法 

   予約により運行区域内の自宅等と指定乗降場所間の運行とし、予約された自宅等

及び指定乗降場所以外での乗降はできないものとする。 
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 ７ 運行時刻 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

揚津エリア 

（火水金） 

第１便 自宅等  7:50 荻野駅 

第２便 自宅等  9:55 荻野駅 

第３便 荻野駅 11:45  自宅等 

第４便 自宅等  13:20 荻野駅 

第５便 荻野駅 13:50  自宅等 

第６便 荻野駅 15:20  自宅等 

第７便 荻野駅 17:30  自宅等 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 

⇒ 

到着時刻 到着地 

磐見エリア 

（火木金） 

第１便 自宅等  8:00 山都駅 

第２便 自宅等  10:00 山都駅 

第３便 山都駅 11:40  自宅等 

第４便 自宅等  13:05 山都駅 

第５便 山都駅 13:45  自宅等 

第６便 山都駅 15:10  自宅等 

第７便 山都駅 17:25  自宅等 

   備考１ 運行時刻の詳細は、運行事業者と調整し決定する。 

   備考２ 運行時刻の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。 

 

 ８ 指定乗降場所 

 

運行区域 

指定乗降場所 

各エリア 全エリア共通 

揚津エリア 

小ヶ峰、中山、橋ノ沢、大芦、滝下利

田、清水利田、相ノ瀬利田、松原利田、

漆窪 荻野駅、高郷公民館、高郷

総合支所 

磐見エリア 

立岩、新田、早坂、本村、地割、若宮、

下三方、大谷、舘原、山都駅、広野、

山都湯便局前、山都診療所 

   備考１ 指定乗降場所の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。 
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 ９ 料金・支払い等 

  (1)利用料金の額（１回あたり） 

   ①大 人（中学生以上）400円 

   ②子ども（小学生以下）250円 

    未就学児は、保護者同伴の場合、保護者１名につき１名を無料とし、未就学児

が１人で乗車する場合は、子ども料金を適用する。 

  (2)回数券・定期券 

   ①回数券（大人） 

    ア 種類は、20枚綴り（7,000円）、11枚綴り（4,000円）とする。 

    イ 発売場所は、運行事業者の車中・営業所、企画政策課・各総合支所住民課、

塩川駅・山都駅・荻野駅とする。 

   ②回数券（子ども） 

    ア 種類は、20枚綴り（4,300円）、11枚綴り（2,500円）とする。 

    イ 発売場所は、運行事業者の車中・営業所、企画政策課・各総合支所住民課、

塩川駅・山都駅・荻野駅とする。 

   ③定期券 

    ア 大 人 １カ月 13,300円 

    イ 子ども １カ月  8,000円 

     １カ月以上４カ月未満の期間において発売し、取扱いは別に定める。 

  (3)支払い 

   降車時に現金又は回数券を運転手に支払う。または、定期券を提示する。 

 

 10 利用方法 

  (1)利用条件 

   ア 一人で乗り降りができ、車椅子、盲導犬、介助を必要としないこと。 

   イ 自動車運送事業等運輸規則に定められた物品を持ち込まないこと。 

   ウ 自動車運送事業等運輸規則に定められた禁止行為を行わないこと。 

  (2)利用者登録 

   ア 利用者登録申請書により事前に登録を行うことができる。 

   イ 登録料は、無料とする。 

   ウ 有効期限は定めないが、登録内容に変更が生じた場合は速やかに届けること。 

   エ 登録者には、登録証を発行する。 

  (3)予約 

   ア 受付業務のため、外部委託により受付センターを設置する。 

   イ 予約は、受付センターに電話により行うものとする。ただし、特別の事情又

はやむを得ない場合は、ファックス、電子メール等により行うことができるも

のとする。 
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   ウ 予約の受付は、利用日の前日（土・日曜日、祝日及び 12月 29日から１月３

日までを除く）の午前９時から午後４時までとする。 

   エ 予約の期間は、乗車日の１カ月前から前日の指定時間までとする。ただし、

定期的な利用の場合は、４カ月分の予約ができるものとする。 

 

 11 運行事業者等 

  (1)運行事業者・使用車両 

   ア 交通会議で協議、承認された事業者により運行を行う。予約状況等に応じて

使用する車両を変更する場合がある。 

   イ 運行事業者の業務は、受付センターから予約受付に基づく運行指示書をファ

ックスにより受け取り、運行を行う。運行業務、利用料金、回数券等の販売業

務等の詳細は、仕様書による。 

  ①両エリア 

   ア 事業者名 会津乗合自動車株式会社 

   イ 使用車両 ワゴン車各１台 

  (2)受付業務者 

   受付システム等の開発・運用及び調査業務が可能な市内事業者とする。 

  ①事業者名 株式会社 光進都市コンサルタント 

  ②業務内容 

    予約受付、経路設定、運行事業者等との連絡・調整、利用データの集計・分析、

利用登録証の発行、問合せ等の対応、業務マニュアルの作成、受付業務の改善提

案及び各種調査業務等を行う。業務の詳細は、仕様書による。 

 

 



区域の町字名等一覧　(喜多方地区)

No. 町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名
1 字飯田道上 字常盤台 字二本木 関柴町上高額 字大分 松山町大飯坂 字村前

2 字大荒井 松山町村松 字石田 字畑台 関柴町西勝 字三島 松山町大飯坂 字山郷道下

3 字青葉台 松山町村松 字町尻 字中台 関柴町西勝 字四百苅 松山町大飯坂 字窪田

4 字清水台一丁目 松山町村松 字大坪 字柳清水 関柴町西勝 字家ノ下 松山町大飯坂 字五百苅

5 字清水台二丁目 松山町村松 字桜清水 字南原 関柴町西勝 字宮ノ下 松山町大飯坂 字三島

6 松山町村松 字馬道下 松山町村松 字行人壇 字沢ノ目 関柴町西勝 字谷地田 松山町大飯坂 字大念佛

7 松山町村松 字石田 松山町村松 字上原 字東台 関柴町西勝 字吉原 松山町大飯坂 字桶伏

8 松山町村松 字常盤町 松山町村松 字常盤町 岩月町宮津 字馬場 関柴町西勝 字上川原 松山町大飯坂 字堀米

9 松山町鳥見山 字下堰下 松山町村松 字上川原 岩月町宮津 字南沢田 関柴町西勝 字無代田 松山町大飯坂 字見頃道下

10 松山町村松 字馬道上 松山町村松 字北原 岩月町宮津 字宮地 関柴町豊芦 字道下 松山町大飯坂 字小荒井道上

11 松山町村松 字上川原 松山町村松 字台畑 岩月町宮津 字小市作 関柴町豊芦 字谷地田前 松山町大飯坂 字坂井

12 松山町村松 字北原 松山町鳥見山 字上天神 岩月町宮津 字下村前 関柴町豊芦 字荒田 慶徳町松舞家 字免田

13 松山町大飯坂 字黒沢川端 松山町鳥見山 字上堀田 岩月町宮津 字下村 関柴町豊芦 字橋向 慶徳町松舞家 字稲荷前

14 松山町大飯坂 字南高侭 松山町鳥見山 字二貫分前 岩月町宮津 字東馬場 関柴町豊芦 字中里 慶徳町松舞家 字北稲荷前

15 松山町大飯坂 字東高侭 松山町鳥見山 字百目前 岩月町宮津 字南谷地 関柴町豊芦 字町田 慶徳町松舞家 字天神前

16 松山町大飯坂 字西高侭 松山町鳥見山 字沢田 岩月町宮津 字台 関柴町豊芦 字鶴ノ瀬 慶徳町松舞家 字天神宮

17 松山町大飯坂 字前田 松山町鳥見山 字百目北 岩月町宮津 字台田 関柴町豊芦 字三城目 慶徳町松舞家 字松野

18 松山町大飯坂 字万部檀 松山町鳥見山 字五郎四郎 岩月町宮津 字西ノ前 関柴町豊芦 字村中 慶徳町松舞家 字木曽ノ原

19 松山町大飯坂 字堀向 松山町鳥見山 字権現堂 岩月町宮津 字西原 関柴町豊芦 字寺西 慶徳町松舞家 字下根柄巻

20 松山町大飯坂 字切添 松山町鳥見山 字下前田 岩月町宮津 字銭神 関柴町豊芦 字四百苅 慶徳町松舞家 字角田

21 松山町大飯坂 字下川端 松山町鳥見山 字北屋敷 岩月町宮津 字西ノ後 関柴町豊芦 字村西 慶徳町松舞家 字三貫堰

22 松山町大飯坂 字上川端 松山町鳥見山 字東前田 岩月町宮津 字宮東 関柴町豊芦 字石仏 慶徳町松舞家 字一本柳

23 松山町大飯坂 字山道 松山町鳥見山 字西前田 岩月町宮津 字東谷地 関柴町豊芦 字村前 慶徳町松舞家 字原添

24 松山町大飯坂 字家ノ前 松山町鳥見山 字水深 岩月町宮津 字滝川前 関柴町豊芦 字四ツ屋 慶徳町松舞家 字反町

25 松山町大飯坂 字大荒井 松山町鳥見山 字三百苅 岩月町宮津 字滝川 関柴町豊芦 字布流 慶徳町松舞家

26 松山町大飯坂 字飯田 松山町鳥見山 字本村屋敷 岩月町宮津 字飛屋敷 熊倉町熊倉 字川原 慶徳町松舞家 字大学段

27 上三宮町上三宮 字中向 松山町鳥見山 字家ノ東 岩月町宮津 字村東 熊倉町熊倉 字柳内 慶徳町松舞家 字上田

28 上三宮町上三宮 字東原 松山町鳥見山 字山ノ神 岩月町宮津 字村前 熊倉町熊倉 字大門 慶徳町松舞家 字北ノ窪

29 上三宮町吉川 字堂前 松山町鳥見山 字木戸口 岩月町宮津 字林添 熊倉町熊倉 字高畑 慶徳町松舞家 字舞台田前

30 上三宮町吉川 字南中 松山町鳥見山 字太夫屋敷 岩月町宮津 字中田付 熊倉町熊倉 字東裏 慶徳町松舞家 字窪田

31 上三宮町吉川 字別当屋敷 松山町鳥見山 字家ノ西 岩月町宮津 字堤田 熊倉町熊倉 字熊倉 慶徳町松舞家 字堰場

32 上三宮町吉川 字北中 松山町鳥見山 字家ノ根 岩月町宮津 字峠 熊倉町熊倉 字杉ノ下 慶徳町松舞家 字走下り

33 上三宮町吉川 字三島 松山町鳥見山 字山ノ下 岩月町宮津 字打入西 熊倉町熊倉 字大竹 慶徳町松舞家 字下川

34 上三宮町吉川 字杉本カラケ 松山町鳥見山 字上川原 岩月町宮津 字東山 熊倉町熊倉 字クネ添 慶徳町松舞家 字上川

35 上三宮町吉川 字比津井田 松山町鳥見山 字志田 岩月町宮津 字北原 熊倉町熊倉 字壇ノ前 慶徳町松舞家 字下川原

36 上三宮町吉川 字シケ畑 松山町鳥見山 字江端 岩月町宮津 字火付沢 熊倉町熊倉 字宮西 慶徳町松舞家 字中原

37 上三宮町吉川 字日照畑 松山町鳥見山 字上中村道上 岩月町宮津 字土橋 熊倉町熊倉 字中里向 慶徳町松舞家 字町尻

38 上三宮町吉川 字南舘 松山町鳥見山 字村北 岩月町宮津 字大志田 熊倉町熊倉 字八丁 慶徳町松舞家 字若宮

39 上三宮町吉川 字大畑 松山町鳥見山 字柳原道上 岩月町宮津 字大窪 熊倉町熊倉 字西裏 慶徳町松舞家 字下古屋敷

40 上三宮町吉川 字燈明田 松山町鳥見山 字大豆田 岩月町宮津 字中田付東 熊倉町熊倉 字町尻 慶徳町松舞家 字上古屋敷

1　上三宮エリア 2　岩月エリア 3　関柴エリア 4　熊倉エリア 5　慶徳エリア
資
料
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No. 町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名
1　上三宮エリア 2　岩月エリア 3　関柴エリア 4　熊倉エリア 5　慶徳エリア

41 上三宮町吉川 字吸右衛門作 松山町鳥見山 字上井戸尻 岩月町宮津 字中田付西 熊倉町熊倉 字柳原北 慶徳町松舞家 字鶴巻田

42 上三宮町吉川 字大荒井前 松山町鳥見山 字上中村道下 岩月町橿野 字松島 熊倉町熊倉 字西柳原 慶徳町松舞家 字道下

43 上三宮町吉川 字下三宮 松山町鳥見山 字下中村道下 岩月町橿野 字長面 熊倉町熊倉 字柳原 慶徳町松舞家 字新町

44 上三宮町吉川 字井戸尻 松山町鳥見山 字中井戸尻 岩月町橿野 字下前田 熊倉町熊倉 字柳原添 慶徳町松舞家 字古寺前

45 上三宮町吉川 字上新田 松山町鳥見山 字中石橋南 岩月町橿野 字白山前 熊倉町熊倉 字舞台田 慶徳町松舞家 字中台

46 上三宮町吉川 字東大寄 松山町鳥見山 字川原田 岩月町橿野 字台畑 熊倉町熊倉 字下川原 慶徳町松舞家 字台田

47 上三宮町吉川 字川原田 松山町鳥見山 字林崎 岩月町橿野 字黒田 熊倉町熊倉 字熊倉下 慶徳町松舞家 字丑ノ尾

48 上三宮町吉川 字長泥 松山町鳥見山 字村前 岩月町橿野 字馬場 熊倉町熊倉 字柳舞川 慶徳町松舞家 字滝ノ沢

49 上三宮町吉川 松山町鳥見山 字桑木田 岩月町橿野 字上前田 熊倉町熊倉 字熊倉上 慶徳町松舞家 字六千刈

50 上三宮町吉川 字四分一 松山町鳥見山 字狐塚 岩月町橿野 字三ッ堀 熊倉町熊倉 字物江 慶徳町松舞家 字飯台田

51 上三宮町吉川 字弥五作 松山町鳥見山 字上五郎四郎 岩月町橿野 字三ッ堀西 熊倉町新合 字小沼甲 慶徳町松舞家 字舞台田

52 上三宮町吉川 字反田 松山町鳥見山 字下五郎四郎 岩月町橿野 字菅原 熊倉町新合 字村西甲 慶徳町豊岡 字牛沢

53 上三宮町吉川 字中川原 松山町鳥見山 字下原 岩月町橿野 字台 熊倉町新合 字村東甲 慶徳町豊岡 字今町

54 上三宮町吉川 松山町鳥見山 字下堰下 岩月町橿野 字中堀 熊倉町新合 字堂ノ前甲 慶徳町豊岡 字木曽原

55 上三宮町吉川 字清水尻 松山町鳥見山 字上堰下 岩月町橿野 字前 熊倉町新合 字北原甲 慶徳町豊岡 字千五百苅

56 上三宮町吉川 字新屋敷 松山町鳥見山 字柳原道下 岩月町橿野 字舘野 熊倉町新合 字中島甲 慶徳町豊岡 字高木

57 上三宮町吉川 字越法田 松山町鳥見山 字街道東 岩月町橿野 字土用在家 熊倉町新合 字勝本甲 慶徳町豊岡 字柳町

58 上三宮町吉川 字北広畑 松山町鳥見山 字街道西 岩月町橿野 字遠下前 熊倉町新合 字家ノ前甲 慶徳町豊岡 字反町

59 上三宮町吉川 字南広畑 松山町鳥見山 字中村道下堰西 岩月町橿野 字下台前 熊倉町新合 字上原甲 慶徳町豊岡 字川原田

60 上三宮町吉川 字瀧ノ沢 松山町鳥見山 字中村道下堰東 岩月町橿野 字下台北 熊倉町新合 字大沢甲 慶徳町豊岡 字中川原

61 上三宮町吉川 字鹿畑 松山町鳥見山 字阿弥陀堂 岩月町橿野 字下台南 熊倉町新合 字反場甲 慶徳町豊岡 字重壇

62 上三宮町吉川 字林下 松山町鳥見山 字中村道上 岩月町橿野 字稲田 熊倉町新合 字休石甲 慶徳町豊岡 字中江

63 上三宮町吉川 字舘中 松山町鳥見山 字中村道下 関柴町関柴 字姥柳 熊倉町新合 字西休石甲 慶徳町豊岡 字北城

64 上三宮町吉川 字熊鷹 松山町鳥見山 字桜清水 関柴町関柴 字代官作 熊倉町新合 字萩平甲 慶徳町豊岡 字上江

65 上三宮町吉川 字北原 松山町鳥見山 字西原 関柴町関柴 字山道端 熊倉町新合 字大久保甲 慶徳町豊岡 字本町

66 上三宮町吉川 字新田 岩月町入田付 字西桜壇 関柴町関柴 字川原 熊倉町新合 字辻乙 慶徳町豊岡 字不動前

67 上三宮町吉川 字宮田 岩月町入田付 字東桜壇 関柴町関柴 字村東 熊倉町新合 字村東乙 慶徳町豊岡 字香隈山

68 上三宮町吉川 字岩沢村東 岩月町入田付 字原添 関柴町関柴 字関柴 熊倉町新合 字羽黒森丙 慶徳町豊岡 字山岸

69 上三宮町吉川 字見項 岩月町入田付 字七曲 関柴町関柴 字前田 熊倉町新合 字日照田丙 慶徳町豊岡 字滝ノ沢

70 上三宮町吉川 字押切 岩月町入田付 字亀岩尻 関柴町関柴 字石ノ堂 熊倉町新合 字家ノ北丙 慶徳町豊岡 字蛇崩

71 上三宮町三谷 字日干田 岩月町入田付 字広原 関柴町関柴 字川又 熊倉町新合 字金沢丙 慶徳町豊岡 字七曲り

72 上三宮町三谷 字葡萄沢 岩月町入田付 字亀岩 関柴町関柴 字大田 熊倉町新合 字上南沢丙 慶徳町豊岡 字川前

73 上三宮町三谷 字北原新田 岩月町入田付 字大杉 関柴町関柴 字赤坂前 熊倉町新合 字山ノ神丙 慶徳町豊岡 字豊岡道北

74 上三宮町三谷 字家ノ上 岩月町入田付 字月見屋敷 関柴町関柴 字北畑 熊倉町新合 字竹花丙 慶徳町豊岡 字堀出

75 上三宮町三谷 字西村 岩月町入田付 字大橋本 関柴町関柴 字阿弥陀堂 熊倉町新合 字百目木丙 慶徳町新宮 字舘北

76 上三宮町三谷 字前畑 岩月町入田付 字舘ノ下 関柴町関柴 字赤坂 熊倉町新合 字反場丙 慶徳町新宮 字舘内

77 上三宮町三谷 字下前田 岩月町入田付 字五百苅 関柴町関柴 字西城 熊倉町新合 字北片原坂丙 慶徳町新宮 字前田道南

78 上三宮町三谷 字屋敷中 岩月町入田付 字屏風岩 関柴町関柴 字外赤坂 熊倉町新合 字大久保丙 慶徳町新宮 字神明道下

79 上三宮町三谷 字丹波畑 岩月町入田付 字鹿島崎 関柴町関柴 字打入 熊倉町新合 字昭和 慶徳町新宮 字前田

80 上三宮町三谷 字下三山道南 岩月町入田付 字甘蕨道上 関柴町関柴 字上打入 熊倉町新合 字小沼 慶徳町新宮 字水上

81 上三宮町三谷 字茅畑 岩月町入田付 字上中 関柴町関柴 字下大窪 熊倉町新合 字羽黒森 慶徳町新宮 字小舘



No. 町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名
1　上三宮エリア 2　岩月エリア 3　関柴エリア 4　熊倉エリア 5　慶徳エリア

82 上三宮町三谷 字甚右エ門畑 岩月町入田付 字中西 関柴町関柴 字大窪 熊倉町新合 字道下 慶徳町新宮 字上川原

83 上三宮町三谷 字北屋敷 岩月町入田付 字上ノ台 関柴町関柴 字甘草苅 熊倉町新合 字休石 慶徳町新宮 字御戸開

84 上三宮町三谷 字馬場ノ上 岩月町入田付 字五城地 関柴町関柴 字打入東 熊倉町新合 字村東 慶徳町新宮 字下川原

85 上三宮町三谷 字般若田道上 岩月町入田付 字田付 関柴町関柴 字蟹沢 熊倉町新合 字二本松 慶徳町新宮 字清水尻

86 上三宮町三谷 字般若田道下 岩月町入田付 字東治里 関柴町関柴 字蟹沢入 熊倉町新合 字中堀 慶徳町新宮 字招木

87 上三宮町三谷 字細谷 岩月町入田付 字的場 関柴町関柴 字西打越 熊倉町新合 字鹿島 慶徳町新宮 字畑中

88 上三宮町三谷 字上前田 岩月町入田付 字金堀場 関柴町関柴 字寺入 熊倉町新合 字辻東 慶徳町新宮 字熊野

89 上三宮町三谷 字木ノ根田 岩月町入田付 字西治里 関柴町関柴 字五倫 熊倉町新合 字堂ノ前 慶徳町新宮 字新宮

90 上三宮町三谷 字反田 岩月町入田付 字長尾佐 関柴町関柴 字赤坂後 熊倉町新合 字堂東 慶徳町新宮 字道西

91 上三宮町三谷 字諏訪前 岩月町入田付 字根本 関柴町関柴 字寺ノ後 熊倉町新合 字金沢 慶徳町新宮 字小山前

92 上三宮町三谷 字西宅地 岩月町入田付 字長下 関柴町関柴 字打越 熊倉町新合 字山ノ神 慶徳町新宮 字小山腰

93 上三宮町三谷 字村南 岩月町入田付 字川崎 関柴町関柴 字東打越 熊倉町新合 字勝本 慶徳町新宮 字駿河

94 上三宮町三谷 字木ノ枝 岩月町入田付 字大根下 関柴町関柴 字諏訪ノ上 熊倉町新合 字上原 慶徳町新宮 字三嶽

95 上三宮町三谷 字譲屋 岩月町入田付 字田付向 関柴町関柴 字入柴西 熊倉町新合 字壇ノ前 慶徳町新宮 字御嶽

96 上三宮町三谷 字村北道南 岩月町入田付 字藤六下 関柴町関柴 字黒が沢 熊倉町新合 字諏訪林 慶徳町新宮 字桜本

97 上三宮町三谷 字松ノ沢 岩月町入田付 字藤六 関柴町関柴 字門光寺後 熊倉町新合 字石田甲 慶徳町新宮 字滝ノ沢

98 上三宮町三谷 字譲屋南 岩月町入田付 字沼尻前 関柴町関柴 字諏訪後 熊倉町都 字反田甲 慶徳町山科 字家ノ下

99 上三宮町三谷 字山本 岩月町入田付 字沼尻 関柴町関柴 字万太郎沢 熊倉町都 字村中甲 慶徳町山科 字六間割

100 上三宮町三谷 字山本北 岩月町入田付 字堤 関柴町関柴 字墓ノ後 熊倉町都 字小沼界甲 慶徳町山科 字八人訳

101 上三宮町三谷 字山瀧 岩月町入田付 字水上 関柴町関柴 字経塚 熊倉町都 字町尻西乙 慶徳町山科 字天神免

102 上三宮町三谷 字譲屋東 岩月町入田付 字沼尻西 関柴町関柴 字権現沢 熊倉町都 字町尻東乙 慶徳町山科 字天神塚

103 上三宮町三谷 字山本東 岩月町入田付 字袖原 関柴町関柴 門光寺 熊倉町都 字高柳乙 慶徳町山科 字下川原

104 上三宮町三谷 字根小屋 岩月町入田付 字上平 関柴町関柴 字高橋 熊倉町都 字諏訪後乙 慶徳町山科 字蔵東

105 上三宮町三谷 字村北道東 岩月町入田付 字堂原 関柴町関柴 字平石 熊倉町都 字上川原乙 慶徳町山科 字吉砂子

106 上三宮町三谷 字南宅地 岩月町入田付 字西原 関柴町関柴 字清水尻 熊倉町都 字三百苅乙 慶徳町山科 字川原子

107 上三宮町三谷 字太郎木原 岩月町入田付 字西原北 関柴町関柴 字入柴 熊倉町都 字欠ノ上乙 慶徳町山科 字山崎

108 上三宮町三谷 字比丘人渕 岩月町入田付 字塩ノ沢 関柴町関柴 字舘ノ内 熊倉町都 字猩猩清水乙 慶徳町山科 字巻

109 上三宮町三谷 字五分一 岩月町入田付 字中川原 関柴町関柴 字家ノ後 熊倉町都 字諏訪宮乙 慶徳町山科 字出玉

110 上三宮町三谷 字老家 岩月町入田付 字坂下 関柴町関柴 字諏訪下 熊倉町都 字梨子木乙 慶徳町山科 字南原道東

111 上三宮町三谷 字門前 岩月町入田付 字平沢前 関柴町関柴 字山口平 熊倉町都 字寺内乙 慶徳町山科 字南原

112 上三宮町三谷 字寺山 岩月町入田付 字黒瀬 関柴町関柴 字黒岩 熊倉町都 字舘ノ前乙 慶徳町山科 字丁場

113 上三宮町三谷 字蛇喰 岩月町入田付 字平沢 関柴町関柴 字黒岩下 熊倉町都 字大石乙 慶徳町山科 字畑田

114 上三宮町三谷 字羽黒山 岩月町入田付 字大窪 関柴町関柴 字九良右エ門 熊倉町都 字落合乙 慶徳町山科 字六升蒔

115 上三宮町三谷 字諏訪山 岩月町入田付 字小坂 関柴町関柴 字滝ノ下 熊倉町都 字沼平乙 慶徳町山科 字宮前

116 上三宮町三谷 字飛鳥前 岩月町入田付 字北原 関柴町関柴 字滝ノ平 熊倉町都 字瀧ノ沢乙 慶徳町山科 字泡ノ巻

117 上三宮町三谷 字山本前 岩月町入田付 字中島 関柴町関柴 字沼ノ上 熊倉町都 字宮ノ前丙 慶徳町山科 字宮南

118 上三宮町三谷 字寺前 岩月町入田付 字午房屋敷 関柴町関柴 字早坂 熊倉町都 字下川端丙 慶徳町山科 字宮西

119 上三宮町三谷 字村北 岩月町入田付 字志賀山 関柴町関柴 字出合 熊倉町都 字上川端丙 慶徳町山科 字下川前

120 上三宮町三谷 字村東 岩月町入田付 字荒代沢 関柴町関柴 字水林 熊倉町都 字中ノ條丙 慶徳町山科 字出川原

121 上三宮町三谷 字芦沢 岩月町入田付 字崖ノ下 関柴町関柴 字和尚段 熊倉町都 字下道地丙 豊川町米室 字綾金

122 岩月町入田付 字持葉沢 関柴町関柴 字死人沢 熊倉町都 字輪具丙 豊川町米室 字東綾金
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1　上三宮エリア 2　岩月エリア 3　関柴エリア 4　熊倉エリア 5　慶徳エリア

123 岩月町入田付 字大水無 関柴町関柴 字大悪場 熊倉町都 字作田丙 豊川町米室 字道元

124 岩月町入田付 字李平 関柴町関柴 字諏訪上乙 熊倉町都 字道地丙 豊川町米室 字古開

125 岩月町入田付 字大滝 関柴町関柴 字長峰 熊倉町都 字櫻惣沢丙 豊川町米室 字六条川原

126 岩月町入田付 字根小屋 関柴町関柴 字中丸 熊倉町都 字東道地丙 豊川町米室 字五条川原

127 岩月町入田付 字中藤六 関柴町関柴 字天櫃 熊倉町都 字上ノ山丙 豊川町米室 字村北

128 岩月町入田付 字沼尻前山 関柴町関柴 字木伏沼 熊倉町都 字喰花沢丙 豊川町米室 字村前

129 岩月町入田付 字西原山 関柴町関柴 字家ノ向 熊倉町都 字根道地丙 豊川町米室 字神田

130 岩月町入田付 字東沢 関柴町関柴 字家ノ下 熊倉町都 字狐塚丙 豊川町米室 字小池野

131 岩月町入田付 字円角沢山 関柴町関柴 字家ノ東 熊倉町都 字大平丙 豊川町米室 字中川

132 岩月町入田付 字小滝沢山 関柴町関柴 字沼尻 熊倉町都 字権現森 豊川町米室 字昆沙門

133 岩月町入田付 字李平山 関柴町関柴 字穴ノ沢 熊倉町都 字高吉 豊川町米室 字免田

134 岩月町入田付 字根小屋山 関柴町関柴 字菅沼入 熊倉町都 字上川原 豊川町米室 字柳原

135 岩月町入田付 字箱ノ倉 関柴町関柴 字石宮 熊倉町都 字舘 豊川町米室 字綾金南

136 岩月町入田付 字長根下山 関柴町関柴 字遠西 熊倉町都 字宮ノ前 豊川町米室 字綾金北

137 岩月町入田付 字根本山 関柴町関柴 字弥市林 熊倉町都 字道地 豊川町沢部 字南広面

138 岩月町入田付 字西治里山 関柴町関柴 字長平林 熊倉町都 字東道地 豊川町沢部 字鹿島

139 岩月町入田付 字上中山 関柴町関柴 字西萱場 熊倉町都 字喰花沢 豊川町沢部 字長尾

140 岩月町入田付 字甘蕨道上山 関柴町関柴 字下り口 熊倉町都 字寺内 豊川町沢部 字村東

141 岩月町入田付 字北原山 関柴町関柴 字中ノ南 熊倉町都 字落合 豊川町沢部 字村西

142 岩月町入田付 字治里南 関柴町関柴 字金山沢 熊倉町都 字沼平

143 岩月町入田付 字杉山前 関柴町関柴 字葉ノ木谷地 熊倉町都 字欠ノ下

144 岩月町入田付 字箱ノ倉口 関柴町関柴 字堰下 熊倉町都 字町尻東

145 岩月町入田付 字水滝沢山 関柴町関柴 字西林 熊倉町都 字吉沢

146 岩月町入田付 字水滝沢 関柴町関柴 字沼田 熊倉町都 字村東

147 岩月町入田付 字袖原山 関柴町関柴 字谷地田 熊倉町都 字水上乙

148 岩月町入田付 字沼尻田 関柴町関柴 字小屋下 熊倉町雄国 字南居戸尻甲

149 岩月町入田付 字沼尻山 関柴町関柴 字日草場 熊倉町雄国 字北居戸尻甲

150 岩月町入田付 字北ノ上 関柴町関柴 字家ノ南 熊倉町雄国 字村中甲

151 岩月町入田付 字水上山 関柴町関柴 字本萱場 熊倉町雄国 字墓ノ前甲

152 岩月町入田付 字西原沢 関柴町関柴 字家ノ東 熊倉町雄国 字二階平甲

153 岩月町入田付 字二子清水 関柴町関柴 字川入 熊倉町雄国 字新堀下甲

154 岩月町入田付 字杉山上 関柴町関柴 字萱場山 熊倉町雄国 字七本木甲

155 岩月町宮津 字笹ノ上 関柴町関柴 字北林 熊倉町雄国 字南川前甲

156 岩月町宮津 字南原 関柴町関柴 字小悪場 熊倉町雄国 字下桑沢甲

157 岩月町宮津 字宮ノ前 関柴町下柴 字道尻 熊倉町雄国 字三ツ屋甲

158 岩月町宮津 字勝耕作 関柴町下柴 字道下 熊倉町雄国 字下百目貫甲

159 岩月町宮津 字沢田 関柴町下柴 字向川原 熊倉町雄国 字上百目貫甲

160 岩月町宮津 字惣社原 関柴町下柴 字天神前 熊倉町雄国 字上桑沢甲

161 岩月町宮津 字桜壇 関柴町下柴 字大門口 熊倉町雄国 字家ノ上甲

162 岩月町宮津 字畑ヶ田 関柴町下柴 字東住 熊倉町雄国 字梨子木平甲

163 岩月町宮津 字清水上 関柴町下柴 字市道上 熊倉町雄国 字寺屋敷甲
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164 岩月町宮津 字家ノ後 関柴町下柴 字山道上 熊倉町雄国 字竹原甲

165 岩月町宮津 字北向 関柴町下柴 字後田 熊倉町雄国 字水久保甲

166 岩月町宮津 字東原 関柴町下柴 字馬場田 熊倉町雄国 字手代森甲

167 岩月町宮津 字向台ノ上 関柴町下柴 字堰根 熊倉町雄国 字八木沢甲

168 岩月町宮津 字家ノ前 関柴町下柴 字的場 熊倉町雄国 字小金石乙

169 岩月町宮津 字五百苅 関柴町下柴 字芝原前 熊倉町雄国 字的場乙

170 岩月町宮津 字大沢 関柴町下柴 字小松 熊倉町雄国 字諏訪上乙

171 岩月町宮津 字岩崎 関柴町下柴 字三十苅 熊倉町雄国 字井戸尻乙

172 岩月町宮津 字西荒田 関柴町下柴 字台 熊倉町雄国 字道南乙

173 岩月町宮津 字原ノ坊 関柴町下柴 字家ノ前田 熊倉町雄国 字村中乙

174 岩月町宮津 字原田 関柴町下柴 字上小松 熊倉町雄国 字村上乙

175 岩月町宮津 字若宮 関柴町下柴 字寺ノ前 熊倉町雄国 字七本木上乙

176 岩月町宮津 字西田窪 関柴町下柴 字大門 熊倉町雄国 字八木沢道北乙

177 岩月町宮津 字弘海壇 関柴町下柴 字北畑 熊倉町雄国 字水上乙

178 岩月町宮津 字堰東 関柴町下柴 字山ノ神 熊倉町雄国 字八木沢道中乙

179 岩月町宮津 字畑ヶ田西 関柴町下柴 字家ノ後 熊倉町雄国 字中道地乙

180 岩月町宮津 字原ノ坊前 関柴町下柴 字堰場 熊倉町雄国 字八木沢道南乙

181 岩月町宮津 字大門 関柴町下柴 字雨ヶ作山 熊倉町雄国 字水窪乙

182 岩月町宮津 字道下東 関柴町下柴 字大門山 熊倉町雄国 字一本松丙

183 岩月町宮津 字下新田 関柴町下柴 字骨土入 熊倉町雄国 字壱ツ石丙

184 岩月町宮津 字堀下 関柴町下柴 字長光窪 熊倉町雄国 字下大谷地丙

185 岩月町宮津 字道下西 関柴町下柴 字糠敷沢 熊倉町雄国 字七之亟丙

186 岩月町宮津 字柏原廻り 関柴町下柴 字石堂 熊倉町雄国 字上大谷地丙

187 岩月町宮津 字小原 関柴町下柴 字石堂沢 熊倉町雄国 字上ノ原丙

188 岩月町宮津 字家ノ北 関柴町下柴 字羽山堂 熊倉町雄国 字村中丙

189 岩月町宮津 字寺窪前 関柴町下柴 字駒坂 熊倉町雄国 字クク谷地丙

190 岩月町宮津 字寺山 関柴町下柴 字二本木沢 熊倉町雄国 字上ノ段丙

191 岩月町宮津 字家ノ上 関柴町下柴 字滝下 熊倉町雄国 字大沢向丙

192 岩月町宮津 字前坂 関柴町下柴 字川音 熊倉町雄国 字雨堤丙

193 岩月町宮津 字中峠 関柴町下柴 字柳ノ下 熊倉町雄国 字萩平丙

194 岩月町宮津 字中山 関柴町下柴 字栗木平 熊倉町雄国 字中丸丙

195 岩月町宮津 字家ノ西 関柴町下柴 字日影 熊倉町雄国 字田尻丙

196 岩月町宮津 字沢ノ上 関柴町下柴 字村北 熊倉町雄国 字五軒丁丁

197 岩月町宮津 字西ノ山 関柴町下柴 字寺西 熊倉町雄国 字中曽根丁

198 岩月町宮津 字坂下 関柴町下柴 字寺前 熊倉町雄国 字下獅子沢丁

199 岩月町宮津 字五百刈 関柴町下柴 字天ｹ作 熊倉町雄国 字蟹沢丁

200 岩月町宮津 字ウルイ坂 関柴町下柴 字台畑 熊倉町雄国 字大石丁

201 岩月町宮津 字柳沢 関柴町下柴 字墓ノ前 熊倉町雄国 字隠里丁

202 岩月町宮津 字家ノ向 関柴町下柴 字太ｹ沢 熊倉町雄国 字上獅子沢丁

203 岩月町宮津 字長窪 関柴町下柴 字熊沢 熊倉町雄国 字北中曽根丁

204 岩月町宮津 字柳沢山 関柴町下柴 字木館 熊倉町雄国 字南中曽根丁
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205 岩月町宮津 字家ノ後山 関柴町下柴 字森下 熊倉町雄国 字森台丁

206 岩月町宮津 字中ノ沢山 関柴町下柴 字家ノ前 熊倉町雄国 字南大沢丁

207 岩月町宮津 字上ノ山 関柴町下柴 字大平 熊倉町雄国 字細山丁

208 岩月町宮津 字上方 関柴町下柴 字七曲 熊倉町雄国 字南小吹沢丁

209 岩月町宮津 字三十刈 関柴町下柴 字大館 熊倉町雄国 字八峠丁

210 岩月町宮津 字向台下 関柴町下柴 字水出口 熊倉町雄国 字道観丁

211 岩月町宮津 字上岩崎 関柴町下柴 字小鳴沢 熊倉町雄国 字押切岩丁

212 岩月町宮津 字道下 関柴町下柴 字大越度 熊倉町雄国 字小吹沢丁

213 岩月町宮津 字柏原 関柴町下柴 字西窪 熊倉町雄国 字鼡尾丁

214 岩月町宮津 字三津谷 関柴町下柴 字瀬戸 熊倉町雄国 字蟹沢

215 岩月町宮津 字家ノ東 関柴町下柴 字水無 熊倉町雄国 字隠里

216 岩月町宮津 字寺前 関柴町下柴 字打越 熊倉町雄国 字獅子沢

217 岩月町宮津 字西原 関柴町下柴 字葭沼 熊倉町雄国 字南居戸尻

218 岩月町喜多方 字清水尻 関柴町下柴 字狐窪 熊倉町雄国 字北居戸尻

219 岩月町喜多方 字林崎 関柴町下柴 字北窪 熊倉町雄国 字諏訪林

220 岩月町喜多方 字稲村 関柴町下柴 字大野 熊倉町雄国 字中七本木

221 岩月町喜多方 字北村西 関柴町下柴 字収納平 熊倉町雄国 字井戸尻

222 岩月町喜多方 字宮田 関柴町下柴 字二重平 熊倉町雄国 字小金石

223 岩月町喜多方 字大道田 関柴町平林 字井戸尻 熊倉町雄国 字的場

224 岩月町喜多方 字北谷地 関柴町平林 字本坊 熊倉町雄国 字本林

225 岩月町喜多方 字北原 関柴町平林 字台下 熊倉町雄国 字七之亟

226 岩月町喜多方 字林 関柴町平林 字家ノ前 熊倉町雄国 字村上

227 岩月町喜多方 字入北原 関柴町平林 字前田 熊倉町雄国 字百目貫

228 岩月町喜多方 字上向 関柴町平林 字文宅 熊倉町雄国 字八木沢道南

229 岩月町喜多方 字若狭 関柴町平林 字関田 熊倉町雄国 字川前

230 岩月町喜多方 字小林前 関柴町平林 字谷地 熊倉町雄国 字梨子木平

231 岩月町大都 字田向 関柴町平林 字山道西 熊倉町雄国 字桑沢

232 岩月町大都 字諏訪前 関柴町平林 字宮西 熊倉町雄国 字上百目貫

233 岩月町大都 字前田 関柴町平林 字宮東 熊倉町雄国 字萩平

234 岩月町大都 字北村前 関柴町平林 字南天 熊倉町雄国 字中島

235 岩月町大都 字阿合 関柴町平林 字八幡 熊倉町雄国 字芦平

236 岩月町大都 字神田作 関柴町平林 字川原 熊倉町雄国 字村中

237 岩月町大都 字名木ノ原 関柴町平林 字五厘 熊倉町雄国 字大谷地

238 岩月町大都 字荒田 関柴町平林 字土合 熊倉町雄国 字クク谷地

239 岩月町大都 字舘ノ内 関柴町平林 字古屋敷 熊倉町雄国 字上ノ原

240 岩月町大都 字堂ノ前 関柴町平林 字南ノ前 熊倉町雄国 字五軒丁

241 岩月町大都 字広面 関柴町平林 字地利前 熊倉町雄国 字森台

242 岩月町大都 字上屋敷 関柴町平林 字反田 熊倉町雄国 字南大沢

243 岩月町大都 字中川原前 関柴町平林 字七百苅 熊倉町雄国 字平三ケ沢

244 岩月町大都 字窪田 関柴町平林 字三百苅 熊倉町雄国 字水上

245 岩月町大都 字寺前 関柴町平林 字信濃 熊倉町雄国 字南中曽根
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246 岩月町大都 字後生免 関柴町平林 字長尾佐 熊倉町雄国 字大谷地乙

247 岩月町大都 字宮ノ前 関柴町平林 字深田 熊倉町雄国 字八木沢道北

248 岩月町大都 字石神 関柴町平林 字下段 熊倉町雄国 字大沢甲

249 岩月町大都 字中川原後 関柴町平林 字新屋敷 熊倉町雄国 字上原

250 岩月町大都 字松原 関柴町平林 字政所

251 岩月町大都 字砂子田 関柴町平林 字道東

252 岩月町大都 字大名 関柴町平林 字道西

253 岩月町大都 字ウルイ坂 関柴町平林 字姥柳

254 岩月町大都 字菖蒲沢 関柴町三津井 字原田前

255 岩月町大都 字番状免 関柴町三津井 字松島

256 岩月町大都 字五貫沢 関柴町三津井 字堂ノ下

257 岩月町大都 字東村 関柴町三津井 字前田

258 岩月町大都 字西村 関柴町三津井 字西巻田

259 岩月町大都 字中山 関柴町三津井 字東巻田

260 岩月町大都 字平石 関柴町三津井 字堂ノ上

261 岩月町大都 字吹屋沢 関柴町三津井 字下政所

262 岩月町大都 字山ノ神 関柴町三津井 字原前

263 岩月町大都 字ケケ窪 関柴町三津井 字堀込

264 岩月町大都 字上ノ台 関柴町三津井 字七反

265 岩月町大都 字大沢入 関柴町三津井 字田中前

266 岩月町大都 字宮前 関柴町三津井 字柴田

267 岩月町大都 字林ノ下 関柴町三津井 字中堰西

268 岩月町大都 字勝負沢 関柴町三津井 字天宮

269 岩月町大都 字鳥ｹ墓 関柴町三津井 字畑中

270 岩月町大都 字西畑 関柴町三津井 字稲荷前

271 上三宮町上三宮 字東原 関柴町三津井 字下川原

272 関柴町三津井 字唐八

273 関柴町三津井 字堰下

274 関柴町三津井 字京出

275 関柴町三津井 字京出川西

276 関柴町三津井 字梅鉢

277 関柴町上高額 字角畑

278 関柴町西勝 字上川原



区域の町字名等一覧　(熱塩地区　熱塩エリア)

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
1 熱塩加納町加納 字根岸山甲 36 熱塩加納町相田 字東前田乙 71 熱塩加納町熱塩 字大畑丙 106 熱塩加納町熱塩 字西黒川丁

2 熱塩加納町加納 字五目山甲 37 熱塩加納町相田 字東原乙 72 熱塩加納町熱塩 字オソバ丙 107 熱塩加納町熱塩 字腰巻丁

3 熱塩加納町加納 字鷲田山甲 38 熱塩加納町相田 字下川原乙 73 熱塩加納町熱塩 字清吾曽根丙 108 熱塩加納町熱塩 字天神林丁

4 熱塩加納町加納 字根岸山 39 熱塩加納町相田 字上川原乙 74 熱塩加納町熱塩 字弥平沢山丙 109 熱塩加納町熱塩 字後田丁

5 熱塩加納町米岡 字下平乙 40 熱塩加納町相田 字大森乙 75 熱塩加納町熱塩 字弥平沢丙 110 熱塩加納町熱塩 字打越丁

6 熱塩加納町米岡 字下川原原向丙 41 熱塩加納町相田 字引地川原甲 76 熱塩加納町熱塩 字窪丙 111 熱塩加納町熱塩 字千石沢丁

7 熱塩加納町相田 字小十郎田甲 42 熱塩加納町相田 字小奈手場甲 77 熱塩加納町熱塩 字馬木道東丙 112 熱塩加納町熱塩 字明戸平丁

8 熱塩加納町相田 字程久保甲 43 熱塩加納町相田 字大森 78 熱塩加納町熱塩 字馬木道西丙 113 熱塩加納町熱塩 字馬木道東丁

9 熱塩加納町相田 字村前甲 44 熱塩加納町相田 字西原 79 熱塩加納町熱塩 字明ヶ沢丙 114 熱塩加納町熱塩 字窪丁

10 熱塩加納町相田 字松山甲 45 熱塩加納町相田 字金屋 80 熱塩加納町熱塩 字上原丙 115 熱塩加納町熱塩 字大畑山丙

11 熱塩加納町相田 字本村甲 46 熱塩加納町相田 字本村 81 熱塩加納町熱塩 字堰場丙 116 熱塩加納町熱塩 字中在家

12 熱塩加納町相田 字小松原甲 47 熱塩加納町熱塩 字下湯坂甲 82 熱塩加納町熱塩 字田仲前丙 117 熱塩加納町熱塩 字向川原上

13 熱塩加納町相田 字村北甲 48 熱塩加納町熱塩 字上湯坂甲 83 熱塩加納町熱塩 字寺ノ前丙 118 熱塩加納町熱塩 字前川原上

14 熱塩加納町相田 字二ツ子沢甲 49 熱塩加納町熱塩 字前川原下甲 84 熱塩加納町熱塩 字古内丙 119 熱塩加納町熱塩 字中志田

15 熱塩加納町相田 字衛門小屋甲 50 熱塩加納町熱塩 字前川原上甲 85 熱塩加納町熱塩 字袋沢丙 120 熱塩加納町熱塩 字鹿島

16 熱塩加納町相田 字小屋平甲 51 熱塩加納町熱塩 字向川原下甲 86 熱塩加納町熱塩 字中志田尻丙 121 熱塩加納町熱塩 字古内

17 熱塩加納町相田 字赤沢甲 52 熱塩加納町熱塩 字向川原上甲 87 熱塩加納町熱塩 字谷地丙 122 熱塩加納町熱塩 字前ノ原

18 熱塩加納町相田 字冥加坂甲 53 熱塩加納町熱塩 字間々ノ上甲 88 熱塩加納町熱塩 字谷地山丙 123 熱塩加納町熱塩 字堰場

19 熱塩加納町相田 字向山甲 54 熱塩加納町熱塩 字北平田甲 89 熱塩加納町熱塩 字ヱゴ沢丙 124 熱塩加納町熱塩 字日中

20 熱塩加納町相田 字八森甲 55 熱塩加納町熱塩 字的場甲 90 熱塩加納町熱塩 字宮ノ後丙 125 熱塩加納町熱塩 堂不化丁

21 熱塩加納町相田 字中道東乙 56 熱塩加納町熱塩 字熱塩甲 91 熱塩加納町熱塩 字中在家丙 126 熱塩加納町山田 字道西甲

22 熱塩加納町相田 字中道西乙 57 熱塩加納町熱塩 字間瀬中甲 92 熱塩加納町熱塩 字東黒川丙 127 熱塩加納町山田 字山新田甲

23 熱塩加納町相田 字西ノ前乙 58 熱塩加納町熱塩 字間瀬上甲 93 熱塩加納町熱塩 字明ヶ沢丁 128 熱塩加納町山田 字細田甲

24 熱塩加納町相田 字小松原乙 59 熱塩加納町熱塩 字家ノ前乙 94 熱塩加納町熱塩 字鹿島丁 129 熱塩加納町山田 字於伊勢前甲

25 熱塩加納町相田 字大美濃原乙 60 熱塩加納町熱塩 字明志沢乙 95 熱塩加納町熱塩 字家ノ後丁 130 熱塩加納町山田 字赤崎甲

26 熱塩加納町相田 字坊頭林乙 61 熱塩加納町熱塩 字西勝原丙 96 熱塩加納町熱塩 字中志田丁 131 熱塩加納町山田 字羽山甲

27 熱塩加納町相田 字十二神乙 62 熱塩加納町熱塩 字明戸下丙 97 熱塩加納町熱塩 字古内境丁 132 熱塩加納町山田 字元屋敷甲

28 熱塩加納町相田 字下原乙 63 熱塩加納町熱塩 字宮ノ下丙 98 熱塩加納町熱塩 字中志田前丁 133 熱塩加納町山田 字千苅田後甲

29 熱塩加納町相田 字下内裏乙 64 熱塩加納町熱塩 字仲田丙 99 熱塩加納町熱塩 字道下丁 134 熱塩加納町山田 字千苅田甲

30 熱塩加納町相田 字上内裏乙 65 熱塩加納町熱塩 字舞代田丙 100 熱塩加納町熱塩 字大明神丁 135 熱塩加納町山田 字大明神前甲

31 熱塩加納町相田 字上原乙 66 熱塩加納町熱塩 字日中丙 101 熱塩加納町熱塩 字中前田丁 136 熱塩加納町山田 字三百苅甲

32 熱塩加納町相田 字下ノ台乙 67 熱塩加納町熱塩 字大坪丙 102 熱塩加納町熱塩 字下り丁 137 熱塩加納町山田 字前田甲

33 熱塩加納町相田 字大林乙 68 熱塩加納町熱塩 字千石沢丙 103 熱塩加納町熱塩 字雀田丁 138 熱塩加納町山田 字清左ェ門東甲

34 熱塩加納町相田 字五百苅乙 69 熱塩加納町熱塩 字明戸平丙 104 熱塩加納町熱塩 字前田丁 139 熱塩加納町山田 字家ノ東甲

35 熱塩加納町相田 字前田乙 70 熱塩加納町熱塩 字石後原丙 105 熱塩加納町熱塩 字天神下丁 140 熱塩加納町山田 字荒新田甲

熱塩エリア



No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名

熱塩エリア

141 熱塩加納町山田 字侭ノ上甲 176 松山町鳥見山 字松原

142 熱塩加納町山田 字堂ノ下甲 177 松山町鳥見山 字堰上

143 熱塩加納町山田 字堂ノ下堰東甲

144 熱塩加納町山田 字水尻乙

145 熱塩加納町山田 字赤崎道上乙

146 熱塩加納町山田 字赤崎道下乙

147 熱塩加納町山田 字長床乙

148 熱塩加納町山田 字栗生沢乙

149 熱塩加納町山田 字台田山丙

150 熱塩加納町山田 字西沢丙

151 熱塩加納町山田 字宇津野丙

152 熱塩加納町山田 字湯坂

153 熱塩加納町山田 字水尻

154 熱塩加納町山田 字栗生沢

155 熱塩加納町山田 字道上

156 熱塩加納町山田 字道下

157 熱塩加納町山田 字赤崎

158 熱塩加納町山田 字道西

159 松山町鳥見山 字若林

160 松山町鳥見山 字堀込

161 松山町鳥見山 字大道東中ノ切

162 松山町鳥見山 字上新屋敷上ノ切

163 松山町鳥見山 字大道東下ノ切

164 松山町鳥見山 字上新屋敷

165 松山町鳥見山 字上新屋敷中ノ切

166 松山町鳥見山 字上新屋敷下ノ切

167 松山町鳥見山 字下新屋敷前堰東

168 松山町鳥見山 字四方屋敷

169 松山町鳥見山 字上屋敷

170 松山町鳥見山 字中屋敷

171 松山町鳥見山 字南屋敷

172 松山町鳥見山 字家ノ前

173 松山町鳥見山 字五分一道上

174 松山町鳥見山 字鷲田道上

175 松山町鳥見山 字下新屋敷西



区域の町字名等一覧　(熱塩地区　加納エリア)

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
1 熱塩加納町加納 字御下甲 36 熱塩加納町加納 字窪甲 71 熱塩加納町加納 字深沢甲 106 熱塩加納町宮川 字三島前

2 熱塩加納町加納 字家ノ前甲 37 熱塩加納町加納 字北畑甲 72 熱塩加納町加納 字鷲生山甲 107 熱塩加納町宮川 字西原

3 熱塩加納町加納 字杉ノ坪甲 38 熱塩加納町加納 字上川原甲 73 熱塩加納町加納 字山ノ神甲 108 熱塩加納町宮川 字岩尾

4 熱塩加納町加納 字朴田甲 39 熱塩加納町加納 字下川原甲 74 熱塩加納町加納 字坂下甲 109 熱塩加納町宮川 字南沢

5 熱塩加納町加納 字家ノ後甲 40 熱塩加納町加納 字鍜治田下台甲 75 熱塩加納町加納 字家ノ前原甲 110 熱塩加納町宮川 字半在家道東

6 熱塩加納町加納 字桜畑甲 41 熱塩加納町加納 字向川原甲 76 熱塩加納町加納 字三角甲 111 熱塩加納町宮川 字欠田

7 熱塩加納町加納 字西ノ宮甲 42 熱塩加納町加納 字甚蔵新田甲 77 熱塩加納町加納 字堰東甲 112 熱塩加納町宮川 字姥小田

8 熱塩加納町加納 字二百苅甲 43 熱塩加納町加納 字屋敷内甲 78 熱塩加納町加納 字村前乙 113 熱塩加納町宮川 字橋元

9 熱塩加納町加納 字白五輪甲 44 熱塩加納町加納 字弥太ヶ原下台甲 79 熱塩加納町加納 字五目 114 熱塩加納町宮川 字五目道下

10 熱塩加納町加納 字中道下甲 45 熱塩加納町加納 字舘ノ廻甲 80 熱塩加納町加納 字根岸 115 熱塩加納町宮川 字八反田

11 熱塩加納町加納 字下窪甲 46 熱塩加納町加納 字弥太ヶ原甲 81 熱塩加納町加納 字添田 116 熱塩加納町宮川 字南北ノ沢

12 熱塩加納町加納 字北諏訪田甲 47 熱塩加納町加納 字鷲田境甲 82 熱塩加納町加納 字柿田 117 熱塩加納町宮川 字屋敷畑

13 熱塩加納町加納 字根岸甲 48 熱塩加納町加納 字堰上甲 83 熱塩加納町加納 字村北 118 熱塩加納町宮川 字田端

14 熱塩加納町加納 字下根岸甲 49 熱塩加納町加納 字柿木田甲 84 熱塩加納町宮川 字石坂道北 119 熱塩加納町宮川 字善次郎家西

15 熱塩加納町加納 字桜川甲 50 熱塩加納町加納 字古屋敷甲 85 熱塩加納町宮川 半在家道北 120 熱塩加納町宮川 字上口

16 熱塩加納町加納 字根岸北甲 51 熱塩加納町加納 字藤平田甲 86 熱塩加納町宮川 字並桜 121 熱塩加納町宮川 字玉屋

17 熱塩加納町加納 字水上甲 52 熱塩加納町加納 字舘ノ内甲 87 熱塩加納町宮川 字五分一道下 122 熱塩加納町宮川 字中才

18 熱塩加納町加納 字鍋蓋甲 53 熱塩加納町加納 字日照田甲 88 熱塩加納町宮川 字墓ノ西 123 熱塩加納町宮川 字若宮

19 熱塩加納町加納 字中小原 54 熱塩加納町加納 字村前田甲 89 熱塩加納町宮川 字南原 124 熱塩加納町宮川 字五目道上

20 熱塩加納町加納 字小原 55 熱塩加納町加納 字妻ノ神甲 90 熱塩加納町宮川 字七十刈 125 熱塩加納町宮川 字悪水出シ

21 熱塩加納町加納 字上り江甲 56 熱塩加納町加納 字虚空蔵道下甲 91 熱塩加納町宮川 字山田前 126 熱塩加納町宮川 字五分一堰東

22 熱塩加納町加納 字西土合甲 57 熱塩加納町加納 字竹ノ花甲 92 熱塩加納町宮川 字山田中島 127 熱塩加納町宮川 字上川原

23 熱塩加納町加納 字十間舘甲 58 熱塩加納町加納 字根ノ上甲 93 熱塩加納町宮川 字北山田前 128 熱塩加納町宮川 字中川原道東

24 熱塩加納町加納 字畑中甲 59 熱塩加納町加納 字鷲田甲 94 熱塩加納町宮川 字向原 129 熱塩加納町宮川 字仲田

25 熱塩加納町加納 字烏林甲 60 熱塩加納町加納 字五十苅甲 95 熱塩加納町宮川 字寺ノ前 130 熱塩加納町宮川 字北ノ澤

26 熱塩加納町加納 字中大用甲 61 熱塩加納町加納 字舞台田甲 96 熱塩加納町宮川 字三軒屋敷 131 熱塩加納町宮川 字銀山原

27 熱塩加納町加納 字谷地中甲 62 熱塩加納町加納 字北原甲 97 熱塩加納町宮川 字半在家 132 熱塩加納町宮川 字治平家北

28 熱塩加納町加納 字蕀原甲 63 熱塩加納町加納 字下谷地林甲 98 熱塩加納町宮川 字寺ノ西 133 熱塩加納町宮川 字丸山

29 熱塩加納町加納 字板屋甲 64 熱塩加納町加納 字稲荷前甲 99 熱塩加納町宮川 字勘解由畑 134 熱塩加納町宮川 字治平家道北

30 熱塩加納町加納 字五目甲 65 熱塩加納町加納 字谷地田甲 100 熱塩加納町宮川 字諏訪林 135 熱塩加納町宮川 字治郎平作

31 熱塩加納町加納 字村東甲 66 熱塩加納町加納 字畑ヶ田甲 101 熱塩加納町宮川 字南末家 136 熱塩加納町宮川 字深田

32 熱塩加納町加納 字村南甲 67 熱塩加納町加納 字下原道西甲 102 熱塩加納町宮川 字古屋敷 137 熱塩加納町宮川 字琵琶田

33 熱塩加納町加納 字石田原甲 68 熱塩加納町加納 字下原道下甲 103 熱塩加納町宮川 字中岩ノ前 138 熱塩加納町宮川 字八百刈

34 熱塩加納町加納 字朴林甲 69 熱塩加納町加納 字鍜治原甲 104 熱塩加納町宮川 字中百苅 139 熱塩加納町宮川 字長山

35 熱塩加納町加納 字岩尾道下甲 70 熱塩加納町加納 字丸山甲 105 熱塩加納町宮川 字西岩尾 140 熱塩加納町宮川 字太郎左エ門林

加納エリア



No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名

加納エリア

141 熱塩加納町宮川 字堰下 176 熱塩加納町米岡 字上野丙 211 熱塩加納町米岡 字下ノ川丁 246 松山町鳥見山 字上三道西

142 熱塩加納町宮川 字明戸山 177 熱塩加納町米岡 字寺ノ前丙 212 熱塩加納町米岡 字中丸丁 247 上三宮町上三宮 字廟山

143 熱塩加納町宮川 字半在家道南 178 熱塩加納町米岡 字町尻丙 213 熱塩加納町米岡 字門口丁 248 上三宮町上三宮 字三島道上

144 熱塩加納町宮川 字岩尾東 179 熱塩加納町米岡 字寺内丙 214 熱塩加納町米岡 字松根澤丁 249 上三宮町上三宮 字北原

145 熱塩加納町宮川 字岩尾西 180 熱塩加納町米岡 字中ノ澤東丙 215 熱塩加納町米岡 字大六天丁 250 上三宮町上三宮 字籬山

146 熱塩加納町宮川 字八反田東 181 熱塩加納町米岡 字中ノ澤西丙 216 熱塩加納町米岡 字大社地丁 251 上三宮町上三宮 字諏訪林

147 熱塩加納町宮川 字八反田西 182 熱塩加納町米岡 字大工屋敷丙 217 熱塩加納町米岡 字北原丁 252 上三宮町上三宮 字八日町道上

148 熱塩加納町宮川 字南ノ口 183 熱塩加納町米岡 字元屋敷西丙 218 熱塩加納町米岡 字大西丁 253 上三宮町上三宮 字堰上

149 熱塩加納町宮川 字北原 184 熱塩加納町米岡 字反田丙 219 熱塩加納町米岡 字堰上丁 254 上三宮町上三宮 字山王下

150 熱塩加納町宮川 谷山 185 熱塩加納町米岡 字七百刈丙 220 熱塩加納町米岡 字古田丁 255 上三宮町上三宮 字三島前

151 熱塩加納町宮川 入水北南 186 熱塩加納町米岡 字横堀丙 221 熱塩加納町米岡 字飛稲荷坂丁 256 上三宮町上三宮 字池田

152 熱塩加納町米岡 字二本木原甲 187 熱塩加納町米岡 字五輪前丙 222 熱塩加納町米岡 字東八ヶ森南丁 257 上三宮町上三宮 字下松原

153 熱塩加納町米岡 字桜屋敷前乙 188 熱塩加納町米岡 字元木丙 223 熱塩加納町米岡 字家ノ前戊 258 上三宮町上三宮 字寺田

154 熱塩加納町米岡 字百祭乙 189 熱塩加納町米岡 字横堀後丙 224 熱塩加納町米岡 字中川原戊 259 上三宮町上三宮 字村尻大道下

155 熱塩加納町米岡 字二本杉乙 190 熱塩加納町米岡 字円田原丙 225 熱塩加納町米岡 字平名森戊 260 上三宮町上三宮 字東川原

156 熱塩加納町米岡 字中和田乙 191 熱塩加納町米岡 字稲荷坂丁 226 熱塩加納町米岡 字市野々戊 261 上三宮町上三宮 字村東一

157 熱塩加納町米岡 字家ノ前乙 192 熱塩加納町米岡 字窪田丁 227 熱塩加納町米岡 字明戸山戊 262 上三宮町上三宮 字村東二

158 熱塩加納町米岡 字原田乙 193 熱塩加納町米岡 字窪ノ上丁 228 熱塩加納町米岡 字大工屋敷丁 263 上三宮町上三宮 字村東三

159 熱塩加納町米岡 字北原乙 194 熱塩加納町米岡 字尾畑腰丁 229 熱塩加納町米岡 字中川原前 264 上三宮町上三宮 字荒町道東

160 熱塩加納町米岡 字針生乙 195 熱塩加納町米岡 字田中丁 230 熱塩加納町米岡 字下田中前 265 上三宮町三谷 字大窪

161 熱塩加納町米岡 字堰下乙 196 熱塩加納町米岡 字田尻丁 231 熱塩加納町米岡 字明戸前

162 熱塩加納町米岡 字広畑乙 197 熱塩加納町米岡 字日照田丁 232 熱塩加納町米岡 字堰下

163 熱塩加納町米岡 字下台乙 198 熱塩加納町米岡 字間々ノ上丁 233 熱塩加納町米岡 字大西原

164 熱塩加納町米岡 字上台乙 199 熱塩加納町米岡 字宮ノ前丁 234 熱塩加納町米岡 字段ノ下

165 熱塩加納町米岡 字天野澤乙 200 熱塩加納町米岡 字堰下丁 235 熱塩加納町米岡 字日照田原

166 熱塩加納町米岡 字円田澤乙 201 熱塩加納町米岡 字寺ノ西丁 236 熱塩加納町米岡 字日照田前

167 熱塩加納町米岡 字円田乙 202 熱塩加納町米岡 字寺ノ前丁 237 熱塩加納町米岡 字上野前

168 熱塩加納町米岡 字東円田乙 203 熱塩加納町米岡 字寺ノ北丁 238 熱塩加納町米岡 字上野後

169 熱塩加納町米岡 字高堰乙 204 熱塩加納町米岡 字中ノ段丁 239 熱塩加納町米岡 字円田前

170 熱塩加納町米岡 字堤頭乙 205 熱塩加納町米岡 字段ノ下丁 240 熱塩加納町米岡 字上野原

171 熱塩加納町米岡 字石宮南乙 206 熱塩加納町米岡 字京仙坂丁 241 熱塩加納町米岡 字桜屋敷前

172 熱塩加納町米岡 字円田原乙 207 熱塩加納町米岡 字上日照田丁 242 熱塩加納町米岡 字下針生

173 熱塩加納町米岡 字堂ノ後乙 208 熱塩加納町米岡 字入組五倫丁 243 熱塩加納町米岡 字中川原

174 熱塩加納町米岡 字日照屋敷乙 209 熱塩加納町米岡 字円田原丁 244 熱塩加納町米岡 松根沢丁

175 熱塩加納町米岡 字桜屋敷乙 210 熱塩加納町米岡 字漆房丁 245 松山町鳥見山 字川西



区域の町字名等一覧　(塩川地区　東エリア)

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
1 塩川町三吉 字梨木田甲 36 塩川町常世 字権現堂 71 塩川町常世 字新二本木 106 塩川町五合 字横道下丁

2 塩川町三吉 字中ノ目甲 37 塩川町常世 字堰上 72 塩川町常世 字向原 107 塩川町五合 字中屋敷

3 塩川町三吉 字堂ノ前甲 38 塩川町常世 字前田 73 塩川町常世 字向原東 108 塩川町五合 字前田

4 塩川町三吉 字台ノ目甲 39 塩川町常世 字諏訪田 74 塩川町常世 字中道地 109 塩川町五合 字小滝

5 塩川町三吉 字冠木甲 40 塩川町常世 字萱場 75 塩川町五合 字宮田乙 110 塩川町五合 字沢ノ目

6 塩川町三吉 字諏訪前 41 塩川町常世 字西町 76 塩川町五合 字大道上乙 111 塩川町五合 字宮腰

7 塩川町三吉 字反田 42 塩川町常世 字土合 77 塩川町五合 字南原乙 112 塩川町五合 字南屋敷

8 塩川町三吉 字大道畑 43 塩川町常世 字竹花 78 塩川町五合 字明蓮寺丙 113 塩川町五合 字宮田

9 塩川町三吉 字宮ノ目 44 塩川町常世 字南蛭田 79 塩川町五合 字明海丙 114 塩川町五合 字辻田

10 塩川町三吉 字前田 45 塩川町常世 字北蛭田 80 塩川町五合 字高水口甲 115 塩川町五合 字野田

11 塩川町三吉 字宮田乙 46 塩川町常世 字仲林 81 塩川町五合 字家西甲 116 塩川町五合 字柳ノ町

12 塩川町三吉 字諏訪田 47 塩川町常世 字中道地前 82 塩川町五合 字金森甲 117 塩川町五合 字遠谷田

13 塩川町三吉 字地蔵免乙 48 塩川町常世 字上村 83 塩川町五合 字小滝乙 118 塩川町五合 字川端

14 塩川町三吉 字反田乙 49 塩川町常世 字大場作 84 塩川町五合 字山吹乙 119 塩川町五合 字高水口

15 塩川町三吉 字大道畑乙 50 塩川町常世 字三百刈 85 塩川町五合 字下沢ノ目乙 120 塩川町五合 字柳清水

16 塩川町三吉 字瀬戸田丙 51 塩川町常世 字諏訪宮 86 塩川町五合 字中屋敷乙 121 塩川町五合 字馬寄

17 塩川町三吉 字利根川丙 52 塩川町常世 字原田 87 塩川町五合 字中道地南乙 122 塩川町五合 字竹原

18 塩川町三吉 字前田丙 53 塩川町常世 字蟹沢 88 塩川町五合 字堰下乙 123 塩川町五合 字天神宮

19 塩川町三吉 字北屋敷丙 54 塩川町常世 字下山ノ神 89 塩川町五合 字原ノ前乙 124 塩川町五合 字森の下

20 塩川町三吉 字村西 55 塩川町常世 字二本木 90 塩川町五合 字小滝丙 125 塩川町五合 字御伊勢森

21 塩川町三吉 字村東 56 塩川町常世 字林崎 91 塩川町五合 字前田丙 126 塩川町五合 字森の上

22 塩川町三吉 字家前 57 塩川町常世 字上山ノ神 92 塩川町五合 字南屋敷丙 127 塩川町五合 字南原

23 塩川町三吉 字家ノ前乙 58 塩川町常世 字堤頭 93 塩川町五合 字堤上丙 128 塩川町五合 字上原

24 塩川町三吉 字風呂田 59 塩川町常世 字西南沢 94 塩川町五合 字中道地前丙 129 塩川町五合 字横道下

25 塩川町三吉 字瀬戸田 60 塩川町常世 字東南沢 95 塩川町五合 字赤羽根丙 130 塩川町五合 字家の前

26 塩川町三吉 字北屋敷 61 塩川町常世 字離山 96 塩川町五合 字家ノ前戊 131 塩川町五合 字宮ノ上

27 塩川町三吉 字鰍江 62 塩川町常世 字道谷入 97 塩川町五合 字横道下戊 132 塩川町中屋沢 字深沢甲

28 塩川町三吉 字四百刈 63 塩川町常世 字舘山 98 塩川町五合 字上原戊 133 塩川町中屋沢 字石田甲

29 塩川町三吉 字下川原 64 塩川町常世 字下一ノ沢 99 塩川町五合 字宮ノ上戊 134 塩川町中屋沢 字立道甲

30 塩川町三吉 字中川原 65 塩川町常世 字赤羽根 100 塩川町五合 字明海丁 135 塩川町中屋沢 字谷地田甲

31 塩川町三吉 字上川原 66 塩川町常世 字原ノ上 101 塩川町五合 字南原丁 136 塩川町中屋沢 字鍋一田甲

32 塩川町三吉 字松ノ木田 67 塩川町常世 字下林 102 塩川町五合 字一ッ塚丁 137 塩川町中屋沢 字寺窪甲

33 塩川町小府根 字三十刈 68 塩川町常世 字クツ塚 103 塩川町五合 字古屋敷丁 138 塩川町中屋沢 字向山甲

34 塩川町小府根 字向川原 69 塩川町常世 字北ノ沢 104 塩川町五合 字松崎丁 139 塩川町中屋沢 字棘沢甲

35 塩川町常世 字北ノ沢 70 塩川町常世 字クツ塚前 105 塩川町五合 字森ノ下丁 140 塩川町中屋沢 字山ノ神甲

東エリア



No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名

東エリア

141 塩川町中屋沢 字丸山甲 176 塩川町中屋沢 字蕀田丙 211 塩川町中屋沢 字台畑丙 246 塩川町金橋 字沼田

142 塩川町中屋沢 字大平山甲 177 塩川町中屋沢 字横道上道北丙 212 塩川町中屋沢 字観音森丙 247 塩川町金橋 字台畑

143 塩川町中屋沢 字引入沢甲 178 塩川町中屋沢 字堤下丙 213 塩川町中屋沢 字宮ノ東丙 248 塩川町金橋 字三橋

144 塩川町中屋沢 字大上甲 179 塩川町中屋沢 字一ノ沢丙 214 塩川町中屋沢 字堂ノ後丙 249 塩川町金橋 字的場

145 塩川町中屋沢 字カクマ山甲 180 塩川町中屋沢 字刈麻山丙 215 塩川町中屋沢 字竹屋丙 250 塩川町金橋 字田畑

146 塩川町中屋沢 字高森甲 181 塩川町中屋沢 字竹ノ花丙 216 塩川町中屋沢 字二百刈丙 251 塩川町金橋 字西台

147 塩川町中屋沢 字竹ノ内甲 182 塩川町中屋沢 字小滝丙 217 塩川町中屋沢 字根柄巻丙 252 塩川町金橋 字東台

148 塩川町中屋沢 字茶臼森甲 183 塩川町中屋沢 字五百刈丙 218 塩川町中屋沢 字北ノ屋敷丙 253 塩川町金橋 字北寺田

149 塩川町中屋沢 字石玉甲 184 塩川町中屋沢 字横道上道南丙 219 塩川町中屋沢 字明蓮寺西丙 254 塩川町金橋 字太鼓田

150 塩川町中屋沢 字里石原甲 185 塩川町中屋沢 字一ノ沢下り丙 220 塩川町中屋沢 字前田 255 塩川町金橋 字江添

151 塩川町中屋沢 字下七ツ壇乙 186 塩川町中屋沢 字樋尻平丙 221 塩川町中屋沢 字並柳 256 塩川町金橋 字村東

152 塩川町中屋沢 字上七ツ壇乙 187 塩川町中屋沢 字山守山甲 222 塩川町中屋沢 字立道 257 塩川町金橋 字山下

153 塩川町中屋沢 字上林崎乙 188 塩川町中屋沢 字上ノ台甲 223 塩川町中屋沢 字沼田 258 塩川町金橋 字南中丸

154 塩川町中屋沢 字南林崎乙 189 塩川町中屋沢 字広畑甲 224 塩川町中屋沢 字関根 259 塩川町金橋 字南大窪

155 塩川町中屋沢 字南唐沢乙 190 塩川町中屋沢 字堰上乙 225 塩川町中屋沢 字土井 260 塩川町金橋 字大窪

156 塩川町中屋沢 字新囲山乙 191 塩川町中屋沢 字上台乙 226 塩川町中屋沢 字道南 261 塩川町金橋 字北中丸

157 塩川町中屋沢 字竹原乙 192 塩川町中屋沢 字供養壇乙 227 塩川町中屋沢 字竹ノ花 262 塩川町金橋 字堰上

158 塩川町中屋沢 字大深沢乙 193 塩川町中屋沢 字田中乙 228 塩川町中屋沢 字娵田 263 塩川町金橋 字寺窪

159 塩川町中屋沢 字中曽根乙 194 塩川町中屋沢 字向寺田乙 229 塩川町中屋沢 字谷地田 264 塩川町金橋 字長峯

160 塩川町中屋沢 字蛭子沢下ノ切乙 195 塩川町中屋沢 字村東道北乙 230 塩川町中屋沢 字道久乙 265 塩川町金橋 字内窪

161 塩川町中屋沢 字蛭子沢中ノ切乙 196 塩川町中屋沢 字道下乙 231 塩川町中屋沢 字新囲乙 266 塩川町金橋 字柳沢

162 塩川町中屋沢 字蛭子沢上ノ切乙 197 塩川町中屋沢 字宮ノ前乙 232 塩川町中屋沢 字田中 267 塩川町金橋 字二合田

163 塩川町中屋沢 字唐沢乙 198 塩川町中屋沢 字富士權現乙 233 塩川町中屋沢 字宮ノ西 268 塩川町金橋 字南同目

164 塩川町中屋沢 字トカケ沢乙 199 塩川町中屋沢 字池田道南乙 234 塩川町中屋沢 字深田 269 塩川町金橋 字前田

165 塩川町中屋沢 字コロリカ沢乙 200 塩川町中屋沢 字池田道北乙 235 塩川町中屋沢 字林崎 270 塩川町金橋 字中田

166 塩川町中屋沢 字フイラ石乙 201 塩川町中屋沢 字上登丙 236 塩川町中屋沢 字紙子 271 塩川町金橋 字木瓜田

167 塩川町中屋沢 字紙子乙 202 塩川町中屋沢 字長峯丙 237 塩川町中屋沢 字中曽根 272 塩川町金橋 字金川

168 塩川町中屋沢 字刈麻山乙 203 塩川町中屋沢 字堀込丙 238 塩川町中屋沢 字向山 273 塩川町金橋 字宮畑

169 塩川町中屋沢 字笹山乙 204 塩川町中屋沢 字小原丙 239 塩川町中屋沢 字明蓮寺 274 塩川町金橋 字千苅

170 塩川町中屋沢 字蕀田乙 205 塩川町中屋沢 字榎壇丙 240 塩川町中屋沢 字村東 275 塩川町金橋 字子ムシリ

171 塩川町中屋沢 字前山乙番外 206 塩川町中屋沢 字百目貫丙 241 塩川町中屋沢 字里石原 276 塩川町金橋 字台田深田

172 塩川町中屋沢 字南中曽根乙番外 207 塩川町中屋沢 字明蓮寺丙 242 塩川町金橋 字前谷地 277 塩川町金橋 字西袋

173 塩川町中屋沢 字中曽根乙番外 208 塩川町中屋沢 字明蓮寺東丙 243 塩川町金橋 字舘ノ内 278 塩川町金橋 字川原田

174 塩川町中屋沢 字籏頭乙番外 209 塩川町中屋沢 字牧下り丙 244 塩川町金橋 字川原 279 塩川町金橋 字大道西下

175 塩川町中屋沢 字羽山丙 210 塩川町中屋沢 字明蓮寺前丙 245 塩川町金橋 字村西 280 塩川町金橋 字南下り



No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名

東エリア

281 塩川町金橋 字道東 316 塩川町金橋 字中曽根

282 塩川町金橋 字道中 317 塩川町金橋 字ドジョウ沼

283 塩川町金橋 字渕ノ上 318 塩川町金橋 字大平山

284 塩川町金橋 字四百苅 319 塩川町窪 字天神

285 塩川町金橋 字壱番谷地 320 塩川町窪 字地蔵前

286 塩川町金橋 字二番谷地 321 塩川町窪 字下高

287 塩川町金橋 字四五番谷地 322 塩川町窪 字舘野

288 塩川町金橋 字石ヶ本 323 塩川町窪 字五百苅

289 塩川町金橋 字赤羽 324 塩川町窪 字壇ノ腰

290 塩川町金橋 字林下 325 塩川町窪 字佛道

291 塩川町金橋 字木田橋 326 塩川町窪 字沼田

292 塩川町金橋 字タイケン田 327 塩川町窪 字六百刈

293 塩川町金橋 字礫ノ宮 328 塩川町窪 字油田

294 塩川町金橋 字ヲサル壇 329 塩川町窪 字小開

295 塩川町金橋 字馬場 330 塩川町窪 字遠谷田

296 塩川町金橋 字家ノ西 331 塩川町窪 字下川原

297 塩川町金橋 字道上 332 塩川町窪 字舘

298 塩川町金橋 字馬場村東 333 塩川町窪 字舘ノ内

299 塩川町金橋 字切立家前 334 塩川町窪 字関根

300 塩川町金橋 字切立 335 塩川町窪 字上六百刈

301 塩川町金橋 字狹間田 336 塩川町窪 字宮ノ前

302 塩川町金橋 字東石ヶ本 337 塩川町窪 字欠ノ下

303 塩川町金橋 字大窪山 338 塩川町窪 字宮ノ下

304 塩川町金橋 字切通 339 塩川町窪 字家ノ下

305 塩川町金橋 字八幡山 340 塩川町窪 字上川原

306 塩川町金橋 字新田山 341 塩川町窪 字上窪

307 塩川町金橋 字切立山下 342 塩川町窪 字中谷地

308 塩川町金橋 字入切立 343 塩川町窪 字五倫田

309 塩川町金橋 字駒形山 344 塩川町窪 字沢田

310 塩川町金橋 字物見峠 345 塩川町窪 字西台

311 塩川町金橋 字丸山 346 塩川町窪 字下窪

312 塩川町金橋 字弥三郎山 347 塩川町窪 字諏訪後

313 塩川町金橋 字三吉山

314 塩川町金橋 字長坂

315 塩川町金橋 字雨沼



区域の町字名等一覧　(塩川地区　西エリア)

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
1 塩川町会知 字大町甲 36 塩川町天沼 字西田中 71 塩川町遠田 字樋ノ下 106 塩川町吉沖 字前田

2 塩川町会知 字御伊勢宮甲 37 塩川町天沼 字沼向 72 塩川町遠田 字前田 107 塩川町吉沖 字台明神

3 塩川町会知 字猿田甲 38 塩川町天沼 字原 73 塩川町遠田 字高水口 108 塩川町吉沖 字沖

4 塩川町会知 字岩田甲 39 塩川町天沼 字米田 74 塩川町遠田 字田向前 109 塩川町吉沖 字宮ノ西

5 塩川町会知 字町屋田甲 40 塩川町天沼 字傾城墓 75 塩川町遠田 字柏木 110 塩川町四奈川 字舞地免

6 塩川町会知 字深町甲 41 塩川町天沼 字雲雀町 76 塩川町遠田 字下寺田 111 塩川町四奈川 字庚壇

7 塩川町会知 字苔町甲 42 塩川町天沼 字弥多田 77 塩川町遠田 字舘ノ腰 112 塩川町四奈川 字大分

8 塩川町会知 字上川原甲 43 塩川町天沼 字貝沼 78 塩川町遠田 字鍜治田 113 塩川町四奈川 字中道

9 塩川町会知 字中川原甲 44 塩川町天沼 字沢田 79 塩川町遠田 字戌亥 114 塩川町四奈川 字西鎧召

10 塩川町会知 字坂下甲 45 塩川町天沼 字村前 80 塩川町遠田 字白山 115 塩川町四奈川 字下川原

11 塩川町会知 字西中川原甲 46 塩川町天沼 字木ノ下 81 塩川町遠田 字殿田 116 塩川町四奈川 字東鎧召

12 塩川町会知 字石佛 47 塩川町天沼 字第六 82 塩川町遠田 字第六前 117 塩川町四奈川 字千刈

13 塩川町会知 字八幡町乙 48 塩川町天沼 字西田 83 塩川町遠田 字古寺 118 塩川町四奈川 字妙見

14 塩川町会知 字八幡町 49 塩川町天沼 字前田 84 塩川町遠田 字廣面 119 塩川町四奈川 字能力

15 塩川町会知 字宮田 50 塩川町天沼 字村北 85 塩川町遠田 字上ノ屋敷 120 塩川町四奈川 字稲荷前

16 塩川町会知 字七ツ壇 51 塩川町天沼 字新田 86 塩川町遠田 字大坪 121 塩川町四奈川 字上川原

17 塩川町会知 字大川原 52 塩川町遠田 字庵ノ北 87 塩川町遠田 字田向屋敷 122 塩川町四奈川 字前田

18 塩川町会知 字薄毛 53 塩川町遠田 字新屋敷 88 塩川町遠田 字村北 123 塩川町四奈川 字扇田

19 塩川町会知 字澤田 54 塩川町遠田 字寺内 89 塩川町遠田 字寺田 124 塩川町四奈川 字石田

20 塩川町会知 字村東 55 塩川町遠田 字荒屋敷 90 塩川町遠田 字横大道 125 塩川町四奈川 字木戸口

21 塩川町会知 字真美湯田乙 56 塩川町遠田 字向牧 91 塩川町遠田 字村東 126 塩川町四奈川 字壇ノ腰

22 塩川町会知 字沼尻乙 57 塩川町遠田 字谷地中 92 塩川町吉沖 字反町 127 塩川町四奈川 字東鎧召丙

23 塩川町会知 字千刈 58 塩川町遠田 字逆修壇 93 塩川町吉沖 字西村北 128 塩川町四奈川 字三百刈丙

24 塩川町会知 字沼 59 塩川町遠田 字山王宮 94 塩川町吉沖 字久子ノ内 129 塩川町四奈川 字若宮丁

25 塩川町会知 字深町 60 塩川町遠田 字澤田 95 塩川町吉沖 字村前 130 塩川町四奈川 字若宮

26 塩川町会知 字八ツ口 61 塩川町遠田 字澤田向 96 塩川町吉沖 字宮ノ前 131 塩川町四奈川 字鏡ノ町

27 塩川町会知 字横打 62 塩川町遠田 字船場 97 塩川町吉沖 字東袋 132 塩川町四奈川 字扇田甲

28 塩川町会知 字御伊勢宮 63 塩川町遠田 字捲原 98 塩川町吉沖 字岩田 133 塩川町四奈川 字若宮東

29 塩川町会知 字前川原 64 塩川町遠田 字向新田 99 塩川町吉沖 字西村 134 塩川町四奈川 字樋ノ下丁

30 塩川町会知 字中川原 65 塩川町遠田 字中川原 100 塩川町吉沖 字亀ケ台 135 塩川町大田木 字荒切

31 塩川町会知 字内屋敷 66 塩川町遠田 字向川原五番割 101 塩川町吉沖 字細田 136 塩川町大田木 字川原

32 塩川町会知 字村前 67 塩川町遠田 字弥平吾 102 塩川町吉沖 字高水口 137 塩川町大田木 字地生作

33 塩川町会知 字土手外 68 塩川町遠田 字六角 103 塩川町吉沖 字大明神 138 塩川町大田木 字寺下

34 塩川町会知 字赤星川原 69 塩川町遠田 字幾馬 104 塩川町吉沖 字柴城 139 塩川町大田木 字塚田

35 塩川町天沼 字能家 70 塩川町遠田 字南原 105 塩川町吉沖 字台ノ北 140 塩川町大田木 字大竹田

西エリア



No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名

西エリア

141 塩川町大田木 字八幡田 176 塩川町源太屋敷 字下ノ前

142 塩川町大田木 字下川原 177 塩川町源太屋敷 字大道端

143 塩川町大田木 字土手向 178 塩川町源太屋敷 字前畑

144 塩川町大田木 字古屋敷 179 塩川町源太屋敷 字下石橋

145 塩川町大田木 字家ノ西 180 塩川町源太屋敷 字村西

146 塩川町大田木 字下屋敷 181 塩川町源太屋敷 字稲田

147 塩川町大田木 字鶴塚 182 塩川町源太屋敷 字村前

148 塩川町大田木 字阿弥陀免 183 塩川町源太屋敷 字村北

149 塩川町大田木 字橋本分 184 塩川町新井田谷地 字百五十苅

150 塩川町大田木 字中屋敷 185 塩川町新井田谷地 字井戸尻

151 塩川町大田木 字上屋敷 186 塩川町新井田谷地 字新井田谷地

152 塩川町大田木 字堂ノ下 187 塩川町新井田谷地 字前田

153 塩川町大田木 字並柳 188 塩川町新井田谷地 字千苅

154 塩川町大田木 字角田 189 塩川町新井田谷地 字古内

155 塩川町大田木 字村東 190 塩川町新井田谷地 字原新田

156 塩川町新江木 字上ノ台

157 塩川町新江木 字三五田

158 塩川町新江木 字宮在家

159 塩川町新江木 字新井田

160 塩川町新江木 字村北

161 塩川町新江木 字千苅

162 塩川町新江木 字江添

163 塩川町新江木 字弾正原

164 塩川町新江木 字舘跡

165 塩川町新江木 字角庄

166 塩川町新江木 字北原

167 塩川町新江木 字岡田

168 塩川町新江木 字西亦

169 塩川町新江木 字墓東

170 塩川町新江木 字村前

171 塩川町新江木 字道西

172 塩川町新江木 字上江東

173 塩川町新江木 字上江南

174 塩川町新江木 字上江北

175 塩川町源太屋敷 字早稲田



区域の町字名等一覧　(山都地区　中央エリア)

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
1 山都町小舟寺 字下平　甲 36 山都町木幡 字鼬塚　丁 71 山都町木幡 字沼尻　乙 106 山都町相川 字上ノ山　乙

2 山都町小舟寺 字下川原　甲 37 山都町木幡 字鼡田　丁 72 山都町木幡 字上ノ原　甲 107 山都町相川 字小山　乙

3 山都町小舟寺 字沼田　甲 38 山都町木幡 字赤子沢　丁 73 山都町木幡 字家ノ前　甲 108 山都町相川 字松坂　乙

4 山都町小舟寺 字山神向　甲 39 山都町木幡 字入水　丁 74 山都町木幡 字北向　甲 109 山都町相川 字道目　乙

5 山都町小舟寺 字西村下　甲 40 山都町木幡 字北ノ背戸　丁 75 山都町木幡 字西向　甲 110 山都町相川 字坂ノ上　乙

6 山都町小舟寺 字村下　甲 41 山都町木幡 字本村　丁 76 山都町木幡 字白子沢出口　甲 111 山都町相川 字深屋敷　乙

7 山都町小舟寺 字鳥居前　甲 42 山都町木幡 字善徳谷地　丁 77 山都町木幡 字西向 112 山都町相川 字長者屋敷　乙

8 山都町小舟寺 字谷地上　甲 43 山都町木幡 字堀北　丙 78 山都町木幡 字荒田 113 山都町相川 字腰巻　乙

9 山都町小舟寺 字谷地　甲 44 山都町木幡 字一ノ戸道下　丙 79 山都町木幡 字家ノ下 114 山都町相川 字魚場　乙

10 山都町小舟寺 字頭無　甲 45 山都町木幡 字三本松向ノ北　丙 80 山都町木幡 字向村 115 山都町相川 字宮山谷地　乙

11 山都町小舟寺 字寺ノ前　甲 46 山都町木幡 字三本松向下　丙 81 山都町木幡 字芦倉 116 山都町相川 字東廻戸　乙

12 山都町小舟寺 字中村　甲 47 山都町木幡 字川角前　丙 82 山都町木幡 字塩田 117 山都町相川 字廻戸　乙

13 山都町小舟寺 字松倉　甲 48 山都町木幡 字日照田　丙 83 山都町木幡 字谷地 118 山都町相川 字西廻戸　乙

14 山都町小舟寺 字神力　甲 49 山都町木幡 字壇ノ腰　丙 84 山都町木幡 字一ノ戸道下 119 山都町相川 字蛇喰　乙

15 山都町小舟寺 字後沢　甲 50 山都町木幡 字上ノ原　丙 85 山都町木幡 字堀北 120 山都町相川 字本木　乙

16 山都町小舟寺 字家ノ廻　甲 51 山都町木幡 字金山　丙 86 山都町木幡 字大谷 121 山都町相川 字西上川原

17 山都町小舟寺 字高舘　甲 52 山都町木幡 字家ノ下　丙 87 山都町木幡 字壇ノ下 122 山都町相川 字前田

18 山都町小舟寺 字上ノ原　甲 53 山都町木幡 字栗木ノ下　丙 88 山都町相川 字家ノ下　甲 123 山都町相川 字孫惣屋敷

19 山都町小舟寺 字川西　甲 54 山都町木幡 字荒田　丙 89 山都町相川 字白子　甲 124 山都町早稲谷 字立寄堂

20 山都町小舟寺 字南家ノ上　甲 55 山都町木幡 字ハバキ目 90 山都町相川 字川原　甲 125 山都町早稲谷 字本村

21 山都町小舟寺 字北家ノ上　甲 56 山都町木幡 字向村　乙 91 山都町相川 字下向白子　甲 126 山都町早稲谷 字八森

22 山都町小舟寺 字川東林　甲 57 山都町木幡 字仲村乙 92 山都町相川 字下高野　甲 127 山都町早稲谷 字下唐沢

23 山都町小舟寺 字土井ノ内 58 山都町木幡 字仲林　乙 93 山都町相川 字高野　甲 128 山都町早稲谷 字川原

24 山都町小舟寺 字谷地 59 山都町木幡 字堰畑　乙 94 山都町相川 字中島林下　甲 129 山都町早稲谷 字清水尻

25 山都町小舟寺 字松倉 60 山都町木幡 字芦倉　乙 95 山都町相川 字孫惣屋敷　甲 130 山都町早稲谷 字傍屋渕

26 山都町木幡 字大谷川　丙 61 山都町木幡 字墓下　乙 96 山都町相川 字中島　甲 131 山都町早稲谷 字下鰌

27 山都町木幡 字土井ノ内　丁 62 山都町木幡 字茗荷　乙 97 山都町相川 字宮ノ下　甲 132 山都町早稲谷 字台畑

28 山都町木幡 字谷地　丁 63 山都町木幡 字家ノ向乙 98 山都町相川 字権現平　甲 133 山都町早稲谷 字林ノ内

29 山都町木幡 字小原道西　丁 64 山都町木幡 字茗荷口　乙 99 山都町相川 字松坂　甲 134 山都町早稲谷 字宮畑

30 山都町木幡 字小原道東　丁 65 山都町木幡 字東程沢　乙 100 山都町相川 字鶴巻田　甲 135 山都町早稲谷 字岩清水

31 山都町木幡 字東原　丁 66 山都町木幡 字塔場　乙 101 山都町相川 字東向　甲 136 山都町早稲谷 字東原道下

32 山都町木幡 字中杭根　丁 67 山都町木幡 字稲場　乙 102 山都町相川 字前田　甲 137 山都町早稲谷 字東原道上

33 山都町木幡 字細田　丁 68 山都町木幡 字雨沼 103 山都町相川 字辰ケ原　甲 138 山都町早稲谷 字蛇喰

34 山都町木幡 字堂徳向　丁 69 山都町木幡 字毛地沢　乙 104 山都町相川 字松坂ノ上　甲 139 山都町早稲谷 字北宇津野

35 山都町木幡 字下村道下　丁 70 山都町木幡 字下モ毛地沢　乙 105 山都町相川 字桐ケ窪　乙 140 山都町早稲谷 字檀平

中央エリア



No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名

中央エリア

141 山都町早稲谷 字栗山 176 山都町 字清水ノ上

142 山都町早稲谷 字千佛屋敷 177 山都町 字墓ノ後

143 山都町一ノ木 字林　甲 178 山都町 字古屋敷

144 山都町一ノ木 字美寄　甲 179 山都町 字木曽

145 山都町一ノ木 字沢口廻り甲 180 山都町 字小山

146 山都町一ノ木 字上中　甲 181 山都町 字下川原

147 山都町一ノ木 字葭渕　甲 182 山都町 字江戸塚

148 山都町一ノ木 字下廻戸　甲 183 山都町 字上ノ原道東

149 山都町一ノ木 字背戸平　甲 184 山都町 字上ノ原道西

150 山都町一ノ木 字牛首　甲 185 山都町 字蔵ノ後

151 山都町一ノ木 字逢向　乙 186 山都町 字葎田

152 山都町一ノ木 字廻戸　乙 187 山都町 字五十苅

153 山都町一ノ木 字福別当　乙 188 山都町 字中新田

154 山都町一ノ木 字越中林　乙 189 山都町 字広中新田

155 山都町一ノ木 字沢口　乙 190 山都町 字上ノ山

156 山都町一ノ木 字悪戸川原　乙 191 山都町 字蛇崩

157 山都町一ノ木 字橋爪　乙 192 山都町 字中野

158 山都町一ノ木 字砂子田　乙 193 山都町 字石堀古

159 山都町一ノ木 字廻渕　乙 194 山都町 字岩渕

160 山都町一ノ木 字中在家　乙 195 山都町 字谷地

161 山都町一ノ木 字本村乙 196 山都町 字七十苅

162 山都町一ノ木 字綿呉　乙 197 山都町 字町尻

163 山都町一ノ木 字高呉　乙 198 山都町 字広葎田

164 山都町一ノ木 字向　乙 199 山都町 字広野

165 山都町一ノ木 字谷地田　乙 200 山都町 字三ノ宮

166 山都町一ノ木 字高野原　乙 201 山都町 字広川口

167 山都町一ノ木 字越戸　乙 202 山都町 字篠浦

168 山都町一ノ木 字西高石　乙 203 山都町 字広古屋敷

169 山都町 字川口 204 山都町 字西原

170 山都町 字蟹沢 205 山都町 字殿戸

171 山都町 字腰巻 206 山都町 字松ノ前

172 山都町 字大田

173 山都町 字弥左エ門田

174 山都町 字久弥ノ花

175 山都町 字清水尻



区域の町字名等一覧　(山都地区　蓬莱・三津合エリア)

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
1 山都町木幡 字大牧　丁 36 山都町蓬莱 字松原 71 山都町蓬莱 字丸山 106 山都町蓬莱 字管間田

2 山都町木幡 字菁苅場　丁 37 山都町蓬莱 字惣座前 72 山都町蓬莱 字北ノ沢 107 山都町蓬莱 字弥惣沢

3 山都町木幡 字夜鷹峠　丁 38 山都町蓬莱 字家ノ下 73 山都町蓬莱 字畑ノ沢 108 山都町蓬莱 字下モ川原

4 山都町木幡 字沢向　丁 39 山都町蓬莱 字下タ稲場 74 山都町蓬莱 字入中島 109 山都町蓬莱 字椈山

5 山都町木幡 字南原　丁 40 山都町蓬莱 字峠道下 75 山都町蓬莱 字田面 110 山都町蓬莱 字松根

6 山都町蓬莱 字水上沢出口 41 山都町蓬莱 字峠 76 山都町蓬莱 字中村 111 山都町蓬莱 字中島

7 山都町蓬莱 字魚旬場 42 山都町蓬莱 字小山越 77 山都町蓬莱 字内野 112 山都町蓬莱 字中島道西

8 山都町蓬莱 字樋田 43 山都町蓬莱 字彦右衛門家東 78 山都町蓬莱 字石休場 113 山都町三津合 字香田

9 山都町蓬莱 字半三作 44 山都町蓬莱 字向新田 79 山都町蓬莱 字走リ下リ 114 山都町三津合 字本木ノ前

10 山都町蓬莱 字砂子田 45 山都町蓬莱 字西高平 80 山都町蓬莱 字向小田 115 山都町三津合 字堰沢

11 山都町蓬莱 字砂子田道西 46 山都町蓬莱 字東下モ川原 81 山都町蓬莱 岩ノ下 116 山都町三津合 字墓ノ北

12 山都町蓬莱 字初太郎家東 47 山都町蓬莱 字下タ川原 82 山都町蓬莱 字大田 117 山都町三津合 字道下

13 山都町蓬莱 字秡間 48 山都町蓬莱 字腰巻 83 山都町蓬莱 字小宮古下 118 山都町三津合 字石橋

14 山都町蓬莱 字下新田 49 山都町蓬莱 字田向 84 山都町蓬莱 字清水沢 119 山都町三津合 字諏訪北

15 山都町蓬莱 字中新田 50 山都町蓬莱 字堂山 85 山都町蓬莱 字牧ノ口 120 山都町三津合 字四百苅端

16 山都町蓬莱 字山ノ神前 51 山都町蓬莱 字後田 86 山都町蓬莱 字権現田 121 山都町三津合 字諏訪南

17 山都町蓬莱 字四百苅 52 山都町蓬莱 字向中島 87 山都町蓬莱 字中反新田 122 山都町三津合 字塚田

18 山都町蓬莱 字水上沢 53 山都町蓬莱 字小百苅 88 山都町蓬莱 字城内屋敷 123 山都町三津合 字桜壇

19 山都町蓬莱 字蕨窪 54 山都町蓬莱 字早稲田 89 山都町蓬莱 字平左衛門屋敷 124 山都町三津合 字川原田道南

20 山都町蓬莱 字大谷地 55 山都町蓬莱 字漆窪 90 山都町蓬莱 字沼田 125 山都町三津合 字宮月

21 山都町蓬莱 字金三山 56 山都町蓬莱 字梅ノ木平 91 山都町蓬莱 字西原 126 山都町三津合 字細田

22 山都町蓬莱 字金三沢 57 山都町蓬莱 字川下 92 山都町蓬莱 字風早 127 山都町三津合 字五合田

23 山都町蓬莱 字武名山 58 山都町蓬莱 字岩下 93 山都町蓬莱 字中反 128 山都町三津合 河原田

24 山都町蓬莱 字堰根 59 山都町蓬莱 字向山 94 山都町蓬莱 字篠葉田 129 山都町三津合 字谷地

25 山都町蓬莱 字上川原 60 山都町蓬莱 字上岩 95 山都町蓬莱 字前ノ原 130 山都町三津合 字下屋敷

26 山都町蓬莱 字稲荷前 61 山都町蓬莱 字桑原 96 山都町蓬莱 字葭田 131 山都町三津合 字上平

27 山都町蓬莱 字前田 62 山都町蓬莱 字朴木又 97 山都町蓬莱 字仲田 132 山都町三津合 字上ノ原

28 山都町蓬莱 字沢田 63 山都町蓬莱 字壇向 98 山都町蓬莱 字下タ林 133 山都町三津合 字下長畑

29 山都町蓬莱 字東田 64 山都町蓬莱 字土橋 99 山都町蓬莱 字向江 134 山都町三津合 字谷地間々北

30 山都町蓬莱 字壇ノ前 65 山都町蓬莱 字通ノ上 100 山都町蓬莱 字小田 135 山都町三津合 字下折越

31 山都町蓬莱 字和田 66 山都町蓬莱 字大畑 101 山都町蓬莱 字公事山 136 山都町三津合 字中折越

32 山都町蓬莱 字高平 67 山都町蓬莱 字栗山 102 山都町蓬莱 字杉ノ下 137 山都町三津合 字千咲原

33 山都町蓬莱 字林ノ下 68 山都町蓬莱 字殿屋敷 103 山都町蓬莱 字四十苅 138 山都町三津合 字頭無向

34 山都町蓬莱 字柏原 69 山都町蓬莱 字漆方 104 山都町蓬莱 字松根甲号 139 山都町三津合 字下ノ台

35 山都町蓬莱 字惣座沢 70 山都町蓬莱 字七曲 105 山都町蓬莱 字七十苅 140 山都町三津合 字上折越

蓬莱・三津合エリア



No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名

蓬莱・三津合エリア

141 山都町三津合 字上ノ台 176 山都町 字三ノ宮

142 山都町三津合 字上小坂 177 山都町 字広川口

143 山都町三津合 字下大沼 178 山都町 字篠浦

144 山都町三津合 字水林 179 山都町 字広古屋敷

145 山都町 字川口 180 山都町 字西原

146 山都町 字蟹沢 181 山都町 字殿戸

147 山都町 字腰巻 182 山都町 字沢田

148 山都町 字大田 183 山都町 字松ノ前

149 山都町 字弥左エ門田 184 山都町 字北松ノ前

150 山都町 字久弥ノ花 185 山都町 字田向

151 山都町 字清水尻 186 山都町 字石打場下

152 山都町 字清水ノ上 187 山都町 字中石打場

153 山都町 字墓ノ後 188 山都町 字山中

154 山都町 字古屋敷 189 山都町 字中山

155 山都町 字木曽 190 山都町 字大山中

156 山都町 字小山 191 山都町 字御林

157 山都町 字下川原 192 山都町 字下石打場

158 山都町 字江戸塚 193 山都町 字石打場上

159 山都町 字上ノ原道東 194 山都町 字上新田

160 山都町 字上ノ原道西 195 山都町 字三ツ山

161 山都町 字蔵ノ後 196 山都町 字沢

162 山都町 字葎田 197 山都町 字中ノ平道下

163 山都町 字五十苅 198 山都町 字沢尻

164 山都町 字中新田 199 山都町 字大林

165 山都町 字広中新田

166 山都町 字上ノ山

167 山都町 字蛇崩

168 山都町 字中野

169 山都町 字石堀古

170 山都町 字岩渕

171 山都町 字谷地

172 山都町 字七十苅

173 山都町 字町尻

174 山都町 字広葎田

175 山都町 字広野



区域の町字名等一覧　(山都地区　朝倉・一郷エリア)

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
1 山都町小舟寺 字上新田　丙 36 山都町小舟寺 字上坊主田　乙 71 山都町小舟寺 字長峰　乙 106 山都町一川 字家ノ下　甲

2 山都町小舟寺 字松岡道南　丙 37 山都町小舟寺 字一枚田　乙 72 山都町小舟寺 字東向　乙 107 山都町一川 字林ノ下　甲

3 山都町小舟寺 字松岡原　丙 38 山都町小舟寺 字二百苅　乙 73 山都町小舟寺 字荒屋敷　乙 108 山都町一川 字伊平家ノ下　甲

4 山都町小舟寺 字松岡　丙 39 山都町小舟寺 字穴田　乙 74 山都町小舟寺 字馬走場林　乙 109 山都町一川 字廟所下　甲

5 山都町小舟寺 字松原　丙 40 山都町小舟寺 字外手　乙 75 山都町小舟寺 字二ノ坂下平　乙 110 山都町一川 字原崎　甲

6 山都町小舟寺 字舟山　丙 41 山都町小舟寺 字孫四郎田　乙 76 山都町小舟寺 字上谷地 111 山都町一川 字小原下　甲

7 山都町小舟寺 字舟場上　丙 42 山都町小舟寺 字早稲田　乙 77 山都町一川 字林ノ上　乙 112 山都町一川 字小原　甲

8 山都町小舟寺 字南城　丙 43 山都町小舟寺 字源十郎作　乙 78 山都町一川 字間遠沢　乙 113 山都町一川 字上堰場　甲

9 山都町小舟寺 字大川崖　丙 44 山都町小舟寺 字沼田原　乙 79 山都町一川 字下川原　乙 114 山都町一川 字大原　甲

10 山都町小舟寺 字舟岡道　乙 45 山都町小舟寺 字西向　乙 80 山都町一川 字古屋敷　乙 115 山都町一川 字下堰場　甲

11 山都町小舟寺 字沼尻　乙 46 山都町小舟寺 字堰場　乙 81 山都町一川 字元屋敷　乙 116 山都町一川 字梨木沢尻　甲

12 山都町小舟寺 字瀧ノ田　乙 47 山都町小舟寺 字馬走場　乙 82 山都町一川 字家ノ下　乙 117 山都町一川 字梨木沢　甲

13 山都町小舟寺 字下雀小渕　乙 48 山都町小舟寺 字リ沢　乙 83 山都町一川 字家ノ上　乙 118 山都町一川 字川ノ上　甲

14 山都町小舟寺 字中雀小渕　乙 49 山都町小舟寺 字下七ツ松　乙 84 山都町一川 字谷地　乙 119 山都町相川 字高野　甲

15 山都町小舟寺 字瀧ノ田林　乙 50 山都町小舟寺 字三番的沢　乙 85 山都町一川 字大平　乙 120 山都町相川 字中島林下　甲

16 山都町小舟寺 字腰巻　乙 51 山都町小舟寺 字二番的沢　乙 86 山都町一川 字鐙坂　乙 121 山都町相川 字孫惣屋敷　甲

17 山都町小舟寺 字中条　乙 52 山都町小舟寺 字一番的沢　乙 87 山都町一川 字下田沢尻　甲 122 山都町相川 字中島　甲

18 山都町小舟寺 字舘ノ内　乙 53 山都町小舟寺 字雨沼　乙 88 山都町一川 字弥六掛　甲 123 山都町相川 字宮ノ下　甲

19 山都町小舟寺 字舘ノ内林　乙 54 山都町小舟寺 字斑沢　乙 89 山都町一川 字ビハクイ　甲 124 山都町相川 字権現平　甲

20 山都町小舟寺 字上雀小渕　乙 55 山都町小舟寺 字餅田　乙 90 山都町一川 字北原　甲 125 山都町相川 字松坂　甲

21 山都町小舟寺 字向地蔵渕　乙 56 山都町小舟寺 字弥十郎堀田　乙 91 山都町一川 字南原　甲 126 山都町相川 字鶴巻田　甲

22 山都町小舟寺 字鴨助　乙 57 山都町小舟寺 字美吉　乙 92 山都町一川 字古川　甲 127 山都町相川 字小栗山　甲

23 山都町小舟寺 字堂ノ前　乙 58 山都町小舟寺 字向原　乙 93 山都町一川 字古川向上　甲 128 山都町相川 字西上川原　甲

24 山都町小舟寺 字地蔵渕　乙 59 山都町小舟寺 字市蔵堀田　乙 94 山都町一川 字古川向　甲 129 山都町相川 字臼田　甲

25 山都町小舟寺 字八蔵釜　乙 60 山都町小舟寺 字上並松　乙 95 山都町一川 字初次郎家ノ下　甲 130 山都町相川 字黒田　甲

26 山都町小舟寺 字馬転　乙 61 山都町小舟寺 字中七ツ松　乙 96 山都町一川 字漆棒　甲 131 山都町相川 字東向　甲

27 山都町小舟寺 字向新田　乙 62 山都町小舟寺 字南長峯　乙 97 山都町一川 字台　甲 132 山都町相川 字前田　甲

28 山都町小舟寺 字車林　乙 63 山都町小舟寺 字地駄窪　乙 98 山都町一川 字清水下　甲 133 山都町相川 字辰ケ原　甲

29 山都町小舟寺 字藤十郎田　乙 64 山都町小舟寺 字二ノ坂山　乙 99 山都町一川 字両向　甲 134 山都町相川 字大平　甲

30 山都町小舟寺 字東原道東　乙 65 山都町小舟寺 字二ノ坂西　乙 100 山都町一川 字水上道口　甲 135 山都町相川 字細越　甲

31 山都町小舟寺 字東原道西　乙 66 山都町小舟寺 字松岡 101 山都町一川 字引廻　甲 136 山都町相川 字樋越　甲

32 山都町小舟寺 字中久根通　乙 67 山都町小舟寺 字上新田 102 山都町一川 字引廻川向　甲 137 山都町相川 字中川原　甲

33 山都町小舟寺 字上谷地　乙 68 山都町小舟寺 字舟場上 103 山都町一川 字下　甲 138 山都町相川 字舘ノ下　甲

34 山都町小舟寺 字穴田道東　乙 69 山都町小舟寺 字楼壇 104 山都町一川 字行人屋敷　甲 139 山都町相川 字中田　甲

35 山都町小舟寺 字萱場　乙 70 山都町小舟寺 字腰巻 105 山都町一川 字大田沢尻　甲 140 山都町相川 字笆ノ内　甲

朝倉・一郷エリア



No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名

朝倉・一郷エリア

141 山都町相川 字舘ノ上　甲 176 山都町 字久弥ノ花

142 山都町相川 字腰巻　甲 177 山都町 字清水尻

143 山都町相川 字堂屋敷　甲 178 山都町 字清水ノ上

144 山都町相川 字西上川原 179 山都町 字墓ノ後

145 山都町相川 字前田 180 山都町 字古屋敷

146 山都町相川 字孫惣屋敷 181 山都町 字木曽

147 山都町朝倉 字惣座　乙 182 山都町 字小山

148 山都町朝倉 字向沢　乙 183 山都町 字下川原

149 山都町朝倉 字下川　乙 184 山都町 字江戸塚

150 山都町朝倉 字坊ノ前　乙 185 山都町 字上ノ原道東

151 山都町朝倉 字葛祖　乙 186 山都町 字上ノ原道西

152 山都町朝倉 字東城　乙 187 山都町 字蔵ノ後

153 山都町朝倉 字萱苅場　乙 188 山都町 字葎田

154 山都町朝倉 字切明道　乙 189 山都町 字五十苅

155 山都町朝倉 字雨沼　乙 190 山都町 字中新田

156 山都町朝倉 字川下　乙 191 山都町 字広中新田

157 山都町朝倉 字堀切　乙 192 山都町 字上ノ山

158 山都町朝倉 字宮ノ沢　乙 193 山都町 字蛇崩

159 山都町朝倉 字菖蒲沼　乙 194 山都町 字中野

160 山都町朝倉 字三百刈　乙 195 山都町 字石堀古

161 山都町朝倉 字谷地田　乙 196 山都町 字岩渕

162 山都町朝倉 字南原　乙 197 山都町 字谷地

163 山都町朝倉 字前田　乙 198 山都町 字七十苅

164 山都町朝倉 字中村　乙 199 山都町 字町尻

165 山都町朝倉 字瀧ノ前　乙 200 山都町 字広葎田

166 山都町朝倉 字向瀧ノ前　乙 201 山都町 字広野

167 山都町朝倉 字北向　乙 202 山都町 字三ノ宮

168 山都町朝倉 字稲場　乙 203 山都町 字広川口

169 山都町朝倉 字大川前　乙 204 山都町 字篠浦

170 山都町朝倉 字雨沼 205 山都町 字広古屋敷

171 山都町 字川口 206 山都町 字西原

172 山都町 字蟹沢 207 山都町 字殿戸

173 山都町 字腰巻 208 山都町 字松ノ前

174 山都町 字大田

175 山都町 字弥左エ門田



区域の町字名等一覧　(高郷地区　揚津エリア)

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
1 高郷町西羽賀 字上薙野 41 高郷町上郷 字宮ノ前丙 81 高郷町上郷 字谷地 121 高郷町揚津 字栃ケ窪丙 161 高郷町峯 字葭渕甲

2 高郷町西羽賀 字北西谷地 42 高郷町上郷 字袖杭根丙 82 高郷町上郷 字上ノ原 122 高郷町揚津 字二百山丙 162 高郷町峯 字利田甲

3 高郷町西羽賀 字南西谷地 43 高郷町上郷 字西海枝丙 83 高郷町上郷 字松原 123 高郷町揚津 字的場丙 163 高郷町峯 字松原甲

4 高郷町西羽賀 字入林 44 高郷町上郷 字石原丙 84 高郷町上郷 字惣利 124 高郷町揚津 字中村丙 164 高郷町峯 字家ノ西甲

5 高郷町夏井 字葭沢 45 高郷町上郷 字稲場丙 85 高郷町上郷 字中平 125 高郷町揚津 字中村下丙 165 高郷町峯 字相ノ瀬甲

6 高郷町夏井 字二ノ沢 46 高郷町上郷 字魚筍洲丙 86 高郷町上郷 字豊年田 126 高郷町揚津 字柳渕丙 166 高郷町峯 字上家ノ下乙

7 高郷町夏井 字一ノ沢 47 高郷町上郷 字狸石丙 87 高郷町上郷 字中船渡 127 高郷町揚津 字鳥ノ巣丙 167 高郷町峯 字馬落乙

8 高郷町夏井 字狐塚 48 高郷町上郷 字椚ノ前丙 88 高郷町揚津 字馬場前甲 128 高郷町揚津 字五輪平丙 168 高郷町峯 字下ノ沢乙

9 高郷町夏井 字車地蔵 49 高郷町上郷 字下り丙 89 高郷町揚津 字西ノ窪甲 129 高郷町揚津 字雁來田丙 169 高郷町峯 字家ノ下

10 高郷町夏井 字道北 50 高郷町上郷 字山中丙 90 高郷町揚津 字家ノ下甲 130 高郷町揚津 字下原丙 170 高郷町峯 字漆窪乙

11 高郷町夏井 字永農 51 高郷町上郷 字谷地丙 91 高郷町揚津 字滝ノ上甲 131 高郷町揚津 字本木田丙

12 高郷町夏井 字界道北 52 高郷町上郷 字中惣利丙 92 高郷町揚津 字岩元甲 132 高郷町揚津 字西原道下丙

13 高郷町川井 字喰塩林 53 高郷町上郷 字上ノ原丙 93 高郷町揚津 字上野甲 133 高郷町揚津 字小ケ峯丙

14 高郷町塩坪 字塩坪 54 高郷町上郷 字百目貫丙 94 高郷町揚津 字袖山甲 134 高郷町揚津 字大梨下丙

15 高郷町塩坪 字下中野 55 高郷町上郷 字高平丁 95 高郷町揚津 字沢向下甲 135 高郷町揚津 字堰場道上丙

16 高郷町塩坪 字谷地田原 56 高郷町上郷 字松原丁 96 高郷町揚津 字関ノ下甲 136 高郷町揚津 字押出沢丙

17 高郷町塩坪 字葭沢平 57 高郷町上郷 字雨沼丁 97 高郷町揚津 字沢田甲 137 高郷町揚津 字谷地丙

18 高郷町塩坪 字大林 58 高郷町上郷 字惣利丁 98 高郷町揚津 字兎田甲 138 高郷町揚津 字橋ノ沢丁

19 高郷町塩坪 字二ノ沢 59 高郷町上郷 字腰巻丁 99 高郷町揚津 字滝下甲 139 高郷町揚津 字日向丁

20 高郷町塩坪 字上中野 60 高郷町上郷 字中割丁 100 高郷町揚津 字下小牧甲 140 高郷町揚津 字桃反丁

21 高郷町塩坪 字中中野 61 高郷町上郷 字中村内丁 101 高郷町揚津 字上小牧甲 141 高郷町揚津 字東ノ沢丁

22 高郷町塩坪 字根唐巻 62 高郷町上郷 字廻戸丁 102 高郷町揚津 字宇津野甲 142 高郷町揚津 字置表丁

23 高郷町塩坪 字川前 63 高郷町上郷 字惣座丁 103 高郷町揚津 字狸森乙 143 高郷町揚津 字宅地廻丁

24 高郷町塩坪 字車地蔵 64 高郷町上郷 字若林丁 104 高郷町揚津 字屋敷廻乙 144 高郷町揚津 字里道丁

25 高郷町塩坪 字小山田 65 高郷町上郷 字新田道丁 105 高郷町揚津 字橋ノ沢乙 145 高郷町揚津 字林丁

26 高郷町塩坪 字薙野 66 高郷町上郷 字田中島戊 106 高郷町揚津 字寺屋敷乙 146 高郷町揚津 字五輪平

27 高郷町塩坪 字柳田 67 高郷町上郷 字北平戊 107 高郷町揚津 字下ノ沢乙 147 高郷町揚津 字西原道下

28 高郷町塩坪 字平内屋敷 68 高郷町上郷 字家ノ西戊 108 高郷町揚津 字西ノ神乙 148 高郷町揚津 字押出沢

29 高郷町塩坪 字大道上 69 高郷町上郷 字下川原戊 109 高郷町揚津 字宇津ノ沢乙 149 高郷町揚津 字東ノ沢

30 高郷町塩坪 字谷地 70 高郷町上郷 字堀切戊 110 高郷町揚津 字中山乙 150 高郷町揚津 字入林

31 高郷町塩坪 字堰場沢 71 高郷町上郷 字野際戊 111 高郷町揚津 字赤岩上丙 151 高郷町揚津 字中山

32 高郷町池ノ原 字池ノ原 72 高郷町上郷 字馬場頭戊 112 高郷町揚津 字赤岩丙 152 高郷町揚津 字狸森

33 高郷町池ノ原 字東 73 高郷町上郷 字宝年田戊 113 高郷町揚津 字西ノ神丙 153 高郷町揚津 字走リ折

34 高郷町池ノ原 字佐惣沢 74 高郷町上郷 字細田戊 114 高郷町揚津 字牛ケ墓丙 154 高郷町揚津 字沼田

35 高郷町池ノ原 字小清水 75 高郷町上郷 字七十苅戊 115 高郷町揚津 字走り折丙 155 高郷町揚津 字屋敷廻

36 高郷町上郷 字前田乙 76 高郷町上郷 字堀田戊 116 高郷町揚津 字狸森丙 156 高郷町揚津 字赤岩上

37 高郷町上郷 字窯乙 77 高郷町上郷 字前山戊 117 高郷町揚津 字沼田丙 157 高郷町揚津 字桃反

38 高郷町上郷 字抜戸乙 78 高郷町上郷 字前林戊 118 高郷町揚津 字赤畑丙 158 高郷町峯 字上ノ山甲

39 高郷町上郷 字ヘツリ乙 79 高郷町上郷 字田向戊 119 高郷町揚津 字宇津ノ沢丙 159 高郷町峯 字上ノ原甲

40 高郷町上郷 字風穴丙 80 高郷町上郷 字西海枝 120 高郷町揚津 字川前丙 160 高郷町峯 字若林甲

揚津エリア



区域の町字名等一覧　(高郷地区　磐見エリア)

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
1 高郷町磐見 字広面甲 41 高郷町磐見 字三百苅甲 81 高郷町磐見 字竪岩前乙 121 山都町 字墓ノ後 161 山都町 字岩坂

2 高郷町磐見 字十五束苅甲 42 高郷町磐見 字二十苅甲 82 高郷町磐見 字中ノ原乙 122 山都町 字古屋敷 162 山都町 字品戸

3 高郷町磐見 字柳田甲 43 高郷町磐見 字高作下り甲 83 高郷町磐見 字守沢甲 123 山都町 字木曽 163 山都町 字姥石

4 高郷町磐見 字森林甲 44 高郷町磐見 字山岸甲 84 高郷町磐見 字塔ノ峯 124 山都町 字小山 164 山都町 字堂ノ境

5 高郷町磐見 字塔ノ窪甲 45 高郷町磐見 字大平甲 85 高郷町磐見 字下塔ノ峯 125 山都町 字下川原

6 高郷町磐見 字道下甲 46 高郷町磐見 字栃窪甲 86 高郷町磐見 字堤端 126 山都町 字江戸塚

7 高郷町磐見 字川原田甲 47 高郷町磐見 字水上甲 87 高郷町磐見 字旱田 127 山都町 字上ノ原道東

8 高郷町磐見 字中林甲 48 高郷町磐見 字天神林甲 88 高郷町磐見 字田麦 128 山都町 字上ノ原道西

9 高郷町磐見 字手代田甲 49 高郷町磐見 字長坂山甲 89 高郷町磐見 字横道 129 山都町 字蔵ノ後

10 高郷町磐見 字苅倉甲 50 高郷町磐見 字向山甲 90 高郷町磐見 字立岩 130 山都町 字葎田

11 高郷町磐見 字地蔵免尻甲 51 高郷町磐見 字堂ノ下甲 91 高郷町磐見 字立岩前 131 山都町 字五十苅

12 高郷町磐見 字地蔵免甲 52 高郷町磐見 字入道沢甲 92 高郷町磐見 字塔ノ窪 132 山都町 字中新田

13 高郷町磐見 字新屋敷甲 53 高郷町磐見 字雷山甲 93 高郷町磐見 字地蔵免尻 133 山都町 字広中新田

14 高郷町磐見 字家の上甲 54 高郷町磐見 字向窪甲 94 高郷町磐見 字新屋敷 134 山都町 字上ノ山

15 高郷町磐見 字岩下甲 55 高郷町磐見 字長窪山甲 95 高郷町磐見 字小林 135 山都町 字蛇崩

16 高郷町磐見 字塔ノ峯甲 56 高郷町磐見 字外出甲 96 高郷町磐見 字若宮前 136 山都町 字中野

17 高郷町磐見 字下塔ノ峯甲 57 高郷町磐見 字沼ノ上甲 97 高郷町磐見 字若宮 137 山都町 字石堀古

18 高郷町磐見 字岩ノ上甲 58 高郷町磐見 字四十八滝甲 98 高郷町磐見 字堂ノ上 138 山都町 字岩渕

19 高郷町磐見 字堤端甲 59 高郷町磐見 字横道甲 99 高郷町磐見 字西河原 139 山都町 字谷地

20 高郷町磐見 字旱田甲 60 高郷町磐見 字北高森甲 100 高郷町磐見 字天神前 140 山都町 字七十苅

21 高郷町磐見 字地森甲 61 高郷町磐見 字屋敷廻乙 101 高郷町磐見 字上山 141 山都町 字町尻

22 高郷町磐見 字下ノ坪甲 62 高郷町磐見 字袖ノ窪乙 102 高郷町磐見 字小林甲 142 山都町 字広葎田

23 高郷町磐見 字上ノ台甲 63 高郷町磐見 字上袖ノ窪乙 103 高郷町上郷 字四本松甲 143 山都町 字広野

24 高郷町磐見 字若林甲 64 高郷町磐見 字上山乙 104 高郷町上郷 字東甲 144 山都町 字三ノ宮

25 高郷町磐見 字上ノ坪甲 65 高郷町磐見 字東原乙 105 高郷町上郷 字前田甲 145 山都町 字広川口

26 高郷町磐見 字反目甲 66 高郷町磐見 字山大木原乙 106 高郷町上郷 字谷地甲 146 山都町 字篠浦

27 高郷町磐見 字小滑沢甲 67 高郷町磐見 字東大木原乙 107 高郷町上郷 字上ノ山甲 147 山都町 字広古屋敷

28 高郷町磐見 字滑沢甲 68 高郷町磐見 字西大木原乙 108 高郷町上郷 字的場甲 148 山都町 字西原

29 高郷町磐見 字袖山甲 69 高郷町磐見 字中曽根乙 109 高郷町上郷 字西ノ窪甲 149 山都町 字殿戸

30 高郷町磐見 字若宮甲 70 高郷町磐見 字南早坂乙 110 高郷町上郷 字前田 150 山都町 字松ノ前

31 高郷町磐見 字若宮前甲 71 高郷町磐見 字壇ノ腰乙 111 高郷町上郷 字的場 151 山都町 字大山中

32 高郷町磐見 字若宮原甲 72 高郷町磐見 字北早坂乙 112 高郷町上郷 字西ノ窪 152 山都町 字石原

33 高郷町磐見 字細田甲 73 高郷町磐見 字西早坂乙 113 山都町 字川口 153 山都町 字前屋敷

34 高郷町磐見 字菅沼甲 74 高郷町磐見 字中田乙 114 山都町 字蟹沢 154 山都町 字入海

35 高郷町磐見 字袖ノ窪甲 75 高郷町磐見 字南新田乙 115 山都町 字腰巻 155 山都町 字上ノ山平

36 高郷町磐見 字登木戸甲 76 高郷町磐見 字上平乙 116 山都町 字大田 156 山都町 字下殿戸

37 高郷町磐見 字西河原甲 77 高郷町磐見 字北新田乙 117 山都町 字弥左エ門田 157 山都町 字小松

38 高郷町磐見 字下三方甲 78 高郷町磐見 字田麦乙 118 山都町 字久弥ノ花 158 山都町 字舘原

39 高郷町磐見 字天神前甲 79 高郷町磐見 字横道乙 119 山都町 字清水尻 159 山都町 字上ノ原

40 高郷町磐見 字長窪甲 80 高郷町磐見 字竪岩乙 120 山都町 字清水ノ上 160 山都町 字二本木

磐見エリア



資料４ 

平成 26年度喜多方市地域公共交通会議歳入歳出予算（案） 

 

 平成 26年度喜多方市地域公共交通会議歳入歳出予算（案）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 94,680千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の区分及び当該区分ごとの金額は、「歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 歳出予算の区分相互の金額は、必要に応じて流用することができる。 

 

 

 平成 26年３月 31日 

喜多方市地域公共交通会議 

会 長  山 口 信 也 

 



収入計 94,680,000円

支出計 94,680,000円

収支差額 0円

１　収入

今年度予算額 前年度予算額 差額 備考

1,000 1,000 0 前年度から 1,000 円

89,078,000 80,992,000 8,086,000 喜多方市負担金 89,078,000 円

5,601,000 10,882,000 △ 5,281,000 運賃収入 5,599,932 円

預金利子外 1,068 円

94,680,000 91,875,000 2,805,000

２　支出

区分 今年度予算額 前年度予算額 差額 備考

会議費 報償費 報償費 600,000 552,000 48,000 委員報償 600,000 円

費用弁償 費用弁償 60,000 52,000 8,000 委員費用弁償 60,000 円

事務費 報償費 報償費 0 40,000 △ 40,000 0 円

需用費 消耗品費 90,000 70,000 20,000 コピー代 48,000 円

消耗品一式（上質紙、インク外） 42,000 円

印刷製本費 432,000 400,000 32,000 PRパンフ印刷代 432,000 円

役務費 通信運搬費 16,728 46,000 △ 29,272 切手代（交通会議開催通知） 8,528 円

切手代（その他） 8,200 円

手数料 48,000 52,000 △ 4,000 振込手数料 48,000 円

公課費 公課費 12,000 14,000 △ 2,000 印紙 12,000 円

事業費 需用費 消耗品費 2,052 2,052 コピー用紙（利用者アンケート） 2,052 円

印刷製本費 83,160 83,000 160 回数券印刷 83,160 円

役務費 通信運搬費 120,000 3,000 117,000 郵送料（利用者アンケート） 120,000 円

委託料 委託料 93,167,801 90,351,000 2,816,801 運行業務委託料（喜多方地区） 36,061,712 円

運行業務委託料（熱塩加納地区） 17,964,734 円

運行業務委託料（塩川地区） 7,935,318 円

運行業務委託料（山都地区） 14,560,951 円

運行業務委託料（高郷地区） 8,511,336 円

受付センター業務委託料 8,114,040 円

回数券販売委託料 19,710 円

備品購入費 備品購入費 0 162,000 △ 162,000 0 円

予備費 予備費 予備費 48,259 50,000 △ 1,741 予備費 48,259 円

94,680,000 91,875,000 2,805,000

（単位：円）

合計

歳入歳出予算

摘要

科目

＠6,000円×25人×4回

＠1,000円×15人×4回

項目

繰越金

負担金

諸収入 ＠466,661円×12か月

＠1,068円×1式

合計

＠48,259円×1式

＠380円×5〆×1.08

＠36,061,712円×1式

＠17,964,734円×1式

＠120円×500通×2回

＠154円×500冊×1.08

＠7,935,318円×1式

＠14,560,951円×1式

＠8,511,336円×1式

＠8,114,040円×1式

＠18円×365円×3か所

＠1,000円×1式

＠89,078,000円×1式

＠4,000円×12か月

＠12,000円×1式

摘要

＠1.25円×8P×20,000部×1.08×2回

＠82円×26通×4回

＠82円×100通

＠42,000円×1式

＠4,000円×12か月



資料５

デマンド交通に対する要望・苦情等一覧

種別 № 受付日 経由等 内容 対応

要望
(乗降場所)

1 2013.4.3 受付センター 使える停留所が少ないので使える停留所にしてほしい。
乗降場所について今後
検討

2 2013.4.3 受付センター 停留所に分かりやすい看板等を設置しないと停留所が分かりにくい。 今後検討

3 2013.4.18 受付センター 綾金地区に住む方が利用できる停留所を増やしてほしい。
通学の時間帯は通学を
優先しているため困難

4 2013.4.18 受付センター 桐桜高校でも乗降できるようにしてほしい。 対応済み

5 2013.7.22 広報広聴室 乗降場所は病院やスーパーなど利用の多そうなところ、利用者の声を聞いてほしい。
乗降場所について今後
検討

6 2014.3.5 議員
市街地の乗降場所について臨機応変に対応してほしい。(乗降場所まで行けない場合、その近くから
乗り降りすることができないか。)

指定乗降場所について
今後検討

要望
(運行日)

7 2013.7.22 受付センター 土日も運行してほしい。
当面は経費の面から困
難

8 2014.2.3 企画政策課
小学校では月1回程度、一斉下校日があり、この時間に合わせてデマンドの臨時便を出せないか。な
お、一斉下校日が分かるのは前月の20日過ぎくらいである。【慶徳小学校】

運行内容を国に申請す
る必要があるため困難

要望
(予約)

9 2013.5.14 企画政策課 聴覚に障害があるので、電話での受付ができない。
電子メール等で申し込
んでもらうことにした。

10 2013.8.28 受付センター 当日10時半までの予約ではなく、駅出発便の30分前までに予約が取れるようにしてほしい。
現行の受付体制では
困難のため、受付時間
を含めて検討が必要

11 2013.10.25
山都総合支所
住民課

急に次の日の朝予定が入り、デマンドを利用しなければならないことがあった場合、夜8:00ころまで
予約できる体制を整えてほしい。

現行の受付体制では
困難のため、受付時間
を含めて検討が必要

12 2013.10.28
熱塩加納総合
支所住民課

現在の制度では、当日予約ができないことから、通院等で遅れた場合に利用できず、タクシーを利用
するしかなくなる。このため、当日予約ができるよう改正願いたい。例えば、運行2時間前まで予約(変
更含む)可能とか…

現行の受付体制では
困難のため、受付時間
を含めて検討が必要



種別 № 受付日 経由等 内容 対応

要望
(料金)

13 2013.5.14 企画政策課 障がい者に対する割引料金を設けてほしい。 今後検討

14 2013.7.22 広報広聴室
発着場所(地域の歩行移動可能な場所)を固定化し、決められたコースで一律料金で運行したらどう
か。料金は200～400円。

今後検討

要望
(ダイヤ)

15 2013.5.14 企画政策課 午後、市街地に行く便がほしい。【熊倉エリア】 今後検討

16 2013.4.18 受付センター 綾金地区の自宅まで送迎できる便を増やしてほしい。 今後検討

17 2013.9.4
熱塩加納総合
支所住民課

熱塩加納地区の第3便喜多方駅着10:20をもう少し早めてほしい。電車の出発時刻が10:26で余裕が6
分しかないため。(実際に遅れたことはない、とのこと)

今後検討

18 2013.12.12 企画政策課
岩月エリアを利用しているが、現ダイヤ第2便(喜多方駅着10:00)では買い物するには少し早いため、
第3便(喜多方駅発11:30)の前にもう1本自宅方面から出発する便を作ってほしい。

今後検討

19 2013.12.13 受付センター
熊倉エリアの第2便について、冬の間雪が降ると予定時間に間に合いそうもないため5分ほど遅らせ
てほしい、とのこと。

冬ダイヤについて要検
討

20 2014.3.6 受付センター
市街地方面へ10時台に着く便を増やしてほしい。(買い物したくてもお店が開いていないので)【熊倉
エリア】

今後検討

21 2014.3.14 企画政策課
JR(上り線)喜多方駅発10:26発に合わせて、熱塩加納地区第3便の喜多方駅の到着時間(現行10:20)
を10分程度早めてほしい。

今後検討

要望
(その他)

22 2013.8.28 受付センター 運賃を機械的にして、お金を払えば誰でも乗れるようにしてほしい。（定路運行）
区域運行という運行形
態のため困難

23 2013.12.12 企画政策課
デマンド交通の年末年始の休みは、受付センターからの資料には12月29日～1月3日となっている
が、今年(H25年度)は12月28日～1月5日までである。休みの日について勘違いしないように周知して
ほしい。

対応する

24 2013.12.20 企画政策課
デマンド交通の待ち人が事務所【室井建築設計事務所】の軒下で雨宿り等のため座って待っている。
人や車の出入りがあり危ないので対応してほしい。

情報共有する

25 2014.3.5 議員 車両への乗り降りの際に出すステップの段差をもう少し小さくしてほしい。 情報共有する



トラブル

その他

・乗降場所に関して、予約者と受付センターとの間で情報の食い違いがある。
・予約の有無に関する食い違いがある。
・運行指示書の確認不十分による乗客の乗せ忘れ、乗車時間・乗車場所の間違いがある。
・乗車時間まで来なかったため出発した後に、乗る予定だった人から「置いていかれた」旨言われることがある。
・電車の遅れによってデマンド交通に乗り遅れることがある。

・複数予約をしている方が、受付センターから伝えられる時間を勘違いして聞いているケースが見受けられる。駅発着時間をキリ
のいい時間にしたらどうか。
・停留所の勘違いが見受けられる。
　利用者：寺町角(東邦銀行前)をみつい生花店(元会津バスバス停)やリオンドール前で待っている。
　運行者：指定乗降場所「JA会津いいで喜多方総合支店」を、JA会津いいで喜多方中央支店と間違える。


