
■大字については、湯沢市、雄勝町の地域は、名称、区域とも変更ありません。

　稲川町、皆瀬村の地域は、全域にわたって名称及び区域が変更されます。

■小字については、湯沢市、雄勝町の地域は、名称、区域とも変更ありません。

　稲川町の地域は、一部の名称が変更されます。区域に変更はありません。

  皆瀬村の地域は、一部の名称と一部の区域が変更されます。

■地番については、湯沢市、稲川町、雄勝町の地域は、変更ありません。

　皆瀬村の地域は、小字の区域が変更される一部の地域に変更があります。

湯沢市
●大字・小字とも名称及び区域に変更はありません。地番にも変更はありません。

稲川町
●大字については、全域の名称及び区域が変更されます。

●小字については、一部の名称が変更されます。区域に変更はありません。

●地番については、変更はありません。

平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡稲川町字朝月・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字朝月・・・

秋田県雄勝郡稲川町字朝月前・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字朝月前・・・

秋田県雄勝郡稲川町字朝月山・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字朝月山・・・

秋田県雄勝郡稲川町字新処・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字新処・・・

秋田県雄勝郡稲川町字新屋布・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字新屋布・・・

秋田県雄勝郡稲川町字岩城・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字岩城・・・

秋田県雄勝郡稲川町字稲庭・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字稲庭・・・

秋田県雄勝郡稲川町字打越・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字打越・・・

秋田県雄勝郡稲川町字上段・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字上段・・・

秋田県雄勝郡稲川町字栄花舘・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字栄花舘・・・

秋田県雄勝郡稲川町字大小沢出口・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字大小沢出口・・・

秋田県雄勝郡稲川町字大谷・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字大谷・・・

秋田県雄勝郡稲川町字大森・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字大森・・・

秋田県雄勝郡稲川町字大森沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字大森沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字大森山・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字大森山・・・

秋田県雄勝郡稲川町字角間沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字角間沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字鍛治屋布・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字鍛治屋布・・・

秋田県雄勝郡稲川町字上大小沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字上大小沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字上川原・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字上川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町字萱又・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字萱又・・・

秋田県雄勝郡稲川町字観音寺・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字観音寺・・・

秋田県雄勝郡稲川町字熊ノ台・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字熊ノ台・・・

秋田県雄勝郡稲川町字倉ノ下・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字倉ノ下・・・

秋田県雄勝郡稲川町字桁倉・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字桁倉・・・

秋田県雄勝郡稲川町字高野・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字高野・・・

秋田県雄勝郡稲川町字小沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字小沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字五社ケ沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字五社ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字沢口・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字沢口・・・

秋田県雄勝郡稲川町字沢口台・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字沢口台・・・

秋田県雄勝郡稲川町字三番沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字三番沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字品池山・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字品池山・・・

秋田県雄勝郡稲川町字下大小沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字下大小沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字下川原・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字下川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町字下高橋・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字下高橋・・・

秋田県雄勝郡稲川町字下桃倉・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字下桃倉・・・

秋田県雄勝郡稲川町字新城・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字新城・・・

秋田県湯沢市の「字」の取扱い等

1



平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡稲川町字新城台・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字新城台・・・

秋田県雄勝郡稲川町字新町下・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字新町下・・・

秋田県雄勝郡稲川町字関沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字関沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字高橋・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字高橋・・・

秋田県雄勝郡稲川町字滝ノ上・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字滝ノ上・・・

秋田県雄勝郡稲川町字滝ノ下・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字滝ノ下・・・

秋田県雄勝郡稲川町字玉ケ沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字玉ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字堤ケ沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字堤ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字坪沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字坪沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字天明松・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字天明松・・・

秋田県雄勝郡稲川町字研場・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字研場・・・

秋田県雄勝郡稲川町字内記川原・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字内記川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町字中大小沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字中大小沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字中川原・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字中川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町字中嶋・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字中嶋・・・

秋田県雄勝郡稲川町字二階・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字二階・・・

秋田県雄勝郡稲川町字早坂・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字早坂・・・

秋田県雄勝郡稲川町字早坂下・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字早坂下・・・

秋田県雄勝郡稲川町字日照田・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字日照田・・・

秋田県雄勝郡稲川町字平場・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字平場・・・

秋田県雄勝郡稲川町字平林・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字平林・・・

秋田県雄勝郡稲川町字琵琶倉・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字琵琶倉・・・

秋田県雄勝郡稲川町字梺・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字梺・・・

秋田県雄勝郡稲川町字古舘前平・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字古舘前平・・・

秋田県雄勝郡稲川町字万田平・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字万田平・・・

秋田県雄勝郡稲川町字三嶋・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字三嶋・・・

秋田県雄勝郡稲川町字南ケ沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字南ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字桃倉・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字桃倉・・・

秋田県雄勝郡稲川町字八郷・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字八郷・・・

秋田県雄勝郡稲川町字八郷川原・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字八郷川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町字薬研沢・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字薬研沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町字谷地・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字谷地・・・

秋田県雄勝郡稲川町字山ノ下・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字山ノ下・・・

秋田県雄勝郡稲川町字葮渕・・・ 秋田県湯沢市稲庭町字葮渕・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字芦沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字芦沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字新処・・・ 秋田県湯沢市三梨町字新処・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字新処下・・・ 秋田県湯沢市三梨町字新処下・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字犬掵・・・ 秋田県湯沢市三梨町字犬掵・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字牛山・・・ 秋田県湯沢市三梨町字牛山・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字上野・・・ 秋田県湯沢市三梨町字上野・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字上ノ台・・・ 秋田県湯沢市三梨町字上ノ台・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字上堀・・・ 秋田県湯沢市三梨町字上堀・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字榮花舘・・・ 秋田県湯沢市三梨町字栄花舘・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字烏帽子橋・・・ 秋田県湯沢市三梨町字烏帽子橋・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字大沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字大沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字大沢北ケ沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字大沢北ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字大沢南ケ沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字大沢南ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字落ケ沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字落ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字角間台・・・ 秋田県湯沢市三梨町字角間台・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字菻田・・・ 秋田県湯沢市三梨町字菻田・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字蟹沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字蟹沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字金ケ沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字金ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字上久保・・・ 秋田県湯沢市三梨町字上久保・・・
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡稲川町三梨字上久保下川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字上久保下川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字上久保前川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字上久保前川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字上猿城・・・ 秋田県湯沢市三梨町字上猿城・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字上宿・・・ 秋田県湯沢市三梨町字上宿・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字上宿下・・・ 秋田県湯沢市三梨町字上宿下・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字合龍台沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字合龍台沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字北平・・・ 秋田県湯沢市三梨町字北平・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字京政・・・ 秋田県湯沢市三梨町字京政・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字京政下川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字京政下川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字桐木沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字桐木沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字熊ノ堂・・・ 秋田県湯沢市三梨町字熊ノ堂・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字黒森・・・ 秋田県湯沢市三梨町字黒森・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字鸛平・・・ 秋田県湯沢市三梨町字鸛平・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字髙野川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字高野川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字小松原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字小松原・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字小水ケ沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字小水ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字古三梨・・・ 秋田県湯沢市三梨町字古三梨・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字桜田・・・ 秋田県湯沢市三梨町字桜田・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字笹峠・・・ 秋田県湯沢市三梨町字笹峠・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字沢尻・・・ 秋田県湯沢市三梨町字沢尻・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字猿城・・・ 秋田県湯沢市三梨町字猿城・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字下堀・・・ 秋田県湯沢市三梨町字下堀・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字清水小屋・・・ 秋田県湯沢市三梨町字清水小屋・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字清水小屋川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字清水小屋川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字下猿城・・・ 秋田県湯沢市三梨町字下猿城・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字下宿・・・ 秋田県湯沢市三梨町字下宿・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字下羽竜・・・ 秋田県湯沢市三梨町字下羽竜・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字蛇の崎・・・ 秋田県湯沢市三梨町字蛇の崎・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字将監山・・・ 秋田県湯沢市三梨町字将監山・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字白籏・・・ 秋田県湯沢市三梨町字白籏・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字高檀・・・ 秋田県湯沢市三梨町字高檀・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字滝ノ上・・・ 秋田県湯沢市三梨町字滝ノ上・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字棚山・・・ 秋田県湯沢市三梨町字棚山・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字樽木・・・ 秋田県湯沢市三梨町字樽木・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字樽木川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字樽木川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字長者森・・・ 秋田県湯沢市三梨町字長者森・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字寺ケ沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字寺ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字寺林・・・ 秋田県湯沢市三梨町字寺林・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字栩木・・・ 秋田県湯沢市三梨町字栩木・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字百目木・・・ 秋田県湯沢市三梨町字百目木・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字鳶ケ沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字鳶ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字俄ケ坂・・・ 秋田県湯沢市三梨町字俄ケ坂・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字沼頭・・・ 秋田県湯沢市三梨町字沼頭・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字沼尻・・・ 秋田県湯沢市三梨町字沼尻・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字八森沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字八森沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字羽竜・・・ 秋田県湯沢市三梨町字羽竜・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字羽竜北平・・・ 秋田県湯沢市三梨町字羽竜北平・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字羽竜下川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字羽竜下川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字平林・・・ 秋田県湯沢市三梨町字平林・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字前平・・・ 秋田県湯沢市三梨町字前平・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字間明田・・・ 秋田県湯沢市三梨町字間明田・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字豆ケ沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字豆ケ沢・・・
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡稲川町三梨字水呑場・・・ 秋田県湯沢市三梨町字水呑場・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字御嶽堂・・・ 秋田県湯沢市三梨町字御嶽堂・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字務沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字務沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字女夫沼・・・ 秋田県湯沢市三梨町字女夫沼・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字八瀬長根下・・・ 秋田県湯沢市三梨町字八瀬長根下・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字山崎・・・ 秋田県湯沢市三梨町字山崎・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字四日市・・・ 秋田県湯沢市三梨町字四日市・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字清水川・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘清水川・・・

秋田県雄勝郡稲川町三梨字中野・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘中野・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字合長根・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田合長根・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字頭沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田頭沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字雨池・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田雨池・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字岩留・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田岩留・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字烏帽子平・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田烏帽子平・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字上コヒト・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田上コヒト・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字君ケ崎・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田君ケ崎・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字笹峠・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田笹峠・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字下川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田下川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字下コヒト・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田下コヒト・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字紫蕨平・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田紫蕨平・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字杉山・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田杉山・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字杉山台・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田杉山台・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字千田沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田千田沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字長子内口・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田長子内口・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字長子内嶽・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田長子内嶽・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字峠脇・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田峠脇・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字中コヒト・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田中コヒト・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字平林・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田平林・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字平林長根・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田平林長根・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字ブンナ立・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田ブンナ立・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字明神堂・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田明神堂・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字屋布前・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田屋布前・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字柳沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田柳沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字山神脇・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田山神脇・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字若神子・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田若神子・・・

秋田県雄勝郡稲川町宮田字宮田・・・ 秋田県湯沢市三梨町字宮田・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字石野川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田石野川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字稲荷田・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田稲荷田・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字稲荷山・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田稲荷山・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字ウト坂・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田ウト坂・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字上野・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田上野・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字上野川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田上野川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字上野沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田上野沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字大前森・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田大前森・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字男長子内・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田男長子内・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字上飯田・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田上飯田・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字萱場沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田萱場沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字志々鼻・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田志々鼻・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字下谷地・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田下谷地・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字柴倉・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田柴倉・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字下川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田下川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字盥沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田盥沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字戸平・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田戸平・・・
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡稲川町飯田字中川原・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田中川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字中嶋・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田中嶋・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字中野沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田中野沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字韮谷地・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田韮谷地・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字掵下・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田掵下・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字二ツ森・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田二ツ森・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字前森・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田前森・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字南沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田南沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字女長子内・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田女長子内・・・

秋田県雄勝郡稲川町飯田字雪ケ沢・・・ 秋田県湯沢市三梨町字飯田雪ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字疣橋・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘疣橋・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字上山王・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘上山王・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字川原・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字栗木・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘栗木・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字下川原・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘下川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字下山王・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘下山王・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字下村・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘下村・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字城面・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘城面・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字千刈・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘千刈・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字古舘・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘古舘・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字屋布前・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘屋布前・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字大舘・・・ 秋田県湯沢市川連町字大舘・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字石落平・・・ 秋田県湯沢市川連町字石落平・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字丑ケ沢・・・ 秋田県湯沢市川連町字丑ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字内沢・・・ 秋田県湯沢市川連町字内沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字呻沢・・・ 秋田県湯沢市川連町字呻沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字上切掛・・・ 秋田県湯沢市川連町字上切掛・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字上黒森・・・ 秋田県湯沢市川連町字上黒森・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字上平城・・・ 秋田県湯沢市川連町字上平城・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字切掛・・・ 秋田県湯沢市川連町字切掛・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字黒森・・・ 秋田県湯沢市川連町字黒森・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字下平城・・・ 秋田県湯沢市川連町字下平城・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字千本杉・・・ 秋田県湯沢市川連町字千本杉・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字外坪漆・・・ 秋田県湯沢市川連町字外坪漆・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字坪漆・・・ 秋田県湯沢市川連町字坪漆・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字天王・・・ 秋田県湯沢市川連町字天王・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字東天王・・・ 秋田県湯沢市川連町字東天王・・・

秋田県雄勝郡稲川町大舘字麓・・・ 秋田県湯沢市川連町字麓・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字川原・・・ 秋田県湯沢市川連町字久保川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字下川原・・・ 秋田県湯沢市川連町字久保下川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字清水川・・・ 秋田県湯沢市川連町字久保清水川・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字古舘・・・ 秋田県湯沢市川連町字川連古舘・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字相沢・・・ 秋田県湯沢市川連町字相沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字蟻塚・・・ 秋田県湯沢市川連町字蟻塚・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字上野・・・ 秋田県湯沢市川連町字上野・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字大関合・・・ 秋田県湯沢市川連町字大関合・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字大関下・・・ 秋田県湯沢市川連町字大関下・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字大田面・・・ 秋田県湯沢市川連町字大田面・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字大掵下・・・ 秋田県湯沢市川連町字大掵下・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字大平・・・ 秋田県湯沢市川連町字大平・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字大水口・・・ 秋田県湯沢市川連町字大水口・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字欠上り・・・ 秋田県湯沢市川連町字欠上り・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字鹿野滝沢・・・ 秋田県湯沢市川連町字鹿野滝沢・・・
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡稲川町川連字烏ケ出・・・ 秋田県湯沢市川連町字烏ケ出・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字刈杭長根・・・ 秋田県湯沢市川連町字刈杭長根・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字川連・・・ 秋田県湯沢市川連町字川連・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字嶬境長根・・・ 秋田県湯沢市川連町字嶬境長根・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字久保・・・ 秋田県湯沢市川連町字久保・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字小坂・・・ 秋田県湯沢市川連町字小坂・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字小烏・・・ 秋田県湯沢市川連町字小烏・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字獅子森・・・ 秋田県湯沢市川連町字獅子森・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字清水屋布・・・ 秋田県湯沢市川連町字清水屋布・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字杉田・・・ 秋田県湯沢市川連町字杉田・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字助四郎谷地・・・ 秋田県湯沢市川連町字助四郎谷地・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字鷹塒・・・ 秋田県湯沢市川連町字鷹塒・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字高橋・・・ 秋田県湯沢市川連町字高橋・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字高掵下・・・ 秋田県湯沢市川連町字高掵下・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字滝ノ沢・・・ 秋田県湯沢市川連町字滝ノ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字田屋面・・・ 秋田県湯沢市川連町字田屋面・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字段山・・・ 秋田県湯沢市川連町字段山・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字綱取・・・ 秋田県湯沢市川連町字綱取・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字外堀・・・ 秋田県湯沢市川連町字外堀・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字中久保・・・ 秋田県湯沢市川連町字中久保・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字野村・・・ 秋田県湯沢市川連町字野村・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字八甲山・・・ 秋田県湯沢市川連町字八甲山・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字掵上・・・ 秋田県湯沢市川連町字掵上・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字掵下・・・ 秋田県湯沢市川連町字掵下・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字日陰・・・ 秋田県湯沢市川連町字日陰・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字東八甲山・・・ 秋田県湯沢市川連町字東八甲山・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字平城下・・・ 秋田県湯沢市川連町字平城下・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字保戸岡・・・ 秋田県湯沢市川連町字保戸岡・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字万九郎屋布・・・ 秋田県湯沢市川連町字万九郎屋布・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字道上・・・ 秋田県湯沢市川連町字道上・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字道下・・・ 秋田県湯沢市川連町字道下・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字南沢・・・ 秋田県湯沢市川連町字南沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字牟沢・・・ 秋田県湯沢市川連町字牟沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字村下・・・ 秋田県湯沢市川連町字村下・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字屋布廻・・・ 秋田県湯沢市川連町字屋布廻・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字山田・・・ 秋田県湯沢市川連町字山田・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字山神沢・・・ 秋田県湯沢市川連町字山神沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字若神子・・・ 秋田県湯沢市川連町字若神子・・・

秋田県雄勝郡稲川町川連字若神子下・・・ 秋田県湯沢市川連町字若神子下・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字越後・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面越後・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字狼ケ沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面狼ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字大川反・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面大川反・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字大川向・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面大川向・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字木戸ケ沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面木戸ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字狐塚・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面狐塚・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字笹森・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面笹森・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字佐野・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面佐野・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字佐野沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面佐野沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字佐野面・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面佐野面・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字清水田・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面清水田・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字仙道・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面仙道・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字仙道沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面仙道沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字仙道面・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面仙道面・・・
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡稲川町八面字袖沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面袖沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字寺下谷地・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面寺下谷地・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字中川原・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面中川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字西川連・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面西川連・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字西笹森・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面西笹森・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字日影平・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面日影平・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字深沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面深沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字前林・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面前林・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字前森・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面前森・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字松舘・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面松舘・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字耳取・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面耳取・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字宮ノ前・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面宮ノ前・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字村上・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面村上・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字村尻・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面村尻・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字弥後川原・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面弥後川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字雪戸・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面雪戸・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字林・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面林・・・

秋田県雄勝郡稲川町八面字八面・・・ 秋田県湯沢市駒形町字八面・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字大川端・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門大川端・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字大道反・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門大道反・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字上川原・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門上川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字黒沢川反・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門黒沢川反・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字下川原・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門下川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字常盤野・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門常盤野・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字中曽根・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門中曽根・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字掵・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門掵・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字掵下・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門掵下・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字船橋・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門船橋・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字本屋敷・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門本屋敷・・・

秋田県雄勝郡稲川町大門字牡丹野・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大門牡丹野・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字明戸・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又明戸・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字上川原・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又上川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字上北田・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又上北田・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字上羽場・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又上羽場・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字沖・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又沖・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字北田・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又北田・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字下川原・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又下川原・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字清水・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又清水・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字白幡・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又白幡・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字高村・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又高村・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字永段・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又永段・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字中野・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又中野・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字中村・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又中村・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字林腰・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又林腰・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字古川尻・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又古川尻・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字古川端・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又古川端・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字前田面・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又前田面・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字南・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又南・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字森・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又森・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字森腰・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又森腰・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字柳・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又柳・・・

秋田県雄勝郡稲川町三又字三又・・・ 秋田県湯沢市駒形町字三又・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字赤坂山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉赤坂山・・・
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡稲川町大倉字薄倉沢山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉薄倉沢山・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字大石山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉大石山・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字太田・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉太田・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字柿木沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉柿木沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字柿木沢山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉柿木沢山・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字上岩ノ下・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉上岩ノ下・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字上北田・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉上北田・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字上沢田・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉上沢田・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字藩添・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉藩添・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字笹原山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉笹原山・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字山居沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉山居沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字下岩ノ下・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉下岩ノ下・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字下北田・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉下北田・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字下沢田・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉下沢田・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字新山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉新山・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字舘・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉舘・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字出ケ森・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉出ケ森・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字野田・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉野田・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字水上沢山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉水上沢山・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字本観音山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉本観音山・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字来田沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉来田沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字若林山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉若林山・・・

秋田県雄勝郡稲川町大倉字大倉・・・ 秋田県湯沢市駒形町字大倉・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字合長根・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺合長根・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字赤冗沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺赤冗沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字安台・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺安台・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字雨池・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺雨池・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字鼬ケ沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺鼬ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字岩倉・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺岩倉・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字岩沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺岩沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字内田・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺内田・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字内野・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺内野・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字上野・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺上野・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字大沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺大沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字太田・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺太田・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字大畠沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺大畠沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字大深沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺大深沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字沖・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺沖・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字遅倉沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺遅倉沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字桂沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺桂沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字上村・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺上村・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字桐沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺桐沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字黒石山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺黒石山・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字小松沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺小松沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字十八坂・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺十八坂・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字次郎太郎沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺次郎太郎沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字白沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺白沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字白沢山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺白沢山・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字新山森・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺新山森・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字滝ノ口・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺滝ノ口・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字滝平・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺滝平・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字造道向・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺造道向・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字東ノ沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺東ノ沢・・・
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字泥畠・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺泥畠・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字中添・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺中添・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字七曲り・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺七曲り・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字南面・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺南面・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字二ノ回・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺二ノ回・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字乗掛沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺乗掛沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字八森・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺八森・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字掵・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺掵・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字張山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺張山・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字伏部ケ沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺伏部ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字蛇沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺蛇沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字前田面・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺前田面・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字松倉沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺松倉沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字松沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺松沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字松沢山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺松沢山・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字三ツ小屋・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺三ツ小屋・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字三又境・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺三又境・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字三ツ屋・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺三ツ屋・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字村上・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺村上・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字森合・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺森合・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字森下・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺森下・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字山崎・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺山崎・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字山下・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺山下・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字山根・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺山根・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字葮ケ沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺葮ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字両替・・・ 秋田県湯沢市駒形町字東福寺両替・・・

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字網取沢 秋田県湯沢市駒形町字東福寺網取沢

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字大滝 秋田県湯沢市駒形町字東福寺大滝

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字臼打沢 秋田県湯沢市駒形町字東福寺臼打沢

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字小滝沢 秋田県湯沢市駒形町字東福寺小滝沢

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字小畑沢 秋田県湯沢市駒形町字東福寺小畑沢

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字小波良沢 秋田県湯沢市駒形町字東福寺小波良沢

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字主治台 秋田県湯沢市駒形町字東福寺主治台

秋田県雄勝郡稲川町東福寺字舎人場 秋田県湯沢市駒形町字東福寺舎人場

秋田県雄勝郡稲川町戸波字伯父ケ沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字戸波伯父ケ沢・・・

秋田県雄勝郡稲川町戸波字上羽場山・・・ 秋田県湯沢市駒形町字戸波上羽場山・・・

秋田県雄勝郡稲川町戸波字吉ケ沢・・・ 秋田県湯沢市駒形町字戸波吉ケ沢・・・

◆大字の読み方

稲庭町 いなにわちょう

三梨町 みつなしちょう

川連町 かわつらちょう

駒形町 こまがたちょう
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雄勝町
●大字・小字とも名称及び区域に変更はありません。地番にも変更はありません。

平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡雄勝町下院内・・・ 秋田県湯沢市下院内・・・

秋田県雄勝郡雄勝町上院内・・・ 秋田県湯沢市上院内・・・

秋田県雄勝郡雄勝町院内銀山町・・・ 秋田県湯沢市院内銀山町・・・

秋田県雄勝郡雄勝町寺沢・・・ 秋田県湯沢市寺沢・・・

秋田県雄勝郡雄勝町横堀・・・ 秋田県湯沢市横堀・・・

秋田県雄勝郡雄勝町秋ノ宮・・・ 秋田県湯沢市秋ノ宮・・・

秋田県雄勝郡雄勝町小野・・・ 秋田県湯沢市小野・・・

秋田県雄勝郡雄勝町桑崎・・・ 秋田県湯沢市桑崎・・・

秋田県雄勝郡雄勝町泉沢・・・ 秋田県湯沢市泉沢・・・

皆瀬村
●大字については、全域の名称及び区域が変更されます。

●小字については、一部の名称と一部の区域が変更されます。

●地番については、小字の区域が変更される一部の地域に変更があります。

平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字藤倉・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字藤倉・・・　　　　　　※

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字新処・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字藤倉・・・　　　　　　※

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字木積場・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下木積場・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字蟹沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小安・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字横通・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小安横通・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字吉ケ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字吉ケ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字水上・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字水上・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字坂ノ上・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字坂ノ上・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字深沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字深沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字菅生・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字菅生・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字下菅生・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下菅生・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字俄坂・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字俄坂・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字稗田沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字稗田沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字小野・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小野・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字内山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字内山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字新林・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字新林・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字垂水・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字垂水・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字信田・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字信田・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字長石田・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字長石田・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字岩ノ目沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字岩ノ目沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字奥・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字奥・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字長坂・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字長坂・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字滑坂・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字滑坂・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字保戸堀沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字保戸堀沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字真木・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字真木・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字真坂・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字真坂・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字下雨生・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下雨生・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字峠ノ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字峠ノ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字立岩・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字立岩・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字打野・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字打野・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字朝月・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字朝月・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字朝月川原・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字朝月川原・・・

※「川向字藤倉」と「川向字新処」は統合された上で「皆瀬字藤倉」と変更されます。

　これに伴い、旧「川向字新処」の地域の地番が変更されます。
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字穴沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字穴沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字雨生・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字雨生・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字上雨生・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上雨生・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字手倉森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字手倉森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字土佐川原・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字土佐川原・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字船ケ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字船ケ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字弥兵エ川原・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字弥兵エ川原・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字白沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字白沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字上野・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上野・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字竹ノ子沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字竹ノ子沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字仏師ケ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字仏師ケ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字八王神・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字八王神・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字沼田・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字沼田・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字塞神・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字塞神・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字三吉森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字三吉森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字竹ノ子山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字竹ノ子山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字瀬野ケ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字瀬野ケ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字宮田・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字宮田・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字沢梨台・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字沢梨台・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字二ツ石・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字二ツ石・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字板沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字板沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字御獅子ケ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字御獅子ケ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字水沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字水沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字野中・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字野中・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字下谷地・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下谷地・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字板戸・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字板戸・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字御岳下・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字御岳下・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字蒲沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字蒲沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字林岸・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字林岸・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字荒沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字荒沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字喜膳・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字喜膳・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字内城・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字内城・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字奥宮・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字奥宮・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字釜ノ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字釜ノ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字桜坂・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字桜坂・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字鷹ノ巣沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字鷹ノ巣沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字種池・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字種池・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字遠平・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字遠平・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字栩場・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字栩場・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字中山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字中山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字左脇・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字左脇・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字朴坂・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字朴坂・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字村石田・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字村石田・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字若畑・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字若畑・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字谷地頭・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字谷地頭・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字元屋敷・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字元屋敷・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字谷地尻・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字谷地尻・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字下モ野・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下モ野・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字貝沼・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字貝沼・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字上貝沼・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上貝沼・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字小保内・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小保内・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字若林・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字若林・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字壱盃蒔・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字壱盃蒔・・・
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字金渕沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字金渕沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字小貝渕・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小貝渕・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字虚空蔵森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字虚空蔵森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字猿子・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字猿子・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字背戸倉沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字背戸倉沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字取上石・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字取上石・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字沼ノ上・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字沼ノ上・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字沼端・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字沼端・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字箕輪・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字箕輪・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字皿小屋・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字皿小屋・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字山岸・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字山岸・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字寄合畑・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字寄合畑・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字上小保内・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上小保内・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字赤沼・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字赤沼・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字兜倉・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字兜倉・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字沢向・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字沢向・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字下タ野谷地・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下タ野谷地・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字外赤沼・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字外赤沼・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字樋渡石・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字樋渡石・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字紅葉平・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字紅葉平・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字山根・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字山根・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字林・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字林・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字上村・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上村・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字中村・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字中村・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字下林・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下林・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字向野・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字向野・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字館・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字館・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字田向・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字田向・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字水上沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字水上沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字石森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字石森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字岩滑沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字岩滑沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字上ノ山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上ノ山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字大蟹沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字大蟹沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字小田・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小田・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字小安沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小安沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字兜山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字兜山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字桁倉・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字桁倉・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字坂ノ下・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字坂ノ下・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字寒沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字寒沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字猿平・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字猿平・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字清水・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字清水・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字下ノ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下ノ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字下村・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下村・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字堰根・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字堰根・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字弩輪・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字弩輪・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字長游・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字長游・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字長塚長根・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字長塚長根・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字野田・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字野田・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字乗廻・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字乗廻・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字松保・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字松保・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字松森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字松森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字水ノ出口・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字水ノ出口・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字横平・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字横平・・・
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字棚ケ台 秋田県湯沢市皆瀬字棚ケ台

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字藤七沢 秋田県湯沢市皆瀬字藤七沢

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字高堂沢 秋田県湯沢市皆瀬字高堂沢

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字鎮ミツル 秋田県湯沢市皆瀬字鎮ミツル

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字菅小屋 秋田県湯沢市皆瀬字菅小屋

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字檜葉沢 秋田県湯沢市皆瀬字檜葉沢

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字高堂 秋田県湯沢市皆瀬字高堂

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字大平 秋田県湯沢市皆瀬字大平

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字小又沢 秋田県湯沢市皆瀬字小又沢

秋田県雄勝郡皆瀬村川向字小安蔵 秋田県湯沢市皆瀬字小安蔵

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字木積場・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上木積場・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字吉ケ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字畑等吉ケ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字水上・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字畑等水上・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字坂ノ上・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字畑等坂ノ上・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字深沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字市野深沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字蟹沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字蟹沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字新処・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字新処・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字横通・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字横通・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字湯元・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字湯元・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字小湯ノ上・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小湯ノ上・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字鳥谷・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字鳥谷・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字桂沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字桂沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字高畑・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字高畑・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字滝ノ上・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字滝ノ上・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字滝向・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字滝向・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字滝ノ原・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字滝ノ原・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字新処後・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字新処後・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字大鳥谷・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字大鳥谷・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字大湯沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字大湯沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字桂沢上・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字桂沢上・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字桂沢山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字桂沢山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字小鳥谷・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小鳥谷・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下モ野沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下モ野沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字滝ノ原山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字滝ノ原山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字綱取・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字綱取・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字綱取山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字綱取山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字鳥谷山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字鳥谷山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字中野・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字中野・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字美吉切・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字美吉切・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字ムクロ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字ムクロ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字元湯・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字元湯・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字大湯温泉場・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字大湯温泉場・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字市野・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字市野・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字市野下段・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字市野下段・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字上野山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上野山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字黒沢口・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字黒沢口・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字駒泣せ・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字駒泣せ・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字埃渕・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字埃渕・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字堤ケ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字堤ケ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字平場山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字平場山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字羽場・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字羽場・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字中羽場・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字中羽場・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下羽場・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下羽場・・・
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下タ野・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下タ野・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字大林・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字大林・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字合洞・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字合洞・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字悪戸・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字悪戸・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字市野森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字市野森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字上外山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上外山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字上羽場・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上羽場・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字金之丞沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字金之丞沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下外山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下外山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下坪貝・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下坪貝・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下森合・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下森合・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字新萱場・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字新萱場・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字外山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字外山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字館平・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字館平・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字堤ケ沢山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字堤ケ沢山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字坪貝山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字坪貝山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字同心沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字同心沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字中羽場平・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字中羽場平・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字羽場坂・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字羽場坂・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字森合・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字森合・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字芳手森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字芳手森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字中ノ台・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字中ノ台・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字上中ノ台・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上中ノ台・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字塚長根・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字塚長根・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字谷地・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字谷地・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字木鐙・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字木鐙・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字大川前・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字大川前・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字大久保・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字大久保・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字大又・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字大又・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字大又滝ノ上・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字大又滝ノ上・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字蟹沢山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字蟹沢山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字上小又・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上小又・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字川尻・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字川尻・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字木鐙山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字木鐙山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字小糸扱・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小糸扱・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字小又・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小又・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字猿倉・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字猿倉・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字猿子平・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字猿子平・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下中ノ台・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下中ノ台・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字大学森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字大学森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字鍋割・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字鍋割・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字鍋割山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字鍋割山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字根ノ平・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字根ノ平・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字八幡館・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字八幡館・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字谷地平・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字谷地平・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字横林・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字横林・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字生内・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字生内・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下生内・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下生内・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字雨池・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字雨池・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字生内沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字生内沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字金山沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字金山沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字治郎左エ門・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字治郎左エ門・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字館ケ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字館ケ沢・・・
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平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字椿ケ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字椿ケ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字松ケ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字松ケ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字上生内・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上生内・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字湯ノ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字湯ノ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下湯ノ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下湯ノ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字痩長根・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字痩長根・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字桂谷地・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字桂谷地・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字叔父ケ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字叔父ケ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字片倉沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字片倉沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字上片倉・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上片倉・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字上黒森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上黒森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字黒森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字黒森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字桜森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字桜森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字高堂・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字高堂・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字高山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字高山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字中黒森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字中黒森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字平場・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字平場・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字痩長根沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字痩長根沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字雨沼・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字雨沼・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字外浦・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字外浦・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字雨沼山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字雨沼山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字上外浦・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上外浦・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字黒森沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字黒森沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下外浦・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下外浦・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字正面沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字正面沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字証文沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字証文沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字外浦山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字外浦山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字藤平・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字藤平・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字中長根・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字中長根・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字沖ノ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字沖ノ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字明通・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字明通・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字沖ノ沢山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字沖ノ沢山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下沖ノ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下沖ノ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字先立・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字先立・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字高清水・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字高清水・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字高根・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字高根・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字椿森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字椿森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字畑ノ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字畑ノ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字村上・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字村上・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字村尻・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字村尻・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字上落合・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字上落合・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下落合・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下落合・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字落合山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字落合山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字小屋場長根・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小屋場長根・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字下根ノ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字下根ノ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字弾正畑・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字弾正畑・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字苦木台・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字苦木台・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字根ノ沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字根ノ沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字保戸沢・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字保戸沢・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字保戸野・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字保戸野・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字丸森・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字丸森・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字小安奥山・・・ 秋田県湯沢市皆瀬字小安奥山・・・

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字保安山 秋田県湯沢市皆瀬字保安山

15



平成１７年３月２１日まで 平成１７年３月２２日から

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字女滝沢御礼山 秋田県湯沢市皆瀬字女滝沢御礼山

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字黒沢山 秋田県湯沢市皆瀬字黒沢山

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字真木紫 秋田県湯沢市皆瀬字真木紫

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字上小又山 秋田県湯沢市皆瀬字上小又山

秋田県雄勝郡皆瀬村畑等字合洞山 秋田県湯沢市皆瀬字合洞山

◆大字の読み方

皆瀬 みなせ
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