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町名・字名新旧対照表



変更前 変更後

美馬郡半田町 美馬郡つるぎ町

字青野○○番地 半田字青野○○番地

字上蔭 半田字上蔭

字逢坂 半田字逢坂

字小野 半田字小野

字折坂 半田字折坂

字蔭名 半田字蔭名

字葛城 半田字葛城

字樫尾 半田字樫尾

字上喜来 半田字上喜来

字紙屋 半田字紙屋

字木ノ内 半田字木ノ内

字京都 半田字京都

字小井野 半田字小井野

字高清 半田字高清

字小谷 半田字小谷

字坂根 半田字坂根

字佐古戸 半田字佐古戸

字猿飼 半田字猿飼

字下尾尻 半田字下尾尻

字下喜来 半田字下喜来

字下竹 半田字下竹

字白石 半田字白石

字上蓮 半田字上蓮

字総谷 半田字総谷

字田井 半田字田井



変更前 変更後

字天皇 半田字天皇

字中熊 半田字中熊

字中藪 半田字中藪

字長野 半田字長野

字西久保 半田字西久保

字日浦 半田字日浦

字日開野 半田字日開野

字日谷尾 半田字日谷尾

字東久保 半田字東久保

字東毛田 半田字東毛田

字平良石 半田字平良石

字松生 半田字松生



変更前 変更後

美馬郡貞光町 美馬郡つるぎ町

字馬出○○番地 貞光字馬出○○番地

字江ノ脇 貞光字江ノ脇

字大須賀 貞光字大須賀

字岡 貞光字岡

字大坊 貞光字大坊

字辻 貞光字辻

字中須賀 貞光字中須賀

字西浦 貞光字西浦

字西山 貞光字西山

字野口 貞光字野口

字東浦 貞光字東浦

字平石 貞光字平石

字別所 貞光字別所

字前田 貞光字前田

字町 貞光字町

字宮内 貞光字宮内

字宮下 貞光字宮下

太田字西 貞光字太田西

太田字西山 貞光字太田西山

太田字東 貞光字太田東

太田字東山 貞光字太田東山

太田字小長谷 貞光字小長谷

太田字小山北 貞光字小山北

太田字柴内 貞光字柴内

太田字僧地 貞光字僧地



変更前 変更後

美馬郡貞光町 美馬郡つるぎ町

端山字浦山○○番地 貞光字浦山○○番地

端山字乙部 貞光字乙部

端山字皆瀬 貞光字皆瀬

端山字皆瀬川向 貞光字皆瀬川向

端山字川見 貞光字川見

端山字川見西 貞光字川見西

端山字川見津 貞光字川見津

端山字吉良 貞光字吉良

端山字家賀道上 貞光字家賀道上

端山字家賀道下 貞光字家賀道下

端山字木屋 貞光字木屋

端山字猿飼 貞光字猿飼

端山字定山 貞光字定山

端山字宮内 貞光字白村

端山字捨子 貞光字捨子

端山字捨子谷北 貞光字捨子谷北

端山字捨子谷南 貞光字捨子谷南

端山字平野 貞光字平野

端山字竹屋敷 貞光字竹屋敷

端山字谷向 貞光字谷向

端山字長木 貞光字長木

端山字長木影 貞光字長木影

端山字長瀬 貞光字長瀬

端山字長谷 貞光字長谷

端山字中山 貞光字中山



変更前 変更後

美馬郡貞光町 美馬郡つるぎ町

端山字成谷○○番地 貞光字成谷○○番地

端山字西谷 貞光字西谷

端山字西長瀬 貞光字西長瀬

端山字西丸井 貞光字西丸井

端山字日浦 貞光字日浦

端山字日浦川向 貞光字日浦川向

端山字東丸井 貞光字東丸井

端山字引地 貞光字引地

端山字廣谷 貞光字広谷

端山字廣谷影 貞光字広谷影

端山字廣谷東 貞光字広谷東

端山字三木枋 貞光字三木枋

端山字宮平 貞光字宮平

端山字森ノ本 貞光字森ノ本

端山字宅熊 貞光字宅熊

端山字横野 貞光字横野



変更前 変更後

美馬郡一宇村 美馬郡つるぎ町

字赤松○○番地 一宇字赤松○○番地

字出羽 一宇字出羽

字一宇 一宇字一宇

字伊良原 一宇字伊良原

字臼木 一宇字臼木

字漆野瀬 一宇字漆野瀬

字漆日浦 一宇字漆日浦

字大佐古 一宇字大佐古

字大野 一宇字大野

字大屋内 一宇字大屋内

字大横 一宇字大横

字奥大野 一宇字奥大野

字蔭 一宇字蔭

字樫地 一宇字樫地

字河内 一宇字河内

字川又 一宇字川又

字木地屋 一宇字木地屋

字剪宇 一宇字剪宇

字切越 一宇字切越

字九藤中 一宇字九藤中

字桑平 一宇字桑平

字子安 一宇字子安

字實平 一宇字實平

字白井 一宇字白井

字平 一宇字平



変更前 変更後

美馬郡一宇村 美馬郡つるぎ町

字太刀之本○○番地 一宇字太刀之本○○番地

字葛籠 一宇字葛籠

字寺地 一宇字寺地

字十家 一宇字十家

字中野 一宇字中野

字中横 一宇字中横

字久藪 一宇字久藪

字平井 一宇字平井

字廣澤 一宇字廣澤

字法正 一宇字法正

字明谷 一宇字明谷


