
合併前 合併後

中島郡祖父江町大字祖父江 稲沢市祖父江町祖父江

中島郡祖父江町大字祖父江字上沼 稲沢市祖父江町祖父江上沼

中島郡祖父江町大字祖父江字江東 稲沢市祖父江町祖父江江東

中島郡祖父江町大字祖父江字三家裏 稲沢市祖父江町祖父江三家裏

中島郡祖父江町大字祖父江字柳原 稲沢市祖父江町祖父江柳原

中島郡祖父江町大字祖父江字東上沼 稲沢市祖父江町祖父江東上沼

中島郡祖父江町大字祖父江字中沼 稲沢市祖父江町祖父江中沼

中島郡祖父江町大字祖父江字藤枠 稲沢市祖父江町祖父江藤枠

中島郡祖父江町大字祖父江字寺西 稲沢市祖父江町祖父江寺西

中島郡祖父江町大字祖父江字サギトバ 稲沢市祖父江町祖父江サギトバ

中島郡祖父江町大字祖父江字柿ノ木 稲沢市祖父江町祖父江柿ノ木

中島郡祖父江町大字祖父江字浅右エ門東 稲沢市祖父江町祖父江浅右エ門東

中島郡祖父江町大字祖父江字繁右エ門東 稲沢市祖父江町祖父江繁右エ門東

中島郡祖父江町大字祖父江字堤外 稲沢市祖父江町祖父江堤外

中島郡祖父江町大字祖父江字宮西 稲沢市祖父江町祖父江宮西

中島郡祖父江町大字祖父江字八反畑 稲沢市祖父江町祖父江八反畑

中島郡祖父江町大字祖父江字立江北 稲沢市祖父江町祖父江立江北

中島郡祖父江町大字祖父江字七曲 稲沢市祖父江町祖父江七曲

中島郡祖父江町大字祖父江字五反田 稲沢市祖父江町祖父江五反田

中島郡祖父江町大字祖父江字沼裏 稲沢市祖父江町祖父江沼裏

中島郡祖父江町大字祖父江字江西 稲沢市祖父江町祖父江江西

中島郡祖父江町大字祖父江字立江南 稲沢市祖父江町祖父江立江南

新市の住所表示

２．現在の祖父江町における変更点（次表のとおり）

①「中島郡祖父江町」は「稲沢市」になります。
②字の名称については、従前の大字名の前に「祖父江町」を冠するとともに、「大字」「字」を
　削除します。
③地番は、従来のままで変更がありません。

　稲沢市、中島郡祖父江町及び中島郡平和町の合併により、平成17年４月１日から、合併協定に
従って住所の表示が以下のとおり変更となりました。
　なお、合併による郵便番号及び電話番号の変更はありません。

１．現在の稲沢市においては、変更がありません。



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字祖父江字鍋島 稲沢市祖父江町祖父江鍋島

中島郡祖父江町大字祖父江字山先 稲沢市祖父江町祖父江山先

中島郡祖父江町大字祖父江字権八前 稲沢市祖父江町祖父江権八前

中島郡祖父江町大字祖父江字堤内 稲沢市祖父江町祖父江堤内

中島郡祖父江町大字祖父江字外平 稲沢市祖父江町祖父江外平

中島郡祖父江町大字祖父江字曲 稲沢市祖父江町祖父江曲

中島郡祖父江町大字祖父江字下沼 稲沢市祖父江町祖父江下沼

中島郡祖父江町大字祖父江字北川原 稲沢市祖父江町祖父江北川原

中島郡祖父江町大字祖父江字南川原 稲沢市祖父江町祖父江南川原

中島郡祖父江町大字祖父江字高熊 稲沢市祖父江町祖父江高熊

中島郡祖父江町大字祖父江字居中 稲沢市祖父江町祖父江居中

中島郡祖父江町大字祖父江字南方 稲沢市祖父江町祖父江南方

中島郡祖父江町大字祖父江字北方 稲沢市祖父江町祖父江北方

中島郡祖父江町大字祖父江字中屋敷 稲沢市祖父江町祖父江中屋敷

中島郡祖父江町大字祖父江字松山 稲沢市祖父江町祖父江松山

中島郡祖父江町大字祖父江字六町 稲沢市祖父江町祖父江六町

中島郡祖父江町大字祖父江字立合南 稲沢市祖父江町祖父江立合南

中島郡祖父江町大字祖父江字寺内 稲沢市祖父江町祖父江寺内

中島郡祖父江町大字祖父江字広口 稲沢市祖父江町祖父江広口

中島郡祖父江町大字祖父江字外川田 稲沢市祖父江町祖父江外川田

中島郡祖父江町大字祖父江字内川田 稲沢市祖父江町祖父江内川田

中島郡祖父江町大字祖父江字下川田 稲沢市祖父江町祖父江下川田

中島郡祖父江町大字祖父江字三十町 稲沢市祖父江町祖父江三十町

中島郡祖父江町大字山崎 稲沢市祖父江町山崎

中島郡祖父江町大字山崎字川原 稲沢市祖父江町山崎川原

中島郡祖父江町大字山崎字大薮 稲沢市祖父江町山崎大薮

中島郡祖父江町大字山崎字本東 稲沢市祖父江町山崎本東

中島郡祖父江町大字山崎字本中 稲沢市祖父江町山崎本中

中島郡祖父江町大字山崎字本西 稲沢市祖父江町山崎本西

中島郡祖父江町大字山崎字城屋敷 稲沢市祖父江町山崎城屋敷

中島郡祖父江町大字山崎字白山西 稲沢市祖父江町山崎白山西

中島郡祖父江町大字山崎字子起 稲沢市祖父江町山崎子起

中島郡祖父江町大字山崎字明島 稲沢市祖父江町山崎明島

中島郡祖父江町大字山崎字蛇塚 稲沢市祖父江町山崎蛇塚



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字山崎字本郷前 稲沢市祖父江町山崎本郷前

中島郡祖父江町大字山崎字車田 稲沢市祖父江町山崎車田

中島郡祖父江町大字山崎字二本木 稲沢市祖父江町山崎二本木

中島郡祖父江町大字山崎字平口 稲沢市祖父江町山崎平口

中島郡祖父江町大字山崎字寺廓 稲沢市祖父江町山崎寺廓

中島郡祖父江町大字山崎字茶ノ木原 稲沢市祖父江町山崎茶ノ木原

中島郡祖父江町大字山崎字鉄砲 稲沢市祖父江町山崎鉄砲

中島郡祖父江町大字山崎字畑中 稲沢市祖父江町山崎畑中

中島郡祖父江町大字山崎字野口 稲沢市祖父江町山崎野口

中島郡祖父江町大字山崎字土井平 稲沢市祖父江町山崎土井平

中島郡祖父江町大字山崎字平東 稲沢市祖父江町山崎平東

中島郡祖父江町大字山崎字台所 稲沢市祖父江町山崎台所

中島郡祖父江町大字山崎字二本木前 稲沢市祖父江町山崎二本木前

中島郡祖父江町大字山崎字狐塚 稲沢市祖父江町山崎狐塚

中島郡祖父江町大字山崎字中沼 稲沢市祖父江町山崎中沼

中島郡祖父江町大字山崎字駒堀 稲沢市祖父江町山崎駒堀

中島郡祖父江町大字山崎字柳 稲沢市祖父江町山崎柳

中島郡祖父江町大字山崎字石田 稲沢市祖父江町山崎石田

中島郡祖父江町大字山崎字元宮 稲沢市祖父江町山崎元宮

中島郡祖父江町大字山崎字種池 稲沢市祖父江町山崎種池

中島郡祖父江町大字山崎字元宮西 稲沢市祖父江町山崎元宮西

中島郡祖父江町大字山崎字亥古 稲沢市祖父江町山崎亥古

中島郡祖父江町大字山崎字六反 稲沢市祖父江町山崎六反

中島郡祖父江町大字山崎字下枇 稲沢市祖父江町山崎下枇

中島郡祖父江町大字山崎字宮附 稲沢市祖父江町山崎宮附

中島郡祖父江町大字山崎字十八山 稲沢市祖父江町山崎十八山

中島郡祖父江町大字山崎字四十石 稲沢市祖父江町山崎四十石

中島郡祖父江町大字山崎字清水山 稲沢市祖父江町山崎清水山

中島郡祖父江町大字山崎字杁ノ戸 稲沢市祖父江町山崎杁ノ戸

中島郡祖父江町大字山崎字柿山 稲沢市祖父江町山崎柿山

中島郡祖父江町大字山崎字鶴塚 稲沢市祖父江町山崎鶴塚

中島郡祖父江町大字山崎字松下 稲沢市祖父江町山崎松下

中島郡祖父江町大字山崎字塩屋 稲沢市祖父江町山崎塩屋

中島郡祖父江町大字山崎字出口 稲沢市祖父江町山崎出口



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字山崎字才郷 稲沢市祖父江町山崎才郷

中島郡祖父江町大字山崎字江渕 稲沢市祖父江町山崎江渕

中島郡祖父江町大字山崎字三反 稲沢市祖父江町山崎三反

中島郡祖父江町大字山崎字摺鉢 稲沢市祖父江町山崎摺鉢 ※1

中島郡祖父江町大字山崎字舟橋 稲沢市祖父江町山崎舟橋

中島郡祖父江町大字山崎字生出 稲沢市祖父江町山崎生出

中島郡祖父江町大字山崎字塚越 稲沢市祖父江町山崎塚越

中島郡祖父江町大字山崎字萩原古川 稲沢市祖父江町山崎萩原古川

中島郡祖父江町大字山崎字塚西 稲沢市祖父江町山崎塚西

中島郡祖父江町大字山崎字王塚 稲沢市祖父江町山崎王塚

中島郡祖父江町大字山崎字中屋敷 稲沢市祖父江町山崎中屋敷

中島郡祖父江町大字山崎字江代 稲沢市祖父江町山崎江代

中島郡祖父江町大字山崎字上屋敷 稲沢市祖父江町山崎上屋敷

中島郡祖父江町大字山崎字柳野 稲沢市祖父江町山崎柳野

中島郡祖父江町大字山崎字笹原 稲沢市祖父江町山崎笹原

中島郡祖父江町大字山崎字山畠 稲沢市祖父江町山崎山畠

中島郡祖父江町大字山崎字北屋敷 稲沢市祖父江町山崎北屋敷

中島郡祖父江町大字山崎字浦田 稲沢市祖父江町山崎浦田

中島郡祖父江町大字山崎字堤添 稲沢市祖父江町山崎堤添

中島郡祖父江町大字山崎字才蔵野西 稲沢市祖父江町山崎才蔵野西

中島郡祖父江町大字山崎字才蔵野東 稲沢市祖父江町山崎才蔵野東

中島郡祖父江町大字山崎字中枇 稲沢市祖父江町山崎中枇

中島郡祖父江町大字山崎字本郷 稲沢市祖父江町山崎本郷

中島郡祖父江町大字本甲 稲沢市祖父江町本甲

中島郡祖父江町大字本甲字拾町野 稲沢市祖父江町本甲拾町野

中島郡祖父江町大字本甲字神明北 稲沢市祖父江町本甲神明北

中島郡祖父江町大字本甲字神明前 稲沢市祖父江町本甲神明前

中島郡祖父江町大字本甲字大溝 稲沢市祖父江町本甲大溝

中島郡祖父江町大字本甲字大蒲西 稲沢市祖父江町本甲大蒲西

中島郡祖父江町大字本甲字大蒲 稲沢市祖父江町本甲大蒲

中島郡祖父江町大字本甲字三ツ屋 稲沢市祖父江町本甲三ツ屋

中島郡祖父江町大字本甲字大西 稲沢市祖父江町本甲大西

中島郡祖父江町大字本甲字宮西 稲沢市祖父江町本甲宮西

中島郡祖父江町大字本甲字宮東 稲沢市祖父江町本甲宮東



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字本甲字森下東 稲沢市祖父江町本甲森下東

中島郡祖父江町大字本甲字宮前 稲沢市祖父江町本甲宮前

中島郡祖父江町大字本甲字五拾石 稲沢市祖父江町本甲五拾石

中島郡祖父江町大字本甲字西宮神 稲沢市祖父江町本甲西宮神

中島郡祖父江町大字本甲字横手南 稲沢市祖父江町本甲横手南

中島郡祖父江町大字本甲字郷西 稲沢市祖父江町本甲郷西

中島郡祖父江町大字森上 稲沢市祖父江町森上

中島郡祖父江町大字森上字本郷一 稲沢市祖父江町森上本郷一

中島郡祖父江町大字森上字本郷二 稲沢市祖父江町森上本郷二

中島郡祖父江町大字森上字本郷三 稲沢市祖父江町森上本郷三

中島郡祖父江町大字森上字本郷四 稲沢市祖父江町森上本郷四

中島郡祖父江町大字森上字本郷五 稲沢市祖父江町森上本郷五

中島郡祖父江町大字森上字本郷六 稲沢市祖父江町森上本郷六

中島郡祖父江町大字森上字本郷七 稲沢市祖父江町森上本郷七

中島郡祖父江町大字森上字本郷八 稲沢市祖父江町森上本郷八

中島郡祖父江町大字森上字本郷九 稲沢市祖父江町森上本郷九

中島郡祖父江町大字森上字本郷十 稲沢市祖父江町森上本郷十

中島郡祖父江町大字森上字本郷十一 稲沢市祖父江町森上本郷十一

中島郡祖父江町大字桜方 稲沢市祖父江町桜方

中島郡祖父江町大字桜方字笹原 稲沢市祖父江町桜方笹原

中島郡祖父江町大字桜方字川鳴 稲沢市祖父江町桜方川鳴

中島郡祖父江町大字桜方字上切 稲沢市祖父江町桜方上切

中島郡祖父江町大字桜方字宮東 稲沢市祖父江町桜方宮東

中島郡祖父江町大字桜方字川田 稲沢市祖父江町桜方川田

中島郡祖父江町大字桜方字西郷 稲沢市祖父江町桜方西郷

中島郡祖父江町大字桜方字中郷 稲沢市祖父江町桜方中郷

中島郡祖父江町大字桜方字螺谷 稲沢市祖父江町桜方螺谷

中島郡祖父江町大字桜方字中六町 稲沢市祖父江町桜方中六町

中島郡祖父江町大字桜方字下六町 稲沢市祖父江町桜方下六町

中島郡祖父江町大字桜方字善四跡 稲沢市祖父江町桜方善四跡

中島郡祖父江町大字桜方字立切 稲沢市祖父江町桜方立切

中島郡祖父江町大字桜方字寺岡 稲沢市祖父江町桜方寺岡

中島郡祖父江町大字桜方字枯榎 稲沢市祖父江町桜方枯榎

中島郡祖父江町大字桜方字新江南 稲沢市祖父江町桜方新江南



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字桜方字松原 稲沢市祖父江町桜方松原

中島郡祖父江町大字桜方字四城 稲沢市祖父江町桜方四城

中島郡祖父江町大字桜方字六町 稲沢市祖父江町桜方六町

中島郡祖父江町大字二俣 稲沢市祖父江町二俣

中島郡祖父江町大字二俣字川端 稲沢市祖父江町二俣川端

中島郡祖父江町大字二俣字上瀬古 稲沢市祖父江町二俣上瀬古

中島郡祖父江町大字二俣字早尾堤 稲沢市祖父江町二俣早尾堤

中島郡祖父江町大字二俣字須賀垂 稲沢市祖父江町二俣須賀垂

中島郡祖父江町大字二俣字上大城 稲沢市祖父江町二俣上大城

中島郡祖父江町大字二俣字寺瀬古 稲沢市祖父江町二俣寺瀬古

中島郡祖父江町大字二俣字池田 稲沢市祖父江町二俣池田

中島郡祖父江町大字二俣字上川原 稲沢市祖父江町二俣上川原

中島郡祖父江町大字二俣字東川原 稲沢市祖父江町二俣東川原

中島郡祖父江町大字二俣字東柳原 稲沢市祖父江町二俣東柳原

中島郡祖父江町大字二俣字柳原 稲沢市祖父江町二俣柳原

中島郡祖父江町大字二俣字下り戸 稲沢市祖父江町二俣下り戸

中島郡祖父江町大字二俣字宮西 稲沢市祖父江町二俣宮西

中島郡祖父江町大字二俣字下川原 稲沢市祖父江町二俣下川原

中島郡祖父江町大字二俣字下瀬古 稲沢市祖父江町二俣下瀬古

中島郡祖父江町大字二俣字五反 稲沢市祖父江町二俣五反

中島郡祖父江町大字二俣字午新田 稲沢市祖父江町二俣午新田

中島郡祖父江町大字二俣字笹原東 稲沢市祖父江町二俣笹原東

中島郡祖父江町大字二俣字三ツ股 稲沢市祖父江町二俣三ツ股

中島郡祖父江町大字大牧 稲沢市祖父江町大牧

中島郡祖父江町大字大牧字北沼 稲沢市祖父江町大牧北沼

中島郡祖父江町大字大牧字稗田 稲沢市祖父江町大牧稗田

中島郡祖父江町大字大牧字郷中 稲沢市祖父江町大牧郷中

中島郡祖父江町大字大牧字砂田 稲沢市祖父江町大牧砂田

中島郡祖父江町大字大牧字三反田 稲沢市祖父江町大牧三反田

中島郡祖父江町大字大牧字押上 稲沢市祖父江町大牧押上

中島郡祖父江町大字大牧字明田 稲沢市祖父江町大牧明田

中島郡祖父江町大字三丸渕 稲沢市祖父江町三丸渕

中島郡祖父江町大字三丸渕字七裏 稲沢市祖父江町三丸渕七裏

中島郡祖父江町大字三丸渕字一ノ割 稲沢市祖父江町三丸渕一ノ割



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字三丸渕字七屋敷東 稲沢市祖父江町三丸渕七屋敷東

中島郡祖父江町大字三丸渕字七前 稲沢市祖父江町三丸渕七前

中島郡祖父江町大字三丸渕字古宮 稲沢市祖父江町三丸渕古宮

中島郡祖父江町大字三丸渕字江北西 稲沢市祖父江町三丸渕江北西

中島郡祖父江町大字三丸渕字古川上ノ切 稲沢市祖父江町三丸渕古川上ノ切

中島郡祖父江町大字三丸渕字江北前 稲沢市祖父江町三丸渕江北前

中島郡祖父江町大字三丸渕字郷裏 稲沢市祖父江町三丸渕郷裏

中島郡祖父江町大字三丸渕字郷前 稲沢市祖父江町三丸渕郷前

中島郡祖父江町大字三丸渕字寺東 稲沢市祖父江町三丸渕寺東

中島郡祖父江町大字三丸渕字古川下ノ切 稲沢市祖父江町三丸渕古川下ノ切

中島郡祖父江町大字三丸渕字川並前 稲沢市祖父江町三丸渕川並前

中島郡祖父江町大字三丸渕字中ノ切 稲沢市祖父江町三丸渕中ノ切

中島郡祖父江町大字三丸渕字孫治前 稲沢市祖父江町三丸渕孫治前

中島郡祖父江町大字三丸渕字横枕 稲沢市祖父江町三丸渕横枕

中島郡祖父江町大字三丸渕字沖間 稲沢市祖父江町三丸渕沖間

中島郡祖父江町大字三丸渕字上矢留 稲沢市祖父江町三丸渕上矢留

中島郡祖父江町大字三丸渕字一段割 稲沢市祖父江町三丸渕一段割

中島郡祖父江町大字三丸渕字新田四ノ割 稲沢市祖父江町三丸渕新田四ノ割

中島郡祖父江町大字三丸渕字新田三ノ割 稲沢市祖父江町三丸渕新田三ノ割

中島郡祖父江町大字三丸渕字二段割 稲沢市祖父江町三丸渕二段割

中島郡祖父江町大字三丸渕字南矢留 稲沢市祖父江町三丸渕南矢留

中島郡祖父江町大字三丸渕字下矢留 稲沢市祖父江町三丸渕下矢留

中島郡祖父江町大字三丸渕字報導寺 稲沢市祖父江町三丸渕報導寺

中島郡祖父江町大字三丸渕字三段割 稲沢市祖父江町三丸渕三段割

中島郡祖父江町大字三丸渕字東寺野 稲沢市祖父江町三丸渕東寺野

中島郡祖父江町大字三丸渕字新田二ノ割 稲沢市祖父江町三丸渕新田二ノ割

中島郡祖父江町大字三丸渕字新田一ノ割 稲沢市祖父江町三丸渕新田一ノ割

中島郡祖父江町大字三丸渕字申新田上ノ切 稲沢市祖父江町三丸渕申新田上ノ切

中島郡祖父江町大字三丸渕字宮裏 稲沢市祖父江町三丸渕宮裏

中島郡祖父江町大字三丸渕字山裏 稲沢市祖父江町三丸渕山裏

中島郡祖父江町大字三丸渕字塚越 稲沢市祖父江町三丸渕塚越

中島郡祖父江町大字三丸渕字平口 稲沢市祖父江町三丸渕平口

中島郡祖父江町大字三丸渕字山之郷 稲沢市祖父江町三丸渕山之郷

中島郡祖父江町大字三丸渕字宮前 稲沢市祖父江町三丸渕宮前



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字三丸渕字申新田下ノ切 稲沢市祖父江町三丸渕申新田下ノ切

中島郡祖父江町大字三丸渕字中屋敷 稲沢市祖父江町三丸渕中屋敷

中島郡祖父江町大字三丸渕字八島 稲沢市祖父江町三丸渕八島

中島郡祖父江町大字三丸渕字八島西 稲沢市祖父江町三丸渕八島西

中島郡祖父江町大字三丸渕字山前 稲沢市祖父江町三丸渕山前

中島郡祖父江町大字三丸渕字西流 稲沢市祖父江町三丸渕西流

中島郡祖父江町大字三丸渕字中通り 稲沢市祖父江町三丸渕中通り

中島郡祖父江町大字三丸渕字高畑 稲沢市祖父江町三丸渕高畑

中島郡祖父江町大字三丸渕字下屋敷 稲沢市祖父江町三丸渕下屋敷

中島郡祖父江町大字三丸渕字御替地 稲沢市祖父江町三丸渕御替地

中島郡祖父江町大字三丸渕字七屋敷 稲沢市祖父江町三丸渕七屋敷

中島郡祖父江町大字三丸渕字江北上 稲沢市祖父江町三丸渕江北上

中島郡祖父江町大字三丸渕字上丸渕 稲沢市祖父江町三丸渕上丸渕

中島郡祖父江町大字三丸渕字中丸渕 稲沢市祖父江町三丸渕中丸渕

中島郡祖父江町大字三丸渕字中島 稲沢市祖父江町三丸渕中島

中島郡祖父江町大字三丸渕字上屋敷 稲沢市祖父江町三丸渕上屋敷

中島郡祖父江町大字三丸渕字山新田 稲沢市祖父江町三丸渕山新田

中島郡祖父江町大字三丸渕字駅通 稲沢市祖父江町三丸渕駅通

中島郡祖父江町大字甲新田 稲沢市祖父江町甲新田

中島郡祖父江町大字甲新田字須賀北 稲沢市祖父江町甲新田須賀北

中島郡祖父江町大字甲新田字宮浦 稲沢市祖父江町甲新田宮浦

中島郡祖父江町大字甲新田字高須賀 稲沢市祖父江町甲新田高須賀

中島郡祖父江町大字甲新田字流新田 稲沢市祖父江町甲新田流新田

中島郡祖父江町大字甲新田字甲宮西 稲沢市祖父江町甲新田甲宮西

中島郡祖父江町大字甲新田字高山 稲沢市祖父江町甲新田高山

中島郡祖父江町大字甲新田字前田 稲沢市祖父江町甲新田前田

中島郡祖父江町大字甲新田字海道南 稲沢市祖父江町甲新田海道南

中島郡祖父江町大字甲新田字六軒 稲沢市祖父江町甲新田六軒

中島郡祖父江町大字甲新田字新江西 稲沢市祖父江町甲新田新江西

中島郡祖父江町大字甲新田字又助東 稲沢市祖父江町甲新田又助東

中島郡祖父江町大字甲新田字杁南 稲沢市祖父江町甲新田杁南

中島郡祖父江町大字甲新田字円通寺前 稲沢市祖父江町甲新田円通寺前

中島郡祖父江町大字甲新田字芝一 稲沢市祖父江町甲新田芝一

中島郡祖父江町大字甲新田字芝二 稲沢市祖父江町甲新田芝二



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字甲新田字芝三 稲沢市祖父江町甲新田芝三

中島郡祖父江町大字甲新田字芝四 稲沢市祖父江町甲新田芝四

中島郡祖父江町大字甲新田字芝五 稲沢市祖父江町甲新田芝五

中島郡祖父江町大字甲新田字芝六 稲沢市祖父江町甲新田芝六

中島郡祖父江町大字甲新田字芝七 稲沢市祖父江町甲新田芝七

中島郡祖父江町大字甲新田字芝八 稲沢市祖父江町甲新田芝八

中島郡祖父江町大字甲新田字芝十一 稲沢市祖父江町甲新田芝十一

中島郡祖父江町大字甲新田字イ一 稲沢市祖父江町甲新田イ一

中島郡祖父江町大字甲新田字イ五 稲沢市祖父江町甲新田イ五

中島郡祖父江町大字甲新田字イ六 稲沢市祖父江町甲新田イ六

中島郡祖父江町大字甲新田字イ七 稲沢市祖父江町甲新田イ七

中島郡祖父江町大字甲新田字イ八 稲沢市祖父江町甲新田イ八

中島郡祖父江町大字甲新田字イ九 稲沢市祖父江町甲新田イ九

中島郡祖父江町大字甲新田字イ十 稲沢市祖父江町甲新田イ十

中島郡祖父江町大字甲新田字芝原上 稲沢市祖父江町甲新田芝原上

中島郡祖父江町大字甲新田字芝原中 稲沢市祖父江町甲新田芝原中

中島郡祖父江町大字甲新田字芝原下 稲沢市祖父江町甲新田芝原下

中島郡祖父江町大字甲新田字甲上 稲沢市祖父江町甲新田甲上

中島郡祖父江町大字甲新田字甲中 稲沢市祖父江町甲新田甲中

中島郡祖父江町大字甲新田字甲下 稲沢市祖父江町甲新田甲下

中島郡祖父江町大字甲新田字五ツ屋 稲沢市祖父江町甲新田五ツ屋

中島郡祖父江町大字上牧 稲沢市祖父江町上牧

中島郡祖父江町大字上牧字堤外 稲沢市祖父江町上牧堤外

中島郡祖父江町大字上牧字中外 稲沢市祖父江町上牧中外

中島郡祖父江町大字上牧字宮裏 稲沢市祖父江町上牧宮裏

中島郡祖父江町大字上牧字宮前 稲沢市祖父江町上牧宮前

中島郡祖父江町大字上牧字子新田 稲沢市祖父江町上牧子新田

中島郡祖父江町大字上牧字戌亥出 稲沢市祖父江町上牧戌亥出

中島郡祖父江町大字上牧字上川田 稲沢市祖父江町上牧上川田

中島郡祖父江町大字上牧字下川田 稲沢市祖父江町上牧下川田

中島郡祖父江町大字上牧字東 稲沢市祖父江町上牧東

中島郡祖父江町大字上牧字西 稲沢市祖父江町上牧西

中島郡祖父江町大字上牧字中 稲沢市祖父江町上牧中

中島郡祖父江町大字両寺内 稲沢市祖父江町両寺内



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字両寺内字平柳西 稲沢市祖父江町両寺内平柳西

中島郡祖父江町大字両寺内字平柳東 稲沢市祖父江町両寺内平柳東

中島郡祖父江町大字両寺内字大牧浦 稲沢市祖父江町両寺内大牧浦

中島郡祖父江町大字両寺内字八幡西 稲沢市祖父江町両寺内八幡西

中島郡祖父江町大字両寺内字千石屋敷 稲沢市祖父江町両寺内千石屋敷

中島郡祖父江町大字両寺内字本郷前 稲沢市祖父江町両寺内本郷前

中島郡祖父江町大字両寺内字札古東 稲沢市祖父江町両寺内札古東

中島郡祖父江町大字両寺内字砂崎 稲沢市祖父江町両寺内砂崎

中島郡祖父江町大字両寺内字札古西 稲沢市祖父江町両寺内札古西

中島郡祖父江町大字両寺内字五反田 稲沢市祖父江町両寺内五反田

中島郡祖父江町大字両寺内字南赤目方 稲沢市祖父江町両寺内南赤目方

中島郡祖父江町大字両寺内字喜兵衛東 稲沢市祖父江町両寺内喜兵衛東

中島郡祖父江町大字両寺内字赤目方 稲沢市祖父江町両寺内赤目方

中島郡祖父江町大字両寺内字神明前 稲沢市祖父江町両寺内神明前

中島郡祖父江町大字中牧 稲沢市祖父江町中牧

中島郡祖父江町大字中牧字三反歩 稲沢市祖父江町中牧三反歩

中島郡祖父江町大字中牧字外川 稲沢市祖父江町中牧外川

中島郡祖父江町大字中牧字堤外 稲沢市祖父江町中牧堤外

中島郡祖父江町大字中牧字換地 稲沢市祖父江町中牧換地

中島郡祖父江町大字中牧字上屋敷 稲沢市祖父江町中牧上屋敷

中島郡祖父江町大字中牧字中外 稲沢市祖父江町中牧中外

中島郡祖父江町大字中牧字江西 稲沢市祖父江町中牧江西

中島郡祖父江町大字中牧字宮原 稲沢市祖父江町中牧宮原

中島郡祖父江町大字中牧字北川原 稲沢市祖父江町中牧北川原

中島郡祖父江町大字中牧字江東 稲沢市祖父江町中牧江東

中島郡祖父江町大字中牧字中島 稲沢市祖父江町中牧中島

中島郡祖父江町大字中牧字中平 稲沢市祖父江町中牧中平

中島郡祖父江町大字中牧字中屋敷 稲沢市祖父江町中牧中屋敷

中島郡祖父江町大字中牧字堤外川 稲沢市祖父江町中牧堤外川

中島郡祖父江町大字中牧字西伝右山 稲沢市祖父江町中牧西伝右山

中島郡祖父江町大字中牧字東伝右山 稲沢市祖父江町中牧東伝右山

中島郡祖父江町大字中牧字中屋敷前 稲沢市祖父江町中牧中屋敷前

中島郡祖父江町大字中牧字薮起 稲沢市祖父江町中牧薮起

中島郡祖父江町大字中牧字川田 稲沢市祖父江町中牧川田



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字中牧字砂崎 稲沢市祖父江町中牧砂崎

中島郡祖父江町大字中牧字伝右山 稲沢市祖父江町中牧伝右山

中島郡祖父江町大字中牧字佐屋川 稲沢市祖父江町中牧佐屋川

中島郡祖父江町大字野田 稲沢市祖父江町野田

中島郡祖父江町大字野田字海用 稲沢市祖父江町野田海用

中島郡祖父江町大字野田字西屋敷 稲沢市祖父江町野田西屋敷

中島郡祖父江町大字野田字北屋敷 稲沢市祖父江町野田北屋敷

中島郡祖父江町大字野田字江北 稲沢市祖父江町野田江北

中島郡祖父江町大字野田字東縁 稲沢市祖父江町野田東縁

中島郡祖父江町大字野田字代官割 稲沢市祖父江町野田代官割

中島郡祖父江町大字野田字神葭場 稲沢市祖父江町野田神葭場

中島郡祖父江町大字野田字葭城 稲沢市祖父江町野田葭城

中島郡祖父江町大字野田字東縁下 稲沢市祖父江町野田東縁下

中島郡祖父江町大字野田字巽 稲沢市祖父江町野田巽 ※1

中島郡祖父江町大字野田字山中 稲沢市祖父江町野田山中

中島郡祖父江町大字野田字須賀脇 稲沢市祖父江町野田須賀脇

中島郡祖父江町大字野田字堤並 稲沢市祖父江町野田堤並

中島郡祖父江町大字野田字佐屋川 稲沢市祖父江町野田佐屋川

中島郡祖父江町大字島本 稲沢市祖父江町島本

中島郡祖父江町大字島本字中通り上ノ切 稲沢市祖父江町島本中通り上ノ切

中島郡祖父江町大字島本字中通り中ノ切 稲沢市祖父江町島本中通り中ノ切

中島郡祖父江町大字島本字川田 稲沢市祖父江町島本川田

中島郡祖父江町大字島本字子新田 稲沢市祖父江町島本子新田

中島郡祖父江町大字島本字中通り下ノ切 稲沢市祖父江町島本中通り下ノ切

中島郡祖父江町大字島本字寺西北ノ切 稲沢市祖父江町島本寺西北ノ切

中島郡祖父江町大字島本字北石塚 稲沢市祖父江町島本北石塚

中島郡祖父江町大字島本字上縄 稲沢市祖父江町島本上縄

中島郡祖父江町大字島本字明田 稲沢市祖父江町島本明田

中島郡祖父江町大字島本字石塚 稲沢市祖父江町島本石塚

中島郡祖父江町大字島本字寺之切 稲沢市祖父江町島本寺之切

中島郡祖父江町大字島本字西石塚 稲沢市祖父江町島本西石塚

中島郡祖父江町大字島本字未新田 稲沢市祖父江町島本未新田

中島郡祖父江町大字島本字平中 稲沢市祖父江町島本平中

中島郡祖父江町大字島本字穴田 稲沢市祖父江町島本穴田



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字島本字西同所 稲沢市祖父江町島本西同所

中島郡祖父江町大字島本字堤外 稲沢市祖父江町島本堤外

中島郡祖父江町大字島本字東同所 稲沢市祖父江町島本東同所

中島郡祖父江町大字島本字南石塚 稲沢市祖父江町島本南石塚

中島郡祖父江町大字島本字長池 稲沢市祖父江町島本長池

中島郡祖父江町大字島本字北長池 稲沢市祖父江町島本北長池

中島郡祖父江町大字島本字中部 稲沢市祖父江町島本中部

中島郡祖父江町大字島本字東部 稲沢市祖父江町島本東部

中島郡祖父江町大字島本字南部 稲沢市祖父江町島本南部

中島郡祖父江町大字島本字北部 稲沢市祖父江町島本北部

中島郡祖父江町大字島本字鵜之本 稲沢市祖父江町島本鵜之本

中島郡祖父江町大字島本字新田 稲沢市祖父江町島本新田

中島郡祖父江町大字拾町野 稲沢市祖父江町拾町野

中島郡祖父江町大字拾町野字猿尾北 稲沢市祖父江町拾町野猿尾北

中島郡祖父江町大字拾町野字屋敷東 稲沢市祖父江町拾町野屋敷東

中島郡祖父江町大字拾町野字屋敷間 稲沢市祖父江町拾町野屋敷間

中島郡祖父江町大字拾町野字屋敷西 稲沢市祖父江町拾町野屋敷西

中島郡祖父江町大字拾町野字猿尾南 稲沢市祖父江町拾町野猿尾南

中島郡祖父江町大字四貫 稲沢市祖父江町四貫

中島郡祖父江町大字四貫字堤外 稲沢市祖父江町四貫堤外

中島郡祖父江町大字四貫字東堤外 稲沢市祖父江町四貫東堤外

中島郡祖父江町大字四貫字北新田 稲沢市祖父江町四貫北新田

中島郡祖父江町大字四貫字北中桐 稲沢市祖父江町四貫北中桐

中島郡祖父江町大字四貫字北道野 稲沢市祖父江町四貫北道野

中島郡祖父江町大字四貫字中桐 稲沢市祖父江町四貫中桐

中島郡祖父江町大字四貫字南道野 稲沢市祖父江町四貫南道野

中島郡祖父江町大字四貫字中屋敷 稲沢市祖父江町四貫中屋敷

中島郡祖父江町大字四貫字東山ノ内 稲沢市祖父江町四貫東山ノ内

中島郡祖父江町大字四貫字西山ノ内 稲沢市祖父江町四貫西山ノ内

中島郡祖父江町大字四貫字藤六坊 稲沢市祖父江町四貫藤六坊

中島郡祖父江町大字四貫字宮屋敷 稲沢市祖父江町四貫宮屋敷

中島郡祖父江町大字四貫字金川 稲沢市祖父江町四貫金川

中島郡祖父江町大字四貫字中之郷 稲沢市祖父江町四貫中之郷

中島郡祖父江町大字四貫字南中桐 稲沢市祖父江町四貫南中桐



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字四貫字南新田 稲沢市祖父江町四貫南新田

中島郡祖父江町大字四貫字辨才天 稲沢市祖父江町四貫辨才天

中島郡祖父江町大字四貫字高ノ内 稲沢市祖父江町四貫高ノ内

中島郡祖父江町大字四貫字南才樫 稲沢市祖父江町四貫南才樫

中島郡祖父江町大字四貫字垣ノ内 稲沢市祖父江町四貫垣ノ内

中島郡祖父江町大字四貫字堤敷 稲沢市祖父江町四貫堤敷

中島郡祖父江町大字四貫字上四貫 稲沢市祖父江町四貫上四貫

中島郡祖父江町大字四貫字中四貫 稲沢市祖父江町四貫中四貫 

中島郡祖父江町大字四貫字中通 稲沢市祖父江町四貫中通

中島郡祖父江町大字四貫字南四貫 稲沢市祖父江町四貫南四貫

中島郡祖父江町大字四貫字北四貫 稲沢市祖父江町四貫北四貫 

中島郡祖父江町大字四貫字川並道上 稲沢市祖父江町四貫川並道上

中島郡祖父江町大字四貫字川並道下 稲沢市祖父江町四貫川並道下

中島郡祖父江町大字馬飼 稲沢市祖父江町馬飼

中島郡祖父江町大字馬飼字寺東 稲沢市祖父江町馬飼寺東

中島郡祖父江町大字馬飼字四貫境 稲沢市祖父江町馬飼四貫境

中島郡祖父江町大字馬飼字尼ヶ池 稲沢市祖父江町馬飼尼ヶ池

中島郡祖父江町大字馬飼字川田 稲沢市祖父江町馬飼川田

中島郡祖父江町大字馬飼字大門先 稲沢市祖父江町馬飼大門先

中島郡祖父江町大字馬飼字江口 稲沢市祖父江町馬飼江口

中島郡祖父江町大字馬飼字北藤治山 稲沢市祖父江町馬飼北藤治山

中島郡祖父江町大字馬飼字午新田 稲沢市祖父江町馬飼午新田

中島郡祖父江町大字馬飼字仙入坊 稲沢市祖父江町馬飼仙入坊

中島郡祖父江町大字馬飼字南藤治山 稲沢市祖父江町馬飼南藤治山

中島郡祖父江町大字馬飼字小沼 稲沢市祖父江町馬飼小沼

中島郡祖父江町大字馬飼字上馬飼 稲沢市祖父江町馬飼上馬飼 

中島郡祖父江町大字馬飼字東馬飼 稲沢市祖父江町馬飼東馬飼 

中島郡祖父江町大字馬飼字西馬飼 稲沢市祖父江町馬飼西馬飼 

中島郡祖父江町大字馬飼字大縄場 稲沢市祖父江町馬飼大縄場

中島郡祖父江町大字西鵜之本 稲沢市祖父江町西鵜之本

中島郡祖父江町大字西鵜之本字梨之木 稲沢市祖父江町西鵜之本梨之木

中島郡祖父江町大字西鵜之本字宮浦 稲沢市祖父江町西鵜之本宮浦

中島郡祖父江町大字西鵜之本字中之城 稲沢市祖父江町西鵜之本中之城

中島郡祖父江町大字西鵜之本字東縁 稲沢市祖父江町西鵜之本東縁



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字西鵜之本字宮前 稲沢市祖父江町西鵜之本宮前

中島郡祖父江町大字西鵜之本字鵜之森 稲沢市祖父江町西鵜之本鵜之森

中島郡祖父江町大字西鵜之本字清洲山 稲沢市祖父江町西鵜之本清洲山

中島郡祖父江町大字西鵜之本字巽 稲沢市祖父江町西鵜之本巽 ※1

中島郡祖父江町大字西鵜之本字佐屋川 稲沢市祖父江町西鵜之本佐屋川

中島郡祖父江町大字神明津 稲沢市祖父江町神明津

中島郡祖父江町大字神明津字西村北 稲沢市祖父江町神明津西村北

中島郡祖父江町大字神明津字北平 稲沢市祖父江町神明津北平

中島郡祖父江町大字神明津字東平 稲沢市祖父江町神明津東平

中島郡祖父江町大字神明津字秋葉筋 稲沢市祖父江町神明津秋葉筋

中島郡祖父江町大字神明津字東村北 稲沢市祖父江町神明津東村北

中島郡祖父江町大字神明津字東塚 稲沢市祖父江町神明津東塚

中島郡祖父江町大字神明津字北正野 稲沢市祖父江町神明津北正野

中島郡祖父江町大字神明津字角野 稲沢市祖父江町神明津角野

中島郡祖父江町大字神明津字治左エ門西 稲沢市祖父江町神明津治左エ門西

中島郡祖父江町大字神明津字宮西 稲沢市祖父江町神明津宮西

中島郡祖父江町大字神明津字子新田 稲沢市祖父江町神明津子新田

中島郡祖父江町大字神明津字元杁 稲沢市祖父江町神明津元杁

中島郡祖父江町大字神明津字寺野 稲沢市祖父江町神明津寺野

中島郡祖父江町大字神明津字中田 稲沢市祖父江町神明津中田

中島郡祖父江町大字神明津字長瀬山 稲沢市祖父江町神明津長瀬山

中島郡祖父江町大字神明津字外浦 稲沢市祖父江町神明津外浦

中島郡祖父江町大字神明津字下平 稲沢市祖父江町神明津下平

中島郡祖父江町大字神明津字西平 稲沢市祖父江町神明津西平

中島郡祖父江町大字神明津字中砂原 稲沢市祖父江町神明津中砂原

中島郡祖父江町大字神明津字北小一色 稲沢市祖父江町神明津北小一色

中島郡祖父江町大字神明津字西小一色 稲沢市祖父江町神明津西小一色

中島郡祖父江町大字神明津字東小一色 稲沢市祖父江町神明津東小一色

中島郡祖父江町大字神明津字西光寺 稲沢市祖父江町神明津西光寺

中島郡祖父江町大字神明津字南小一色 稲沢市祖父江町神明津南小一色

中島郡祖父江町大字神明津字東下縄 稲沢市祖父江町神明津東下縄

中島郡祖父江町大字神明津字北下縄 稲沢市祖父江町神明津北下縄

中島郡祖父江町大字神明津字南砂原 稲沢市祖父江町神明津南砂原

中島郡祖父江町大字神明津字西下縄 稲沢市祖父江町神明津西下縄



合併前 合併後

中島郡祖父江町大字神明津字南下縄 稲沢市祖父江町神明津南下縄

中島郡祖父江町大字神明津字北子新田 稲沢市祖父江町神明津北子新田

中島郡祖父江町大字神明津字南子新田 稲沢市祖父江町神明津南子新田

中島郡祖父江町大字神明津字北堤外 稲沢市祖父江町神明津北堤外

中島郡祖父江町大字神明津字南堤外 稲沢市祖父江町神明津南堤外

中島郡祖父江町大字神明津字矢田塚北 稲沢市祖父江町神明津矢田塚北

中島郡祖父江町大字神明津字矢田塚東 稲沢市祖父江町神明津矢田塚東

中島郡祖父江町大字神明津字矢田塚西 稲沢市祖父江町神明津矢田塚西

中島郡祖父江町大字神明津字新田 稲沢市祖父江町神明津新田

中島郡祖父江町大字神明津字宮前 稲沢市祖父江町神明津宮前

中島郡祖父江町大字神明津字毘沙門 稲沢市祖父江町神明津毘沙門

中島郡祖父江町大字神明津字小川 稲沢市祖父江町神明津小川

中島郡祖父江町大字神明津字南正野 稲沢市祖父江町神明津南正野

合併前 合併後

中島郡平和町大字観音堂 稲沢市平和町観音堂

中島郡平和町大字観音堂字西海塚 稲沢市平和町観音堂西海塚

中島郡平和町大字観音堂字東海塚 稲沢市平和町観音堂東海塚

中島郡平和町大字観音堂字屋敷 稲沢市平和町観音堂屋敷

中島郡平和町大字観音堂字東河原 稲沢市平和町観音堂東河原

中島郡平和町大字上三宅 稲沢市平和町上三宅

中島郡平和町大字上三宅字満願寺 稲沢市平和町上三宅満願寺

中島郡平和町大字上三宅字神出 稲沢市平和町上三宅神出

中島郡平和町大字上三宅字上屋敷 稲沢市平和町上三宅上屋敷

中島郡平和町大字上三宅字城地 稲沢市平和町上三宅城地

中島郡平和町大字上三宅字山王 稲沢市平和町上三宅山王

中島郡平和町大字上三宅字芳山 稲沢市平和町上三宅芳山

中島郡平和町大字中三宅 稲沢市平和町中三宅

３．現在の平和町における変更点（次表のとおり）

①「中島郡平和町」は「稲沢市」になります。
②字の名称については、従前の大字名の前に「平和町」を冠するとともに、「大字」「字」を
　削除します。ただし、大字前浪、大字新開及び大字六輪については、従前の大字名を削除しま
　す。
③地番は、従来のままで変更がありません。



合併前 合併後

中島郡平和町大字中三宅字中屋敷 稲沢市平和町中三宅中屋敷

中島郡平和町大字中三宅字南ヶ崎 稲沢市平和町中三宅南ヶ崎

中島郡平和町大字中三宅字高道 稲沢市平和町中三宅高道

中島郡平和町大字中三宅字池田 稲沢市平和町中三宅池田

中島郡平和町大字中三宅字出口 稲沢市平和町中三宅出口

中島郡平和町大字中三宅字宮南 稲沢市平和町中三宅宮南

中島郡平和町大字中三宅字二丁割 稲沢市平和町中三宅二丁割

中島郡平和町大字中三宅字井之上 稲沢市平和町中三宅井之上

中島郡平和町大字下三宅 稲沢市平和町下三宅

中島郡平和町大字下三宅字北出 稲沢市平和町下三宅北出

中島郡平和町大字下三宅字郷内 稲沢市平和町下三宅郷内

中島郡平和町大字下三宅字下畑 稲沢市平和町下三宅下畑

中島郡平和町大字下三宅字横枕 稲沢市平和町下三宅横枕

中島郡平和町大字下三宅字舟附 稲沢市平和町下三宅舟附

中島郡平和町大字下三宅字折口 稲沢市平和町下三宅折口

中島郡平和町大字下三宅字沼 稲沢市平和町下三宅沼

中島郡平和町大字下三宅字菱池 稲沢市平和町下三宅菱池

中島郡平和町大字下三宅字前浪 稲沢市平和町下三宅前浪

中島郡平和町大字前浪字上前浪 稲沢市平和町上前浪

中島郡平和町大字前浪字下前浪 稲沢市平和町下前浪

中島郡平和町大字東城 稲沢市平和町東城

中島郡平和町大字東城字浦之川 稲沢市平和町東城浦之川

中島郡平和町大字東城字郷内 稲沢市平和町東城郷内

中島郡平和町大字東城字天神 稲沢市平和町東城天神

中島郡平和町大字東城字外山 稲沢市平和町東城外山

中島郡平和町大字東城字岩名 稲沢市平和町東城岩名

中島郡平和町大字東城字元苗代 稲沢市平和町東城元苗代

中島郡平和町大字東城字余ヶ戸 稲沢市平和町東城余ヶ戸

中島郡平和町大字東城字戌亥 稲沢市平和町東城戌亥

中島郡平和町大字東城字新宮前 稲沢市平和町東城新宮前

中島郡平和町大字東城字前浪 稲沢市平和町東城前浪

中島郡平和町大字横池 稲沢市平和町横池

中島郡平和町大字横池字三番割 稲沢市平和町横池三番割

中島郡平和町大字横池字中之町 稲沢市平和町横池中之町



合併前 合併後

中島郡平和町大字横池字山ノ畑 稲沢市平和町横池山ノ畑

中島郡平和町大字横池字砂田 稲沢市平和町横池砂田

中島郡平和町大字横池字本田 稲沢市平和町横池本田

中島郡平和町大字平池 稲沢市平和町平池

中島郡平和町大字平池字大畑 稲沢市平和町平池大畑

中島郡平和町大字平池字七反田 稲沢市平和町平池七反田

中島郡平和町大字平池字前田面 稲沢市平和町平池前田面

中島郡平和町大字平池字郷付 稲沢市平和町平池郷付

中島郡平和町大字須ケ谷 稲沢市平和町須ケ谷

中島郡平和町大字須ケ谷字本田 稲沢市平和町須ケ谷本田

中島郡平和町大字須ケ谷字長田 稲沢市平和町須ケ谷長田

中島郡平和町大字須ケ谷字前浪 稲沢市平和町須ケ谷前浪

中島郡平和町大字須ケ谷字郷 稲沢市平和町須ケ谷郷

中島郡平和町大字須ケ谷字馬橋 稲沢市平和町須ケ谷馬橋

中島郡平和町大字須ケ谷字大下 稲沢市平和町須ケ谷大下

中島郡平和町大字新開字丸渕上 稲沢市平和町丸渕上

中島郡平和町大字新開字丸渕下 稲沢市平和町丸渕下

中島郡平和町大字新開字鷲尾 稲沢市平和町鷲尾

中島郡平和町大字法立 稲沢市平和町法立

中島郡平和町大字法立字下出 稲沢市平和町法立下出

中島郡平和町大字法立字巽屋敷 稲沢市平和町法立巽屋敷 ※2

中島郡平和町大字法立字江向 稲沢市平和町法立江向

中島郡平和町大字法立字菱田 稲沢市平和町法立菱田

中島郡平和町大字法立字六丁 稲沢市平和町法立六丁

中島郡平和町大字法立字起 稲沢市平和町法立起

中島郡平和町大字法立字国道東 稲沢市平和町法立国道東

中島郡平和町大字法立字正作 稲沢市平和町法立正作

中島郡平和町大字法立字十一丁 稲沢市平和町法立十一丁

中島郡平和町大字法立字宮北 稲沢市平和町法立宮北

中島郡平和町大字法立字北瀬古 稲沢市平和町法立北瀬古

中島郡平和町大字法立字西瀬古上 稲沢市平和町法立西瀬古上

中島郡平和町大字法立字西瀬古下 稲沢市平和町法立西瀬古下

中島郡平和町大字法立字東法立南 稲沢市平和町法立東法立南

中島郡平和町大字法立字起南 稲沢市平和町法立起南



合併前 合併後

中島郡平和町大字法立字東法立北 稲沢市平和町法立東法立北

中島郡平和町大字法立字東十一丁 稲沢市平和町法立東十一丁

中島郡平和町大字法立字北十一丁 稲沢市平和町法立北十一丁

中島郡平和町大字法立字柳場 稲沢市平和町法立柳場

中島郡平和町大字法立字山起 稲沢市平和町法立山起

中島郡平和町大字法立字古川新田 稲沢市平和町法立古川新田

中島郡平和町大字法立字東瀬古 稲沢市平和町法立東瀬古

中島郡平和町大字法立字東瀬古下 稲沢市平和町法立東瀬古下

中島郡平和町大字西光坊 稲沢市平和町西光坊

中島郡平和町大字西光坊字海東阿原 稲沢市平和町西光坊海東阿原

中島郡平和町大字西光坊字大門先 稲沢市平和町西光坊大門先

中島郡平和町大字西光坊字海道東 稲沢市平和町西光坊海道東

中島郡平和町大字西光坊字大門北 稲沢市平和町西光坊大門北

中島郡平和町大字西光坊字大門南 稲沢市平和町西光坊大門南

中島郡平和町大字西光坊字宮西 稲沢市平和町西光坊宮西

中島郡平和町大字西光坊字杁上 稲沢市平和町西光坊杁上

中島郡平和町大字西光坊字新町 稲沢市平和町西光坊新町　　　　

中島郡平和町大字西光坊字大縄場 稲沢市平和町西光坊大縄場

中島郡平和町大字六輪字下起東 稲沢市平和町下起東

中島郡平和町大字六輪字下起北 稲沢市平和町下起北

中島郡平和町大字六輪字下起中 稲沢市平和町下起中

中島郡平和町大字六輪字下起南 稲沢市平和町下起南

中島郡平和町大字六輪字明和 稲沢市平和町明和

中島郡平和町大字六輪字光和 稲沢市平和町光和

中島郡平和町大字六輪字須ケ脇 稲沢市平和町須ケ脇

中島郡平和町大字六輪字前平 稲沢市平和町前平

中島郡平和町大字六輪字塩川 稲沢市平和町塩川

中島郡平和町大字六輪字領内 稲沢市平和町領内

中島郡平和町大字六輪字勝幡新田 稲沢市平和町勝幡新田

中島郡平和町大字六輪字平六 稲沢市平和町平六

中島郡平和町大字六輪字城西 稲沢市平和町城西

中島郡平和町大字六輪字城之内 稲沢市平和町城之内

中島郡平和町大字六輪字嫁振東 稲沢市平和町嫁振東

中島郡平和町大字六輪字嫁振 稲沢市平和町嫁振



合併前 合併後

中島郡平和町大字六輪字嫁振北 稲沢市平和町嫁振北

中島郡平和町大字六輪字那古良 稲沢市平和町那古良

中島郡平和町大字六輪字元除地大縄場 稲沢市平和町元除地大縄場


