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地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項の規定により、安来市長職務執行者から次のとおり字の名称を変更

する旨の届出があったので、同条第�項の規定により告示する。

なお、この届出に係る字の名称の変更の効力は、平成��年��月�日から生ずる。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 安来市において字の名称を変更する区域

号外第���号 平成��年��月�日 (�)

現 在 の 字 名 変 更 後 の 字 名

石原 広瀬町石原

宇波 広瀬町宇波

奥田原 広瀬町奥田原

祖父谷 広瀬町祖父谷

梶福留 広瀬町梶福留

上山佐 広瀬町上山佐

下山佐 広瀬町下山佐

菅原 広瀬町菅原

富田 広瀬町富田

西谷 広瀬町西谷

西比田 広瀬町西比田

東比田 広瀬町東比田

広瀬 広瀬町広瀬

布部 広瀬町布部

町帳 広瀬町町帳

大字安田山形 伯太町安田山形

大字安田関 伯太町安田関

大字安田宮内 伯太町安田宮内

大字未明 伯太町未明

大字安田中 伯太町安田中
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字の名称の変更 (	件) （市 町 村 課） �

町の区域の設定及び字の区域の廃止 （ 〃 ） �
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地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項の規定により、美郷町長職務執行者から次のとおり字の名称を変更

する旨の届出があったので、同条第�項の規定により告示する。

なお、この届出に係る字の名称の変更の効力は、平成��年��月�日から生ずる。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

美郷町において字の名称を変更する区域

号外第���号 平成��年��月�日(�)

大字安田 伯太町安田

大字東母里 伯太町東母里

大字母里 伯太町母里

大字西母里 伯太町西母里

大字井尻 伯太町井尻

大字須山福冨 伯太町須山福冨

大字日次 伯太町日次

大字高江寸次 伯太町高江寸次

大字横屋 伯太町横屋

大字峠之内 伯太町峠之内

大字赤屋 伯太町赤屋

大字下小竹 伯太町下小竹

大字上小竹 伯太町上小竹

大字下十年畑 伯太町下十年畑

大字上十年畑 伯太町上十年畑

大字草野 伯太町草野

現 在 の 字 名 変 更 後 の 字 名

大字明塚 明塚

大字吾郷 吾郷

大字石原 石原

大字内田 内田

大字奥山 奥山

大字乙原 乙原

大字粕渕 粕渕

大字片山 片山

大字枦谷 枦谷

大字上川戸 上川戸

大字亀村 亀村

大字京覧原 京覧原

大字久喜原 久喜原

大字久保 久保

大字熊見 熊見
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地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項の規定により、邑南町長職務執行者から次のとおり字の名称を変更

する旨の届出があったので、同条第�項の規定により告示する。

なお、この届出に係る字の名称の変更の効力は、平成��年��月�日から生ずる。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

邑南町において字の名称を変更する区域

号外第���号 平成��年��月�日 (	)

大字九日市 九日市

大字小谷 小谷

大字小林 小林

大字小松地 小松地

大字酒谷 酒谷

大字信喜 信喜

大字志君 志君

大字地頭所 地頭所

大字惣森 惣森

大字高畑 高畑

大字高山 高山

大字滝原 滝原

大字千原 千原

大字野井 野井

大字浜原 浜原

大字別府 別府

大字港 港

大字簗瀬 簗瀬

大字湯抱 湯抱

大字潮村 潮村

大字上野 上野

大字都賀西 都賀西

大字都賀本郷 都賀本郷

大字都賀行 都賀行

大字長藤 長藤

大字比敷 比敷

大字宮内 宮内

大字村之郷 村之郷

現 在 の 字 名 変 更 後 の 字 名

大字戸河内 戸河内

大字阿須那 阿須那

大字木須田 木須田
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地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項の規定により、隠岐の島町長職務執行者から次のとおり字の名称を

変更する旨の届出があったので、同条第�項の規定により告示する。

なお、この届出に係る字の名称の変更の効力は、平成��年��月�日から生ずる。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 隠岐の島町において字の名称を変更する区域

号外第���号 平成��年��月�日(	)

大字宇都井 宇都井

大字今井 今井

大字雪田 雪田

大字上口羽 上口羽

大字下口羽 下口羽

大字上田 上田

大字市木 市木

大字上田所 上田所

大字下田所 下田所

大字上亀谷 上亀谷

大字下亀谷 下亀谷

大字�渕 �渕

大字三日市 三日市

大字出羽 出羽

大字山田 山田

大字淀原 淀原

大字岩屋 岩屋

大字久喜 久喜

大字大林 大林

大字上原 上原

大字原村 原村

大字和田 和田

大字高見 高見

大字伏谷 伏谷

大字八色石 八色石

大字布施 布施

大字矢上 矢上

大字中野 中野

大字井原 井原

大字日貫 日貫

大字日和 日和

大字高水 高水



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (�)

現 在 の 字 名 変 更 後 の 字 名

大字城北町 城北町

大字栄町 栄町

大字東町字塩浜 東町塩浜

大字東町字金峯山 東町金峯山

大字東町字網干場 東町網干場

大字東町字金峯山灘 東町金峯山灘

大字東町字中ノ津 東町中ノ津

大字東町字船隠し 東町船隠し

大字東町字風早 東町風早

大字東町字半崎 東町半崎

大字東町字姫島 東町姫島

大字東町字小島 東町小島

大字東町字ミナイダ 東町ミナイダ

大字東町字登具 東町登具

大字東町字宇屋ノ奥 東町宇屋ノ奥

大字東町字出雲結ノ下 東町出雲結ノ下

大字東町字宇屋ノ下 東町宇屋ノ下

大字東町字宇屋ノ上 東町宇屋ノ上

大字東町字大井 東町大井

大字東町字ヘギ 東町ヘギ

大字中町字目貫ノ一 中町目貫ノ一

大字中町字目貫ノ二 中町目貫ノ二

大字中町字目貫ノ三 中町目貫ノ三

大字中町字目貫ノ四 中町目貫ノ四

大字中町字吉田ノ五 中町吉田ノ五

大字中町字行尾 中町行尾

大字中町字出雲結ノ一 中町出雲結ノ一

大字中町字出雲結ノ二 中町出雲結ノ二

大字中町字出雲結ノ三 中町出雲結ノ三

大字中町字堤ノ上 中町堤ノ上

大字中町字堤尻 中町堤尻

大字中町字名田ノ一 中町名田ノ一

大字中町字名田ノ二 中町名田ノ二

大字中町字名田ノ三 中町名田ノ三

大字中町字名田ノ四 中町名田ノ四

大字中町字名田ノ五 中町名田ノ五

大字中町字大城ノ二 中町大城ノ二

大字中町字大城ノ五 中町大城ノ五

大字中町字出雲結ノ上 中町出雲結ノ上

大字西町字八尾ノ一 西町八尾ノ一

大字西町字八尾ノ二 西町八尾ノ二



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(�)

大字西町字八尾ノ三 西町八尾ノ三

大字西町字八尾ノ四 西町八尾ノ四

大字西町字土居敷 西町土居敷

大字西町字吉田ノ一 西町吉田ノ一

大字西町字吉田ノ二 西町吉田ノ二

大字西町字吉田ノ三 西町吉田ノ三

大字西町字吉田ノ四 西町吉田ノ四

大字西町字堤尻 西町堤尻

大字西町字名田ノ一 西町名田ノ一

大字西町字名田ノ二 西町名田ノ二

大字西町字名田ノ三 西町名田ノ三

大字西町字名田ノ四 西町名田ノ四

大字西町字名田ノ五 西町名田ノ五

大字西町字大城ノ一 西町大城ノ一

大字西町字大城ノ三 西町大城ノ三

大字西町字大城ノ四 西町大城ノ四

大字港町字大津ノ一 港町大津ノ一

大字港町字大津ノ二 港町大津ノ二

大字港町字城山 港町城山

大字港町字天神原 港町天神原

大字港町字指向 港町指向

大字港町字塩口 港町塩口

大字岬町字川原田ノ一 岬町川原田ノ一

大字岬町字平岩ノ一 岬町平岩ノ一

大字岬町字平岩ノ二 岬町平岩ノ二

大字岬町字平岩ノ三 岬町平岩ノ三

大字岬町字高井 岬町高井

大字岬町字辛山 岬町辛山

大字岬町字モヨウ 岬町モヨウ

大字岬町字飯ノ山 岬町飯ノ山

大字岬町字池ケ床 岬町池ケ床

大字岬町字横枕 岬町横枕

大字岬町字穴井 岬町穴井

大字岬町字石畑 岬町石畑

大字岬町字大和田 岬町大和田

大字岬町字襟谷 岬町襟谷

大字岬町字御崎谷 岬町御崎谷

大字岬町字黒島 岬町黒島

大字岬町字風ノ松ノ一 岬町風ノ松ノ一

大字岬町字風ノ松ノ二 岬町風ノ松ノ二

大字岬町字中ノ津ノ一 岬町中ノ津ノ一

大字岬町字中ノ津ノ二 岬町中ノ津ノ二



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (�)

大字岬町字中ノ津ノ三 岬町中ノ津ノ三

大字岬町字中ノ津ノ四 岬町中ノ津ノ四

大字岬町字大道ノ一 岬町大道ノ一

大字岬町字大道ノ二 岬町大道ノ二

大字岬町字後山ノ一 岬町後山ノ一

大字岬町字風ノ松 岬町風ノ松

大字岬町字猿ヶ谷 岬町猿ヶ谷

大字岬町字漆谷 岬町漆谷

大字岬町字田垣 岬町田垣

大字岬町字後山ノ二 岬町後山ノ二

大字岬町字後山ノ三 岬町後山ノ三

大字岬町字後山ノ四 岬町後山ノ四

大字岬町字鯨崎ノ一 岬町鯨崎ノ一

大字岬町字鯨崎ノ二 岬町鯨崎ノ二

大字岬町字烏貝崎ノ一 岬町烏貝崎ノ一

大字岬町字烏貝崎ノ二 岬町烏貝崎ノ二

大字岬町字烏貝崎ノ三 岬町烏貝崎ノ三

大字岬町字烏貝崎ノ四 岬町烏貝崎ノ四

大字岬町字烏貝崎ノ五 岬町烏貝崎ノ五

大字岬町字烏貝崎ノ六 岬町烏貝崎ノ六

大字岬町字槻谷ノ一 岬町槻谷ノ一

大字岬町字槻谷ノ二 岬町槻谷ノ二

大字岬町字大床ノ一 岬町大床ノ一

大字岬町字大床ノ二 岬町大床ノ二

大字岬町字大床ノ三 岬町大床ノ三

大字岬町字吹畑ノ二 岬町吹畑ノ二

大字岬町字毛用 岬町毛用

大字岬町字鼠島 岬町鼠島

大字岬町字川原田ノ二 岬町川原田ノ二

大字岬町字岬 岬町岬

大字岬町字後山 岬町後山

大字大久字渡瀬 大久渡瀬

大字大久字保ノ平 大久保ノ平

大字大久字越 大久越

大字大久字抜山 大久抜山

大字大久字後金橋 大久後金橋

大字大久字上金橋 大久上金橋

大字大久字先室尾 大久先室尾

大字大久字下室尾 大久下室尾

大字大久字里内 大久里内

大字大久字室尾 大久室尾

大字大久字中室尾 大久中室尾



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(�)

大字大久字朝稲 大久朝稲

大字大久字岸ヶ浜 大久岸ヶ浜

大字大久字猫屋 大久猫屋

大字大久字ハケ山 大久ハケ山

大字大久字上朝稲 大久上朝稲

大字大久字中畑 大久中畑

大字大久字下花木 大久下花木

大字大久字上花木 大久上花木

大字大久字高尾 大久高尾

大字大久字下高尾 大久下高尾

大字大久字上坂 大久上坂

大字大久字坂 大久坂

大字大久字下吉谷 大久下吉谷

大字大久字上吉谷 大久上吉谷

大字大久字中吉谷 大久中吉谷

大字大久字花木 大久花木

大字大久字秋畑 大久秋畑

大字大久字上里地 大久上里地

大字大久字前里地 大久前里地

大字大久字前金橋 大久前金橋

大字大久字金橋 大久金橋

大字大久字先金橋 大久先金橋

大字大久字萱畑 大久萱畑

大字大久字先渡瀬 大久先渡瀬

大字大久字大久地 大久大久地

大字大久字先茅畑 大久先茅畑

大字大久字前大久路 大久前大久路

大字大久字アングリカ谷 大久アングリカ谷

大字大久字先安庭 大久先安庭

大字大久字粟谷 大久粟谷

大字大久字崎山 大久崎山

大字大久字先大久地 大久先大久地

大字大久字境畑 大久境畑

大字大久字上山 大久上山

大字大久字空山 大久空山

大字大久字荒尾 大久荒尾

大字大久字柿山 大久柿山

大字大久字脇荒田 大久脇荒田

大字大久字中荒田 大久中荒田

大字大久字下荒田 大久下荒田

大字大久字三谷 大久三谷

大字大久字荒田 大久荒田



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (�)

大字大久字向山 大久向山

大字大久字詰荒田 大久詰荒田

大字大久字荒田保 大久荒田保

大字大久字扇谷 大久扇谷

大字大久字セリ谷 大久セリ谷

大字大久字湯畑 大久湯畑

大字大久字西荒田 大久西荒田

大字大久字越畑 大久越畑

大字大久字上船ケ谷 大久上船ケ谷

大字大久字赤坂 大久赤坂

大字大久字中船ケ谷 大久中船ケ谷

大字大久字奥船ケ谷 大久奥船ケ谷

大字大久字下奥谷 大久下奥谷

大字大久字下船ヶ谷 大久下船ヶ谷

大字大久字野谷 大久野谷

大字大久字大日 大久大日

大字大久字高根山 大久高根山

大字大久字ドウドウ 大久ドウドウ

大字大久字下金橋 大久下金橋

大字大久字下安庭 大久下安庭

大字大久字向橋 大久向橋

大字大久字上八杉 大久上八杉

大字大久字木戸山 大久木戸山

大字大久字ホヲカイ 大久ホヲカイ

大字大久字堤 大久堤

大字大久字河田 大久河田

大字大久字寿満山 大久寿満山

大字大久字前田 大久前田

大字大久字寿満田 大久寿満田

大字大久字寺空 大久寺空

大字大久字伊浜 大久伊浜

大字大久字原 大久原

大字大久字上浜 大久上浜

大字大久字下浜 大久下浜

大字大久字諾浦 大久諾浦

大字大久字上諾浦 大久上諾浦

大字大久字上平市 大久上平市

大字大久字下平市 大久下平市

大字大久字下モ 大久下モ

大字大久字中原 大久中原

大字大久字上ノ原 大久上ノ原

大字大久字内畑 大久内畑
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大字大久字神原 大久神原

大字大久字幸山 大久幸山

大字大久字山根 大久山根

大字大久字石山 大久石山

大字大久字落目 大久落目

大字大久字下落目 大久下落目

大字大久字荒神田 大久荒神田

大字大久字来茂田 大久来茂田

大字大久字上来茂田 大久上来茂田

大字大久字岩山 大久岩山

大字大久字空比尾 大久空比尾

大字大久字下比尾 大久下比尾

大字大久字竹ケ谷 大久竹ケ谷

大字大久字金澤 大久金澤

大字大久字徳山 大久徳山

大字大久字杖畑 大久杖畑

大字大久字根坂 大久根坂

大字大久字丑クド 大久丑クド

大字大久字白サキ谷 大久白サキ谷

大字大久字尾道 大久尾道

大字大久字中尾道 大久中尾道

大字大久字大道 大久大道

大字大久字上岩神 大久上岩神

大字大久字中岩神 大久中岩神

大字大久字下岩神 大久下岩神

大字大久字上水谷 大久上水谷

大字大久字中水谷 大久中水谷

大字大久字高畑 大久高畑

大字大久字茶山 大久茶山

大字大久字他口 大久他口

大字大久字水谷 大久水谷

大字大久字大山 大久大山

大字大久字古海山 大久古海山

大字大久字壱畝山 大久壱畝山

大字大久字別谷 大久別谷

大字大久字上別谷 大久上別谷

大字大久字下岡上 大久下岡上

大字大久字中岡上 大久中岡上

大字大久字岡上 大久岡上

大字大久字股谷 大久股谷

大字大久字金有谷 大久金有谷

大字大久字岩谷 大久岩谷
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大字大久字下谷 大久下谷

大字大久字桂谷 大久桂谷

大字大久字矢トウ 大久矢トウ

大字大久字萱床谷 大久萱床谷

大字大久字長坂 大久長坂

大字大久字上矢道 大久上矢道

大字大久字桃木畑 大久桃木畑

大字大久字大谷 大久大谷

大字大久字大畠 大久大畠

大字大久字場底 大久場底

大字大久字宮原 大久宮原

大字大久字中山根 大久中山根

大字大久字輪シ羅 大久輪シ羅

大字大久字柏畑 大久柏畑

大字大久字掛ノ空 大久掛ノ空

大字大久字西向 大久西向

大字大久字下西向 大久下西向

大字大久字馬込 大久馬込

大字大久字清水 大久清水

大字大久字上内畑 大久上内畑

大字大久字建立畑 大久建立畑

大字大久字種附川 大久種附川

大字大久字青粕ヶ谷 大久青粕ヶ谷

大字大久字大寿満 大久大寿満

大字大久字青木畑 大久青木畑

大字大久字鳥越 大久鳥越

大字大久字空畑 大久空畑

大字大久字小坂 大久小坂

大字大久字杉ザイ 大久杉ザイ

大字大久字摺畑 大久摺畑

大字大久字久保呂 大久久保呂

大字大久字北向 大久北向

大字大久字大岩 大久大岩

大字大久字新内地 大久新内地

大字大久字ハゼヶ谷 大久ハゼヶ谷

大字大久字ツミノキ畑 大久ツミノキ畑

大字大久字上久保呂 大久上久保呂

大字大久字ココヲ広 大久ココヲ広

大字大久字横手 大久横手

大字大久字青蛇 大久青蛇

大字大久字柏木畑 大久柏木畑

大字大久字赤島 大久赤島
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大字大久字細畑 大久細畑

大字大久字三島 大久三島

大字大久字ソヅ 大久ソヅ

大字大久字シタイ 大久シタイ

大字大久字物井 大久物井

大字大久字東西向 大久東西向

大字大久字丑寅向 大久丑寅向

大字大久字内水 大久内水

大字大久字カイ 大久カイ

大字大久字中道 大久中道

大字大久字大浦 大久大浦

大字大久字焼船谷 大久焼船谷

大字大久字マツタラ 大久マツタラ

大字大久字加伊野谷 大久加伊野谷

大字大久字樋ノ口 大久樋ノ口

大字大久字向灘 大久向灘

大字大久字奥カイノ谷 大久奥カイノ谷

大字大久字南谷 大久南谷

大字大久字久保呂谷 大久久保呂谷

大字大久字枯木谷 大久枯木谷

大字大久字後谷 大久後谷

大字大久字黒島 大久黒島

大字大久字カビ島 大久カビ島

大字大久字津百島 大久津百島

大字大久字犬島 大久犬島

大字大久字津ノ目島 大久津ノ目島

大字大久字沖津ノ目島 大久沖津ノ目島

大字大久字立岩島 大久立岩島

大字大久字ビシャゴ島 大久ビシャゴ島

大字大久字物井島 大久物井島

大字大久字ヒラカ 大久ヒラカ

大字大久字イジマ 大久イジマ

大字釜字浜 釜浜

大字釜字中浜 釜中浜

大字釜字北浜 釜北浜

大字釜字向田 釜向田

大字釜字ソリ 釜ソリ

大字釜字登立 釜登立

大字釜字早田 釜早田

大字釜字北向 釜北向

大字釜字大上 釜大上

大字釜字マコモ田 釜マコモ田
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大字釜字宮田 釜宮田

大字釜字長畑ノ一 釜長畑ノ一

大字釜字長畑ノ二 釜長畑ノ二

大字釜字後田 釜後田

大字釜字清水床 釜清水床

大字釜字大久路 釜大久路

大字釜字弥助畑 釜弥助畑

大字釜字上大上 釜上大上

大字釜字後川 釜後川

大字釜字峯畑 釜峯畑

大字釜字奥ノ谷 釜奥ノ谷

大字釜字カス谷 釜カス谷

大字釜字原ノ崎 釜原ノ崎

大字釜字尾崎 釜尾崎

大字釜字前田ノ一 釜前田ノ一

大字釜字前田ノ二 釜前田ノ二

大字釜字向 釜向

大字犬来字清水 犬来清水

大字犬来字石山 犬来石山

大字犬来字横屋 犬来横屋

大字犬来字小井江 犬来小井江

大字犬来字前田 犬来前田

大字犬来字元屋 犬来元屋

大字犬来字峰 犬来峰

大字犬来字通路 犬来通路

大字犬来字高尾 犬来高尾

大字犬来字相橋 犬来相橋

大字犬来字長畑 犬来長畑

大字犬来字立島 犬来立島

大字犬来字川谷 犬来川谷

大字犬来字寺床 犬来寺床

大字犬来字南張 犬来南張

大字犬来字川骨 犬来川骨

大字犬来字田畔 犬来田畔

大字犬来字野口 犬来野口

大字犬来字連立 犬来連立

大字犬来字馬ノ背 犬来馬ノ背

大字犬来字中田 犬来中田

大字犬来字センジ 犬来センジ

大字犬来字大門 犬来大門

大字犬来字細谷 犬来細谷

大字犬来字鍛治 犬来鍛治
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大字犬来字大久路 犬来大久路

大字犬来字曲リ山 犬来曲リ山

大字犬来字風早 犬来風早

大字犬来字釜神田 犬来釜神田

大字犬来字森 犬来森

大字犬来字森ノ前 犬来森ノ前

大字犬来字流田 犬来流田

大字犬来字根葉畑 犬来根葉畑

大字犬来字石曾祢 犬来石曾祢

大字犬来字岡松 犬来岡松

大字犬来字黄土 犬来黄土

大字犬来字横嶋 犬来横嶋

大字犬来字仮谷 犬来仮谷

大字犬来字川尻 犬来川尻

大字犬来字池ノ畔 犬来池ノ畔

大字犬来字小谷 犬来小谷

大字犬来字中井 犬来中井

大字飯田字白崎 飯田白崎

大字飯田字矢谷 飯田矢谷

大字飯田字屋敷余リ 飯田屋敷余リ

大字飯田字箱茂 飯田箱茂

大字飯田字風呂屋ケ谷 飯田風呂屋ケ谷

大字飯田字宮原 飯田宮原

大字飯田字今路 飯田今路

大字飯田字倉ノ前 飯田倉ノ前

大字飯田字脇田 飯田脇田

大字飯田字竹内 飯田竹内

大字飯田字生夫谷 飯田生夫谷

大字飯田字養白 飯田養白

大字飯田字樋ノ口 飯田樋ノ口

大字飯田字常集平 飯田常集平

大字飯田字空畑 飯田空畑

大字飯田字桂ケ谷 飯田桂ケ谷

大字飯田字明集畑 飯田明集畑

大字飯田字東谷 飯田東谷

大字飯田字糠田 飯田糠田

大字飯田字堀ノ畔 飯田堀ノ畔

大字飯田字鍛冶 飯田鍛冶

大字飯田字八幡田 飯田八幡田

大字飯田字鈴田 飯田鈴田

大字飯田字久原 飯田久原

大字飯田字中口 飯田中口
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大字飯田字下ノ坪 飯田下ノ坪

大字飯田字高原 飯田高原

大字飯田字中代 飯田中代

大字飯田字浜 飯田浜

大字飯田字泙浦 飯田泙浦

大字飯田字杭野 飯田杭野

大字飯田字美田ノ口 飯田美田ノ口

大字飯田字前田 飯田前田

大字飯田字小鞍田 飯田小鞍田

大字飯田字大畑 飯田大畑

大字飯田字立石 飯田立石

大字飯田字高尾 飯田高尾

大字飯田字堤 飯田堤

大字飯田字竹ノ内 飯田竹ノ内

大字飯田字ハケノ前 飯田ハケノ前

大字飯田字有田 飯田有田

大字飯田字一久保 飯田一久保

大字飯田字戸ノ畑 飯田戸ノ畑

大字飯田字津ノ井 飯田津ノ井

大字飯田字鍛冶屋崎 飯田鍛冶屋崎

大字飯田字原 飯田原

大字飯田字田ノ前 飯田田ノ前

大字飯田字熊ノ腰 飯田熊ノ腰

大字飯田字里 飯田里

大字飯田字前田 飯田前田

大字飯田字カゝノ 飯田カゝノ

大字飯田字田尻 飯田田尻

大字飯田字立木 飯田立木

大字飯田字大門 飯田大門

大字飯田字赤溝 飯田赤溝

大字飯田字大角 飯田大角

大字飯田字船橋 飯田船橋

大字飯田字野田 飯田野田

大字飯田字美田口 飯田美田口

大字東郷字瀬戸風 東郷瀬戸風

大字東郷字絵畑 東郷絵畑

大字東郷字赤畑 東郷赤畑

大字東郷字要四郎 東郷要四郎

大字東郷字長畑 東郷長畑

大字東郷字六郎畑 東郷六郎畑

大字東郷字堤 東郷堤

大字東郷字奥堤 東郷奥堤
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大字東郷字祢宜畑 東郷祢宜畑

大字東郷字今地 東郷今地

大字東郷字月ノ木畑 東郷月ノ木畑

大字東郷字角ケ谷 東郷角ケ谷

大字東郷字福浦 東郷福浦

大字東郷字向灘 東郷向灘

大字東郷字福浦牧 東郷福浦牧

大字東郷字牛ケ谷 東郷牛ケ谷

大字東郷字津畑 東郷津畑

大字東郷字惣倉 東郷惣倉

大字東郷字赤地 東郷赤地

大字東郷字浦松 東郷浦松

大字東郷字七ノ浦 東郷七ノ浦

大字東郷字中谷 東郷中谷

大字東郷字角田 東郷角田

大字東郷字祢居路 東郷祢居路

大字東郷字原 東郷原

大字東郷字杉淵 東郷杉淵

大字東郷字大沢 東郷大沢

大字東郷字宮ノ本 東郷宮ノ本

大字東郷字宮原 東郷宮原

大字東郷字門根 東郷門根

大字東郷字番ケ平 東郷番ケ平

大字東郷字西の谷 東郷西の谷

大字東郷字下戸倉 東郷下戸倉

大字東郷字上戸倉 東郷上戸倉

大字東郷字腰前 東郷腰前

大字東郷字上ケ床 東郷上ケ床

大字東郷字深山 東郷深山

大字東郷字長坂 東郷長坂

大字東郷字奥本宮 東郷奥本宮

大字東郷字炭釜 東郷炭釜

大字東郷字五郎四郎谷 東郷五郎四郎谷

大字東郷字大ケ畑 東郷大ケ畑

大字東郷字石畑 東郷石畑

大字東郷字権現谷 東郷権現谷

大字東郷字薮畑 東郷薮畑

大字東郷字粟井原 東郷粟井原

大字東郷字珍梨 東郷珍梨

大字東郷字東 東郷東

大字東郷字大風呂 東郷大風呂

大字東郷字砂田 東郷砂田
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大字東郷字川尻 東郷川尻

大字東郷字榎本 東郷榎本

大字東郷字甲ノ瀬 東郷甲ノ瀬

大字東郷字奥日記 東郷奥日記

大字東郷字阿無大松 東郷阿無大松

大字東郷字日記 東郷日記

大字東郷字忌田 東郷忌田

大字東郷字吉津 東郷吉津

大字東郷字宮田 東郷宮田

大字東郷字亀尻 東郷亀尻

大字東郷字浦地 東郷浦地

大字東郷字小浦地 東郷小浦地

大字東郷字サヨ 東郷サヨ

大字東郷字上奥田 東郷上奥田

大字東郷字滝ノ腰 東郷滝ノ腰

大字東郷字湯ノ津 東郷湯ノ津

大字東郷字宮尾 東郷宮尾

大字東郷字小田 東郷小田

大字東郷字神米鼻 東郷神米鼻

大字東郷字転難 東郷転難

大字東郷字奥田 東郷奥田

大字東郷字大矢 東郷大矢

大字東郷字明見 東郷明見

大字東郷字砂尾 東郷砂尾

大字東郷字神米 東郷神米

大字東郷字大井 東郷大井

大字上西字脇 上西脇

大字上西字中脇 上西中脇

大字上西字上脇 上西上脇

大字上西字一本松 上西一本松

大字上西字横手 上西横手

大字上西字森ノ前 上西森ノ前

大字上西字雨来 上西雨来

大字上西字峯堀 上西峯堀

大字上西字神子谷 上西神子谷

大字上西字滝畑 上西滝畑

大字上西字中河原 上西中河原

大字上西字一ノ瀬 上西一ノ瀬

大字上西字馬盥 上西馬盥

大字上西字上真杉 上西上真杉

大字上西字坂ノ下 上西坂ノ下

大字上西字中原 上西中原
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大字上西字安部 上西安部

大字上西字梅楽 上西梅楽

大字上西字下道 上西下道

大字上西字馬門 上西馬門

大字上西字西向キ 上西西向キ

大字上西字大向ヒ 上西大向ヒ

大字上西字休谷 上西休谷

大字上西字下屋敷 上西下屋敷

大字上西字安場 上西安場

大字上西字藤四郎畑 上西藤四郎畑

大字上西字姥ケ淵 上西姥ケ淵

大字上西字日添 上西日添

大字上西字茗荷谷 上西茗荷谷

大字上西字金山谷 上西金山谷

大字上西字舟越 上西舟越

大字上西字地獄谷 上西地獄谷

大字上西字後山 上西後山

大字上西字大床 上西大床

大字上西字安道 上西安道

大字上西字峯ノ山 上西峯ノ山

大字上西字池 上西池

大字上西字宮ノ前 上西宮ノ前

大字上西字屋敷 上西屋敷

大字上西字上屋敷 上西上屋敷

大字上西字横平 上西横平

大字上西字津戸畑 上西津戸畑

大字上西字渓田 上西渓田

大字上西字大勢 上西大勢

大字上西字峯 上西峯

大字上西字堀切 上西堀切

大字上西字後平 上西後平

大字上西字高尾 上西高尾

大字上西字壱ノ越 上西壱ノ越

大字上西字松尾 上西松尾

大字上西字佐折 上西佐折

大字上西字牛ノ谷 上西牛ノ谷

大字上西字石畠 上西石畠

大字上西字本田 上西本田

大字上西字麻付川 上西麻付川

大字上西字横手畑 上西横手畑

大字上西字大谷 上西大谷

大字上西字高山 上西高山



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字上西字船石 上西船石

大字上西字不動平 上西不動平

大字上西字才代 上西才代

大字上西字水ノ本 上西水ノ本

大字上西字平田 上西平田

大字上西字淀尻 上西淀尻

大字上西字藤川 上西藤川

大字上西字山女ケ原 上西山女ケ原

大字上西字佐山 上西佐山

大字上西字黒根 上西黒根

大字上西字向山 上西向山

大字上西字井ノ尻 上西井ノ尻

大字上西字茂倉谷 上西茂倉谷

大字上西字土橋 上西土橋

大字上西字小川 上西小川

大字上西字骸田 上西骸田

大字上西字面白 上西面白

大字上西字池床 上西池床

大字上西字菖蒲谷 上西菖蒲谷

大字上西字堀田 上西堀田

大字上西字大道 上西大道

大字上西字向焼杉 上西向焼杉

大字上西字焼杉 上西焼杉

大字上西字二重瀧 上西二重瀧

大字上西字下藤川 上西下藤川

大字上西字打越 上西打越

大字上西字桂山 上西桂山

大字上西字床 上西床

大字上西字四窪田 上西四窪田

大字上西字後ケ谷 上西後ケ谷

大字上西字骸谷 上西骸谷

大字上西字柱ケ谷 上西柱ケ谷

大字上西字向平 上西向平

大字上西字隠畑 上西隠畑

大字上西字坊主山 上西坊主山

大字上西字巴豆尾 上西巴豆尾

大字上西字入久戸 上西入久戸

大字上西字奥入久戸 上西奥入久戸

大字上西字海ノ木畑 上西海ノ木畑

大字上西字高尾 上西高尾

大字上西字蓮花畑 上西蓮花畑

大字上西字奥谷 上西奥谷



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字上西字面田 上西面田

大字上西字蛇谷 上西蛇谷

大字上西字庵北 上西庵北

大字上西字下坂 上西下坂

大字上西字皆市 上西皆市

大字上西字宮田 上西宮田

大字上西字西實谷 上西西實谷

大字上西字上實谷 上西上實谷

大字上西字木戸脇 上西木戸脇

大字上西字菅沢 上西菅沢

大字上西字神役 上西神役

大字上西字實ケ谷 上西實ケ谷

大字上西字イガキ 上西イガキ

大字上西字立平 上西立平

大字上西字大畑 上西大畑

大字上西字三舛畑 上西三舛畑

大字上西字清水平 上西清水平

大字上西字平 上西平

大字上西字谷田 上西谷田

大字上西字桂ケ撓 上西桂ケ撓

大字上西字北綾敷 上西北綾敷

大字上西字綾敷下 上西綾敷下

大字上西字松山 上西松山

大字上西字奥平田 上西奥平田

大字上西字前平田 上西前平田

大字上西字平田脇 上西平田脇

大字上西字向田 上西向田

大字上西字落ケ谷 上西落ケ谷

大字上西字間加 上西間加

大字上西字薊谷 上西薊谷

大字上西字寿福 上西寿福

大字上西字自然造 上西自然造

大字上西字境杉 上西境杉

大字上西字馬為替 上西馬為替

大字上西字大山 上西大山

大字上西字榎畑 上西榎畑

大字上西字池之奥 上西池之奥

大字上西字木戸根 上西木戸根

大字上西字河原畑 上西河原畑

大字上西字石坂 上西石坂

大字上西字上石坂 上西上石坂

大字上西字見淵 上西見淵



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字上西字原 上西原

大字上西字奥本宮 上西奥本宮

大字上西字新開 上西新開

大字上西字逆川 上西逆川

大字上西字井手尻 上西井手尻

大字上西字谷奥 上西谷奥

大字上西字中立 上西中立

大字上西字小井手平 上西小井手平

大字上西字有木谷 上西有木谷

大字上西字椎並崎ノ一 上西椎並崎ノ一

大字上西字椎並崎ノ二 上西椎並崎ノ二

大字上西字蔵見 上西蔵見

大字上西字千峯 上西千峯

大字上西字中田 上西中田

大字上西字田平 上西田平

大字上西字田平上 上西田平上

大字上西字八本木 上西八本木

大字上西字上瀧畑 上西上瀧畑

大字上西字熊野上 上西熊野上

大字上西字中言 上西中言

大字上西字石畑 上西石畑

大字上西字棧シ 上西棧シ

大字上西字藤五郎畑 上西藤五郎畑

大字上西字大深山 上西大深山

大字上西字綾敷 上西綾敷

大字原田字新井手 原田新井手

大字原田字岩手 原田岩手

大字原田字橋本 原田橋本

大字原田字八郎淵 原田八郎淵

大字原田字長井田 原田長井田

大字原田字笠目ノ一 原田笠目ノ一

大字原田字佐田ノ一 原田佐田ノ一

大字原田字佐田奥 原田佐田奥

大字原田字佐田ノ二 原田佐田ノ二

大字原田字笠目ノ二 原田笠目ノ二

大字原田字交イ 原田交イ

大字原田字柴添 原田柴添

大字原田字浦栗 原田浦栗

大字原田字井手口 原田井手口

大字原田字二本松 原田二本松

大字原田字岩崎 原田岩崎

大字原田字高野 原田高野



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字原田字斉宮 原田斉宮

大字原田字小谷 原田小谷

大字原田字相ノ木 原田相ノ木

大字原田字北向 原田北向

大字原田字日向平 原田日向平

大字原田字蝉谷 原田蝉谷

大字原田字小原田 原田小原田

大字原田字尾銚子 原田尾銚子

大字原田字山根 原田山根

大字原田字六郎谷 原田六郎谷

大字原田字小林 原田小林

大字原田字荒神平 原田荒神平

大字原田字勝力 原田勝力

大字原田字佛谷 原田佛谷

大字原田字本谷 原田本谷

大字原田字一ツ木 原田一ツ木

大字原田字奥野原 原田奥野原

大字原田字寺中 原田寺中

大字原田字河平 原田河平

大字原田字田頭 原田田頭

大字原田字西堤 原田西堤

大字原田字滝ノ山 原田滝ノ山

大字原田字柴 原田柴

大字原田字坪ノ内 原田坪ノ内

大字原田字前ノ原 原田前ノ原

大字原田字田ノ尻 原田田ノ尻

大字原田字中島 原田中島

大字原田字蔵見 原田蔵見

大字原田字神谷 原田神谷

大字原田字西尾 原田西尾

大字原田字角全平 原田角全平

大字原田字地極 原田地極

大字原田字小山 原田小山

大字原田字岩風呂西 原田岩風呂西

大字原田字岩風呂 原田岩風呂

大字原田字中河原 原田中河原

大字原田字物忌 原田物忌

大字原田字下組 原田下組

大字原田字近石 原田近石

大字原田字近石奥 原田近石奥

大字原田字地主原 原田地主原

大字原田字中組 原田中組



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字原田字上組 原田上組

大字原田字後ノ原 原田後ノ原

大字原田字小杉口 原田小杉口

大字原田字小杉谷 原田小杉谷

大字原田字時張口 原田時張口

大字原田字小杉 原田小杉

大字原田字時張 原田時張

大字原田字時張尻 原田時張尻

大字原田字真谷口 原田真谷口

大字原田字真谷 原田真谷

大字原田字六蛇谷 原田六蛇谷

大字原田字西時張 原田西時張

大字原田字黒滝 原田黒滝

大字原田字松尾 原田松尾

大字原田字黒川 原田黒川

大字原田字大向 原田大向

大字原田字月ノ木 原田月ノ木

大字原田字梅楽 原田梅楽

大字原田字吉森 原田吉森

大字原田字日ノ津口 原田日ノ津口

大字原田字日ノ津 原田日ノ津

大字原田字中山 原田中山

大字原田字地極谷 原田地極谷

大字平字八郎淵 平八郎淵

大字平字中田 平中田

大字平字古川 平古川

大字平字姫栗 平姫栗

大字平字栗山ノ一 平栗山ノ一

大字平字栗山ノ二 平栗山ノ二

大字平字雨川 平雨川

大字平字奥先ノ一 平奥先ノ一

大字平字淵ノ上ノ二 平淵ノ上ノ二

大字平字平ノ前 平平ノ前

大字平字平ノ下 平平ノ下

大字平字森脇ノ一 平森脇ノ一

大字平字森脇ノ二 平森脇ノ二

大字平字中平 平中平

大字平字市原 平市原

大字平字北平 平北平

大字平字本先 平本先

大字平字後谷ノ一 平後谷ノ一

大字平字後谷 平後谷



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字平字中道 平中道

大字平字平木 平平木

大字平字イナカ畑 平イナカ畑

大字平字観音ノ一 平観音ノ一

大字平字観音ノ二 平観音ノ二

大字平字奥山 平奥山

大字平字後山 平後山

大字平字池淵 平池淵

大字平字小堤 平小堤

大字平字後谷ノ二 平後谷ノ二

大字平字榎谷ノ一 平榎谷ノ一

大字平字榎谷ノ二 平榎谷ノ二

大字平字城山 平城山

大字平字釜山 平釜山

大字平字押床 平押床

大字平字向山 平向山

大字平字森ノ越 平森ノ越

大字平字中山ノ一 平中山ノ一

大字平字中山ノ二 平中山ノ二

大字平字中山ノ三 平中山ノ三

大字平字中山ノ四 平中山ノ四

大字平字中山ノ五 平中山ノ五

大字平字中山 平中山

大字池田字前田 池田前田

大字池田字野中 池田野中

大字池田字向田 池田向田

大字池田字尾添 池田尾添

大字池田字池畔 池田池畔

大字池田字高城 池田高城

大字池田字池上 池田池上

大字池田字栗山 池田栗山

大字池田字横手 池田横手

大字池田字風呂前 池田風呂前

大字池田字赤ケ谷 池田赤ケ谷

大字池田字船ケ谷 池田船ケ谷

大字池田字佐田 池田佐田

大字有木字大満寺山 有木大満寺山

大字有木字焼尾 有木焼尾

大字有木字大谷 有木大谷

大字有木字花赤 有木花赤

大字有木字中尾谷口 有木中尾谷口

大字有木字田代 有木田代



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字有木字北向牧 有木北向牧

大字有木字宮ノ原 有木宮ノ原

大字有木字スガマ口 有木スガマ口

大字有木字西谷牧 有木西谷牧

大字有木字里屋前 有木里屋前

大字有木字笠木 有木笠木

大字有木字後谷 有木後谷

大字有木字堂田 有木堂田

大字有木字岩市 有木岩市

大字有木字寺原 有木寺原

大字有木字橋 有木橋

大字有木字芹沢 有木芹沢

大字有木字殿屋敷 有木殿屋敷

大字有木字前田 有木前田

大字有木字堤 有木堤

大字有木字久野 有木久野

大字有木字中仙道 有木中仙道

大字有木字蛇谷 有木蛇谷

大字有木字粟井原 有木粟井原

大字有木字曲坂 有木曲坂

大字有木字高戸木 有木高戸木

大字有木字円田 有木円田

大字有木字久曾地 有木久曾地

大字有木字東谷 有木東谷

大字有木字嫁水 有木嫁水

大字有木字権現原 有木権現原

大字有木字宮ノ前 有木宮ノ前

大字有木字南 有木南

大字有木字横田 有木横田

大字有木字桜田 有木桜田

大字有木字井原 有木井原

大字有木字尼寺山 有木尼寺山

大字有木字クラミ口 有木クラミ口

大字有木字大光寺前 有木大光寺前

大字有木字向 有木向

大字有木字山崎 有木山崎

大字有木字月無 有木月無

大字有木字坂根 有木坂根

大字有木字広田 有木広田

大字有木字滝ノ下 有木滝ノ下

大字有木字竹田 有木竹田

大字有木字尼寺原 有木尼寺原



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字有木字野中 有木野中

大字有木字中田 有木中田

大字有木字仙道牧 有木仙道牧

大字下西字拾九通 下西拾九通

大字下西字谷田 下西谷田

大字下西字椎崎 下西椎崎

大字下西字中山 下西中山

大字下西字吉賀ノ下 下西吉賀ノ下

大字下西字吉賀ノ上 下西吉賀ノ上

大字下西字堤 下西堤

大字下西字椿 下西椿

大字下西字ハサコ 下西ハサコ

大字下西字斉京谷 下西斉京谷

大字下西字能木原 下西能木原

大字下西字大将軍 下西大将軍

大字下西字荒尾 下西荒尾

大字下西字白賀 下西白賀

大字下西字岩泉 下西岩泉

大字下西字宮ノ前 下西宮ノ前

大字下西字甲ノ原 下西甲ノ原

大字下西字馬場 下西馬場

大字下西字権徳寺 下西権徳寺

大字下西字田淵 下西田淵

大字下西字今井田ノ下 下西今井田ノ下

大字下西字今井田ノ上 下西今井田ノ上

大字下西字上殿 下西上殿

大字下西字埋ノ東 下西埋ノ東

大字下西字大床 下西大床

大字下西字磯道 下西磯道

大字下西字大唐尾 下西大唐尾

大字下西字後谷 下西後谷

大字下西字池淵 下西池淵

大字下西字逆川 下西逆川

大字下西字茂倉谷 下西茂倉谷

大字下西字北谷 下西北谷

大字下西字本谷 下西本谷

大字下西字志水 下西志水

大字下西字沖六 下西沖六

大字下西字埋ノ西 下西埋ノ西

大字下西字八王子 下西八王子

大字下西字見坂 下西見坂

大字下西字大座 下西大座



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字下西字田井 下西田井

大字下西字今井田 下西今井田

大字西田字東山 西田東山

大字西田字中畑 西田中畑

大字西田字札松 西田札松

大字西田字宮ノ原 西田宮ノ原

大字西田字宇津目 西田宇津目

大字西田字鷹尾越 西田鷹尾越

大字西田字奥谷 西田奥谷

大字西田字田風呂 西田田風呂

大字西田字坂根 西田坂根

大字西田字後谷 西田後谷

大字西田字尾崎 西田尾崎

大字西田字井ノ元 西田井ノ元

大字西田字前田 西田前田

大字西田字橋ノ元 西田橋ノ元

大字西田字新開 西田新開

大字西田字武屋谷 西田武屋谷

大字西田字松崎 西田松崎

大字西田字鯛ケ口 西田鯛ケ口

大字西田字曾久良 西田曾久良

大字西田字三浦 西田三浦

大字西田字小桑ケ谷 西田小桑ケ谷

大字西田字木戸谷 西田木戸谷

大字西田字上曾久良 西田上曾久良

大字西田字寺ノ前 西田寺ノ前

大字西田字寺尾 西田寺尾

大字西田字損畑 西田損畑

大字西田字大作 西田大作

大字西田字田井中 西田田井中

大字西田字大坪 西田大坪

大字西田字波佐胡 西田波佐胡

大字西田字宮坂 西田宮坂

大字西田字荒尾谷 西田荒尾谷

大字西田字油田 西田油田

大字西田字奥田 西田奥田

大字西田字六郎谷 西田六郎谷

大字西田字蟹淵 西田蟹淵

大字西田字鳴滝 西田鳴滝

大字西田字沖六 西田沖六

大字西田字都恵畑 西田都恵畑

大字西田字柿木畑 西田柿木畑



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字西田字炭釜 西田炭釜

大字西田字上中田 西田上中田

大字西田字寺床 西田寺床

大字西田字北谷 西田北谷

大字西田字下中田 西田下中田

大字西田字山崎 西田山崎

大字西田字御子田 西田御子田

大字西田字米田 西田米田

大字西田字南谷 西田南谷

大字西田字加茂口 西田加茂口

大字西田字中道 西田中道

大字西田字鳥越 西田鳥越

大字西田字中田 西田中田

大字今津字毛用 今津毛用

大字今津字三浦 今津三浦

大字今津字小川 今津小川

大字今津字古津谷 今津古津谷

大字今津字中瀬 今津中瀬

大字今津字山中 今津山中

大字今津字上下作 今津上下作

大字今津字奥田 今津奥田

大字今津字原 今津原

大字今津字渡瀬 今津渡瀬

大字今津字坂根 今津坂根

大字今津字向山 今津向山

大字今津字前田 今津前田

大字今津字森 今津森

大字今津字道ノ上 今津道ノ上

大字今津字長畑 今津長畑

大字今津字西船 今津西船

大字今津字登立 今津登立

大字今津字田垣 今津田垣

大字今津字風ノ松 今津風ノ松

大字今津字小谷 今津小谷

大字今津字後山 今津後山

大字今津字東船 今津東船

大字今津字木戸ノ本 今津木戸ノ本

大字今津字猿ケ谷 今津猿ケ谷

大字今津字漆谷 今津漆谷

大字今津字水ケ谷 今津水ケ谷

大字今津字赤坂 今津赤坂

大字今津字小浜谷 今津小浜谷



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字今津字西ノ谷 今津西ノ谷

大字今津字柴ノ谷 今津柴ノ谷

大字今津字入ケ島 今津入ケ島

大字今津字堀ケ谷 今津堀ケ谷

大字今津字海士橋 今津海士橋

大字今津字小浜 今津小浜

大字今津字海士橋脇 今津海士橋脇

大字今津字和布島 今津和布島

大字今津字東浜 今津東浜

大字今津字西浜 今津西浜

大字今津字向灘 今津向灘

大字今津字大崎 今津大崎

大字今津字向山 今津向山

大字今津字奥 今津奥

大字今津字赤坂 今津赤坂

大字今津字蛇山 今津蛇山

大字今津字先荒明 今津先荒明

大字今津字深浦 今津深浦

大字今津字長尾 今津長尾

大字今津字宮ノ前 今津宮ノ前

大字加茂字小池 加茂小池

大字加茂字神尾ノ一 加茂神尾ノ一

大字加茂字神尾ノ二 加茂神尾ノ二

大字加茂字神尾ノ三 加茂神尾ノ三

大字加茂字新道 加茂新道

大字加茂字大崎 加茂大崎

大字加茂字舟島 加茂舟島

大字加茂字高石 加茂高石

大字加茂字サスカ 加茂サスカ

大字加茂字坂浦 加茂坂浦

大字加茂字釜土井 加茂釜土井

大字加茂字柯尾尻 加茂柯尾尻

大字加茂字薬師谷 加茂薬師谷

大字加茂字垣ノ内 加茂垣ノ内

大字加茂字犬山 加茂犬山

大字加茂字家ノ上 加茂家ノ上

大字加茂字古浜 加茂古浜

大字加茂字家ノ前 加茂家ノ前

大字加茂字家ノ元 加茂家ノ元

大字加茂字布施 加茂布施

大字加茂字峯 加茂峯

大字加茂字宮脇北 加茂宮脇北



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字加茂字浜垣 加茂浜垣

大字加茂字西ノ谷 加茂西ノ谷

大字加茂字里 加茂里

大字加茂字北 加茂北

大字加茂字山神 加茂山神

大字加茂字西坪上 加茂西坪上

大字加茂字西ノ坪 加茂西ノ坪

大字加茂字西ノ坪東 加茂西ノ坪東

大字加茂字下山神ノ一 加茂下山神ノ一

大字加茂字下山神ノ二 加茂下山神ノ二

大字加茂字奥河原 加茂奥河原

大字加茂字政石谷 加茂政石谷

大字加茂字赤水谷 加茂赤水谷

大字加茂字滝ノ下 加茂滝ノ下

大字加茂字大谷 加茂大谷

大字加茂字北向 加茂北向

大字加茂字遠川 加茂遠川

大字加茂字奥河原東平 加茂奥河原東平

大字加茂字大領北 加茂大領北

大字加茂字大領奥 加茂大領奥

大字加茂字大領 加茂大領

大字加茂字大領東 加茂大領東

大字加茂字大領東平 加茂大領東平

大字加茂字井奥 加茂井奥

大字加茂字西小路 加茂西小路

大字加茂字井奥谷 加茂井奥谷

大字加茂字小路 加茂小路

大字加茂字小路口 加茂小路口

大字加茂字中原東 加茂中原東

大字加茂字中原西 加茂中原西

大字加茂字中原 加茂中原

大字加茂字中原灘 加茂中原灘

大字加茂字中原東平 加茂中原東平

大字加茂字大隅ノ一 加茂大隅ノ一

大字加茂字稗田口ノ一 加茂稗田口ノ一

大字加茂字稗田口ノ二 加茂稗田口ノ二

大字加茂字稗田ノ一 加茂稗田ノ一

大字加茂字稗田ノ二 加茂稗田ノ二

大字加茂字稗田ノ三 加茂稗田ノ三

大字加茂字稗田奥 加茂稗田奥

大字加茂字稗田越ノ一 加茂稗田越ノ一

大字加茂字稗田越ノ二 加茂稗田越ノ二
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大字加茂字箕通ノ一 加茂箕通ノ一

大字加茂字箕通ノ二 加茂箕通ノ二

大字加茂字箕通ノ三 加茂箕通ノ三

大字加茂字箕通口 加茂箕通口

大字加茂字坂根ノ一 加茂坂根ノ一

大字加茂字坂根ノ二 加茂坂根ノ二

大字加茂字坂根ノ三 加茂坂根ノ三

大字加茂字坂根ノ四 加茂坂根ノ四

大字加茂字東大隅 加茂東大隅

大字加茂字越ノ谷ノ一 加茂越ノ谷ノ一

大字加茂字越ノ谷ノ二 加茂越ノ谷ノ二

大字加茂字越ノ谷ノ三 加茂越ノ谷ノ三

大字加茂字越ノ谷ノ四 加茂越ノ谷ノ四

大字加茂字越ノ谷ノ五 加茂越ノ谷ノ五

大字加茂字越ノ谷ノ六 加茂越ノ谷ノ六

大字加茂字越ノ谷ノ七 加茂越ノ谷ノ七

大字加茂字松島 加茂松島

大字加茂字津井ノ元 加茂津井ノ元

大字加茂字新崎 加茂新崎

大字加茂字越尻 加茂越尻

大字加茂字津々加ノ一 加茂津々加ノ一

大字加茂字津々加ノ二 加茂津々加ノ二

大字加茂字津々加ノ三 加茂津々加ノ三

大字加茂字津々加ノ四 加茂津々加ノ四

大字加茂字津々加ノ五 加茂津々加ノ五

大字加茂字西ノ谷口一 加茂西ノ谷口一

大字加茂字西ノ谷口二 加茂西ノ谷口二

大字加茂字宮ノ脇 加茂宮ノ脇

大字加茂字津々加道 加茂津々加道

大字加茂字先中田 加茂先中田

大字加茂字赤畠 加茂赤畠

大字加茂字中田ノ一 加茂中田ノ一

大字加茂字中田ノ二 加茂中田ノ二

大字加茂字中田ノ三 加茂中田ノ三

大字加茂字中田ノ四 加茂中田ノ四

大字加茂字箕浦 加茂箕浦

大字加茂字東ノ坪 加茂東ノ坪

大字加茂字奥谷ノ一 加茂奥谷ノ一

大字加茂字奥谷ノ二 加茂奥谷ノ二

大字加茂字奥谷ノ三 加茂奥谷ノ三

大字加茂字西坪通 加茂西坪通

大字加茂字中瀬 加茂中瀬
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大字加茂字森 加茂森

大字加茂字清水 加茂清水

大字加茂字奥西側 加茂奥西側

大字加茂字奥東側ノ一 加茂奥東側ノ一

大字加茂字奥東側ノ二 加茂奥東側ノ二

大字加茂字奥東側ノ三 加茂奥東側ノ三

大字加茂字奥東側ノ四 加茂奥東側ノ四

大字加茂字東脇ノ一 加茂東脇ノ一

大字加茂字東脇ノ二 加茂東脇ノ二

大字加茂字東脇ノ三 加茂東脇ノ三

大字加茂字中ノ嶋 加茂中ノ嶋

大字加茂字小鷹取 加茂小鷹取

大字元屋字太田 元屋太田

大字元屋字沢田 元屋沢田

大字元屋字松高 元屋松高

大字元屋字王タイ子 元屋王タイ子

大字元屋字布施田 元屋布施田

大字元屋字堤ノ内 元屋堤ノ内

大字元屋字縄手 元屋縄手

大字元屋字ハサコ 元屋ハサコ

大字元屋字鳥越 元屋鳥越

大字元屋字奥ハサコ 元屋奥ハサコ

大字元屋字神戸谷 元屋神戸谷

大字元屋字谷 元屋谷

大字元屋字鍛冶屋前 元屋鍛冶屋前

大字元屋字漆ヶ谷 元屋漆ヶ谷

大字元屋字中土居 元屋中土居

大字元屋字溝畑谷 元屋溝畑谷

大字元屋字宮ノ前 元屋宮ノ前

大字元屋字中ノ前 元屋中ノ前

大字元屋字家ノ元 元屋家ノ元

大字元屋字奥ノ原 元屋奥ノ原

大字元屋字安長ノ一 元屋安長ノ一

大字元屋字安長ノ二 元屋安長ノ二

大字元屋字安長ノ三 元屋安長ノ三

大字元屋字安長ノ四 元屋安長ノ四

大字元屋字鍋ヶ谷向 元屋鍋ヶ谷向

大字元屋字上鍋ヶ谷 元屋上鍋ヶ谷

大字元屋字奥モツトウシ 元屋奥モツトウシ

大字元屋字牧石畑 元屋牧石畑

大字元屋字弐タケ谷 元屋弐タケ谷

大字元屋字小敷原 元屋小敷原
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大字元屋字末モ谷 元屋末モ谷

大字元屋字清水 元屋清水

大字元屋字中清水 元屋中清水

大字元屋字上清水 元屋上清水

大字元屋字茅原 元屋茅原

大字元屋字ビシャゴ 元屋ビシャゴ

大字元屋字葛峠西平 元屋葛峠西平

大字元屋字上炭床 元屋上炭床

大字元屋字中炭床 元屋中炭床

大字元屋字下炭床 元屋下炭床

大字元屋字ナメリ 元屋ナメリ

大字元屋字杓那木 元屋杓那木

大字元屋字砂子畑 元屋砂子畑

大字元屋字砂子谷 元屋砂子谷

大字元屋字鍋ヶ谷 元屋鍋ヶ谷

大字元屋字ウツヤ口 元屋ウツヤ口

大字元屋字宮畑 元屋宮畑

大字元屋字宇都木畑 元屋宇都木畑

大字元屋字通シノ谷一 元屋通シノ谷一

大字元屋字通シノ谷二 元屋通シノ谷二

大字元屋字通シノ谷三 元屋通シノ谷三

大字元屋字葛峠東ノ平 元屋葛峠東ノ平

大字元屋字亀若谷 元屋亀若谷

大字元屋字松茸谷 元屋松茸谷

大字元屋字古道 元屋古道

大字元屋字六郎谷口 元屋六郎谷口

大字元屋字和瀬ヶ谷口 元屋和瀬ヶ谷口

大字元屋字和瀬ヶ谷 元屋和瀬ヶ谷

大字元屋字井原 元屋井原

大字元屋字後原 元屋後原

大字元屋字飯美谷 元屋飯美谷

大字元屋字飯美谷口 元屋飯美谷口

大字元屋字梅ノ木平 元屋梅ノ木平

大字元屋字大江口 元屋大江口

大字元屋字柊前 元屋柊前

大字元屋字柊 元屋柊

大字元屋字井原ノ下 元屋井原ノ下

大字元屋字井手東 元屋井手東

大字元屋字小山 元屋小山

大字元屋字稗田 元屋稗田

大字元屋字東福 元屋東福

大字元屋字赤田向 元屋赤田向
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大字元屋字坂根ノ一 元屋坂根ノ一

大字元屋字坂根ノ二 元屋坂根ノ二

大字元屋字坂根ノ三 元屋坂根ノ三

大字元屋字坂根ノ四 元屋坂根ノ四

大字元屋字坂根ノ五 元屋坂根ノ五

大字元屋字坂根ノ六 元屋坂根ノ六

大字元屋字岩屋 元屋岩屋

大字元屋字川崎 元屋川崎

大字元屋字渡ノ前 元屋渡ノ前

大字元屋字九反田 元屋九反田

大字元屋字城ノ前 元屋城ノ前

大字元屋字下九反田 元屋下九反田

大字元屋字イモリ 元屋イモリ

大字元屋字イモウリ 元屋イモウリ

大字元屋字目黒 元屋目黒

大字元屋字上床 元屋上床

大字元屋字石畑 元屋石畑

大字元屋字床島 元屋床島

大字元屋字柳ヶ浦ノ一 元屋柳ヶ浦ノ一

大字元屋字柳ヶ浦ノ二 元屋柳ヶ浦ノ二

大字元屋字平島 元屋平島

大字元屋字琴島 元屋琴島

大字元屋字五葉島 元屋五葉島

大字元屋字モットウシ口 元屋モットウシ口

大字元屋字嶽 元屋嶽

大字中村字澤 中村澤

大字中村字郡 中村郡

大字中村字郡奥 中村郡奥

大字中村字徳外 中村徳外

大字中村字蛇山ノ一 中村蛇山ノ一

大字中村字蛇山ノ二 中村蛇山ノ二

大字中村字北平 中村北平

大字中村字新土手 中村新土手

大字中村字矢谷口 中村矢谷口

大字中村字矢谷奥 中村矢谷奥

大字中村字谷 中村谷

大字中村字七反田 中村七反田

大字中村字栗原 中村栗原

大字中村字栗原奥 中村栗原奥

大字中村字山根 中村山根

大字中村字奥谷 中村奥谷

大字中村字中尾 中村中尾



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字中村字高平ノ一 中村高平ノ一

大字中村字高平ノ二 中村高平ノ二

大字中村字高平ノ三 中村高平ノ三

大字中村字高平ノ四 中村高平ノ四

大字中村字城瀬ノ奥 中村城瀬ノ奥

大字中村字道ノ下 中村道ノ下

大字中村字長尾 中村長尾

大字中村字松吉 中村松吉

大字中村字一丈ヶ谷 中村一丈ヶ谷

大字中村字高尾 中村高尾

大字中村字一ノ坂ノ一 中村一ノ坂ノ一

大字中村字一ノ坂ノ二 中村一ノ坂ノ二

大字中村字露ノ谷一 中村露ノ谷一

大字中村字露ノ谷二 中村露ノ谷二

大字中村字峯 中村峯

大字中村字荒神谷 中村荒神谷

大字中村字山化 中村山化

大字中村字松畑一 中村松畑一

大字中村字松畑二 中村松畑二

大字中村字上峯 中村上峯

大字中村字上峯ノ二 中村上峯ノ二

大字中村字房後一 中村房後一

大字中村字房後二 中村房後二

大字中村字大川一 中村大川一

大字中村字大川二 中村大川二

大字中村字大川三 中村大川三

大字中村字辻ノ内 中村辻ノ内

大字中村字中鹿 中村中鹿

大字中村字早椎ヶ谷一 中村早椎ヶ谷一

大字中村字早椎ヶ谷二 中村早椎ヶ谷二

大字中村字早椎ヶ谷三 中村早椎ヶ谷三

大字中村字池尻 中村池尻

大字中村字池黒ノ一 中村池黒ノ一

大字中村字池黒ノ二 中村池黒ノ二

大字中村字池ノ下 中村池ノ下

大字中村字龍淵 中村龍淵

大字中村字落地 中村落地

大字中村字嫁水 中村嫁水

大字中村字川原西谷 中村川原西谷

大字中村字赤畑 中村赤畑

大字中村字西谷一 中村西谷一

大字中村字西谷二 中村西谷二



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字中村字鮎返 中村鮎返

大字中村字掛橋 中村掛橋

大字中村字鈍土畑 中村鈍土畑

大字中村字下荷場谷 中村下荷場谷

大字中村字上荷場谷 中村上荷場谷

大字中村字坂淵 中村坂淵

大字中村字荷場山 中村荷場山

大字中村字口砂 中村口砂

大字中村字中砂 中村中砂

大字中村字栗牧谷 中村栗牧谷

大字中村字新道 中村新道

大字中村字春ガス 中村春ガス

大字中村字六歩 中村六歩

大字中村字桑谷 中村桑谷

大字中村字大谷 中村大谷

大字中村字清水谷 中村清水谷

大字中村字横手 中村横手

大字中村字竹屋森 中村竹屋森

大字中村字秋原 中村秋原

大字中村字斧作 中村斧作

大字中村字桑畑 中村桑畑

大字中村字船卸 中村船卸

大字中村字東谷 中村東谷

大字中村字高尾 中村高尾

大字中村字鴨作 中村鴨作

大字中村字砥石谷 中村砥石谷

大字中村字北平 中村北平

大字中村字木ノ葉谷 中村木ノ葉谷

大字中村字炭釜 中村炭釜

大字中村字上鹿 中村上鹿

大字中村字八廣ケ谷 中村八廣ケ谷

大字中村字大平 中村大平

大字中村字牧石畑 中村牧石畑

大字中村字市ノ瀬 中村市ノ瀬

大字中村字モツトヲシ 中村モツトヲシ

大字中村字大曲 中村大曲

大字中村字安床 中村安床

大字中村字堤 中村堤

大字中村字藤渕 中村藤渕

大字中村字中瀬 中村中瀬

大字中村字矢本 中村矢本

大字中村字詮議 中村詮議



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字中村字鯉瀧 中村鯉瀧

大字中村字中原 中村中原

大字中村字四反田 中村四反田

大字中村字中代 中村中代

大字中村字五反田 中村五反田

大字中村字向山 中村向山

大字中村字王太子 中村王太子

大字中村字松高 中村松高

大字中村字横平 中村横平

大字中村字河崎 中村河崎

大字中村字浜田前 中村浜田前

大字中村字芝 中村芝

大字中村字浜田 中村浜田

大字中村字森ノ一 中村森ノ一

大字中村字森ノ二 中村森ノ二

大字中村字森ノ三 中村森ノ三

大字中村字森ノ四 中村森ノ四

大字中村字栗本 中村栗本

大字湊字沢 湊沢

大字湊字観神森 湊観神森

大字湊字湊ノ奥 湊湊ノ奥

大字湊字小峯 湊小峯

大字湊字炭釜 湊炭釜

大字湊字八幡山 湊八幡山

大字湊字湊 湊湊

大字湊字東浦 湊東浦

大字湊字崎山 湊崎山

大字湊字須磨浦 湊須磨浦

大字湊字塩浜 湊塩浜

大字湊字新地 湊新地

大字湊字御坂 湊御坂

大字湊字小路 湊小路

大字湊字西山 湊西山

大字湊字東山 湊東山

大字湊字北垣 湊北垣

大字湊字月ノ下 湊月ノ下

大字湊字道ノ上 湊道ノ上

大字湊字松畑 湊松畑

大字湊字阪ノ下 湊阪ノ下

大字湊字安ノ木谷 湊安ノ木谷

大字湊字大峯 湊大峯

大字湊字豆干山 湊豆干山



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字湊字山口 湊山口

大字湊字阪口 湊阪口

大字湊字阪栗 湊阪栗

大字湊字小田 湊小田

大字湊字大田 湊大田

大字湊字出水 湊出水

大字湊字向山口 湊向山口

大字湊字田ノ口 湊田ノ口

大字湊字要田 湊要田

大字湊字奥山口 湊奥山口

大字湊字越ノ床 湊越ノ床

大字湊字トケ々山 湊トケ々山

大字湊字岩山 湊岩山

大字湊字田ノ奥 湊田ノ奥

大字湊字青利 湊青利

大字湊字北平 湊北平

大字湊字宮ノ奥 湊宮ノ奥

大字湊字宮ノ前 湊宮ノ前

大字湊字八幡田 湊八幡田

大字湊字宮谷 湊宮谷

大字湊字谷田 湊谷田

大字湊字北小路 湊北小路

大字湊字大河 湊大河

大字湊字河尻 湊河尻

大字湊字荒浜 湊荒浜

大字湊字小井田 湊小井田

大字湊字掛田 湊掛田

大字湊字瀧森 湊瀧森

大字湊字横前 湊横前

大字湊字樋ノ奥 湊樋ノ奥

大字湊字樋ノ口 湊樋ノ口

大字湊字谷河 湊谷河

大字湊字松浦 湊松浦

大字湊字北浦 湊北浦

大字湊字松ノ尾 湊松ノ尾

大字湊字小浦木 湊小浦木

大字西村字土井ノ内 西村土井ノ内

大字西村字大尾 西村大尾

大字西村字沢 西村沢

大字西村字北畑 西村北畑

大字西村字野中 西村野中

大字西村字本庄 西村本庄



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字西村字東 西村東

大字西村字前田 西村前田

大字西村字原 西村原

大字西村字西 西村西

大字西村字客出 西村客出

大字西村字石山 西村石山

大字西村字岡 西村岡

大字西村字殿原 西村殿原

大字西村字殿田 西村殿田

大字西村字奥 西村奥

大字西村字畷 西村畷

大字西村字石坂 西村石坂

大字西村字新坂 西村新坂

大字西村字月ノ下 西村月ノ下

大字西村字宮谷 西村宮谷

大字西村字上宮 西村上宮

大字西村字早田 西村早田

大字西村字清水 西村清水

大字西村字上清水 西村上清水

大字西村字登立 西村登立

大字西村字青里 西村青里

大字西村字南青里 西村南青里

大字西村字柳平 西村柳平

大字西村字本柳 西村本柳

大字西村字南谷 西村南谷

大字西村字神田上 西村神田上

大字西村字瑠璃 西村瑠璃

大字西村字流川頭 西村流川頭

大字西村字板半田 西村板半田

大字西村字柳谷 西村柳谷

大字西村字東井福 西村東井福

大字西村字下井福 西村下井福

大字西村字田ノ奥 西村田ノ奥

大字西村字上田ノ奥 西村上田ノ奥

大字西村字山下 西村山下

大字西村字谷平 西村谷平

大字西村字釣棚畑 西村釣棚畑

大字西村字東向 西村東向

大字西村字長畑 西村長畑

大字西村字大松床 西村大松床

大字西村字倉沢 西村倉沢

大字西村字長谷 西村長谷



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字西村字椎谷 西村椎谷

大字西村字堤尻 西村堤尻

大字西村字流川 西村流川

大字西村字堀田 西村堀田

大字西村字奥谷 西村奥谷

大字西村字�田 西村�田

大字西村字奥田 西村奥田

大字西村字奥山 西村奥山

大字西村字大峯 西村大峯

大字西村字出牧 西村出牧

大字西村字越田 西村越田

大字西村字越山 西村越山

大字西村字山神奥 西村山神奥

大字西村字赤坂谷 西村赤坂谷

大字西村字上山神 西村上山神

大字西村字山神谷 西村山神谷

大字西村字中尾 西村中尾

大字西村字向瑠璃 西村向瑠璃

大字西村字田黒 西村田黒

大字西村字筧井手 西村筧井手

大字西村字上登立 西村上登立

大字西村字軍谷 西村軍谷

大字西村字岡山 西村岡山

大字西村字松尾 西村松尾

大字西村字水神谷 西村水神谷

大字西村字西松尾 西村西松尾

大字西村字川頭 西村川頭

大字西村字床畑 西村床畑

大字西村字床之下 西村床之下

大字西村字川上 西村川上

大字西村字大井手 西村大井手

大字西村字奥川頭 西村奥川頭

大字西村字井ノ井手 西村井ノ井手

大字西村字下水神 西村下水神

大字西村字半田戸 西村半田戸

大字西村字上半田戸 西村上半田戸

大字西村字上野田 西村上野田

大字西村字向田 西村向田

大字西村字小畑 西村小畑

大字西村字小田 西村小田

大字西村字石郡 西村石郡

大字西村字大向田 西村大向田



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字西村字北向 西村北向

大字西村字強多田 西村強多田

大字西村字晩方 西村晩方

大字西村字池田 西村池田

大字西村字宮元 西村宮元

大字西村字宮ノ前 西村宮ノ前

大字西村字池尻 西村池尻

大字西村字宮崎 西村宮崎

大字西村字浜田 西村浜田

大字西村字谷口 西村谷口

大字西村字大谷 西村大谷

大字西村字奥谷 西村奥谷

大字西村字真谷 西村真谷

大字西村字北谷 西村北谷

大字西村字巖畑 西村巖畑

大字西村字後浦 西村後浦

大字西村字後ノ海 西村後ノ海

大字西村字奥真谷 西村奥真谷

大字西村字入神口 西村入神口

大字西村字入神谷 西村入神谷

大字西村字下入神 西村下入神

大字西村字西向 西村西向

大字西村字植松 西村植松

大字西村字桑ケ原 西村桑ケ原

大字西村字桑田 西村桑田

大字西村字栗畑 西村栗畑

大字西村字西山口 西村西山口

大字西村字中西山 西村中西山

大字西村字奥西山 西村奥西山

大字西村字赤坂田 西村赤坂田

大字西村字大西田 西村大西田

大字西村字赤畑 西村赤畑

大字西村字御崎田 西村御崎田

大字西村字越崎 西村越崎

大字西村字下越谷 西村下越谷

大字西村字下越床 西村下越床

大字西村字下大平田 西村下大平田

大字西村字大越 西村大越

大字西村字棚畑 西村棚畑

大字西村字大平田 西村大平田

大字西村字沖見峠 西村沖見峠

大字西村字辻ノ内 西村辻ノ内
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大字西村字欠ノ下 西村欠ノ下

大字西村字影ノ前 西村影ノ前

大字西村字御崎ノ下 西村御崎ノ下

大字西村字御崎 西村御崎

大字西村字向西山 西村向西山

大字西村字西平 西村西平

大字西村字後平 西村後平

大字西村字松島 西村松島

大字西村字馬茶 西村馬茶

大字西村字二ツ尾 西村二ツ尾

大字西村字萱田 西村萱田

大字西村字川尻 西村川尻

大字西村字上川尻 西村上川尻

大字西村字上入神 西村上入神

大字西村字岩立 西村岩立

大字西村字蛇谷 西村蛇谷

大字西村字雀島 西村雀島

大字西村字大魚泊 西村大魚泊

大字西村字大床 西村大床

大字西村字小魚泊 西村小魚泊

大字西村字瀬ノ浜 西村瀬ノ浜

大字西村字風浦 西村風浦

大字西村字深太夫島 西村深太夫島

大字西村字帆掛島 西村帆掛島

大字西村字長島 西村長島

大字西村字平島 西村平島

大字西村字五島 西村五島

大字西村字白島 西村白島

大字西村字黒島 西村黒島

大字西村字下越山 西村下越山

大字伊後字御崎 伊後御崎

大字伊後字御崎東 伊後御崎東

大字伊後字後平木 伊後後平木

大字伊後字川尻ノ一 伊後川尻ノ一

大字伊後字川尻ノ二 伊後川尻ノ二

大字伊後字川尻ノ三 伊後川尻ノ三

大字伊後字川尻ノ四 伊後川尻ノ四

大字伊後字川尻ノ五 伊後川尻ノ五

大字伊後字宮畑ケ 伊後宮畑ケ

大字伊後字宮畑ケノ二 伊後宮畑ケノ二

大字伊後字宮畑ケノ三 伊後宮畑ケノ三

大字伊後字横平 伊後横平



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字伊後字浜ノ一 伊後浜ノ一

大字伊後字浜ノ二 伊後浜ノ二

大字伊後字浜ノ三 伊後浜ノ三

大字伊後字浜ノ四 伊後浜ノ四

大字伊後字浜ノ五 伊後浜ノ五

大字伊後字小池 伊後小池

大字伊後字垣ノ内 伊後垣ノ内

大字伊後字垣ノ内ノ一 伊後垣ノ内ノ一

大字伊後字居福 伊後居福

大字伊後字荒神森 伊後荒神森

大字伊後字谷畑ケ 伊後谷畑ケ

大字伊後字池田 伊後池田

大字伊後字西池田 伊後西池田

大字伊後字嶋畑ケ 伊後嶋畑ケ

大字伊後字大代 伊後大代

大字伊後字赤坂 伊後赤坂

大字伊後字原 伊後原

大字伊後字日吉田 伊後日吉田

大字伊後字山佐 伊後山佐

大字伊後字大黒 伊後大黒

大字伊後字清水 伊後清水

大字伊後字上井畑ケ 伊後上井畑ケ

大字伊後字井畑ケ 伊後井畑ケ

大字伊後字高平 伊後高平

大字伊後字大清水 伊後大清水

大字伊後字小清水 伊後小清水

大字伊後字砂子田 伊後砂子田

大字伊後字西砂子 伊後西砂子

大字伊後字宮ノ前 伊後宮ノ前

大字伊後字砂子畑ケ 伊後砂子畑ケ

大字伊後字宮ノ元 伊後宮ノ元

大字伊後字沢 伊後沢

大字伊後字中原 伊後中原

大字伊後字下赤坂 伊後下赤坂

大字伊後字横前 伊後横前

大字伊後字狭間 伊後狭間

大字伊後字西 伊後西

大字伊後字大西 伊後大西

大字伊後字池クロ 伊後池クロ

大字伊後字向田 伊後向田

大字伊後字西狭間 伊後西狭間

大字伊後字北平 伊後北平



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字伊後字樋口 伊後樋口

大字伊後字蛇谷 伊後蛇谷

大字伊後字西ノ竹 伊後西ノ竹

大字伊後字芹田 伊後芹田

大字伊後字横手 伊後横手

大字伊後字中峯 伊後中峯

大字伊後字西鳥越 伊後西鳥越

大字伊後字加賀根 伊後加賀根

大字伊後字早稲田 伊後早稲田

大字伊後字釜地戸 伊後釜地戸

大字伊後字釜東 伊後釜東

大字伊後字釜西 伊後釜西

大字伊後字北中浦 伊後北中浦

大字伊後字ザリ山 伊後ザリ山

大字伊後字中浦 伊後中浦

大字伊後字瀧ノ下 伊後瀧ノ下

大字伊後字向中浦 伊後向中浦

大字伊後字瀧ノ上 伊後瀧ノ上

大字伊後字早稲田頭 伊後早稲田頭

大字伊後字折坂 伊後折坂

大字伊後字南折坂 伊後南折坂

大字伊後字藤畑ケ 伊後藤畑ケ

大字伊後字腰山 伊後腰山

大字伊後字掛ノ前 伊後掛ノ前

大字伊後字鳥越 伊後鳥越

大字伊後字花勺ノ一 伊後花勺ノ一

大字伊後字花勺ノ二 伊後花勺ノ二

大字伊後字花勺ノ三 伊後花勺ノ三

大字伊後字掛ノ前ノ二 伊後掛ノ前ノ二

大字伊後字長畑ケ 伊後長畑ケ

大字伊後字石畑ヶ道上 伊後石畑ヶ道上

大字伊後字六郎谷 伊後六郎谷

大字伊後字藤木ノ一 伊後藤木ノ一

大字伊後字藤木 伊後藤木

大字伊後字坪水 伊後坪水

大字伊後字鞍骨畑ケ 伊後鞍骨畑ケ

大字伊後字奥坪水 伊後奥坪水

大字伊後字才神中 伊後才神中

大字伊後字才神奥 伊後才神奥

大字伊後字才神口 伊後才神口

大字伊後字金剛寺上 伊後金剛寺上

大字伊後字古池 伊後古池



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字伊後字長谷川 伊後長谷川

大字伊後字冷水 伊後冷水

大字伊後字岩山 伊後岩山

大字伊後字西丸山 伊後西丸山

大字伊後字北丸山 伊後北丸山

大字伊後字東丸山 伊後東丸山

大字伊後字向丸山 伊後向丸山

大字伊後字田代 伊後田代

大字伊後字奥田代 伊後奥田代

大字伊後字ワラベノ頭 伊後ワラベノ頭

大字伊後字下田代 伊後下田代

大字伊後字ホウノ木畑 伊後ホウノ木畑

大字伊後字桂ケ谷 伊後桂ケ谷

大字伊後字西向 伊後西向

大字伊後字河原畑 伊後河原畑

大字伊後字河原畑ケ二 伊後河原畑ケ二

大字伊後字子ヂガ平 伊後子ヂガ平

大字伊後字清座 伊後清座

大字伊後字六郎谷ノ二 伊後六郎谷ノ二

大字伊後字椎田谷 伊後椎田谷

大字伊後字西鳥越 伊後西鳥越

大字伊後字大畑 伊後大畑

大字伊後字南向 伊後南向

大字伊後字小賀志釜 伊後小賀志釜

大字伊後字上ノ森 伊後上ノ森

大字伊後字宮ノ尾 伊後宮ノ尾

大字伊後字西ノ浦ノ一 伊後西ノ浦ノ一

大字伊後字西ノ浦ノ二 伊後西ノ浦ノ二

大字伊後字大床ノ一 伊後大床ノ一

大字伊後字大床ノ二 伊後大床ノ二

大字伊後字新立 伊後新立

大字伊後字間谷 伊後間谷

大字伊後字伊賀谷ノ一 伊後伊賀谷ノ一

大字伊後字伊賀谷ノ二 伊後伊賀谷ノ二

大字伊後字伊賀谷ノ三 伊後伊賀谷ノ三

大字伊後字コイダワ 伊後コイダワ

大字伊後字黒石 伊後黒石

大字伊後字平木 伊後平木

大字伊後字新道 伊後新道

大字伊後字上居福 伊後上居福

大字伊後字客田 伊後客田

大字伊後字向田 伊後向田



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字伊後字大賀志釜 伊後大賀志釜

大字布施字シャシャ畑 布施シャシャ畑

大字布施字シャレ場 布施シャレ場

大字布施字ムクロカ谷 布施ムクロカ谷

大字布施字前々木 布施前々木

大字布施字一ト松尾 布施一ト松尾

大字布施字一ノ瀧 布施一ノ瀧

大字布施字奥ノ瀧 布施奥ノ瀧

大字布施字奥松尾 布施奥松尾

大字布施字下原 布施下原

大字布施字灰川 布施灰川

大字布施字岩倉 布施岩倉

大字布施字宮ノ後 布施宮ノ後

大字布施字宮ノ谷 布施宮ノ谷

大字布施字宮ノ内 布施宮ノ内

大字布施字宮原 布施宮原

大字布施字橋本 布施橋本

大字布施字狭子谷 布施狭子谷

大字布施字曲ガ元 布施曲ガ元

大字布施字曲島 布施曲島

大字布施字栗ノ木畠 布施栗ノ木畠

大字布施字桑畑 布施桑畑

大字布施字カツラ谷 布施カツラ谷

大字布施字原 布施原

大字布施字狐本 布施狐本

大字布施字五郎四郎畑 布施五郎四郎畑

大字布施字後山 布施後山

大字布施字後殿浦 布施後殿浦

大字布施字後平島 布施後平島

大字布施字公文所畑ケ 布施公文所畑ケ

大字布施字向谷 布施向谷

大字布施字座床 布施座床

大字布施字細瀬 布施細瀬

大字布施字崎山 布施崎山

大字布施字山崎 布施山崎

大字布施字種畑ケ 布施種畑ケ

大字布施字小浦 布施小浦

大字布施字小見山 布施小見山

大字布施字小黒島 布施小黒島

大字布施字小坂谷 布施小坂谷

大字布施字小山 布施小山

大字布施字小太郎畑 布施小太郎畑



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字布施字小峯島 布施小峯島

大字布施字小謡谷 布施小謡谷

大字布施字松島 布施松島

大字布施字焼山 布施焼山

大字布施字上原 布施上原

大字布施字上清水 布施上清水

大字布施字浄土 布施浄土

大字布施字椎梨子尾 布施椎梨子尾

大字布施字清水 布施清水

大字布施字石山 布施石山

大字布施字石畑ケ 布施石畑ケ

大字布施字先浄土 布施先浄土

大字布施字川原畑 布施川原畑

大字布施字前川 布施前川

大字布施字大黒島 布施大黒島

大字布施字大坂谷 布施大坂谷

大字布施字大床 布施大床

大字布施字大鼻島 布施大鼻島

大字布施字竹原 布施竹原

大字布施字中谷 布施中谷

大字布施字中島 布施中島

大字布施字中尾 布施中尾

大字布施字長島 布施長島

大字布施字長尾 布施長尾

大字布施字潰山 布施潰山

大字布施字殿浦 布施殿浦

大字布施字入道畑 布施入道畑

大字布施字薄賀元 布施薄賀元

大字布施字尾島 布施尾島

大字布施字布施坂 布施布施坂

大字布施字平島 布施平島

大字布施字片片島 布施片片島

大字布施字北谷 布施北谷

大字布施字有ケ谷 布施有ケ谷

大字布施字小島 布施小島

大字卯敷字アゴ越 卯敷アゴ越

大字卯敷字枯木 卯敷枯木

大字卯敷字ガンダコ 卯敷ガンダコ

大字卯敷字シラダイ 卯敷シラダイ

大字卯敷字トフジ 卯敷トフジ

大字卯敷字トモツキ 卯敷トモツキ

大字卯敷字波イリ 卯敷波イリ



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字卯敷字メラ畑 卯敷メラ畑

大字卯敷字横島 卯敷横島

大字卯敷字横道 卯敷横道

大字卯敷字横尾 卯敷横尾

大字卯敷字下ノ山 卯敷下ノ山

大字卯敷字下高平 卯敷下高平

大字卯敷字下助太郎 卯敷下助太郎

大字卯敷字下里 卯敷下里

大字卯敷字柿ノ谷 卯敷柿ノ谷

大字卯敷字柿ノ木谷 卯敷柿ノ木谷

大字卯敷字梶作 卯敷梶作

大字卯敷字梶谷 卯敷梶谷

大字卯敷字釜屋 卯敷釜屋

大字卯敷字冠 卯敷冠

大字卯敷字丸畑 卯敷丸畑

大字卯敷字栗船 卯敷栗船

大字卯敷字穴畑 卯敷穴畑

大字卯敷字原 卯敷原

大字卯敷字後 卯敷後

大字卯敷字後浜 卯敷後浜

大字卯敷字向 卯敷向

大字卯敷字向釜 卯敷向釜

大字卯敷字高丘 卯敷高丘

大字卯敷字高尾 卯敷高尾

大字卯敷字高峯 卯敷高峯

大字卯敷字崎山 卯敷崎山

大字卯敷字山口 卯敷山口

大字卯敷字漆ヶ谷 卯敷漆ヶ谷

大字卯敷字芝 卯敷芝

大字卯敷字助太郎 卯敷助太郎

大字卯敷字小浦 卯敷小浦

大字卯敷字小谷 卯敷小谷

大字卯敷字小北谷 卯敷小北谷

大字卯敷字小路 卯敷小路

大字卯敷字上ヶ床 卯敷上ヶ床

大字卯敷字上高平 卯敷上高平

大字卯敷字上小屋 卯敷上小屋

大字卯敷字上里 卯敷上里

大字卯敷字眞谷 卯敷眞谷

大字卯敷字戌向 卯敷戌向

大字卯敷字清水 卯敷清水

大字卯敷字西向 卯敷西向
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大字卯敷字西風横尾 卯敷西風横尾

大字卯敷字石ノ木谷 卯敷石ノ木谷

大字卯敷字石山 卯敷石山

大字卯敷字川端 卯敷川端

大字卯敷字大岩 卯敷大岩

大字卯敷字大山 卯敷大山

大字卯敷字大俵 卯敷大俵

大字卯敷字瀧ノ上 卯敷瀧ノ上

大字卯敷字中トモツキ 卯敷中トモツキ

大字卯敷字中ノ浦 卯敷中ノ浦

大字卯敷字中ノ谷 卯敷中ノ谷

大字卯敷字中高平 卯敷中高平

大字卯敷字中里 卯敷中里

大字卯敷字長坂 卯敷長坂

大字卯敷字長床 卯敷長床

大字卯敷字津ノ浦 卯敷津ノ浦

大字卯敷字漆原 卯敷漆原

大字卯敷字田代 卯敷田代

大字卯敷字東後浜 卯敷東後浜

大字卯敷字東向 卯敷東向

大字卯敷字桃川 卯敷桃川

大字卯敷字桃木谷 卯敷桃木谷

大字卯敷字道ノ上 卯敷道ノ上

大字卯敷字南谷 卯敷南谷

大字卯敷字宝上 卯敷宝上

大字卯敷字北向 卯敷北向

大字卯敷字北向平 卯敷北向平

大字卯敷字又木谷 卯敷又木谷

大字卯敷字木戸下 卯敷木戸下

大字卯敷字木戸根 卯敷木戸根

大字卯敷字木谷 卯敷木谷

大字卯敷字落嶽 卯敷落嶽

大字卯敷字里道 卯敷里道

大字卯敷字脇 卯敷脇

大字飯美字アノ木 飯美アノ木

大字飯美字左ゴ 飯美左ゴ

大字飯美字ダシトコ 飯美ダシトコ

大字飯美字ホト木 飯美ホト木

大字飯美字奥 飯美奥

大字飯美字沖ノ島 飯美沖ノ島

大字飯美字沖ノ平島 飯美沖ノ平島

大字飯美字沖黒島 飯美沖黒島
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大字飯美字下タ切一 飯美下タ切一

大字飯美字下タ切二 飯美下タ切二

大字飯美字角奥一 飯美角奥一

大字飯美字角奥五 飯美角奥五

大字飯美字角奥三 飯美角奥三

大字飯美字角奥四 飯美角奥四

大字飯美字角奥二 飯美角奥二

大字飯美字釜屋 飯美釜屋

大字飯美字榧木谷一 飯美榧木谷一

大字飯美字榧木谷二 飯美榧木谷二

大字飯美字岩山 飯美岩山

大字飯美字原畑一 飯美原畑一

大字飯美字原畑二 飯美原畑二

大字飯美字坂谷 飯美坂谷

大字飯美字崎山 飯美崎山

大字飯美字出島 飯美出島

大字飯美字新田 飯美新田

大字飯美字深浦 飯美深浦

大字飯美字水久谷一 飯美水久谷一

大字飯美字水久谷二 飯美水久谷二

大字飯美字水谷 飯美水谷

大字飯美字青島 飯美青島

大字飯美字川向一 飯美川向一

大字飯美字川向三 飯美川向三

大字飯美字川向四 飯美川向四

大字飯美字川向二 飯美川向二

大字飯美字大崎 飯美大崎

大字飯美字波ノ上 飯美波ノ上

大字飯美字兵治ヶ谷 飯美兵治ヶ谷

大字飯美字布施路 飯美布施路

大字飯美字峯 飯美峯

大字飯美字北山一 飯美北山一

大字飯美字北山三 飯美北山三

大字飯美字北山二 飯美北山二

大字飯美字小浦 飯美小浦

大字飯美字小左 飯美小左

大字那久路字コモ澤 那久路コモ澤

大字那久路字トウデ 那久路トウデ

大字那久路字フ中谷 那久路フ中谷

大字那久路字ヤジド 那久路ヤジド

大字那久路字ヲリ坂 那久路ヲリ坂

大字那久路字安床 那久路安床
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大字那久路字一ノ越 那久路一ノ越

大字那久路字奥ノ山 那久路奥ノ山

大字那久路字奥牛川 那久路奥牛川

大字那久路字奥若尾 那久路奥若尾

大字那久路字下栗畑 那久路下栗畑

大字那久路字掛川 那久路掛川

大字那久路字宮ノ下 那久路宮ノ下

大字那久路字宮畑 那久路宮畑

大字那久路字牛加 那久路牛加

大字那久路字牛川 那久路牛川

大字那久路字栗畑 那久路栗畑

大字那久路字古池 那久路古池

大字那久路字向田 那久路向田

大字那久路字四分一田 那久路四分一田

大字那久路字柴 那久路柴

大字那久路字蛇谷 那久路蛇谷

大字那久路字若尾口 那久路若尾口

大字那久路字出入牛川 那久路出入牛川

大字那久路字松尾 那久路松尾

大字那久路字神田 那久路神田

大字那久路字水ノ本 那久路水ノ本

大字那久路字西向 那久路西向

大字那久路字前田 那久路前田

大字那久路字大平 那久路大平

大字那久路字大野 那久路大野

大字那久路字沢右 那久路沢右

大字那久路字谷田 那久路谷田

大字那久路字地主田 那久路地主田

大字那久路字竹ケ後 那久路竹ケ後

大字那久路字中川 那久路中川

大字那久路字中田 那久路中田

大字那久路字仲ノ山 那久路仲ノ山

大字那久路字仲床 那久路仲床

大字那久路字長尾 那久路長尾

大字那久路字佃 那久路佃

大字那久路字日添へ 那久路日添へ

大字那久路字分畑 那久路分畑

大字那久路字平田タワ 那久路平田タワ

大字那久路字北 那久路北

大字那久路字柳谷 那久路柳谷

大字那久路字林 那久路林

大字小路字カヘ廻 小路カヘ廻
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大字小路字カワラ 小路カワラ

大字小路字スクモ塚 小路スクモ塚

大字小路字センナミ垣 小路センナミ垣

大字小路字チョウセン平 小路チョウセン平

大字小路字井ノ本 小路井ノ本

大字小路字井出畑 小路井出畑

大字小路字一ノ坂 小路一ノ坂

大字小路字壱ノ坪 小路壱ノ坪

大字小路字壱町田 小路壱町田

大字小路字姥ケ谷 小路姥ケ谷

大字小路字奥ノ山 小路奥ノ山

大字小路字下一ノ越 小路下一ノ越

大字小路字下山 小路下山

大字小路字垣ノ内 小路垣ノ内

大字小路字橋ノ本 小路橋ノ本

大字小路字金剛田 小路金剛田

大字小路字栗町 小路栗町

大字小路字穴畑 小路穴畑

大字小路字原山 小路原山

大字小路字五葉松 小路五葉松

大字小路字後 小路後

大字小路字後田 小路後田

大字小路字御神楽田 小路御神楽田

大字小路字向石楠花 小路向石楠花

大字小路字向田 小路向田

大字小路字荒神田 小路荒神田

大字小路字今路 小路今路

大字小路字坂口 小路坂口

大字小路字三王田 小路三王田

大字小路字自在ケ谷 小路自在ケ谷

大字小路字室屋ノ脇 小路室屋ノ脇

大字小路字漆原 小路漆原

大字小路字芝 小路芝

大字小路字小金坂 小路小金坂

大字小路字小深山 小路小深山

大字小路字小谷 小路小谷

大字小路字小入道 小路小入道

大字小路字小茂澤 小路小茂澤

大字小路字松田尻 小路松田尻

大字小路字松尾 小路松尾

大字小路字松本 小路松本

大字小路字焼杉 小路焼杉
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大字小路字上ケ床 小路上ケ床

大字小路字上一ノ越 小路上一ノ越

大字小路字尻無 小路尻無

大字小路字森之元 小路森之元

大字小路字清水 小路清水

大字小路字西 小路西

大字小路字西ノ谷 小路西ノ谷

大字小路字石楠花 小路石楠花

大字小路字赤井 小路赤井

大字小路字赤坂 小路赤坂

大字小路字千ケ森 小路千ケ森

大字小路字前田 小路前田

大字小路字大床尻 小路大床尻

大字小路字大場田 小路大場田

大字小路字大深山 小路大深山

大字小路字大仙前 小路大仙前

大字小路字大田 小路大田

大字小路字大畑ケ 小路大畑ケ

大字小路字大平 小路大平

大字小路字大野 小路大野

大字小路字瀧ノ下 小路瀧ノ下

大字小路字鍛冶屋 小路鍛冶屋

大字小路字池ケ床 小路池ケ床

大字小路字池ノ本 小路池ノ本

大字小路字竹ノ本 小路竹ノ本

大字小路字中ノ山下ノ床 小路中ノ山下ノ床

大字小路字中ノ山上ノ床 小路中ノ山上ノ床

大字小路字中田 小路中田

大字小路字虫尾ケ谷 小路虫尾ケ谷

大字小路字長サ 小路長サ

大字小路字長畑 小路長畑

大字小路字長尾 小路長尾

大字小路字直前 小路直前

大字小路字津井 小路津井

大字小路字佃 小路佃

大字小路字東ノ谷 小路東ノ谷

大字小路字東谷奥 小路東谷奥

大字小路字藤畑 小路藤畑

大字小路字堂ケ谷 小路堂ケ谷

大字小路字内越 小路内越

大字小路字日添 小路日添

大字小路字板取畑 小路板取畑
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大字小路字備中谷 小路備中谷

大字小路字峯坂 小路峯坂

大字小路字棒札 小路棒札

大字小路字堀 小路堀

大字小路字来ケ田 小路来ケ田

大字小路字落合 小路落合

大字小路字里路 小路里路

大字小路字蓮花畑 小路蓮花畑

大字小路字六郎谷 小路六郎谷

大字小路字真谷 小路真谷

大字郡字カケ 郡カケ

大字郡字カケノ坂 郡カケノ坂

大字郡字カケ下り 郡カケ下り

大字郡字スベリケ空 郡スベリケ空

大字郡字ドフテ 郡ドフテ

大字郡字ハザイケ谷 郡ハザイケ谷

大字郡字ヒラギ 郡ヒラギ

大字郡字ホドウ 郡ホドウ

大字郡字モジリケ谷 郡モジリケ谷

大字郡字ワル谷 郡ワル谷

大字郡字安床 郡安床

大字郡字一宮ノ前 郡一宮ノ前

大字郡字奥箕田 郡奥箕田

大字郡字奥真南谷 郡奥真南谷

大字郡字桶ノ口 郡桶ノ口

大字郡字下今井 郡下今井

大字郡字下千田 郡下千田

大字郡字下田部 郡下田部

大字郡字下八田代 郡下八田代

大字郡字瓦團 郡瓦團

大字郡字管田 郡管田

大字郡字宮原 郡宮原

大字郡字空山河 郡空山河

大字郡字空野團 郡空野團

大字郡字熊ノ川 郡熊ノ川

大字郡字君垣 郡君垣

大字郡字犬山谷 郡犬山谷

大字郡字犬町 郡犬町

大字郡字古戸山 郡古戸山

大字郡字古木戸ケ谷 郡古木戸ケ谷

大字郡字五葉川 郡五葉川

大字郡字後田 郡後田
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大字郡字後田部 郡後田部

大字郡字口箕田 郡口箕田

大字郡字高山 郡高山

大字郡字山神後 郡山神後

大字郡字山神山 郡山神山

大字郡字山神前 郡山神前

大字郡字山河 郡山河

大字郡字姿ダワ 郡姿ダワ

大字郡字耳取川原 郡耳取川原

大字郡字自在ケ谷 郡自在ケ谷

大字郡字船ヲロシ 郡船ヲロシ

大字郡字小丸 郡小丸

大字郡字小路河原 郡小路河原

大字郡字松ノ下 郡松ノ下

大字郡字上今井 郡上今井

大字郡字上千田 郡上千田

大字郡字上野山 郡上野山

大字郡字城ノ下 郡城ノ下

大字郡字城ノ腰 郡城ノ腰

大字郡字城山 郡城山

大字郡字神主平 郡神主平

大字郡字水落 郡水落

大字郡字西ノ谷 郡西ノ谷

大字郡字西奥田部 郡西奥田部

大字郡字千田 郡千田

大字郡字草ケ畑 郡草ケ畑

大字郡字大ヌケ 郡大ヌケ

大字郡字大作 郡大作

大字郡字大床 郡大床

大字郡字大松ケ谷 郡大松ケ谷

大字郡字大松山 郡大松山

大字郡字大滝 郡大滝

大字郡字大谷 郡大谷

大字郡字大平 郡大平

大字郡字大團 郡大團

大字郡字滝ノ下 郡滝ノ下

大字郡字滝ノ上 郡滝ノ上

大字郡字澤田 郡澤田

大字郡字谷地 郡谷地

大字郡字竹田 郡竹田

大字郡字中箕田 郡中箕田

大字郡字仲仙田 郡仲仙田



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字郡字長畑 郡長畑

大字郡字鳥越 郡鳥越

大字郡字椿ノ本 郡椿ノ本

大字郡字潰ノ谷 郡潰ノ谷

大字郡字田見崎 郡田見崎

大字郡字田部 郡田部

大字郡字田部口 郡田部口

大字郡字刀砥 郡刀砥

大字郡字東奥田部 郡東奥田部

大字郡字東谷 郡東谷

大字郡字南ノ山 郡南ノ山

大字郡字南谷西牧 郡南谷西牧

大字郡字南谷東牧 郡南谷東牧

大字郡字南田部 郡南田部

大字郡字白橿河 郡白橿河

大字郡字八幡平 郡八幡平

大字郡字尾瀬 郡尾瀬

大字郡字北谷 郡北谷

大字郡字箕田越 郡箕田越

大字郡字鈴井 郡鈴井

大字郡字真南谷 郡真南谷

大字郡字八田代 郡八田代

大字山田字カケノ下 山田カケノ下

大字山田字シダ川 山田シダ川

大字山田字ホソクチ 山田ホソクチ

大字山田字ヲシブチ 山田ヲシブチ

大字山田字ヲモダ 山田ヲモダ

大字山田字井出ケ奥 山田井出ケ奥

大字山田字一ノ井手 山田一ノ井手

大字山田字奥ノ山 山田奥ノ山

大字山田字奥山田 山田奥山田

大字山田字奥山田ノ五 山田奥山田ノ五

大字山田字奥山田ノ三 山田奥山田ノ三

大字山田字奥山田ノ四 山田奥山田ノ四

大字山田字奥山田ノ二 山田奥山田ノ二

大字山田字奥山田ノ六 山田奥山田ノ六

大字山田字奥川 山田奥川

大字山田字奥田 山田奥田

大字山田字奥藤十 山田奥藤十

大字山田字奥矢畑 山田奥矢畑

大字山田字横田 山田横田

大字山田字下栗山 山田下栗山
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大字山田字下石坂 山田下石坂

大字山田字火ノ口 山田火ノ口

大字山田字角生谷 山田角生谷

大字山田字笠松 山田笠松

大字山田字干ケ田 山田干ケ田

大字山田字管沢 山田管沢

大字山田字岩屋口 山田岩屋口

大字山田字亀原 山田亀原

大字山田字吉ケ谷 山田吉ケ谷

大字山田字久見川 山田久見川

大字山田字久見路 山田久見路

大字山田字宮平 山田宮平

大字山田字粟ケ谷ノ六 山田粟ケ谷ノ六

大字山田字桑垣 山田桑垣

大字山田字五反田 山田五反田

大字山田字後山 山田後山

大字山田字後林 山田後林

大字山田字向ケ丘ノ一 山田向ケ丘ノ一

大字山田字向畑 山田向畑

大字山田字向平 山田向平

大字山田字行田 山田行田

大字山田字坂水 山田坂水

大字山田字三ツ石 山田三ツ石

大字山田字三反田 山田三反田

大字山田字三本椎 山田三本椎

大字山田字山崎 山田山崎

大字山田字山神ノ元 山田山神ノ元

大字山田字山河 山田山河

大字山田字山野田 山田山野田

大字山田字寺床 山田寺床

大字山田字寺田 山田寺田

大字山田字蛇谷 山田蛇谷

大字山田字床山ノ一 山田床山ノ一

大字山田字床山ノ五 山田床山ノ五

大字山田字床山ノ三 山田床山ノ三

大字山田字床山ノ四 山田床山ノ四

大字山田字床山ノ七 山田床山ノ七

大字山田字床山ノ二 山田床山ノ二

大字山田字床山ノ八 山田床山ノ八

大字山田字床山ノ六 山田床山ノ六

大字山田字床畑 山田床畑

大字山田字焼野 山田焼野
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大字山田字上ケ床 山田上ケ床

大字山田字上栗山 山田上栗山

大字山田字上野 山田上野

大字山田字水谷 山田水谷

大字山田字清水 山田清水

大字山田字石坂ノ一 山田石坂ノ一

大字山田字石坂ノ三 山田石坂ノ三

大字山田字石坂ノ二 山田石坂ノ二

大字山田字赤川 山田赤川

大字山田字先床山 山田先床山

大字山田字前田 山田前田

大字山田字代宮屋ノ前 山田代宮屋ノ前

大字山田字大川 山田大川

大字山田字大田 山田大田

大字山田字大平田 山田大平田

大字山田字大峯 山田大峯

大字山田字大野 山田大野

大字山田字瀧ノ下 山田瀧ノ下

大字山田字瀧根 山田瀧根

大字山田字谷川 山田谷川

大字山田字谷田 山田谷田

大字山田字地下々 山田地下々

大字山田字池ノ本 山田池ノ本

大字山田字池尻リ 山田池尻リ

大字山田字竹田 山田竹田

大字山田字中行田 山田中行田

大字山田字中瀬 山田中瀬

大字山田字中田 山田中田

大字山田字忠四郎畑ケ 山田忠四郎畑ケ

大字山田字丁ノ栗 山田丁ノ栗

大字山田字鳥越 山田鳥越

大字山田字的場 山田的場

大字山田字殿ヶ内 山田殿ヶ内

大字山田字田畑ケ 山田田畑ケ

大字山田字藤十 山田藤十

大字山田字南ノ原 山田南ノ原

大字山田字馬越路 山田馬越路

大字山田字馬込 山田馬込

大字山田字梅畑 山田梅畑

大字山田字萩山 山田萩山

大字山田字万馬 山田万馬

大字山田字野栗 山田野栗
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大字山田字野栗ノ前 山田野栗ノ前

大字山田字弥次郎谷 山田弥次郎谷

大字山田字矢畑 山田矢畑

大字山田字里ノ前 山田里ノ前

大字山田字和助山 山田和助山

大字山田字高平 山田高平

大字苗代田字横道 苗代田横道

大字苗代田字垣ノ内 苗代田垣ノ内

大字苗代田字竿ノ平 苗代田竿ノ平

大字苗代田字喜藤次谷 苗代田喜藤次谷

大字苗代田字向山 苗代田向山

大字苗代田字向田 苗代田向田

大字苗代田字今井 苗代田今井

大字苗代田字女良尾 苗代田女良尾

大字苗代田字小池 苗代田小池

大字苗代田字新太郎畑 苗代田新太郎畑

大字苗代田字深山 苗代田深山

大字苗代田字大石 苗代田大石

大字苗代田字大谷 苗代田大谷

大字苗代田字大峯 苗代田大峯

大字苗代田字地割峯 苗代田地割峯

大字苗代田字竹ノ下 苗代田竹ノ下

大字苗代田字仲田 苗代田仲田

大字苗代田字佃 苗代田佃

大字苗代田字栢ノ木本 苗代田栢ノ木本

大字苗代田字保土 苗代田保土

大字苗代田字佛谷 苗代田佛谷

大字苗代田字高尾 苗代田高尾

大字苗代田字大森 苗代田大森

大字南方字安川 南方安川

大字南方字会見 南方会見

大字南方字掛田 南方掛田

大字南方字岩立 南方岩立

大字南方字居里 南方居里

大字南方字空化 南方空化

大字南方字見々津 南方見々津

大字南方字原 南方原

大字南方字寺田 南方寺田

大字南方字深浦 南方深浦

大字南方字世能 南方世能

大字南方字瀬崎 南方瀬崎

大字南方字西見 南方西見



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字南方字赤崎 南方赤崎

大字南方字川辺 南方川辺

大字南方字大田 南方大田

大字南方字中島 南方中島

大字南方字潮入 南方潮入

大字南方字長田 南方長田

大字南方字殿ケ内 南方殿ケ内

大字南方字八坂 南方八坂

大字南方字板根 南方板根

大字南方字板根田 南方板根田

大字南方字浜 南方浜

大字南方字福浦 南方福浦

大字南方字峯深浦 南方峯深浦

大字南方字北浜 南方北浜

大字北方字セキノ元 北方セキノ元

大字北方字ミゝサキ 北方ミゝサキ

大字北方字悪谷 北方悪谷

大字北方字井ノ尻 北方井ノ尻

大字北方字壱町田 北方壱町田

大字北方字鰯浜 北方鰯浜

大字北方字越地 北方越地

大字北方字塩入田 北方塩入田

大字北方字奥狭間 北方奥狭間

大字北方字奥谷 北方奥谷

大字北方字奥谷川 北方奥谷川

大字北方字乙九郎山 北方乙九郎山

大字北方字下奥長尾田 北方下奥長尾田

大字北方字下山 北方下山

大字北方字蚊谷 北方蚊谷

大字北方字灰床 北方灰床

大字北方字外坂場 北方外坂場

大字北方字外浜 北方外浜

大字北方字岳野 北方岳野

大字北方字丸尾 北方丸尾

大字北方字岩奈平 北方岩奈平

大字北方字客ノ森 北方客ノ森

大字北方字狭間 北方狭間

大字北方字空山 北方空山

大字北方字空谷川 北方空谷川

大字北方字欠ケノ谷 北方欠ケノ谷

大字北方字元釜屋 北方元釜屋

大字北方字五反田 北方五反田



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字北方字御崎 北方御崎

大字北方字向谷川 北方向谷川

大字北方字向田 北方向田

大字北方字黒崎 北方黒崎

大字北方字左川 北方左川

大字北方字細田 北方細田

大字北方字坂根 北方坂根

大字北方字坂場 北方坂場

大字北方字崎山 北方崎山

大字北方字山ノ中 北方山ノ中

大字北方字山下 北方山下

大字北方字出芝 北方出芝

大字北方字松尾 北方松尾

大字北方字上ノ山 北方上ノ山

大字北方字上奥長尾田 北方上奥長尾田

大字北方字上野 北方上野

大字北方字尻無 北方尻無

大字北方字新開 北方新開

大字北方字森原 北方森原

大字北方字森地山 北方森地山

大字北方字申酉 北方申酉

大字北方字神主畑 北方神主畑

大字北方字水谷 北方水谷

大字北方字清水 北方清水

大字北方字西ノ谷 北方西ノ谷

大字北方字西笠根 北方西笠根

大字北方字西竿 北方西竿

大字北方字赤岩 北方赤岩

大字北方字赤坂 北方赤坂

大字北方字先野地 北方先野地

大字北方字川田 北方川田

大字北方字川頭 北方川頭

大字北方字前ノ浜 北方前ノ浜

大字北方字前谷川 北方前谷川

大字北方字前畑 北方前畑

大字北方字村松 北方村松

大字北方字大浦 北方大浦

大字北方字大笠根 北方大笠根

大字北方字大原 北方大原

大字北方字大川 北方大川

大字北方字大谷 北方大谷

大字北方字大坪 北方大坪



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字北方字大峯 北方大峯

大字北方字池田 北方池田

大字北方字竹原 北方竹原

大字北方字竹内 北方竹内

大字北方字中山 北方中山

大字北方字中瀬 北方中瀬

大字北方字中代 北方中代

大字北方字中畑ケ 北方中畑ケ

大字北方字丁子 北方丁子

大字北方字長坂 北方長坂

大字北方字長通 北方長通

大字北方字長尾田 北方長尾田

大字北方字島戸岬 北方島戸岬

大字北方字東 北方東

大字北方字東笠根 北方東笠根

大字北方字東竿 北方東竿

大字北方字堂ノ奥 北方堂ノ奥

大字北方字堂ノ上 北方堂ノ上

大字北方字堂崎 北方堂崎

大字北方字堂ノ床 北方堂ノ床

大字北方字那久屋 北方那久屋

大字北方字那知賀谷 北方那知賀谷

大字北方字二股畑 北方二股畑

大字北方字猫場 北方猫場

大字北方字八反田 北方八反田

大字北方字飯田 北方飯田

大字北方字美保ノ前 北方美保ノ前

大字北方字浜ノ越 北方浜ノ越

大字北方字福浦 北方福浦

大字北方字北山 北方北山

大字北方字北平 北方北平

大字北方字又市川 北方又市川

大字北方字箕谷 北方箕谷

大字北方字妙見 北方妙見

大字北方字木戸根 北方木戸根

大字北方字野越 北方野越

大字北方字野地 北方野地

大字北方字油田 北方油田

大字北方字里 北方里

大字北方字傳兵衛谷 北方傳兵衛谷

大字北方字嶽 北方嶽

大字北方字広サ 北方広サ



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字北方字櫻尾瀬 北方櫻尾瀬

大字北方字櫻尾瀬西 北方櫻尾瀬西

大字北方字高平 北方高平

大字代字才ケ崎 代才ケ崎

大字代字ヲスフゲ谷 代ヲスフゲ谷

大字代字奥山 代奥山

大字代字沖浦 代沖浦

大字代字下後谷 代下後谷

大字代字河添 代河添

大字代字掛橋 代掛橋

大字代字喜五郎谷 代喜五郎谷

大字代字亀一ケ谷 代亀一ケ谷

大字代字久米地ノ谷 代久米地ノ谷

大字代字宮ノ前 代宮ノ前

大字代字宮ノ谷 代宮ノ谷

大字代字犬山 代犬山

大字代字元堀 代元堀

大字代字元堀ノ上 代元堀ノ上

大字代字五郎右衛門山 代五郎右衛門山

大字代字後山 代後山

大字代字後嶽 代後嶽

大字代字後嶽ノ下 代後嶽ノ下

大字代字向田 代向田

大字代字向畑 代向畑

大字代字荒田 代荒田

大字代字坂根 代坂根

大字代字芝ノ向 代芝ノ向

大字代字床ノ上 代床ノ上

大字代字松ノ前 代松ノ前

大字代字上ノ床 代上ノ床

大字代字上ノ森 代上ノ森

大字代字上後谷 代上後谷

大字代字新道 代新道

大字代字赤道 代赤道

大字代字川尻 代川尻

大字代字竹ノ下 代竹ノ下

大字代字鳥越 代鳥越

大字代字田黒 代田黒

大字代字南添 代南添

大字代字二階 代二階

大字代字平木 代平木

大字代字北谷口 代北谷口



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字代字北谷山 代北谷山

大字代字木戸ノ元 代木戸ノ元

大字代字与茂次郎谷 代与茂次郎谷

大字代字高山 代高山

大字久見字カケ出シ 久見カケ出シ

大字久見字カザハヤ 久見カザハヤ

大字久見字カリヤ 久見カリヤ

大字久見字サガシ畑 久見サガシ畑

大字久見字サキ山 久見サキ山

大字久見字サト 久見サト

大字久見字ジン田 久見ジン田

大字久見字スゴ川 久見スゴ川

大字久見字ダケ山 久見ダケ山

大字久見字ツゝリ畑 久見ツゝリ畑

大字久見字ホデシ 久見ホデシ

大字久見字レンジバ谷 久見レンジバ谷

大字久見字ヲチ地 久見ヲチ地

大字久見字粟ケ谷 久見粟ケ谷

大字久見字伊後道 久見伊後道

大字久見字一ノ井手 久見一ノ井手

大字久見字榎畑 久見榎畑

大字久見字横牧 久見横牧

大字久見字屋原 久見屋原

大字久見字垣ノ内 久見垣ノ内

大字久見字岩立 久見岩立

大字久見字吉浦 久見吉浦

大字久見字宮ノ後 久見宮ノ後

大字久見字宮川原 久見宮川原

大字久見字宮谷 久見宮谷

大字久見字宮ノ尾 久見宮ノ尾

大字久見字原畑 久見原畑

大字久見字向ケ丘ノ二 久見向ケ丘ノ二

大字久見字向田 久見向田

大字久見字江ノ谷 久見江ノ谷

大字久見字山神ケ谷 久見山神ケ谷

大字久見字バケ谷 久見バケ谷

大字久見字小杉 久見小杉

大字久見字菅谷 久見菅谷

大字久見字西ノ浦 久見西ノ浦

大字久見字西殿之作 久見西殿之作

大字久見字赤畑 久見赤畑

大字久見字川越 久見川越



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字久見字船ヲロシ 久見船ヲロシ

大字久見字前田 久見前田

大字久見字大畑ケ 久見大畑ケ

大字久見字大ダワ 久見大ダワ

大字久見字大妻 久見大妻

大字久見字大事原 久見大事原

大字久見字大床 久見大床

大字久見字池ノ本 久見池ノ本

大字久見字中山 久見中山

大字久見字中瀬 久見中瀬

大字久見字中尾ノ谷 久見中尾ノ谷

大字久見字銚子牧 久見銚子牧

大字久見字長浜 久見長浜

大字久見字佃 久見佃

大字久見字田代 久見田代

大字久見字道石 久見道石

大字久見字道田 久見道田

大字久見字乃木谷 久見乃木谷

大字久見字北山 久見北山

大字久見字本風呂屋 久見本風呂屋

大字久見字連蛇谷 久見連蛇谷

大字久見字脇田 久見脇田

大字久見字魚切 久見魚切

大字久見字高丸 久見高丸

大字久見字高平 久見高平

大字久見字向山 久見向山

大字久見字黒島 久見黒島

大字伊後字向ケ丘ノ三 伊後向ケ丘ノ三

大字蛸木字西平 蛸木西平

大字蛸木字西小路 蛸木西小路

大字蛸木字中小路 蛸木中小路

大字蛸木字曲浦 蛸木曲浦

大字蛸木字焼山 蛸木焼山

大字蛸木字木戸根 蛸木木戸根

大字蛸木字笠ケ谷 蛸木笠ケ谷

大字蛸木字東小路 蛸木東小路

大字蛸木字後谷 蛸木後谷

大字蛸木字田の向 蛸木田の向

大字蛸木字鰐ケ谷 蛸木鰐ケ谷

大字蛸木字堤谷 蛸木堤谷

大字蛸木字愛宕山 蛸木愛宕山

大字蛸木字伊志利 蛸木伊志利



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字蛸木字里糠谷 蛸木里糠谷

大字蛸木字名志利 蛸木名志利

大字蛸木字蛇六谷 蛸木蛇六谷

大字蛸木字延山谷 蛸木延山谷

大字蛸木字椿谷 蛸木椿谷

大字蛸木字桐山 蛸木桐山

大字蛸木字山口 蛸木山口

大字蛸木字腰の前 蛸木腰の前

大字蛸木字ハサマ 蛸木ハサマ

大字蛸木字登道 蛸木登道

大字蛸木字延山 蛸木延山

大字蛸木字宮原 蛸木宮原

大字蛸木字中田 蛸木中田

大字蛸木字保津久里 蛸木保津久里

大字蛸木字西濱田 蛸木西濱田

大字蛸木字東濱田 蛸木東濱田

大字蛸木字道田 蛸木道田

大字蛸木字音ケ崎 蛸木音ケ崎

大字蛸木字立岩 蛸木立岩

大字蛸木字ハブロ谷 蛸木ハブロ谷

大字蛸木字ぬか崎 蛸木ぬか崎

大字蛸木字イツノ崎 蛸木イツノ崎

大字蛸木字松島 蛸木松島

大字蛸木字神島 蛸木神島

大字津戸字西小路 津戸西小路

大字津戸字東小路 津戸東小路

大字津戸字丸尾 津戸丸尾

大字津戸字井之尻 津戸井之尻

大字津戸字畑ケ 津戸畑ケ

大字津戸字小谷 津戸小谷

大字津戸字向平 津戸向平

大字津戸字飼馬崎 津戸飼馬崎

大字津戸字カス谷 津戸カス谷

大字津戸字本津戸 津戸本津戸

大字津戸字舟附 津戸舟附

大字津戸字鷺の浦 津戸鷺の浦

大字津戸字東谷 津戸東谷

大字津戸字木戸尻 津戸木戸尻

大字津戸字瓢山 津戸瓢山

大字津戸字畑ノ谷 津戸畑ノ谷

大字津戸字ナガエ 津戸ナガエ

大字津戸字中の谷 津戸中の谷



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字津戸字峯ノ腰 津戸峯ノ腰

大字津戸字岸の峯 津戸岸の峯

大字津戸字後ガラシ 津戸後ガラシ

大字津戸字極楽 津戸極楽

大字津戸字ヲゼ 津戸ヲゼ

大字津戸字ワラビ谷 津戸ワラビ谷

大字津戸字木戸坂 津戸木戸坂

大字津戸字外木戸尻 津戸外木戸尻

大字津戸字塩越 津戸塩越

大字津戸字赤崎 津戸赤崎

大字津戸字打越 津戸打越

大字津戸字扇平 津戸扇平

大字津戸字西の谷 津戸西の谷

大字津戸字中山 津戸中山

大字津戸字高平 津戸高平

大字津戸字奥津戸 津戸奥津戸

大字津戸字海士ケ谷 津戸海士ケ谷

大字津戸字午立 津戸午立

大字津戸字大川 津戸大川

大字津戸字ノブ山 津戸ノブ山

大字津戸字小畑ケ 津戸小畑ケ

大字津戸字蕪浦 津戸蕪浦

大字津戸字マキ 津戸マキ

大字津戸字小子コ 津戸小子コ

大字津戸字堂鼻 津戸堂鼻

大字津戸字田頭 津戸田頭

大字津戸字子コ 津戸子コ

大字津戸字チラジロ 津戸チラジロ

大字津戸字塩尾 津戸塩尾

大字津戸字塩戸 津戸塩戸

大字津戸字フケリ 津戸フケリ

大字津戸字洲崎 津戸洲崎

大字津戸字大森島 津戸大森島

大字津戸字鳥頭島 津戸鳥頭島

大字津戸字四敷嶋 津戸四敷嶋

大字津戸字鳥嶋 津戸鳥嶋

大字津戸字大潟嶋 津戸大潟嶋

大字津戸字前平嶋 津戸前平嶋

大字津戸字音部島 津戸音部島

大字津戸字クリ嶋 津戸クリ嶋

大字津戸字船嶋 津戸船嶋

大字津戸字戸島 津戸戸島



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字都万字小嶽 都万小嶽

大字都万字金山谷 都万金山谷

大字都万字竿ケ谷 都万竿ケ谷

大字都万字ヲイタカ谷 都万ヲイタカ谷

大字都万字ヲイタカ谷ノ下 都万ヲイタカ谷ノ下

大字都万字船井古 都万船井古

大字都万字桃木平 都万桃木平

大字都万字後ケ谷 都万後ケ谷

大字都万字弥次郎畑 都万弥次郎畑

大字都万字宮ノ空 都万宮ノ空

大字都万字鳥越 都万鳥越

大字都万字瀧ノ下 都万瀧ノ下

大字都万字北坂畑 都万北坂畑

大字都万字三蔵谷 都万三蔵谷

大字都万字南坂畑 都万南坂畑

大字都万字南 都万南

大字都万字歌木里 都万歌木里

大字都万字高尾 都万高尾

大字都万字弥六ケ谷 都万弥六ケ谷

大字都万字坂口 都万坂口

大字都万字田ノ平 都万田ノ平

大字都万字小谷 都万小谷

大字都万字樋ノ上 都万樋ノ上

大字都万字中瀬 都万中瀬

大字都万字山口 都万山口

大字都万字屋畑ケ田 都万屋畑ケ田

大字都万字屋敷田 都万屋敷田

大字都万字大端 都万大端

大字都万字大波田 都万大波田

大字都万字道田 都万道田

大字都万字神田 都万神田

大字都万字白州 都万白州

大字都万字田境 都万田境

大字都万字下田境 都万下田境

大字都万字中南 都万中南

大字都万字大南 都万大南

大字都万字下大波多 都万下大波多

大字都万字ニラ瀧 都万ニラ瀧

大字都万字平畑ケ 都万平畑ケ

大字都万字北向 都万北向

大字都万字屋敷 都万屋敷

大字都万字屋畑ケ 都万屋畑ケ



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字都万字船井古之上 都万船井古之上

大字都万字オイタガ谷ノ空 都万オイタガ谷ノ空

大字都万字大床 都万大床

大字都万字金山谷之空 都万金山谷之空

大字都万字ツミノコ床 都万ツミノコ床

大字都万字小獄林 都万小獄林

大字都万字大ハヅ 都万大ハヅ

大字都万字北畑ケ 都万北畑ケ

大字都万字卯ノ瀧 都万卯ノ瀧

大字都万字丹葉越 都万丹葉越

大字都万字南谷 都万南谷

大字都万字カジ谷田 都万カジ谷田

大字都万字焼尾カ原 都万焼尾カ原

大字都万字東ケ谷 都万東ケ谷

大字都万字飛渡 都万飛渡

大字都万字鍛冶谷 都万鍛冶谷

大字都万字女ケ山 都万女ケ山

大字都万字乃木谷 都万乃木谷

大字都万字タワキ 都万タワキ

大字都万字夕月 都万夕月

大字都万字菖蒲谷 都万菖蒲谷

大字都万字下夕月 都万下夕月

大字都万字夕月谷 都万夕月谷

大字都万字サキトリ 都万サキトリ

大字都万字柱山 都万柱山

大字都万字上末路 都万上末路

大字都万字上田ノ平 都万上田ノ平

大字都万字下田ノ平 都万下田ノ平

大字都万字ヲトシヤ 都万ヲトシヤ

大字都万字清水谷 都万清水谷

大字都万字門森 都万門森

大字都万字門森坂 都万門森坂

大字都万字新堀 都万新堀

大字都万字弥八山 都万弥八山

大字都万字ヲボミ 都万ヲボミ

大字都万字波走 都万波走

大字都万字釜座 都万釜座

大字都万字今津 都万今津

大字都万字井奥 都万井奥

大字都万字釜屋 都万釜屋

大字都万字釜屋ノ内 都万釜屋ノ内

大字都万字スワノ尾 都万スワノ尾



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字都万字田縫 都万田縫

大字都万字鷹野 都万鷹野

大字都万字高田原 都万高田原

大字都万字中ノ奥 都万中ノ奥

大字都万字カウベ 都万カウベ

大字都万字カウベノ内 都万カウベノ内

大字都万字古ケノ川 都万古ケノ川

大字都万字堀切 都万堀切

大字都万字中里 都万中里

大字都万字下鷹野 都万下鷹野

大字都万字セハト 都万セハト

大字都万字新井 都万新井

大字都万字釜屋の後 都万釜屋の後

大字都万字新海 都万新海

大字都万字向洲 都万向洲

大字都万字屋ナ 都万屋ナ

大字都万字山根 都万山根

大字都万字大堀 都万大堀

大字都万字屋内原 都万屋内原

大字都万字黒田 都万黒田

大字都万字池尾 都万池尾

大字都万字ニマ 都万ニマ

大字都万字足田 都万足田

大字都万字釜田 都万釜田

大字都万字ケンジキ 都万ケンジキ

大字都万字西の前 都万西の前

大字都万字西里 都万西里

大字都万字井島 都万井島

大字都万字スドコ 都万スドコ

大字都万字ウス立 都万ウス立

大字都万字東小津久 都万東小津久

大字都万字アサヅマ 都万アサヅマ

大字都万字足風呂 都万足風呂

大字都万字七多 都万七多

大字都万字松本 都万松本

大字都万字泉ノ前 都万泉ノ前

大字都万字森ノ下 都万森ノ下

大字都万字森里 都万森里

大字都万字森ノ前 都万森ノ前

大字都万字泉 都万泉

大字都万字殿山 都万殿山

大字都万字向山 都万向山



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字都万字向山ノ前 都万向山ノ前

大字都万字平木 都万平木

大字都万字宮ノ前 都万宮ノ前

大字都万字小田 都万小田

大字都万字ヲダカ 都万ヲダカ

大字都万字脇田 都万脇田

大字都万字向田 都万向田

大字都万字桑原 都万桑原

大字都万字土クドシ 都万土クドシ

大字都万字渡ゼ 都万渡ゼ

大字都万字カンヤ 都万カンヤ

大字都万字カイヤ 都万カイヤ

大字都万字奥カイヤ 都万奥カイヤ

大字都万字栗梨 都万栗梨

大字都万字保谷 都万保谷

大字都万字星登 都万星登

大字都万字奥 都万奥

大字都万字上里 都万上里

大字都万字井上 都万井上

大字都万字砂子谷 都万砂子谷

大字都万字アッソン 都万アッソン

大字都万字イイド 都万イイド

大字都万字峯山 都万峯山

大字都万字西良口 都万西良口

大字都万字八幡原 都万八幡原

大字都万字大山地 都万大山地

大字都万字池原 都万池原

大字都万字漆谷 都万漆谷

大字都万字東良 都万東良

大字都万字カラカ口 都万カラカ口

大字都万字カラカ 都万カラカ

大字都万字天健渕 都万天健渕

大字都万字有坂 都万有坂

大字都万字懸橋 都万懸橋

大字都万字中井良 都万中井良

大字都万字西良 都万西良

大字都万字立岩 都万立岩

大字都万字城山 都万城山

大字都万字小伊勢山 都万小伊勢山

大字都万字河原山 都万河原山

大字都万字カイ鳥 都万カイ鳥

大字都万字水ケ床 都万水ケ床



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字都万字城ケ腰 都万城ケ腰

大字都万字瀧畑 都万瀧畑

大字都万字ウスガ谷 都万ウスガ谷

大字都万字岩五郎 都万岩五郎

大字都万字入クド 都万入クド

大字都万字栄畑 都万栄畑

大字都万字大谷口 都万大谷口

大字都万字奥大谷 都万奥大谷

大字都万字清水 都万清水

大字都万字スカイ畑 都万スカイ畑

大字都万字桃木畑 都万桃木畑

大字都万字亀ノ後 都万亀ノ後

大字都万字ミル谷 都万ミル谷

大字都万字丸山谷 都万丸山谷

大字都万字栗坂 都万栗坂

大字都万字落地 都万落地

大字都万字角ケ谷 都万角ケ谷

大字都万字白水 都万白水

大字都万字横尾 都万横尾

大字都万字若山 都万若山

大字都万字カイ鳥平 都万カイ鳥平

大字都万字アッソン平 都万アッソン平

大字都万字森ノ奥 都万森ノ奥

大字都万字森ノ上 都万森ノ上

大字都万字六郎谷 都万六郎谷

大字都万字赤江崎 都万赤江崎

大字都万字平床 都万平床

大字都万字下平床 都万下平床

大字都万字コメ山 都万コメ山

大字都万字越路 都万越路

大字都万字タレカド 都万タレカド

大字都万字小津久ブロ 都万小津久ブロ

大字都万字小津久 都万小津久

大字都万字矢越 都万矢越

大字都万字大谷 都万大谷

大字都万字向平 都万向平

大字都万字ノブ山 都万ノブ山

大字都万字トウモ 都万トウモ

大字都万字アキ屋 都万アキ屋

大字都万字アキ屋平 都万アキ屋平

大字都万字コゾマ 都万コゾマ

大字都万字西アキ屋 都万西アキ屋



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字都万字大津久平 都万大津久平

大字都万字大津久 都万大津久

大字都万字猪ノ山 都万猪ノ山

大字都万字形津久 都万形津久

大字都万字越道 都万越道

大字都万字水落 都万水落

大字都万字向田平 都万向田平

大字都万字坂の上 都万坂の上

大字都万字一ノ谷 都万一ノ谷

大字都万字姥ケ谷 都万姥ケ谷

大字都万字中尾 都万中尾

大字都万字曲り畑 都万曲り畑

大字都万字下松坂 都万下松坂

大字都万字上松坂 都万上松坂

大字都万字漆平 都万漆平

大字都万字長畑 都万長畑

大字都万字奥姥ケ谷 都万奥姥ケ谷

大字都万字石平 都万石平

大字都万字下高平 都万下高平

大字都万字山田澤 都万山田澤

大字都万字栗坂 都万栗坂

大字都万字上高平 都万上高平

大字都万字亀ノ原 都万亀ノ原

大字都万字皮骨 都万皮骨

大字都万字力石 都万力石

大字都万字源太畑 都万源太畑

大字都万字ワラビガ床 都万ワラビガ床

大字都万字筈ケ床 都万筈ケ床

大字都万字向ハヅ 都万向ハヅ

大字都万字ヤスガオゼ 都万ヤスガオゼ

大字都万字坂ノ空 都万坂ノ空

大字都万字風穴 都万風穴

大字都万字下鉢 都万下鉢

大字都万字上鉢 都万上鉢

大字都万字大ダワ 都万大ダワ

大字都万字ロンザ 都万ロンザ

大字都万字西ノ尾瀬 都万西ノ尾瀬

大字都万字ヘビ山 都万ヘビ山

大字都万字ゲンダイ 都万ゲンダイ

大字都万字シデノ池 都万シデノ池

大字都万字黒根ケ床 都万黒根ケ床

大字都万字松崎 都万松崎



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日(��)

大字都万字牛尾田 都万牛尾田

大字都万字大田 都万大田

大字都万字西ノ下 都万西ノ下

大字都万字洲崎 都万洲崎

大字那久字ハマ 那久ハマ

大字那久字灘 那久灘

大字那久字泊り 那久泊り

大字那久字上井手 那久上井手

大字那久字中田 那久中田

大字那久字河原 那久河原

大字那久字茗荷谷 那久茗荷谷

大字那久字北平 那久北平

大字那久字上河原 那久上河原

大字那久字とふじり 那久とふじり

大字那久字竹山田 那久竹山田

大字那久字上とふじり 那久上とふじり

大字那久字三蔵ノ前 那久三蔵ノ前

大字那久字宮之前 那久宮之前

大字那久字竹ノ元 那久竹ノ元

大字那久字大将軍 那久大将軍

大字那久字都万路 那久都万路

大字那久字前田尻 那久前田尻

大字那久字風呂 那久風呂

大字那久字中里 那久中里

大字那久字中瀬 那久中瀬

大字那久字池畠ケ 那久池畠ケ

大字那久字松尾 那久松尾

大字那久字清水 那久清水

大字那久字一ノ瀬 那久一ノ瀬

大字那久字三ノ瀬 那久三ノ瀬

大字那久字小瀧 那久小瀧

大字那久字中口 那久中口

大字那久字福畑ケ 那久福畑ケ

大字那久字中川 那久中川

大字那久字南谷 那久南谷

大字那久字長坂 那久長坂

大字那久字梅木畑 那久梅木畑

大字那久字上道 那久上道

大字那久字下道 那久下道

大字那久字辻堂 那久辻堂

大字那久字ゑりくど 那久ゑりくど

大字那久字天神田 那久天神田



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月�日 (��)

大字那久字川渡 那久川渡

大字那久字向里 那久向里

大字那久字道平 那久道平

大字那久字下道平 那久下道平

大字那久字椿 那久椿

大字那久字杉谷 那久杉谷

大字那久字宮の下 那久宮の下

大字那久字住吉 那久住吉

大字那久字はさま 那久はさま

大字那久字神子谷 那久神子谷

大字那久字三才堀 那久三才堀

大字那久字宮谷 那久宮谷

大字那久字込垣 那久込垣

大字那久字山守山 那久山守山

大字那久字中の平 那久中の平

大字那久字塩床 那久塩床

大字那久字大崎 那久大崎

大字那久字潰畑 那久潰畑

大字那久字高平 那久高平

大字那久字栖風呂 那久栖風呂

大字那久字下松尾 那久下松尾

大字那久字下り坂 那久下り坂

大字那久字さいぶつ 那久さいぶつ

大字那久字建山 那久建山

大字那久字油井路 那久油井路

大字那久字大清水 那久大清水

大字那久字こぶ谷 那久こぶ谷

大字那久字道念 那久道念

大字那久字下寺床 那久下寺床

大字那久字小丸 那久小丸

大字那久字チマタ 那久チマタ

大字那久字寺床 那久寺床

大字那久字瓜寺 那久瓜寺

大字那久字高礫 那久高礫

大字那久字奥油井路 那久奥油井路

大字那久字七斗畑 那久七斗畑

大字那久字八反畑 那久八反畑

大字那久字門田 那久門田

大字那久字瀧根 那久瀧根

大字那久字前田 那久前田

大字那久字東谷 那久東谷

大字那久字坂ノ上 那久坂ノ上
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大字那久字小滝向 那久小滝向

大字那久字先松尾 那久先松尾

大字那久字長畑 那久長畑

大字那久字床野 那久床野

大字那久字上野山 那久上野山

大字那久字谷 那久谷

大字那久字栗木谷 那久栗木谷

大字那久字朝景 那久朝景

大字那久字かぼね 那久かぼね

大字那久字東風谷 那久東風谷

大字那久字高尾 那久高尾

大字那久字荒神山 那久荒神山

大字那久字後山 那久後山

大字那久字空高尾 那久空高尾

大字那久字越路 那久越路

大字那久字ぞふとふ平 那久ぞふとふ平

大字那久字床畑 那久床畑

大字那久字中宮谷 那久中宮谷

大字那久字弥右衛門峠 那久弥右衛門峠

大字那久字鍋岩 那久鍋岩

大字那久字あつばり畑 那久あつばり畑

大字那久字上野床 那久上野床

大字那久字堤尻 那久堤尻

大字那久字くわんのき畑 那久くわんのき畑

大字那久字池畔 那久池畔

大字那久字伏拝ミ 那久伏拝ミ

大字那久字丸山 那久丸山

大字那久字西峯 那久西峯

大字那久字中ノ谷 那久中ノ谷

大字那久字蜂ケ尻 那久蜂ケ尻

大字那久字のち谷 那久のち谷

大字那久字大曲 那久大曲

大字那久字三本志な 那久三本志な

大字那久字背戸 那久背戸

大字那久字くどしの後 那久くどしの後

大字那久字石坂 那久石坂

大字那久字六郎木 那久六郎木

大字那久字渡上 那久渡上

大字那久字横瀧 那久横瀧

大字那久字八畑ケ 那久八畑ケ

大字那久字松尾平 那久松尾平

大字那久字鳥磯 那久鳥磯
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大字那久字呼水上 那久呼水上

大字那久字呼水下 那久呼水下

大字油井字国吉平 油井国吉平

大字油井字後田 油井後田

大字油井字落地 油井落地

大字油井字奥落地 油井奥落地

大字油井字新井手 油井新井手

大字油井字北向 油井北向

大字油井字西向 油井西向

大字油井字前田 油井前田

大字油井字三尾田 油井三尾田

大字油井字向田 油井向田

大字油井字阿ゲリ 油井阿ゲリ

大字油井字石畑ケ 油井石畑ケ

大字油井字奥平 油井奥平

大字油井字谷之山 油井谷之山

大字油井字西端 油井西端

大字油井字濱田 油井濱田

大字油井字川向 油井川向

大字油井字前濱 油井前濱

大字油井字洲平 油井洲平

大字油井字土落 油井土落

大字油井字由架井平 油井由架井平

大字油井字美路景 油井美路景

大字油井字上奥平 油井上奥平

大字油井字稗見谷 油井稗見谷

大字油井字池平 油井池平

大字油井字中牧 油井中牧

大字油井字釜家上 油井釜家上

大字油井字鳥越 油井鳥越

大字油井字蜂ケ尻 油井蜂ケ尻

大字油井字下り坂 油井下り坂

大字油井字池之向 油井池之向

大字油井字大床 油井大床

大字油井字妙木 油井妙木

大字油井字鰕ノ脇 油井鰕ノ脇

大字油井字上池平 油井上池平

大字油井字笹野 油井笹野

大字油井字水落 油井水落

大字油井字脱シ 油井脱シ

大字油井字西平 油井西平

大字油井字嶽ノ前 油井嶽ノ前
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地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項の規定により、江津市長から次のとおり町の区域をあらたに画し、

字の区域を廃止する旨の届出があったので、同条第�項の規定により告示する。

なお、この届出に係る町の区域の設定及び字の区域の廃止の効力は、平成��年��月�日から生ずる。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 江津市において字を廃止する区域

� 江津市においてあらたに町を画する区域

号外第���号 平成��年��月�日(�	)

大字市山、大字今田、大字後山、大字江尾、大字大貫、大字小田、大字川越、大字川戸、大字坂本、大字鹿賀、大

字田津、大字谷住郷、大字長谷、大字八戸

大字油井字高瀧 油井高瀧

大字油井字都井 油井都井

大字油井字向山 油井向山

大字油井字大水谷 油井大水谷

大字油井字持山 油井持山

大字油井字長尾 油井長尾

大字油井字下中尾 油井下中尾

大字油井字一ノ谷 油井一ノ谷

大字油井字行惰 油井行惰

大字油井字背戸平 油井背戸平

大字油井字大空 油井大空

大字油井字尾板坂 油井尾板坂

大字油井字那智ノ上 油井那智ノ上

大字油井字瀧ノ上 油井瀧ノ上

大字油井字呼水 油井呼水

大字油井字向灘 油井向灘

大字油井字箱島 油井箱島

大字油井字坪水 油井坪水

大字蔵田字尻無 蔵田尻無

大字蔵田字南肥 蔵田南肥

大字蔵田字畑奥 蔵田畑奥

大字蔵田字大領 蔵田大領

大字蔵田字蔵田 蔵田蔵田

大字蔵田字黒島 蔵田黒島

大字蔵田字元島 蔵田元島

大字蔵田字白島 蔵田白島

大字蔵田字沖瀬島 蔵田沖瀬島
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町 名 区 域

桜江町市山 旧大字市山の区域

桜江町今田 旧大字今田の区域

桜江町後山 旧大字後山の区域

桜江町江尾 旧大字江尾の区域

桜江町大貫 旧大字大貫の区域

桜江町小田 旧大字小田の区域

桜江町川越 旧大字川越の区域

桜江町川戸 旧大字川戸の区域

桜江町坂本 旧大字坂本の区域

桜江町鹿賀 旧大字鹿賀の区域

桜江町田津 旧大字田津の区域

桜江町谷住郷 旧大字谷住郷の区域

桜江町長谷 旧大字長谷の区域

桜江町八戸 旧大字八戸の区域
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