宿毛市の小字一覧
地域

宿毛

大字

宿毛
すくも

字
赤ハゲ(あかはげ)アケ川原(あけかわはら)飛鳥瀬(あすかせ)井口(いぐち)
池ノ内(いけのうち)池ノ元(いけのもと)池松田(いけまつだ)石神谷(いしがみ
だに)石神谷セイ元(いしがみだにせいもと)石神谷山(いしがみだにやま)石
崎(いしざき)石場ノ前(いしばのまえ)市坂ヶ谷(いちさかがだに)市助ヤシキ
(いちすけやしき)伊藤屋敷(いとうやしき)イノシリ(いのしり)伊部(いべ)芋洗
川(いもあらいがわ)芋地ノ谷(いもぢのたに)植捨(うえすて)
上ハヨセ(うえはよせ)後田(うしろだ)後谷(うしろだに)後山(うしろやま)ウソヶ
谷(うそがたに)内塩田札場(うちしおたふだば)内屋式(うちやしき)姥ヶ谷(う
ばがだに)梅田屋式(うめだやしき)延明寺(えんみようじ)扇堤(おおぎづつ
み)大久保(おおくぼ)大小谷(おおこうたに)大島屋式(おおしまやしき)大谷
(おおたに)大谷セイ元(おおたにせいもと)大谷中尾(おおたになかお)大谷
山(おおたにやま)大坪(おおつぼ)大薮床(おおやぶどこ)
岡鼻(おかはな)沖瀬(おきせ)沖本屋敷(おきもとやしき)沖屋敷(おきやしき)
沖ヨセ(おきよせ)大車田(おぐるまだ)ヲトシノ谷(おとしのたに)ヲロノ本(おろ
のもと)貝塚(かいづか)貝塚屋式(かいづかやしき)貝塚山(かいづかやま)カ
イマイ(かいまい)隠レ田(かくれだ)片町(かたまち)カヅラ袋(かづらぶくろ)門
口(かどぐち)鎌田(かまた)上辛田(かみからだ)上塩田(かみしおた)上外荒
瀬(かみそとあらせ)
上タコヲチヒラ(かみたこうちひら)上長池(かみながいけ)上長澤(かみながさ
わ)上ノ瀬(かみのせ)上古川(かみふるかわ)上宮崎(かみみやざき)川島(か
わしま)川原田(かわはらだ)川渕戸ノウラ(かわぶちとのうら)川本作(かわも
んじようじ)願成寺山(がんじようじやま)鉋場(かんなば)鉋場ノ尾(かんなば
のお)キヲンノ尾(きおんのお)北エラ(きたえら)北スカ(きたすか)木戸屋舗(き
どやしき)
木戸屋敷前(きどやしきまえ)木ノ下(きのした)行司田(ぎようじだ)京法ケ市
屋式(げんうえもんやしき)ケント井流(けんとゆる)コヲソアン(こうそあん)楮
屋式(こうぞやしき)光谷(こうたに)河戸(こうど)河戸上(こうどうかみ)小車田
(こくるまだ)五反地(ごたんぢ)小通リ(こどうり)小屋式(こやしき)コヤトコ(こや
とこ)サイマツヤシキ(さいまつやしき)
西明寺(さいみようじ)逆溝(さかみぞ)鷺洲(さぎす)サギノスカ(さぎのすか)實
(さんたんぢ)シウリ畑(しうりばた)塩田渡リ上リ(しおたわたりあがり)芝崎(し
ばさき)芝ノ前(しばのまえ)芝屋式(しばやしき)下辛田(しもからだ)下塩田(し
もしおた)下外荒瀬(しもそとあらせ)下長澤(しもながさわ)下古川(しもふるか
わ)下宮崎(しもみやざき)シヤロク(しやろく)
正源ヤシキ(しようげんやしき)正善谷(しようぜんたに)次郎ヶ谷(じろうがた
に)城ノ岸(しろのきし)城ノ首(しろのくび)城ノ下(しろのしも)城ノ谷(しろのた
に)城山(しろやま)城山西平(しろやまにしひら)城山東平(しろやまひがしひ
ら)新開中尾(しんかいなかお)新ヶ谷西平(しんがたににしひら)新ヶ谷(しん
がだね)新光寺(しんこうじ)新三郎屋敷(しんざぶろうやしき)新塩田(しんしお
た)新善寺(しんぜんじ)新堤ノ裏(しんていのうら)新土居(しんどい)新八反地
(しんはつたんち)
水道町(すいどうちよう)杉木畑(すぎきばた)スキサキ(すきさき)角田(すみ
だ)瀬下(せじた)瀬裏(せのうら)千光坊(せんこうぼう)善正寺(ぜんしようじ)
しおたわたりあがり)高砂(たかさご)高島(たかしま)高田(たかだ)瀧ヶ谷(たき
がだに)竹ノ下(たけのした)竹ノ添(たけのぞえ)タコヲチヒラ(たこうちひら)但
島(たしま)田中(たなか)
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宿毛市の小字一覧
地域

大字

字
田中後(たなかのうしろ)田中ノ前(たなかのまえ)谷田(たにだ)地藏ノ尾(ぢぞ
うのお)茶屋堂ノ前(ちややどうのまえ)長住寺(ちようじゆうじ)長助屋式(ちよ
うすけやしき)丁畑(ちようばた)坪田(つぼた)ツユ田(つゆだ)露田中スカ(つ
ゆだなかすか)天神床(てんじんとこ)天神ノ後(てんじんのうしろ)天神ノ前(て
んじんのまえ)天神ノ本(てんじんのもと)土居式(どいしき)トイノ西(といのに
し)土居ノ前(どいのまえ)堂源田(どうげんだ)藤助屋式(とうすけやしき)
堂善田(どうぜんだ)堂ノ向(どうのこう)堂ノ前(どうのまえ)東福寺谷(とうふく
じだに)トノサンガンキ(とのさんがんき)長池ノ下(ながいけのした)中市(なか
いち)長尾屋舗(ながおやしき)中塩田(なかしおた)中城(なかしろ)仲スカ(な
かすか)長田(ながた)中ノ瀬(なかのせ)中畑(なかばたけ)中古川(なかふる
かわ)中本城山(なかほんじようやま)中ヨセ(なかよせ)流橋(ながればし)中
脇(なかわき)中脇屋式(なかわきやしき)
ナ口(なぐち)梨ノ木谷(なしのきだね)西ヶ谷セイモト(にしがたにせいもと)
西ヶ谷ノ中(にしがたにのなか)西本城山(にしほんじようやま)西山(にしや
ま)弐反田畝地(にたんだせち)女法寺(にょほうじ)ノヲ木ノ本(のうきのもと)
野中屋式(のなかやしき)ハカマコシ(はかまこし)萩原(はぎわら)挾田(はさみ
だ)畠田(はたけだ)畠田ノ前(はたけだのまえ)八反地(はつたんぢ)濱スカ(は
ますか)濱田西(はまだにし)濱田東(はまだひがし)林ノ尾ノ下(はやしのおの
した)
東本城山(ひがしほんじようやま)東山(ひがしやま)樋ノ表(ひのおもて)檜畑
(ひのきばた)瓢箪田(ひようたんでん)弘畑(ひろばたけ)深田(ふかだ)深谷
(ふかだに)袋田(ふくろだ)藤田(ふじた)藤ノ尾(ふじのお)フセンケン(ふせん
けん)札場(ふだば)船倉(ふなくら)船割(ふなわり)武平越シ(ぶへいごし)武平
ノ尾(ぶへいのお)武平山(ぶへいやま)古川(ふるかわ)古舞台床(ふるぶた
いとこ)
文八屋式(ぶんぱちやしき)平助屋式(へいすけやしき)平兵衛山ノハナ(へい
べえやまのはな)防(ぼう)本城山(ほんじようやま)本毛谷(ほんもうだに)又
つさわ)松田川(まつだがわ)松田川原井口(まつだかわはらいぐち)松田ヤ
シキ(まつだやしき)松ノ本(まつのもと)松原(まつばら)松原長田(まつばらな
がた)松村(まつむら)丸山(まるやま)廻リ角ノ内(まわりかどのうち)廻リ田(ま
わりた)三浦(みうら)
水落谷(みずおちがたね)水ヶ谷セイ元(みずがたにせいもと)水切(みずきり)
水越(みずこし)宮内兵衛(みやうちべえ)宮ノ尾(みやのお)宮ノ谷(みやのた
に)宮ノハナ(みやのはな)宮東屋敷(みやひがしやしき)妙光田(みようこうで
ん)妙法寺中(みようほうじなか)妙法田(みようほうでん)ミヨマス(みよます)ミ
ヨマスノタニ(みよますのたに)宗尾(むねお)村尾(むらお)無緑堂(むりよくど
う)ヤイト川(やいとがわ)ヤギヤシキ(やぎやしき)柳本(やなぎのもと)
薮ノ後(やぶのうしろ)薮ノ下(やぶのしも)薮ノ前(やぶのまえ)山王田(やまお
うだ)山王西ノ前(やまおうにしのまえ)山神ノ尾(やまがみのお)山ノ下(やま
のした)与市明串屋式(よいちみようくしやしき)与市明口(よいちみようぐち)
与市明西(よいちみようにし)与市明西平(よいちみようにしひら)与市明東(よ
門瀬(よざえもんのせ)渡場(わたしば)

西片島
にしかたしま
土居下
どいした
桜町
さくらまち
本町
ほんまち
松田町
まつだちょう

住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
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地域

大字
幸町
さいわいちょう
長田町
ながたちょう
萩原
はぎわら
与市明
よいちみょう
高砂
たかさご
錦
にしき

字
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
流ノ内(いるのうち)井流ノ谷(いるのたに)大岩谷(おおいわたに)大澤(おおさ
わ)大澤山(おおさわやま)大坪(おおつぼ)沖田(おきだ)尾森上ケ(おもりあ
げ)柿木畑(かきのきばた)加治屋畑(かじやばた)刀脇(かたなわき)カナツキ
松(かなつきまつ)倉屋舗(くらやしき)栗ノ木山(くりのきやま)黒岩山(くろいわ
やま)小串(こぐし)
小串山(こぐしやま)小越(こごえ)小越山(こごえやま)越井左孤(こしいざこ)五
七山(ごしちやま)今城山(こじようざん)小錦(こにしき)小錦山(こにしきやま)
小吹(こびき)コヤノ谷(こやのたに)篠尾山(ささおやま)猴屋口(さるやぐち)四
反地(したんぢ)城之後(じようのうしろ)白皇山(しらおうざん)次郎杖(じろうづ
え)次郎杖山(じろうづえやま)新城(しんじよう)立割(たてわり)地神前(ぢじん
まえ)
ツベカヤリ山(つべかやりやま)寺尾(てらお)寺尾山(てらおやま)天ト守リ(て
んとまもり)土藏(どぞう)鳥居ノ本(とりいのもと)中尾(なかお)仲間屋舗(なか
まやしき)西ヶ谷(にしがたに)西ヶ谷山(にしがたにやま)錦口(にしきぐち)錦
越(にしきごえ)入戸浦(にゆうどうら)登谷(のぼりだに)走リ下山(はしりおり
がしやなぎのもと)
檜ノ谷(ひのきのたに)姫錦(ひめにしき)兵庫岩(ひようごいわ)ヒョヲタン山
(ふなさこぐち)舩場トコ(ふなばがとこ)坊ヶ谷(ぼうがたに)法津庵(ほうづあ
ん)本番所(ほんばんしよ)松ヶ下山(まつがおりやま)松ヶ左孤(まつがさこ)
松ヶ左孤山(まつがさこやま)宮ノ口(みやのくち)宮ノ谷(みやのたに)宮ノ前
(みやのまえ)宮ノ脇(みやのわき)ムソヲ山(むそうやま)
室屋舗(むろやしき)ヤキヤ谷(やきやたに)山本畑(やまもとばた)和左孤(わ
さこだ)

貝塚
かいづか

小深浦
こぶかうら

住居表示
青木谷(あおきたに)壱町五反地(いつちようごたんぢ)大串(おおぐし)岡ノ下
(おかのした)沖田(おきた)奥山西下分(おくやまにししもぶん)奥山東下分
(おくやまひがししもぶ)奥山東分(おくやまひがしぶん)ヲロヶサコ(おろがさ
こ)切度(きりど)小越(こごえ)小手串(こてぐし)小深浦城山(こぶかうらしろや
助左孤(そうすけざこ)大道(だいどう)大道谷(だいどうたに)
高手屋敷(たかてやしき)高手山(たかてやま)瀧ケ谷山(たきのたにやま)太
刀打場(たちうちば)太刀打場前(たちうちばまえ)太刀打場山(たちうちばや
ま)田ノ代(たのしろ)経墓(つねばか)寺ノ後(てらのうしろ)鳥坂山(とりさかや
ま)長田(ながた)中谷口(なかたにぐち)中取場(なかとりば)長畑(ながはた)
新谷表(にいやおもて)西又(にしまた)西又山(にしまたやま)墓ノ鼻(はかの

自由ヶ丘
じゆうがおか

住居表示
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地域

大字

字
赤ハゲ(あかはげ)赤穂島(あかほじま)池ノ谷山(いけのたにやま)石神谷山
(いしがみたにやま)石神山(いしがみやま)井戸ノ谷山(いどのたにやま)イノ

大深浦
おおぶかうら

(おおたにやま)大人山(おおひとやま)ヲクカシダニ(おくかしだに)奥正龍谷
(おくしようりゆうだに)奥駄塲(おくだば)奥夏山(おくなつやま)押ノ峠(おしの
とうげ)小田内(おだうち)小田ノ谷山(おだのたにやま)ヲリ付(おりつき)音地
(おんぢ)
音地奥山(おんぢおくやま)音地ノ前(おんぢのまえ)音地山(おんぢやま)カキ
カセト(かきかせと)柿ノ木ハナ(かきのきはな)カシダニ(かしだに)樫谷畝山
(かしだにうねやま)加治屋田(かじやだ)梶山(かじやま)方ノ脇山(かたのわ
きやま)門屋式(かどやしき)上屋式田(かみやしきだ)鴨奥山(かもおくやま)
河平(かわひら)河平山(かわひらやま)カワラケ田山(かわらげだやま)久蔵
上ノ山(きゆうぞううえのやま)串ノ奥(くしのおく)串ノ奥山(くしのおくやま)久
保田(くぼた)
古城(こじよう)小谷山(こたにやま)ゴマジリ山(ごまじりやま)古屋峠山(こやと
うげやま)古屋谷山北分(こやのたにやまきたぶん)古屋場(こやば)古屋場
山(こやばやま)古屋東分山(こやひがしわけやま)古屋本谷山(こやほんだ
にやま)小井流(こゆる)櫻ヶ畝山(さくらがせやま)櫻ヶ谷(さくらがたに)猿越
山(さるごえやま)三反地(さんたんぢ)シキノ谷(しぎのたにやま)志澤濱渕(し
さわはまぶち)下田ノ内山(しもたのうちやま)シモダバ(しもだば)下ノ谷(しも
のたに)正学防(しようがくぼう)
正龍谷(しようりゆうだに)正龍谷北山(しようりゆうだにきたや)城ヶ山(しろが
やま)新井流(しんゆる)スゲノサコ(すげのさこ)スズ玉山(すずたまやま)スノ
キ屋式(すのきやしき)セン長(せんちよう)船場山(せんばやま)惣市山(そう
いちやま)象頭山(ぞうとうやま)タデ原(たではら)地神ノ森山(ぢじんのもりや
ま)地ノ鼻山(ぢのはなやま)長藏山(ちようぞうやま)ツ井スケ山(ついすけや
ま)ツンボウ(つんぼう)寺奥山(てらおくやま)東岸ノ内(とうがんのうち)東岸ノ
外(とうがんのそと)
道左孤(どうさこ)道左孤山(どうさこやま)道ノ表(どうのおもて)兎ヶ谷山(とが
たにやま)友次家ノ上山(ともじいえのうえやま)トヲメン(とをめん)長谷(なが
たに)中ノ谷山(なかのたにやま)中宗山(なかむねやま)中屋式田(なかやし
きだ)夏山(なつやま)夏山西分(なつやまにしぶん)西川原毛山(にしがわら
けやま)西正龍山(にししようりゆうやま)西ダバ山(にしだばやま)西平山(に
しひらやま)子バスケ山(ねばすけやま)登谷山(のぼりたにやま)萩原(はぎ
わら)ハゲ山(はげやま)
東馬木山(ひがしうまきやま)日引ノ前(ひびきのまえ)日引山(ひびきやま)弘
畑(ひろはた)弘畠越山(ひろばたごえやま)ブジュ谷(ぶじゆだに)古城山(ふ
るじようやま)古谷(ふるたに)フロガ畑山(ふろがはたやま)佛ノ峠(ほとけのと
うげ)佛ノ峠山(ほとけのとうげやま)本越(ほんごえ)本城山(ほんじようやま)
本佛(ほんぶつ)本佛山(ほんぶつやま)松ヶ澤(まつがさわ)松木原山(まつき
はらやま)丸山(まるやま)丸山赤穂島(まるやまあかほじま)味噌ヶ市(みそ
がいち)
南正龍山(みなみしようりゆうやま)ミノコシ山(みのこしやま)屋式田(やしき
だ)井流ノ内(ゆるのうち)井流ノ内山(ゆるのうちやま)横田(よこた)芳谷山(よ
しだにやま)ヨシヒラ(よしひら)里塚山(りつかやま)六部森山(ろくぶもりやま)

西町１丁目
にしまちいっちょう
西町２丁目
にしまちにちょうめ
西町３丁目
にしまちさんちょう
西町４丁目
にしまちよんちょう
西町５丁目
にしまちごちょうめ

住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
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地域

大字

樺
かば

字
池ノ谷(いけのたに)石神山(いしがみやま)石橋ノ下(いしばしのした)後ノ谷
(うしろのたに)大樺口(おおかばぐち)押ノ峠(おしのとうげ)下リ付(おりつき)
下リ付山(おりつきやま)カキノ内(かきのうち)カキノ内山(かきのうちやま)柿
ノ木畑(かきのきばた)柿本(かきもと)覚明山(かくめいやま)金山(かなやま)
蟹茅(かにがや)椛崎山(かばさきやま)樺新港(かばしんこう)上屋式山(かみ
やしきやま)土器田(かわらぎでん)キウチヶ谷(きうちがたに)
北平山(きたひらやま)切タヲ山(きりたおやま)源九郎畑(げんくろうばた)小
池(こいけ)庚申平(こうしんびら)小椛ノ奥(こかばのおく)小志澤尾(こしさお)
五反平(ごたんびら)コヤヶ谷(こやがたに)櫻木山(さくらぎやま)平サコ山(さ
こやま)篠田(ささでん)皿谷(さらたに)三本松(さんぼんまつ)椎林(しいばや
し)潮田(しおた)下モ畑(しもばた)下モ畑山(しもばたやま)正歩ヶ谷(しようぶ
がたに)正歩ヶ谷西平山(しようぶがたににしひ)

きやま)甚助分(じんすけぶん)新林(しんばやし)杉山ノ谷(すぎやまのたに)
大日山(だいにちやま)タデワエ(たでわえ)谷屋式(たにやしき)田野谷(たの
たに)地藏ノ尾(ぢぞうのお)ツエノ谷(つえのたに)峠ケノ下(とうげのした)峠ノ
下山(とうげのしたやま)鳥首西谷(とりくびにしのたに)鳥越山(とりごえやま)
長尾谷(ながおたに)中尾山(なかおやま)中ノ尾(なかのお)夏山(なつやま)
夏山ノ谷(なつやまのたに)名本屋敷(なもとやしき)名本山(なもとやま)西地
山(にしぢやま)西平ハエ(にしひらはえ)橋ノ下(はしのした)畑田山(はただや

(ふかはなやま)舩ヶ浦ノ谷(ふながうらのたに)本佛(ほんぶつ)
本佛山(ほんぶつやま)マガリサコ(まがりさこ)松ヶサコ(まつがさこ)丸田(ま
るた)道ノ表(みちのおもて)宮ノ谷(みやのたに)宮ノ谷山(みやのたにやま)
(よたひら)ワリ田(わりた)

宇須々木
うすすき

赤ハケ山(あかはげやま)赤場谷(あかばだに)昼知(あぜち)畔地(あぜち)阿
瀬知山(あぜちやま)畔地山(あぜちやま)雨皷(あまつづみ)網代山(あみしろ
やま)池ノ口(いけのくち)伊田ノ谷(いだのたに)伊田峯(いだみね)稲毛山(い
なげやま)伊武田(いぶた)岩井田(いわいでん)岩水畑(いわみずはた)ウツ
ボ谷(うつぼだに)梅ノ木谷(うめのきだに)枝ノ谷(えだのたに)圓ノサコ(えん
のさこ)大串(おおぐし)
大串山(おおぐしやま)大首(おおくび)大サコ(おおさこ)太田(おおた)大谷(お
おたに)大谷山(おおたにやま)岡田屋式(おかだやしき)岡本畑(おかもとは
た)奥ノ谷(おくのたに)ヲモ山(おもやま)下リ付(おりつき)折付(おりつき)カイ
マワリ(かいまわり)垣ノ内(かきのうち)柿ノ木田(かきのきた)川後ノ谷(かご
のたに)川後山(かごやま)梶取(かじとり)鍛治屋田(かじやだ)柏田(かしわだ)

片山(かたやま)カチヤタ山(かちやたやま)金堀場(かなほりば)椛越(かばこ
原田(かわはらだ)勘藏ダバ(かんぞうだば)久八畑(きゆうはちばた)下リサコ
(くざりさこ)国沢畑(くにさわはた)久保田屋敷(くぼたやしき)熊ヶ谷(くまがた
に)蔵ノ後(くらのうしろ)藏ノ谷(くらのたに)栗ノ木谷(くりのきだに)栗ノ木谷山
(くりのきだにやま)車瀬(くるませ)
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地域

大字

字
九郎助(くろうすけ)越戸山(こえとやま)コツノダバ(こつのだば)御殿山(ごて
んやま)桜田(さくらだ)三藏畑(さんぞうはた)鹿ノ角(しかのつの)清水川(しみ
ずがわ)拾枚田(じゆうまいでん)正作(しようさく)正作山(しようさくやま)勝仙
寺谷(しようじんだに)勝負ヶ谷(しようぶがだに)白貝(しらがい)城山(しろや
ま)神田(じんでん)新屋敷(しんやしき)瑞泉寺(ずいせんじ)瑞泉寺山(ずいせ
んじやま)杉山(すぎやま)
大工山(だいくやま)高平(たかひら)橘サコ(たちばさこ)橘谷(たちばだに)田
中屋敷(たなかやしき)谷田平(たにだひら)谷ノ下(たにのした)谷ノ山(たにの
やま)駄場(だば)使田(つかいでん)津川サコ(つかわさこ)塚ワ田(つかわた)
皷田(つづみた)ツナリ山(つなりやま)手打ヶ谷(てうちがたに)土居屋敷(どい
やしき)堂ノ鼻(どうのはな)伽(とぎ)殿山(とのやま)鳥羽ヶ谷(とばがたに)

鳥羽山(とばやま)友藏田(ともぞうでん)中畝(なかうね)中立(なかたて)中駄
場(なかだば)中谷(なかのたに)中ノ森山(なかのもりやま)西岡畑(にしおか
ばた)西尾ノ上(にしおのうえ)西北平(にしきたひら)西港(にしこう)西谷(にし
たに)西田畑(にしだはた)西平山(にしひらやま)西村畑(にしむらはた)念佛
サコ(ねんぶつさこ)野中ノ谷(のなかのたに)野緑(のみどり)畠田(はたけだ)
八郎屋敷(はちろうやしき)

つづみ)東尾ノ上(ひがしおのうえ)東北平(ひがしきたひら)東北山(ひがしき
たやま)樋ノ口(ひのくち)蛭子山(ひめこやま)平野(ひらの)平見(ひらみ)深田
(ふかた)福藏寺田(ふくぞうじでん)藤田(ふじた)船蔵(ふなぐら)宝海山(ほう
かいざん)松ヶサコ(まつがさこ)松澤(まつさわ)松ノ下(まつのした)的場(まと
ば)
丸田(まるた)丸山(まるやま)三島(みしま)三嶋山(みしまやま)水ヶ峠山(みず
がとうげやま)水持山(みずもちやま)溝田(みぞた)ミソノ(みその)御玉谷(み
たまたに)道ノ下(みちのした)三ツ碆山(みつばえやま)港(みなと)峯屋敷(み
ねやしき)向イ畑(むかいはた)ムソノシタ(むそのした)室屋政所(むろやまん
どころ)森ノ尾(もりのお)柳(やなぎ)山口(やまぐち)山ノ木ダバ(やまのきだ
ば)

藻津
むくづ

赤松山(あかまつやま)家坪(いえつぼ)池谷山(いけたにやま)石佛(いしぼと
け)一本松(いつぽんまつ)後田(うしろだ)後田山(うしろだやま)畝畑(うねば
たけ)梅ノ木谷(うめのきたに)蛭子鼻山(えびすばなやま)大和田(おおわだ)
大和田山(おおわだやま)岡畑(おかのはたけ)尾崎(おさき)尾崎山(おさきや
ま)尾立山(おだてやま)落合(おとしたに)尾野鼻(おのはな)貝崎(かいがさき)
貝ヶ崎山(かいがさきやま)
柏田(かしわだ)柏谷(かしわだに)柏田山(かしわだやま)カニクライ(かにくら
い)上岡(かみおか)上尾崎(かみおさき)上船場(かみふなば)上傍示(かみぼ
たつえうちやま)北平山(きたひらやま)木津志(きつし)キツシ谷(きつしだに)
木下(きのした)下畑(くだりばたけ)下リ山(くだりやま)口無谷(くちなしたに)久
保屋式(くぼやしき)
光善屋式(こうぜんやしき)幸田(こうだ)幸田平山(こうだひらやま)御前場(ご
ぜんば)才農(さいのう)才農山(さいのうやま)サルクイ(さるくい)三本松(さん
ぼんまつ)三枚田(さんまいだ)塩屋(しおや)塩屋山(しおややま)下畑(しもば
たけ)下船場(しもふなば)下傍示(しもぼうじ)尻貝(しりがい)尻貝山(しりがい
やま)新立山(しんだてやま)滝ノ山(たきのやま)田中(たなか)地神洲(ぢじん
しゆう)
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地域

大字

字
サコヤマ(なかさこやま)永野(ながの)中平山(なかひらやま)中森山(なかも
りやま)西後田(にしうしろだ)西柏田山(にしかしわだやま)西久保(にしくぼ)
(にしひらやま)西傍示山(にしぼうじやま)西森山(にしもりやま)西脇谷(にし
わきたに)西脇山(にしわきやま)入道佐古(にゆうどうさこ)
子ヂレマツ(ねぢれまつ)農木谷(のぎたに)萩谷山(はぎのたにやま)萩谷(は
ぎのたね)畑田(はたけだ)東大和田(ひがしおおわだ)東平山(ひがしひらや
ま)火口(ひのくち)ヒノ口山(ひのくちやま)平駄場(ひらだば)深田(ふかた)松
尾山(まつおやま)松佐古(まつがさこ)松田山(まつだやま)松葉山(まつばや
ま)道ノ上(みちのうえ)港(みなと)港山(みなとやま)南大和田(みなみおおわ
だ)峯屋式(みねやしき)
峯屋式山(みねやしきやま)箕腰(みのこし)宮本(みやもと)向山(むかいやま)
藻津川(むくづがわ)奴田坪(やたつぼ)渡小島(わたりこじま)

池島
いけしま

大島
おおしま

池ノ浦(いけのうら)井戸谷(いどたに)大谷(おおたに)西行(さいぎよう)志沢
(しさお)西ノ打越(にしのうちごえ)西ノ谷(にしのたに)ヌカツカ(ぬかつか)船
隠(ふなかくし)鰡綱代(ぼらあじろ)
網代クロミ(あみしろくろみ)網代平(あみしろたいら)市島(いちしま)牛渡場(う
しわたしば)内ノ浦(うちのうら)ウトノワキ(うとのわき)馬取(うまとうり)大島屋
敷(おおしまやしき)大田(おおた)大田ノコ(おおたのこ)大藤島(おとうしま)咸
陽島山(かんようとうやま)桐島(きりしま)小田(こた)五反(ごたん)五反越(ご
たんごえ)五反下リ(ごたんさがり)小道越(こみちごえ)四反(したん)主屋敷(し
ゆやしき)
新立(しんたて)土取(つちとり
)堂ヶ峯(どうがみね)洞仙(どうせん)遠見
(とうみ)ドテハナ(どてはな)轟(とどろき)轟畝サキ(とどろきせさき)中峯(なか
みね)七ツ網代(ななつあみしろ)西ノ峯(にしのみね)ヌカズカ(ぬかずか)野
中(のなか)フンサイタ(ふんさいた)マナカツオ(まなかつお)丸島(まるしま)
水ヶ浦(みずがうら)道越(みちごえ)妙堂(みようどう)柳(やなぎ)

龍王(りゆうおう)

坂ノ下
さかのした

アラセ口(あらせぐち)アラセ堂谷(あらせどうたに)荒瀬孫九谷(あらせまごく
たに)荒瀬山(あらせやま)池田(いけだ)石窓山(いしまどやま)市蔵屋敷(いち
ぞうやしき)イナヤノマエ(いなやのまえ)イナヤ屋敷(いなややしき)牛ノ水(う
しのみず)大浦谷(おおうらだに)大谷(おおたに)大平(おおひら)奥谷口(おく
たにぐち)奥ノ谷(おくのたに)カツラ袋(かつらぶくろ)上堤添(かみどてぞい)
川平山(かわひらやま)北船場(きたふなば)ククワラ(くくわら)
藏屋敷(くらやしき)車口(くるまぐち)車瀬(くるまぜ)小松ノ前(こまつのまえ)小
松原山(こまつばらやま)小松屋敷(こまつやしき)下リ松(さがりまつ)シヲイリ
(しおいり)シヲスカ(しおすか)塩田(しおた)下モ谷(しもたに)下モ谷山(しもた
にやま)白皇谷(しらおうだに)シンカイ(しんかい)新八谷(しんやだに)関所谷
(せきしよだに)高嶋(たかしま)瀧ヶ谷山(たきがたにやま)チイヶ谷(ちいがた
に)地藏平(ぢぞうひら)
地藏尾山(ぢぞおやま)天神平山(てんじんひらやま)土居谷(どいたに)中市
谷(なかいちたに)長尾平(ながおひら)中川原(なかかわはら)中切(なかぎり)
長谷(ながたに)仲間屋敷(なかまやしき)梨子ノ木谷(なしのきたに)西谷(に
したに)畑町屋敷(はたまちやしき)原(はら)東谷(ひがしたに)東丸田(ひがし
まるた)フカノエラ(ふかのえら)フタマタ谷(ふたまただに)船場(ふなば)船場
山(ふなばやま)ヘノハナ(へのはな)
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大字

和田
わだ

字
孫九谷(まごくたに)松ノ本(まつのもと)丸田(まるた)見合谷(みあいだに)三
倉山(みくらやま)水下シ(みずくだし)溝ノ上(みぞのうえ)ミツトリ(みつとり)弥
太郎屋式(やたろうやしき)
明田(あけた)アソヲ谷(あそうたに)アソヲ谷口(あそうたにぐち)愛宕山(あた
ごやま)アタゴ領(あたごりよう)油デン(あぶらでん)荒神(あらがみ)池田(いけ
だ)池田山(いけだやま)石川谷山(いしかわたにやま)稲ヶ市(いながいち)稲
毛谷(いなげだに)井ノ尻(いのしり)井ノ尻山(いのしりやま)イノヲケ谷(いの
をけだに)井流口(いりゆうぐち)井領(いりよう)岩黒(いわぐろ)上宗石(うえむ
ねいし)ウツヲキ(うつおき)

たにぐち)馬ムケス(うまむけす)梅ノ木谷山(うめのきだにやま)梅ノ木ノ本(う
めのきのもと)江鳥ノ巣(えとりのす)榎田(えのきた)円ノ上(えんのうえ)円ノ
上山(えんのうえやま)円ノ下(えんのした)大田(おおた)大谷(おおたに)大谷
口(おおたにぐち)大谷山(おおたにやま)大駄場(おおだば)大駄場東谷(おお
だばひがしたに)大坪(おおつぼ)沖川原(おきかわはら)
小田岡(おだおか)小高田(おだかた)小田方二谷懸(おだかたにたにがけ)御
茶畑(おちやばたけ)御堂ヶ谷(おどうがたに)御堂ノ上(おどうのうえ)音ヶ谷
(おとがたに)音ヶ谷山(おとがたにやま)踊リ堂(おどりどう)戒田(かいた)柿ノ
木谷(かきのきたに)隠レ館(かくれかん)隠レ館口(かくれかんぐち)蔭平山
(かげひらやま)梶給(かじきゆう)樫木瀬(かしのきせ)梶原(かじはら)加治
屋ヶ市(かじやがいち)片山(かたやま)鎌田(かまた)
上荒瀬(かみあらせ)上荒瀬北平(かみあらせきたひら)上井口(かみいぐち)
上小高田(かみおだかだ)上形部ヶ市(かみけいぶがいち)上古庵(かみこあ
ん)上澁瀬(かみしぶせ)上下渡リ上リ(かみしもわたりあがり)上鳶ヶ尾(かみ
とびがお)上森岡(かみもりおか)上山柿(かみやまがき)カヤ苅場(かやかり
ば)唐川口(からかわぐち)カラコウダチ(からこうだち)川島(かわしま)川平(か
わひら)川渕(かわぶち)願成寺屋敷(がんじようじやしき)北大駄馬(きたおお
だば)北桑原(きたくわはら)
北脇屋敷(きたわきやしき)局田(きよくだ)切戸(きりと)楠ノ瀬(くすのせ)ク子
コシ(くねこし)久保畑(くぼばたけ)蔵ノ段(くらのだん)栗原(くりはら)車口(くる
まぐち)車瀬(くるまぜ)黒屋敷(くろやしき)桑原(くわはら)形部ヶ市(けいぶが
いち)源千代ケ上(げんちよがうえ)源千代ヶ谷(げんぢよがたに)古庵口(こあ
んぐち)古庵谷(こあんだに)古庵山(こあんやま)幸田山(こうだやま)小梅ノ木
谷(こうめのきだに)
鼓田(こた)小峠山(ことうげやま)子畑(こはた)小松(こまつ)小森(こもり)小森
ノ後(こもりのうしろ)小森ノ前(こもりのまえ)笹田(ささでん)サシドイ(さしどい)
指戸樋(さしどい)椎ノ木谷(しいのきだに)椎ノ木谷口(しいのきたにぐち)シウ
リアン(しうりあん)澁瀬(しぶせ)島田(しまだ)清水ノ本(しみずのもと)清水ノ
本(しみずのもと)清水本(しみずもと)下大駄馬(しもおおだば)下京ヶ岡(しも
きようがおか)
下古庵(しもこあん)下竹添(しもたけぞえ)下モ谷(しもたに)下長田(しもなが
た)下モノ下(しものした)下森岡(しももりおか)下柳(しもやなぎ)下六反(しも
ろくたん)下モ渡リ上リ(しもわたりあがり)十右衛門屋敷(じゆうえもんやしき)
上京ヶ岡(じようきようがおか)上慶分(じようけいぶん)生養院(しようようい
ん)白皇山(しらおうやま)白ヒゲ(しらひげ)城ノ下(しろのした)城の段(しろの
だん)城ノ本(しろのもと)城ノ脇(しろのわき)城山(しろやま)
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字
神内(じんない)スカサキ(すかさき)助村谷(すけむらたに)スノ木ノ本(すのき
のもと)説教口(せつきようぐち)説教谷(せつきようたに)善応寺屋敷(ぜんお
うじやしき)センドクボ(せんどくぼ)添野ノ芝(そいののしば)曽我ノ前(そがの
まえ)ソ子(そね)ソリ田(そりだ)大夫ヶ下(たいふがした)高畔(たかあぜ)高砂
(たかさご)高ゾリ(たかぞり)高田(たかだ)タクミケ廉(たくみけれん)竹添(たけ
ぞえ)竹ノ後口(たけのうしろぐち)
竹ノ下(たけのした)タデ原(たではら)谷川口(たにがわぐち)駄場(だば)太郎
ケ谷(たろうんたに)中京ヶ岡(ちゆうきようがおか)中古庵(ちゆうこあん)丁畑
たにぐち)手洗川畝(てあらいがわうね)手洗川清本(てあらいがわせいもと)
手洗川山(てあらいがわやま)寺ノ前(てらのまえ)伝十郎谷(でんじゆうろうだ
に)天神ノ本(てんじんのもと)トアイ(とあい)土居屋敷(どいやしき)土居屋敷
(どいやしき)
堂ヶ谷(どうがたに)唐河谷山(とうがたにやま)唐川口(とうかわぐち)唐川谷
(とらつえからす)トリノ相(とりのあい)中石川原(なかいしかわはら)中畝(な
かうね)長サコ口(ながさこぐち)長サコ谷(ながさこだに)中スカ(なかすか)長
畑(ながはた)長畑口(ながはたぐち)長畑セイ本(ながはたせいもと)長畑山
(ながはたやま)中原(なかはら)鍋池(なべいけ)
西内野(にしうちの)西小峠(にしことうげ)西日ノ谷(にしひのたに)西ビルダ
(にしびるだ)弐反田(にたんだ)二本松(にほんまつ)根来ヶ谷(ねらいがたに)
計石(はかりいし)橋ノ本(はしのもと)走リ川(はしりかわ)八幡畑(はちまんば
た)林ノ下山(はやしのしたやま)ハリメキ(はりめき)稗田(ひえた)東内野(ひ
がしうちの)東桑原(ひがしくわはら)東小峠(ひがしことうげ)東ビルダ(ひがし
びるだ)聖山(ひしりやま)檜ノ段(ひのきのだん)
日ノ谷(ひのたに)平谷(ひらたに)藤好(ふじよし)舟付(ふなつき)船ヶ谷(ふね
がたに)船ケ谷口(ふねんたにぐち)船ケ谷山(ふねんたにやま)古市(ふるい
ち)風呂ノ下(ふろのした)ホイ口(ほいぐち)ホキヤシキ(ほきやしき)堀切(ほり
きり)本谷(ほんたに)松ノ木山(まつのきやま)丸池(まるいけ)水口(みずぐち)
水越し(みずこし)緑田(みどりだ)峯ノ山(みねのやま)ミノコシ(みのこし)

箕腰谷(みのこしたに)宮崎(みやざき)宮添(みやぞえ)宮ノ前(みやのまえ)宮
ノ脇(みやのわき)宮脇(みやわき)向上(むかいかみ)向山(むかいやま)向山
谷(むかいやまたに)宗石(むねいし)村岡屋敷(むらおかやしき)明徳(めいと
く)柳谷(やなぎたに)ヤ子ソエ(やねぞえ)山柿(やまがき)山口(やまぐち)横田
(よこた)横畑ケ(よこばたけ)来城口(らいじようぐち)六反(ろくたん)

六反田(ろくたんだ)和田邸(わだやしき)渡リ上リ(わたりあがり)渡り上り(わ
たりあがり)渡場(わたりば)

押ノ川
おしのかわ

アイヤシキ(あいやしき)赤田(あかだ)赤ハゲ(あかはげ)天ヶ谷(あまがたに)
天ヶ谷口(あまがたにぐち)池ノ谷(いけのたに)石ヶ谷(いしがたに)石サシ(い
しさし)市山(いちやま)後ロハタ(うしろばた)馬ノ子谷(うまのこだに)遠道アン
山(えんどうあんざん)大白皇山(おおしらおうやま)沖ヤブ(おきやぶ)奥田(お
くだ)押ノ川森山(おしのかわもりやま)柿ノ木タ(かきのきだ)カクレダ(かくれ
だ)笠松(かさまつ)カシヲヤシキ(かしおやしき)
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地域

大字

字
角田(かどた)上屋敷(かみやしき)仮小字３０－１７９(かり30-179)北ノ谷(き
たのたに)楠ノ木谷(くすのきだに)黒ノ上(くろのうえ)黒ノ下(くろのした)源内
寺山(げんないじやま)源六(げんろく)幸田山(こうだやま)小森ノ谷(こもりの
たに)小路口(ころぐち)坂ノ越(さかのこえ)桜ヶ谷(さくらがたに)サコ田(さこ
だ)三王田(さんおうでん)三社田(さんしやでん)椎ノ木谷(しいのきだに)シキ
ブヤシキ(しきぶやしき)実盛(じつもり)
芝ノ後ロ(しばのうしろ)シヤホリ山(しやほりやま)障子ヶ谷(しようじがだに)
勝負田(しようぶでん)白井川(しらいがわ)白王ノ袖山(しらおうのそでやま)
白皇山(しらおうやま)白皇山口(しらおうやまぐち)四郎五郎(しろうごろう)新
兵衛屋敷(しんべえやしき)管ノ谷(すがのたに)ズリ越(ずりごえ)セイシデン
(せいしでん)施我鬼田(せがきだ)総六(そうろく)大道山(だいどうやま)大門
(だいもん)竹ノ鼻(たけのはな)タフノ木(たふのき)太郎五郎ヤシキ(たろうご
ろうやしき)
地藏尾山(ぢぞうおやま)地藏谷(ぢぞうだに)土ダバ(つちだば)ツルイ(つる
い)寺中(てらなか)土居屋敷(どいやしき)トノウラ谷(とのうらたに)トヲノウタ
(とをのうた)中スカ(なかすか)中田(なかだ)長田谷(ながただに)長畑(ながは
た)長畑谷(ながはただに)長畑山(ながはたやま)中山屋敷(なかやまやしき)
西沖山(にしおきやま)西ヶ谷(にしがたに)西栗原(にしくりはら)西総六(にし
そうろく)西谷(にしたに)
西駄馬(にしだば)西平山(にしひらやま)西丸山(にしまるやま)西森山(にしも
りやま)ヌタツボ(ぬたつぼ)野谷(のだに)野中(のなか)ハイハラ山(はいはら
やま)ハゲ田(はげた)間山(はざまやま)ハスケ谷(はすけだに)畑ノ谷(はたけ
のたに)ヒイラキ(ひいらき)ヒイラキ駄場山(ひいらきだばやま)東白皇(ひがし
しらおう)ヒシリ谷(ひしりたに)ヒシリ山(ひしりやま)ヒノ口(ひのくち)ヒノ谷(ひ
のたに)廣廻(ひろまわり)
フクト山(ふくとやま)二亦谷(ふたまただに)風呂ノ谷(ふろのたに)ホド打山
(ほどうちやま)ホトヲカ山(ほとおかやま)堀切山(ほりきりやま)松ヶ谷(まつ
がたに)松ヶ谷口(まつがたにぐち)丸池(まるいけ)廻リ田(まわりだ)三切田
(みきりだ)迎田(むかえだ)ムシロデン(むしろでん)ヤグラ谷(やぐらたに)ヤシ
キ(やしき)屋敷田(やしきだ)ヤ七谷(やしちだに)ヤデン(やでん)柳谷(やなぎ
だに)山口(やまぐち)

(わせだ)

中角
なかつの

赤坂原(あかさかはら)荒谷(あらたに)荒谷原(あらたにはら)荒平(あらひら)
筏付(いかだづけ)池ノ上(いけのうえ)市ノ谷(いちのたに)井手詰(いでづめ)
伊部(いべ)イヤノサコ(いやのさこ)馬路(うまじ)大ゾイ(おおぞい)大谷山(お
おたにやま)大ダバ(おおだば)大平山(おおひらやま)大丸(おおまる)大除ケ
(おおよけ)沖ノスカ(おきのすか)沖ノ原(おきのはら)鬼丸(おにまる)

ヲホチ坂(おほちざか)ヲリ尾(おりお)角畑(かくばた)カコ松山(かごまつやま)
カジ神谷(かじかみだに)樫原(かしはら)上川平山(かみかわひらやま)神ノ
谷(かみのたに)川口(かわぐち)川久保(かわくぼ)川添(かわぞえ)川平(かわ
ひら)木ノ本(きのもと)木原(きはら)京塚ノ本(きようつかのもと)串崎山(くしざ
きやま)串畑(くしばた)久保田(くぼた)車口(くるまぐち)黒岩(くろいわ)
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地域

大字

字
黒ザリ(くろざり)黒ハダ(くろはだ)小谷口(こだにぐち)小谷山(こたにやま)西
山(さきのたにやま)式部(しきべ)指出屋敷(しでやしき)芝ノ上(しばのうえ)芝
ノハナ(しばのはな)下川平山(しもかわひらやま)下久保(しもくぼ)シャシャブ
谷(しやしやぶだに)常精谷(じようせいだに)新道(しんみち)スカバナ(すかば
な)セバアサリ(せばあさり)
セバダ(せばだ)高シサリ(たかしさり)高畑(たかばた)瀧ノ上(たきのうえ)立ハ
エ(たてはえ)谷奥(たにおく)谷口(たにぐち)ダバ(だば)茶円ノ芝(ちやえんの
しば)月井(つきい)鶴掛口(つるかけぐち)殿畑(でんばた)殿畑山(でんばたや
ま)峠(とうげ)ドヲ尻(どうじり)トビマタギ(とびまたぎ)鳥打場(とりうちば)中尾
(なかお)中岡(なかおか)中尾山(なかおやま)

中ヶ市(なかがいち)仲越原(なかごしはら)永田(ながた)中ノ谷口(なかのた
にぐち)永畑(ながばた)鍋嶋(なべしま)西田(にしだ)西谷(にしたに)西平山
(にしひらやま)二ノ谷口(にのたにぐち)ヌタノ尾(ぬたのお)登立(のぼりだて)
ハタ盛(はたもり)東屋敷(ひがしやしき)稗尻(ひじり)ヒノ口(ひのくち)平野川
口(ひらのかわぐち)平山(ひらやま)藤沢(ふじさわ)舟床(ふなとこ)

古苗代(ふるいなしろ)古殿(ふるでん)ホソノ原(ほそのはら)松本(まつもと)丸
池(まるいけ)峯(みね)簑越(みのこし)宮崎(みやざき)ムクロジ山(むくろじや
ま)村上(むらかみ)室屋式(むろやしき)室屋敷(むろやしき)桃畑(ももばた)柳
サコ(やなぎさこ)柳原(やなぎはら)山口(やまぐち)山ノ下(やまのした)弓矢
(ゆみや)横畑(よこばた)若山(わかやま)

二ノ宮
にのみや

間畝山(あいだうねやま)穴ノ谷(あなのたに)荒瀬(あらせ)井口(いぐち)池ノ
尻(いけのしり)石坪(いしつぼ)一ノ谷山(いちのたにやま)壱反田(いつたん
だ)一本橋(いつぽんばし)一本松山(いつぽんまつやま)井出ノ上(いでのう
え)井出ノ上山(いでのかみやま)芋尻(いでのしり)井戸ヶ谷(いどがたに)井

円ノ本(えんのもと)狼谷山(おおかみたにやま)大亀谷(おおかめたに)大久
保(おおくぼ)大車田(おおぐるまだ)大サコ山(おおさこやま)大谷(おおたに)
大平山(おおひらやま)岡屋式(おかやしき)小川原口(おがわらぐち)沖川原
(おきかわはら)沖ノス(おきのす)沖の原(おきのはら)小倉(おぐら)ヲコボ屋
式(おこぼやしき)尾崎(おさき)ヲモ谷(おもだに)下リ付(おりつき)ヲンジ田(お
んじだ)ヲンヂズミ(おんぢずみ)
カヲカ畑(かおかはた)カゲ畑(かげばたけ)カケ平山(かけひらやま)鍛治尾ヶ
市(かじおがいち)樫ヶ原(かしがはら)樫谷(かしだに)柏原(かしはら)鍛治屋
敷(かじやしき)柏子(かしわし)カチヶサコ山(かぢがさこやま)カニワ(かにわ)
兼松分(かねまつぶん)カノ木(かのぎ)鎌田(かまだ)上荒瀬(かみあらせ)上ノ
谷(かみのたに)カラ谷(からたに)川島山(かわしまやま)川添(かわぞえ)川原
田(かわはらだ)
川原畑(かわはらばた)川原山(かわはらやま)川渕(かわぶち)カワラ地(がわ
らぢ)キガルマ山(きがるまやま)木コリ谷(きこりだに)北平山(きたひらやま)
久助屋敷(きゆうすけやしき)串崎(くしざき)久保ノ上山(くぼのかみやま)久
保ヤシキ(くぼやしき)車ノ上(くるまのうえ)クロノ本(くろのもと)庚申ノ尾山(こ
うしんのおやま)庚申ノハナ山(こうしんのはなやま)高津川原(こうづがわら)
越戸谷(こえどだに)小串(こぐし)小越山(こごえやま)小込(こごみ)
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地域

大字

字
コタヲ山(こたおやま)小平(こひら)小平峠山(こびらとうげやま)胡麻ヶ谷(こま
がだね)駒ノ越(こまのごえ)巳屋ヶ谷山(こやがたにやま)小与立(こよだて)五
ヨ門ヤシキ(ごよもんやしき)権現ノ下(ごんげんのした)権現ノ向(ごんげんの
むかい)境山(さかいやま)堺西山(さかえのにしやま)坂本(さかもと)篠田(さ
さでん)皿ヶ駄場(さらだば)猿盛(さるもり)三反畑(さんだんばた)下土居(した
どい)四反地(したんぢ)篠部原(しのべはら)
下ケダバ(しもがだば)下モ川(しもかわ)下谷(しもたに)下地(しもぢ)下モヂキ
山(しもぢきやま)下弘岡(しもひろおか)下ヤシキ(しもやしき)城ヶ坂(じようが
さか)障子岡(しようじおか)次郎太郎屋式(じろうたろうやしき)城山(しろやま)
んやしき)外場ヶ谷(そとばがたに)高アシ平山(たかあしひらやま)
高サレ山(たかされやま)瀧ノ上(たきのうえ)瀧ノ下(たきのした)竹永(たけな
が)竹樋(たけび)竹松(たけまつ)高石(たこす)太刀打場(たちうちば)橘川(た
ちばがわ)橘谷(たちばなだに)立田(たつだ)辰馬分(たつまぶん)立ハイ(たて
ばい)谷口(たにぐち)谷ヤシキ(たにやしき)駄場(だば)タベコシリ山(たべこし
りやま)町殿土居(ちようでんどい)ツイヌケ山(ついぬけやま)躑躅ヶ駄場山
(つつじがだばやま)
堤ノ内(つつみのうち)椿谷山(つばきたにやま)ツフロ岡(つぶろおか)出合口
(であいぐち)天神分(てんじんぶん)樋掛田(といかけだ)研石平(といしびら)
土居ノハイ山(どいのはいやま)土居ノハエ(どいのはえ)堂ヶ谷(どうがたに)
峠の下(とうげのしも)堂面(どうめん)ドヲヶ市(どおがいち)土定ヶダバ(どじよ
うがだば)轟山(とどろきやま)長池(ながいけ)中尾山(なかおやま)中スカ(な
かすか)中畝(なかせ)中瀬(なかぜ)
永瀬(ながせ)長谷山(ながたにやま)長野(ながの)中ノ谷(なかのたに)中ノ
森(なかのもり)流越(ながれこし)奈良畑(ならばた)新谷(にいや)西ヶ谷(にし
がたに)西ノ久保(にしのくぼ)西平山(にしひらやま)二ノ谷山(にのたにやま)
ニロウヶ芝(にろうがしば)根コノ木(ねこのき)ノウノウ田(のうのうだ)上リ山
(のぼりやま)萩ノ子山(はぎのこやま)ハケヤ(はけや)畑ヶ谷(はたがたに)八
幡領(はちまんりよう)
東平山(ひがしひらやま)ヒゲ作(ひげさく)ヒシヤケス(ひしやけす)平井下(ひ
らいした)平井上(ひらいのうえ)平岡山(ひらおかやま)平谷(ひらたに)弘井
(ひろい)ヒロイアゲ(ひろいあげ)ヒロイアケ山(ひろいあげやま)弘駄場(ひろ
だば)深田(ふかた)深谷(ふかたに)福サコ(ふくさこ)船堀(ふなほり)古川(ふ
るかわ)古殿(ふるとの)古ノ岡(ふるのおか)古ノ岡山(ふるのおかやま)兵次
ヤシキ(へいじやしき)
ヘイノ本(へいのもと)ヘンロヤシキ(へんろやしき)法光寺(ほうこうじ)法林寺
谷(ほうりんじだに)法林寺山(ほうりんじやま)ホド岡(ほどおか)前田(まえだ)
松ヶ坂(まつがさか)松ヶ瀬(まつがせ)松ノ上(まつのうえ)松ノ上山(まつのう
えやま)松ノ本(まつのもと)松原(まつばら)丸野(まるの)三里峠山(みさととう
げやま)水盛城山(みずもりじようやま)南谷(みなみたに)峯ノ山(みねのや
ま)ミノコシ(みのこし)宮崎(みやざき)
宮ノ下(みやのした)宮ノハナ(みやのはな)宮ノ前(みやのまえ)三山ヶ坂(み
やまがさか)向畑(むかいばた)向平山(むかいひらやま)ムクロシ木ノ本(むく
ろしきもと)ムクロシ田(むくろしだ)モッコリ山(もつこりやま)本畑山(もとはた
やま)森後(もりのあと)守ヤケ谷山(もりやんたにやま)文珠山(もんじゆやま)
弥源谷(やげんだね)屋敷田(やしきだ)ヤシキ谷(やしきだに)柳ヶ久保(やな
ぎがくぼ)柳原(やなぎはら)薮ヶ谷(やぶがたに)横クロ(よこくろ)
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大字

野地
のじ

字
横瀬(よこせ)与立(よだて)来城(らいじよう)龍光寺(りゆうこうじ)禮谷(れいた
に)若山(わかやま)ワセ田(わせだ)渡リ上リ(わたりあがり)ワラビ尾(わらび
お)蕨尾ノ下(わらびおのしも)
赤松(あかまつ)赤松谷(あかまつたに)赤松西平(あかまつにしひら)赤松日
田（赤松亀松山）(あかまつひだ)赤松山(あかまつやま)池ノ上(いけのうえ)
池ノ谷(いけのたに)伊吾畑(いごばたけ)井出谷(いでだに)ウツゲゼ(うつげ
ぜ)榎木谷(えのきたに)ヲヲサコ山(おうさこやま)大江屋敷(おおえやしき)大
瀧谷(おおだきたに)大瀧西平(おおだきにしひら)大瀧山(おおだきやま)大谷
(おおたに)大津ノ口(おおづのくち)大宮串(おおみやぐし)大宮串山(おおみ
やぐしやま)
大薮(おおやぶ)ヲンチ向(おんちむかい)ヲンヂ屋式(おんぢやしき)梶ヶ谷
(かじがたに)片平山(かたひらやま)神谷山(かみだにやま)上駄場(かみだ
ば)上駄場共有地(かみだばきようゆうち)草木畑(くさぎばた)串ノ崎(くしのさ
き)楠ノ木谷(くすのきたに)楠ノ木谷私山(くすのきだにわたしやま)崩串(くず
れぐし)栗ノ木谷(くりのきたに)栗木谷山(くりのきだにやま)源次平(げんじひ
ら)高津川原清本(こうづがわはらせいも)小川屋敷(こがわやしき)小車(こぐ
るま)小宮串(こみやぐし)
サイ子松山(さいこまつやま)坂ノ谷山(さかのたにやま)ザレサコ(ざれさこ)
シイゴ(しいご)シイヌケ谷(しいぬけだに)下向(したむかい)下屋敷(しもやし
き)十万駄場(じゆうまんだば)松圭山(しようけいやま)次郎台(じろうだい)神
谷(しんたに)宗久屋式(そうきゆうやしき)高平山(たかひらやま)薪山(たきぎ
やま)仲助(ちゆうすけ)中助屋敷(ちゆうすけやしき)ツキ池(つきいけ)ツツ子
添(つつねぞえ)ツツラサコ(つつらさこ)ツヅラサコ山(つづらさこやま)
堂ヶ駄場(どうがだば)堂尻(どうじり)土場山(どばやま)直七谷(なおしちたに)
中替地(なかがえち)中黒(なかぐろ)長田(ながた)長畑上切(ながはたかみき
り)長畑下切(ながはたしもきり)仲間道(なかまみち)中屋式(なかやしき)西小
宮串(にしこみやぐし)野地山(のじやま)ハゲタ(はげた)畑ノ谷(はたけのた
に)畑ヶ谷(はただね)日ノ薮山(ひのやぶやま)藤ヶ谷(ふじがたに)不長山(ふ
ちようやま)古田山(ふるたやま)
ヘシリ松(へしりまつ)ベニヲ(べにお)本桂川平(ほんがけかわひら)本城川平
私山(ほんじようがわびら)松柱(まつばしら)松本屋敷(まつもとやしき)南屋
敷(みなみやしき)宮ノ下(みやのした)宮畑(みやはた)モヂキ山(もぢきやま)
屋掛リ(やかけり)吉原(よしはら)与助山(よすけやま)龍光寺(りゆうこうじ)六
助駄場(ろくすけだば)

草木薮
くさきやぶ

赤シイ(あかしい)イデノダバ(いでのだば)イデノダバ山(いでのだばやま)後
谷(うしろだに)後谷山(うしろだにやま)奥カトロ山(おくかとろやま)奥屋敷(お
くやしき)ヲンジ(おんじ)カトロ山(かとろやま)河原田(かわはらだ)サカノハナ
(さかのはな)社谷山(しやだにやま)ススダマ(すすだま)瀧ノ下(たきのした)
竹ノ元(たけのもと)ツカレ谷山(つかれだにやま)火縄山(ひなやま)広畑(ひ
ろばた)藤ノ前(ふじのまえ)古屋式山(ふるやしきやま)
古屋谷(ふるやだに)古屋谷山(ふるやだにやま)平助谷(へいすけだに)

山北
やまきた

イシマコヲ(いしまこう)板ノ川(いたのかわ)市ノ又(いちのまた)市ノ又山(いち
のまたやま)猪谷山(いのたにやま)ウドノカシラ(うどのかしら)枝山(えだや
ま)ヲヲサコ山(おうさこやま)ヲウナロ(おうなろ)大榎(おおえのき)大城(おお
しろ)大城山(おおしろやま)大平山(おおひらやま)奥百日谷(おくひやくにち
だに)奥麦尻(おくむぎじり)ヲバタ山(おばたやま)折付屋式(おりつきやしき)
替地山(かえちやま)神谷山(かみだにやま)上駄場山(かみだばやま)
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地域

大字

字
コヲゲン(こうげん)小向イ(こむかい)重畳屋敷(じゆうじようやしき)新畑(しん
ばた)新畑山(しんばたやま)セカ谷山(せかだにやま)千貫屋式(せんがんや
しき)千貫山(せんがんやま)大長山(だいちようやま)高ゾリ(たかぞり)瀧平山
(たきびらやま)太郎駄場(たろうだば)坪サコ(つぼさこ)坪サコ山(つぼさこや
ま)トヲノノ(とうのの)堂ノ前(どうのまえ)トヲチン山(とおちんやま)土場(どば)
ナカダ(なかだ)仲ノ川山(なかのかわやま)
中ノ川山(なかのがわやま)長走山(ながはしりやま)流田山(ながれたやま)
西猪ノ谷山(にしいのたにやま)西折付山(にしおりつきやま)西千貫(にしせ
んがん)登リ立(のぼりたて)東枝山(ひがしえだやま)東折付山(ひがしおりつ
きやま)東唐人山(ひがしとうじんやま)樋ノ口山(ひのくちやま)百日谷(ひやく
にちだに)百日山(ひやくにちやま)兵庫屋式(ひようごやしき)ヘイグチ(へい
ぐち)ベニヲ山(べにおやま)帽子山(ぼうしやま)松尾(まつお)松葉山(まつば
やま)麦尻(むぎじり)
ヤシロ(やしろ)六郎山(ろくろうやま)

小筑紫

青木サコ(あおきさこ)赤岸ノナロ(あかぎしのなろ)アカ子(あかね)アシ谷(あ
しだね)アタゴ山(あたごやま)穴ノ峠(あなのとうげ)荒平(あらひら)有ヶ谷(あ
りがだに)安内田(あんないだ)イサイ谷(いさいだに)石佛(いしぶつ)市ノマタ
小筑紫町石原
こづくしちょういしは (いちのまた)岩ヶ迫(いわがさこ)内ヶ谷(うちがだね)内ヤシキ(うちやしき)ウ
ツゲ谷(うつがだに)馬コロバシ(うまころばし)埋木(うめぎ)梅ノ木谷(うめのき
ら
だに)梅ノ木谷山(うめのきだにやま)
エノ木サコ(えのきざこ)ヱンサコ(えんざこ)大久保(おおくぼ)大コウ田(おおこ
うだ)大迫(おおさこ)大駄場(おおだば)大平(おおひら)奥押川(おくおしがわ)
奥五郎畑(おくごろうばた)オシノ谷(おしのたに)押ノ谷(おしのたに)踊駄塲
(おどりだば)オモタ(おもだ)オモヤシキ(おもやしき)ガキガクビ(がきがくび)カ
キノキサコ(かきのきざこ)カクレヤシキ(かくれやしき)樫ノ木ダバ(かしのきだ

カヂカ谷(かぢかだに)カヂヤノマエ(かぢやのまえ)カヅキダバ(かづきだば)
カマノ尾(かまのお)上大駄場(かみおおだば)上佐賀山(かみさがやま)上樟
子(かみしようじ)上滝山(かみたきやま)上谷田(かみたにだ)カミヒグチ(かみ
ひぐち)上フカゼ(かみふかぜ)上別當谷(かみべつとうだに)上蚯蚓谷(かみ
みみずだに)上焼川(かみやきがわ)上八ツ谷(かみやつだに)上吉原(かみ
よしはら)亀ヶ森(かめがもり)亀ヶ森(かめがもり)亀ノクビ(かめのくび)カラ谷
(からだに)
川原田(かわはらだ)川原キダバ(かわらぎだば)岸ノ下(きしのした)北ヲモタ
(きたおもだ)北堀田(きたほりだ)木和田(きわだ)クスノ木谷(くすのきだに)ク
スワラ(くすわら)口押川(くちおしがわ)クボ田(くぼた)熊谷(くまがたに)熊ヶ森
の)小駄塲(こだば)コビキ谷(こびきだに)コビキノ(こびきの)コマタ谷(こまた
だに)
小山川(こやまがわ)五良畑(ごろうばた)サカヲ(さかお)坂ノ下(さかのした)坂
ガウヱ(さるがえ)シシウチ坂(ししうちざか)下井テ(しもいで)下井デ(しもい
で)下オシ谷(しもおしだに)下オシノ谷(しもおしのたに)下オモヤシキ(しもお
もやしき)下瀧(しもたき)下蚯蚓(しもみみず)障子ヶ市(しようじがいち)白皇
谷(しらおうだに)城カタキ(しろがたき)
シワスカ谷(しわすかだに)新カヱ(しんかえ)新道(しんみち)高田(たかだ)瀧
ノ下(たきのした)滝山(たきやま)谷田(たにだ)力石(ちからいし)地藏寺(ぢぞ
のした)堂山(どうやま)トドロ(とどろ)トボシ谷口(とぼしだにぐち)仲尾(なかお)
中押川(なかおしがわ)中串(なかぐし)中スカ(なかすか)
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宿毛市の小字一覧
地域

大字

字
長瀬平山(ながせひらやま)長谷(ながだに)仲峠(なかとうげ)中間ヤシキ(な
かまやしき)ナカレコヱ(ながれごえ)ナコウ(なこう)名本ヤシキ(なもとやしき)
ニガ木(にがき)西片甫木(にしかたほき)西谷(にしだに)ニノマタ(にのまた)
入道(にゆうどう)ノウノギ谷(のうのぎだに)ハゲヲウ谷(はげおたに)ハケロ
メ木(はりめき)ヒエシリ(ひえしり)
東小引(ひがしこびき)東谷(ひがしだに)東地(ひがしぢ)引土(ひきつち)引土
ヤシキ(ひきつちやしき)ヒノヒラ(ひのひら)平ウ井(ひらうい)平野(ひらの)フ
エ木(ふえき)フカゼ(ふかぜ)深溝(ふかみぞ)藤井ケダバ(ふじいがだば)藤
井向(ふじいのむかい)筆ツカズ(ふでつかず)船ノ川山(ふねのかわやま)船
ノナロ(ふねのなろ)古川(ふるかわ)古田(ふるた)フルトコ(ふるとこ)古ヤシキ
(ふるやしき)
古八面(ふるやつら)フロケ谷(ふろけたに)ブンベ畑(ぶんべばたけ)別當谷
(べつとうだに)ボウズ谷(ぼうずだに)ホウセン畑(ほうせんばた)ホリ田(ほり
宮ノナロ(みやのなろ)向坂道ノ下(むかいざかみちのした)ムカイヤシキ(む
かいやしき)向田(むこうだ)向原田(むこうはらだ)本ヤシキ(もとやしき)森ウ
シロ(もりうしろ)焼川(やきがわ)ヤケイ川(やけいがわ)
八ヶ谷(やつがだに)八ツヶ谷(やつがたね)八ツ谷(やつだに)山ノウノキ(や
まのうのき)山ノ神ノヒラ(やまのかみびら)山ノ下(やまのした)吉原(よしはら)
姉山(あねやま)姉山西(あねやまにし)池渕(いけぶち)市中原(いつちゆうば

チ田(かきうちだ)カヂヤシキ(かぢやしき)カヂヤシキ北平(かぢやしききたび
小筑紫町福良
ら)カヂヤシキ南平(かぢやしきみなみひら)カヂヤシキ山(かぢやしきやま)
こづくしちょうふくら 門口(かどぐち)上ノ奥(かみのおく)川クボ(かわくぼ)神主ヤシキ(かんぬしや
しき)キタ地(きたぢ)熊ヶ森(くまがもり)栗木谷(くりきだに)
栗ノ木谷上(くりのきだねかみ)栗木谷山(くりのきだねやま)車廉(くるまかど)
源ヨクヤシキ(げんよくやしき)小芝(こしば)五社(ごしや)小屋ノ谷(こやのた
ね)サイ原(さいばら)シウシ谷(しうしだに)シウシ谷奥(しうしだにおく)汐川シ
リ(しおがわしり)シノ井デ(しのいで)芝ノ上(しばのうえ)下江後(しもえご)下モ
谷(しもだね)下モ谷上(しもだねかみ)下屋シキ(しもやしき)下ヤシキ奥(しも
やしきのおく)上角田(じようかくだ)新市中原(しんいちなかはら)
新田表(しんたおもて)総次ヤシキ(そうじやしき)田表(たおもて)高岡(たかお
か)高岡東(たかおかひがし)高岡山(たかおかやま)瀧山(たきやま)瀧山ノ下
(たきやまのした)田郷(たごう)谷ヤシキ(たにやしき)谷ヤシキノ上(たねやし
きのかみ)駄塲谷上(だばがたねかみ)駄場ノ谷(だばのたね)堤ノ内(つつみ
のうち)ツンボ地(つんぼぢ)堂ノ前(どうのまえ)長トロ(ながとろ)長野地(なが
のぢ)中畑(なかばた)中ヤシキ(なかやしき)
名元ヤシキ(なもとやしき)仁井田(にいだ)西ウラ(にしうら)西長トロ(にしなが
とろ)廿八代(にじゆうはちだい)二代地(にだいち)野中(のなか)登尾(のぼり
お)ハサコ(はざこ)ハサコノ前(はざこのまえ)ハザコノ森(はざこのもり)花木
谷(はなきだに)祓川(はらいがわ)聖谷(ひじりだに)平串(ひらぐし)平口(ひら
ぐち)福井ヤシキ(ふくいやしき)古アタゴ(ふるあたご)古宮ノ下(ふるみやのし
た)古ヤシキ(ふるやしき)
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ブンゴ谷(ぶんごだに)本モ谷(ほんもだね)政所(まどころ)水ヶ峠(みずがとう
げ)水谷(みずたね)水ヨケ(みずよけ)南地(みなみぢ)宮ノ谷(みやのたね)宮
ノ谷奥(みやのたねおく)宮ノ谷三谷添(みやのたねみたにぞえ)宮ノ谷南平
(みやのたねみなみひら)宮ノ前(みやのまえ)宮畑(みやばた)本ヤシキ(もと
やしき)山ノ下(やまのした)六反地(ろくたんぢ)若宮ノ瀬(わかみやのせ)若宮
ノ前(わかみやのまえ)和シ和田(わしわだ)和シ和田ノ上(わしわだのかみ)
和田(わだ)

愛岩ノ下(あたごのした)天河原口(あまかはらくち)天ヶ原口(あまがわらぐ
ち)天河原谷(あまがわらだね)天河原ヲク(あまがわらをく)アミホス浦(あみ
ほすうら)アリノ木谷(ありのきだね)家ノ谷(いえのたね)家ノ谷奥(いえのた
小筑紫町栄喜
ねおく)内ノ浦谷(うちのうらだね)ウバノ谷(うばのたね)大谷(おおたに)大谷
こづくしちょうさかき 頭(おおたにがしら)大谷頭小谷入(おおたにがしらこたにい)大谷口(おおた
にぐち)奥松ヶ谷(おくまつがたね)ヲノハナ(おのはな)ヲワイダ(おわいだ)カ
キ谷(かきだね)柿ノ木谷(かきのきだね)
松魚アジロ(かつおあじろ)カツヲアジロ岡(かつおあじろおか)松魚網代南
(かつおあじろみなみ)上ウノハナ(かみうのはな)神田(かんだ)キシノ下(きし
のした)北イワシアジロ(きたいわしあじろ)九兵谷(くひようだね)猿越(さるご
え)三反田(さんたんだ)サンブツヤシキ(さんぶつやしき)シビアジロ(しびあじ
ろ)下口田(しもくちだ)白皇(しらおう)白皇谷(しらおうだね)スダカ浦(すだかう
ら)外ノ浦(そとのうら)ツナホス浦(つなほすうら)寺ノ谷(てらのたね)トヲレイ
谷(とうれいだね)
トヲレ谷(とうれだね)永畑(ながばた)灘山(なだやま)ナヤノ畝(なやのうね)ナ
ヤノ谷(なやのたね)西イワシアジロ(にしいわしあじろ)西中間屋式(にしなか
まやしき)西平野山(にしひらのやま)西平山(にしひらやま)ハサコ(はさこ)畑
田(はただ)東中間屋式(ひがしなかまやしき)東平山(ひがしひらやま)ヒロ畑
(ひろばた)松ヶ谷(まつがたね)松ヶ谷口(まつがたねぐち)柳ヶ浦(やなぎがう
ら)龍王院寺中(りゆうおういんてらなか)
青瀬山(あおせやま)イゲノ谷(いげのたに)上田山(うえたやま)上ヱ畑(うえ
はた)後山(うしろやま)打蕨(うちわらび)打蕨谷(うちわらびだに)打蕨山(うち
わらびやま)内蕨山(うちわらびやま)馬碆谷(うまんばえだに)大馬地口(おお
小筑紫町小筑紫
こづくしちょうこづく うまぢぐち)大海越道上(おおみごえみちのうえ)岡上山(おかうえやま)岡屋
式(おかやしき)沖小馬地(おきこんまぢ)沖屋式(おきやしき)尾崎山(おさきや
し
ま)主屋敷(おもやしき)上後山(かみうしろやま)上櫛引山(かみくしびきやま)
上汐田(かみしおた)北ヲリツキ(きたおりつき)北小馬地(きたこんまぢ)北ノ
谷(きたのたに)北ノ谷南(きたのたにのみなみ)清塚(きよづか)櫛引山(くしび
きやま)小越道ノ下(こごえみちのした)小馬路山(こんまじやま)小馬地(こん
田山(しおたやま)下後山(しもうしろやま)下汐田(しもしおた)下谷(しもんた
ね)ショウ谷(しようだに)新田(しんでん)立岩(たていわ)
タデ場(たでば)地神ノ下(ぢがみのした)筑紫(つくし)天神南(てんじんのみな
み)中汐田(なかしおた)長谷(ながたに)七日島(なぬかじま)西小馬地(にしこ
んまぢ)浜屋敷(はまやしき)東汐田(ひがししおた)非人谷(ひにんだに)響ノ
松(ひびきのまつ)響山(ひびきやま)古越大道ノ上(ふるごえおおどうのう)間
口(まぐち)丸畑(まるはた)水谷(みずたに)水谷道ノ上(みずたにみちのうえ)
南岡屋敷(みなみおかやしき)南ヲリツキ(みなみおりつき)
南小馬地(みなみこんまぢ)南汐田(みなみしおた)南ノ谷(みなみのたに)六
地藏(ろくぢぞう)
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地域

大字

字
青瀬中谷(あおせなかたに)青瀬鼻(あおせばな)井トヶ谷(いとがたに)馬谷

小筑紫町大海
櫻木ノ本(きたさくらぎのもと)北峯(きたみね)北峯山(きたみねやま)小海(こ
こづくしちょうおおみ うみ)小海セイ元(こうみせいもと)小海山(こうみやま)越ノ西(こえのにし)小
平ヶ谷(こびらがだに)小平ケ谷濱(こひらがたにはま)桜木ノ北(さくらぎのき
た)
櫻木ノ本(さくらぎのもと)櫻小畝(さくらこうね)新谷(しんたに)スズメ谷(すず
めたに)スズメ谷セイ(すずめたにせい)センク谷(せんくたに)中青瀬山(なか

大海(にしおうみ)西小海(にしこうみ)西谷(にしたに)西御手洗山(にしみたら
いやま)
らばえひがしたに)長谷(はせ)長谷頭(はせがしら)長谷ノ東平(はせのひが
しひら)長谷道ノ上(はせみちのうえ)番家守(ばんやもり)東畝畑(ひがしうね
うみ)東小平ヶ谷(ひがしこびらがだ)東櫻木ノ本(ひがしさくらぎのもと)東セン
ク谷(ひがしせんくだに)東谷(ひがしたに)東御手洗山(ひがしみたらいやま)
弘浦(ひろうら)船引(ふなびき)
マタ谷(またたに)間ノ畝(まのうね)御手洗(みたらい)御手洗峯(みたらいみ
ね)南センク谷(みなみせんくだに)南ハヱサキ(みなみはえさき)南番家森
(みなみばんやもり)南峯(みなみみね)南峯山(みなみみねやま)向東峯(む
かいひがしみね)向峯(むかいみね)若宮西谷(わかみやにしだに)
赤松ヤシキ(あかまつやしき)アタコ山(あたごやま)池田(いけだ)池ノ上(いけ
のうえ)池ノ上谷(いけのうえたに)池ノ上山(いけのうえやま)井ノ口(いのくち)
イヨツ(いよづ)岩水柳谷(いわみずやなぎだに)上ヱ谷(うえたに)上畑山(うえ
小筑紫町伊与野
はたやま)ウツシリ(うつしり)榎木谷(えのきだに)大谷(おおたに)大谷山(お
こづくしちょういよの おたにやま)岡上(おかうえ)岡田(おかだ)岡ノ下(おかのした)岡ノ下大セマチ
(おかのしたおおせまち)沖ヤシキ(おきやしき)
沖屋敷(おきやしき)奥足川山(おくあしがわやま)折ヤシキ(おりやしき)海積
森山(かいづみもりやま)カキノ内(かきのうち)垣ノ内(かきのうち)柿ノ木本道
添(かきのきほんどうぞい)カキノ小サコ(かきのこさこ)カキノソト(かきのそと)
角ノ前川添(かくのまえかわぞえ)カニカサコ(かにがさこ)上川ノ内(かみかわ
のうち)上新渕(かみしんぶち)上瀧山(かみたきやま)上谷(かみたに)上谷山
(かみたにやま)上山添(かみやまぞえ)川スゴ山(かわすごやま)川ノ内(かわ
のうち)川原田(かわはらだ)
川平山(かわひらやま)川平山(かわひらやま)北小平ヶ谷(きたこひらがた
に)北汐入(きたしおいり)北タキノホキ(きたたきのほき)北谷(きただに)北ヌ
草淵(くさぶち)楠シダニ(くすしだに)楠ノ本(くすのもと)口足川山(くちあしが
わやま)窪田(くぼた)倉谷(くらたに)車口(くるまぐち)車田(くるまだ)越ノ下(こ
えのした)五反地(ごたんぢ)小松ヶ内北谷(こまつがうちきただに)
小松ヶ内北谷セイ元(こまつがうちきただに)小松ヶ内北谷新開(こまつがう
ちきただに)小松ヶ内本谷(こまつがうちほんたに)小松ヶ内本谷セイ元(こま
つがうちほんたにせ)小松ヶ内南谷(こまつがうちみなみたに)サルタケ(さる
たけ)三角田(さんかくでん)三反田(さんたんだ)汐入(しおいり)汐田(しおた)
た)下畑山(しもはたやま)シウシウ(しゆうじゆう)シウシウ西谷(しゆうじゆう
にしたに)城ノ下(じようのした)尻ナシ尾山(しりなしおやま)新渕山(しんぶち
やま)
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地域

大字

字
(たかぞえ)高平山(たかひらやま)タキノ下(たきのした)立石山(たていしや
じんのにし)天神ノ南(てんじんのみなみ)天神ノ南(てんじんのみなみ)土
居ヶ谷(どいがたに)土居ヶ谷セイ元(どいがたにせいもと)ドウカイチ(どうか
いち)トヲトヲシ(とうとうし)堂ノ本新屋式(どうのもとしんやしき)ドシ屋式(どし
やしき)轟(とどろう)
中尾山(なかおやま)ナカヶイチ(なかがいち)中スカ(なかすか)中ズカ山(な
やま)中マキノ峠(なかまきのとうげ)西小平ヶ谷(にしこひらがたに)西ヒトツ
谷セイ元(にしやなぎのたにせいも)弐反地(にたんぢ)柱碆(はしらばえ)柱碆
東谷(はしらばえひがしたに)柱碆山(はしらばえやま)畑ヶ谷山(はたがたに
やま)浜田(はまだ)払川(はらいがわ)
東上谷(ひがしかみたに)東櫻木ノ本(ひがしさくらぎのもと)東汐入(ひがしし
(ひとつうど)ヒノ下(ひのした)日ノ下(ひのした)ヒビキ松(ひびきまつ)ヒヤンク
ビ(ひやんくび)弘畑(ひろばた)藤ヶ尾(ふじがお)古越(ふるごえ)古トノ(ふると
の)古戸屋式(ふるとやしき)古道屋式(ふるみちやしき)防ノ下(ぼうのした)孫
畑(まごばた)増田原(ますだはら)松峯山(まつみねやま)
湊汐入(みなとしおいり)港添(みなとぞえ)南愛宕山(みなみあたごやま)南小
平ヶ谷(みなみこひらがたに)南シウシウ(みなみしゆうじゆう)南ヌタヶ峠(み
なみぬたがとうげ)南古トノ(みなみふるとの)南マキノトヲ(みなみまきのとう)
南マキノ峠(みなみまきのとうげ)妙還田(みようかんだ)森ノヒザ(もりのひざ)
ヤカタノハナ(やかたのはな)山添(やまぞえ)山戸ヤシキ(やまとやしき)四反
地(よんたんぢ)レイヶ谷(れいがたに)ワシワンノ上(わしわんのうえ)

池ノ丸(いけのまる)馬越(うまごえ)戎堂(えびすどう)大馬目木(おおうまめぎ)
奥松ヶ谷(おくまつがたに)シウシウ谷(しゆうしゆうだに)鶴井(つるい)鶴井ヶ
谷(つるいがたに)中尾(なかお)平ハヱ(ひらばえ)松ヶ谷(まつがたに)湊浦
(みなとうら)山神(やまかみ)山ノ神(やまのかみ)山ノ神谷(やまのかみだに)
小筑紫町湊こづくしちょうみなと

石カヲ谷(いしかおだに)イヌカ谷(いぬがたに)馬ノミトヲ(うまのみとお)大中
ノ浦(おおなかのうら)ヲモキレ(おもきれ)上ショシカ谷(かみしようしかたに)
キリノ口(きりのくち)キリノ谷(きりのたに)クシヒキ(くしびき)クスバタ(くすば
小筑紫町呼崎
こづくしちょうよびさ た)クヒト(くひと)栗ノ木原(くりのきはら)小深浦山(こぶかうらやま)下モ谷(し
き
うしかたにぐち)
タカロク(たかろく)タキカ谷(たきがたに)タクワン(たくわん)竹ノハナ(たけの
はな)寺ヶ谷(てらがたに)中井畠(なかいばたけ)中スカ(なかすか)ナカツイ
(なかつい)中ノ浦(なかのうら)中ノ谷口(なかのたにぐち)中山(なかやま)西
クビト山(にしくびとやま)西ショシカ谷(にししよしかたに)ヌメリハヘ(ぬめりは

松木原(まつきはら)御子神(みこがみ)溝田(みぞた)ミトヲ谷(みとうだに)ミト
ヲ谷(みとをだに)ミナ越口(みなこえぐち)南シヨシカ谷(みなみしよしかたに)
向山(むかいやま)メヒロゲ(めひろげ)柳谷(やなぎたに)山ノ神(やまのかみ)
山ノ神谷(やまのかみたに)六郎田(ろくろうだ)ワタキ(わたき)
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地域

大字

字
井ノ谷(いのたに)井ノ脇(いのわき)奥ノ田(おくのた)カイモヲ(かいもを)北ノ
谷(きたのたに)北ノ峠(きたのとうげ)国木山(くにぎやま)小浦谷(こうらだね)
小筑紫町内外ノ浦 小深浦谷(こぶかうらだに)坂ノ本(さかのもと)櫻木(さくらぎ)外ノ浦谷(とのう
こづくしちょうないが
がしのはな)東ノ峰(ひがしのみね)
いのうら
松ノ谷(まつのたに)丸山(まるやま)宮尾(みやお)矢野林(やのばやし)
アムラ田(あむらでん)池ノ田(いけのた)池ノ谷口(いけのたにぐち)池渕(いけ
ぶち)石バタ(いしばた)井ノ口(いのくち)岩松(いわまつ)牛ヶ谷(うしがたに)
牛ヶ谷口(うしがたにぐち)牛ヶ谷山(うしがたにやま)ウシロ山(うしろやま)馬
小筑紫町田ノ浦
こづくしちょうたのう 捨山(うますてやま)梅ノ本(うめのもと)ウルシカサコ(うるしかさこ)大亀駄場
(おおかめだば)大久保(おおくぼ)大久保山(おおくぼやま)
ら
大谷(おおたに)大谷口(おおたにぐち)大谷セイ元(おおたにせいもと)奥ノ谷
(おくのたに)ヲトシ(おとし)カキゾヱ(かきぞえ)神ノウシロ(かみのうしろ)神ノ
谷(かみのたに)神ノ谷同西(かみのたにどうにし)上松(かみまつ)仮小字４５
－１６７(かり32-167)北谷(きたたに)北谷村上(きただにむらかみ)北谷山(き
たたにやま)北ノ谷口(きたのたにぐち)王門谷(ぎよくもんだに)クボ(くぼ)

クラハシ(くらはし)小深浦(こぶかうら)櫻ノ本(さくらのもと)サコノ上(さこのう
え)汐入(しおいり)シカザキ(しかざき)鹿崎(しかざき)芝(しば)四番峠(しばん
とうげ)称明寺(しようみようじ)新田(しんでん)竹ノ口(たけのくち)竹ノハナ(た
けのはな)立テワリ(たてわり)田ブチ(たぶち)タンクワン(たんくわん)男根畑
(だんこんばた)

反田(たんだ)長田(ちようだ)千代ヶ谷(ちよがたに)ツンボ畑(つんぼばた)
寺ヶ谷(てらがたに)寺田(てらだ)樋ノ木(といのき)土居屋敷(どいやしき)砥
谷(とだに)土橋山(どばしやま)中尾山(なかおやま)中キシ(なかきし)中屋畑
(なかやばた)中山(なかやま)ナシノ木(なしのき)ナダ山(なだやま)ナンコン
山(なんこんやま)

西岡田(にしおかだ)ノボリサコ(のぼりさこ)橋ノ本(はしのもと)ハシリヲリ(は
うちがうら)ビハノ木(びわのき)二ツ岩(ふたついわ)古小浦山(ふるごうらや
ま)古寺ノ谷(ふるでらだに)松ヶ谷(まつがたに)松ヶ谷山(まつがたにやま)松
ノハナ(まつのはな)松山(まつやま)三倉坂山(みくらざかやま)

溝田(みぞだ)ム子田山(むこだやま)村上(むらかみ)元越(もとごえ)元越ノ上
(もとごえのかみ)元越山(もとごえやま)桃ノ木畑(もものきばた)ヤキゾヱ(や
まぞい)ユウレン田(ゆうれんだ)横峰(よこみね)ヨシナダ(よしなだ)吉原(よし
わら)連歌田(れんかだ)

六地藏(ろくぢぞう)

小筑紫町小浦
こづくしちょうこうら

井ヶ谷(いがたに)井ノ谷(いのたに)仮小字４６-０６５(かり46-065)櫻山(さく
らやま)城ノ下(じようのした)城ノ床(しろのとこ)シンチ(しんち)寺床(てらとこ)
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地域

大字
小筑紫町都賀川
こづくしちょうつが
のかわ

字
荒神ノ下(あらがみのした)石ヶ尾(いしがお)石ノ畑(いしのはた)石末香山(い
しまつこうやま)井出ノ上(いでのうえ)浮船谷口(うきぶねだにぐち)後口越(う
しろぐちごえ)後谷口(うしろだにぐち)ウツゲ谷(うつげたに)梅ノ木(うめのき)
栄ヶ駄場山(えいがだばやま)大切(おおぎれ)大谷口(おおたにぐち)大谷山
(おおたにやま)ヲゝトヲ(おおとう)大平山(おおひらやま)奥足川山(おくあしか
わやま)
伯父畑(おじんばた)ヲヂンダ(おぢんだ)ヲトシノ上(おとしのうえ)ヲモダ(おも
だ)柿ノ下(かきのした)梶ヶ谷(かぢがだに)枯松ノ鼻(かれまつのはな)雉子
(くしがさき)組地(くみぢ)廓ノ奥(くるわのおく)コヲゾ越(こうぞごえ)小田(こだ)
子ノ駄場(このだば)

小渕(こぶち)駒ヶ瀬山(こまがせやま)ゴマジリ(ごまじり)小松谷(こまつだに)
己屋ノ谷(こやのたに)已屋ノ谷山(こやのたにやま)櫻ヶ谷(さくらがたに)笹
田(ささだ)皿谷口(さらだにぐち)塩ノ谷山(しおのたにやま)シヲリ神(しおりが
み)鹿ノ谷口(しかのたにぐち)鹿場山(しかばやま)七代ノ谷(しちだいのたに)
清水湧(しみずわき)下屋敷(しもやしき)拾九代(じゆうきゆうだい)

神田(じんだ)新堀田(しんぼりでん)須賀屋敷(すがやしき)砂入(すないり)瀬
ノ下(たきのした)竹ノ下(たけのした)タブサヤシキ(たぶさやしき)多屋敷(た
やしき)反田山(たんだやま)千代ノ谷(ちよのたに)ツツラ谷(つづらたに)出合
ノ上(であいのうえ)デン谷(でんたに)

デンダバ(でんだば)樋ノ谷口(といのたにぐち)樋ノ本(といのもと)峠ノ谷(とう
げのたに)轟山(とどろうやま)鳶川(とびがわ)鳥ヶ峠(とりがとう)鳥ヶ峠山(と
りがとうやま)鳥越(とりごえ)中切(なかぎれ)長谷(ながたに)中駄場(なかだ
ば)中野(なかの)中野城下(なかのしろのした)中山(なかやま)流田(ながれ
た)梨木佐古(なしのきざこ)

西谷(にしたに)人形田(にんぎようだ)人形山(にんぎようやま)登佐古山(の
ぼりざこやま)登谷山(のぼりたにやま)ハザコ(はざこ)橋ノ本(はしのもと)ハ
ゼノ下(はぜのした)畑田(はたけだ)離串(はなれぐし)火皿(ひざら)檜尾(ひの
やま)古屋敷(ふるやしき)

弁天岩ノ下(べんてんいわのした)堀切(ほりぎれ)松三郎谷(まつさぶろうだ
に)廻田(まわりだ)水谷口(みずたにぐち)三畝町切レ(みせまちぎれ)溝ノ谷
(みぞのたに)宮ノ下(みやのした)虫畑口(むしばたぐち)六谷清元(むたにき
よもと)六谷山(むたにやま)元屋敷(もとやしき)守屋谷(もりやのたに)ヤハズ
山(やはずやま)ヨソヲダ(よそうだ)呼崎越山(よびさきごえやま)蓮根谷(れん
こんだに)
鷲ノ島屋(わしんとや)

橋上

アヤゴハラ(あやごはら)石ノ内(いしのうち)イタノ谷(いたのたに)壹ノ谷(いち
のたに)一ノ亦(いちのまた)井出ノ上(いでのうえ)イヤノ川(いやのがわ)岩ヶ
谷(いわがたに)後田(うしろだ)後谷(うしろだに)ウバヤシ(うばやし)梅ノ木谷
橋上町平野
はしかみちょうひら (うめのきだに)梅ノ木谷北平(うめのきだにきたひら)エゲン段(えげんだん)
ヲフチ(おふち)カシ谷(かしだに)鍜治ヤシキ(かじやしき)
の
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地域

大字

字
カナラセ(かならせ)神ノ向(かみのむこう)川口(かわぐち)小谷(こだに)コトユ
イ谷(ことゆいたに)西光寺(さいこうじ)皿ヶ谷(さらがだに)サルカサコ(さるが
さこ)ザレザコ(ざれざこ)三ノ谷(さんのたに)シヲリ(しおり)下ノ谷(しものたに)
下ノ谷東平山(しものたにひがしひらや)成就谷(じようしゆうだに)成就谷西
じ)

だん)津々良尾山(つづらおやま)津々良谷(つづらだに)ツルカケ口(つるか
けぐち)ツルカケ口ノ上(つるかけぐちのうえ)鶴掛谷(つるかけだに)ツルカケ
山(つるかけやま)ドンドコ平(どんどこひら)仲スカ(なかすか)二ノ谷(にのた
に)ヌタノダバ(ぬたのだば)八代地(はちだいち)ハトノヲカ(はとのをか)ヒミチ
サコ(ひみちさこ)
ヒ道サコ東平(ひみちさこひがしひら)平ノ川(ひらのかわ)平ノ川口(ひらのか
わぐち)平野前(ひらのまえ)札場(ふだば)古給田(ふるきゆうでん)古白皇(ふ
るしらおう)古田(ふるた)ホキノ下(ほきのした)ホゲン谷(ほげつたに)松本(ま
つもと)宮ノ上エ(みやのうえ)宮ノ下モ(みやのしも)元屋式(もとやしき)弥次ヶ
サコ(やじがさこ)山サコ口(やまさこぐち)山ノ下(やまのした)

イナシバ(いなしば)イナバヤシキ(いなばやしき)岩ヶ谷(いわがたに)ウヅシ
リ(うづしり)エゴ(えご)大江屋敷(おおえやしき)大谷(おおたに)大ノダバ(おお
のだば)ヲガサカ山(おがさかやま)岡添(おかぞえ)岡田屋式(おかだやしき)
橋上町橋上
はしかみちょうはし 岡ノ川(おかのかわ)ヲカハタケ(おかはたけ)小川南平(おがわみなみひら)
奥ノ谷(おくのたに)オク松ヶ谷(おくまつがたに)ヲトナシ(おとなし)
かみ
柿ノ木谷(かきのきだに)上岡崎(かみおかざき)上ミ下ル川(かみくだるかわ)
カミスキ田(かみすきだ)神ノ谷(かみのたに)カラスデン(からすでん)河鳥越
(かわとりごえ)川平(かわひら)川平山(かわひらやま)川平山内(かわひらや
まうち)北屋式(きたやしき)下ル川(くだるかわ)クボタ(くぼた)栗ノ木ソ子(くり
のきのそね)コウン(こうん)サシデ北平山(さしできたひら)サシデ南平(さしで
みなみひら)
サシデ山(さしでやま)サブロサコ(さぶろさこ)皿ケダバ(さらけだば)三十代(さ
んじゆうだい)山皇谷南平(さんのうたにみなみひら)山皇谷山(さんのうたに
やま)下岡崎(しもおかざき)正分(しようぶん)正分北平(しようぶんきたひら)
正分南平(しようぶんみなみひら)シロカ谷(しろかたに)スカ崎(すかざき)ソリ
内(たかたやまのうち)

ツイ田(ついだ)ツヱノシリ(つえのしり)ツルイヤシキ(つるいやしき)寺山越(て
らやまごえ)寺山越西平山(てらやまごえにしひらや)トイダ(といだ)ドイヤ敷
(どいやしき)盗人谷(とうにんだに)ドヲメン(どうめん)中越(なかごえ)中越北
平(なかごえきたひら)中越南平(なかごえみなみひら)長谷(ながたに)

中原(なかはら)流越(ながれごえ)西下原(にししもはら)西谷北平(にしたにき
たびら)西谷口(にしたにぐち)西谷南平(にしたにみなみひら)西ノ岡(にしの
おか)西谷(にしのたに)ハイノ元(はいのもと)ハケアイ(はけあい)ハチヶ森
(はちがもり)ハチ分(はちぶん)東下原(ひがししもばら)ヒノ口(ひのくち)ヒラタ
サコ(ひらたさこ)ボヲスブン(ぼうすぶん)坊ノ田(ぼうのだ)
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大字

橋上町奥奈路
はしかみちょうおく
なろ

字
坊屋式(ぼうやしき)ホテジウ(ほてじゆう)ホテシウ北平(ほてじゆうきたひら)
松尾(まつお)松ヶ谷(まつがたに)松ノ本(まつのもと)松渕(まつぶち)ミドリダ
(みどりだ)宮ノクボ(みやのくぼ)主水ヤシキ(もんどやしき)柳サコ(やなぎさ
こ)山口(やまぐち)ヨモギ谷(よもぎたに)ヨリ合畑(よりあいばた)ワレサコ(わ
れさこ)

赤汢山(あかぬたやま)伊豆尾山(いずおやま)イノキサコ(いのきざこ)猪ノ谷
(いのたに)色城山(いろしろやま)岩田(いわた)馬淵(うまぶち)榎ダバ(えのき
だば)大サコ(おおさこ)岡屋式(おかやしき)小川柿木山(おがわかきのきや
ま)小川北平(おがわきたびら)小川口(おがわぐち)沖ノナロ(おきなろ)沖ノ原
(おきのはら)沖屋式(おきやしき)沖屋敷下モ山(おきやしきしもやま)

奥下ル川山(おくくだるがわやま)奥ノ谷(おくのたに)大伝平(おでんびら)ヲ
バンダ(おばんだ)ガイノキ(がいのき)柿木田(かきのきだ)上岡屋式(かみお
かやしき)上沖田(かみおきだ)上幸財(かみこうさい)上士格庵(かみしかくあ
ん)上ミ土川山(かみつちかわやま)川平山(かわびらやま)吉造田(きちぞう
だ)キハダ口(きはだぐち)キワダ(きわだ)擽ダバ(くすぐだば)御番処ノ上(ご
ばんしよのうえ)
小路ヶ谷(こみちがたに)皿ガ平(さらがびら)三反地(さんだんぢ)三本楠(さん
ぼんぐす)士格庵(しかくあん)下タノ川(したのかわ)下色城(しもいろしろ)下
沖田(しもおきだ)下幸財(しもこうさい)下土川山(しもつちかわやま)下モ柳瀬
(しもやながせ)障子薮(しようじやぶ)新ガイ(しんがい)新畑(しんばた)セバ平
山(せばひらやま)タキノ下(たきのした)駄場(だば)

ツイカ谷(ついかたに)ツワガ瀧(つわがたき)寺ヶ谷(てらがたに)寺川山(てら
かわやま)中ノ谷(なかのたに)西ホキ山(にしほきやま)番ヤシキ(ばんやし
き)東カイノキ(ひがしかいのき)東ホキ山(ひがしほきやま)舟ノ川(ふねのか
わ)古川(ふるかわ)古城山(ふるしろやま)古田(ふるた)水揚(みずあげ)宮ノ
下(みやのした)宮ノ下(みやのした)森山(もりやま)

柳サコ(やなぎさこ)柳瀬(やなぎせ)藪畑(やぶばたけ)横道山(よこみちやま)
淀(よど)

橋上町京法
はしかみちょうきょ
うほう

石神谷山(いしがみだにやま)イシハラ(いしはら)井出ノダバ(いでんだば)井
ドノ谷(いどんたに)ウシカ市(うしがいち)江畑(えばた)ヲイノダバ(おいのだ
ば)大サコ山(おうさこやま)大江ヤシキ(おおえやしき)ヲカダヤシキ(おかだ
やしき)ヲケムラヤシキ(おかむらやしき)カゲノ山(かげのやま)カシワラ(かし
わら)カマガラ山(かまがらやま)カラト(からと)カンザヒラ(かんざひら)キヨダ
(きよだ)
クトヲ山(くとうやま)コゴエ山(こごえやま)コラカヒラ(こらかひら)三郎滝(さぶ
ろうだき)芝畑(しばはた)下モムタ子(しもむたね)スナブチ(すなぶち)タバヤ
シキ(だばやしき)トヲノ谷(とうのたに)トヲ明(とうみよう)ト目場(とめば)トリヨ
モンヒラキ(とりよもんひらき)中コヲ(なかごう)ナツヤケ(なつやけ)ホドウ子
(ほどうね)ホリカサコ(ほりがさこ)マルタ(まるた)

丸山(まるやま)宮ノ奥(みやのおく)向ヘ谷(むかえだね)ムタ子(むたね)村市
ノ谷(むらいちのたに)
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字
イコマサ(いこまさ)井出ノ谷(いでいのたに)岡田ヤシキ(おかだやしき)ヲクノ
谷(おくのたに)ヲゴヲ谷山(おごうたにやま)ヲチヤイ(おちやい)ヲンヂヤシキ
(おんぢやしき)カケヒラ(かげひら)カタヒラ山(かたひらやま)カミザコ山(かみ
橋上町還住薮
はしかみちょうげん ざこやま)北谷山(きただにやま)コヲダ(こうだ)コヤノ谷(こやのたに)下モサコ
(しもさこ)シラツチ(しらつち)竹ノ谷(たけのたに)竹本屋敷(たけもとやしき)
じゅうやぶ
ダバ(だば)ツイダ山(ついだやま)寺ノ谷(てらのたに)ドヲメン(どうめん)トリコ
エ(とりごえ)ナカレコイ(ながれごい)マキ(まき)ミノコシ(みのこし)横平山(よこ
ひらやま)横道山(よこみちやま)
家段(いえんだん)上切レ(うわぎれ)大川ゾエ(おおかわぞえ)岡ヤシキ(おか
やしき)小嶌田(おじまだ)カシ原(かしはら)カトサコ(かどさこ)神有山(かみあ
りやま)上ミダバ(かみだば)カヤリウチ(かやりうち)キビジリ(きびじり)久兵衛
橋上町神有
はしかみちょうかみ 谷(きゆうべえだに)キヨタ(きよた)クボヤシキ(くぼやしき)車田(くるまだ)コヲ
神堂(こうしんどう)五代地(ごだいち)
あり
コバマグチ(こばまぐち)小濱東平山(こはまひがしひらやま)小浜山(こはま
やま)コモセ(こもせ)堺越(さかいごえ)サカエ谷(さかえだに)貞次ヤシキ(さざ
せ)重儀(じゆうぎ)重吉屋敷(じゆうきちやしき)十代(じゆうだい)シラ金(しら
がね)新井出(しんいでん)新上切レ(しんうわぎれ)新コモセ(しんこもせ)

新瀬戸崎(しんせとさき)政蔵田(せいぞうだ)瀬戸寄(せどより)高芝(たかし
ば)タハヤシキ(たはやしき)長作畑(ちようさくばた)寺ヶ谷(てらがたに)天皇
(てんのう)トメダバ(とめだば)仲切(なかぎれ)中串(なかぐし)中村(なかむら)
流川東平(ながれがわひがしひ)ナメラサコ(なめらさこ)藤ケ駄場(ふぢがだ
ば)フル川(ふるかわ)古ルカワラ(ふるかわら)

古ル田山(ふるたやま)ボヲズ分(ぼおずぶん)ホキノ下タ(ほきのした)本谷
(ほんたに)孫太郎(まごたろう)宮ノ川山(みやのかわやま)明王谷(みようおう
(やまだごえ)梼ノ木畑(ゆすのきばた)

龍王(りゆうおう)ワタジリ(わたじり)ヲハンタ(をはんた)
アサセ(あさせ)出井谷(いでいたに)イノキ谷山(いのきたにやま)上田谷山
(うえたたにやま)榎川(えのきがわ)榎川山(えのきがわやま)大川平山(おお
かわひらやま)大川山(おおかわやま)大車(おおぐるま)大野(おおの)小川山
橋上町坂本
はしかみちょうさか (おがわやま)沖ノ前(おきのまえ)ヲクノ谷(おくのたに)カシノキダン(かしのき
だん)兼蔵ヤシキ(かねぞうやしき)上ダバ(かみだば)川平山(かわひらやま)
もと
小川東平(こがわひがしひら)小藤水流(こふじみずながれ)小藤山(こふじや
ま)坂本(さかもと)治之助ヤシキ(じのすけやしき)下坂本(しもさかもと)下谷
(しもだね)十太ヤシキ(じゆうたやしき)スキノノ(すきのの)田ノ谷(たのたに)
地蔵ダバ(ぢぞうだば)テラダ(てらだ)寺ホキ(てらほき)鳥居郷山(とりいごう
やま)西谷山(にしたにやま)八ヶ森(はちがもり)八ヶ森山(はちがもりやま)
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バロヲ(ばろう)古宮下(ふるみやのした)ホキ道(ほきみち)松原山(まつばら
もんやしき)ヲリ越山(をりごえやま)

橋上町楠山
はしかみちょうくす
やま

麻シリ山(あさじりやま)池ノ上(いけのうえ)石神ダバ(いしがみだば)石神ダ
バ(いしがみだば)市ヶ一(いちがいち)井手ノ裏(いでのうら)ウシロ田(うしろ
だ)梅蔵ヤシキ(うめぞうやしき)ヲガヘリ(おがへり)沖ダバ山(おきだばやま)
奥惣師山(おくそうしやま)奥畑山(おくばたやま)ヲコシダバ(おこしだば)ヲサ
ンヤシキ(おさんやしき)小田ヤシキ(おだやしき)小田屋式(おだやしき)ヲドリ
バ山(おどりばやま)
ヲミハイ(おみはい)柿シガキ(かきしがき)カチカヤブ(かちかやぶ)上楠ダハ
(かみくすだば)上ハイタカ谷(かみはいたかだに)上屋式(かみやしき)上横平
(かみよこびら)上六郎谷(かみろくろうだに)仮小字５５－６２４(かり55-624)
楠木ザコ(くすのきざこ)楠山田(くすやまだ)口惣師山(くちそうしやま)黒澤山
(くろさわやま)郷木平山(ごうぎひらやま)郷木山(ごうぎやま)五助山(ごすけ
やま)小畑(こばた)
サキダバ(さきだば)笹平山(ささひらやま)ザトヲ子ハヤマ(ざとをこはやま)ザ
トヲ子バ山(ざとをこばやま)山皇原山(さんこうはらやま)下カカリヤ(しもかか
りや)下神谷(しもがみだに)下ハイタカ谷(しもはいたかだに)下畑山(しもば
たやま)下堀田(しもほりだ)下横平(しもよこびら)下六郎谷(しもろくろうだに)
拾善山(じゆうぜんやま)甚九郎山(じんくろうやま)新屋式(しんやしき)スダノ
木山(すだのきやま)地蔵山(ぢぞうやま)
ツフルキ山(つふるきやま)ツブルギ山(つぶるぎやま)天皇山(てんのうざん)
トイノ左古(といのさこ)堂平山(どうひらやま)梨木山(なしのきやま)西郷木
(にしごうぎ)ニノミヤダバ(にのみやだば)ニノミヤダバ山(にのみやだばやま)
入道(にゆうどう)入道山(にゆうどうやま)野野木平(ののぎひら)花ノ木(はな
のき)花ノ木山(はなのきやま)ハマイワ山(はまいわやま)ヒキヂ山(ひきぢや
ま)ヒナギ山(ひなぎやま)
日平谷(ひびらだに)日平山(ひびらやま)弘島山(ひろしまやま)藤ヶナロ(ふじ
がなろ)藤ノ川(ふじのかわ)古田ナロ(ふるたなろ)法泉庵(ほうせんあん)北
久山(ほつきゆうやま)前平山(まえひらやま)孫六山(まごろくやま)松尾山(ま
つおやま)松ノ木ダバ(まつのきだば)マメシリ(まめしり)南カカリヤ(みなみか
かりや)ミヤノ前(みやのまえ)ヤシキ田(やしきだ)ヲンヂ畑山(をんぢはたけ
やま)

アラ谷(あらたに)後口山(うしろくちやま)大駄場山(おおだばやま)大平山(お
おひらやま)ヲカノ前(おかのまえ)ヲンヂ畝山(おんぢうねやま)上篠平山(か
みささびらやま)上蔵下蔵山(かみぞうしもぞうやま)北古野郷山(きたふるや
橋上町出井
はしかみちょういで ごうやま)源左衛門畑(げんざえもんばた)境ヶ谷山(さかいがたにやま)篠平
山(ささびらやま)下タンバナロ(しもたんばなろ)小三郎山(しようざぶろうや
い
ま)タンバナロ(たんばなろ)ツツジダバ山(つつじだばやま)トヲキアン(とおき
あん)
トビノス(とびのす)鳶巣山(とびのすやま)ヌタノ上(ぬたのうえ)火打山(ひうち
やま)古野郷(ふるやごう)ホラノ谷(ほらのたに)ホラ向イ山(ほらむかいやま)
丸野山(まるのやま)

平田

池ノ谷(いけのたに)石神山(いしがみやま)伊立口(いだちぐち)イタチ山(いた
ちやま)市ハヤシキ(いちはやしき)馬ノ谷(うまのたに)馬渡(うまわたり)馬渡
(うまわたり)エンノサコ山(えんのさこやま)大田(おおた)大谷(おおたに)大谷
平田町中山
ひらたちょうなかや ノ峯(おおたにのみね)大坪(おおつぼ)大鳥居(おおとりい)大ホリ田(おおほ
りた)大ホリ田(おおぼりた)岡ノ越(おかのごえ)
ま

24/36

宿毛市の小字一覧
地域

大字

字
岡ノ下(おかのした)岡ノ下タ(おかのした)岡鼻(おかはな)岡脇(おかわき)柿
ノ木田(かきのきた)カヂメン(かぢめん)北ノ奥(きたのおく)串ヶ崎(くしがさき)
黒バエ(くろばえ)小路屋敷(こうじやしき)腰前(こしまえ)坂ノ本(さかのもと)下
モ谷(しもたに)下谷後口山(しもたにうしろぐちやま)杉原(すぎはら)善上山

高原(たかはら)竹ノ下(たけのした)谷ヤシキ(たにやしき)田本坊(たほんぼ
う)中差出山(なかさしでやま)中ノ山(なかのやま)中山ヤシキ(なかやまやし
き)ニカイ谷(にかいだに)西馬ノ谷山(にしうまのたにやま)西岡ワキ山(にし
おかわきやま)西下谷山(にししもたにやま)西ノ岡(にしのおか)ニツモリ山
(につもりやま)畑ノ谷山(はたのたにやま)東モリシゲ(ひがしもりしげ)東ヤイ
トウ川山(ひがしやいとうがわや)平畑(ひらはた)
本坊(ほんぼう)松尾谷(まつおたに)松尾山(まつおやま)巳家ケ谷山(みけの
たにやま)南差出山(みなみさしでやま)森重(もりしげ)ヤイトウ川(やいとうが
わ)ヤデン(やでん)芳奈口(よしなぐち)
愛堂寺(あいどうじ)青木本(あおきもと)赤法師(あかほうし)荒次郎山(あらじ
ろうやま)飯ノ山(いいのやま)池田(いけだ)池ノ尻(いけのしり)神母ノホキ(い
げのほき)池ノ本(いけのもと)石ヶ坪(いしがつぼ)石黒ヤシキ(いしぐろやし
平田町戸内
き)石崎(いしざき)井関駄場(いせきだば)井関ノ鼻(いせきのはな)井関林(い
ひらたちょうへない せきばやし)イソギタ(いそぎた)市ノ駄場(いちのだば)

井津ヶ谷口(いつがたにぐち)井津ヶ谷山(いつがたにやま)一町田(いつちよ
うだ)稲葉(いなば)今城(いまんじよう)岩本屋式(いわもとやしき)上野(うえ
の)姥ヶ谷(うばがたに)姥ヶ谷山(うばがたにやま)馬飼駄場(うまかいだば)
馬渡リ(馬渡)(うまわたり)梅ノ木谷(うめのきだに)ウヤシキ(うやしき)ウヤス
(うやす)浦田石神ノモリ(うらたいしがみのもり)浦田大道西(うらたおおみち
にし)浦田川原ヶ谷(うらたかわらんたね)
浦田中ノ谷(うらたなかのたに)浦田中ノヨリ(うらたなかのより)浦田西ノヨリ
(うらたにしのより)浦田山(うらたやま)エゲノ下タ(えげのした)榎郷山(えのき
ごうやま)扇(おおぎ)大田(おおた)大田谷(おおたたに)大谷(おおたに)大谷
口(おおたにぐち)大谷田(おおたにだ)大谷山(おおたにやま)大駄場(おおだ
ば)大駄場(おおだば)大潰川(おおつぶがわ)大登山(おおのぼりやま)

大船神田(おおふねしんでん)岳添(おかぞえ)岡添畑(おかぞえばた)岡ノ下
(おかのした)岡ノ山(おかのやま)岡松西ノヨリ(おかまつにしのより)岡松東ノ
ヨリ(おかまつひがしのより)沖ノ川(おきのかわ)樋ノ谷(おけのたに)押ヶ谷
(おしがたに)御堂ヶ谷セイモト(おどうがたにせいもと)カイソヲノ下タ(かいそ
うのした)カイソウ林(かいそうりん)覚助林(かくすけばやし)カケヤダバ(かけ
やだば)樫谷口(かしたにぐち)樫ノ木瀬渡リ上リ(かしのきせわたりあがり)
金法師山(かなぼうしやま)亀ノ川(かめのかわ)亀ノ川口(かめのかわくち)亀
ノ川中畝(かめのかわなかうね)亀ノ川西ノ谷(かめのかわにしのたに)亀ノ
川東谷(かめのかわひがしたに)亀ノ川東駄場(かめのかわひがしだは)川
原ヶ谷(かわはらがたに)川原崎(かわはらざき)川原田(かわはらだ)雁ヶ池
南平(がんがいけみなみひら)カンドウ(かんどう)巖洞駄場(がんどうだば)勘
内(かんない)北臼割(きたうすわり)北久保ノ前(きたくぼのまえ)北野(きたの)
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北野地(きたのぢ)北村ヤシキ(きたむらやしき)牛ヶ森(ぎゆうがもり)経塚ノ
本(きようつかのもと)切ノ本(きりのもと)クイメ谷(くいめたに)久才川山(くさい
がわやま)国木ヶ谷(くにきがたに)国木ヶ谷山(くにきがたにやま)車岡西駄
場(くるまおかにしだば)車岡西ノ谷(くるまおかにしのたに)車岡林(くるまお
かばやし)車岡東ノ駄場(くるまおかひがしのだ)黒石山(くろいしやま)黒間(く
ろま)経前田(けいまえだ)源光院ノ谷(げんこういんのたに)
弦葉山(げんようやま)郷城(ごうじよう)コウタカ谷(こうたかたに)郷ノ前(ごう
のまえ)越戸ノ下(こえとのした)小河内(こがわうち)小川内山(こがわうちや
ま)腰懸田(こしかけでん)小棚(こだな)古坪ノ駄場(こつぼのだば)小堂ノハナ
(こどうのはな)拳ノ跡(こぶしのあと)コモヲ(こもを)権現(ごんげん)權現原(ご

櫻ヶ谷ヲク(さくらがたにおく)櫻ヶ谷口(さくらがたにぐち)櫻ヶ谷山(さくらがた
にやま)佐古(さこ)佐古ノ尻(さこのしり)笹ヶ森(ささがもり)札場ノ下(さつばの
した)澤田山(さわだやま)三町原(さんぢようわら)散浪(さんなみ)椎ノ木城清
本(しいのきじようせいもと)椎ノ木城谷口(しいのきじようたにぐ)椎ノ木城林
き)清水山(しみずやま)下野(しもの)
小路口(しようじぐち)菖蒲ヶ谷(しようぶがだに)城福庵(じようふくあん)白井
川山(しらいがわやま)陣ヶ駄場(じんがだば)陣ヶ森(じんがもり)仙原(せんば
ら)仙原山(せんばらやま)曽我崎(そがざきき)曽我ノ谷(そがのたに)曽我ノ
前(そがのまえ)曽我山(そがのやま)大藏駄場(だいぞうだば)高岡山(たかお

谷屋式(たにやしき)駄場(だば)駄場ノ下(だばのした)タンショ(たんしよ)地藏
堂林(ぢぞうどうばやし)茶屋堂(ちややどう)町田ヶ谷(ちようだがたに)丁田
山(ちようだやま)塚沖(つかおき)ツカヤ(つかや)作リ道(つくりみち)坪根田
(つぼねだ)坪根田林(つぼねだばやし)坪子田山(つぼねだやま)鶴井ヶ谷
(つるいがだに)出合(であい)寺尾北ノ森(てらおきたのもり)

寺尾西ノ森(てらおにしのもり)寺尾林(てらおばやし)寺尾南ノ森(てらおみな
みのもり)寺田(てらだ)天神ノ駄場(てんじんのだば)トイシ本(といしもと)土居
屋式(どいやしき)堂ヶ谷山(どうがたにやま)通シヶ谷(とうしがたに)通シヶ谷
山(とうしがたにやま)藤次郎山(とうじろうやま)堂ノ上(どうのうえ)堂ノ山(どう
のやま)藤林寺(とうりんじ)トヲフガ谷(とおふがたに)徳師中ノ駄場(とくしな
かのだば)徳師西ノ谷(とくしにしのたに)
徳師西ノ駄場(とくしにしのだば)徳師林(とくしばやし)徳師東谷(とくしひがし
たに)徳師東駄場(とくしひがしだば)土段(どだん)トヤヶ谷(とやがたに)トヤヶ
森(とやがもり)鳥首清本(とりくびせいもと)永井(ながい)中畝山(なかうねや
ま)中大ヶ市(なかおおがいち)中大和田(なかおおわだ)中尾山(なかおやま)
中川内(なかごうじ)長澤駄場(ながさわだば)長畝(ながせ)長谷(ながたに)

中野(なかの)中堀(なかほり)奈良田(なろた)苗代(なわしろ)仁井田ノ下(に
いだのした)仁井田山(にいだやま)西大ヶ市(にしおおがいち)西大和田(にし
おおわだ)西尾西ノ谷(にしおにしのたに)西尾林(にしおばやし)西尾東ノ谷
(にしおひがしのたに)西鹿島(にしかしま)西雁ヶ池(にしがんがいけ)西黒ハ
ザマ(にしくろはざま)西師高瀬(にししだかせ)西下野(にししもの)西仙原(に
しせんばら)
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西惣田(にしそうた)西田汲田(にしたくみでん)西田城(にしだじよう)西谷山
(にしたにやま)西ツルマ(にしつるま)西寺田(にしてらだ)西中川内(にしなか
がわうち)西流越(にしながれごえ)西ノ谷口(にしのたにぐち)西蓬来(にしほ
うらい)西堀本口(にしほりもとぐち)西村城(にしむらじよう)西芳奈口(にしよ
しなぐち)二反田(にたんだ)入道ヶ谷(にゆうどうがたに)入道山(にゆうどうや
ま)布本城(ぬのもとじよう)
鼠ヶ鼻(ねずみがはな)念佛田(ねんぶつだ)野地ノハナ(のぢのはな)ハゲン
経(はげんきよう)橋ヶ谷口(はしがたにぐち)橋屋式(はしやしき)蓮ノ折(はす
のおれ)八幡城(はちまんじよう)八反田(はつたんだ)早川(はやかわ)早川山
(はやかわやま)拂川(はらいがわ)東大ヶ市(びがしおおがいち)東大和田(ひ
(ひがししだかせ)
東下野(ひがししもの)東仙原(ひがしせんばら)東惣田(ひがしそうた)東田汲
田(ひがしたくみでん)東谷山(ひがしたにやま)東ツルマ(ひがしつるま)東寺
田(ひがしてらだ)東中川内(ひがしなかがわうち)東流越(ひがしながれごえ)
東蓬来(ひがしほうらい)東堀本口(ひがしほりもとぐち)東芳奈口(ひがしよし
なぐち)平田城山(ひらたじようやま)広畑(ひろばた)藤岡大松ノ北(ふじおか
だいまつのき)藤岡大松ノ南(ふじおかだいまつのみ)藤ノ木(ふじのき)
藤本屋式(ふじもとやしき)二ツモリ(ふたつもり)二ツモリノ谷(ふたつもりのた
に)太ノ下(ふとのした)船倉澤(ふなくらざわ)船原(ふなはら)古川(ふるかわ)
古屋式(ふるやしき)フロノ谷(フロケ谷)(ふろのたに)平次玉屋ノダバ(へいじ
たまやのだば)戸内屋式(へないやしき)法持庵(ほうじあん)法泉駄場(ほう
せんだば)坊屋式(ぼうやしき)法蓮田(ほうれんだ)保木林(ほきばやし)ホキ
ヤシキ(ほきやしき)
菩堤寺(ぼだいじ)堀(ほり)堀本(ほりもと)本谷山(ほんたにやま)孫市谷(まご
いちたに)孫市山(まごいちやま)町田(まちだ)松ヶ峠山(まつがとうげやま)松
香田(まつこうた)松ノ下タ(まつのした)松本(まつもと)ミウシ山(みうしやま)南
一町田(みなみいつちようだ)南臼割(みなみうすわり)南樫ノ木瀬(みなみか
しのきせ)南鹿島(みなみかしま)南雁ヶ池(みなみがんがいけ)

南久保ノ前(みなみくぼのまえ)南惣田(みなみそうた)南寺田(みなみてらだ)
南流越(みなみながれごえ)南野地(みなみのぢ)南菩堤寺(みなみぼだいじ)
南ヤシキ(みなみやしき)南芳奈口(みなみよしなぐち)宮ヶ谷(宮ノ谷)(みや
がたに)宮ノ前(みやのまえ)向山(むかいやま)無谷(むたに)ム谷軣(むたにと
どろき)女夫岩(めおといわ)持田(もちだ)森(もり)森岡谷(もりおかたに)

森岡林(もりおかばやし)森ヶ池(もりがいけ)森ノ下タ(森野ノ下タ)(もりのし
た)門前(もんぜん)ヤイト川(やいとがわ)矢倉ヶ谷(やぐらがたに)柳(やなぎ)
柳ヶ谷(やなぎがたに)薮倒シ(やぶだおし)山ノ下屋式(やまのしたやしき)弓
場(ゆば)四反地(よんたんぢ)ライクボ(らいくぼ)ロウヶ谷口(ろうがたにぐち)
ロクノ谷(ろくのたに)ロクノ谷口(ろくのたにぐち)ロクノ谷山(ろくのたにやま)

平田町黒川
ひらたちょうくろか
わ

アイノウ子山(あいのうこやま)アイノウ子(あいのうね)家ノ前(いえのまえ)池
田(いけだ)池ノ谷(いけのたに)神母ノ谷セイ本(いげんたねせいもと)石ノ尾
ノ谷セイ元(いしのおのたにせいもと)石ノ尾山(いしのおやま)石丸田(いしま
ろだ)泉(いずみ)イタチ谷(いたちだに)一ノ谷(いちのたに)一ノ谷口(いちのた
にぐち)一ノ谷山(いちのたにやま)市ノ坪(いちのつぼ)市ノ坪(いちのつぼ)
出ヶ谷(いづがたに)
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イヅカ谷山(いづかたにやま)岩ツカ口(いわつかぐち)イワツカ谷(いわつか
たに)イワツカ山(いわつかやま)ウキヤシキ(うきやしき)ウシロダ(うしろだ)内
入沢(うちいりざわ)内入澤(うちいりざわ)内ケイダ(うちけいだ)内慶田(うちけ
いだ)内澤田(うちさわだ)ウツゲ谷(うつげたに)ウノトキ(うのとき)馬木床(うま

エボシ山(えぼしやま)ヱンシウバイ(えんしうばい)大方ヤシキ(おおがたやし
き)大谷(おおたに)大ダバ(おおだば)大福良(おおふくら)大房谷(おおふさた
に)岡田谷(おかだのたに)ヲカミツ(おかみつ)岡本屋敷(おかもとやしき)沖ノ
小田(おきのこだ)ヲクホリモト(おくほりもと)ヲンヂダ(おんぢだ)貝ヶ森(かい
がもり)貝ヶ森山(かいがもりやま)カイソウ(かいそう)カイソウノハナ(かいそ
うのはな)
カクレ谷(かくれたに)カゲヤシキ(かげやしき)カ子マツ城(かこまつじょう)カ
ジマ山(かじまやま)カツラサカ(かつらさか)角ヶ峠(かどがとう)角ヶ峠山(か
どがとうやま)上石丸(かみいしまろ)上川原(かみかわら)上沢田(かみさわ
き)カモサワ(かもさわ)カヨウ(かよう)川ヲク(かわおく)

川クボ(かわくぼ)川又(かわまた)ガンガ池(がんがいけ)カントヲ(かんとう)カ
ントヲ谷(かんとうだに)キシマイ(きしまい)北カントヲ(きたかんとう)北谷(きた
たに)北谷口(きたたにぐち)北谷セイモト(きたたにせいもと)北谷山(きたた
にやま)北中田(きたなかだ)北平山(きたひらやま)木村ヤシキ(きむらやし

クダシ(くだし)クダシ谷(くだしだに)クチゲンビョウ(くちげんびよう)國助(くに
すけ)熊越山(くまごえやま)慶田(けいだ)慶田口(けいだぐち)慶田新城谷(け
いだしんじようだ)ケンビョウ谷(けんびようたに)ゴウジ(ごうじ)カウシ谷(こう
じだに)神ノ谷(こうのたに)小川原(こかわはら)小クマコエ(こくまごえ)五反ダ
(ごたんだ)コブノキ(こぶのき)コブノ木山(こぶのきやま)

サコノ谷(さこのたに)ササノヲ(ささのう)ササブサキ(ささぶさき)サタケ(さた
け)サヤマキノ谷(さやまきのたに)サルヤ口(さるやぐち)サルヤノ谷(さるや
のたに)サルヤ山(さるややま)澤田(さわだ)山皇谷(さんおうだに)山王谷(さ
んおおたに)散浪(さんなみ)シウチン谷(しうちんだに)シウンテンカ谷(しうん
てんかたに)寺中(じちゆう)嶋ノ宮(しまのみや)島ノ本(しまのもと)

下石丸(しもいしまろ)下ヶ市(しもがいち)下川原(しもかわら)下沢田(しもさわ
だ)下タカヤブ(しもたかやぶ)下駄場(しもだば)下野向山(しものむかいやま)
障子奥山(しようじおくやま)城ノ下(じようのした)ショブガ谷(しようぶがだに)
正明アン(しようみようあん)正明アン谷(しようみようあんたに)白郷山(しらご
うやま)陳ヶ森(じんがもり)
新在家(しんざいけ)新城山(しんじようやま)シンサウダ(しんそうだ)シンテン
(しんてん)新田丸田(しんでんまるた)新ミサイヂ(しんみさいぢ)助市(すけい
ち)スゲノ谷(すげんたに)宗福寺(そうふくじ)外入沢(そといりざわ)外入澤(そ
といりざわ)外ケイダ(そとけいだ)タカゾヱ(たかぞえ)高田(たかだ)タカヤブ
(たかやぶ)タカヤブノ谷(たかやぶのたに)タケヒラ(たけひら)
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竹平(たけひら)竹平拡大因(たけひらかくだいいん)立本山(たちもとやま)田
中(たなか)タナタノ谷(たなたのたに)谷川(たにがわ)タルイ(たるい)チチカウ
ノ頭(ちちかうのかしら)忠七駄場(ちゆうしちだば)チヨヲカ(ちようか)チヨヲカ
ダ(ちようかだ)チヨヲカ山(ちようかやま)丁田(ちようだ)長福寺(ちようふくじ)
ツイガダバ(ついがだば)ツイノダバグチ(ついのだばぐち)ツルイ(つるい)

ツルイダバ(つるいだば)ツルイ山(つるいやま)ツルバ(つるば)ツルバ山(つ
るばやま)テシロヲカ(てしろおか)テンノヲ(てんのう)トイグチ(といぐち)砥ヶ峠
(といしがとうげ)トイナガ(といなが)トヲガ谷清本(とうがたにせいもと)堂ノ前
(どうのまえ)ドウノ山(どうのやま)トウハ(とうば)トヲライシ(とうらいし)トウリア
ン(とうりあん)トビノス(とびのす)トヲカ谷口(とをかたにぐち)

トンカリ(とんがり)長尾谷(ながおたに)中沢田(なかさわだ)長谷(ながたに)
長谷セイ元(ながたにせいもと)長谷ノ西ノ谷(ながたにのにしのたに)長谷東
ノ谷(ながたにひがしのたに)長谷山(ながたにやま)中ノ川枝谷(なかのかわ
えだだに)中ノ川口(なかのかわぐち)中ノ川口(なかのかわぐち)中ノ川セイ
元(なかのかわせいもと)中ノ川山(なかのかわやま)中ノ谷(なかのたに)中ノ
ダバ(なかのだば)中ノ坪(なかのつぼ)流レタ(ながれた)
流レタノヲク(ながれたのおく)ナカレタノ西(ながれたのにし)ナシノキ(なしの
き)ナラノ木(ならのき)西石丸(にしいしまる)西ウスワリ(にしうすわり)西ヶ谷
(にしがたね)西ヶ谷セイ元(にしがたねせいもと)西カウシ谷(にしこうじだに)
西ササノヲ(にしささのう)西立本(にしたちもと)西タナダ(にしたなだ)西ミサイ
ヂ口(にしみさいぢぐち)西溝入(にしみぞいり)西山枝(にしやまえだ)二重(に
じゆう)西ワキ(にしわき)
日林寺(にちりんじ)野ノ山(ののやま)ハイノ本(はいのもと)ハシダ(はしだ)畑
山(はたのやま)ハトガトウ(はとがとう)花ノ木ダン(はなのきだん)ハンカクチ
(はんかくち)ハンガタキ(はんがたき)ヒヱズク(ひえずく)東石丸(ひがしいしま
る)東ウスワリ(ひがしうすわり)東沖(ひがしおき)東カウシ谷(ひがしこうじだ
に)東堀本(ひがしほりもと)東溝入(ひがしみぞいり)東山枝(ひがしやまえだ)

谷(ぶぞうがたに)舟ノ尾ダバ(ふなおだば)船尾山(ふなおやま)船倉沢(ふな
ぐらさわ)古池(ふるいけ)古池口(ふるいけぐち)フロノ谷(ふろのたに)別當寺
(べつとうじ)蓬来(ほうらい)ホリノ口(ほりのくち)堀本(ほりもと)松ムカエ(まつ
むかえ)マトバ下(まとばした)

廻リダバ(まわりだば)ミサイヂ(みさいぢ)ミサイヂ口(みさいぢぐち)ミサイヂ
山(みさいぢやま)水見ノハナ(みずみのはな)ミゾタ(みぞた)ミノコシ(みのこ
し)宮本(みやもと)椋ノ木(むくのき)村田(むらた)ヤキダ(やきだ)ヤシロ谷(や
しろだに)ヤスナミ谷口(やすなみたにぐち)山ヲカヤシキ(やまおかやしき)山

山本屋式(やまもとやしき)リウセン(りうせん)リウタ(りうた)リウカウ(りゆうこ
う)蓮ヶ谷口(れんがたにぐち)六反丸(ろくたんまる)渡リ上リ(わたりあがり)

山奈

青木(あおき)明見ノ下(あけみのした)穴瀬(あなぜ)アナノ(あなの)アンノ谷
(あんのたに)イクサハ(いくさば)池ノ谷(いけのたに)石ツカ(いしつか)石塚山
(いしづかやま)イシバシ(いしばし)石ブチ(いしぶち)イタツリ谷(いたづりだ
山奈町山田
に)イチグマ(いちぐま)一ノ井デ(いちのいで)一ノ谷(いちのたに)市ノ坪(いち
やまなちょうやまだ のつぼ)一町田(いつちようだ)
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イツラタ(いつらた)イデカ谷山(いでがたにやま)イトヶ谷(いとがたに)猪ノ石
田(いのいしだ)井ノ上(いのうえ)イノヲダ(いのうだ)イノヲ谷(いのおたに)イノ
ヲヤシキ(いのおやしき)イノタ山(いのたやま)イノツベハヱ(いのつべはえ)
まそうだ)伊興田城(いよたじよう)イリウ(いりう)

イルノ本(いるのもと)岩マツコウ(いわまつこう)岩マッコウ山(いわまっこうや
ま)岩見田(いわみた)植松(うえまつ)ウシロノ谷(うしろのたに)内田(うちだ)内
ダ西ノ谷(うちだにしのたに)内タ山(うちだやま)ウヅ(うづ)ウツキ谷(うつきた
に)ウツキ谷口(うつきたにぐち)ウツケ堤(うつげづつみ)姥ノフトコロ(うばの
ふところ)馬洗川(うまあらいがわ)ウマキ(うまき)馬木(うまき)

ウルシ畑(うるしばた)永壽林(えいじゆうばやし)江タ(えだ)ヱボシタ(えぼし
た)ヱンノ本(えんのもと)円ノ本(えんのもと)大田(おおた)大谷口(おおたにぐ
ち)大谷山(おおたにやま)大駄場(おおだば)大野(おおの)大畑ケ(おおばた
け)大向口(おおむかいぐち)大向東平(おおむかいひがしひら)大向ヒロ(お
おむこおひろ)大物川山(おおものがわやま)岡(おか)

岡尾(おかお)岡崎(おかざき)岡添(おかぞえ)岡ノ下(おかのした)岡村(おか
むら)岡本(おかもと)ヲキモト(おきもと)ヲクヤシキ(おくやしき)押川ノ山(おし
かわのやま)落合ノ瀧(おちあいのたき)ヲツホ谷(おつほたに)ヲニヶダバ(お
にがだば)ヲモイデ(おもいで)折リ風(おりかぜ)ヲリツキ(おりつき)ヲリ山口
(おりやまぐち)カクレヤカタ(かくれやかた)

隠屋敷(かくれやしき)カゲヒラ(かげひら)蔭平山(かげひらやま)カシキケ谷
(かしきけたに)カシマ(かしま)風方(かぜがた)カタツラダバ(かたつらだば)カ
ヂカブ(かぢかぶ)カチヤシキ(かちやしき)カツキ谷口(かつきたにぐち)カマイ
ケ(かまいけ)鎌田(かまた)上大田(かみおおた)上押川山(かみおしかわや
ま)上川原田(かみかわらだ)上三田(かみさんた)上ミタシ口(かみたしぐち)

上ダバ(かみだば)上ノ谷(かみのたに)神ノ馬バ(かみのばば)神ヤシキ(か
みやしき)亀ヶ谷(かめがたに)カラウト(からうと)唐谷(からたに)カリヤ(かり
や)観音寺(かんおんじ)鳫カ池(がんがいけ)ギヲンダ(ぎおんだ)北裏(きたう
ら)北ヤシキ(きたやしき)北山(きたやま)木屋ヶ谷(きやがたに)京デン(きよう
でん)桐嶋(きりしま)

桐ノ木(きりのき)楠城山(くすしろやま)クデンダ(くでんだ)クトラ山(くとらやま)
久保田(くぼた)栗岩(くりいわ)栗ノ木屋式(くりのきやしき)桑ヶ谷(くわがたに)
桑木ノ内(くわきのうち)クワンス谷(くわんすだに)慶正ヶ谷(けいしようがた
に)ケワイテン(けわいてん)カウヱンタ(こうえんだ)郷ノ内(ごうのうち)小島(こ
しま)小島土居ノ外(こしまどいのそと)小島森(こしまもり)

小砂川山(こすながわやま)コダ(こだ)コダイガフチ(こだいがふち)小駄場(こ
ち)込山(こみやま)米ツミバ(こめつみば)コモ沢(こもさわ)コモ澤(こもさわ)コ
ヤノクチ(こやのくち)
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コリビ(こりび)コンピラ前(こんぴらまえ)コンボヲ(こんぼう)コンボヲ口(こんぼ
うぐち)サイカミ(さいかみ)サイコヲ(さいこお)サイコヲジ(さいこをじ)サキヲヤ
シキ(さきおやしき)ササテン(ささでん)サルハマス(さるはます)三光越(さん
こうごえ)三反田(さんたんだ)三堂(さんどう)下ノ川(したのかわ)シチ願(しち
がん)柴垣(しばがき)芝沢(しばさわ)

柴田(しばた)ジホリ口(じほりぐち)シホリノクチ(しほりのくち)島田(しまだ)島
ノ宮(しまのみや)シメノホテン(しめのほでん)下押川山(しもおしかわやま)下
川原田(しもかわはらだ)下モタシ口(しもたしぐち)下モ立チ花山(しもたちば
なやま)下タノ川(しもたのかわ)下マダラク(しもまだらく)下宮(しもみや)下モ
ヤシキ(しもやしき)シヤシ山(しやしやま)修理殿(しゆうりでん)城主ヶ谷(じよ
うしがたに)
小路口(しようじぐち)正ジャク(しようじやく)城ノ下(じようのした)城山(じよう
のやま)正ブン(しようぶん)白王(しらおう)白王前(しらおうまえ)白土ノハナ(し
らつちのはな)新替(しんがえ)青光(しんこう)新蔵寺(しんぞうじ)新道(しんみ
ち)スケノ谷(すけのたに)スダノ町(すだのまち)スナダ(すなだ)西光(せいこ
う)セソンジ(せそんじ)

千石?(せんごくばえ)ゼンノヲリ(ぜんのうり)惣五郎山(そうごろうやま)惣山
分(そうやまぶん)曽我山(そがやま)曽我ヶ谷(そがんたに)ソツユウヤシキ
(そつゆうやしき)外ウラ(そとうら)ソトウラ口(そとうらぐち)ソワカ(そわか)大
し)

(たきのした)タキノ山(たきのやま)タクミダ(たくみだ)竹ヶ谷(たけがたに)タケ
山デン(たけやまでん)タチバナクチ(たちばなくち)タテヲカ(たておか)田中(た
なか)谷ヤシキ(たにやしき)頼母田(たのもだ)タレカト(たれかと)タンヤシキ
(たんやしき)チチウ谷(ちちうたに)

チトリノ下(ちとりのした)地引屋式(ぢびきやしき)ヂブサコ(ぢぶさこ)長正イン
(ちようしよういん)丁田(ちようだ)丁ノ坪(ちようのつぼ)丁場(ちようば)丁場北
森(ちようばきたもり)丁場ノ南(ちようばのみなみ)長福寺(ちようふくじ)長老
(ちようろう)ツイタ(ついた)塚ノ町(つかのまち)ツキイタシ(つきいたし)ツシ原
(つしはら)土川田(つちかわだ)ツツミ(つつみ)

椿原(つばきはら)出口(でぐち)手代岡(てしりおか)テシロ(てしろ)天神ノ前(て
んじんのまえ)天神前(てんじんまえ)テントヲヤシキ(てんとうやしき)テントウ
山(てんとうやま)トイヶ谷(といがだに)トイヶ谷口(といがたにぐち)トイクチ(と
いくち)土居ノ内横田(どいのうちよこた)堂額庵(どうがくあん)堂ヶハサコ(ど

トキツナ(ときつな)トツキウ山(とつきうやま)トノコ(とのこ)殿ヤシキ(とのやし
き)土場(どば)土橋(どばし)トビノス(とびのす)トヤガ谷(とやがたに)中イテ(な
かいて)長ウ子(ながうね)長尾(ながお)中岡(なかおか)中沖(なかおき)長尾
ノ谷(ながおのたに)長尾分(ながおぶん)中嶋(なかじま)長瀬西平(ながせに
しひら)

31/36

宿毛市の小字一覧
地域

大字

字
長瀬山(ながせやま)中ソリ(なかそり)ナカタ(なかた)中ノ川山(なかのかわや
ま)中ノ谷(なかのたに)ナガノヤシキ(ながのやしき)中ヤシキ(なかやしき)中
山(なかやま)ナガレタ(ながれた)ナバレダ(なばれだ)ナルサンタ山(なるさん
たやま)ナルセ(なるせ)ニグリノ前(にぐりのまえ)西沢(にしさわ)西ノ川(にし
のかわ)西ノ崎(にしのさき)西沢(にしのさわ)

西山(にしやま)仁助分(にすけぶん)ヌタツボ(ぬたつぼ)念佛(ねんぶつ)農協
前(のうきようまえ)橋ヶ谷(はしがたに)ハシキテン(はしきでん)畑ケタ(はた
けだ)ハタ竹(はたたけ)ハタノ川(はたのかわ)畠ノ川山(はたのかわやま)八
龍王(はちりゆうおう)八龍王山(はちりゆうおうやま)八反田(はつたんだ)馬
場カウダ(ばばこうだ)馬場住(ばばじゆう)馬場ダ(ばばだ)

馬場ノ下(ばばのした)馬々ヤシキ(ばばやしき)林(はやし)ヒエタ越(ひえたご
え)ヒヱタ山(ひえたやま)久ホリ(ひさほり)ヒシャシ口(ひしやしぐち)ヒシヤミノ
平(ひしやみのひら)日ノ平山(ひのひらやま)ビヤタ(びやた)平田境(ひらたざ
かえ)弘田(ひろた)福岡(ふくおか)フクヲカ(ふくをか)藤岡(ふじおか)藤本(ふ
じもと)藤本ヤシキ(ふじもとやしき)

札ノ木(ふだのき)フタマタセ(ふたまたせ)佛身寺口(ぶつしんじぐち)フナグラ
(ふなぐら)ブリデン(ぶりでん)古川(ふるかわ)古殿(ふるとの)風呂ノ谷(ふろ
のたに)別當ヤシキ(べつとうやしき)ホヲン寺(ほおんじ)ホキノ下(ほきのし
た)佛ヶ谷(ほとけがたに)ホニウト(ほにうと)マイノ上(まいのうえ)マダラク(ま
だらく)マテノ川(まてのかわ)マテノ川道ノ下(まてのかわみちのした)

マトコロ(まところ)丸田(まるた)丸野(まるの)丸山(まるやま)マワリ山(まわり
やま)三島山(みしまやま)水舟屋敷(みずぶねやしき)ミゾタ(みぞた)三子(み
つね)南ヤシキ(みなみやしき)峯(みね)ミノコシ(みのこし)みのこし(みのこし)
ミノコシ山(みのこしやま)水フ子ヤシキ(みふねやしき)宮尾(みやお)宮ヶ谷
(みやがたに)

宮島(みやしま)宮田ヤシキ(みやたやしき)宮ノ後(みやのうしろ)宮ノ後口(み
やのうしろぐち)宮ノカウラ(みやのかうら)宮ノ谷(みやのたに)宮ノ前(みやの
まえ)宮畑ケ(みやはたけ)明願寺(みようがんじ)妙見ノ下(みようけんのした)
明見ヤシキ(みようけんやしき)向岡(むかいおか)ムクノ木(むくのき)目弘ヶ
山(めひろがやま)森(もり)モリノウシロ(もりのうしろ)弥市屋式(やいちやしき)

ヤカハタノ口(やかはたのくち)ヤブチ谷(やぶちたに)ヤブレダ(やぶれだ)山
枝(やまえだ)山田町(やまだちよう)弓久(ゆみひさ)横川(よこかわ)横澤(よこ
さわ)ヨコタ(よこた)横田(よこた)吉藏屋敷(よしぞうやしき)リウキアン(りうき
あん)リウゲン(りうげん)龍王ノ前(りゆうおうのまえ)両イテ(りよういで)六反
田(ろくたんだ)ワイノマヱ(わいのまえ)

わだごえ(和田越(わだごえ))ワラタ(わらた)

山奈町芳奈
やまなちょうよしな

アカハゲ(あかはげ)飯ノ谷(いいのたに)飯ノ山(いいのやま)池田山(いけだ
やま)池ノ尾(いけのお)池ノ谷(いけのたに)石橋(いしばし)石佛(いしぼとけ)
イタチ口(いたちぐち)一ノ井デ(いちのいで)一ノ谷山(いちのたにやま)一本
松山(いつぽんまつやま)井戸ケ谷(いどがたに)井戸ヶ谷山(いどがたにや
ま)稲干場(いなほしば)稲干場山(いなほしばやま)イノリヤマ(いのりやま)

32/36

宿毛市の小字一覧
地域

大字

字
イ法山(いのりやま)イモヂ(いもぢ)伊屋ケ坂(いやかざか)イヤノ谷(いやのた
たにやま)打越谷(うちこしだに)ウツボ谷(うつぼたに)姥ヶ瀧(うばがたき)
姥ヶ滝山(うばがたきやま)姥ヶ谷(うばがたに)姥ケ谷山(うばがたにやま)馬
門(うまかど)梅ノ木(うめのき)梅ノ木山(うめのきやま)浦田(うらた)

浦ダ(うらだ)浦ダ谷(うらだだに)浦タ東ノ谷(うらたひがしのたに)浦田山(うら
たやま)エガタニ山(えがたにやま)ヱンノ下タ(えんのした)エンノ谷(えんのた
に)大石(おおいし)大川(おおかわ)大川山(おおかわやま)大倉山(おおくらや
ま)大谷山(おおたにやま)大駄場(おおだば)大駄場山(おおだばやま)大坪
(おおつぼ)大平ラ(おおひら)大松(おおまつ)

大ヤケソ(おおやけそ)ヲガ坂(おがさか)小ヶ坂山(おがさかやま)岡城(おか
じよう)岡城ノ谷(おかじようのたに)岡城東ノ下(おかじようひがしのし)岡宗
城(おかむねじよう)岡ヤシキ(おかやしき)ヲクカヌキ(おくかぬき)樋ヶ谷(おけ
がたに)柿ノ木谷(かきのきだに)柿ノ木山(かきのきやま)影ヒラ(かげひら)鹿
島(かじま)カタギ谷(かたぎだに)カナン坊(かなんぼう)カナン坊山(かなんぼ
うやま)
上ミエンノ下(かみえんのした)上ミ木ワダ(かみきわだ)神ノダバ(かみだば)
上ヤシキノ下(かみやしきのした)神ノ谷(かみんたに)亀ノ甲(かめのこう)亀
ケ谷(かめんたに)川原(かわはら)切レト(きれと)金カ駄場(きんがだば)釘ヌ
キ(くぎぬき)クチカヌキ(くちかぬき)クツワカ谷(くつわかたに)クツワカ谷山(く
つわかたにやま)クツワノ谷(くつわのたに)クヒゼ谷(くひぜだに)倉ケ谷(くら
がたに)
倉谷口(くらたにぐち)倉谷山(くらたにやま)栗ノ間(くりのま)クワンス谷(くわ
んすだに)コウシンノダハ(こうしんのだは)庚申駄場(こうしんのだは)神田添
(こうだぞえ)神田添(こうだぞえ)コウダン谷(こうだんだに)小島山(こじまや
ま)古勝寺(こしようじ)琴平山(ことひらやま)コモ田(こもだ)コヤヶ谷(こやがだ
ね)コヤノコウ(こやのこう)コンゲンドウ(こんげんどう)ゴンスヤシキ(ごんすや
しき)
ササ原山(ささはらやま)笹原山(ささはらやま)沢シリ(さわしり)沢ノ山(さわの
やま)三王山(さんおうやま)シガキ(しがき)シナ池(しないけ)シマダ(しまだ)下
モ木ワダ(しもきわだ)拾代(じゆうだい)城ノ下(じようのした)白石谷(しらいし
だに)白石(しろいし)次郎三畑(じろうさんばた)城ノ谷(しろのたに)杉尾田(す
ぎおだ)スケカ谷(すけかたに)

スゲヶ谷山(すげがだにやま)砂田(すなだ)砂田(すなだ)空ヶタキ(そらがた
き)ソリダ(そりだ)大道谷(だいどうだに)大道山(だいどうやま)太夫ノ谷(たい
(たけのうち)タツ町(たつちよう)タツノ木(たつのき)立石山(たていしやま)タテ
ダシ(たてだし)立花川(たてばながわ)

谷ノ防山(たにのぼうやま)谷ヤシキ(たにやしき)狸穴(たぬきあな)段ノ下(だ
んのした)ヂイ谷(ぢいだに)チサノ木(ちさのき)地藏堂(ぢぞうどう)長字山(ち
ようじやま)朔日デン(ついたちでん)柄タ(つかた)作リ道(つくりみち)坪根田
(つぼねだ)坪ノ内(つぼのうち)鶴ケ城(つるがじよう)出合(であい)天王(てん
のう)トイケ谷山(といがたにやま)
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トイシ川(といしかわ)土居ヤシキ(どいやしき)堂トヲヤシキ(どうどおやしき)ト
ウノ谷(とうのたに)堂ノ本(どうのもと)通山(とうりやま)トノヤブ(とのやぶ)土
俵(どひよう)トリノス(とりのす)トヲカ谷(とをかたに)ナヘシロ山(なえしろやま)
長畝山(ながうねやま)中尾(なかお)中沢(なかざわ)長沢(ながさわ)永谷(な
がたに)長谷(ながたに)

ナカノヲ(なかのう)中屋式(なかやしき)中休場(なかやすみば)中休場山(な
かやすみばやま)流越(ながれごえ)梨ノ木(なしのき)ナベテン(なべてん)鍋
デン(なべでん)ナベデン山(なべでんやま)苗代山(なわしろやま)仁井田(に
いだ)西大駄場(にしおおだば)西岡(にしおか)錦谷(にしきたに)二反田(にた
んだ)二人尻(ににんじり)二人尻山(ににんじりやま)

入道越(にゆうどうごえ)猫石(ねこいし)ハイノ木谷(はいのきだに)ハイノ木
山(はいのきやま)ハタ岡(はたおか)畑岡山(はたおかやま)畠岡山(はたお
下(はやしのした)ハラマキ(はらまき)春岡(はろおか)ヒエ谷(ひえたに)ヒエ谷
口(ひえたにぐち)東大駄場(ひがしおおだば)東フシノ木谷(ひがしふしのき
だに)
引地城山(ひきぢしろやま)柄杓田(ひしやくだ)百畝区(ひやくせく)福神坊(ふ
くじんぼう)フシノ木谷(ふしのきだに)二ツ森(ふたつもり)フヂ田(ふぢた)舩ヶ
谷(ふながたね)船付(ふなつけ)船付(ふなつけ)古堂ヤシキ(ふるどうやしき)
法寿寺(ほうじゆじ)坊ノ下(ぼうのした)坊ヤシキ(ぼうやしき)ホキノ峯山(ほき
のみねやま)佛ヶ谷(ほとけがたに)佛ヶ谷東ノ畝(ほとけだにひがしのう)

つおやま)松崎(まつざき)丸山(まるやま)廻リ田(まわりだ)ミカスミ(みかす
み)三角(みかど)道ノ川屋式(みちのかわやしき)三ツ石(みついし)南梅ノ木
(みなみうめのき)南畑山(みなみはたやま)南マガリタ(みなみまがりた)峯屋
敷(みねやしき)宮ノ下(みやのした)向山(むかいやま)

向澤(むかえさわ)ム子ヶ谷(むねがたに)室屋ノ前(むろやのまえ)矢倉ケ谷
(やぐらがたに)ヤシキノ下(やしきのした)柳尾(やなぎお)山口(やまぐち)山
本(やまもと)柚ノ木(ゆのき)横芝居山(よこしばいやま)横タ(よこた)

沖ノ島

阿漕原(あこぎはら)芦道(あしみち)アシロクロミ山(あじろくろみやま)生ヶ嶋
山(いくがしまやま)一本橋(いつぽんばし)ウドノソラ(うどのそら)大浦山(おお
うらやま)カンザシ松(かんざしまつ)北峯(きたみね)北峯山(きたみねやま)京
沖の島町母島
おきのしまちょうもし 女郎墓(きようじよろうばか)久保浦(くぼうら)久保浦道(くぼうらみち)久保浦
山(くぼうらやま)古家木山(こやきやま)古屋ノ浦(こやのうら)古屋ノ浦山(こ
ま
やのうらやま)
古屋ノ道(こやのみち)下高場(しもたかば)尻無尾山(しりなしおやま)白岩田
場山(しろいわだばやま)白岩鼻(しろいわばな)新張(しんばり)水晶山(すい
しようやま)蝉ヶ尾山(せみがおやま)高場山(たかばやま)田ノ窪(たのくぼ)田
ノ窪山(たのくぼやま)田場(だば)田場柵外(だばさくのそと)田場下山(だばし
たやま)田場山(だばやま)地蔵谷(ぢぞうだに)寺上(てらうえ)
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字
寺ノ下(てらのした)トヲノハナ山(とおのはなやま)ドギノ峯(どぎのみね)トギノ
峯下(とぎのみねした)内頭山(ないとうやま)中崎山(なかさきやま)ハダカ島
(はだかじま)左ノ瀬山(ひだりのせやま)二タ並ビ島(ふたならびじま)ボンボリ
(ぼんぼり)ボンボリ山(ぼんぼりやま)水谷(みずたに)水谷山(みずたにやま)
宮ノ谷(みやのたに)母島(もしま)焼ノ山(やきのやま)大和山(やまとやま)

アシ(あし)網代黒(あじろぐろみ)大平山(おおひらやま)カイノコバ(かいのこ
ば)開発(かいほつ)カヂクボ(かぢくぼ)関東山(かんとうさん)気見(きみ)金蔵
畑(きんぞうばた)桑代(くわじろ)小嶋(こじま)新弘瀬(しんびろせ)末広山(す
沖の島町弘瀬
おきのしまちょうひ えひろやま)武ノ神(たけのかみ)立石(たていし)谷尻(たにじり)田ノハタ(たの
はた)
ろせ
渡世山(とせいやま)中崎(なかざき)中畑(なかばた)ハザ山(はざやま)火道
(ひみち)姫島山(ひめじまやま)弘瀬(ひろせ)深谷(ふかだに)弁作(べんさく)
三浦山(みうらやま)三子谷山(みこたにやま)見附(みつけ)南先(みなみさき)
宮ノ道(みやのみち)夫婦松(めおとまつ)ヤケノ(やけの)

ウキツ(うきつ)ウキツ越(うきつごし)ウキツ山(うきつやま)内山(うちやま)大
谷(おおたに)ヲクノ川(おくのかわ)ヲクノ川山(おくのかわやま)ヲドロ(おどろ)
ヲノヒラ(おのひら)上ウキツ(かみうきつ)上大谷(かみおおたに)上ヲクノ川
沖の島町鵜来島
おきのしまちょううぐ (かみおくのかわ)上カリマタ(かみかりまた)上勘助ハギ(かみかんすけはぎ)
上クマガハエ(かみくまがばえ)上小浦(かみこうら)上サガリ松(かみさがりま
るしま
つ)
上トキ(かみとき)上西ヶ峠(かみにしがとうげ)カリマタ峯(かりまたみね)勘助
ハギ(かんすけはぎ)クビタ(くびた)クマガハエ(くまがばえ)小浦(こうら)小浦
山(こうらやま)小松世(こまつよ)サブ山(さぶやま)サンタ畑(さんたばた)下ウ
キツ(しもうきつ)下大谷(しもおおたに)下サガリ松(しもさがりまつ)下サブ山
(しもさぶやま)下サンタ畑(しもさんたばた)下白ハエ(しもしろばえ)

下中越(しもなかごし)下弘野(しもひろの)白ハエ(しろばえ)寺山(てらやま)ト
ヲミ(とうみ)トキ(とき)中ウキツ(なかうきつ)中コヲラ(なかこおら)中越(なかご
し)中サンタ畑(なかさんたばた)西尾之平(にしおのひら)西ヶ峠(にしがとう
げ)西日向ハナ(にしひゆうがはな)ノホリタテ(のぼりたて)姫島山(ひめしま
やま)船原(ふなばら)マコロバシ(まころばし)

真竹作(またけづくり)宮山(みややま)メキタ(めきた)ヤスミ場(やすみば)ヤス
ミ場山(やすみばやま)ヨコハエ(よこばえ)ヨコハエ山(よこばえやま)龍頭山
(りゆうとうさん)

宿毛

南沖須賀
みなみおきすか
中央１丁目
ちゅうおういっちょう
め
中央２丁目
ちゅうおうにちょうめ
中央３丁目
ちゅうおうさんちょう
め

住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
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大字
中央４丁目
ちゅうおうよんちょう
め
中央５丁目
ちゅうおうごちょうめ
中央６丁目
ちゅうおうろくちょう
中央７丁目
ちゅうおうななちょう
め
中央８丁目
ちゅうおうはっちょう
め
駅前町１丁目
えきまえちょういっ
ちょうめ
駅前町２丁目
えきまえちょうに
ちょうめ
港南台１丁目
こうなんだいいっ
ちょうめ
港南台２丁目
こうなんだいにちょ
うめ
さくらが丘
さくらがおか
平田町東平１丁目
ひらたちょうひがし
だいらいっちょうめ
平田町東平２丁目
ひらたちょうひがし
だいらにちょうめ
四季の丘１丁目
しきのおかいっちょ
うめ
四季の丘２丁目
しきのおかにちょう
新港
しんこう
駅東町１丁目
えきひがしまちいっ
ちょうめ
駅東町２丁目
えきひがしまちに
ちょうめ
駅東町３丁目
えきひがしまちさん
ちょうめ
駅東町４丁目
えきひがしまちよん
ちょうめ

字
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
住居表示
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