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協議項目 協議細目 -

大字･字名

留　意　事　項

参考

地方自治法第２６０条　（市町村区域内の町又は字の区域）

２　前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

３　第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定によりその効力を生ずる。

先　進　事　例

市町村名

あきるの市

篠　山　市

さいたま市

②　市町村合併の際に、字の区域を新たに設定もしくは廃止、または、字の区域及び名称の変更をする場合は、地方自治法第260条で、市町村長が当該市町村議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事
に届け出なければならない。

立　　田　　村

合併協議会事務局

新　　市

海部西部４町村合併協議会の調整方針

八　　開　　村 佐　　織　　町佐　　屋　　町
内　　　　容 具体的な調整内容

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行

調整の方針

17　町名・字名の取扱いについて

２市町の町、字の名称及び区域は従前のとおりとする。

合併年月日

平成7年9月1日

　　政令で特別の定めをする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該
市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。

別添「字名」重複一覧表のとおり

③　「大字○○」を単に「○○」、｢字□□」を単に「□□」と変更するなど、大字、字の文字を表示しないだけの場合であっても、「大字○○」、｢字□□」が固有名詞と考えられるので、地方自治法第２６０条の手
続きが必要となる。

①　字は市町村の区画単位であり、その地理的名称を地名というが、地名は字の異なる地域特定のための名称にすぎないとしても、その地域とはまったく無関係につけたれたものでなく、当該地域の地理的
特色、社会経済的特色、生活様式などをもとにして付けられたものであり、歴史的･文化的意義を有するものも少なくなく、その地域の住民感情が地名と深く結びついている場合が多い。

２市の町名は原則として現行のとおりとする。ただし、同一町名の本町については田無市の本町を田無町に、保谷市の本町を保谷町に変更し、また、ひば
りが丘団地については、ひばりが丘三丁目に統合する。

西東京市 平成13年1月21日

平成11年4月1日

田　原　市 平成15年8月20日

調　整　方　針

町、字名は、原則として現行のとおりとする。ただし、同一の町、字名については、地域住民の意向を尊重し、調整するものとする。

両町の区域内の町・字の名称及び区域は、基本的に現行のとおりとし、｢大字」｢字」を削除した名称に変更する。ただし、これにより難い場合については、必
要に応じ、変更を行なうこととする。

字の区域は従前のとおりとする。町、字の名称は、津田町・大川町・寒川町は「大川郡」を「さぬき市」に置き換え、志度町は「大川郡志度町大字」を「さぬき
市」に置き換え、長尾町は、原則として「大川郡長尾町」を「さぬき市」（ただし、字名「西」・「東」・「名」については、それぞれ｢長尾西」・「長尾東」・「長尾名」に
変更）に置き換える。また、「多和」については、｢大川郡長尾町多和字」を「さぬき市多和」に置き換える。

平成13年5月1日

平成14年4月1日さ　ぬ　き　市

篠山町・西紀町・丹南町の大字については従前のとおりとし、今田町については従前の大字の前に今田町をつけた大字とする。



番号 町村名 大字（漢字） 大　字（読み） 小字（漢字） 小　字（読み）

001 佐織町 町方新田 まちかたしんでん 足立川 あだちがわ
002 佐織町 渕高新田 ふちだかしんでん 足立川 あだちがわ
003 立田村 雀ヶ森 すずがもり 阿原 あわら
004 佐織町 草平新田 くさひらしんでん 阿原 あわら
005 佐織町 西川端新田 にしかわばたしんでん 阿原 あわら
006 八開村 塩田 しおた 池田 いけだ
007 佐織町 草平新田 くさひらしんでん 池田 いけだ
008 佐織町 勝幡 しょばた 石塚 いしづか
009 佐織町 町方新田 まちかたしんでん 石塚 いしづか
010 佐屋町 日置 ひき 壱の割 いちのわり
011 佐織町 渕高新田 ふちだかしんでん 一ノ割 いちのわり
012 立田村 森川 もりかわ 壱番割 いちばんわり
013 立田村 立田 たつた 壱番割 いちばんわり
014 立田村 福原新田 ふくはらしんでん 壱番割 いちばんわり
015 佐屋町 東條 ひがしじょう 卯新田 うしんでん
016 佐屋町 東條 ひがしじょう 夘新田 うしんでん
017 佐屋町 東條 ひがしじょう 丣新田 うしんでん
018 立田村 戸倉 とくら 鵜戸 うど
019 立田村 四会 よつえ 鵜戸 うど
020 立田村 小茂井 こもい 鵜戸 うど
021 佐織町 南河田 みなみごうた 江田 えだ
022 佐織町 北河田 きたごうた 江田 えだ
023 立田村 ・木 かつらぎ 江東 えひがし
024 立田村 小茂井 こもい 江東 えひがし
025 八開村 江西 えにし 江東 えひがし
026 八開村 赤目 あかめ 江東 えひがし
027 八開村 塩田 しおた 江東 えひがし
028 佐織町 西川端新田 にしかわばたしんでん 江東 えひがし
029 佐織町 古瀬 こせ 江向 えむき
030 佐織町 青塚町 あおつかちょう 江向 えむき
031 立田村 宮地 みやじ 大縄場 おおなわば
032 立田村 雀ヶ森 すずがもり 大縄場 おおなわば
033 八開村 江西 えにし 大縄場 おおなわば
034 佐織町 勝幡 しょばた 大縄場 おおなわば
035 立田村 森川 もりかわ 大森 おおもり
036 八開村 塩田 しおた 大森 おおもり
037 佐屋町 東保 ひがしほ 大割 おおわり
038 立田村 山路 やまじ 大割 おおわり
039 佐織町 古瀬 こせ 大割 おおわり
040 立田村 戸倉 とくら 折戸 おりと
041 佐織町 西川端新田 にしかわばたしんでん 下り戸 おりと
042 八開村 川北 かわきた 上 かみ
043 八開村 立石 たていし 上 かみ
044 立田村 小茂井 こもい 上屋敷 かみやしき
045 八開村 赤目 あかめ 上屋敷 かみやしき
046 佐織町 根高 ねだか 川田 かわた
047 佐織町 見越 みこし 川田 かわた
048 佐織町 草平新田 くさひらしんでん 川田 かわた
049 立田村 早尾 はやお 川並 かわなみ
050 八開村 元赤目 もとあかめ 川並 かわなみ
051 八開村 立石 たていし 川並 かわなみ

1 / 6 ページ ４町村【小字（読み順）】同一小字有り



番号 町村名 大字（漢字） 大　字（読み） 小字（漢字） 小　字（読み）

052 佐織町 小津 おづ 川東 かわひがし
053 佐織町 古瀬 こせ 川東 かわひがし
054 佐織町 千引 せんびき 川東 かわひがし
055 佐屋町 日置 ひき 河平 かわひら
056 立田村 森川 もりかわ 川平 かわひら
057 佐屋町 内佐屋 うちざや 河原 かわら
058 佐織町 勝幡 しょばた 河原 かわら
059 佐織町 渕高新田 ふちだかしんでん 河原 かわら
060 佐織町 西川端新田 にしかわばたしんでん 川原 かわら
061 佐屋町 日置 ひき 北浦 きたうら
062 佐織町 千引 せんびき 北浦 きたうら
063 佐屋町 西保 にしほ 北川原 きたがわら
064 立田村 早尾 はやお 北河原 きたがわら
065 立田村 石田 いしだ 北河原 きたがわら
066 佐屋町 柚木 ゆぎ 北田面 きただめん
067 佐屋町 北一色 きたいしき 北田面 きただめん
068 立田村 後江 ひつえ 北田面 きただめん
069 佐屋町 須依 すえ 北前 きたまえ
070 佐織町 町方新田 まちかたしんでん 北前 きたまえ
071 佐屋町 西條 にしじょう 北廻り きたまわり
072 佐屋町 西條 にしじょう 北廻 きたまわり
073 八開村 下東川 しもひがしがわ 北山 きたやま
074 佐織町 西川端新田 にしかわばたしんでん 北山 きたやま
075 立田村 木 かつらぎ ギロ ぎろ
076 立田村 立田 たつた ギロ ぎろ
077 立田村 早尾 はやお 草場 くさば
078 立田村 四会 よつえ 草場 くさば
079 佐織町 草平新田 くさひらしんでん 草場 くさば
080 佐屋町 須依 すえ 郷 ごう
081 佐屋町 内佐屋 うちざや 郷 ごう
082 佐屋町 大野 おおの 郷裏 ごううら
083 佐屋町 鰯江 いわしえ 郷裏 ごううら
084 立田村 新右ェ門新田 しんうえもんしんでん 郷浦 ごううら
085 佐織町 諏訪 すわ 郷浦 ごううら
086 佐織町 古瀬 こせ 郷浦 ごううら
087 佐織町 千引 せんびき 郷浦 ごううら
088 立田村 新右ェ門新田 しんうえもんしんでん 郷付 ごうづけ
089 立田村 四会 よつえ 郷付 ごうづけ
090 立田村 立田 たつた 郷付 ごうづけ
091 佐屋町 鰯江 いわしえ 郷中 ごうなか
092 立田村 雀ヶ森 すずがもり 郷中 ごうなか
093 佐屋町 大野 おおの 郷西 ごうにし
094 佐屋町 鰯江 いわしえ 郷西 ごうにし
095 佐織町 諸桑 もろくわ 郷西 ごうにし
096 佐織町 北河田 きたごうた 郷西 ごうにし
097 佐織町 諏訪 すわ 郷西 ごうにし
098 佐織町 大野山新田 おおのやましんでん 郷西 ごうにし
099 佐屋町 須依 すえ 郷東 ごうひがし
100 佐屋町 鰯江 いわしえ 郷東 ごうひがし
101 立田村 新右ェ門新田 しんうえもんしんでん 郷東 ごうひがし
102 佐織町 北河田 きたごうた 郷東 ごうひがし
103 佐織町 諏訪 すわ 郷東 ごうひがし
104 佐織町 持中 もっちゅう 郷東 ごうひがし
105 佐織町 千引 せんびき 郷東 ごうひがし
106 佐織町 大野山新田 おおのやましんでん 郷東 ごうひがし
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番号 町村名 大字（漢字） 大　字（読み） 小字（漢字） 小　字（読み）

107 佐屋町 大野 おおの 郷前 ごうまえ
108 立田村 新右ェ門新田 しんうえもんしんでん 郷前 ごうまえ
109 立田村 四会 よつえ 郷前 ごうまえ
110 立田村 立田 たつた 郷前 ごうまえ
111 立田村 福原新田 ふくはらしんでん 郷前 ごうまえ
112 佐織町 北河田 きたごうた 郷前 ごうまえ
113 佐織町 根高 ねだか 郷前 ごうまえ
114 佐織町 持中 もっちゅう 郷前 ごうまえ
115 佐織町 千引 せんびき 郷前 ごうまえ
116 佐屋町 内佐屋 うちざや 五反田 ごたんだ
117 佐屋町 東條 ひがしじょう 五反田 ごたんだ
118 立田村 ・木 かつらぎ 五反田 ごたんだ
119 佐織町 千引 せんびき 五反田 ごたんだ
120 八開村 立石 たていし 栄 さかえ
121 佐織町 勝幡 しょばた 栄 さかえ
122 立田村 立田 たつた 参番割 さんばんわり
123 立田村 福原新田 ふくはらしんでん 参番割 さんばんわり
124 佐屋町 北一色 きたいしき 昭和 しょうわ
125 佐屋町 東保 ひがしほ 昭和 しょうわ
126 佐屋町 佐屋 さや 新田 しんでん
127 佐屋町 内佐屋 うちざや 新田 しんでん
128 佐屋町 落合 おちあい 新田 しんでん
129 立田村 早尾 はやお 新田 しんでん
130 八開村 二子 ふたご 新田 しんでん
131 佐織町 千引 せんびき 新田 しんでん
132 立田村 ・木 かつらぎ 神田 じんでん
133 立田村 宮地 みやじ 神田 じんでん
134 佐屋町 須依 すえ 砂山 すなやま
135 八開村 塩田 しおた 砂山 すなやま
136 佐屋町 須依 すえ 大正 たいしょう
137 佐屋町 東保 ひがしほ 大正 たいしょう
138 佐屋町 東保 ひがしほ 大門 だいもん
139 佐織町 佐折 さおり 大門 だいもん
140 佐屋町 東條 ひがしじょう 高田 たかだ
141 立田村 ・木 かつらぎ 高田 たかだ
142 立田村 四会 よつえ 高田 たかだ
143 立田村 森川 もりかわ 茶ノ木 ちゃのき
144 佐織町 草平新田 くさひらしんでん 茶ノ木 ちゃのき
145 立田村 下一色 しもいしき 堤外 ていがい
146 立田村 四会 よつえ 堤外 ていがい
147 立田村 森川 もりかわ 堤外 ていがい
148 立田村 立田 たつた 堤外 ていがい
149 立田村 早尾 はやお 堤敷 ていしき
150 立田村 下一色 しもいしき 堤敷 ていしき
151 立田村 四会 よつえ 堤敷 ていしき
152 立田村 宮地 みやじ 堤敷 ていしき
153 立田村 雀ヶ森 すずがもり 堤敷 ていしき
154 八開村 元赤目 もとあかめ 堤敷 ていしき
155 八開村 赤目 あかめ 堤敷 ていしき
156 立田村 小茂井 こもい 寺浦 てらうら
157 八開村 鵜多須 うたす 寺浦 てらうら
158 佐屋町 本部田 ほんぶた 道一 どういち
159 佐屋町 大井 おおい 道一 どういち
160 佐屋町 西保 にしほ 鳥居先 とりいさき
161 佐屋町 東保 ひがしほ 鳥居先 とりいさき
162 佐屋町 東保 ひがしほ 中 なか
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番号 町村名 大字（漢字） 大　字（読み） 小字（漢字） 小　字（読み）

163 立田村 小茂井 こもい 中 なか
164 八開村 立石 たていし 中 なか
165 八開村 元赤目 もとあかめ 中切 なかぎり
166 佐織町 草平新田 くさひらしんでん 中切 なかぎり
167 佐屋町 落合 おちあい 中通 なかどおり
168 佐織町 町方新田 まちかたしんでん 中通 なかどおり
169 立田村 山路 やまじ 中ノ割 なかのわり
170 立田村 三和 みつわ 中ノ割 なかのわり
171 佐織町 大野山新田 おおのやましんでん 中之割 なかのわり
172 立田村 戸倉 とくら 中屋敷 なかやしき
173 立田村 小茂井 こもい 中屋敷 なかやしき
174 八開村 赤目 あかめ 中屋敷 なかやしき
175 立田村 早尾 はやお 流 ながれ
176 佐織町 持中 もっちゅう 流レ ながれ
177 佐織町 勝幡 しょばた 流 ながれ
178 佐屋町 東保 ひがしほ 七畝割 ななせわり
179 立田村 雀ヶ森 すずがもり 七畝割 ななせわり
180 佐織町 西川端新田 にしかわばたしんでん 七畝割 ななせわり
181 佐屋町 西保 にしほ 西浦 にしうら
182 立田村 宮地 みやじ 西浦 にしうら
183 佐織町 諸桑 もろくわ 西浦 にしうら
184 佐織町 宇治町 うじちょう 西浦 にしうら
185 佐屋町 西保 にしほ 西川原 にしがわら
186 佐屋町 東保 ひがしほ 西河原 にしがわら
187 佐屋町 内佐屋 うちざや 西新田 にししんでん
188 立田村 山路 やまじ 西新田 にししんでん
189 佐屋町 柚木 ゆぎ 西田面 にしだめん
190 佐屋町 北一色 きたいしき 西田面 にしだめん
191 佐屋町 東條 ひがしじょう 西田面 にしだめん
192 佐屋町 佐屋 さや 西保浦 にしほうら
193 佐屋町 東保 ひがしほ 西保浦 にしほうら
194 立田村 立田 たつた 弐番割 にばんわり
195 立田村 福原新田 ふくはらしんでん 弐番割 にばんわり
196 立田村 宮地 みやじ 沼 ぬま
197 八開村 赤目 あかめ 沼 ぬま
198 佐屋町 東保 ひがしほ ハサバ はさば
199 佐屋町 本部田 ほんぶた 狭場 はさば
200 佐織町 北河田 きたごうた 蓮田 はすだ
201 佐織町 持中 もっちゅう 蓮田 はすだ
202 佐織町 町方新田 まちかたしんでん 八田野 はったの
203 佐織町 草平新田 くさひらしんでん 八田野 はったの
204 立田村 四会 よつえ 八丁 はっちょう
205 佐織町 持中 もっちゅう 八町 はっちょう
206 佐屋町 西保 にしほ 東浦 ひがしうら
207 佐織町 諸桑 もろくわ 東浦 ひがしうら
208 佐屋町 須依 すえ 東田面 ひがしだめん
209 佐屋町 柚木 ゆぎ 東田面 ひがしだめん
210 佐屋町 北一色 きたいしき 東田面 ひがしだめん
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211 立田村 宮地 みやじ 東田面 ひがしだめん
212 立田村 立田 たつた 東田面 ひがしだめん
213 立田村 下一色 しもいしき 東堤外 ひがしていがい
214 立田村 四会 よつえ 東堤外 ひがしていがい
215 佐織町 諏訪 すわ 古堤新田 ふるづつみしんでん
216 佐織町 根高 ねだか 古堤己新田 ふるづつみしんでん
217 佐織町 勝幡 しょばた 弁才天 べんざいてん
218 佐織町 大野山新田 おおのやましんでん 弁才天 べんざいてん
219 佐屋町 日置 ひき 本郷 ほんごう
220 佐屋町 稲葉 いなば 本郷 ほんごう
221 八開村 立石 たていし 本郷 ほんごう
222 佐織町 根高 ねだか 本郷 ほんごう
223 立田村 ・木 かつらぎ 本田 ほんでん
224 佐織町 鷹場新田 たかばしんでん 本田 ほんでん
225 佐屋町 須依 すえ 前田面 まえだめん
226 佐屋町 柚木 ゆぎ 前田面 まえだめん
227 佐屋町 大井 おおい 前田面 まえだめん
228 立田村 宮地 みやじ 前田面 まえだめん
229 立田村 立田 たつた 前田面 まえだめん
230 立田村 早尾 はやお 前並 まえなみ
231 立田村 雀ヶ森 すずがもり 前並 まえなみ
232 佐屋町 内佐屋 うちざや 松原 まつばら
233 八開村 鵜多須 うたす 松原 まつばら
234 八開村 二子 ふたご 松原 まつばら
235 佐屋町 西保 にしほ 道下 みちした
236 佐織町 草平新田 くさひらしんでん 道下 みちした
237 佐屋町 佐屋 さや 道西 みちにし
238 佐屋町 西保 にしほ 道西 みちにし
239 立田村 戸倉 とくら 南鵜戸 みなみうど
240 立田村 石田 いしだ 南鵜戸 みなみうど
241 立田村 新右ェ門新田 しんうえもんしんでん 宮浦 みやうら
242 立田村 山路 やまじ 宮裏 みやうら
243 立田村 小茂井 こもい 宮浦 みやうら
244 佐屋町 西保 にしほ 宮西 みやにし
245 立田村 石田 いしだ 宮西 みやにし
246 立田村 森川 もりかわ 宮西 みやにし
247 立田村 小茂井 こもい 宮西 みやにし
248 八開村 江西 えにし 宮西 みやにし
249 八開村 立石 たていし 宮西 みやにし
250 佐織町 町方新田 まちかたしんでん 宮西 みやにし
251 立田村 石田 いしだ 宮東 みやひがし
252 八開村 上東川 かみひがしがわ 宮東 みやひがし
253 八開村 藤ケ瀬 ふじかせ 宮東 みやひがし
254 八開村 江西 えにし 宮東 みやひがし
255 立田村 石田 いしだ 宮前 みやまえ
256 佐織町 町方新田 まちかたしんでん 宮前 みやまえ
257 立田村 四会 よつえ 村内 むらうち
258 佐織町 古瀬 こせ 村内 むらうち
259 立田村 森川 もりかわ 村仲 むらなか
260 八開村 高畑 たかばた 村中 むらなか
261 立田村 石田 いしだ 村前 むらまえ
262 佐織町 古瀬 こせ 村前 むらまえ
263 佐屋町 東條 ひがしじょう 八江口 やえぐち
264 佐屋町 東條 ひがしじょう 八右口 やえぐち
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265 佐屋町 須依 すえ 屋敷 やしき
266 佐織町 千引 せんびき 屋敷 やしき
267 佐屋町 西保 にしほ 屋敷割 やしきわり
268 佐屋町 東保 ひがしほ 屋敷割 やしきわり
269 佐屋町 東保 ひがしほ 柳原 やなぎはら
270 佐屋町 東條 ひがしじょう 柳原 やなぎはら
272 佐屋町 東條 ひがしじょう 桺原 やなぎはら
273 立田村 小茂井 こもい 柳原 やなぎはら
274 八開村 二子 ふたご 柳原 やなぎはら
275 佐屋町 大野 おおの 山 やま
276 八開村 川北 かわきた 山 やま
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