
旧　住　所（海部郡十四山村） 新 住 所（弥富市）
いかだばいっちょうめ

い 大字桴場新田字一字 桴場一丁目
いかだばにちょうめ

同　　　　　字二字 桴場二丁目
いかだばさんちょうめ

同　　　　　字三字 桴場三丁目
うまがんじいっちょうめ

う 馬ケ地一丁目 馬ケ地一丁目
うまがんじにちょうめ

馬ケ地二丁目 馬ケ地二丁目
うまがんじさんちょうめ

馬ケ地三丁目 馬ケ地三丁目
かいおくいっちょうめ

か 大字海屋新田字イの割 海屋一丁目
かいおくにちょうめ

同　　　　　字ロの割 海屋二丁目
かいおくさんちょうめ

同　　　　　字ハの割 海屋三丁目
かいおくちょうどうなん

同　　　　　字道南 海屋町道南
　　　いのわり

同　　　　　字イノ割 同　　イノ割
　　　ろのわり

同　　　　　字ロノ割 同　　ロノ割
　　　にのわり

同　　　　　字ニノ割 同　　ニノ割
かまくらちょういちのわり

大字鎌倉新田字一ノ割 鎌倉町一ノ割
かみおしはぎいっちょうめ

大字上押萩一丁目 上押萩一丁目
かみおしはぎにちょうめ

同　　　　二丁目 上押萩二丁目
かみおしはぎちょうしものきり

同　　　　字下ノ切 上押萩町下ノ切
かめがんじいっちょうめ

大字亀ケ地一丁目 亀ケ地一丁目
かめがんじにちょうめ

同　　　　二丁目 亀ケ地二丁目

旧十四山村の区域

①従来の「海部郡十四山村」が「弥富市」となりました。

②「大字」、「字」の表記と大字の「新田」の表記を削除しました。

③従来の大字・字については、下表のとおり変更されました。

　◆　住所表示

④地番表示で「の」は削除しました。（111番地の1→111番地1）

【例】十四山支所の場合

　海部郡十四山村大字神戸新田字ろの割25番地　→　弥富市神戸三丁目25番地

※ 問い合わせ先：弥富市役所総務部総務課行政グループ　電話　0567-65-1111　(内線232～234)

住所表示の変更について

　町名・字名の変更に伴い、平成１８年４月１日から住所表示が下記のとおり変更されました。

新住所の欄が網掛けになっているものは、町名・字名が変更されたところを表します。
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旧　住　所（海部郡十四山村） 新 住 所（弥富市）
かんどいっちょうめ

大字神戸新田字りの割 神戸一丁目
かんどにちょうめ

同　　　　　字いの割 神戸二丁目
かんどさんちょうめ

同　　　　　字ろの割 神戸三丁目
かんどよんちょうめ

同　　　　　字はの割 神戸四丁目
かんどごちょうめ

同　　　　　字にの割 神戸五丁目
かんどろくちょうめ

同　　　　　字への割 神戸六丁目
かんどななちょうめ

同　　　　　字ちの割 神戸七丁目
かんどはっちょうめ

同　　　　　字との割 神戸八丁目
かんどきゅうちょうめ

同　　　　　字ほの割 神戸九丁目
かんどじっちょうめ

同　　　　　字内新田 神戸十丁目
かんどちょうきたしんでんひがしのきり

同　　　　　字北新田東ノ切 神戸町北新田東ノ切
       きたしんでんにしのきり

同　　　　　字北新田西ノ切 同　　北新田西ノ切
       ていがい

同　　　　　字堤外 同　　堤外
こだからいっちょうめ

こ 大字子宝新田字宮西 子宝一丁目
こだからにちょうめ

同　　　　　字中島 子宝二丁目
こだからさんちょうめ

同　　　　　字西納 子宝三丁目
こだからよんちょうめ

同　　　　　字東納 子宝四丁目
こだからごちょうめ

同　　　　　字源兵地 子宝五丁目
こだからろくちょうめ

同　　　　　字孫宝 子宝六丁目
こだからちょうひこだから

同　　　　　字彦宝 子宝町彦宝
　　　のちとら

同　　　　　字後寅 同　　後寅
　　　しばきり

同　　　　　字芝切 同　　芝切
ごとやまいっちょうめ

大字五斗山一丁目 五斗山一丁目
ごとやまにちょうめ

同　　　　二丁目 五斗山二丁目
ごとやまさんちょうめ

同　　　　三丁目 五斗山三丁目
ごとやまよんちょうめ

同　　　　四丁目 五斗山四丁目
さかなかじいっちょうめ

大字坂中地一丁目 坂中地一丁目
さかなかじにちょうめ

同　　　　二丁目 坂中地二丁目
さかなかじさんちょうめ

同　　　　三丁目 坂中地三丁目
さかなかじよんちょうめ

同　　　　四丁目 坂中地四丁目
さかなかじごちょうめ

同　　　　五丁目 坂中地五丁目
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旧　住　所（海部郡十四山村） 新 住 所（弥富市）
さかなかじちょうといにし

大字坂中地新田字樋西 坂中地町樋西
　　　　　といひがし

同　　　　　　字樋東 同　　　樋東
　　　　　こなかじ

同　　　　　　字小中地 同　　　小中地
　　　　　かわきた

同　　　　　　字川北 同　　　川北
　　　　　みやにし

同　　　　　　字宮西 同　　　宮西
　　　　　みやひがし

同　　　　　　字宮東 同　　　宮東
　　　　　うらにし

同　　　　　　字浦西 同　　　浦西
　　　　　みなみよげそとおおなわば

同　　　　　　字南除外大縄場 同　　　南除外大縄場
　　　　　おおぎわり

同　　　　　　字扇割 同　　　扇割
　　　　　うらなか

同　　　　　　字浦中 同　　　浦中
　　　　　うらよげそと

同　　　　　　字浦除外 同　　　浦除外
　　　　　なんごう

同　　　　　　字南郷 同　　　南郷
　　　　　おおさき

同　　　　　　字大崎 同　　　大崎
　　　　　きたはねた

同　　　　　　字北畔田 同　　　北畔田
　　　　　みなみはねた

同　　　　　　字南畔田 同　　　南畔田
　　　　　ひがしよげそと

同　　　　　　字東除外 同　　　東除外
　　　　　ひがしかわはら

同　　　　　　字東川原 同　　　東川原
　　　　　なかかわはら

同　　　　　　字中川原 同　　　中川原
　　　　　にしかわはら

同　　　　　　字西川原 同　　　西川原
さめがんじいっちょうめ

鮫ケ地一丁目 鮫ケ地一丁目
さめがんじにちょうめ

鮫ケ地二丁目 鮫ケ地二丁目
さめがんじさんちょうめ

鮫ケ地三丁目 鮫ケ地三丁目
さめがんじちょうひがしごうない

大字鮫ケ地新田字東郷内 鮫ケ地町東郷内
しもおしはぎいっちょうめ

し 大字下押萩一丁目 下押萩一丁目
しもおしはぎちょうかみのきり

同　　　　字上ノ切 下押萩町上ノ切
しろべえいっちょうめ

四郎兵衛一丁目 四郎兵衛一丁目
しろべえにちょうめ

四郎兵衛二丁目 四郎兵衛二丁目
しろべえさんちょうめ

大字四郎兵衛新田字山起 四郎兵衛三丁目
しろべえよんちょうめ

同　　　　　　　字両掛 四郎兵衛四丁目
しろべえちょうまごひがし

同　　　　　　　字孫東 四郎兵衛町孫東
　　　　　　ふるかわ

同　　　　　　　字古川 同　　　　古川
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旧　住　所（海部郡十四山村） 新 住 所（弥富市）
　　　　　　かわひがし

同　　　　　　　字川東 同　　　　川東
さめがんじよんちょうめ

せ 大字善太新田字鮫浦 鮫ケ地四丁目
ぜんたちょうごなん

同　　　　　字後南 善太町後南
　　　うまうら

同　　　　　字馬浦 同　　馬浦
たけたいっちょうめ

た 大字竹田一丁目 竹田一丁目
たけたにちょうめ

同　　　二丁目 竹田二丁目
たけたさんちょうめ

同　　　三丁目 竹田三丁目
たけたよんちょうめ

同　　　四丁目 竹田四丁目
たけたごちょうめ

同　　　五丁目 竹田五丁目
たけたろくちょうめ

同　　　六丁目 竹田六丁目
とりがんじいっちょうめ

と 大字鳥ケ地新田字上之割 鳥ケ地一丁目
とりがんじにちょうめ

同　　　　　　字下之割 鳥ケ地二丁目
とりがんじさんちょうめ

同　　　　　　字鳥ケ地走 鳥ケ地三丁目
とりがんじちょうまつざき

同　　　　　　字松崎 鳥ケ地町松崎
　　　　　さくらだ

同　　　　　　字桜田 同　　　桜田
　　　　　にたんだ

同　　　　　　字二反田 同　　　二反田
　　　　　おおいそ

同　　　　　　字大磯 同　　　大磯
　　　　　みわた

同　　　　　　字三輪田 同　　　三輪田
　　　　　すみた

同　　　　　　字隅田 同　　　隅田
　　　　　かめはら

同　　　　　　字亀原 同　　　亀原
　　　　　うずらば

同　　　　　　字鶉場 同　　　鶉場
　　　　　みやのわり

同　　　　　　字宮之割 同　　　宮之割
　　　　　ひがしかわだ

同　　　　　　字東川田 同　　　東川田
　　　　　ふるつつみおこし

同　　　　　　字古堤起 同　　　古堤起
なべひらいっちょうめ

な 大字鍋平一丁目 鍋平一丁目
なべひらにちょうめ

同　　　二丁目 鍋平二丁目
なべひらさんちょうめ

同　　　三丁目 鍋平三丁目
なべひらよんちょうめ

同　　　四丁目 鍋平四丁目
なべひらごちょうめ

同　　　五丁目 鍋平五丁目
にししじみいっちょうめ

に 大字西蜆一丁目 西蜆一丁目
にししじみにちょうめ

同　　　二丁目 西蜆二丁目
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旧　住　所（海部郡十四山村） 新 住 所（弥富市）
ひがししじみいっちょうめ

ひ 大字東蜆一丁目 東蜆一丁目
ひがししじみにちょうめ

同　　　二丁目 東蜆二丁目
ろくじょうちょうおおやま

ろ 大字六條新田字大山 六條町大山
　　　なかぎり

同　　　　　字中切 同　　中切
　　　おおさき

同　　　　　字大崎 同　　大崎
　　　しばきり

同　　　　　字芝切 同　　芝切
　　　まえさんびゃく

同　　　　　字前三百 同　　前三百
　　　みちにし

同　　　　　字道西 同　　道西
　　　あらだ

同　　　　　字荒田 同　　荒田
　　　かみさんびゃく

同　　　　　字上三百 同　　上三百
　　　やしきわり

同　　　　　字屋敷割 同　　屋敷割
　　　ひがしやま

同　　　　　字東山 同　　東山
　　　うるめ

同　　　　　字ウルメ 同　　ウルメ
　　　ごとやまかみなべ

同　　　　　字五斗山上鍋 同　　五斗山上鍋
　　　ごとやましもなべ

同　　　　　字五斗山下鍋 同　　五斗山下鍋
　　　おおやまかみなべ

同　　　　　字大山上鍋 同　　大山上鍋
　　　つつみわり

同　　　　　字堤割 同　　堤割
　　　はたわり

同　　　　　字畑割 同　　畑割
　　　ごとやまいちのわり

同　　　　　字五斗山一ノ割 同　　五斗山一ノ割
　　　たからがわ

同　　　　　字宝川 同　　宝川
さんびゃくじまいっちょうめ

同　　　　　字三百島 三百島一丁目
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