
旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
あけぼのいっちょうめ

あ 曙一丁目 曙一丁目
あけぼのにちょうめ

曙二丁目 曙二丁目
いなこちょう

い 稲狐 稲狐町
いなもといっちょうめ

大字稲元字彦九 稲元一丁目
いなもとにちょうめ

同　　　字境割 稲元二丁目
いなもとさんちょうめ

同　　　字狐地割 稲元三丁目
いなもとよんちょうめ

同　　　字秋田 稲元四丁目
いなもとごちょうめ

同　　　字日ノ恵 稲元五丁目
いなもとろくちょうめ

同　　　字江口 稲元六丁目
いなもとななちょうめ

同　　　字大黒島 稲元七丁目
いなもとはっちょうめ

同　　　字福田 稲元八丁目
いなもときゅうちょうめ

同　　　字泉田 稲元九丁目
いなもとじっちょうめ

同　　　字大野 稲元十丁目
いなもとじゅういっちょうめ

同　　　字稲荷前 稲元十一丁目
いなもとじゅうにちょうめ

同　　　字多門田 稲元十二丁目
いなもとじゅうさんちょうめ

同　　　字辰巳田 稲元十三丁目
いなもとじゅうよんちょうめ

同　　　字起畑 稲元十四丁目
いなもとじゅうごちょうめ

同　　　字下起畑 稲元十五丁目
いなもとちょうえぐちに

同　　　字江口二 稲元町江口二

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。

旧弥富町の区域

　◆　住所表示

①従来の「海部郡弥富町」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。

④地番表示で「の」は削除しました。（111番地の1→111番地1）

　海部郡弥富町大字前ケ須新田字南本田335番地　→　弥富市前ケ須町南本田335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)

【例】弥富市役所の場合
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
　　　えぐちさん

同　　　字江口三 同　　江口三
　　　たつみさんかく

同　　　字辰巳三角 同　　辰巳三角
いなよしいっちょうめ

稲吉一丁目 稲吉一丁目
いなよしにちょうめ

稲吉二丁目 稲吉二丁目
いなりちょうひがしづつみ

大字稲荷字東堤 稲荷町東堤
　　　とよたさん

同　　　字豊田三 同　　豊田三
　　　かただいち

同　　　字堅田一 同　　堅田一
　　　かただに

同　　　字堅田二 同　　堅田二
　　　かたださん

同　　　字堅田三 同　　堅田三
　　　えざき

同　　　字江崎 同　　江崎
　　　もとよしの

同　　　字元葭野 同　　元葭野
　　　ていがい

同　　　字堤外 同　　堤外
　　　もとよしの

同　　　字元吉野 同　　元吉野
いなりいっちょうめ

稲荷一丁目 稲荷一丁目
いなりにちょうめ

稲荷二丁目 稲荷二丁目
いなりさんちょうめ

稲荷三丁目 稲荷三丁目
いなりよんちょうめ

稲荷四丁目 稲荷四丁目
いなりざきいっちょうめ

大字稲荷崎字いの割 稲荷崎一丁目
いなりざきにちょうめ

同　　　　字ろの割 稲荷崎二丁目
いなりざきさんちょうめ

同　　　　字はの割 稲荷崎三丁目
いなりざきよんちょうめ

同　　　　字にの割 稲荷崎四丁目
いなりざきごちょうめ

同　　　　字ほの割 稲荷崎五丁目
いなりざきろくちょうめ

同　　　　字への割 稲荷崎六丁目
いなりざきななちょうめ

同　　　　字との割 稲荷崎七丁目
いなりざきはっちょうめ

同　　　　字ちの割 稲荷崎八丁目
いなりざききゅうちょうめ

同　　　　字りの割 稲荷崎九丁目
いなりざきちょうへのわり

同　　　　字ヘノ割 稲荷崎町ヘノ割
うえのちょう

う 大字上野 上野町
うぐいうらちょうひつじしんでん

大字鯏浦字未新田 鯏浦町未新田
　　　ようすいかみ

同　　　字用水上 同　　用水上
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
　　　しもよた

同　　　字下与太 同　　下与太
　　　かみみ

同　　　字上巳 同　　上巳
　　　かみほんでん

同　　　字上本田 同　　上本田
　　　しもほんでん

同　　　字下本田 同　　下本田
　　　しもろく

同　　　字下六町 同　　下六
　　　かみろく

同　　　字上六町 同　　上六
　　　うらろく

同　　　字浦六町 同　　浦六
　　　きとけ

同　　　字気開 同　　気開
　　　わきもとこ

同　　　字脇元小 同　　脇元小
　　　ほうろく

同　　　字方六 同　　方六
　　　ほうろくじゅっけ

同　　　字方六十ケ 同　　方六十ケ
　　　なかろく

同　　　字中六町 同　　中六
　　　にしまえしんでん

同　　　字西前新田 同　　西前新田
　　　みなみまえしんでん

同　　　字南前新田 同　　南前新田
　　　ひがしまえしんでん

同　　　字東前新田 同　　東前新田
　　　ひがしきとけ

同　　　字東気開 同　　東気開
　　　きたまえしんでん

同　　　字北前新田 同　　北前新田
　　　くるましんでん

同　　　字車新田 同　　車新田
　　　なかわり

同　　　字中割 同　　中割
　　　てんのうわり

同　　　字天王割 同　　天王割
　　　いせでんまえ

同　　　字伊勢田前 同　　伊勢田前
　　　しもみ

同　　　字下巳 同　　下巳
　　　いったんわり

同　　　字一反割 同　　一反割
　　　さんせわり

同　　　字三畝割 同　　三畝割
　　　くるまひがし

同　　　字車東 同　　車東
へいじまちょうきあじな

同　　　字喜右味名 平島町喜右味名
　　　おおわき

同　　　字大脇 同　　大脇
　　　わきじま

同　　　字脇島 同　　脇島
　　　こぐそくみ

同　　　字小具足巳 同　　小具足巳
えいなんちょう

え 大字栄南 栄南町
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
えびえいっちょうめ

海老江一丁目 海老江一丁目
おおたにいっちょうめ

お 大谷一丁目 大谷一丁目
おおたににちょうめ

大谷二丁目 大谷二丁目
おおたにさんちょうめ

大谷三丁目 大谷三丁目
おおたによんちょうめ

大谷四丁目 大谷四丁目
おおたにごちょうめ

大谷五丁目 大谷五丁目
おおなわばちょう

大字大縄場 大縄場町
おおふじちょう

大字大藤 大藤町
かいないっちょうめ

か 大字加稲字一ノ割 加稲一丁目
かいなにちょうめ

同　　　字二ノ割 加稲二丁目
かいなさんちょうめ

同　　　字三ノ割 加稲三丁目
かいなよんちょうめ

同　　　字ニノ割 加稲四丁目
かいなくろうじちょういちのわり

大字加稲九郎次字一ノ割 加稲九郎次町一ノ割
かいなやまちょうおおなわば

大字加稲山字大縄場 加稲山町大縄場
　　　　 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
かまくらちょう

大字鎌倉 鎌倉町
　　　がいぶ

大字鎌倉新田字外分 同　　外分
　　　ごんねばしり

同　　　　　字権右走 同　　権右走
　　　はし

同　　　　　字走り 同　　走り
　　　にのわり

同　　　　　字二ノ割 同　　二ノ割
　　　いちのわり

同　　　　　字一ノ割 同　　一ノ割
かまじまいっちょうめ

大字鎌島字四畝割 鎌島一丁目
かまじまにちょうめ

同　　　字両半割 鎌島二丁目
かまじまさんちょうめ

同　　　字走り 鎌島三丁目
かまじまよんちょうめ

同　　　字川山 鎌島四丁目
かまじまごちょうめ

同　　　字島名 鎌島五丁目
かまじまろくちょうめ

同　　　字市江 鎌島六丁目
かまじまななちょうめ

同　　　字岡田 鎌島七丁目
かまじまはっちょうめ

同　　　字両平八 鎌島八丁目

4 



旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
かまじまきゅうちょうめ

同　　　字川田 鎌島九丁目
かまじまじっちょうめ

同　　　字三反割 鎌島十丁目
かわひらいっちょうめ

川平一丁目 川平一丁目
かわらがけいっちょうめ

大字川原欠字西の割 川原欠一丁目
かわらがけにちょうめ

同　　　　字南の割 川原欠二丁目
かわらがけさんちょうめ

同　　　　字北の割 川原欠三丁目
かわらがけよんちょうめ

同　　　　字新兵衛 川原欠四丁目
かわらがけごちょうめ

同　　　　字半七 川原欠五丁目
かわらがけちょうそとしんでん

同　　　　字外新田 川原欠町外新田
　　　 　あらしんでん

同　　　　字荒新田 同　　　荒新田
　　　 　ひちろううえもん

同　　　　字七郎右エ門 同　　　七郎右エ門
かんえんいっちょうめ

大字寛延字五順 寛延一丁目
かんえんにちょうめ

同　　　字穀栄 寛延二丁目
かんえんさんちょうめ

同　　　字益田 寛延三丁目
かんえんよんちょうめ

同　　　字實畑 寛延四丁目
かんえんごちょうめ

同　　　字作起 寛延五丁目
かんえんろくちょうめ

同　　　字哉外 寛延六丁目
かんえんななちょうめ

同　　　字 寛延七丁目
かんざきちょういのわり

大字間崎字イノ割 間崎町イノ割
　　   ろのわり

同　　　字ロノ割 同　　ロノ割
　 　　はのわり

同　　　字ハノ割 同　　ハノ割
　　　 とのわり

同　　　字トノ割 同　　トノ割
かんざきいっちょうめ

間崎一丁目 間崎一丁目
かんざきにちょうめ

間崎二丁目 間崎二丁目
かんざきさんちょうめ

間崎三丁目 間崎三丁目
きつねじいっちょうめ

き 大字狐地字一ノ割 狐地一丁目
きつねじにちょうめ

同　　　字二ノ割 狐地二丁目
きつねじさんちょうめ

同　　　字三ノ割 狐地三丁目
きつねじよんちょうめ

同　　　字四ノ割 狐地四丁目
きつねじごちょうめ

同　　　字上五ノ割 狐地五丁目
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
きつねじろくちょうめ

同　　　字下五ノ割 狐地六丁目
きつねじななちょうめ

同　　　字走り 狐地七丁目
きつねじちょうかみいちのわり

同　　　字上一ノ割 狐地町上一ノ割
　　  もりづぶん

同　　　字森津分 同　　森津分
くすのきいっちょうめ

く 大字楠一丁目 楠一丁目
くすのきにちょうめ

同　　二丁目 楠二丁目
くすのきさんちょうめ

同　　三丁目 楠三丁目
くりだしいっちょうめ

大字操出字子ノ割 操出一丁目
くりだしにちょうめ

同　　　字丑ノ割 操出二丁目
くりだしさんちょうめ

同　　　字寅ノ割 操出三丁目
くりだしよんちょうめ

同　　　字卯ノ割 操出四丁目
くりだしごちょうめ

同　　　字辰ノ割 操出五丁目
くりだしろくちょうめ

同　　　字巳ノ割 操出六丁目
くりだしななちょうめ

同　　　字午ノ割 操出七丁目
くりだしはっちょうめ

同　　　字未ノ割 操出八丁目
くりだしきゅうちょうめ

同　　　字申ノ割 操出九丁目
くりだしじっちょうめ

同　　　字酉ノ割 操出十丁目
くりだしじゅういっちょうめ

同　　　字戌ノ割 操出十一丁目
くりだしじゅうにちょうめ

同　　　字亥ノ割 操出十二丁目
こじまちょうかみしんでん

こ 大字小島新田字上新田 小島町上新田
　　　しもしんでん

同　　　　　字下新田 同　　下新田
　　　つけしんでん

同　　　　　字附新田 同　　附新田
　　　はんべえぶん

同　　　　　字半兵衛分 同　　半兵衛分
ごのさんちょうにしほんでん

大字五之三字西本田 五之三町西本田
　　　 　ほんでん

同　　　　字本田 同　　　本田
　　　 　ひがしほんでん

同　　　　字東本田 同　　　東本田
　　　 　かわひら

同　　　　字川平 同　　　川平
　　　 　いさぶろう

同　　　　字伊三郎 同　　　伊三郎
　　　　 ふくしま

同　　　　字福島 同　　　福島
　　　 　よたろう

同　　　　字与太郎 同　　　与太郎
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
　　　 　やけだ

同　　　　字焼田 同　　　焼田
　　　 　ひがしよたろう

同　　　　字東与太郎 同　　　東与太郎
　　　 　はちけんしろ

同　　　　字八間代 同　　　八間代
　　　 　ねしんでん

同　　　　字子新田 同　　　子新田
　　　　 にしおおしんでん

同　　　　字西大新田 同　　　西大新田
　　　 　ひがしおおしんでん

同　　　　字東大新田 同　　　東大新田
ごのさんかわひらにちょうめ

五之三川平二丁目 五之三川平二丁目
ごのさんかわひらさんちょうめ

五之三川平三丁目 五之三川平三丁目
こまのちょう

大字駒野 駒野町
ごみょうちょううちかわひらそと

大字五明字内川平外 五明町内川平外
　　　なかがわら

同　　　字中河原 同　　中河原
　　　うちかわひら

同　　　字内川平 同　　内川平
　　　どぶくろ

同　　　字土袋 同　　土袋
　　　にけんじろ

同　　　字二間城 同　　二間城
　　　にしかめぐ

同　　　字西亀具 同　　西亀具
　　　がまはら

同　　　字蒲原 同　　蒲原
　　　くろうじ

同　　　字九郎治 同　　九郎治
　　　つきどめ

同　　　字築留 同　　築留
　　　こあかづそと

同　　　字小赤津外 同　　小赤津外
ごみょういっちょうめ

五明一丁目 五明一丁目
ごみょうにちょうめ

五明二丁目 五明二丁目
ごみょうさんちょうめ

五明三丁目 五明三丁目
ごみょうよんちょうめ

五明四丁目 五明四丁目
さかいちょう

さ 大字境 境町
　 ていがい

同　　字堤外 同　堤外
　 はのわり

同　　字ハノ割 同　ハノ割
　 へのわり

同　　字ヘノ割 同　ヘノ割
 　とのわり

同　　字トノ割 同　トノ割
 　ちのわり

同　　字チノ割 同　チノ割
 　りのわり

同　　字リノ割 同　リノ割
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
　 いのわり

同　　字イノ割 同　イノ割
さこぎいっちょうめ

佐古木一丁目 佐古木一丁目
さこぎにちょうめ

大字佐古木新田字龍頭 佐古木二丁目
さこぎさんちょうめ

同　　　　　　字免田 佐古木三丁目
さこぎよんちょうめ

同　　　　　　字走方 佐古木四丁目
さこぎごちょうめ

同　　　　　　字小家下 佐古木五丁目
さこぎろくちょうめ

同　　　　　　字蒲代通 佐古木六丁目
さこぎななちょうめ

同　　　　　　字上仲 佐古木七丁目
さんといっちょうめ

大字三稲一丁目 三稲一丁目
さんとにちょうめ

同　　　二丁目 三稲二丁目
さんとさんちょうめ

同　　　三丁目 三稲三丁目
さんとよんちょうめ

同　　　四丁目 三稲四丁目
さんとごちょうめ

同　　　五丁目 三稲五丁目
さんとろくちょうめ

同　　　六丁目 三稲六丁目
さんとななちょうめ

同　　　七丁目 三稲七丁目
さんとはっちょうめ

同　　　八丁目 三稲八丁目
さんとちょういなやま

同　　　字稲山 三稲町稲山
しばいいっちょうめ

し 大字芝井字子ノ割 芝井一丁目
しばいにちょうめ

同　　　字丑ノ割 芝井二丁目
しばいさんちょうめ

同　　　字寅ノ割 芝井三丁目
しばいよんちょうめ

同　　　字卯ノ割 芝井四丁目
しばいごちょうめ

同　　　字辰ノ割 芝井五丁目
しばいろくちょうめ

同　　　字巳ノ割 芝井六丁目
しばいななちょうめ

同　　　字午ノ割 芝井七丁目
しばいはっちょうめ

同　　　字未ノ割 芝井八丁目
しばいきゅうちょうめ

同　　　字申ノ割 芝井九丁目
しばいじっちょうめ

同　　　字酉ノ割 芝井十丁目
しばいじゅういっちょうめ

同　　　字戌ノ割 芝井十一丁目
しばいじゅうにちょうめ

同　　　字亥ノ割 芝井十二丁目
しばいじゅうさんちょうめ

同　　　字併垣 芝井十三丁目
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
しばいじゅうよんちょうめ

同　　　字南中堤 芝井十四丁目
しばいじゅうごちょうめ

同　　　字流作 芝井十五丁目
しばいじゅうろくちょうめ

同　　　字前新田 芝井十六丁目
しばいちょうなかづつみ

同　　　字中堤 芝井町中堤
ひがしすえひろちょうみなみとびしま

す 大字末広字南飛島 東末広町南飛島
          みなみとびしまいのわり

同　　　字南飛島イノ割 同　　　南飛島イノ割
          みなみとびしまとのわり

同　　　字南飛島トノ割 同　　　南飛島トノ割
          みなみとびしまちのわり

同　　　字南飛島チノ割 同　　　南飛島チノ割
          みなみとびしまりのわり

同　　　字南飛島リノ割 同　　　南飛島リノ割
にしすえひろちょうのせき

同　　　字野跡 西末広町野跡
とみさきちょういちのわり

と 大字富崎字一の割 富崎町一の割
       　にのわり

同　　　字二の割 同　　二の割
とみしまいっちょうめ

大字富島字いの割 富島一丁目
とみしまにちょうめ

同　　　字ろの割 富島二丁目
とみしまさんちょうめ

同　　　字はの割 富島三丁目
とみしまよんちょうめ

同　　　字にの割 富島四丁目
とみしまちょういのわり

同　　　字イノ割 富島町イノ割
       ろのわり

同　　　字ロノ割 同　　ロノ割
　　　はのわり

同　　　字ハノ割 同　　ハノ割
　  　にのわり

同　　　字ニノ割 同　　ニノ割
　　　へのわり

同　　　字ヘノ割 同　　ヘノ割
なかはらちょうにしづつみ

大字富島付字西堤 中原町西堤
       いせでん

同　　　　字伊勢田 同　　伊勢田
とみはまいっちょうめ

富浜一丁目 富浜一丁目
とみはまにちょうめ

富浜二丁目 富浜二丁目
とみはまさんちょうめ

富浜三丁目 富浜三丁目
とみはまよんちょうめ

富浜四丁目 富浜四丁目
とみはまごちょうめ

富浜五丁目 富浜五丁目
なかはらいっちょうめ

な 大字中原字いの割 中原一丁目
なかやまちょうまつやま

大字中山字松山 中山町松山
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
　　　ぶんすい

同　　　字分水 同　　分水
　　　ももかげ

同　　　字桃陰 同　　桃陰
　　　なかす

同　　　字中砂 同　　中砂
　　　かけまわり

同　　　字懸廻 同　　懸廻
　　　いしんでん

同　　　字亥新田 同　　亥新田
　　　かこみひがし

同　　　字囲東 同　　囲東
　　　もとやま

同　　　字本山 同　　本山
　　　みなみやま

同　　　字南山 同　　南山
　　　なかやま

同　　　字中山 同　　中山
　　　たつしんでん

同　　　字辰新田 同　　辰新田
　　　きたしんでん

同　　　字北新田 同　　北新田
　　　きたわき

同　　　字北脇 同　　北脇
　　　みなみたつ

同　　　字南辰 同　　南辰
なべたちょういなやま

大字鍋田字稲山 鍋田町稲山
       はっぽ

同　　　字八穂 同　　八穂
       ろくの

同　　　字六野 同　　六野
にしすえひろいっちょうめ

に 西末広一丁目 西末広一丁目
にしすえひろにちょうめ

西末広二丁目 西末広二丁目
にしすえひろさんちょうめ

西末広三丁目 西末広三丁目
にしすえひろよんちょうめ

西末広四丁目 西末広四丁目
にしすえひろごちょうめ

西末広五丁目 西末広五丁目
にしなかじちょう

大字西中地 西中地町
          ごえ

同　　　　字五右 同　　　五右
　　　 　しんぴら

同　　　　字新平 同　　　新平
　　　 　なかしま

同　　　　字中島 同　　　中島
　　 　　ごんね

同　　　　字権右 同　　　権右
にのうえちょうしばがもり

大字荷之上字柴ケ森 荷之上町柴ケ森
　　　 　 お

同　　　　字下り 同　　　下り
　　　 　いしぼとけ

同　　　　字石仏 同　　　石仏
　　　 　ほんでん

同　　　　字本田 同　　　本田
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
　　　 　こども

同　　　　字小田面 同　　　小田面
　　 　　らいげ

同　　　　字来家 同　　　来家
　　 　　はちべいうら

同　　　　字八平裏 同　　　八平裏
　　 　　しらこべ

同　　　　字白頭 同　　　白頭
　　　 　かわた

同　　　　字川田 同　　　川田
　　　 　かわはら

同　　　　字河原 同　　　河原
　　　 　ほんでんやしき

同　　　　字本田屋敷 同　　　本田屋敷
　　　　 ふるづつみ

同　　　　字古堤 同　　　古堤
　　 　　なかやけだ

同　　　　字中焼田 同　　　中焼田
　　 　　こしんでん

同　　　　字小新田 同　　　小新田
　　 　　ごんひちばしり

同　　　　字権七走 同　　　権七走
　　　 　しもやけだ

同　　　　字下焼田 同　　　下焼田
　　　 　ろくじゅうにん

同　　　　字六十人 同　　　六十人
　　　　 やけだしんでん

同　　　　字焼田新田 同　　　焼田新田
ひがしすえひろいっちょうめ

ひ 東末広イノ割 東末広一丁目
ひがしすえひろにちょうめ

同　　ロノ割 東末広二丁目
ひがしすえひろさんちょうめ

同　　ハノ割 東末広三丁目
ひがしすえひろよんちょうめ

同　　ニノ割 東末広四丁目
ひがしすえひろごちょうめ

同　　ホノ割 東末広五丁目
ひがしすえひろろくちょうめ

同　　ヘノ割 東末広六丁目
ひがしすえひろななちょうめ

同　　トノ割 東末広七丁目
ひがしすえひろはっちょうめ

同　　チノ割 東末広八丁目
ひがしすえひろきゅうちょうめ

同　　リノ割 東末広九丁目
ひがしなかじいっちょうめ

大字東中地字中地 東中地一丁目
ひがしなかじにちょうめ

同　　　　字子新田 東中地二丁目
へいじまちょうにしかんすけ

へ 大字平島新田字西勘助 平島町西勘助
　　　ひがしかんすけ

同　　　　　字東勘助 同　　東勘助
　　　きたかんすけ

同　　　　　字北勘助 同　　北勘助
　　　みなみひろはた

同　　　　　字南広畑 同　　南広畑
　　　きたひろはた

同　　　　　字北広畑 同　　北広畑
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
　　　ごたんわり

同　　　　　字五反割 同　　五反割
　　　にししんでん

同　　　　　字西新田 同　　西新田
　　　なかしんでん

同　　　　　字中新田 同　　中新田
　　　こうしんでん

同　　　　　字甲新田 同　　甲新田
　　　こぐそくまえ

同　　　　　字小具足前 同　　小具足前
　　　つつみあと

同　　　　　字堤跡 同　　堤跡
　　　のちうしんでん

同　　　　　字後卯新田 同　　後卯新田
へいじまにしいっちょうめ

平島西一丁目 平島西一丁目
へいじまなかにちょうめ

平島中二丁目 平島中二丁目
へいじまひがしさんちょうめ

平島東三丁目 平島東三丁目
まえがすちょううましんでん

ま 大字前ケ須新田字午新田 前ケ須町午新田
　　   　みなみほんでん

同　　　　　　字南本田 同　　　南本田
　　　 　きたほんでん

同　　　　　　字北本田 同　　　北本田
　　　 　にしかんすけ

同　　　　　　字西勘助 同　　　西勘助
　　　　 ひがしかんすけ

同　　　　　　字東勘助 同　　　東勘助
　　　 　かんすけばしり

同　　　　　　字勘助走 同　　　勘助走
　　　 　こまえがす

同　　　　　　字小前ケ須 同　　　小前ケ須
　　　 　えきち

同　　　　　　字駅地 同　　　駅地
　　　 　のかた

同　　　　　　字野方 同　　　野方
　　　 　いぬおこし

同　　　　　　字戌起 同　　　戌起
まえがひらいっちょうめ

大字前ケ平字川南 前ケ平一丁目
まえがひらにちょうめ

同　　　　字川北 前ケ平二丁目
まえがひらさんちょうめ

同　　　　字荘兵衛 前ケ平三丁目
またはちいっちょうめ

大字又八新田字江北 又八一丁目
またはちにちょうめ

同　　　　　字東側 又八二丁目
またはちさんちょうめ

同　　　　　字江南 又八三丁目
またはちよんちょうめ

同　　　　　字西側 又八四丁目
またはちちょうまたはちばしり

同　　　　　字又八走 又八町又八走
まつないっちょうめ

大字松名字島名 松名一丁目
まつなにちょうめ

同　　　字唐崎 松名二丁目
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
まつなさんちょうめ

同　　　字吉田 松名三丁目
まつなよんちょうめ

同　　　字中山 松名四丁目
まつなごちょうめ

同　　　字島田 松名五丁目
まつなろくちょうめ

同　　　字比良 松名六丁目
まつなななちょうめ

同　　　字小松 松名七丁目
まつなちょうえうち

同　　　字江内 松名町江内
　　　ていがい

同　　　字堤外 同　　堤外
みよしいっちょうめ

み 大字三好字イノ割 三好一丁目
みよしにちょうめ

同　　　字ロノ割 三好二丁目
みよしさんちょうめ

同　　　字ハノ割 三好三丁目
みよしよんちょうめ

同　　　字ニノ割 三好四丁目
みよしごちょうめ

同　　　字ホノ割 三好五丁目
みよしちょういちのわり

同　　　字一ノ割 三好町一ノ割
　　　にのわり

同　　　字二ノ割 同　　二ノ割
　　　さんのわり

同　　　字三ノ割 同　　三ノ割
　　　よんのわり

同　　　字四ノ割 同　　四ノ割
もりづいっちょうめ

も 大字森津字北米野 森津一丁目
もりづにちょうめ

同　　　字イの割 森津二丁目
もりづさんちょうめ

同　　　字ロの割 森津三丁目
もりづよんちょうめ

同　　　字ハの割 森津四丁目
もりづごちょうめ

同　　　字ニの割 森津五丁目
もりづろくちょうめ

同　　　字ホの割 森津六丁目
もりづななちょうめ

同　　　字ヘの割 森津七丁目
もりづはっちょうめ

同　　　字トの割 森津八丁目
もりづきゅうちょうめ

同　　　字チの割 森津九丁目
もりづじっちょうめ

同　　　字リの割 森津十丁目
もりづじゅういっちょうめ

同　　　字苗代割 森津十一丁目
もりづじゅうにちょうめ

同　　　字ルの割 森津十二丁目
もりづじゅうさんちょうめ

同　　　字ヌの割 森津十三丁目
もりづじゅうよんちょうめ

同　　　字重郎右 森津十四丁目
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旧　住　所（海部郡弥富町） 新　住　所（弥富市）
もりづじゅうごちょうめ

同　　　字九拾間 森津十五丁目
もりづじゅうろくちょうめ

同　　　字与蔵山 森津十六丁目
もりづちょうなかこめの

同　　　字中米野 森津町中米野
　　　かにえばしり

同　　　字蟹江走 同　　蟹江走
　　　きたげんざ

同　　　字北権左 同　　北権左
よしひらいっちょうめ

よ 大字楽平字草平 楽平一丁目
よしひらにちょうめ

同　　　字極楽寺 楽平二丁目
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