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●旧稲垣村 
  地番については、従前のとおり変更ありません。 

合合合 併併併 前前前   現現現 在在在   

西津軽郡 

稲垣村 

（繁田地区） 

大字繁田 字繁田 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町繁田 いながきちょう しげた 

大字繁田 字赤籏 稲垣町繁田赤籏 いながきちょう しげた あかはた 

大字繁田 字新 稲垣町繁田新 いながきちょう しげた あらた 

大字繁田 字磯野牡丹 稲垣町繁田磯野牡丹 いながきちょう しげた いそのぼたん 

大字繁田 字糴 稲垣町繁田糴 いながきちょう しげた いりまい 

大字繁田 字家調 稲垣町繁田家調 いながきちょう しげた かちょう 

大字繁田 字黒竹 稲垣町繁田黒竹 いながきちょう しげた くろたけ 

大字繁田 字繁川 稲垣町繁田繁川 いながきちょう しげた しげかわ 

大字繁田 字繁森 稲垣町繁田繁森 いながきちょう しげた しげもり 

大字繁田 字白籏 稲垣町繁田白籏 いながきちょう しげた しらはた 

大字繁田 字平 稲垣町繁田平 いながきちょう しげた たいら 

大字繁田 字千代森 稲垣町繁田千代森 いながきちょう しげた ちよもり 

大字繁田 字佃 稲垣町繁田佃 いながきちょう しげた つくだ 

大字繁田 字流木巻 稲垣町繁田流木巻 いながきちょう しげた ながしきまき 

大字繁田 字袋井 稲垣町繁田袋井 いながきちょう しげた ふくろい 

大字繁田 字母衣掛 稲垣町繁田母衣掛 いながきちょう しげた ほろがけ 

大字繁田 字前椿 稲垣町繁田前椿 いながきちょう しげた まえつばき 

大字繁田 字源 稲垣町繁田源 いながきちょう しげた みなもと 

大字繁田 字八重垣 稲垣町繁田八重垣 いながきちょう しげた やえがき 

大字繁田 字若竹 稲垣町繁田若竹 いながきちょう しげた わかたけ 

 

西津軽郡 

稲垣村 

（下繁田地区） 

大字下繁田 字磯岩 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町下繁田磯岩 いながきちょう しもしげた いそいわ 

大字下繁田 字磯浮 稲垣町下繁田磯浮 いながきちょう しもしげた いそうき 

大字下繁田 字磯桜 稲垣町下繁田磯桜 いながきちょう しもしげた いそざくら 

大字下繁田 字磯繁 稲垣町下繁田磯繁 いながきちょう しもしげた いそしげ 

大字下繁田 字磯島 稲垣町下繁田磯島 いながきちょう しもしげた いそしま 

大字下繁田 字磯野 稲垣町下繁田磯野 いながきちょう しもしげた いその 

大字下繁田 字磯船 稲垣町下繁田磯船 いながきちょう しもしげた いそふね 

大字下繁田 字磯松 稲垣町下繁田磯松 いながきちょう しもしげた いそまつ 

大字下繁田 字船越 稲垣町下繁田船越 いながきちょう しもしげた ふなこし 

大字下繁田 字川袋島 稲垣町下繁田川袋島 いながきちょう しもしげた かわぶくろじま 

西津軽郡 

稲垣村 

 （千年地区） 

大字千年 字荒河 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町千年荒河 いながきちょう ちとせ あらかわ 

大字千年 字石崎 稲垣町千年石崎 いながきちょう ちとせ いしざき 

大字千年 字懸河 稲垣町千年懸河 いながきちょう ちとせ かけかわ 

大字千年 字勝田 稲垣町千年勝田 いながきちょう ちとせ かつた 

大字千年 字上鹿島 稲垣町千年上鹿島 いながきちょう ちとせ かみかしま 

大字千年 字上繁り 稲垣町千年上繁り いながきちょう ちとせ かみしげり 

大字千年 字亀菊 稲垣町千年亀菊 いながきちょう ちとせ かめぎく 

大字千年 字狐宅 稲垣町千年狐宅 いながきちょう ちとせ きつねたく 
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●旧稲垣村 
  地番については、従前のとおり変更ありません。 

合合合 併併併 前前前   現現現 在在在   

西津軽郡 

稲垣村 

 （千年地区） 

大字千年 字清川 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町千年清川 いながきちょう ちとせ きよかわ 

大字千年 字清橋 稲垣町千年清橋 いながきちょう ちとせ きよはし 

大字千年 字清姫 稲垣町千年清姫 いながきちょう ちとせ きよひめ 

大字千年 字清元 稲垣町千年清元 いながきちょう ちとせ きよもと 

大字千年 字再賀 稲垣町千年再賀 いながきちょう ちとせ さいか 

大字千年 字桜川 稲垣町千年桜川 いながきちょう ちとせ さくらかわ 

大字千年 字白菊 稲垣町千年白菊 いながきちょう ちとせ しらぎく 

大字千年 字下繁り 稲垣町千年下繁り いながきちょう ちとせ しもしげり 

大字千年 字菅谷地 稲垣町千年菅谷地 いながきちょう ちとせ すがやち 

大字千年 字高尾 稲垣町千年高尾 いながきちょう ちとせ たかお 

大字千年 字鶴首 稲垣町千年鶴首 いながきちょう ちとせ つるくび 

大字千年 字中鹿島 稲垣町千年中鹿島 いながきちょう ちとせ なかかしま 

大字千年 字中繁り 稲垣町千年中繁り いながきちょう ちとせ なかしげり 

大字千年 字姫沼 稲垣町千年姫沼 いながきちょう ちとせ ひめぬま 

西津軽郡 

稲垣村 

（豊川地区） 

大字豊川 字稲見 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町豊川稲見 いながきちょう とよかわ いなみ 

大字豊川 字酒田 稲垣町豊川酒田 いながきちょう とよかわ さかた 

大字豊川 字千代島 稲垣町豊川千代島 いながきちょう とよかわ ちよしま 

大字豊川 字中袋 稲垣町豊川中袋 いながきちょう とよかわ なかぶくろ 

大字豊川 字初瀬 稲垣町豊川初瀬 いながきちょう とよかわ はつせ 

大字豊川 字初瀬山 稲垣町豊川初瀬山 いながきちょう とよかわ はつせやま 

大字豊川 字藤ヶ酒 稲垣町豊川藤ヶ酒 いながきちょう とよかわ ふじがさけ 

大字豊川 字藤ヶ森 稲垣町豊川藤ヶ森 いながきちょう とよかわ ふじがもり 

大字豊川 字藤見山 稲垣町豊川藤見山 いながきちょう とよかわ ふじみやま 

大字豊川 字宮川 稲垣町豊川宮川 いながきちょう とよかわ みやかわ 

大字豊川 字宮藤 稲垣町豊川宮藤 いながきちょう とよかわ みやふじ 

西津軽郡 

稲垣村 

（沼崎地区） 

大字沼崎 字幾世川 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町沼崎幾世川 いながきちょう ぬまざき いくせかわ 

大字沼崎 字幾米川 稲垣町沼崎幾米川 いながきちょう ぬまざき いくめかわ 

大字沼崎 字幾代崎 稲垣町沼崎幾代崎 いながきちょう ぬまざき いくよざき 

大字沼崎 字桂川 稲垣町沼崎桂川 いながきちょう ぬまざき かつらかわ 

大字沼崎 字久米川 稲垣町沼崎久米川 いながきちょう ぬまざき くめかわ 

大字沼崎 字泉水 稲垣町沼崎泉水 いながきちょう ぬまざき せんすい 

大字沼崎 字船橋 稲垣町沼崎船橋 いながきちょう ぬまざき ふなはし 

大字沼崎 字米橋 稲垣町沼崎米橋 いながきちょう ぬまざき よねはし 

西津軽郡 

稲垣村 

（沼館地区） 

大字沼館 字芦苅 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町沼館芦苅 いながきちょう ぬまだて あしかり 

大字沼館 字芦鶴 稲垣町沼館芦鶴 いながきちょう ぬまだて あしつる 

大字沼館 字稲生 稲垣町沼館稲生 いながきちょう ぬまだて いなおい 

大字沼館 字稲森 稲垣町沼館稲森 いながきちょう ぬまだて いなもり 

大字沼館 字改作 稲垣町沼館改作 いながきちょう ぬまだて かいさく 
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●旧稲垣村 
  地番については、従前のとおり変更ありません。 

合合合 併併併 前前前   現現現 在在在   

西津軽郡 

稲垣村 

（沼館地区） 

大字沼館 字掛橋 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町沼館掛橋 いながきちょう ぬまだて かけはし 

大字沼館 字住吉 稲垣町沼館住吉 いながきちょう ぬまだて すみよし 

大字沼館 字田光 稲垣町沼館田光 いながきちょう ぬまだて たっぴ 

大字沼館 字鶴喰 稲垣町沼館鶴喰 いながきちょう ぬまだて つるばみ 

大字沼館 字友開 稲垣町沼館友開 いながきちょう ぬまだて ともびらき 

大字沼館 字酉崎 稲垣町沼館酉崎 いながきちょう ぬまだて とりさき 

大字沼館 字由改 稲垣町沼館由改 いながきちょう ぬまだて よしかい 

大字沼館 字由長 稲垣町沼館由長 いながきちょう ぬまだて よしなが 

大字沼館 字米塚 稲垣町沼館米塚 いながきちょう ぬまだて よねづか 

大字沼館 字米袋 稲垣町沼館米袋 いながきちょう ぬまだて よねぶくろ 

大字沼館 字脇森 稲垣町沼館脇森 いながきちょう ぬまだて わきもり 

西津軽郡 

稲垣村 

（福富地区） 

大字福富 字笹苅 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町福富笹苅 いながきちょう ふくとみ ささかり 

大字福富 字笹川 稲垣町福富笹川 いながきちょう ふくとみ ささかわ 

大字福富 字笹崎 稲垣町福富笹崎 いながきちょう ふくとみ ささざき 

大字福富 字笹船 稲垣町福富笹船 いながきちょう ふくとみ ささふね 

大字福富 字笹山 稲垣町福富笹山 いながきちょう ふくとみ ささやま 

大字福富 字下派立 稲垣町福富下派立 いながきちょう ふくとみ しもはだち 

大字福富 字隅田川 稲垣町福富隅田川 いながきちょう ふくとみ すみだがわ 

大字福富 字富野 稲垣町福富富野 いながきちょう ふくとみ とみの 

大字福富 字中派立 稲垣町福富中派立 いながきちょう ふくとみ なかはだち 

大字福富 字初緑 稲垣町福富初緑 いながきちょう ふくとみ はつみどり 

大字福富 字牡丹苅 稲垣町福富牡丹苅 いながきちょう ふくとみ ぼたんかり 

大字福富 字牡丹田 稲垣町福富牡丹田 いながきちょう ふくとみ ぼたんた 

大字福富 字牡丹森 稲垣町福富牡丹森 いながきちょう ふくとみ ぼたんもり 

大字福富 字前村 稲垣町福富前村 いながきちょう ふくとみ まえむら 

大字福富 字町崎 稲垣町福富町崎 いながきちょう ふくとみ まちざき 

大字福富 字山科 稲垣町福富山科 いながきちょう ふくとみ やましな 

大字福富 字山吹 稲垣町福富山吹 いながきちょう ふくとみ やまぶき 

大字福富 字山吹牡丹田 稲垣町福富山吹牡丹田 いながきちょう ふくとみ やまぶきぼたんた 

西津軽郡 

稲垣村 

（穂積地区） 

大字穂積 字穂積 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町穂積 いながきちょう ほづみ 

大字穂積 字幾島 稲垣町穂積幾島 いながきちょう ほづみ いくしま 

大字穂積 字岩川森 稲垣町穂積岩川森 いながきちょう ほづみ いわかわもり 

大字穂積 字神元 稲垣町穂積神元 いながきちょう ほづみ かみもと 

大字穂積 字神山 稲垣町穂積神山 いながきちょう ほづみ かみやま 

大字穂積 字神田 稲垣町穂積神田 いながきちょう ほづみ かんだ 

大字穂積 字清川 稲垣町穂積清川 いながきちょう ほづみ きよかわ 

大字穂積 字桜田 稲垣町穂積桜田 いながきちょう ほづみ さくらだ 

大字穂積 字宝沼 稲垣町穂積宝沼 いながきちょう ほづみ たからぬま 
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●旧稲垣村 
  地番については、従前のとおり変更ありません。 

合合合 併併併 前前前   現現現 在在在   

西津軽郡 

稲垣村 

（穂積地区） 

大字穂積 字湛川 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町穂積湛川 いながきちょう ほづみ ただいがわ 

大字穂積 字土筆山 稲垣町穂積土筆山 いながきちょう ほづみ つくしやま 

大字穂積 字積川 稲垣町穂積積川 いながきちょう ほづみ つみかわ 

大字穂積 字鶴見里 稲垣町穂積鶴見里 いながきちょう ほづみ つるみさと 

大字穂積 字鶴山 稲垣町穂積鶴山 いながきちょう ほづみ つるやま 

大字穂積 字細沼 稲垣町穂積細沼 いながきちょう ほづみ ほそぬま 

大字穂積 字前田 稲垣町穂積前田 いながきちょう ほづみ まえだ 

大字穂積 字元泉 稲垣町穂積元泉 いながきちょう ほづみ もといずみ 

大字穂積 字元神田 稲垣町穂積元神田 いながきちょう ほづみ もとかんだ 

西津軽郡 

稲垣村 

（吉出地区） 

大字吉出 字稲富 

（つがるし） 

つがる市 

稲垣町吉出稲富 いながきちょう よしで いなとみ 

大字吉出 字沖善津 稲垣町吉出沖善津 いながきちょう よしで おきぜんつ 

大字吉出 字霞 稲垣町吉出霞 いながきちょう よしで かすみ 

大字吉出 字鴨泊 稲垣町吉出鴨泊 いながきちょう よしで かもどまり 

大字吉出 字高桂 稲垣町吉出高桂 いながきちょう よしで たかかつら 

大字吉出 字高崎 稲垣町吉出高崎 いながきちょう よしで たかさき 

大字吉出 字玉桂 稲垣町吉出玉桂 いながきちょう よしで たまかつら 

大字吉出 字豊富 稲垣町吉出豊富 いながきちょう よしで とよとみ 

大字吉出 字藤戸 稲垣町吉出藤戸 いながきちょう よしで ふじと 

大字吉出 字牧田 稲垣町吉出牧田 いながきちょう よしで まきた 

大字吉出 字松枝 稲垣町吉出松枝 いながきちょう よしで まつえだ 

大字吉出 字吉田 稲垣町吉出吉田 いながきちょう よしで よした 

 


