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●旧柏村 
  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 

柏 村 

（稲盛地区） 

大字稲盛 字幾世 

（つがるし） 

つがる市 

柏稲盛幾世 かしわ いせ いくよ 

大字稲盛 字岩船 柏稲盛岩船 かしわ いせ いわふね 

大字稲盛 字尾上 柏稲盛尾上 かしわ いせ おのえ 

大字稲盛 字岡崎 柏稲盛岡崎 かしわ いせ おかざき 

大字稲盛 字岡本 柏稲盛岡本 かしわ いせ おかもと 

大字稲盛 字雲雀野 柏稲盛雲雀野 かしわ いせ ひばりの 

西津軽郡 

柏 村 

（上古川地区） 

大字上古川 字幾山 

（つがるし） 

つがる市 

柏上古川幾山 かしわ かみこかわ いくやま 

大字上古川 字泉崎 柏上古川泉崎 かしわ かみこかわ いずみざき 

大字上古川 字磯野 柏上古川磯野 かしわ かみこかわ いその 

大字上古川 字花森 柏上古川花森 かしわ かみこかわ はなもり 

大字上古川 字房田 柏上古川房田 かしわ かみこかわ ふさだ 

大字上古川 字八重崎 柏上古川八重崎 かしわ かみこかわ やえざき 

西津軽郡 

柏 村 

（桑野木田地区） 

大字桑野木田 字浅井 

（つがるし） 

つがる市 

柏桑野木田浅井 かしわ くわのきた あさい 

大字桑野木田 字幾世 柏桑野木田幾世 かしわ くわのきた いくよ 

大字桑野木田 字盤根 柏桑野木田盤根 かしわ くわのきた いわね 

大字桑野木田 字男山 柏桑野木田男山 かしわ くわのきた おとこやま 

大字桑野木田 字亀井 柏桑野木田亀井 かしわ くわのきた かめい 

大字桑野木田 字住吉 柏桑野木田住吉 かしわ くわのきた すみよし 

大字桑野木田 字千年 柏桑野木田千年 かしわ くわのきた ちとせ 

大字桑野木田 字鶴野 柏桑野木田鶴野 かしわ くわのきた つるの 

大字桑野木田 字花崎 柏桑野木田花崎 かしわ くわのきた はなさき 

大字桑野木田 字福井 柏桑野木田福井 かしわ くわのきた ふくい 

大字桑野木田 字福山 柏桑野木田福山 かしわ くわのきた ふくやま 

大字桑野木田 字松山 柏桑野木田松山 かしわ くわのきた まつやま 

大字桑野木田 字八幡 柏桑野木田八幡 かしわ くわのきた やはた 

大字桑野木田 字米津 柏桑野木田米津 かしわ くわのきた よねつ 

大字桑野木田 字米本 柏桑野木田米本 かしわ くわのきた よねもと 

大字桑野木田 字若宮 柏桑野木田若宮 かしわ くわのきた わかみや 

西津軽郡 

柏 村 

（鷺坂地区） 

大字鷺坂 字清留 

（つがるし） 

つがる市 

柏鷺坂清留 かしわ さぎさか きよとめ 

大字鷺坂 字清見 柏鷺坂清見 かしわ さぎさか きよみ 

大字鷺坂 字村留 柏鷺坂村留 かしわ さぎさか むらとめ 

西津軽郡 

柏 村 

（下古川地区） 

大字下古川 字稲森 

（つがるし） 

つがる市 

柏下古川稲森 かしわ しもこかわ いなもり 

大字下古川 字亀井 柏下古川亀井 かしわ しもこかわ かめい 

大字下古川 字川崎 柏下古川川崎 かしわ しもこかわ かわさき 

大字下古川 字絹川 柏下古川絹川 かしわ しもこかわ きぬかわ 

大字下古川 字絹森 柏下古川絹森 かしわ しもこかわ きぬもり 

大字下古川 字鶴山 柏下古川鶴山 かしわ しもこかわ つるやま 

大字下古川 字鳥林 柏下古川鳥林 かしわ しもこかわ とりばやし 
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●旧柏村 
  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 

柏 村 

（下古川地区） 

大字下古川 字花崎 

（つがるし） 

つがる市 

柏下古川花崎 かしわ しもこかわ はなさき 

大字下古川 字花森 柏下古川花森 かしわ しもこかわ はなもり 

大字下古川 字前原 柏下古川前原 かしわ しもこかわ まえはら 

西津軽郡 

柏 村 

（玉水地区） 

大字玉水 字玉水 

（つがるし） 

つがる市 

柏玉水 かしわ たまみず 

大字玉水 字岩井 柏玉水岩井 かしわ たまみず いわい 

大字玉水 字沖萢 柏玉水沖萢 かしわ たまみず おきやち 

大字玉水 字小花 柏玉水小花 かしわ たまみず おばな 

大字玉水 字岸田 柏玉水岸田 かしわ たまみず きした 

大字玉水 字白上 柏玉水白上 かしわ たまみず しろかみ 

大字玉水 字末吉 柏玉水末吉 かしわ たまみず すえよし 

大字玉水 字玉ノ井 柏玉水玉ノ井 かしわ たまみず たまのい 

大字玉水 字坪貝 柏玉水坪貝 かしわ たまみず つぼがい 

大字玉水 字藤岡 柏玉水藤岡 かしわ たまみず ふじおか 

大字玉水 字松島 柏玉水松島 かしわ たまみず まつしま 

大字玉水 字見吉 柏玉水見吉 かしわ たまみず みよし 

大字玉水 字米袋 柏玉水米袋 かしわ たまみず よねぶくろ 

西津軽郡 

柏 村 

（広須地区） 

大字広須 字岡田 

（つがるし） 

つがる市 

柏広須岡田 かしわ ひろす おかだ 

大字広須 字桜野 柏広須桜野 かしわ ひろす さくらの 

大字広須 字志野田 柏広須志野田 かしわ ひろす しのだ 

大字広須 字住江 柏広須住江 かしわ ひろす すみえ 

大字広須 字鶴泊 柏広須鶴泊 かしわ ひろす つるどまり 

大字広須 字照日 柏広須照日 かしわ ひろす てるひ 

大字広須 字野宮 柏広須野宮 かしわ ひろす のみや 

大字広須 字雛田 柏広須雛田 かしわ ひろす ひなた 

大字広須 字福島 柏広須福島 かしわ ひろす ふくしま 

大字広須 字房崎 柏広須房崎 かしわ ひろす ふさざき 

大字広須 字房松 柏広須房松 かしわ ひろす ふさまつ 

大字広須 字藤枝 柏広須藤枝 かしわ ひろす ふじえだ 

大字広須 字増田 柏広須増田 かしわ ひろす ますた 

大字広須 字松元 柏広須松元 かしわ ひろす まつもと 

大字広須 字宮井 柏広須宮井 かしわ ひろす みやい 

 


