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●旧木造町 
  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 

木造町 

字赤根 

（つがるし） 

つがる市 

 木造赤根 きづくり あかね 

字曙 木造曙 きづくり あけぼの 

字朝日 木造朝日 きづくり あさひ 

字浮巣 木造浮巣 きづくり うきす 

字有楽町 木造有楽町 きづくり うらくまち 

字浦島 木造浦島 きづくり うらしま 

字浦船 木造浦船 きづくり うらふね 

字追広 木造追広 きづくり おいひろ 

字桜川 木造桜川 きづくり さくらがわ 

字桜木 木造桜木 きづくり さくらぎ 

字桜田 木造桜田 きづくり さくらだ 

字桜野 木造桜野 きづくり さくらの 

字清水 木造清水 きづくり しみず 

字末広 木造末広 きづくり すえひろ 

字種取 木造種取 きづくり たねとり 

字千年 木造千年 きづくり ちとせ 

字千代町 木造千代町 きづくり ちよまち 

字鶴泊 木造鶴泊 きづくり つるどまり 

字照日 木造照日 きづくり てるひ 

字成田 木造成田 きづくり なりた 

字野宮 木造野宮 きづくり のみや 

字萩流 木造萩流 きづくり はぎながれ 

字萩野 木造萩野 きづくり はぎの 

字花餅 木造花餅 きづくり はなもち 

字花盛 木造花盛 きづくり はなもり 

字早田 木造早田 きづくり はやた 

字日向 木造日向 きづくり ひなた 

字房松 木造房松 きづくり ふさまつ 

字藤岡 木造藤岡 きづくり ふじおか 

字藤田 木造藤田 きづくり ふじた 

字増田 木造増田 きづくり ますた 

字宮井 木造宮井 きづくり みやい 

字宮崎 木造宮崎 きづくり みやざき 

字森内 木造森内 きづくり もりうち 

字森野 木造森野 きづくり もりの 

字森本 木造森本 きづくり もりもと 

字森山 木造森山 きづくり もりやま 

字若竹 木造若竹 きづくり わかたけ 
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●旧木造町 
  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 

木造町 

字若緑 （つがるし） 

つがる市 

木造若緑 きづくり わかみどり 

字若宮 木造若宮 きづくり わかみや 

西津軽郡 

木造町 

（芦沼地区） 

大字芦沼 字芦沼 

（つがるし） 

つがる市 

木造芦沼 きづくり あしぬま 

大字芦沼 字鈴鹿 木造芦沼鈴鹿 きづくり あしぬま すずか 

大字芦沼 字玉椿 木造芦沼玉椿 きづくり あしぬま たまつばき 

大字芦沼 字千代島 木造芦沼千代島 きづくり あしぬま ちよしま 

大字芦沼 字椿野 木造芦沼椿野 きづくり あしぬま つばきの 

大字芦沼 字鶴島 木造芦沼鶴島 きづくり あしぬま つるしま 

大字芦沼 字雲雀野 木造芦沼雲雀野 きづくり あしぬま ひばりの 

大字芦沼 字前沼 木造芦沼前沼 きづくり あしぬま まえぬま 

西津軽郡 

木造町 

（出野里地区） 

大字出野里 字浅野 

（つがるし） 

つがる市 

木造出野里浅野 きづくり いでのさと あさの 

大字出野里 字芦部岡 木造出野里芦部岡 きづくり いでのさと あしべおか 

大字出野里 字泉田 木造出野里泉田 きづくり いでのさと いずみた 

大字出野里 字岩代 木造出野里岩代 きづくり いでのさと いわしろ 

大字出野里 字大桜 木造出野里大桜 きづくり いでのさと おおざくら 

大字出野里 字大柳 木造出野里大柳 きづくり いでのさと おおやなぎ 

大字出野里 字鴨川 木造出野里鴨川 きづくり いでのさと かもかわ 

大字出野里 字唐橋 木造出野里唐橋 きづくり いでのさと からはし 

大字出野里 字清川 木造出野里清川 きづくり いでのさと きよかわ 

大字出野里 字桜川 木造出野里桜川 きづくり いでのさと さくらがわ 

大字出野里 字白糸 木造出野里白糸 きづくり いでのさと しらいと 

大字出野里 字白菊 木造出野里白菊 きづくり いでのさと しらぎく 

大字出野里 字富川 木造出野里富川 きづくり いでのさと とみかわ 

大字出野里 字平野 木造出野里平野 きづくり いでのさと ひらの 

大字出野里 字船川 木造出野里船川 きづくり いでのさと ふなかわ 

大字出野里 字山吹 木造出野里山吹 きづくり いでのさと やまぶき 

大字出野里 字吉野 木造出野里吉野 きづくり いでのさと よしの 

大字出野里 字米川 木造出野里米川 きづくり いでのさと よねかわ 

大字出野里 字若柳 木造出野里若柳 きづくり いでのさと わかやなぎ 

西津軽郡 

木造町 

（大畑地区） 

大字大畑 字朽葉 

（つがるし） 

つがる市 

木造大畑朽葉 きづくり おおばた くちば 

大字大畑 字座八 木造大畑座八 きづくり おおばた ざはち 

大字大畑 字滝井 木造大畑滝井 きづくり おおばた たきい 

大字大畑 字長久 木造大畑長久 きづくり おおばた ちょうきゅう 

大字大畑 字妻元 木造大畑妻元 きづくり おおばた つまもと 

大字大畑 字信田 木造大畑信田 きづくり おおばた のぶた 

大字大畑 字春沼 木造大畑春沼 きづくり おおばた はるぬま 

大字大畑 字藤沢 木造大畑藤沢 きづくり おおばた ふじさわ 

大字大畑 字宮崎 木造大畑宮崎 きづくり おおばた みやざき 
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●旧木造町 
  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 

木造町 

（大湯町地区） 

大字大湯町 字亀西 

（つがるし） 

つがる市 

木造大湯町亀西 きづくり おおゆまち かめにし 

大字大湯町 字亀山 木造大湯町亀山 きづくり おおゆまち かめやま 

大字大湯町 字清水 木造大湯町清水 きづくり おおゆまち しみず 

大字大湯町 字埞ノ下 木造大湯町埞ノ下 きづくり おおゆまち どてのした 

大字大湯町 字屏風山 木造大湯町屏風山 きづくり おおゆまち びょうぶざん 

大字大湯町 字村上 木造大湯町村上 きづくり おおゆまち むらかみ 

西津軽郡 

木造町 

（兼館地区） 

大字兼館 字青柳 

（つがるし） 

つがる市 

木造兼館青柳 きづくり かねだて あおやなぎ 

大字兼館 字明石 木造兼館明石 きづくり かねだて あかし 

大字兼館 字霞ヶ関 木造兼館霞ケ関 きづくり かねだて かすみがせき 

大字兼館 字佐野 木造兼館佐野 きづくり かねだて さの 

大字兼館 字塩越 木造兼館塩越 きづくり かねだて しおこし 

大字兼館 字白銀 木造兼館白銀 きづくり かねだて しろがね 

大字兼館 字袖懸 木造兼館袖懸 きづくり かねだて そでかけ 

大字兼館 字高尾 木造兼館高尾 きづくり かねだて たかお 

大字兼館 字高取 木造兼館高取 きづくり かねだて たかとり 

大字兼館 字立田 木造兼館立田 きづくり かねだて たつた 

大字兼館 字燕口 木造兼館燕口 きづくり かねだて つばめぐち 

大字兼館 字露草 木造兼館露草 きづくり かねだて つゆくさ 

大字兼館 字鶴住 木造兼館鶴住 きづくり かねだて つるずみ 

大字兼館 字早稔 木造兼館早稔 きづくり かねだて はやみのる 

西津軽郡 

木造町 

（亀ヶ岡地区） 

大字亀ヶ岡 字近江野沢 

（つがるし） 

つがる市 

木造亀ケ岡近江野沢 きづくり かめがおか おうみのさわ 

大字亀ヶ岡 字亀山 木造亀ケ岡亀山 きづくり かめがおか かめやま 

大字亀ヶ岡 字差和萢 木造亀ケ岡差和萢 きづくり かめがおか さわやち 

大字亀ヶ岡 字千石萢 木造亀ケ岡千石萢 きづくり かめがおか せんごくやち 

大字亀ヶ岡 字前萢 木造亀ケ岡前萢 きづくり かめがおか まえやち 

西津軽郡 

木造町 

（川除地区） 

大字川除 字川瀬 

（つがるし） 

つがる市 

木造川除川瀬 きづくり かわよけ かわせ 

大字川除 字栄盛 木造川除栄盛 きづくり かわよけ さかえもり 

大字川除 字栄山 木造川除栄山 きづくり かわよけ さかえやま 

大字川除 字醒貝 木造川除醒貝 きづくり かわよけ さめがい 

大字川除 字千刈 木造川除千刈 きづくり かわよけ せんがり 

大字川除 字高砂 木造川除高砂 きづくり かわよけ たかさご 

大字川除 字中坪 木造川除中坪 きづくり かわよけ なかつぼ 

大字川除 字沼津 木造川除沼津 きづくり かわよけ ぬまづ 

大字川除 字鷲爪 木造川除鷲爪 きづくり かわよけ わしづめ 

西津軽郡 

木造町 

（菊川地区） 

大字菊川 字朝日野 

（つがるし） 

つがる市 

木造菊川朝日野 きづくり きくがわ あさひの 

大字菊川 字新 木造菊川新 きづくり きくがわ あらた 

大字菊川 字稲盛 木造菊川稲盛 きづくり きくがわ いなもり 

大字菊川 字植野 木造菊川植野 きづくり きくがわ うえの 
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●旧木造町 
  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 

木造町 

（菊川地区） 

大字菊川 字大里 

（つがるし） 

つがる市 

木造菊川大里 きづくり きくがわ おおさと 

大字菊川 字鏡山 木造菊川鏡山 きづくり きくがわ かがみやま 

大字菊川 字喜久野 木造菊川喜久野 きづくり きくがわ きくの 

大字菊川 字榊 木造菊川榊 きづくり きくがわ さかき 

大字菊川 字宝森 木造菊川宝森 きづくり きくがわ たからもり 

大字菊川 字平岡 木造菊川平岡 きづくり きくがわ ひらおか 

大字菊川 字稔 木造菊川稔 きづくり きくがわ みのる 

大字菊川 字八橋 木造菊川八橋 きづくり きくがわ やつはし 

西津軽郡 

木造町 

（越水地区） 

大字越水 字稲村 

（つがるし） 

つがる市 

木造越水稲村 きづくり こしみず いなむら 

大字越水 字稲盛 木造越水稲盛 きづくり こしみず いなもり 

大字越水 字今井 木造越水今井 きづくり こしみず いまい 

大字越水 字今田 木造越水今田 きづくり こしみず いまた 

大字越水 字今村 木造越水今村 きづくり こしみず いまむら 

大字越水 字大原 木造越水大原 きづくり こしみず おおはら 

大字越水 字岡田 木造越水岡田 きづくり こしみず おかだ 

大字越水 字長田 木造越水長田 きづくり こしみず おさた 

大字越水 字神川 木造越水神川 きづくり こしみず かみかわ 

大字越水 字神田 木造越水神田 きづくり こしみず かみた 

大字越水 字神中 木造越水神中 きづくり こしみず かみなか 

大字越水 字神野 木造越水神野 きづくり こしみず かみの 

大字越水 字神山 木造越水神山 きづくり こしみず かみやま 

大字越水 字亀野 木造越水亀野 きづくり こしみず かめの 

大字越水 字小原 木造越水小原 きづくり こしみず こはら 

大字越水 字駒田 木造越水駒田 きづくり こしみず こまだ 

大字越水 字高砂 木造越水高砂 きづくり こしみず たかさご 

大字越水 字鶴野 木造越水鶴野 きづくり こしみず つるの 

大字越水 字中坪 木造越水中坪 きづくり こしみず なかつぼ 

大字越水 字長谷川 木造越水長谷川 きづくり こしみず はせがわ 

大字越水 字屏風山 木造越水屏風山 きづくり こしみず びょうぶざん 

大字越水 字前田 木造越水前田 きづくり こしみず まえだ 

西津軽郡 

木造町 

（菰槌地区） 

大字菰槌 字相沢 

（つがるし） 

つがる市 

木造菰槌相沢 きづくり こもづち あいざわ 

大字菰槌 字磯ノ松 木造菰槌磯ノ松 きづくり こもづち いそのまつ 

大字菰槌 字入島 木造菰槌入島 きづくり こもづち いりしま 

大字菰槌 字入舟 木造菰槌入舟 きづくり こもづち いりふね 

大字菰槌 字江野島 木造菰槌江野島 きづくり こもづち えのしま 

大字菰槌 字大橋 木造菰槌大橋 きづくり こもづち おおはし 

大字菰槌 字桑ノ沢 木造菰槌桑ノ沢 きづくり こもづち くわのさわ 

大字菰槌 字鴻ノ巣 木造菰槌鴻ノ巣 きづくり こもづち こうのす 
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●旧木造町 
  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 

木造町 

（菰槌地区） 

大字菰槌 字小室 

（つがるし） 

つがる市 

木造菰槌小室 きづくり こもづち こむろ 

大字菰槌 字桜井 木造菰槌桜井 きづくり こもづち さくらい 

大字菰槌 字砂吉 木造菰槌砂吉 きづくり こもづち すなよし 

大字菰槌 字千代森 木造菰槌千代森 きづくり こもづち ちよもり 

大字菰槌 字常盤 木造菰槌常盤 きづくり こもづち ときわ 

大字菰槌 字常盤木 木造菰槌常盤木 きづくり こもづち ときわぎ 

大字菰槌 字浜松 木造菰槌浜松 きづくり こもづち はままつ 

大字菰槌 字平ノ沢 木造菰槌平ノ沢 きづくり こもづち ひらのさわ 

大字菰槌 字平橋 木造菰槌平橋 きづくり こもづち ひらはし 

大字菰槌 字袋崎 木造菰槌袋崎 きづくり こもづち ふくろざき 

大字菰槌 字藤野 木造菰槌藤野 きづくり こもづち ふじの 

大字菰槌 字松島 木造菰槌松島 きづくり こもづち まつしま 

大字菰槌 字三好野 木造菰槌三好野 きづくり こもづち みよしの 

大字菰槌 字柳森 木造菰槌柳森 きづくり こもづち やなぎもり 

大字菰槌 字若草 木造菰槌若草 きづくり こもづち わかくさ 

西津軽郡 

木造町 

（柴田地区） 

大字柴田 字笠ノ前 

（つがるし） 

つがる市 

木造柴田笠ノ前 きづくり しばた かさのまえ 

大字柴田 字片岡 木造柴田片岡 きづくり しばた かたおか 

大字柴田 字金森 木造柴田金森 きづくり しばた かなもり 

大字柴田 字北内海 木造柴田北内海 きづくり しばた きたうちみ 

大字柴田 字黒滝 木造柴田黒滝 きづくり しばた くろたき 

大字柴田 字茂野 木造柴田茂野 きづくり しばた しげの 

大字柴田 字篠塚 木造柴田篠塚 きづくり しばた しのづか 

大字柴田 字白旗 木造柴田白旗 きづくり しばた しらはた 

大字柴田 字玉作 木造柴田玉作 きづくり しばた たまさく 

大字柴田 字布引 木造柴田布引 きづくり しばた ぬのびき 

大字柴田 字蛍沢 木造柴田蛍沢 きづくり しばた ほたるざわ 

大字柴田 字南内海 木造柴田南内海 きづくり しばた みなみうちみ 

大字柴田 字弥生田 木造柴田弥生田 きづくり しばた やよいだ 

西津軽郡 

木造町 

（下遠山里地区） 

大字下遠山里 字小田原 
（つがるし） 

つがる市 

木造下遠山里小田原 きづくり しもとおやまさと おだわら 

大字下遠山里 字松本 木造下遠山里松本 きづくり しもとおやまさと まつもと 

西津軽郡 

木造町 

（下福原地区） 

大字下福原 字上唐舟 

（つがるし） 

つがる市 

木造下福原上唐舟 きづくり しもふくはら かみからふね 

大字下福原 字上錦木 木造下福原上錦木 きづくり しもふくはら かみにしきぎ 

大字下福原 字上吉谷 木造下福原上吉谷 きづくり しもふくはら かみよしや 

大字下福原 字篠原 木造下福原篠原 きづくり しもふくはら しのはら 

大字下福原 字下唐舟 木造下福原下唐舟 きづくり しもふくはら しもからふね 

大字下福原 字下錦木 木造下福原下錦木 きづくり しもふくはら しもにしきぎ 

大字下福原 字下吉谷 木造下福原下吉谷 きづくり しもふくはら しもよしや 

大字下福原 字中唐舟 木造下福原中唐舟 きづくり しもふくはら なかからふね 
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●旧木造町 
  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 

木造町 

（下福原地区） 

大字下福原 字中錦木 

（つがるし） 

つがる市 

木造下福原中錦木 きづくり しもふくはら なかにしきぎ 

大字下福原 字中吉谷 木造下福原中吉谷 きづくり しもふくはら なかよしや 

大字下福原 字花錦 木造下福原花錦 きづくり しもふくはら はなにしき 

大字下福原 字山ノ井 木造下福原山ノ井 きづくり しもふくはら やまのい 

大字下福原 字吉見 木造下福原吉見 きづくり しもふくはら よしみ 

西津軽郡 

木造町 

（館岡地区） 

大字館岡 字稲葉 

（つがるし） 

つがる市 

木造館岡稲葉 きづくり たておか いなば 

大字館岡 字稲元 木造館岡稲元 きづくり たておか いなもと 

大字館岡 字上稲元 木造館岡上稲元 きづくり たておか かみいなもと 

大字館岡 字上沢辺 木造館岡上沢辺 きづくり たておか かみさわべ 

大字館岡 字亀ノ下 木造館岡亀ノ下 きづくり たておか かめのした 

大字館岡 字川辺 木造館岡川辺 きづくり たておか かわべ 

大字館岡 字沢根 木造館岡沢根 きづくり たておか さわね 

大字館岡 字沢辺 木造館岡沢辺 きづくり たておか さわべ 

大字館岡 字支信 木造館岡支信 きづくり たておか しのぶ 

大字館岡 字城西 木造館岡城西 きづくり たておか しろにし 

大字館岡 字蝉音 木造館岡蝉音 きづくり たておか せみおと 

大字館岡 字滝音 木造館岡滝音 きづくり たておか たきおと 

大字館岡 字田小屋野 木造館岡田小屋野 きづくり たておか たごやの 

大字館岡 字鶴見 木造館岡鶴見 きづくり たておか つるみ 

大字館岡 字常盤 木造館岡常盤 きづくり たておか ときわ 

大字館岡 字長沖 木造館岡長沖 きづくり たておか ながおき 

大字館岡 字浪返 木造館岡浪返 きづくり たておか なみがえし 

大字館岡 字野崎 木造館岡野崎 きづくり たておか のざき 

大字館岡 字信上 木造館岡信上 きづくり たておか のぶがみ 

大字館岡 字姫松 木造館岡姫松 きづくり たておか ひめまつ 

大字館岡 字屏風山 木造館岡屏風山 きづくり たておか びょうぶざん 

大字館岡 字松音 木造館岡松音 きづくり たておか まつおと 

大字館岡 字山辺 木造館岡山辺 きづくり たておか やまべ 

西津軽郡 

木造町 

（千代田地区） 

大字千代田 字尾原 

（つがるし） 

つがる市 

木造千代田尾原 きづくり ちよだ おはら 

大字千代田 字末栄 木造千代田末栄 きづくり ちよだ すえさかえ 

大字千代田 字末遂 木造千代田末遂 きづくり ちよだ すえとげ 

大字千代田 字末豊 木造千代田末豊 きづくり ちよだ すえとよ 

大字千代田 字末長 木造千代田末長 きづくり ちよだ すえなが 

大字千代田 字末広 木造千代田末広 きづくり ちよだ すえひろ 

大字千代田 字末盛 木造千代田末盛 きづくり ちよだ すえもり 

大字千代田 字末楽 木造千代田末楽 きづくり ちよだ すえらく 

大字千代田 字長豊 木造千代田長豊 きづくり ちよだ ながとよ 

大字千代田 字成実 木造千代田成実 きづくり ちよだ なるみ 
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●旧木造町 
  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 

木造町 

（千代田地区） 

大字千代田 字錦田 

（つがるし） 

つがる市 

木造千代田錦田 きづくり ちよだ にしきた 

大字千代田 字無朽野 木造千代田無朽野 きづくり ちよだ むくちの 

大字千代田 字饒野 木造千代田饒野 きづくり ちよだ ゆだかの 

大字千代田 字米蔵 木造千代田米蔵 きづくり ちよだ よねくら 

大字千代田 字米盛 木造千代田米盛 きづくり ちよだ よねもり 

西津軽郡 

木造町 

（土滝地区） 

大字土滝 字稲葉 

（つがるし） 

つがる市 

木造土滝稲葉 きづくり つちたき いなば 

大字土滝 字長田 木造土滝長田 きづくり つちたき おさだ 

大字土滝 字末広 木造土滝末広 きづくり つちたき すえひろ 

西津軽郡 

木造町 

（出来島地区） 

大字出来島 字雉子森 

（つがるし） 

つがる市 

木造出来島雉子森 きづくり できしま きじもり 

大字出来島 字雉子森石沢 木造出来島雉子森石沢 きづくり できしま きじもりいしさわ 

大字出来島 字雉子森大沼 木造出来島雉子森大沼 きづくり できしま きじもりおおぬま 

大字出来島 字雉子森鬼沼 木造出来島雉子森鬼沼 きづくり できしま きじもりおにぬま 

大字出来島 字雉子森平 木造出来島雉子森平 きづくり できしま きじもりだいら 

大字出来島 字雉子森堀切 木造出来島雉子森堀切 きづくり できしま きじもりほりきり 

西津軽郡 

木造町 

（筒木坂地区） 

大字筒木坂 字赤沼 

（つがるし） 

つがる市 

木造筒木坂赤沼 きづくり どうぎざか あかぬま 

大字筒木坂 字小幡 木造筒木坂小幡 きづくり どうぎざか おはた 

大字筒木坂 字坂本 木造筒木坂坂本 きづくり どうぎざか さかもと 

大字筒木坂 字差和萢 木造筒木坂差和萢 きづくり どうぎざか さわやち 

大字筒木坂 字三町歩 木造筒木坂三町歩 きづくり どうぎざか さんちょうぶ 

大字筒木坂 字杉戸 木造筒木坂杉戸 きづくり どうぎざか すぎと 

大字筒木坂 字勢田 木造筒木坂勢田 きづくり どうぎざか せた 

大字筒木坂 字寺沢 木造筒木坂寺沢 きづくり どうぎざか てらさわ 

大字筒木坂 字鳥谷沢 木造筒木坂鳥谷沢 きづくり どうぎざか とりやざわ 

大字筒木坂 字畑縄 木造筒木坂畑縄 きづくり どうぎざか はたなわ 

大字筒木坂 字幡屋 木造筒木坂幡屋 きづくり どうぎざか はたや 

大字筒木坂 字姫松 木造筒木坂姫松 きづくり どうぎざか ひめまつ 

大字筒木坂 字屏風山 木造筒木坂屏風山 きづくり どうぎざか びょうぶざん 

大字筒木坂 字武切 木造筒木坂武切 きづくり どうぎざか ぶきり 

大字筒木坂 字松本 木造筒木坂松本 きづくり どうぎざか まつもと 

大字筒木坂 字脇ノ沢 木造筒木坂脇ノ沢 きづくり どうぎざか わきのさわ 

西津軽郡 

木造町 

（豊田地区） 

大字豊田 字網代 

（つがるし） 

つがる市 

木造豊田網代 きづくり とよだ あみしろ 

大字豊田 字生田 木造豊田生田 きづくり とよだ いくた 

大字豊田 字賀納 木造豊田賀納 きづくり とよだ かのう 

大字豊田 字千刈 木造豊田千刈 きづくり とよだ せんがり 

大字豊田 字千代鶴 木造豊田千代鶴 きづくり とよだ ちよづる 

大字豊田 字常盤 木造豊田常盤 きづくり とよだ ときわ 

大字豊田 字富久地 木造豊田富久地 きづくり とよだ ふくち 

大字豊田 字矢立 木造豊田矢立 きづくり とよだ やだて 
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●旧木造町 
  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 

木造町 

（永田地区） 

大字永田 字磯野 

（つがるし） 

つがる市 

木造永田磯野 きづくり ながた いその 

大字永田 字稲村 木造永田稲村 きづくり ながた いなむら 

大字永田 字高田 木造永田高田 きづくり ながた たかだ 

大字永田 字千代 木造永田千代 きづくり ながた ちよ 

大字永田 字常盤 木造永田常盤 きづくり ながた ときわ 

大字永田 字松下 木造永田松下 きづくり ながた まつした 

西津軽郡 

木造町 

（中館地区） 

大字中館 字田浦 

（つがるし） 

つがる市 

木造中館田浦 きづくり なかだて たうら 

大字中館 字西田 木造中館西田 きづくり なかだて にした 

大字中館 字初栄 木造中館初栄 きづくり なかだて はつさかえ 

大字中館 字東田 木造中館東田 きづくり なかだて ひがした 

大字中館 字久方 木造中館久方 きづくり なかだて ひさかた 

大字中館 字細川 木造中館細川 きづくり なかだて ほそかわ 

大字中館 字湯浅 木造中館湯浅 きづくり なかだて ゆあさ 

大字中館 字吉見 木造中館吉見 きづくり なかだて よしみ 

西津軽郡 

木造町 

（濁川地区） 

大字濁川 字浅井 

（つがるし） 

つがる市 

木造濁川浅井 きづくり にごりがわ あさい 

大字濁川 字音羽山 木造濁川音羽山 きづくり にごりがわ おとばやま 

大字濁川 字白玉 木造濁川白玉 きづくり にごりがわ しらたま 

西津軽郡 

木造町 

（蓮川地区） 

大字蓮川 字稲妻 

（つがるし） 

つがる市 

木造蓮川稲妻 きづくり はすかわ いなづま 

大字蓮川 字稲荷山 木造蓮川稲荷山 きづくり はすかわ いなりやま 

大字蓮川 字清川 木造蓮川清川 きづくり はすかわ きよかわ 

大字蓮川 字駒返 木造蓮川駒返 きづくり はすかわ こまがえし 

大字蓮川 字宝船 木造蓮川宝船 きづくり はすかわ たからふね 

大字蓮川 字玉川 木造蓮川玉川 きづくり はすかわ たまがわ 

大字蓮川 字玉田 木造蓮川玉田 きづくり はすかわ たまだ 

大字蓮川 字月見 木造蓮川月見 きづくり はすかわ つきみ 

大字蓮川 字奈賀田 木造蓮川奈賀田 きづくり はすかわ なかた 

大字蓮川 字浜松 木造蓮川浜松 きづくり はすかわ はままつ 

大字蓮川 字早実 木造蓮川早実 きづくり はすかわ はやみのる 

大字蓮川 字平田 木造蓮川平田 きづくり はすかわ ひらた 

大字蓮川 字平塚 木造蓮川平塚 きづくり はすかわ ひらつか 

大字蓮川 字保食 木造蓮川保食 きづくり はすかわ ほしょく 

西津軽郡 

木造町 

（林地区） 

大字林 字浅間 

（つがるし） 

つがる市 

木造林浅間 きづくり はやし あさま 

大字林 字阿曽沼 木造林阿曽沼 きづくり はやし あそぬま 

大字林 字阿妻 木造林阿妻 きづくり はやし あづま 

大字林 字嵐川 木造林嵐川 きづくり はやし あらしがわ 

大字林 字五十嵐 木造林五十嵐 きづくり はやし いがらし 

大字林 字岩井 木造林岩井 きづくり はやし いわい 

大字林 字清滝 木造林清滝 きづくり はやし きよたき 
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●旧木造町 
  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 

木造町 

（林地区） 

大字林 字清橋 

（つがるし） 

つがる市 

木造林清橋 きづくり はやし きよはし 

大字林 字白藤 木造林白藤 きづくり はやし しらふじ 

大字林 字末広 木造林末広 きづくり はやし すえひろ 

大字林 字玉川 木造林玉川 きづくり はやし たまがわ 

大字林 字玉鶴 木造林玉鶴 きづくり はやし たまつる 

大字林 字千年 木造林千年 きづくり はやし ちとせ 

大字林 字妻田 木造林妻田 きづくり はやし つまだ 

大字林 字常盤 木造林常盤 きづくり はやし ときわ 

大字林 字日向 木造林日向 きづくり はやし ひなた 

大字林 字平滝 木造林平滝 きづくり はやし ひらたき 

大字林 字広舟 木造林広舟 きづくり はやし ひろふね 

大字林 字宮下 木造林宮下 きづくり はやし みやした 

大字林 字宮津 木造林宮津 きづくり はやし みやつ 

大字林 字渡舟 木造林渡舟 きづくり はやし わたりふね 

西津軽郡 

木造町 

（平滝地区） 

大字平滝 字扇形 

（つがるし） 

つがる市 

木造平滝扇形 きづくり ひらたき おうぎがた 

大字平滝 字上船付 木造平滝上船付 きづくり ひらたき かみふなつけ 

大字平滝 字胡桃林 木造平滝胡桃林 きづくり ひらたき くるみばやし 

大字平滝 字宝滝 木造平滝宝滝 きづくり ひらたき たからだき 

大字平滝 字田茂萢 木造平滝田茂萢 きづくり ひらたき たもやち 

大字平滝 字鶴音 木造平滝鶴音 きづくり ひらたき つるおと 

大字平滝 字中島 木造平滝中島 きづくり ひらたき なかじま 

西津軽郡 

木造町 

（吹原地区） 

大字吹原 字朝日 

（つがるし） 

つがる市 

木造吹原朝日 きづくり ふきはら あさひ 

大字吹原 字後田 木造吹原後田 きづくり ふきはら うしろた 

大字吹原 字鶉 木造吹原鶉 きづくり ふきはら うずら 

大字吹原 字桜 木造吹原桜 きづくり ふきはら さくら 

大字吹原 字桜岡 木造吹原桜岡 きづくり ふきはら さくらおか 

大字吹原 字桜沢 木造吹原桜沢 きづくり ふきはら さくらざわ 

大字吹原 字桜山 木造吹原桜山 きづくり ふきはら さくらやま 

大字吹原 字天神沢 木造吹原天神沢 きづくり ふきはら てんじんさわ 

大字吹原 字中山 木造吹原中山 きづくり ふきはら なかやま 

大字吹原 字西前田 木造吹原西前田 きづくり ふきはら にしまえだ 

大字吹原 字畠元 木造吹原畠元 きづくり ふきはら はたけもと 

大字吹原 字東前田 木造吹原東前田 きづくり ふきはら ひがしまえだ 

大字吹原 字屏風山 木造吹原屏風山 きづくり ふきはら びょうぶざん 

大字吹原 字若草 木造吹原若草 きづくり ふきはら わかくさ 

西津軽郡 

木造町 

（福原地区） 

大字福原 字育田 

（つがるし） 

つがる市 

木造福原育田 きづくり ふくはら いくた 

大字福原 字稲房 木造福原稲房 きづくり ふくはら いなふさ 

大字福原 字稲村 木造福原稲村 きづくり ふくはら いなむら 
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●旧木造町 
  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 

木造町 

（福原地区） 

大字福原 字幼羅木 

（つがるし） 

つがる市 

木造福原幼羅木 きづくり ふくはら おさらぎ 

大字福原 字筧 木造福原筧 きづくり ふくはら かけい 

大字福原 字米撫 木造福原米撫 きづくり ふくはら こめなで 

大字福原 字栄川 木造福原栄川 きづくり ふくはら さかえがわ 

大字福原 字印元 木造福原印元 きづくり ふくはら しるしもと 

大字福原 字菅原 木造福原菅原 きづくり ふくはら すがわら 

大字福原 字宝積 木造福原宝積 きづくり ふくはら たからづみ 

大字福原 字種井 木造福原種井 きづくり ふくはら たねい 

大字福原 字種元 木造福原種元 きづくり ふくはら たねもと 

大字福原 字妻元 木造福原妻元 きづくり ふくはら つまもと 

大字福原 字常盤 木造福原常盤 きづくり ふくはら ときわ 

大字福原 字徳永 木造福原徳永 きづくり ふくはら とくなが 

大字福原 字日照 木造福原日照 きづくり ふくはら ひでり 

大字福原 字姫治 木造福原姫治 きづくり ふくはら ひめじ 

大字福原 字平元 木造福原平元 きづくり ふくはら ひらもと 

大字福原 字増田 木造福原増田 きづくり ふくはら ますた 

大字福原 字間瀬 木造福原間瀬 きづくり ふくはら ませ 

大字福原 字山元 木造福原山元 きづくり ふくはら やまもと 

西津軽郡 

木造町 

（丸山地区） 

大字丸山 字稲元 

（つがるし） 

つがる市 

木造丸山稲元 きづくり まるやま いなもと 

大字丸山 字簾沢 木造丸山簾沢 きづくり まるやま すだれざわ 

大字丸山 字竹鼻 木造丸山竹鼻 きづくり まるやま たけはな 

大字丸山 字玉川 木造丸山玉川 きづくり まるやま たまかわ 

大字丸山 字藤原 木造丸山藤原 きづくり まるやま ふじわら 

大字丸山 字松元 木造丸山松元 きづくり まるやま まつもと 

大字丸山 字山辺 木造丸山山辺 きづくり まるやま やまべ 

大字丸山 字淀川 木造丸山淀川 きづくり まるやま よどがわ 

西津軽郡 

木造町 

（三ツ館地区） 

大字三ツ館 字旭野 

（つがるし） 

つがる市 

木造三ツ館旭野 きづくり みつだて あさひの 

大字三ツ館 字泉川 木造三ツ館泉川 きづくり みつだて いずみかわ 

大字三ツ館 字稲盛 木造三ツ館稲盛 きづくり みつだて いなもり 

大字三ツ館 字喜晴 木造三ツ館喜晴 きづくり みつだて きせい 

大字三ツ館 字栄 木造三ツ館栄 きづくり みつだて さかえ 

大字三ツ館 字寿抱 木造三ツ館寿抱 きづくり みつだて じゅほう 

大字三ツ館 字菅野 木造三ツ館菅野 きづくり みつだて すがの 

大字三ツ館 字泰 木造三ツ館泰 きづくり みつだて たい 

大字三ツ館 字高倉 木造三ツ館高倉 きづくり みつだて たかくら 

大字三ツ館 字玉川 木造三ツ館玉川 きづくり みつだて たまかわ 

大字三ツ館 字連 木造三ツ館連 きづくり みつだて つらね 

大字三ツ館 字照田 木造三ツ館照田 きづくり みつだて てるた 
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●旧木造町 
  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 

木造町 

（三ツ館地区） 

大字三ツ館 字富山 

（つがるし） 

つがる市 

木造三ツ館富山 きづくり みつだて とやま 

大字三ツ館 字豊盛 木造三ツ館豊盛 きづくり みつだて とよもり 

大字三ツ館 字信田 木造三ツ館信田 きづくり みつだて のぶた 

大字三ツ館 字実 木造三ツ館実 きづくり みつだて みのる 

大字三ツ館 字若松 木造三ツ館若松 きづくり みつだて わかまつ 

西津軽郡 

木造町 

（善積地区） 

大字善積 字石崎 

（つがるし） 

つがる市 

木造善積石崎 きづくり よしづみ いしざき 

大字善積 字石館 木造善積石館 きづくり よしづみ いしだて 

大字善積 字石ノ沢 木造善積石ノ沢 きづくり よしづみ いしのさわ 

大字善積 字堅固 木造善積堅固 きづくり よしづみ けんご 

大字善積 字渋田 木造善積渋田 きづくり よしづみ しぶた 

大字善積 字高田 木造善積高田 きづくり よしづみ たかだ 

大字善積 字谷田 木造善積谷田 きづくり よしづみ たにた 

大字善積 字木賊 木造善積木賊 きづくり よしづみ とくさ 

大字善積 字中島 木造善積中島 きづくり よしづみ なかじま 

大字善積 字萩田 木造善積萩田 きづくり よしづみ はぎた 

大字善積 字広島 木造善積広島 きづくり よしづみ ひろしま 

大字善積 字藤田 木造善積藤田 きづくり よしづみ ふじた 

大字善積 字丸岡 木造善積丸岡 きづくり よしづみ まるおか 

大字善積 字早稲田 木造善積早稲田 きづくり よしづみ わせだ 

西津軽郡 

木造町 

（蓮花田地区） 

大字蓮花田 字駒ヶ宿 

（つがるし） 

つがる市 

木造蓮花田駒ケ宿 きづくり れんげだ こまがしゅく 

大字蓮花田 字桜刈 木造蓮花田桜刈 きづくり れんげだ さくらがり 

大字蓮花田 字蓮崎 木造蓮花田蓮崎 きづくり れんげだ はすざき 

大字蓮花田 字藤岡 木造蓮花田藤岡 きづくり れんげだ ふじおか 

大字蓮花田 字村上 木造蓮花田村上 きづくり れんげだ むらかみ 

大字蓮花田 字村盛 木造蓮花田村盛 きづくり れんげだ むらもり 

 


