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●旧森田村 
  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 

森田村 

（大館地区） 

大字大館 字幾世森 

（つがるし） 

つがる市 

森田町大館幾世森 もりたちょう おおだて いくよもり 

大字大館 字大面 森田町大館大面 もりたちょう おおだて おおつら 

大字大館 字尾花崎 森田町大館尾花崎 もりたちょう おおだて おばなざき 

大字大館 字尾花谷地 森田町大館尾花谷地 もりたちょう おおだて おばなやち 

大字大館 字勝山 森田町大館勝山 もりたちょう おおだて かつやま 

大字大館 字玄東沢 森田町大館玄東沢 もりたちょう おおだて げんとうさわ 

大字大館 字源兵衛谷地 森田町大館源兵衛谷地 もりたちょう おおだて げんべえやち 

大字大館 字重田 森田町大館重田 もりたちょう おおだて しげた 

大字大館 字錣谷地 森田町大館錣谷地 もりたちょう おおだて しころやち 

大字大館 字下谷地 森田町大館下谷地 もりたちょう おおだて しもやち 

大字大館 字末広 森田町大館末広 もりたちょう おおだて すえひろ 

大字大館 字千歳 森田町大館千歳 もりたちょう おおだて ちとせ 

大字大館 字筒井 森田町大館筒井 もりたちょう おおだて つつい 

大字大館 字戸和田 森田町大館戸和田 もりたちょう おおだて とわだ 

大字大館 字中谷地 森田町大館中谷地 もりたちょう おおだて なかやち 

大字大館 字鳴海 森田町大館鳴海  もりたちょう おおだて なるみ 

大字大館 字羽ノ木沢 森田町大館羽ノ木沢 もりたちょう おおだて はのきざわ 

大字大館 字広ヶ平 森田町大館広ヶ平 もりたちょう おおだて ひろがたいら 

大字大館 字深沢 森田町大館深沢 もりたちょう おおだて ふかざわ 

大字大館 字茂内谷地 森田町大館茂内谷地 もりたちょう おおだて もないやち 

大字大館 字八重菊 森田町大館八重菊 もりたちょう おおだて やえぎく 

大字大館 字若菜 森田町大館若菜 もりたちょう おおだて わかな 

西津軽郡 

森田村 

（上相野地区） 

大字上相野 字明石 

（つがるし） 

つがる市 

森田町上相野明石 もりたちょう かみあいの あかし 

大字上相野 字小田表 森田町上相野小田表 もりたちょう かみあいの おだおもて 

大字上相野 字種取 森田町上相野種取 もりたちょう かみあいの たねとり 

大字上相野 字千代倉 森田町上相野千代倉 もりたちょう かみあいの ちよくら 

大字上相野 字鶴見 森田町上相野鶴見 もりたちょう かみあいの つるみ 

大字上相野 字浪風 森田町上相野浪風 もりたちょう かみあいの なみかぜ 

大字上相野 字広船 森田町上相野広船 もりたちょう かみあいの ひろふね 

大字上相野 字福留 森田町上相野福留 もりたちょう かみあいの ふくとめ 

大字上相野 字柾木 森田町上相野柾木 もりたちょう かみあいの まさき 

大字上相野 字松風 森田町上相野松風 もりたちょう かみあいの まつかぜ 

大字上相野 字松見 森田町上相野松見 もりたちょう かみあいの まつみ 

大字上相野 字松緑 森田町上相野松緑 もりたちょう かみあいの まつみどり 

大字上相野 字道能下 森田町上相野道能下 もりたちょう かみあいの みちのうした 

大字上相野 字緑 森田町上相野緑 もりたちょう かみあいの みどり 

大字上相野 字緑川 森田町上相野緑川 もりたちょう かみあいの みどりかわ 

大字上相野 字吉見 森田町上相野吉見 もりたちょう かみあいの よしみ 
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●旧森田村 
  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 

森田村 

（上相野地区） 

大字上相野 字米橋 

（つがるし） 

つがる市 

森田町上相野米橋 もりたちょう かみあいの よねはし 

大字上相野 字若鷺 森田町上相野若鷺 もりたちょう かみあいの わかさぎ 

大字上相野 字若緑 森田町上相野若緑 もりたちょう かみあいの わかみどり 

西津軽郡 

森田村 

（下相野地区） 

大字下相野 字住吉 

（つがるし） 

つがる市 

森田町下相野住吉 もりたちょう しもあいの すみよし 

大字下相野 字吉田 森田町下相野吉田 もりたちょう しもあいの よしだ 

大字下相野 字塩見崎 森田町下相野塩見崎 もりたちょう しもあいの しおみざき 

大字下相野 字野田 森田町下相野野田 もりたちょう しもあいの のだ 

大字下相野 字住野蔵 森田町下相野住野蔵 もりたちょう しもあいの すみのくら 

大字下相野 字亀山 森田町下相野亀山 もりたちょう しもあいの かめやま 

西津軽郡 

森田村 

（床舞地区） 

大字床舞 字石神 

（つがるし） 

つがる市 

森田町床舞石神 もりたちょう とこまい いしがみ 

大字床舞 字泉野 森田町床舞泉野 もりたちょう とこまい いずみの 

大字床舞 字稲元 森田町床舞稲元 もりたちょう とこまい いなもと 

大字床舞 字猿沢 森田町床舞猿沢 もりたちょう とこまい さるさわ 

大字床舞 字千年 森田町床舞千年 もりたちょう とこまい ちとせ 

大字床舞 字玉水 森田町床舞玉水 もりたちょう とこまい たまみず 

大字床舞 字鶴喰 森田町床舞鶴喰 もりたちょう とこまい つるばみ 

大字床舞 字豊川 森田町床舞豊川 もりたちょう とこまい とよかわ 

大字床舞 字豊田 森田町床舞豊田 もりたちょう とこまい とよだ 

大字床舞 字豊原 森田町床舞豊原 もりたちょう とこまい とよはら 

大字床舞 字一ッ柳 森田町床舞一ッ柳 もりたちょう とこまい ひとつやなぎ 

大字床舞 字藤山 森田町床舞藤山 もりたちょう とこまい ふじやま 

大字床舞 字真鶴 森田町床舞真鶴 もりたちょう とこまい まなづる 

大字床舞 字緑野 森田町床舞緑野 もりたちょう とこまい みどりの 

大字床舞 字稚桜 森田町床舞稚桜 もりたちょう とこまい わかざくら 

大字床舞 字若松 森田町床舞若松 もりたちょう とこまい わかまつ 

西津軽郡 

森田村 

（中田地区） 

大字中田 字池田 

（つがるし） 

つがる市 

森田町中田池田 もりたちょう なかた いけだ 

大字中田 字稲森 森田町中田稲森 もりたちょう なかた いなもり 

大字中田 字亀甲 森田町中田亀甲 もりたちょう なかた きこう 

大字中田 字小槌 森田町中田小槌 もりたちょう なかた こづち 

大字中田 字小沼 森田町中田小沼 もりたちょう なかた こぬま 

大字中田 字鈴島 森田町中田鈴島 もりたちょう なかた すずしま 

大字中田 字鈴森 森田町中田鈴森 もりたちょう なかた すずもり 

大字中田 字富本 森田町中田富本 もりたちょう なかた とみもと 

大字中田 字鳴海 森田町中田鳴海  もりたちょう なかた なるみ 

大字中田 字福浦 森田町中田福浦 もりたちょう なかた ふくうら 

大字中田 字福野 森田町中田福野 もりたちょう なかた ふくの 

大字中田 字福山 森田町中田福山 もりたちょう なかた ふくやま 

大字中田 字伏見 森田町中田伏見 もりたちょう なかた ふしみ 
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●旧森田村 
  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 

森田村 

（中田地区） 

大字中田 字穂浪 

（つがるし） 

つがる市 

森田町中田穂浪 もりたちょう なかた ほなみ 

大字中田 字米倉 森田町中田米倉 もりたちょう なかた よねくら 

大字中田 字米崎 森田町中田米崎 もりたちょう なかた よねざき 

大字中田 字米館 森田町中田米館 もりたちょう なかた よねだて 

大字中田 字米本 森田町中田米本 もりたちょう なかた よねもと 

大字中田 字若浦 森田町中田若浦 もりたちょう なかた わかうら 

大字中田 字若山 森田町中田若山 もりたちょう なかた わかやま 

西津軽郡 

森田村 

（妙堂崎地区） 

大字妙堂崎 字稲盛 
（つがるし） 

つがる市 

森田町妙堂崎稲盛 もりたちょう みょうどうざき いなもり 

大字妙堂崎 字種元 森田町妙堂崎種元 もりたちょう みょうどうざき たねもと 

西津軽郡 

森田村 

（森田地区） 

 大字森田 字神田 

（つがるし） 

つがる市 

 森田町森田神田 もりたちょう もりた かんだ 

大字森田 字駒ヶ渕 森田町森田駒ヶ渕 もりたちょう もりた こまがふち 

大字森田 字月見野 森田町森田月見野 もりたちょう もりた つきみの 

大字森田 字屏風山 森田町森田屏風山 もりたちょう もりた びょうぶざん 

大字森田 字平山 森田町森田平山 もりたちょう もりた ひらやま 

西津軽郡 

森田村 

（山田地区） 

大字山田 字朝菜 

（つがるし） 

つがる市 

森田町山田朝菜 もりたちょう やまだ あさな 

大字山田 字新田 森田町山田新田 もりたちょう やまだ しんでん 

大字山田 字稲村 森田町山田稲村 もりたちょう やまだ いなむら 

大字山田 字扇の田 森田町山田扇の田 もりたちょう やまだ おおぎのた 

大字山田 字神崎 森田町山田神崎 もりたちょう やまだ かんざき 

大字山田 字雲崎 森田町山田雲崎 もりたちょう やまだ くもざき 

大字山田 字清水 森田町山田清水 もりたちょう やまだ しみず 

大字山田 字滝音 森田町山田滝音 もりたちょう やまだ たきおと 

大字山田 字滝根 森田町山田滝根 もりたちょう やまだ たきね 

大字山田 字滝元 森田町山田滝元 もりたちょう やまだ たきもと 

大字山田 字玉井 森田町山田玉井 もりたちょう やまだ たまい 

大字山田 字田吉 森田町山田田吉 もりたちょう やまだ たよし 

大字山田 字千歳 森田町山田千歳 もりたちょう やまだ ちとせ 

大字山田 字豊秋 森田町山田豊秋 もりたちょう やまだ とよあき 

大字山田 字渕浪 森田町山田渕浪 もりたちょう やまだ ふちなみ 

大字山田 字穂浪 森田町山田穂浪 もりたちょう やまだ ほなみ 

大字山田 字水分 森田町山田水分 もりたちょう やまだ みずわけ 

大字山田 字村雲 森田町山田村雲 もりたちょう やまだ むらぐも 

大字山田 字山崎 森田町山田山崎 もりたちょう やまだ やまざき 

大字山田 字米岡 森田町山田米岡 もりたちょう やまだ よねおか 

大字山田 字米倉 森田町山田米倉 もりたちょう やまだ よねくら 

大字山田 字米山 森田町山田米山 もりたちょう やまだ よねやま 

 


