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●旧車力村 
  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 

車力村 

（牛潟地区） 

大字牛潟 字大田光 

（つがるし） 

つがる市 

牛潟町大田光 うしがたちょう おおたっぴ 

大字牛潟 字大富崎 牛潟町大富崎 うしがたちょう おおとみざき 

大字牛潟 字柏山 牛潟町柏山 うしがたちょう かしわやま 

大字牛潟 字潟上 牛潟町潟上 うしがたちょう かたがみ 

大字牛潟 字金森 牛潟町金森 うしがたちょう かなもり 

大字牛潟 字田光 牛潟町田光 うしがたちょう たっぴ 

大字牛潟 字田光萢 牛潟町田光萢  うしがたちょう たっぴやち 

大字牛潟 字塚野沢 牛潟町塚野沢 うしがたちょう つかのさわ 

大字牛潟 字曲り沼 牛潟町曲り沼 うしがたちょう まがりぬま 

大字牛潟 字松兼 牛潟町松兼 うしがたちょう まつかね 

大字牛潟 字松元 牛潟町松元 うしがたちょう まつもと 

大字牛潟 字村上 牛潟町村上 うしがたちょう むらかみ 

大字牛潟 字柳原 牛潟町柳原 うしがたちょう やなぎはら 

大字牛潟 字吉川 牛潟町吉川 うしがたちょう よしかわ 

大字牛潟 字吉野 牛潟町吉野 うしがたちょう よしの 

大字牛潟 字吉元 牛潟町吉元 うしがたちょう よしもと 

大字牛潟 字鷲頭 牛潟町鷲頭 うしがたちょう わしがしら 

大字牛潟 字鷲尻 牛潟町鷲尻 うしがたちょう わしじり 

大字牛潟 字鷲中 牛潟町鷲中 うしがたちょう わしなか 

大字牛潟 字鷲野沢 牛潟町鷲野沢 うしがたちょう わしのさわ 

大字牛潟 字鷲萢 牛潟町鷲萢  うしがたちょう わしやち 

西津軽郡 

車力村 

（下車力地区） 

大字下車力 字芦盛 

（つがるし） 

つがる市 

下車力町芦盛 したしゃりきちょう あしもり 

大字下車力 字大繋沼 下車力町大繋沼 したしゃりきちょう おおつなぎぬま 

大字下車力 字大沼 下車力町大沼 したしゃりきちょう おおぬま 

大字下車力 字大曲 下車力町大曲 したしゃりきちょう おおまがり 

大字下車力 字北長泥 下車力町北長泥 したしゃりきちょう きたながどろ 

大字下車力 字小繋沼 下車力町小繋沼 したしゃりきちょう こつなぎぬま 

大字下車力 字小曲 下車力町小曲 したしゃりきちょう こまがり 

大字下車力 字盛野 下車力町盛野 したしゃりきちょう さかりの 

大字下車力 字繋沼 下車力町繋沼 したしゃりきちょう つなぎぬま 

大字下車力 字長泥 下車力町長泥 したしゃりきちょう ながどろ 

大字下車力 字西田 下車力町西田 したしゃりきちょう にした 

大字下車力 字曲沼 下車力町曲沼 したしゃりきちょう まがりぬま 

大字下車力 字南長泥 下車力町南長泥 したしゃりきちょう みなみながどろ 

大字下車力 字鷲萢 下車力町鷲萢  したしゃりきちょう わしやち 

西津軽郡 

車力村 

（下牛潟地区） 

大字下牛潟 字雁ヶ谷 

（つがるし） 

つがる市 

下牛潟町雁ヶ谷 しもうしがたちょう がんがや 

大字下牛潟 字鷺沼 下牛潟町鷺沼 しもうしがたちょう さぎぬま 

大字下牛潟 字滝ノ沢 下牛潟町滝ノ沢 しもうしがたちょう たきのさわ 
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●旧車力村 
  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 

車力村 

（下牛潟地区） 

大字下牛潟 字靎舞岬 

（つがるし） 

つがる市 

下牛潟町靏舞岬 しもうしがたちょう つるまいみさき 
大字下牛潟 字鶴舞岬 

大字下牛潟 字浮亀沼 下牛潟町浮亀沼 しもうしがたちょう ふきぬま 

大字下牛潟 字柳沢 下牛潟町柳沢 しもうしがたちょう やなぎさわ 

大字下牛潟 字葭刈 下牛潟町葭刈 しもうしがたちょう よしかり 

大字下牛潟 字六百石萢 下牛潟町六百石萢 しもうしがたちょう ろっぴゃくこくやち 

西津軽郡 

車力村 

（車力地区） 

大字車力 字芦林 

（つがるし） 

つがる市 

車力町芦林 しゃりきちょう あしばやし 

大字車力 字老森 車力町老森 しゃりきちょう おいもり 

大字車力 字沖林 車力町沖林 しゃりきちょう おきばやし 

大字車力 字沖森 車力町沖森 しゃりきちょう おきもり 

大字車力 字蛙盛 車力町蛙盛 しゃりきちょう かわずもり 

大字車力 字隠川 車力町隠川 しゃりきちょう かくれがわ 

大字車力 字隠島 車力町隠島 しゃりきちょう かくれじま 

大字車力 字潟下 車力町潟下 しゃりきちょう かたした 

大字車力 字上中島 車力町上中島 しゃりきちょう かみなかじま 

大字車力 字上林 車力町上林 しゃりきちょう かみばやし 

大字車力 字上藤岡 車力町上藤岡 しゃりきちょう かみふじおか 

大字車力 字川林 車力町川林 しゃりきちょう かわばやし 

大字車力 字北中島 車力町北中島 しゃりきちょう きたなかじま 

大字車力 字北林 車力町北林 しゃりきちょう きたばやし 

大字車力 字北藤岡 車力町北藤岡 しゃりきちょう きたふじおか 

大字車力 字杵谷 車力町杵谷 しゃりきちょう きねや 

大字車力 字苔清水 車力町苔清水 しゃりきちょう こけしみず 

大字車力 字坂元 車力町坂元 しゃりきちょう さかもと 

大字車力 字左桜 車力町左桜 しゃりきちょう さざくら 

大字車力 字柴柳 車力町柴柳 しゃりきちょう しばやなぎ 

大字車力 字清水 車力町清水 しゃりきちょう しみず 

大字車力 字下中島 車力町下中島 しゃりきちょう しもなかじま 

大字車力 字下林 車力町下林 しゃりきちょう しもばやし 

大字車力 字下藤岡 車力町下藤岡 しゃりきちょう しもふじおか 

大字車力 字宝野 車力町宝野 しゃりきちょう たからの 

大字車力 字宝森 車力町宝森 しゃりきちょう たからもり 

大字車力 字館崎 車力町館崎 しゃりきちょう たてざき 

大字車力 字千年 車力町千年 しゃりきちょう ちとせ 

大字車力 字常磐 車力町常磐 しゃりきちょう ときわ 

大字車力 字富崎 車力町富崎 しゃりきちょう とみざき 

大字車力 字中島 車力町中島 しゃりきちょう なかじま 

大字車力 字中林 車力町中林 しゃりきちょう なかばやし 
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●旧車力村 
  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 

車力村 

（車力地区） 

大字車力 字中牡丹 

（つがるし） 

つがる市 

車力町中牡丹 しゃりきちょう なかぼたん 

大字車力 字乗鞍 車力町乗鞍 しゃりきちょう のりくら 

大字車力 字花林 車力町花林 しゃりきちょう はなばやし 

大字車力 字東藤岡 車力町東藤岡 しゃりきちょう ひがしふじおか 

大字車力 字屏風山 車力町屏風山 しゃりきちょう びょうぶざん 

大字車力 字藤岡 車力町藤岡 しゃりきちょう ふじおか 

大字車力 字船林 車力町船林 しゃりきちょう ふなばやし 

大字車力 字南中島 車力町南中島 しゃりきちょう みなみなかじま 

大字車力 字南藤岡 車力町南藤岡 しゃりきちょう みなみふじおか 

大字車力 字宮元 車力町宮元 しゃりきちょう みやもと 

大字車力 字若林 車力町若林 しゃりきちょう わかばやし 

大字車力 字山崎 車力町山崎 しゃりきちょう やまざき 

西津軽郡 

車力村 

（富萢地区） 

大字富萢 字朝霧 

（つがるし） 

つがる市 

富萢町朝霧 とみやちちょう あさぎり 

大字富萢 字芦崎 富萢町芦崎 とみやちちょう あしざき 

大字富萢 字芦野 富萢町芦野 とみやちちょう あしの 

大字富萢 字葦見 富萢町葦見 とみやちちょう あしみ 

大字富萢 字去来見 富萢町去来見 とみやちちょう いざみ 

大字富萢 字泉川 富萢町泉川 とみやちちょう いずみかわ 

大字富萢 字磯辺 富萢町磯辺 とみやちちょう いそべ 

大字富萢 字糸柳 富萢町糸柳 とみやちちょう いとやなぎ 

大字富萢 字鴨野 富萢町鴨野 とみやちちょう かもの 

大字富萢 字萱津 富萢町萱津 とみやちちょう かやつ 

大字富萢 字雁泊 富萢町雁泊 とみやちちょう がんどまり 

大字富萢 字小泉 富萢町小泉 とみやちちょう こいずみ 

大字富萢 字壽 
富萢町寿 とみやちちょう ことぶき 

大字富萢 字寿 

大字富萢 字荘野 富萢町荘野 とみやちちょう さかりの 

大字富萢 字荘山 富萢町荘山 とみやちちょう さかりやま 

大字富萢 字桜見 富萢町桜見 とみやちちょう さくらみ 

大字富萢 字里見 富萢町里見 とみやちちょう さとみ 

大字富萢 字静 富萢町静 とみやちちょう しずか 

大字富萢 字清水 富萢町清水 とみやちちょう しみず 

大字富萢 字末広 富萢町末広 とみやちちょう すえひろ 

大字富萢 字千年 富萢町千年 とみやちちょう ちとせ 

大字富萢 字佃 富萢町佃 とみやちちょう つくだ 

大字富萢 字渚 富萢町渚 とみやちちょう なぎさ 

大字富萢 字難波 富萢町難波 とみやちちょう なんば 

大字富萢 字初瀬 富萢町初瀬 とみやちちょう はつせ 
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●旧車力村 
  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 

車力村 

（富萢地区） 

大字富萢 字初緑 

（つがるし） 

つがる市 

富萢町初緑 とみやちちょう はつみどり 

大字富萢 字林元 富萢町林元 とみやちちょう はやしもと 

大字富萢 字早緑 富萢町早緑 とみやちちょう はやみどり 

大字富萢 字屏風山 富萢町屏風山 とみやちちょう びょうぶざん 

大字富萢 字船津 富萢町船津 とみやちちょう ふなつ 

大字富萢 字三室 富萢町三室 とみやちちょう みむろ 

大字富萢 字藪分 富萢町藪分 とみやちちょう やぶわけ 

大字富萢 字山里 富萢町山里 とみやちちょう やまざと 

大字富萢 字落雁 富萢町落雁 とみやちちょう らくがん 

西津軽郡 

車力村 

（豊富地区） 

大字豊富 字老牡丹 

（つがるし） 

つがる市 

豊富町老牡丹 とよとみちょう おいぼたん 

大字豊富 字影牡丹 豊富町影牡丹 とよとみちょう かげぼたん 

大字豊富 字北牡丹 豊富町北牡丹 とよとみちょう きたぼたん 

大字豊富 字白牡丹 豊富町白牡丹 とよとみちょう しろぼたん 

大字豊富 字千貫 豊富町千貫 とよとみちょう せんがん 

大字豊富 字蝶牡丹 豊富町蝶牡丹 とよとみちょう ちょうぼたん 

大字豊富 字富牡丹 豊富町富牡丹 とよとみちょう とみぼたん 

大字豊富 字豊牡丹 豊富町豊牡丹 とよとみちょう とよぼたん 

大字豊富 字中牡丹 豊富町中牡丹 とよとみちょう なかぼたん 

大字豊富 字花牡丹 豊富町花牡丹 とよとみちょう はなぼたん 

大字豊富 字葉牡丹 豊富町葉牡丹 とよとみちょう はぼたん 

大字豊富 字日向牡丹 豊富町日向牡丹 とよとみちょう ひなたぼたん 

大字豊富 字屏風山 豊富町屏風山 とよとみちょう びょうぶざん 

大字豊富 字緑牡丹 豊富町緑牡丹 とよとみちょう みどりぼたん 

大字豊富 字盛牡丹 豊富町盛牡丹 とよとみちょう もりぼたん 

大字豊富 字山牡丹 豊富町山牡丹 とよとみちょう やまぼたん 

大字豊富 字指牡丹 豊富町指牡丹 とよとみちょう ゆびぼたん 

 


