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文字対応作業委員会資料（「地名外字」資料）について 

 
 本資料は，地名に由来する「住基統一文字」の「地名外字」233 字について，「戸籍統一

文字」「登記統一文字」との対応関係を記述するとともに，総務省提供の「自治体地名外字」

資料や，法務省提供の「登記所外字」資料などとの照合結果を記載し，「地名外字」の典拠

や使用例をまとめたものである。「地名外字」には，『康煕字典』をはじめとする字書に掲

載されていない文字が含まれている。本資料は，そのような文字に対する新たな知見を提

供するものであり，汎用電子情報交換環境整備プログラムの成果の一つである。 
 本資料によって，「地名外字」の来歴は概観的に示され得るものと考えられるが，字形・

字体をはじめ，音訓・異体字関係等に関しては，土地関係資料・古文献等をさらに精査し，

今後も学術的検討を進めていく必要があろう。 
 

平成 20 年 3 月 1 日 
汎用電子情報交換環境整備プログラム文字対応作業委員会 

高田 智和（国立国語研究所） 
 
 
 

〔凡例〕 

 
１．見出し字には平成明朝体グリフ（文字グリフ作業委員会制作）を用い，「地名外字」を

「住基統一文字」の文字コード順に並べた際の通し番号を便宜的に付す。また，平成

明朝体グリフ名を記載するとともに，ISO/IEC 10646:2003，JIS X 0213:2004 で表現

できるものには，その文字コード（ISO/IEC 10646 は 16 進コード，JIS X 0213 は面

区点）を記す。 
 
２．［住基］欄には，「住基統一文字」の文字コード（4 桁の 16 進数），「住基統一文字」の

グリフ，「住基統一文字」の属性情報データ（電子媒体）による読み情報を記載する。

また，総務省提供の「統一文字統計情報」により，住民基本台帳ネットワークシステ

ムにおける文字の使用情報を示す。使用情報は，*を用いて使用件数の桁数を示す（例

えば，使用件数が 100 ならば***，使用件数がなければ空欄である）。 
 
３．［戸籍］欄には，「戸籍統一文字」の文字番号（6 桁の数字列），「戸籍統一文字」の属性

情報データ（電子媒体）による読み情報を記載する。また，属性情報データに地名に

関する情報がある場合にはそれを転記する。なお，「地名外字」に対応する「戸籍統一

文字」がない場合は［戸籍］欄を設けない。 
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４．［登記］欄には，「登記統一文字」の文字番号（8 桁の数字列），「登記統一文字」の属性

情報データ（電子媒体）による読み情報を記載する。なお，「地名外字」に対応する「登

記統一文字」がない場合は［登記］欄を設けない。 
 
５．［「自治体地名外字」資料］欄には，総務省提供の「自治体地名外字」資料の用例を画

像として掲げ，市町村名と字名を添えて示す。用例の並びは同資料での掲出順にした

がう（市町村コード順）。「地名外字」と「自治体地名外字」資料の用例文字とに，字

体の差が存する場合には，※印によって注を記す。なお，「自治体地名外字」資料中に

「地名外字」に相当する文字がない場合は，［「自治体地名外字」資料］欄を設けない。 
 
６．［「登記所外字」資料］欄には，法務省提供の「登記所外字」資料によって，「地名外字」

と同字形の文字を制作・保有している登記所名を示す。登記所名には括弧書きで都道

府県名を添える。用例（登記所名）の並びは同資料での掲出順にしたがう（法務省の

登記所コード順）。登記システム共通外字の場合は，「共通」と記載し，冒頭に掲出す

る。また，文字用例には，「登記所外字」資料の文字を画像として掲げる。ただし，登

記所名を列挙したときの冒頭の登記所が制作・保有している外字を例示するにとどめ

る。登記所外字の用例画像には，登記所コード（4 桁の数字列）にその登記所内のシス

テムにおける文字コード（4 桁の 16 進数）を組み合わせた文字列を添えて示す。なお，

「登記所外字」資料中に「地名外字」に相当する文字がない場合は，［「登記所外字」

資料］欄を設けない。 
 
７．［「日本行政区画便覧」］欄には，日本加除出版「日本行政区画便覧データファイル」（2007

年 4 月版，電子媒体）によって，「地名外字」に相当する文字が用いられている地名に

関する情報を記載する。一つの地名に関して，都道府県名，郡市町村名，町名・大字

名，小字名，読み，廃止情報（廃止された場合のみ）の順に示す。また，複数の地名

がある場合には，「日本行政区画便覧データファイル」による町名・字名コード順に並

べる。また，文字用例には，「日本行政区画便覧データファイル」に付属する「外字一

覧表」（紙媒体）より採取した文字画像を示す。なお，「日本行政区画便覧データファ

イル」中に「地名外字」に相当する文字がない場合は，［「日本行政区画便覧」］欄を設

けない。 
 
８．巻末に「住民基本台帳ネットワーク統一文字コード順」「平成明朝体グリフ名順」「総

画数順」の 3 種の検字表を付す。 
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001 
  IA0118  UCS：3452 

 

住基 3452  読み：セン・みな 
 〔住基使用〕* 

戸籍 007460  読み：セン・みな 
 〔地名〕愛知県名古屋市の地名 

登記 00007460  読み：セン・みな 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県名古屋市中川区 〓議（せんぎ） 

 
 
○「登記所外字」資料 

020481D7 

厚木(神奈川)，上尾(埼玉) 
 
 

002 
  IA0391  UCS：3B74 

 

住基 3B74  読み：カシ・かし 
 〔住基使用〕**** 
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戸籍 168260  読み：かし 
 〔地名〕徳島県美郷村の地名 

登記 0016826  読み：かし 
 
○「自治体地名外字」資料 
徳島県吉野川市（旧美郷村） 〓平（かしたいら） 

 
 

○「登記所外字」資料 

012381E4 

町田(東京)，横浜(神奈川)，相模原(神奈川)，秦野(神奈川)，太田(群馬)，天王寺(大阪)，北

大阪(大阪)，美原(大阪)，京都(京都)，西宮(兵庫)，尾道(広島) 
 

 

003 
  IA0521  UCS：4102 

 

住基 4102  読み：シュウ・そで・リュウ 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 275640  読み：シュウ・そで 
 〔地名〕福島県桑折市の地名 

登記 00275640  読み：シュウ・そで 
 

○「自治体地名外字」資料 
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福島県国見町 〓沢山（そでさわやま），〓林（そでばやし） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018EEC 

共通，横浜(神奈川)，相模原(神奈川)，大阪(大阪)，堺(大阪)，北(大阪)，西(大阪)，東住吉(大
阪)，池田(大阪)，枚岡(大阪)，美原(大阪)，京都(京都)，福知山(京都)，向日(京都)，伏見(京
都)，尼崎(兵庫)，和歌山(和歌山) 

 
 

004 
  HG1617  UCS：4FF1  X0213：1-14-01③ 

 

住基 4FF1  読み：みな・グ・ク・ともに 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 009620  読み：ク・グ・ともに 
 〔地名〕愛知県立田村の地名 

登記 00009620  読み：ク・グ・ともに 
 
○「自治体地名外字」資料 

愛知県愛西市（旧立田村） 頭〓前（ずぐまえ） 
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005 
  IP56EC  UCS：56EC 

 

住基 56EC  読み：ウイ・かえす・めぐる・まわる・カイ・まわり・メン・まわす・

エ・かえる 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 053840  読み：カイ・メン・まわる 
 〔地名〕兵庫県三原町の地名 

登記 00053840  読み：カイ・メン・まわる 
 
○「自治体地名外字」資料 
兵庫県南あわじ市（旧三原町） 八木天野馬〓（うままわり） 

 

 
○「登記所外字」資料 

021281E5 

麻生(神奈川)，川越(埼玉)，木更津(千葉)，新潟(新潟)，新津(新潟)，大阪(大阪)，天王寺(大
阪)，東住吉(大阪)，豊中(大阪)，枚岡(大阪)，東大阪(大阪)，不明(大阪)，尼崎(兵庫)，須磨(兵
庫)，宝塚(兵庫)，葛城(奈良)，田辺(和歌山)，水沢(岩手) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）京都府，北桑田郡京北町，大字大野，小字大〓互，キョウトフキタクワダグンケイ

ホクチョウオオノオオエゴ，2005 年 4 月廃止 
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（２）京都府，北桑田郡京北町，大字大野，小字菖蒲ケ〓互，キョウトフキタクワダグン

ケイホクチョウオオノショウブガエゴ，2005 年 4 月廃止 
（３）兵庫県，三原郡三原町，八木天野，馬〓，ヒョウゴケンミハラグンミハラチョウヤ

ギアマノウママワリ，2005 年 1 月廃止 
 

 

006 
  JA3768  UCS：5858  X0213：1-37-68① 

 

住基 5858  読み：トウ・つつみ 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 061500  読み：トウ・ドウ・つつみ 
 〔地名〕福島県那賀川市の地名 

登記 00061500  読み：トウ・ドウ・つつみ 
  
○「自治体地名外字」資料 

福島県須賀川市 堤〓根（ていとうね） 

 

 
 

007 
  FT1953  UCS：5C5B  X0213：1-94-91③ 

 

住基 5C5B  読み：ヒョウ・しりぞける・ついじ・のぞく・かき・ヘイ・しりぞく・

ビョウ・おおう・びょうぶ 
 〔住基使用〕**** 
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戸籍 087850  読み：ビョウ・ヘイ・おおう・しりぞく・しりぞける 
〔地名〕福島県泉崎村の地名ほか 

登記 00087850  読み：ビョウ・ヘイ・おおう・しりぞく・しりぞける 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）福島県泉崎村 〓風坂（びょうぶさか） 

 
 
（２）埼玉県杉戸町 〓風 

 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）滋賀県，犬上郡多賀町，大字〓風，シガケンイヌカミグンタガチョウビョウブ 
（２）兵庫県，神戸市北区，八多町，〓風，ヒョウゴケンコウベシキタクハタチョウビョ

ウブ 
（３）和歌山県，和歌山市，〓風丁，ワカヤマケンワカヤマシビョウブチョウ 
 
 

008 
  IB2072  UCS：6743 

 

住基 6743  読み：おもり・ゴン・はかる・ケン・また 
 〔住基使用〕* 
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戸籍 162660  読み：ケン・ゴン・おもり・はかる 
〔地名〕岩手県一戸町の地名 

登記 00162660  読み：ケン・ゴン・おもり・はかる 
 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一戸町 〓林（またばやし） 

 

 
○「登記所外字」資料 

020088A1 

横浜(神奈川)，藤沢(神奈川)，船橋(千葉)，鉾田(茨城)，三条(新潟)，大阪(大阪)，天王寺(大
阪)，北大阪(大阪)，枚方(大阪)，四条畷(大阪)，不明(大阪)，呉(広島)，飯塚(福岡)，八女(福
岡) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
岩手県，二戸郡一戸町，楢山，字〓林，イワテケンニノヘグンイチノヘマチナラヤママタ

バヤシ 

 
 

009 
  IP6786  UCS：6786 

 

住基 6786  読み：ボウ・モウ・へる・うつぎ 
 〔住基使用〕* 
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戸籍 163600  読み：ボウ・モウ 
 〔地名〕福島県西郷村の地名 

登記 00163600  読み：ボウ・モウ 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県西郷村 〓窪（うつぎくぼ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

380381B2 

白河(福島) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
福島県，西白河郡西郷村，大字米，字〓窪，フクシマケンニシシラカワグンニシゴウムラ

ヨネウツギクボ，2004 年 11 月廃止 

 

 

010 
  FT1809  UCS：6805  X0213：1-26-84① 

 

住基 6805  読み：さく・シャク・セン・サク・サン・しがらみ・とりで・やらい 
 〔住基使用〕*** 



 9

戸籍 165440  読み：サク・しがらみ・やらい 
 〔地名〕岩手県一関市の地名 

登記 00165440  読み：サク・しがらみ・やらい 
  
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一関市 大〓瀬（おおさくのせ） 

 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）秋田県，湯沢市，字〓内沢山，アキタケンユザワシサクナイザワヤマ 

（２）京都府，綾部市，上原町，〓田，キョウトフアヤベシカンバラチョウタナダ 

 
 

011 
  FT1962  UCS：688E  X0213：1-59-84② 

 

住基 688E  読み：さいかち・さいかし・オウ・えだ・ヨウ・ユウ・ユ 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 167340  読み：オウ・ヨウ・ユウ・ユ 
 〔地名〕岩手県雫石町の地名ほか 

登記 00167340  読み：オウ・ヨウ・ユウ・ユ 
  
○「自治体地名外字」資料 
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（１）岩手県雫石町 〓 

 

 
（２）宮城県大崎市（旧松山町） 〓澤（さいかちざわ），〓澤南（さいかちざわみなみ） 

 

 
（３）宮城県栗原市（旧築館町） 成田〓（なりたさいかち） 

 

 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）岩手県，岩手郡雫石町，大字長山，第２２地割字〓，イワテケンイワテグンシズク

イシチョウナガヤマダイ 22 チワリアザサイカチ，2002 年 4 月廃止 
（２）宮城県，大崎市，松山次橋，字〓沢，ミヤギケンオオサキシマツヤマツギハシサイ

カチザワ 
（３）宮城県，大崎市，松山次橋，字〓沢下，ミヤギケンオオサキシマツヤマツギハシサ

イカチザワシタ 
（４）宮城県，大崎市，松山次橋，字〓沢南，ミヤギケンオオサキシマツヤマツギハシサ

イカチザワミナミ 
（５）宮城県，志田郡松山町，次橋，字〓沢，ミヤギケンシダグンマツヤママチツギハシ

サイカチザワ，2006 年 3 月廃止 
（６）宮城県，志田郡松山町，次橋，字〓沢下，ミヤギケンシダグンマツヤママチツギハ

シサイカチザワシタ，2006 年 3 月廃止 
（７）宮城県，志田郡松山町，次橋，字〓沢南，ミヤギケンシダグンマツヤママチツギハ

シサイカチザワミナミ，2006 年 3 月廃止 
（８）福島県，福島市，飯坂町，字〓町，フクシマケンフクシマシイイザカマチサイカチ
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マチ 
 

 

012 
  JA4374  UCS：69D9  X0213：1-43-74① 

 

住基 69D9  読み：デン・まき・こずえ・シン・テン 
 〔住基使用〕***** 

戸籍 173450  読み：テン・シン・こずえ・まき 
 〔地名〕山形県朝日町の地名 

登記 00173450  読み：テン・シン・こずえ・まき 
 
○「自治体地名外字」資料 
山形県朝日町 古〓（ふるまぎ） 

 
 
○「登記所外字」資料 

470181CD 
丸亀(香川) 
 
 

013 
  JA6278  UCS：6ED5  X0213：1-62-78② 

 

住基 6ED5  読み：ショウ・ちきり・トウ・わく 



 12

 〔住基使用〕* 

戸籍 206930  読み：トウ・ドウ・あがる・あげる・わく 
 〔地名〕京都府京都市の地名 

登記 00206930  読み：トウ・ドウ・あがる・あげる・わく 
 
○「自治体地名外字」資料 
京都府京都市中京区 〓屋町（ちぎりやちょう），〓屋町（ちぎりやちょう），〓屋町（ち

ぎりやちょう） 

 

 
 

014 
  FT1788  UCS：8346  X0213：1-23-53① 

 

住基 8346  読み：むち・ばら・ケイ・いばら・キョウ・にんじんぼく 
 〔住基使用〕** 

戸籍 345880  読み：ケイ・いばら 
 〔地名〕宮城県石巻市の地名 

登記 00345880  読み：ケイ・いばら 
  
○「自治体地名外字」資料 
宮城県石巻市 新〓島（しんばらしま） 
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015 
  JA7245  UCS：8422  X0213：1-72-45② 

 

住基 8422  読み：やち 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 349930  読み：ヤチ・ヤツ 
 〔地名〕青森県の地名姥萢（うばやち） 

登記 00349930  読み：ヤチ・ヤツ 
 
○「自治体地名外字」資料 
青森県黒石市 〓森下（やちもり），上〓（かみやち），数〓（かずやち） 

 
※住基統一文字とは別字体（部分字体「包」）。 

 
○「登記所外字」資料 

011183CF 

新宿(東京)，練馬(東京) 
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016 
  JA2584  UCS：9D60  X0213：1-25-84① 

 

住基 9D60  読み：くげ・コク・くぐい・まと・コウ 
 〔住基使用〕***** 

戸籍 531800  読み：コク・ゴク・カク・コウ・ゴウ・くぐい・まと 
 〔地名〕神奈川県藤沢市の地名 

登記 00531800  読み：コク・ゴク・カク・コウ・ゴウ・くぐい・まと 
 
○「自治体地名外字」資料 

神奈川県藤沢市 〓沼橘（くげぬまたちばな），本〓沼（ほんくげぬま），〓沼花沢町（く

げぬまはなざわちょう） 

 
 
 

017 
  JB7611  UCS：9D95 

 

住基 9D95  読み：とき・アン 
〔住基使用〕 

戸籍 533110  読み：アン 
 〔地名〕秋田県平鹿町の地名 

登記 00533110  読み：アン 
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○「自治体地名外字」資料 
秋田県横手市（旧平鹿町） 〓鵈櫓松（ときとうやぐらまつ） 

 

 
 

018 
  JC8664  UCS：23CFE  X0213：1-86-64③ 

 

住基 AB14  読み：タイ・やすい 
 〔住基使用〕***** 

戸籍 200250  読み：タイ・やすい・おおきい 
 〔地名〕愛知県稲武町の地名 

登記 00200250  読み：タイ・やすい・おおきい 
 

○「自治体地名外字」資料 
愛知県豊田市（旧稲武町） 下清〓地（しもせいたいじ），上清〓地（かみせいたいじ） 

 

 
○「登記所外字資料」 

020882B6 

戸塚(神奈川)，豊中(大阪)，延岡(宮崎) 
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○「日本行政区画便覧」 

 
福岡県，山門郡瀬高町，大字〓仙寺，フクオカケンヤマトグンセタカマチタイセンジ，2007

年 1 月廃止 

 

 

019 
  JD9147  UCS：28BEF  X0213：2-91-47④ 

 

住基 ABA7  読み：やり 
 〔住基使用〕** 

戸籍 465890  読み：やり 
 〔地名〕福島県福島市内の字名・字鑓合内前（やりごううちまえ）・

字鑓川内（やりかわうち） 

登記 00465890  読み：やり 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県福島市 〓合内（やりごううち），〓合内前（やりごううちまえ），〓合内屋敷（や

りごううちやしき） 

 

 
○「登記所外字」資料 

020581F7 

神奈川(神奈川)，青葉(神奈川)，麻生(神奈川)，姫路(兵庫)，福山(広島)，可部(広島)，阿蘇(熊
本)，秋田(秋田)，美馬(徳島) 



 17

 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）福島県，福島市，庄野，字〓(F17D)合内前，フクシマケンフクシマシショウノヤリ

ゴウウチマエ 
（２）福島県，福島市，庄野，字〓(F17D)合内屋敷，フクシマケンフクシマシショウノヤ

リゴウウチヤシキ 
（３）福島県，福島市，土船，字〓(F17D)川内，フクシマケンフクシマシツチフネヤリカ

ワウチ 
（４）福島県，福島市，土船，字〓(F17D)合内，フクシマケンフクシマシツチフネヤリゴ

ウウチ 
 
 

020 
  IB0603  UCS：4E12  X0213：2-01-04④ 

 

住基 AD07  読み：チュウ・いし 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 000360  読み：チュウ・うし 
 〔地名〕岩手県大東町の地名ほか 

登記 00000360  読み：チュウ・うし 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）岩手県一関市（旧大東町） 西〓石（にしうしいし），東〓石（ひがしうしいし） 

 

 
（２）福島県玉川村 〓久保（うしくぼ） 
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（３）石川県七尾市 矢田町〓部，矢田町〓部，藤橋町〓部 

 

 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）石川県，河北郡津幡町，字種，〓，イシカワケンカホクグンツバタマチタネウシ 
（２）京都府，木津川市，加茂町大野，〓谷，キョウトフキヅガワシカモチョウオオノウ

シタニ 
（３）京都府，木津川市，加茂町大野，西〓谷，キョウトフキヅガワシカモチョウオオノ

ニシウシタニ 
（４）京都府，相楽郡加茂町，大字大野，小字〓谷，キョウトフソウラクグンカモチョウ

オオノウシタニ，2007 年 3 月廃止 
（５）京都府，相楽郡加茂町，大字大野，小字西〓谷，キョウトフソウラクグンカモチョ

ウオオノニシウシタニ，2007 年 3 月廃止 
 
 

021 
  JTAD08  UCS：4E12  X0213：2-01-04④ 

 

住基 AD08  読み：チュウ・うし 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 000370  読み：チュウ・チュ・うし 
 〔地名〕山形県立川町の地名 
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登記 00000370  読み：チュウ・チュ・うし 

 
○「自治体地名外字」資料 
山形県庄内町（旧立川町） 〓ノ沢（うしのさわ） 

 
 
 

022 
  JTAD0F 

 

住基 AD0F  読み：う・ウ・ボウ 
 〔住基使用〕** 

戸籍 000700  読み：ボウ・う 
 〔地名〕愛知県佐屋町の地名 

登記 00000700  読み：ボウ・う 

 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県愛西市（旧佐屋町） 〓新田（うしんでん） 

 

 
○「登記所外字」資料 

021082AA 
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藤沢(神奈川)，三次(広島)，田川(福岡)，熊本南(熊本) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 

愛知県，海部郡佐屋町，大字東條，字〓新田，アイチケンアマグンサヤチョウヒガシジョ

ウウシンデン，1998 年 5 月廃止 

 

 

023 
  JTAD14  UCS：4E9F 

 

住基 AD14  読み：ショウ・すくう・ジョウ・たすく 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 003330  読み：ジョウ 
 〔地名〕宮城県田尻町の地名ほか 

登記 00003330  読み：ジョウ 
 
○「自治体地名外字」資料 
宮城県大崎市（旧田尻町） 新之〓前（しんのじょうまえ），新之〓墓（しんのじょうはか） 

 

 
○「登記所外字」資料 

010681DD 

墨田(東京)，平塚(神奈川)，泉(大阪)，四日市(三重)，塩竃(宮城)，南(北海道) 
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024 
  JTAD2A 

 

住基 AD2A  読み：い 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 005590  読み：い 
 〔地名〕京都府宇治田原町の地名 

登記 00005590  読み：い 

 
○「自治体地名外字」資料 
京都府宇治田原町 〓子（いね） 

 
 
○「登記所外字」資料 

131082B6 

伏見(京都)，京田辺(京都)，宇治(京都)，奈良(奈良)，春日井(愛知)，丸亀(香川) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
京都府，綴喜郡宇治田原町，大字南，小字〓子，キョウトフツヅキグンウジタワラチョウ

ミナミイネ 
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025 
  JTAD37  UCS：9F4B 

 

住基 AD37  読み：サイ・いえ・シ・いつき・いつく・つつしむ・とき・ものいみ 
 〔住基使用〕***** 

戸籍 548960  読み：サイ・ものいみ・つつしむ 
 〔地名〕宮城県鹿島台町の地名 

登記 00548960  読み：サイ・ものいみ・つつしむ 
 
○「自治体地名外字」資料 
宮城県大崎市（旧鹿島台町） 中〓（なかさい），〓藤沢北（さいとうさわきた），〓藤沢

西（さいとうさわにし） 

 

 
○「登記所外字」資料 

010181A4 

八王子(東京)，杉並(東京)，横浜(神奈川)，戸塚(神奈川)，旭(神奈川)，大和(神奈川)，栄(神
奈川)，上尾(埼玉)，上田(長野)，羽曳野(大阪)，半田(愛知)，名取(宮城) 
 
 

026 
  JTAD49  UCS：4F0B  X0213：1-14-12③ 

 

住基 AD49  読み：キュウ 
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 〔住基使用〕** 

戸籍 004860  読み：キュウ・ゴウ・ハ 
 〔地名〕福島県岩代町の地名 

登記 00004860  読み：キュウ・ゴウ・ハ 

 
○「自治体地名外字」資料 
福島県二本松市（旧岩代町） 存〓（ぞんぎょう） 

 

 
 

027 
  JTAD7A  UCS：50B3 

 

住基 AD7A  読み：かしずく・ブ・フ・もり・デン・つたう・テン・つたえ・つた

える・つたわる 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 010800  読み：デン・つたえる・つたわる・つたう 
 〔地名〕兵庫県猪名川町の地名 

登記 00010800  読み：デン・つたえる・つたわる・つたう 
 
○「自治体地名外字」資料 
兵庫県猪名川町 才〓（さいでん） 
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○「登記所外字」資料 

010183A1 

八王子(東京)，福生(東京)，橿原(奈良)，不明(愛知)，伊勢(三重)，高岡(富山)，川本(島根)，
柳川(福岡)，行橋(福岡)，室蘭(北海道) 
 
 

028 
  JTAD9C  UCS：50E7  X0213：1-33-46① 

 

住基 AD9C  読み：ソウ 
 〔住基使用〕** 

戸籍 013430  読み：ソウ 
 〔地名〕京都府宇治田原町の地名 

登記 00013430  読み：ソウ 
 
○「自治体地名外字」資料 
京都府宇治田原町 〓都谷（そうづだに） 

 
 
○「登記所外字」資料 
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020283A7 

横須賀(神奈川)，静岡(静岡) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
京都府，綴喜郡宇治田原町，大字岩山，小字〓都谷，キョウトフツヅキグンウジタワラチ

ョウイワヤマソウズタニ 

 

 

029 
  FT2918  UCS：514E  X0213：1-37-38① 

 

住基 ADBA  読み：ト・うさぎ 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 015770  読み：ト・うさぎ 
 〔地名〕福島県大熊町の地名ほか 

登記 00015770  読み：ト・うさぎ 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）福島県大熊町 〓内（うさぎうち） 

 
 
（２）愛知県武豊町 〓山 
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030 
  JTADCE 

 

住基 ADCE  読み：ヨ 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 336760  読み：ヨ・アイ・あたえる 
 〔地名〕宮城県鹿島台町の地名 

登記 00336760  読み：ヨ・アイ・あたえる 

 
○「自治体地名外字」資料 
宮城県大崎市（旧鹿島台町） 〓助前（よすけまえ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

013481E0 

多摩(東京)，大阪(大阪)，堺(大阪)，東住吉(大阪) 
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031 
  KS336770 

 

住基 ADCF  読み：ヨ 
 〔住基使用〕** 

戸籍 336770  読み：ヨ・アイ・あたえる 
 〔地名〕福島県東和町の地名 

登記 00336770  読み：ヨ・アイ・あたえる 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県二本松市（旧東和町） 〓市ケ作（よいちがさく） 

 
 
 

032 
  IB0203  UCS：5197  X0213：1-30-73① 

 

住基 ADEA  読み：はげ 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 018680  読み：ジョウ 
 〔地名〕秋田県本荘市の地名ほか 

登記 00018680  読み：ジョウ 
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○「自治体地名外字」資料 
（１）秋田県由利本荘市（旧本荘市） 赤〓（あかはげ） 

 

 
（２）秋田県湯沢市（旧稲川町） 赤〓沢（はげさわ） 

 

 
（３）愛知県蒲郡市 西浦町赤〓（あかはげ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018EB7 

共通 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）青森県，東津軽郡平内町，大字増田，字赤〓，アオモリケンヒガシツガルグンヒラ

ナイマチマスタアカハゲ 
（２）青森県，東津軽郡平内町，大字松野木，字赤〓，アオモリケンヒガシツガルグンヒ

ラナイマチマツノキアカハゲ 
（３）秋田県，本荘市，石脇，字赤〓，アキタケンホンジョウシイシワキアカハゲ，2005

年 3 月廃止 
（４）秋田県，鹿角市，十和田瀬田石，字赤〓，アキタケンカヅノシトワダセタイシアカ
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ハゲ 
（５）秋田県，由利本荘市，赤田，字〓ノ沢，アキタケンユリホンジョウシアカタハゲノ

サワ 
（６）秋田県，由利本荘市，石脇，字赤〓，アキタケンユリホンジョウシイシワキアカハ

ゲ 
（７）愛知県，蒲郡市，西浦町，赤〓，アイチケンガマゴオリシニシウラチョウアカハゲ 
 
 

033 
  IB1449  UCS：58F3  X0213：1-39-68① 

 

住基 AE0C  読み：カク・から 
 〔住基使用〕* 

戸籍 064670  読み：マイ・バイ・バ・うる・うれる 
 〔地名〕岩手県盛岡市の地名 

登記 00064670  読み：マイ・バイ・バ・うる・うれる 

 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県盛岡市 〓堤（からつつみ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

182781BD 

刈谷(愛知)，那覇(沖縄) 
 
 



 30

034 
  FT2088  UCS：5271  X0213：1-49-91② 

 

住基 AE21  読み：けん・ケン・コン・つるぎ 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 024670  読み：ケン・つるぎ 
 〔地名〕愛知県岩倉市の地名 

登記 00024670  読み：ケン・つるぎ 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）愛知県岩倉市 八〓（やつるぎ）町野畑，八〓町赤山，八〓町十二田 

 

 
（２）愛知県甚目寺町 八〓（やつるぎ） 

 
 
 

035 
  JTAE22  UCS：5271  X0213：1-49-91② 

 

住基 AE22  読み：あいくち・ケン・つるぎ 
 〔住基使用〕**** 
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戸籍 024660  読み：ケン・つるぎ・あいくち 
 〔地名〕富山県上市町の地名ほか 

登記 00024660  読み：ケン・つるぎ・あいくち 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）富山県上市町 〓町 

 

 
（２）石川県輪島市（旧門前町） 〓地（つるぎぢ） 

 

 
（３）愛知県一宮市 八〓（はっけん） 

 

 
○「登記所外字」資料 

011481B2 

板橋(東京)，江戸川(東京)，大阪(大阪)，不明(大阪)，名東(愛知) 
 
 

036 
  JTAE2C 
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住基 AE2C  読み：ベン・かんむり 
 〔住基使用〕 

戸籍 437170  読み：ハン・ベン・ヘン・わきまえる 
 〔地名〕愛知県設楽町の地名 

登記 00437170  読み：ハン・ベン・ヘン・わきまえる 

 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県設楽町 〓才天（べんざいてん） 

 
 
 

037 
  JTAE2F  UCS：5298  X0213：2-03-32④ 

 

住基 AE2F  読み：ビ・けずる 
 〔住基使用〕 

戸籍 026510  読み：バ・マ・ビ・ミ・こすり 
 〔地名〕福島県福島市の地名 

登記 00026510  読み：バ・マ・ビ・ミ・こすり 

 
○「自治体地名外字」資料 
福島県福島市 臑〓（すねこすり） 
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○「登記所外字」資料 

000190AC 

共通 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
福島県，福島市，笹谷，字臑〓，フクシマケンフクシマシササヤスネコスリ 

 

 

038 
  JTAE65 

 

住基 AE65  読み：ヒ 
 〔住基使用〕* 

戸籍 031750  読み：音訓不明 
 〔地名〕福島県会津本郷町の地名 

登記 00031750  読み：音訓不明 

 
○「自治体地名外字」資料 
福島県会津美里町（旧会津本郷町） 〓泥（ひどろ） 
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039 
  IB0628  UCS：20A64 

 

住基 AE84  読み：ゲン・はら 
 〔住基使用〕****** 

戸籍 034200  読み：ゲン・はら 
 〔地名〕新潟県新井市の地名ほか 

登記 00034200  読み：ゲン・はら 

 
○「自治体地名外字」資料 
（１）新潟県妙高市（旧新井市） 窪松〓（くぼまつばら），姫川〓（ひめかわら），長沢

〓（ながさわら） 

 

 
（２）長崎県松浦市（旧鷹島町） 〓（はら）免 

 

 
○「登記所外字」資料 
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010181CE 

八王子(東京)，台東(東京)，世田谷(東京)，渋谷(東京)，新宿(東京)，中野(東京)，杉並(東京)，
板橋(東京)，北(東京)，江戸川(東京)，府中(東京)，田無(東京)，豊島(東京)，不明(東京)，横

浜(神奈川)，川崎(神奈川)，横須賀(神奈川)，神奈川(神奈川)，金沢(神奈川)，青葉(神奈川)，
戸塚(神奈川)，旭(神奈川)，平塚(神奈川)，相模原(神奈川)，秦野(神奈川)，港北(神奈川)，
栄(神奈川)，さいたま(埼玉)，越谷(埼玉)，川越(埼玉)，志木(埼玉)，上尾(埼玉)，草加(埼玉)，
戸田(埼玉)，千葉(千葉)，船橋(千葉)，東金(千葉)，成田(千葉)，野田(千葉)，千葉東(千葉)，
土浦(茨城)，下妻(茨城)，古河(茨城)，藤枝(静岡)，焼津(静岡)，新潟(新潟)，三条(新潟)，長

岡(新潟)，柏崎(新潟)，新津(新潟)，十日町(新潟)，大阪(大阪)，堺(大阪)，岸和田(大阪)，北

(大阪)，西(大阪)，天王寺(大阪)，東住吉(大阪)，北大阪(大阪)，池田(大阪)，豊中(大阪)，枚

方(大阪)，四条畷(大阪)，八尾(大阪)，枚岡(大阪)，東大阪(大阪)，美原(大阪)，長野(大阪)，
佐野(大阪)，泉(大阪)，不明(大阪)，不明(大阪)，京都(京都)，福知山(京都)，伏見(京都)，京

田辺(京都)，宇治(京都)，神戸(兵庫)，尼崎(兵庫)，明石(兵庫)，姫路(兵庫)，社(兵庫)，龍野

(兵庫)，須磨(兵庫)，西宮(兵庫)，東神戸(兵庫)，三田(兵庫)，加古川(兵庫)，北(兵庫)，奈良

(奈良)，五條(奈良)，桜井(奈良)，大津(滋賀)，田辺(和歌山)，半田(愛知)，岡崎(愛知)，熱田

(愛知)，昭和(愛知)，瀬戸(愛知)，春日井(愛知)，津島(愛知)，西尾(愛知)，豊田(愛知)，豊川

(愛知)，名東(愛知)，不明(愛知)，金沢(石川)，金沢西(石川)，高岡(富山)，砺波(富山)，富山

南(富山)，広島(広島)，呉(広島)，可部(広島)，山口(山口)，周南(山口)，下関(山口)，宇部(山
口)，岡山(岡山)，美作(岡山)，倉敷(岡山)，岡山西(岡山)，鳥取(鳥取)，倉吉(鳥取)，米子(鳥
取)，福岡(福岡)，甘木(福岡)，飯塚(福岡)，久留米(福岡)，八女(福岡)，北九州(福岡)，行橋(福
岡)，田川(福岡)，筑紫(福岡)，福間(福岡)，八幡(福岡)，佐賀(佐賀)，唐津(佐賀)，長崎(長崎)，
島原(長崎)，佐世保(長崎)，壱岐(長崎)，諫早(長崎)，有川(長崎)，大分(大分)，佐伯(大分)，
中津(大分)，鶴崎(大分)，熊本(熊本)，玉名(熊本)，御船(熊本)，天草(熊本)，熊本南(熊本)，
大津(熊本)，宇土(熊本)，鹿児島(鹿児島)，国分(鹿児島)，出水(鹿児島)，延岡(宮崎)，宜野

湾(沖縄)，仙台(宮城)，大河原(宮城)，石巻(宮城)，塩竃(宮城)，東仙台(宮城)，名取(宮城)，
迫(宮城)，郡山(福島)，いわき(福島)，花巻(岩手)，青森(青森)，八戸(青森)，十和田(青森)，
札幌(北海道)，室蘭(北海道)，小樽(北海道)，北(北海道)，南(北海道)，白石(北海道)，不明(北
海道)，函館(北海道)，八雲(北海道)，旭川(北海道)，丸亀(香川)，高松南(香川)，寒川(香川)，
松山(愛媛)，大洲(愛媛)，砥部(愛媛)，四国中央(愛媛) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
長崎県，松浦市，鷹島町〓免，ナガサキケンマツウラシタカシマチョウハルメン 
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040 
  FT1758  UCS：53A9  X0213：1-17-25① 

 

住基 AE8F  読み：まや・キュウ・うまや 
 〔住基使用〕***** 

戸籍 035090  読み：キュウ・うまや 
 〔地名〕地名に用いる 

登記 00035090  読み：キュウ・うまや 

 
○「自治体地名外字」資料 
（１）青森県外ヶ浜町（旧三厩村） 三〓村（みんまやむら），三〓（みんまや） 

 

 
（２）岩手県一関市（旧千厩町） 千〓町千〓字 

 

 
（３）新潟県新潟市中央区（旧新潟市） 西〓島町（にしうまやじまちょう），東〓島町（ひ

がしうまやじまちょう） 

 

 
（４）岐阜県下呂市（旧下呂町） 御〓野 
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○「登記所外字」資料 

010081F5 

東京(東京)，仙台(宮城)，大河原(宮城)，古川(宮城)，石巻(宮城)，東仙台(宮城)，郡山(福島)，
いわき(福島)，山形(山形)，秋田(秋田)，青森(青森) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）青森県，東津軽郡三〓村，アオモリケンヒガシツガルグンミンマヤムラ，2005 年 3

月廃止 
（２）青森県，東津軽郡三〓村，大字三〓，アオモリケンヒガシツガルグンミンマヤムラ

ミンマヤ，2005 年 3 月廃止 

（３）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓家ノ上，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤイエノウエ 

（４）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓宇鉄家ノ上，アオモリケンヒガシツガルグンソ

トガハママチミンマヤウテツイエノウエ 

（５）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓宇鉄沢，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤウテツサワ 

（６）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓宇鉄山，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤウテツヤマ 

（７）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓六條間，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤロクジョウマ 

（８）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓上野，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤウワノ 

（９）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓釜野澤，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤカマノサワ 

（10）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓上宇鉄，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤカミウテツ 

（11）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓上平，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤカミタイラ 

（12）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓川柱，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ
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ママチミンマヤカワシラ 

（13）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓木落，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤキオトシ 

（14）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓源兵衛間，アオモリケンヒガシツガルグンソト

ガハママチミンマヤゲンベイマ 

（15）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓算用師，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤサンヨウシ 

（16）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓算用師右平野，アオモリケンヒガシツガルグン

ソトガハママチミンマヤサンヨウシミギヒラノ 

（17）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓潮見台，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤシオミダイ 

（18）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓四枚橋ノ上，アオモリケンヒガシツガルグンソ

トガハママチミンマヤシマイバシノウエ 

（19）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓下平，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤシモタイラ 

（20）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓尻神，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤシリカミ 

（21）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓新町，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤシンチョウ 

（22）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓滝ノ上，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤタキノウエ 

（23）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓龍浜，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤタツハマ 

（24）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓中ノ平，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤナカノタイラ 

（25）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓中浜，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤナカハマ 

（26）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓流平，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤナガレタイラ 

（27）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓梨ノ木間，アオモリケンヒガシツガルグンソト

ガハママチミンマヤナシノキマ 

（28）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓鳴神，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤナルカミ 

（29）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓日陰沢，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤヒカゲサワ 

（30）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓東町，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤヒガシマチ 

（31）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓梹榔，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤヒョウロウ 

（32）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓藤嶋，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ
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ママチミンマヤフジシマ 

（33）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓藤嶋沢，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤフジシマサワ 

（34）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓本町，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤホンチョウ 

（35）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓鐇泊，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤマサカリドマリ 

（36）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓増川，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤマスカワ 

（37）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓水汲沢，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤミズクミサワ 

（38）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓緑ケ丘，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤミドリガオカ 

（39）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓元宇鉄，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤモトウテツ 

（40）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓桃ケ丘，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤモモガオカ 

（41）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓東風泊，アオモリケンヒガシツガルグンソトガ

ハママチミンマヤヤマセドマリ 

（42）青森県，東津軽郡外ヶ浜町，字三〓鎧嶋，アオモリケンヒガシツガルグンソトガハ

ママチミンマヤヨロイジマ 

（43）岩手県，東磐井郡千〓町，イワテケンヒガシイワイグンセンマヤチョウ，2005 年 9

月廃止 

（44）岩手県，東磐井郡千〓町，千〓，イワテケンヒガシイワイグンセンマヤチョウセン

マヤ，2005 年 9 月廃止 

（45）宮城県，柴田郡村田町，大字菅生，字〓ノ尻，ミヤギケンシバタグンムラタマチス

ゴウマヤノシリ 

（46）新潟県，新潟市中央区，西〓島町，ニイガタケンニイガタシチュウオウクニシウマ

ヤジマチョウ 

（47）新潟県，新潟市中央区，東〓島町，ニイガタケンニイガタシチュウオウクヒガシウ

マヤジマチョウ 

（48）新潟県，新潟市，西〓島町，ニイガタケンニイガタシニシウマヤジマチョウ，2007

年 4 月廃止 

（49）新潟県，新潟市，東〓島町，ニイガタケンニイガタシヒガシウマヤジマチョウ，2007

年 4 月廃止 

（50）岐阜県，下呂市，御〓野，ギフケンゲロシミマヤノ 

（51）岐阜県，益田郡下呂町，御〓野，ギフケンマシタグンゲロチョウミマヤノ，2004 年

3 月廃止 

（52）岐阜県，大野郡清見村，大字夏〓，ギフケンオオノグンキヨミムラナツマヤ，2005

年 2 月廃止 
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（53）京都府，京都市左京区，一乗寺〓ケ谷，キョウトフキョウトシサキョウクイチジョ

ウジウマヤガダニ 

（54）香川県，高松市，御〓町，カガワケンタカマツシミマヤチョウ 

 

 

041 
  JTAEAC  UCS：20BB7  X0213：1-21-40① 

 

住基 AEAC  読み：キツ・キチ・よい 
 〔住基使用〕****** 

戸籍 038140  読み：キツ・よい 
 〔地名〕宮城県金成町の地名ほか 

登記 00038140  読み：キツ・よい 

 
○「自治体地名外字」資料 
（１）宮城県栗原市（旧金成町） 片馬合〓目木（よしめき） 

 

 
（２）福島県桑折町 〓畑（よしはた），〓田（よしだ），〓野新田（よしのしんでん） 

 

 
（３）福島県伊達市（旧月舘町） 〓ケ作（よしがさく），〓ケ作山（よしがさくやま），

〓作（きちさく） 
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（４）福島県本宮市（旧白沢村） 〓田（よしだ） 

 

 
（５）福島県天栄村 総〓川原（そうきちかわら），下〓ノ目（しもよしのめ），上〓ノ目

（うえよしのめ） 

 

 
（６）福島県西会津町 〓田（よしだ），〓田島（よしだじま），〓原沢（よしはらざわ） 

 

 
（７）福島県泉崎村 住〓（すみよし） 

 

 
（８）福島県棚倉町 住〓（すみよし） 
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（９）福島県古殿町 〓田（よしだ） 

 

 
（10）千葉県大網白里町 北〓田（きたよしだ） 

 

 
（11）新潟県妙高市（旧新井市） 乙〓（おとよし），〓木（よしき），〓木新田（よしき

しんでん） 

 
 
（12）新潟県新潟市南区（旧味方村） 〓江（よしえ），〓田新田（よしだしんでん） 

 
 
（13）愛知県美和町 長〓，〓松 
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（14）滋賀県米原市（旧伊吹町） 〓槻（よしつき） 

 
 
（15）滋賀県米原市（旧米原町） 三〓（みよし） 

 

 
（16）兵庫県猪名川町 〓ケ谷（よしがだに），〓田廻（よしだまわり） 

 

 
（17）奈良県斑鳩町 小〓田１丁目，小〓田２丁目 

 

 
○「登記所外字」資料 

011481AC 

板橋(東京)，江戸川(東京)，大阪(大阪)，富田林(大阪)，不明(大阪)，名東(愛知) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）福島県，白河市，大字田島，字〓田，フクシマケンシラカワシタジマヨシダ，2005

年 11 月廃止 
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（２）岐阜県，加茂郡川辺町，下〓田，ギフケンカモグンカワベチョウシモヨシダ 

（３）愛知県，愛西市，西條町，〓屋敷，アイチケンアイサイシニシジョウチョウキチヤ

シキ 

（４）愛知県，海部郡美和町，大字東溝口，字長〓，アイチケンアマグンミワチョウヒガ

シミゾクチナガヨシ，2000 年 9 月廃止 

（５）愛知県，海部郡美和町，大字古道，字〓松，アイチケンアマグンミワチョウフルミ

チヨシマツ 

（６）滋賀県，米原市，〓槻，シガケンマイバラシヨシツキ 

（７）滋賀県，坂田郡伊吹町，大字〓槻，シガケンサカタグンイブキチョウヨシツキ，2005

年 2 月廃止 

（８）京都府，京都市右京区，京北上黒田町，〓野，キョウトフキョウトシウキョウクケ

イホクカミクロダチョウヨシノ 

（９）京都府，北桑田郡京北町，大字上黒田，小字〓野，キョウトフキタクワダグンケイ

ホクチョウカミクロダヨシノ，2005 年 4 月廃止 

（10）兵庫県，川辺郡猪名川町，槻並，字〓ヶ谷，ヒョウゴケンカワベグンイナガワチョ

ウツクナミヨシガダニ 

（11）兵庫県，川辺郡猪名川町，杤原，字〓田廻，ヒョウゴケンカワベグンイナガワチョ

ウトチハラヨシダマワリ 

（12）奈良県，生駒郡斑鳩町，大字小〓田，ナラケンイコマグンイカルガチョウコヨシダ 

（13）奈良県，生駒郡斑鳩町，小〓田，ナラケンイコマグンイカルガチョウコヨシダ 

（14）和歌山県，岩出市，〓田，ワカヤマケンイワデシヨシダ 

（15）和歌山県，那賀郡岩出町，大字〓田，ワカヤマケンナガグンイワデチョウヨシダ，

2006 年 4 月廃止 

 
 

042 
  HG1618  UCS：55B0  X0213：1-22-84① 

 

住基 AEE1  読み：はみ・ばみ・くう・くい・ショク・くらう 
 〔住基使用〕***** 

戸籍 046130  読み：サン・ソン・くう・くらう 
 〔地名〕岩手県遠野市の地名ほか 

登記 00046130  読み：サン・ソン・くう・くらう 
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○「自治体地名外字」資料 
（１）岩手県遠野市 鳥〓下（とりばみした），鳥〓（とりばみ） 

 
 
（２）岩手県一関市 鳥〓（とりくい） 

 
 
（３）宮城県登米市（旧中田町） 鳥〓田（とりくいだ），鳥〓（とりくい） 

 

 
（４）秋田県男鹿市 水〓沢（みずくいさわ） 

 

 
（５）群馬県沼田市 馬〓町（ばくろうまち） 

 

 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）徳島県，海部郡宍〓町，トクシマケンカイフグンシシクイチョウ，2006 年 3 月廃止 
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（２）徳島県，海部郡宍〓町，大字宍〓浦，トクシマケンカイフグンシシクイチョウシシ

クイウラ，2006 年 3 月廃止 

（３）徳島県，海部郡海陽町，宍〓浦，トクシマケンカイフグンカイヨウチョウシシクイ

ウラ 

（４）徳島県，海部郡海陽町，宍〓浦，字宍〓，トクシマケンカイフグンカイヨウチョウ

シシクイウラシシクイ 

 
 

043 
  JTAEE9  UCS：5584 

 

住基 AEE9  読み：ゼン・よ 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 046210  読み：ゼン・よい 
 〔地名〕新潟県新井市の地名 

登記 00046210  読み：ゼン・よい 

 
○「自治体地名外字」資料 
新潟県妙高市（旧新井市） 両〓寺（りょうぜんじ） 

 
 
○「登記所外字」資料 

020582FC 

神奈川(神奈川)，港北(神奈川)，鰍沢(山梨)，三条(新潟)，北(大阪)，富田林(大阪)，京都(京
都)，宇治(京都)，長浜(滋賀)，津島(愛知)，豊川(愛知)，松阪(三重)，出雲(島根)，行橋(福岡)，
山形(山形)，旭川(北海道) 
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044 
  JTAF4A  UCS：21274  X0213：2-04-67④ 

 

住基 AF4A  読み：ロ 
 〔住基使用〕** 

戸籍 056640  読み：コ 
 〔地名〕徳島県上坂町の地名 

登記 00056640  読み：コ 

 
○「自治体地名外字」資料 
徳島県上板町 〓豊 

 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
徳島県，板野郡上板町，七條，字〓豊，トクシマケンイタノグンカミイタチョウシチジョ

ウロホウ，2006 年 10 月廃止 

 
 

045 
  FT2127  UCS：5789  X0213：1-52-21② 

 

住基 AF51  読み：ホウ 
 〔住基使用〕** 
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戸籍 057390  読み：ホウ・くずれる 
 〔地名〕愛知県豊田市の地名 

登記 00057390  読み：ホウ・くずれる 

 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県豊田市 〓六（ほうろく） 

 

 
 

046 
  JTAF63 

 

住基 AF63  読み：シン 
 〔住基使用〕* 

戸籍 059780  読み：シン 
 〔地名〕地名に用いる 

登記 00059780  読み：シン 

 
○「自治体地名外字」資料 

徳島県上板町 〓  
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○「登記所外字」資料 

382481C2 

須賀川(福島) 
 
 

047 
  FT2045  UCS：585A  X0213：1-36-45① 

 

住基 AF69  読み：チュウ・つか・チョウ・つかる・つける 
 〔住基使用〕******* 

戸籍 060720  読み：チョウ・つか 
 〔地名〕岩手県花巻市の地名ほか 

登記 00060720  読み：チョウ・つか 

 
○「自治体地名外字」資料 
（１）北海道札幌市清田区 里〓（さとづか），里〓（さとづか）（条丁目），里〓緑ケ丘（さ

とづかみどりがおか） 

 

 
（２）青森県南部町 〓の越（つかのこし），〓の越（つかのこし） 
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（３）岩手県花巻市 糠〓（ぬかづか） 

 

 
（４）岩手県金ケ崎町 三ヶ尻十三本〓（じゅうさんぼんづか） 

 

 
（５）岩手県奥州市（旧前沢町） 大〓（おおつか），四〓（よつづか），繋〓（つなぎづ

か） 

 

 
（６）岩手県一戸町 大〓（おおつか） 

 
 
（７）宮城県名取市 小〓原（こづかはら），新鶴〓（しんつるづか） 

 

 
（８）宮城県利府町 十三〓（じゅうさんつか），十三本〓（じゅうさんぼんつか） 
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（９）宮城県涌谷町 小〓字桜清水二，小〓字中野一，小〓字追戸沢二 

 
 
（10）宮城県栗原市（旧一迫町） 新富〓（しんとみづか） 

 
 
（11）宮城県東松島市（旧矢本町） 鷲〓（わしづか），〓田（つかだ） 

 
 
（12）秋田県秋田市 楢山石〓町（ならやまいしづかちょう），糠〓（ぬかづか），糠〓（ぬ

かづか） 

 

 
（13）秋田県能代市 大〓（おおつか） 

 

 



 52

（14）秋田県三種町（旧琴丘町） 〓ノ岱（つかのだい） 

 

 
（15）秋田県井川町 〓台（つかだい），飛〓（とびつか），飯〓境（いいづかさかい） 

 
 
（16）山形県米沢市 広幡町京〓（きょうづか） 

 
 
（17）山形県山辺町 大〓（おおつか） 

 
 
（18）山形県川西町 大〓（おおつか），西大〓（にしおおつか），東大〓（ひがしおおつ

か） 

 

 
（19）福島県福島市 経〓山（きょうづかさん），八幡〓（はちまんづか），松〓（まつづ

か） 

 
 



 53

（20）福島県いわき市 狐〓（きつねづか）字高野堀，〓ノ町 

 

 
（21）福島県相馬市 〓田（つかだ），〓ノ町（つかのまち）一丁目，〓部（つかのべ）字

善光寺 

 

 
（22）福島県国見町 〓田（つかだ） 

 
 
（23）福島県伊達市（旧梁川町） 丹波〓（たんばづか），中〓原（なかつかはら），前〓

原（まえつかはら） 

 

 
（24）福島県広野町 鍋〓（なべつか） 

 

 
（25）福島県富岡町 王〓（おおつか） 
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（26）群馬県前橋市 幸〓町（こうづかまち） 

 

 
（27）群馬県太田市（旧藪塚本町） 藪〓（やぶづか） 

 

 
（28）埼玉県八潮市 浮〓（うきづか） 

 
 
（29）埼玉県三郷市 笹〓（ささづか） 

 

 
（30）千葉県野田市 二ツ〓（ふたつか），山崎貝〓町（やまざきかいつかちょう） 

 
 
（31）千葉県香取市（旧佐原市）釜〓（かまづか） 
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（32）千葉県市原市 白〓（しらつか），君〓（きみづか），石〓（いしづか） 

 

 
（33）千葉県君津市 〓原（つかはら） 

 
 
（34）千葉県大網白里町 北飯〓（きたいいづか），南飯〓（みなみいいづか），上貝〓（か

みかいづか） 

 

 
（35）千葉県九十九里町 下貝〓（しもかいづか） 

 

 
（36）東京都文京区 大〓 
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（37）東京都大田区 雪谷大〓町（ゆきがやおおつかまち） 

 

 
（38）東京都葛飾区 本田宝木〓町，水元飯〓町 

 
 
（39）東京都八王子市 大〓（おおつか） 

 

 
（40）神奈川県南足柄市 〓原（つかはら） 

 
 
（41）新潟県新潟市西区（旧新潟市） 赤〓（あかつか） 

 

 
（42）新潟県柏崎市 飯〓（いいづか） 

 



 57

 
（43）富山県富山市 根〓町（ねづかまち）一丁目，根〓町（ねづかまち）二丁目，根〓

町（ねづかまち）三丁目 

 
 
（44）富山県立山町 三ツ〓新（みつづかしん），〓越（つかごし），二ツ〓（ふたつづか） 

 
 
（45）富山県富山市（旧婦中町） 〓原，高〓 

 
 
（46）石川県七尾市 三ケ〓 

 
 
（47）福井県小浜市 高〓（たかつか） 

 

 
（48）福井県坂井市（旧春江町） 藤鷲〓（ふじわしづか），石〓（いしづか） 
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（49）長野県長野市 大〓 

 
 
（50）長野県上田市 手〓 

 

 
（51）静岡県浜松市南区 高〓町 

 
 
（52）静岡県静岡市清水区（旧清水市） 蛇〓（へびづか） 

 
 
（53）静岡県三島市 〓原新田（つかはらしんでん），谷田（〓の台）（つかのだい），川原

ケ谷（〓の台）（つかのだい） 

 
 
（54）静岡県富士宮市 馬見〓 

 

 
（55）静岡県裾野市 麦〓（むぎつか） 
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（56）愛知県名古屋市千種区 赤〓（あかつか），名古屋市東区 赤〓町（あかつかちょう），

名古屋市中村区 茨〓（いばらづか） 

 

 
（57）愛知県豊橋市 大〓（おおつか），車〓（くるまづか），岩〓（いわつか） 

 

 
（58）愛知県岡崎市 石〓（いしづか），小猿〓（おさるづか），狐〓（きつねづか） 

 

 
（59）愛知県豊川市 一里〓（いちりづか），山〓（やまづか），馬見〓（まみつか） 

 

 
（60）愛知県碧南市 鷲〓町（わしづかまち），作〓町（さくづかまち），鷲〓字上ノ切 
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（61）愛知県犬山市 甲〓（かぶとづか），ニタ子〓（ふたこづか），青〓（あおつか） 

 

 
（62）愛知県新城市 狐〓（きつねづか），〓田（つかだ），山伏〓（やまぶしづか） 

 
 
（63）愛知県大府市 不二〓（ふじづか），石〓（いしづか），樫〓（かしづか） 

 

 
（64）愛知県知多市 尾佐〓（おさづか），富士〓（ふじづか），石〓山（いしづかやま） 

 

 
（65）愛知県清須市（旧西枇杷島町） 小場〓（こばづか） 
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（66）愛知県豊山町 青〓屋敷（あおつかやしき），四ツ〓（よつづか） 

 

 
（67）愛知県北名古屋市（旧師勝町） 永〓 

 

 
（68）愛知県北名古屋市（旧西春町） 九之坪笹〓，藤〓，高〓 

 

 
（69）愛知県東浦町 竹〓（たけづか），富士〓（ふじづか），藤〓（ふじづか） 

 
 
（70）愛知県小坂井町 大〓（おおづか），並〓（ならびづか） 

 
 
（71）愛知県田原市（旧田原町） 石〓，鬼〓，犬〓 

 
 
（72）愛知県田原市（旧渥美町） 大根〓（おおねづか），境〓（さかいづか），清水〓（し
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みずづか） 

 

 
（73）三重県津市 白〓町（しらつかちょう） 

 
 
（74）三重県桑名市 高〓（たかつか）町一丁目～六丁目，蛎〓新田（かきづかしんでん） 

 

 
（75）三重県四日市市（旧楠町） 南五味〓（みなみごみつか），北五味〓（きたごみつか） 

 

 
（76）三重県津市（旧安濃町） 大〓 

 

 
（77）滋賀県甲賀市（旧水口町） 高〓（たかつか） 
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（78）京都府宇治市 木幡赤〓（あかつか），五ケ庄一里〓（いちりつか），五ケ庄瓦〓（か

わらつか） 

 

 
（79）京都府亀岡市 荒〓（あらつか）町，加〓（かづか），穴太大〓（おおつか） 

 
 
（80）京都府城陽市 平川車〓（くるまづか），平川鍛冶〓（かじづか），寺田〓本（つか

もと） 

 
 
（81）京都府長岡京市 一里〓（いちりづか），今里細〓（ほそづか），馬場人〓（ひとづ

か） 

 
 
（82）大阪府貝塚市 海〓（うみづか） 

 
 
（83）大阪府大東市 灰〓（はいづか）１丁目，灰〓（はいづか）２丁目，灰〓（はいづ

か）３丁目 
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（84）兵庫県川西市 平〓（ひらつか），亀〓（かめづか），駒〓（こまづか） 

 
 
（85）兵庫県猪名川町 庚申〓（こうしんづか），庚申〓上（こうしんづかうえ） 

 
 
（86）兵庫県姫路市（旧夢前町） 〓本（つかもと） 

 

 
（87）兵庫県たつの市（旧揖保川町） 二〓（ふたつか） 

 

 
（88）兵庫県丹波市（旧春日町） 稲〓（いなづか） 

 

 
（89）奈良県奈良市 肘〓町（かいのづかちょう），南肘〓町（みなみかいのづかちょう），

帝〓山一丁目（てづかやまいっちょうめ） 
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（90）奈良県大和高田市 松〓（まつづか） 

 

 
（91）奈良県河合町 高〓台（たかつかだい） 

 
 
（92）島根県美郷町（旧邑智町） 明〓（あかつか） 

 

 
（93）岡山県美咲町（旧柵原町） 〓角（つかつの） 

 

 
（94）広島県広島市安佐南区 大〓西（おおづかにし），広島市安佐南区 大〓東（おおづ

かひがし），広島市中区 東平〓（ひがしひらつか）町 
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（95）徳島県藍住町 小〓，大〓 

 

 
（96）徳島県板野町 向〓（むこうづか），〓田（つかだ），田〓（たづか） 

 
 
（97）徳島県阿波市（旧土成町） 遊〓（あそびづか） 

 

 
（98）大分県豊後大野市（旧朝地町） 上尾〓（かみおつか） 

 

 
（99）大分県玖珠町 〓脇（つかわき） 

 

 
（100）鹿児島県鹿屋市 萩〓町（はぎつかちょう），星〓町（ほしづかちょう） 
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048 
  JTAF6A 

 

住基 AF6A  読み：ママ 
 〔住基使用〕 

戸籍 060740  読み：チョウ・チュ 
 〔地名〕愛知県一宮町の地名 

登記 00060740  読み：チョウ・チュ 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県豊川市（旧一宮町） 〓下（まました），〓上（ままうえ） 

 

 
 

049 
  IB1603  UCS：FA10  X0213：1-15-55③ 

 

住基 AF73  読み：おか・チョウ・つか 
 〔住基使用〕******* 

戸籍 061560  読み：チョウ・つか 
 〔地名〕岩手県盛岡市の地名ほか 
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登記 00061560  読み：チョウ・つか 

 
○「自治体地名外字」資料 
（１）岩手県盛岡市 大〓（おおつか），〓根（つかね），上太田神子〓（いたこづか） 

 

 
（２）宮城県七ヶ浜町 中小〓，西小〓，小〓 

 

 
（３）宮城県大崎市（旧田尻町） 一里〓（いちりづか），蝦夷〓（えぞづか），〓越一（つ

かのこしいち） 

 

 
（４）宮城県栗原市（旧築館町） 太田山〓沢（おおたやまつかざわ） 

 

 
（５）宮城県東松島市（旧鳴瀬町） 丸〓（まるづか），大〓（おおつか）字東名，泉〓（い

ずみづか） 
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（６）秋田県大館市（旧比内町） 田尻〓ノ台（たじりつかのだい），板子〓（いたこづか），

〓ノ越（つかのこし） 

 

 
（７）福島県南会津町（旧田島町） 経〓（きょうづか） 

 

 
（８）福島県大熊町 小〓（こつか），〓草（つかくさ） 

 

 
（９）栃木県小山市 犬〓（いぬづか），飯〓（いいづか），〓崎（つかざき） 

 

 
（10）新潟県妙高市（旧新井市） 経〓町（きょうづかちょう），石〓町（いしづかちょう），

石〓（いしづか） 

 

 
（11）新潟県上越市（旧安塚町） 安〓町大字 
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（12）愛知県常滑市 城〓（じょうづか） 

 
 
（13）愛知県阿久比町 富士〓山（ふじづかやま） 

 

 
（14）滋賀県東近江市（旧八日市市） 糠〓町 

 
 
 

050 
  JTAF74  UCS：365B 

 

住基 AF74  読み：ホ・フ・ハク・ひろ・グレ 
 〔住基使用〕** 

戸籍 061570  読み：ホ・フ 
 〔地名〕福島県郡山市の地名 

登記 00061570  読み：ホ・フ 
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○「自治体地名外字」資料 
福島県郡山市 篠〓（しのぐれ），篠〓（しのぐれ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

000190B8 

共通，枚方(大阪)，吉野川(徳島)，松山(愛媛) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）福島県，郡山市，三穂田町八幡，字篠〓，フクシマケンコオリヤマシミホタマチヤ

ハタシノグレ 

（２）福島県，郡山市，三穂田町山口，字篠〓，フクシマケンコオリヤマシミホタマチヤ

マグチシノグレ 

 

 

051 
  JTAF7A 

 

住基 AF7A  読み：ダン 
 〔住基使用〕* 

戸籍 062270  読み：ダン 
 〔地名〕愛知県設楽町の地名 

登記 00062270  読み：ダン 
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○「自治体地名外字」資料 
愛知県設楽町 〓土（だんど） 

 
 
 

052 
  JTAF85 

 

住基 AF85  読み：ダ・した 
 〔住基使用〕 

戸籍 062990  読み：ダ・タ・キ・おこたる・おちる・くずす・くずれる 
 〔地名〕福島県郡山市の地名 

登記 00062990  読み：なし 

 
○「自治体地名外字」資料 
福島県郡山市 鶴戸〓原（つるがしたはら），鶴戸〓（つるがした） 

 

 
 

053 
  JTAF86 
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住基 AF86  読み：クレ 
 〔住基使用〕* 

戸籍 062960  読み：くれ 
 〔地名〕地名に用いる 

登記 00062960  読み：くれ 
 
○「自治体地名外字」資料 
宮城県丸森町 〓切場 

 
 
○「登記所外字」資料 

020481E7 

厚木(神奈川)，さいたま(埼玉) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
宮城県，伊具郡丸森町，小斎，字〓切場，ミヤギケンイググンマルモリマチコサイクレキ

レバ 

 

 

054 
  JTAF92  UCS：58C7  X0213：1-35-37① 

 

住基 AF92  読み：タン・ダン 
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 〔住基使用〕** 

戸籍 063450  読み：ダン・タン 
 〔地名〕岩手県花泉町の地名ほか 

登記 00063450  読み：ダン・タン 

 
○「自治体地名外字」資料 
福島県郡山市 春雨〓（はるさめだん） 

 

 
 

055 
  JTAF97 

 

住基 AF97  読み：ダン 
 〔住基使用〕* 

戸籍 063800  読み：ダン 
 〔地名〕福島県大越町の地名 

登記 00063800  読み：ダン 

 
○「自治体地名外字」資料 
福島県田村市（旧大越町） 〓野平（だんのひら） 
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 ※住基統一文字とは別字体（土偏と木偏）。 
 
 

056 
  JTAFBF  UCS：3691  X0213：2-05-31④ 

 

住基 AFBF  読み：リョウ 
 〔住基使用〕** 

戸籍 067160  読み：レイ 
 〔地名〕福島県いわき市の字名・愛知県一宮市の字名 

登記 00067160  読み：レイ 

 
○「自治体地名外字」資料 
（１）福島県郡山市 〓屋ノ前（たまやのまえ） 

 

 
（２）福島県いわき市 〓堂（れいどう） 

 

 
（３）愛知県一宮市 幽〓（ゆうれい） 
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○「登記所外字」資料 

00018ED5 

共通，新宿(東京)，松戸(千葉)，千葉東(千葉)，可部(広島) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）福島県，いわき市，常磐下船尾町，〓堂，フクシマケンイワキシジョウバンシモフ

ナオマチレイドウ 

（２）愛知県，一宮市，千秋町浅野羽根，字幽〓，アイチケンイチノミヤシチアキチョウ

アサノハネユウレイ 

 

 

057 
  IB1674 

 

住基 B030  読み：かま 
 〔住基使用〕** 

戸籍 083100  読み：かま・かまど 
 〔地名〕熊本県菊水町の地名 

登記 00083100  読み：かま・かまど 
 
○「自治体地名外字」資料 
熊本県和水町（旧菊水町） 〓門（かまど） 
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○「登記所外字」資料 

470181D2 

丸亀(香川) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）熊本県，玉名郡菊水町，大字〓門，クマモトケンタマナグンキクスイマチカマド，

2006 年 3 月廃止 

（２）熊本県，玉名郡和水町，〓門，クマモトケンタマナグンナゴミマチカマド 

 

 

058 
  JTB054 

 

住基 B054  読み：コウ・しり 
 〔住基使用〕** 

戸籍 086930  読み：コウ・しり 
 〔地名〕岩手県大東町の地名 

登記 00086930  読み：コウ・しり 
 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一関市（旧大東町） 滝〓（たきじり），滝〓（たきじり） 
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059 
  IP6758  UCS：6758 

 

住基 B055  読み：ン・とこ・くそ 
 〔住基使用〕 

戸籍 162940  読み：チ・ジ・ニ・くそ 
 〔地名〕福島県郡山市の地名 

登記 00162940  読み：チ・ジ・ニ・くそ 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県郡山市 金〓（かなくそ） 

 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
福島県，郡山市，湖南町三代，字金〓，フクシマケンコオリヤマシコナンマチミヨカナク

ソ 

 
 

060 
  JTB060 

 

住基 B060  読み：コ 
 〔住基使用〕 
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戸籍 089710  読み：コ 
 〔地名〕福島県川俣町の地名 

登記 00089710  読み：コ 

 
○「自治体地名外字」資料 
福島県川俣町 〓山（こやま） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018DD7 

共通 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
福島県，伊達郡川俣町，大字鶴沢，字〓山，フクシマケンダテグンカワマタマチツルザワ

コヤマ 

 
 

061 
  FT2158  UCS：5CBC  X0213：1-54-16② 

 

住基 B066  読み：ゆり 
 〔住基使用〕*** 
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戸籍 090960  読み：ユリ 
 〔地名〕京都府三和町の地名 

登記 00090960  読み：ユリ 

 
○「自治体地名外字」資料 
京都府福知山市（旧三和町） 〓（ゆり） 

 

 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）京都府，福知山市，三和町〓，キョウトフフクチヤマシミワチョウユリ 

（２）京都府，天田郡三和町，字〓，キョウトフアマダグンミワチョウユリ，2006 年 1 月

廃止 

 
 

062 
  JTB098  UCS：5DFB  X0213：1-20-12① 

 

住基 B098  読み：カン・まき・まく 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 099270  読み：ケン・カン・まき・まく 
 〔地名〕兵庫県猪名川町の地名 

登記 00099270  読み：ケン・カン・まき・まく 
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○「自治体地名外字」資料 
兵庫県猪名川町 原〓山（はらまきやま），〓山（まきやま） 

 

 
○「登記所外字」資料 

010182A9 

八王子(東京)，杉並(東京)，相模原(神奈川)，上尾(埼玉)，館山(千葉)，不明(大阪)，神戸(兵
庫)，北(兵庫)，岐阜(岐阜)，武雄(佐賀)，阿蘇(熊本) 
 
 

063 
  IB0669  UCS：384C  X0213：1-43-25① 

 

住基 B0AF  読み：ボウ 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 101560  読み：ボウ 
 〔地名〕京都府井手町の地名 

登記 00101560  読み：ボウ 
 
○「自治体地名外字」資料 
京都府井手町 〓子田（ぼうしでん） 
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○「登記所外字」資料 

151081C5 

桜井(奈良) 
 
 

064 
  IB1783 

 

住基 B0D2  読み：サ・います・ザ・くら・ざ・すわる・とこ 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 106240  読み：サ・ザ・います・くら・すわる 
 〔地名〕福岡県水巻市の地名 

登記 00106240  読み：サ・ザ・います・くら・すわる 

 
○「自治体地名外字」資料 
福岡県水巻町 伊左〓 

 
 
○「登記所外字」資料 

020282CC 

横須賀(神奈川)，相模原(神奈川)，那覇(沖縄) 
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065 
  IB0675  UCS：2228A 

 

住基 B0DA  読み：アン・いおり 
 〔住基使用〕** 

戸籍 106860  読み：アン・いおり 
 〔地名〕京都府宇治田原町の地名 

登記 00106860  読み：アン・いおり 

 
○「自治体地名外字」資料 
京都府宇治田原町 後〓（ごあん） 

 

 
○「登記所外字」資料 

190281B2 

上野(三重) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
京都府，綴喜郡宇治田原町，大字岩山，小字後〓，キョウトフツヅキグンウジタワラチョ

ウイワヤマゴアン 
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066 
  IB0217  UCS：2227F 

 

住基 B0DC  読み：なし 
 〔住基使用〕 

戸籍 106650  読み：バ・メ 
 〔地名〕京都府長岡京市の地名 

登記 00106650  読み：バ・メ 
 
○「自治体地名外字」資料 
京都府長岡京市 〓子ケ岳（からねがだけ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018EFC 

共通 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
京都府，長岡京市，粟生，〓子ケ岳，キョウトフナガオカキョウシアオカラネガダケ 
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067 
  JTB0E1S  UCS：5EE3  X0213：1-55-02② 

 

住基 B0E1  読み：ひろ・コウ・ひろい・ひろまる・ひろがる 
 〔住基使用〕****** 

戸籍 107160  読み：コウ・ひろい・ひろまる・ひろがる 
 〔地名〕青森県黒石市の地名ほか 

登記 00107160  読み：コウ・ひろい・ひろまる・ひろがる 

 
○「自治体地名外字」資料 
（１）青森県黒石市 〓田（ひろた） 

 

 
（２）青森県南部町 〓辺（ひろべ） 

 
 
（３）宮城県大崎市（旧鹿島台町） 〓畑山（ひろはたやま） 

 

 
（４）福島県南会津町（旧舘岩村） 〓畑丁（ひろはたてい） 
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（５）福島県田村市（旧大越町） 中〓土（なかこうど），〓畑（ひろはた） 

 

 
（６）福島県田村市（旧船引町） 寺〓土（てらこうど），〓畑（ひろはた） 

 

 
（７）新潟県妙高市（旧新井市） 〓島（ひろしま） 

 

 
（８）愛知県新城市 〓表（ひろおもて），國〓（くにひろ），〓瀬（ひろせ） 

 
 
（９）愛知県新城市 〓瀬（ひろせ） 
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（10）愛知県豊田市（旧稲武町） 〓田（ひろた），〓畑（ひろばた） 

 
 
（11）京都府宇治田原町 空〓（そらびろ） 

 

 
（12）京都府南山城村 上〓見（かみひろみ），下〓見（しもひろみ），〓手（ひろて） 

 

 
（13）京都府南丹市（旧八木町） 北〓瀬（きたひろせ），南〓瀬（みなみひろせ） 

 
 
（14）京都府南丹市（旧日吉町） 〓野（ひろの） 

 

 
（15）福岡県みやま市（旧瀬高町） 文〓（あやひろ），〓瀬（ひろせ） 

 
 
○「登記所外字」資料 
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010182D1 

八王子(東京)，港(東京)，台東(東京)，墨田(東京)，品川(東京)，城南(東京)，世田谷(東京)，
渋谷(東京)，新宿(東京)，中野(東京)，杉並(東京)，板橋(東京)，北(東京)，練馬(東京)，江戸

川(東京)，城北(東京)，町田(東京)，府中(東京)，武蔵野(東京)，田無(東京)，立川(東京)，青

梅(東京)，福生(東京)，目黒(東京)，豊島(東京)，多摩(東京)，不明(東京)，横浜(神奈川)，川

崎(神奈川)，横須賀(神奈川)，小田原(神奈川)，厚木(神奈川)，金沢(神奈川)，青葉(神奈川)，
鎌倉(神奈川)，藤沢(神奈川)，茅ヶ崎(神奈川)，麻生(神奈川)，旭(神奈川)，平塚(神奈川)，
大和(神奈川)，相模原(神奈川)，港北(神奈川)，栄(神奈川)，さいたま(埼玉)，越谷(埼玉)，
川越(埼玉)，東松山(埼玉)，川口(埼玉)，大宮(埼玉)，志木(埼玉)，鴻巣(埼玉)，上尾(埼玉)，
久喜(埼玉)，岩槻(埼玉)，草加(埼玉)，所沢(埼玉)，不明(埼玉)，坂戸(埼玉)，飯能(埼玉)，本

庄(埼玉)，戸田(埼玉)，千葉(千葉)，佐倉(千葉)，松戸(千葉)，木更津(千葉)，館山(千葉)，佐

原(千葉)，船橋(千葉)，市原(千葉)，千葉西(千葉)，茂原(千葉)，大原(千葉)，柏(千葉)，市川

(千葉)，日立(茨城)，土浦(茨城)，竜ケ崎(茨城)，下妻(茨城)，鉾田(茨城)，石岡(茨城)，不明

(茨城)，水海道(茨城)，古河(茨城)，宇都宮(栃木)，真岡(栃木)，鹿沼(栃木)，前橋(群馬)，高

崎(群馬)，渋川(群馬)，伊勢崎(群馬)，館林(群馬)，静岡(静岡)，沼津(静岡)，富士(静岡)，下

田(静岡)，浜松(静岡)，島田(静岡)，袋井(静岡)，甲府(山梨)，鰍沢(山梨)，長野(長野)，佐久

(長野)，松本(長野)，諏訪(長野)，飯田(長野)，伊那(長野)，長野南(長野)，新潟(新潟)，三条

(新潟)，新発田(新潟)，長岡(新潟)，六日町(新潟)，上越(新潟)，新津(新潟)，十日町(新潟)，
大阪(大阪)，堺(大阪)，岸和田(大阪)，北(大阪)，西(大阪)，天王寺(大阪)，東住吉(大阪)，北

大阪(大阪)，池田(大阪)，豊中(大阪)，枚方(大阪)，守口(大阪)，四条畷(大阪)，八尾(大阪)，
枚岡(大阪)，東大阪(大阪)，美原(大阪)，羽曳野(大阪)，長野(大阪)，佐野(大阪)，泉(大阪)，
不明(大阪)，京都(京都)，舞鶴(京都)，福知山(京都)，京田辺(京都)，宇治(京都)，神戸(兵庫)，
伊丹(兵庫)，尼崎(兵庫)，明石(兵庫)，姫路(兵庫)，社(兵庫)，龍野(兵庫)，洲本(兵庫)，須磨

(兵庫)，西宮(兵庫)，東神戸(兵庫)，宝塚(兵庫)，三田(兵庫)，加古川(兵庫)，奈良(奈良)，葛

城(奈良)，天理(奈良)，橿原(奈良)，大津(滋賀)，彦根(滋賀)，長浜(滋賀)，草津(滋賀)，和歌

山(和歌山)，田辺(和歌山)，岩出(和歌山)，橋本(和歌山)，一宮(愛知)，半田(愛知)，岡崎(愛
知)，豊橋(愛知)，昭和(愛知)，瀬戸(愛知)，春日井(愛知)，津島(愛知)，刈谷(愛知)，豊田(愛
知)，豊川(愛知)，名東(愛知)，不明(愛知)，津(三重)，松阪(三重)，上野(三重)，四日市(三重)，
伊勢(三重)，鈴鹿(三重)，桑名(三重)，岐阜(岐阜)，大垣(岐阜)，多治見(岐阜)，美濃加茂(岐
阜)，福井(福井)，武生(福井)，金沢(石川)，小松(石川)，七尾(石川)，輪島(石川)，富山(富山)，
魚津(富山)，高岡(富山)，砺波(富山)，広島(広島)，呉(広島)，尾道(広島)，福山(広島)，廿日

市(広島)，東広島(広島)，三原(広島)，山口(山口)，岩国(山口)，下関(山口)，宇部(山口)，岡

山(岡山)，津山(岡山)，倉敷(岡山)，岡山西(岡山)，鳥取(鳥取)，米子(鳥取)，松江(島根)，雲

南(島根)，出雲(島根)，浜田(島根)，福岡(福岡)，飯塚(福岡)，久留米(福岡)，柳川(福岡)，北

九州(福岡)，行橋(福岡)，田川(福岡)，筑紫(福岡)，福間(福岡)，八幡(福岡)，佐賀(佐賀)，唐

津(佐賀)，長崎(長崎)，佐世保(長崎)，諫早(長崎)，大分(大分)，佐伯(大分)，日田(大分)，鶴

崎(大分)，別府(大分)，宇佐(大分)，熊本(熊本)，玉名(熊本)，八代(熊本)，大津(熊本)，鹿児

島(鹿児島)，川内(鹿児島)，鹿屋(鹿児島)，名瀬(鹿児島)，国分(鹿児島)，宮崎(宮崎)，都城(宮
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崎)，延岡(宮崎)，那覇(沖縄)，大里(沖縄)，宜野湾(沖縄)，仙台(宮城)，大河原(宮城)，古川(宮
城)，石巻(宮城)，登米(宮城)，気仙沼(宮城)，塩竃(宮城)，東仙台(宮城)，名取(宮城)，大和(宮
城)，郡山(福島)，いわき(福島)，酒田(山形)，盛岡(岩手)，花巻(岩手)，北上(岩手)，秋田(秋
田)，青森(青森)，弘前(青森)，八戸(青森)，札幌(北海道)，室蘭(北海道)，小樽(北海道)，北(北
海道)，南(北海道)，函館(北海道)，旭川(北海道)，釧路(北海道)，帯広(北海道)，北見(北海

道)，中標津(北海道)，高松(香川)，丸亀(香川)，土庄(香川)，阿南(徳島)，吉野川(徳島)，高

知(高知)，不明(高知)，松山(愛媛)，大洲(愛媛)，今治(愛媛) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）京都府，綴喜郡宇治田原町，大字湯屋谷，小字空〓，キョウトフツヅキグンウジタ

ワラチョウユヤダニソラビロ 

（２）京都府，相楽郡南山城村，大字高尾，小字上〓見，キョウトフソウラクグンミナミ

ヤマシロムラタカオカミヒロミ 

（３）京都府，相楽郡南山城村，大字高尾，小字下〓見，キョウトフソウラクグンミナミ

ヤマシロムラタカオシモヒロミ 

（４）京都府，相楽郡南山城村，大字田山，小字〓瀬，キョウトフソウラクグンミナミヤ

マシロムラタヤマヒロセ 

（５）京都府，船井郡八木町，字北〓瀬，キョウトフフナイグンヤギチョウキタヒロセ，

2006 年 1 月廃止 

（６）京都府，船井郡八木町，字南〓瀬，キョウトフフナイグンヤギチョウミナミヒロセ，

2006 年 1 月廃止 

（７）福岡県，山門郡瀬高町，大字文〓，フクオカケンヤマトグンセタカマチアヤヒロ，

2007 年 1 月廃止 

（８）福岡県，山門郡瀬高町，大字大〓園，フクオカケンヤマトグンセタカマチオオヒロ

ゾノ，2007 年 1 月廃止 

（９）福岡県，山門郡瀬高町，大字〓瀬，フクオカケンヤマトグンセタカマチヒロセ，2007

年 1 月廃止 

 
 

068 
  JTB0E2  UCS：5EE3 

 

住基 B0E2  読み：コウ・ひろい・ひろ 
 〔住基使用〕***** 
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戸籍 107140  読み：コウ・ひろい・ひろまる・ひろがる 
 〔地名〕福島県須賀川市の地名ほか 

登記 00107140  読み：コウ・ひろい・ひろまる・ひろがる 

 
○「自治体地名外字」資料 
（１）福島県須賀川市 〓表（ひろおもて） 

 

 
（２）福島県伊達市（旧霊山町） 出〓（でびろ），〓前（ひろまえ），〓平（ひろたいら） 

 

 
（３）福島県田村市（旧船引町） 〓手（ひろて），〓畑（ひろはた） 

 
 
（４）兵庫県猪名川町 〓谷（ひろたに），〓畑（ひろはた），〓代（ひろだい） 

 

 
（５）徳島県阿波市（旧土成町） 〓坪（ひろつぼ） 
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（６）愛媛県八幡浜市（旧保内町） 〓早（ひろはや） 

 
 
○「登記所外字」資料 

020085F4 

横浜(神奈川)，秦野(神奈川)，川口(埼玉)，水戸(茨城)，高崎(群馬)，飯田(長野)，新潟(新潟)，
新津(新潟)，美原(大阪)，富田林(大阪)，不明(大阪)，橿原(奈良)，瀬戸(愛知)，松阪(三重)，
福岡(福岡)，田川(福岡)，沖縄(沖縄)，苫小牧(北海道)，旭川(北海道)，美馬(徳島) 
 
 

069 

  JTB110S 

 

住基 B110  読み：ミ・サイ 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 111000  読み：ミ・ビ・いよいよ 
 〔地名〕福島県霊山町の地名ほか 

登記 00111000  読み：ミ・ビ・いよいよ 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県伊達市（旧霊山町） 〓重田（やじゅうだ） 
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070 
  JTB1DB  UCS：625A  X0213：1-84-70③ 

 

住基 B1DB  読み：キン 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 133170  読み：シャク 
 〔地名〕愛知県三好町の地名 

登記 00133170  読み：シャク 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県三好町 〓子，〓子 

 

 

○「日本行政区画便覧」 

 

（１）愛知県，西加茂郡三好町，大字福田，字〓子，アイチケンニシカモグンミヨシチョ

ウフクタシャクシ 

（２）愛知県，西加茂郡三好町，大字三好，字〓子，アイチケンニシカモグンミヨシチョ

ウミヨシシャクシ 
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071 
  JTB23A 

 

住基 B23A  読み：ショウ・つく 
 〔住基使用〕** 

戸籍 145300  読み：つき 
 〔地名〕福島県郡山市内の字名 

登記 00145300  読み：つき 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県郡山市 鐘〓田（かねつきだ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

000190B9 

共通 
 
○「日本行政区画便覧」 

 

福島県，郡山市，西田町三町目，字鐘〓田，フクシマケンコオリヤマシニシタマチサンチ

ョウメカネツキダ 
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072 
  JTB24E 

 

住基 B24E  読み：しく・あまねし・おおきい・フ・しき 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 149590  読み：フ・しく・しき 
 〔地名〕岩手県一戸町の地名ほか 

登記 00149590  読み：フ・しく・しき 
 
○「自治体地名外字」資料 
兵庫県神戸市長田区 御屋〓通 

 
 
○「登記所外字」資料 

020088CD 

横浜(神奈川)，東大阪(大阪)，橋本(和歌山)，半田(愛知) 
 
 

073 
  FT1663  UCS：6590  X0213：1-40-69① 

 

住基 B25D  読み：ヒ 
 〔住基使用〕*** 
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戸籍 151060  読み：ヒ・あや 
 〔地名〕宮城県金成町の地名 

登記 00151060  読み：ヒ・あや 
 
○「自治体地名外字」資料 
宮城県栗原市（旧金成町） 大原木甲〓中（かいなか） 

 
 

 

074 
  JTB275 

 

住基 B275  読み：はた 
 〔住基使用〕 

戸籍 153690  読み：はた 
 〔地名〕福島県郡山市内の字名 

登記 00153690  読み：はた 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県郡山市 〓巻平（はたまきだいら） 
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○「日本行政区画便覧」 

 

福島県，郡山市， 瀬町多田野，字〓巻平，フクシマケンコオリヤマシオウセマチタダノ

ハタマキダイラ 

 

 

075 
  JTB2DA  UCS：25873 

 

住基 B2DA  読み：ケイ 
 〔住基使用〕 

戸籍 282600  読み：ケイ 
 〔地名〕新潟県長岡市の地名 

登記 00282600  読み：ケイ 
 
○「自治体地名外字」資料 
新潟県長岡市 〓古町（けいこちょう） 

 

 ※住基統一文字とは別字体（動用字）。 
 

 

076 
  IB0225  UCS：6781  X0213：1-85-52③ 
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住基 B2F4  読み：まだ・キョウ・にぐら・ギョウ・ゴウ・ソウ 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 163190  読み：ソウ・キョウ・ギョウ 
 〔地名〕青森県田子町の地名ほか 

登記 00163190  読み：ソウ・キョウ・ギョウ 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）青森県田子町 〓ノ実（まだのみ），〓ノ木（まだのき） 

 

 

（２）福島県棚倉町 〓久保（たらくぼ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018DF8 

共通，墨田(東京)，新宿(東京)，中野(東京)，城北(東京)，多摩(東京)，戸田(埼玉)，千葉(千
葉)，佐倉(千葉)，千葉西(千葉)，成田(千葉)，千葉東(千葉)，取手(茨城)，栃木(栃木)，韮崎(山
梨)，大阪(大阪)，北大阪(大阪)，池田(大阪)，不明(大阪)，盛岡(岩手) 
 
 

077 
  JTB2FB 
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住基 B2FB  読み：ジョウ・つえ・チョウ 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 164230  読み：チョウ・ジョウ・つえ 
 〔地名〕愛知県旭町の地名ほか 

登記 00164230  読み：チョウ・ジョウ・つえ 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）愛知県豊田市（旧旭町） 錫〓（じょう） 

 

 

（２）兵庫県猪名川町 〓ケ谷（じょうがたに） 

 

 
○「登記所外字」資料 

031681E7 

草加(埼玉)，大阪(大阪)，堺(大阪)，北(大阪)，東住吉(大阪)，北大阪(大阪)，豊中(大阪)，守

口(大阪)，不明(大阪)，伏見(京都)，宇治(京都)，奈良(奈良)，仙台(宮城)，秋田(秋田)，松山

(愛媛) 
 
 

078 
  JTB2FC 
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住基 B2FC  読み：サス 
 〔住基使用〕** 

戸籍 164220  読み：さす 
 〔地名〕福島市内の字名 

登記 00164220  読み：さす 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県福島市 〓ノ目前（さすのめまえ），〓ノ目（さすのめ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

000190AB 

共通，岩出(和歌山) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 

（１）福島県，福島市，沖高，字〓ノ目，フクシマケンフクシマシオキダカサスノメ 

（２）福島県，福島市，沖高，字〓ノ目前，フクシマケンフクシマシオキダカサスノメマ

エ 

 

 

079 
  JTB304  UCS：67F3 
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住基 B304  読み：リュウ・やなぎ 
 〔住基使用〕** 

戸籍 165460  読み：リュウ・ル・やなぎ 
 〔地名〕新潟県新井市の地名 

登記 00165460  読み：リュウ・ル・やなぎ 
 
○「自治体地名外字」資料 
新潟県妙高市（旧新井市） 高〓（たかやなぎ），〓井田（やないだ） 

 

 

 

080 
  JTB313 

 

住基 B313  読み：トチ 
 〔住基使用〕** 

戸籍 166820  読み：とち 
 〔地名〕岩手県大東町の地名 

登記 00166820  読み：とち 
 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一関市（旧大東町） 〓折沢（とちおりさわ），〓折澤（とちおりさわ），〓折沢（と

ちおりさわ） 
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○「登記所外字」資料 

241681F7 

廿日市(広島) 
 
 

081 
  JTB314 

 

住基 B314  読み：リュウ・リョウ・やなぎ 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 166800  読み：リュウ・やなぎ 
 〔地名〕愛知県佐屋町の地名 

登記 00166800  読み：リュウ・やなぎ 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県愛西市（旧佐屋町） 〓原（やなぎはら） 

 

 
○「登記所外字」資料 

020083FA 
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横浜(神奈川)，鎌倉(神奈川)，平塚(神奈川)，相模原(神奈川)，秦野(神奈川)，不明(埼玉)，
成田(千葉)，佐久(長野)，新潟(新潟)，大阪(大阪)，枚岡(大阪)，不明(大阪)，不明(大阪)，神

戸(兵庫)，三田(兵庫)，豊橋(愛知)，豊田(愛知)，箱崎(福岡)，大牟田(福岡)，鹿屋(鹿児島)，
空知南(北海道) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
愛知県，海部郡佐屋町，大字東條，字〓原，アイチケンアマグンサヤチョウヒガシジョウ

ヤナギハラ，1998 年 5 月廃止 

 
 

082 
  IB0228  00018DD3 

 

住基 B315  読み：はし・はり・うつばり・やな・リョウ・ロウ 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 166790  読み：リョウ・はし 
 〔地名〕青森県福地村の地名ほか 

登記 00166790  読み：リョウ・はし 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）青森県南部町（旧福地村） 〓久保（やなくぼ） 

 
 

（２）宮城県大崎市（旧田尻町） 〓場（やなば），新〓場（しんやなば），新〓場（しん

やなば） 
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（３）福島県只見町 〓取（やなとり） 

 

 

（４）福島県西郷村 〓場（やなば） 

 

 

（５）愛知県岡崎市（旧額田町） 〓形（やながた） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018DD3 

共通，府中(東京)，田無(東京)，横浜(神奈川)，川崎(神奈川)，旭(神奈川)，港北(神奈川)，
川口(埼玉)，上尾(埼玉)，館林(群馬)，東住吉(大阪)，不明(大阪)，不明(大阪)，京都(京都)，
神戸(兵庫)，西宮(兵庫)，守山(滋賀)，筑紫(福岡)，仙台(宮城)，室蘭(北海道)，釧路(北海道) 
 
 

083 
  JTB323 

 



 104

住基 B323  読み：ソウ・す 
 〔住基使用〕** 

戸籍 098450  読み：ソウ・ジョウ・す 
 〔地名〕愛知県設楽町の地名 

登記 00098450  読み：ソウ・ジョウ・す 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県設楽町 鶫〓（とうのす） 

 

 

 

084 
  FT2245  UCS：6874  X0213：1-59-79② 

 

住基 B324  読み：フ・いかだ・むなぎ・ばち 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 168240  読み：フ 
 〔地名〕愛知県十四山村の地名 

登記 00168240  読み：フ 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県弥富市（旧十四山村） 〓場新田（いかだばしんでん） 
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○「日本行政区画便覧」 

 

沖縄県，石垣市，字〓海，オキナワケンイシガキシフカイ 

 

 

085 
  JTB325  UCS：68B5  X0213：1-59-80② 

 

住基 B325  読み：ハン・ボン 
 〔住基使用〕 

戸籍 168270  読み：フウ・ブ・ハン・ボン 
 〔地名〕愛知県一宮市の地名 

登記 00168270  読み：フウ・ブ・ハン・ボン 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県一宮市 〓天西（ぼんてんにし） 
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086 
  JTB326   

 

住基 B326  読み：グミ 
 〔住基使用〕* 

戸籍 168220  読み：もみじ 
 〔地名〕秋田県山本町の地名 

登記 00168220  読み：もみじ 
 
○「自治体地名外字」資料 

秋田県三種町（旧山本町） 〓沢（ぐみざわ），〓澤（ぐみさわ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018EBA 

共通 
 
○「日本行政区画便覧」 

 

（１）秋田県，山本郡山本町，豊岡金田，字〓沢，アキタケンヤマモトグンヤマモトマチ

トヨオカキンデングミザワ，2006 年 3 月廃止 

（２）秋田県，山本郡三種町，豊岡金田，字〓沢，アキタケンヤマモトグンミタネチョウ

トヨオカキンデングミザワ 
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087 
  JTB327S  UCS：6875  X0213：1-85-68③ 

 

住基 B327  読み：ズイ・ニ・たら 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 168250  読み：ズイ・ニ 
 〔地名〕山形県遊佐町の地名 

登記 00168250  読み：ズイ・ニ 
 
○「自治体地名外字」資料 
山形県遊佐町 〓ノ木沢長根（たらのきさわながね），〓木沢長根（たらのきざわながね），

〓林（たらばやし） 

 

 
○「登記所外字」資料 

020085EE 

横浜(神奈川)，南(北海道) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 

（１）宮城県，本吉郡志津川町，入谷，字〓葉沢，ミヤギケンモトヨシグンシヅガワチョ

ウイリヤタラバサワ，2005 年 10 月廃止 

（２）宮城県，本吉郡南三陸町，入谷，字〓葉沢，ミヤギケンモトヨシグンミナミサンリ

クチョウイリヤタラバサワ 
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088 
  FT2248  UCS：696E  X0213：1-60-26② 

 

住基 B338  読み：チョ・ト・こうぞ 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 170150  読み：チョ・ト・こうぞ 
 〔地名〕山梨県富沢町の地名 

登記 00170150  読み：チョ・ト・こうぞ 
 
○「自治体地名外字」資料 
山梨県南部町（旧富沢町） 〓根（かぞね） 

 

 
○「登記所外字」資料 

120184F0 

堺(大阪)，北(大阪)，鳥取(鳥取)，宮崎(宮崎) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 

（１）山梨県，南巨摩郡南部町，〓根，ヤマナシケンミナミコマグンナンブチョウカゾネ 

（２）山梨県，南巨摩郡富沢町，〓根，ヤマナシケンミナミコマグントミザワチョウカゾ

ネ，2003 年 3 月廃止 
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089 
  FT1856  UCS：68DA  X0213：1-35-10① 

 

住基 B33A  読み：たな・ビョウ・ホウ・ボウ 
 〔住基使用〕***** 

戸籍 168630  読み：ホウ・ビョウ・ボウ・たな 
 〔地名〕宮城県古川市の地名ほか 

登記 00168630  読み：ホウ・ビョウ・ボウ・たな 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）宮城県大崎市（旧古川市） 三丁目藤〓（ふじだな），藤〓（ふじたな） 

 

 

（２）福島県本宮市（旧本宮町） 膳〓（ぜんだな） 

 

 

（３）福島県南会津町（旧田島町） 善〓乙（ぜんだなおつ），善〓甲（ぜんだなこう） 

 

 

（４）福島県鮫川村 〓橋（たなばし） 
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（５）愛知県美和町 菱〓，〓田 

 

 

○「日本行政区画便覧」 

 

（１）福島県，いわき市，小川町西小川，字瀬〓，フクシマケンイワキシオガワマチニシ

オガワセダナ 

（２）福島県，いわき市，小川町三島，字瀬〓，フクシマケンイワキシオガワマチミシマ

セダナ 

（３）福島県，いわき市，川前町川前，字〓木，フクシマケンイワキシカワマエマチカワ

マエタナギ 

（４）福島県，いわき市，川前町川前，字栃〓，フクシマケンイワキシカワマエマチカワ

マエトチタナ 

（５）福島県，いわき市，山玉町，膳〓，フクシマケンイワキシヤマダママチゼンダナ 

（６）福島県，いわき市，山玉町，竹〓，フクシマケンイワキシヤマダママチタケダナ 

（７）福島県，いわき市，四倉町駒込，字〓橋，フクシマケンイワキシヨツクラマチコマ

ゴメタナバシ 

（８）福島県，いわき市，四倉町薬王寺，字膳〓，フクシマケンイワキシヨツクラマチヤ

クオウジゼンダナ 

（９）神奈川県，藤沢市，下土〓，カナガワケンフジサワシシモツチダナ 

（10）神奈川県，藤沢市，土〓，カナガワケンフジサワシツチダナ 

（11）愛知県，名古屋市瑞穂区，膳〓町，アイチケンナゴヤシミズホクゼンダナチョウ 

（12）愛知県，岡崎市，大西町，字〓田，アイチケンオカザキシオオニシチョウタナダ 

（13）愛知県，岡崎市，大柳町，字〓田，アイチケンオカザキシオオヤナギチョウタナダ 

（14）愛知県，岡崎市，岡町，字北〓田，アイチケンオカザキシオカチョウキタタナダ 

（15）愛知県，岡崎市，岡町，字〓田，アイチケンオカザキシオカチョウタナダ 

（16）愛知県，岡崎市，岡町，字南〓田，アイチケンオカザキシオカチョウミナミタナダ 

（17）愛知県，岡崎市，奥殿町，字〓田，アイチケンオカザキシオクトノチョウタナダ 

（18）愛知県，岡崎市，富永町，字〓池，アイチケンオカザキシトミナガチョウタナイケ 



 111

（19）愛知県，岡崎市，西蔵前町，字〓田，アイチケンオカザキシニシクラマエチョウタ

ナダ 

（20）愛知県，岡崎市，福岡町，字善〓，アイチケンオカザキシフクオカチョウゼンダナ 

（21）愛知県，岡崎市，本宿町，字〓田，アイチケンオカザキシモトジュクチョウタナダ 

（22）愛知県，岡崎市，渡町，字大〓，アイチケンオカザキシワタリチョウオオダナ 

（23）長崎県，佐世保市，〓方町，ナガサキケンサセボシタナガタチョウ 

 

 

090 
  IB0230  UCS：6927 

 

住基 B33B  読み：ばば 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 169890  読み：はば 
 〔地名〕秋田県大曲市の地名 

登記 00169890  読み：はば 
 
○「自治体地名外字」資料 
秋田県大仙市（旧大曲市） 〓田（ばばた） 

 

 
○「登記所外字」資料 

410281AC 
本荘(秋田)，大曲(秋田)，角館(秋田) 
 
○「日本行政区画便覧」 
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（１）秋田県，大曲市，四ツ屋，字〓田，アキタケンオオマガリシヨツヤババダ，2005 年

3 月廃止 

（２）秋田県，大仙市，四ツ屋，字〓田，アキタケンダイセンシヨツヤババダ 

 

 

091 
  FT2249S  UCS：693D  X0213：1-60-29② 

 

住基 B34D  読み：エン・ふち・テン・たるき 
 〔住基使用〕** 

戸籍 171960  読み：テン・デン・たるき 
 〔地名〕京都府綾部市の地名 

登記 00171960  読み：テン・デン・たるき 
 
○「自治体地名外字」資料 
京都府綾部市 横〓（よこえん） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018FB4 

共通，中津(大分) 
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092 
  FT2250  UCS：6986  X0213：1-60-32② 

 

住基 B34F  読み：ユ・にれ 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 171920  読み：ユ・にれ 
 〔地名〕宮城県古川市の地名ほか 

登記 00171920  読み：ユ・にれ 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）宮城県大崎市（旧古川市） 〓木（たまのき） 

 

 

（２）福島県南会津町（旧田島町） 〓林（くぬぎばやし） 

 

 

（３）埼玉県日高市 〓木（にれぎ） 

 

 

（４）新潟県妙高市（旧新井市） 〓島（にれしま） 
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（５）福岡県吉富町 〓生（にりょう） 

 
 
○「登記所外字」資料 

00018ECF 

共通，渋谷(東京)，松戸(千葉)，松本(長野)，京都(京都)，嵯峨(京都)，向日(京都)，加古川(兵
庫)，宜野湾(沖縄)，須賀川(福島)，名寄(北海道)，稚内(北海道) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 

（１）宮城県，古川市，〓木，ミヤギケンフルカワシタマノキ，2006 年 3 月廃止 

（２）宮城県，大崎市，古川〓木，ミヤギケンオオサキシフルカワタマノキ 

（３）福岡県，築上郡吉富町，大字〓生，フクオカケンチクジョウグンヨシトミマチニリ

ョウ 

 

 

093 
  IB2138  UCS：69D9 

 

住基 B364  読み：シン・こずえ・テン・まき・デン 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 173660  読み：テン・シン・こずえ・まき 
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 〔地名〕愛知県旭町の地名 

登記 00173660  読み：テン・シン・こずえ・まき 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県豊田市（旧旭町） 〓（まき）本，〓（まき）本，〓ケ洞 

 

 
○「登記所外字」資料 

020086D6 

横浜(神奈川)，平塚(神奈川)，豊中(大阪)，枚方(大阪)，不明(大阪)，京田辺(京都)，尾道(広
島)，福山(広島)，可部(広島)，浜田(島根)，仙台(宮城)，大河原(宮城)，いわき(福島)，寒河

江(山形)，丸亀(香川) 
 
 

094 
  IB0235  UCS：69CF  X0213：1-85-93③ 

 

住基 B367  読み：ケン 
 〔住基使用〕 

戸籍 173650  読み：かね 
 〔地名〕福島市飯坂町内の字名 

登記 00173650  読み：かね 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県福島市 〓森（かねもり） 
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○「日本行政区画便覧」 

 

福島県，福島市，飯坂町茂庭，字〓森，フクシマケンフクシマシイイザカマチモニワカネ

モリ 

 
 

095 
  JTB368 

 

住基 B368  読み：しゅうじ 
 〔住基使用〕* 

戸籍 173640  読み：ショウ・しゅうじ 
 〔地名〕秋田県由利郡大内町内の字名 

登記 00173640  読み：ショウ・しゅうじ 
 
○「自治体地名外字」資料 
秋田県由利本荘市（旧大内町） 〓野（しゅうじの），〓野（しゅうじの） 

 

 
○「登記所外字」資料 
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00018DC4 

共通 
 
○「日本行政区画便覧」 

 

（１）秋田県，由利本荘市，羽広，字〓野，アキタケンユリホンジョウシハビロシュウジ

ノ 

（２）秋田県，由利郡大内町，羽広，字〓野，アキタケンユリグンオオウチマチハビロシ

ュウジノ，2005 年 3 月廃止 

 

 

096 
  IB2137 

 

住基 B369  読み：カ・もみ 
 〔住基使用〕** 

戸籍 173630  読み：もみ 
 〔地名〕京都府北桑田郡京北町内の小字名 

登記 00173630  読み：もみ 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県南相馬市（旧鹿島町） 〓ノ木内（もみのきうち） 

 

 
○「登記所外字」資料 
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00018EAC 

共通，志木(埼玉)，大阪(大阪)，東住吉(大阪)，枚方(大阪)，美原(大阪)，不明(大阪)，向日(京
都) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 

（１）京都府，京都市右京区，京北細野町，〓ノ木谷，キョウトフキョウトシウキョウク

ケイホクホソノチョウモミノキダニ 

（２）京都府，北桑田郡京北町，大字細野，小字〓ノ木谷，キョウトフキタクワダグンケ

イホクチョウホソノモミノキダニ，2005 年 4 月廃止 

 

 

097 
  JTB37D 

 

住基 B37D  読み：だん 
 〔住基使用〕** 

戸籍 175410  読み：ダン 
 〔地名〕岩手県水沢市の地名 

登記 00175410  読み：ダン 
 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県奥州市（旧水沢市） 大〓（おおだん） 
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098 
  IB2148 

 

住基 B37E  読み：キョウ・はし・コウ 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 175380  読み：キョウ・はし 
 〔地名〕秋田県山本町の地名 

登記 00175380  読み：キョウ・はし 
 
○「自治体地名外字」資料 
秋田県三種町（旧山本町） 志戸〓境（しとばしさかい） 

 
 
○「登記所外字」資料 

011182A1 

新宿(東京)，江戸川(東京)，横浜(神奈川)，熊谷(埼玉)，鴻巣(埼玉)，草加(埼玉)，東金(千葉)，
三条(新潟)，柏崎(新潟)，東住吉(大阪)，北大阪(大阪)，京都(京都)，名東(愛知)，中津川(岐
阜)，広島(広島)，岡山(岡山)，福岡(福岡) 
 
 

099 
  JTB398 

 

住基 B398  読み：ひ・はた・カイ・ひのき・カチ・カツ・ケ 
 〔住基使用〕**** 
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戸籍 177100  読み：カイ・ひのき 
 〔地名〕茨城県御前山村の地名ほか 

登記 00177100  読み：カイ・ひのき 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）茨城県常陸大宮市（旧御前山村） 〓山（ひやま） 

 

 

（２）愛知県設楽町 〓ノ本（ひのきのもと） 

 

 
○「登記所外字」資料 

010882EB 

城南(東京)，不明(東京)，横浜(神奈川)，久喜(埼玉)，木更津(千葉)，市原(千葉)，静岡(静岡)，
沼津(静岡)，不明(大阪)，神戸(兵庫)，三田(兵庫)，不明(愛知)，福山(広島)，東広島(広島)，
周南(山口)，岩国(山口)，倉敷(岡山)，北九州(福岡)，八幡(福岡)，長崎(長崎)，苫小牧(北海

道)，今治(愛媛) 
 
 

100 
  IB0103  UCS：6A73  X0213：1-86-17③ 

 

住基 B39A  読み：ぬで 
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 〔住基使用〕*** 

戸籍 177090  読み：ぬで 
 〔地名〕群馬県前橋市の地名 

登記 00177090  読み：ぬで 
 
○「自治体地名外字」資料 
群馬県前橋市 〓島町（ぬでじままち） 

 

 

○「日本行政区画便覧」 

 

群馬県，前橋市，〓島町，グンマケンマエバシシヌデジママチ 

 

 

101 
  JTB3A8 

 

住基 B3A8  読み：とう 
 〔住基使用〕 

戸籍 178240  読み：音訓不明 
 〔地名〕福島県喜多方市の地名 

登記 00178240  読み：音訓不明 
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○「自治体地名外字」資料 
福島県喜多方市 〓ノ内（とうのうち） 

 

 
 

102 
  JTB3B2 

 

住基 B3B2  読み：ダン・まゆみ・タン 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 179150  読み：タン・ダン・まゆみ 
 〔地名〕福島県大越町内の地名 

登記 00179150  読み：タン・ダン・まゆみ 
 
○「自治体地名外字」資料 

福島県田村市（旧大越町） 〓野平（だんのひら） 

 
 
○「登記所外字」資料 

122181DE 

美原(大阪) 
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103 
  JTB3B5 

 

住基 B3B5  読み：レキ 
 〔住基使用〕 

戸籍 179140  読み：レキ 
 〔地名〕福島県大信村の地名 

登記 00179140  読み：レキ 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県白河市（旧大信村） 〓平（くぬぎだいら） 

 

 
○「登記所外字」資料 

380381AB 

白河(福島) 
 
 

104 
  JTB3B9  UCS：6A80  X0213：1-35-41① 

 

住基 B3B9  読み：ダン・まゆみ・タン 
〔住基使用〕**** 
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戸籍 178250  読み：タン・ダン・まゆみ 
 〔地名〕岩手県花泉町の地名 

登記 00178250  読み：タン・ダン・まゆみ 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）岩手県一関市（旧花泉町） 二ツ〓（ふたつだん） 

 

 

（２）京都府宇治市 五ケ庄〓ノ東（だんのひがし） 

 

 

（３）熊本県八代市 栴〓町 

 
 
○「登記所外字」資料 

011183AC 

新宿(東京)，不明(東京)，さいたま(埼玉)，豊中(大阪)，泉(大阪)，不明(大阪)，西宮(兵庫)，
半田(愛知)，那覇(沖縄)，札幌(北海道)，北(北海道)，南(北海道)，西(北海道) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 



 125

（１）岩手県，盛岡市，東安庭，字〓ケ森，イワテケンモリオカシヒガシアニワダンガモ

リ 

（２）山形県，上山市，金谷，字念仏〓，ヤマガタケンカミノヤマシカナヤネンブツダン 

（３）山形県，上山市，高野，字念仏〓，ヤマガタケンカミノヤマシコウヤネンブツダン 

（４）福島県，福島市，飯坂町平野，字上ノ〓，フクシマケンフクシマシイイザカマチヒ

ラノカミノダン 

（５）福島県，福島市，飯坂町平野，字下ノ〓，フクシマケンフクシマシイイザカマチヒ

ラノシモノダン 

（６）福島県，福島市，飯坂町平野，字〓ノ越，フクシマケンフクシマシイイザカマチヒ

ラノダンノコシ 

（７）福島県，福島市，飯坂町平野，字〓ノ腰，フクシマケンフクシマシイイザカマチヒ

ラノダンノコシ 

（８）福島県，福島市，飯坂町平野，字〓ノ東，フクシマケンフクシマシイイザカマチヒ

ラノダンノヒガシ 

（９）福島県，福島市，飯坂町平野，字〓ノ前，フクシマケンフクシマシイイザカマチヒ

ラノダンノマエ 

（10）福島県，福島市，飯坂町平野，字〓ノ南，フクシマケンフクシマシイイザカマチヒ

ラノダンノミナミ 

（11）福島県，福島市，飯坂町平野，字〓ノ脇，フクシマケンフクシマシイイザカマチヒ

ラノダンノワキ 

（12）福島県，福島市，飯坂町平野，字中ノ〓，フクシマケンフクシマシイイザカマチヒ

ラノナカノダン 

（13）福島県，福島市，在庭坂，字〓ノ前，フクシマケンフクシマシザイニワサカダンノ

マエ 

（14）福島県，河沼郡柳津町，大字柳津，字〓ノ浦甲，フクシマケンカワヌマグンヤナイ

ヅマチヤナイヅダンノウラコウ 

（15）福島県，河沼郡柳津町，大字柳津，字〓ノ下甲，フクシマケンカワヌマグンヤナイ

ヅマチヤナイヅダンノシタコウ 

（16）熊本県，八代市，栴〓町，クマモトケンヤツシロシセンダンマチ 

 

 

105 
  JTB3C0  UCS：237E7  X0213：2-15-74④ 

 

住基 B3C0  読み：ひし 
 〔住基使用〕** 
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戸籍 179840  読み：ひし 
 〔地名〕岩手県西磐井郡花泉町内の字名 

登記 00179840  読み：ひし 
 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一関市（旧花泉町） 〓輪田（ひしわだ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018FA5 

共通，大阪(大阪)，不明(大阪)，伊丹(兵庫)，呉(広島) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 

（１）岩手県，一関市，花泉町金沢，字〓輪田，イワテケンイチノセキシハナイズミチョ

ウカザワヒシワダ 

（２）岩手県，西磐井郡花泉町，金沢，字〓輪田，イワテケンニシイワイグンハナイズミ

マチカザワヒシワダ，2005 年 9 月廃止 

 

 

106 
  IP6CFF  UCS：6CFF 

 

住基 B423  読み：ロウ 
 〔住基使用〕* 
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戸籍 195970  読み：ギン・ゴン 
 〔地名〕福島県福島市の地名 

登記 00195970  読み：ギン・ゴン 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県福島市 〓田（ふけた） 

 
 
○「登記所外字」資料 

000190AA 

共通，葛城(奈良) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 

福島県，福島市，飯坂町東湯野，字〓田，フクシマケンフクシマシイイザカマチヒガシユ

ノフケタ 

 

 

107 
  JTB43A 

 

住基 B43A  読み：イン・ふかい・しずか・エン・ふち 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 200270  読み：エン・ふち 
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 〔地名〕福島県福島市の地名 

登記 00200270  読み：エン・ふち 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県福島市 芋〓前（いもぶちまえ），芋〓（いもぶち） 

 

 
○「登記所外字」資料 

011381F4 

杉並(東京)，府中(東京)，横浜(神奈川)，美原(大阪) 
 
 

108 
  FT2282  UCS：6DE8  X0213：1-62-38② 

 

住基 B43D  読み：ジョウ・セイ・とろ・きよい・きよめる 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 200310  読み：セイ・ソウ・シン・ジョウ・きよい 
 〔地名〕兵庫県神戸市の地名 

登記 00200310  読み：セイ・ソウ・シン・ジョウ・きよい 
 
○「自治体地名外字」資料 
兵庫県神戸市北区 福〓寺 
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○「登記所外字」資料 

011281ED 

中野(東京)，平塚(神奈川)，佐原(千葉)，大原(千葉)，日立(茨城)，不明(茨城)，館林(群馬)，
天王寺(大阪)，不明(大阪)，刈谷(愛知)，西尾(愛知)，可部(広島)，浜田(島根)，行橋(福岡)，
国分(鹿児島)，名取(宮城) 
 
 

109 
  JTB43E  UCS：6EB2 

 

住基 B43E  読み：ソウ・うつ 
 〔住基使用〕** 

戸籍 200320  読み：シュウ・シュ・ソウ・ゆばり 
 〔地名〕兵庫県神戸市の地名 

登記 00200320  読み：シュウ・シュ・ソウ・ゆばり 
 
○「自治体地名外字」資料 

兵庫県神戸市北区 〓 原（うつぎがはら） 
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110 
  FT1803  UCS：6E9D  X0213：1-25-34① 

 

住基 B471  読み：ク・みぞ・コウ 
 〔住基使用〕***** 

戸籍 202540  読み：コウ・みぞ 
〔地名〕茨城県神栖町の地名ほか 

登記 00202540  読み：コウ・みぞ 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）茨城県神栖市（旧神栖町） 〓（みぞぐち） 

 

 

（２）長野県飯田市 松尾上〓 

 

 
 

111 
  JTB4AC 

 

住基 B4AC  読み：ボ 
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 〔住基使用〕*** 

戸籍 203790  読み：ボ 
 〔地名〕愛知県常滑市大谷内の字名 

登記 00203790  読み：ボ 
 
○「自治体地名外字」資料 

愛知県常滑市 坦〓（たんぼ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018EA6 

共通，不明(愛知)，中津川(岐阜) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
愛知県，常滑市，大谷，字坦〓，アイチケントコナメシオオタニタンボ 
 
 

112 
  JTB4EA 

 

住基 B4EA  読み：カン 
 〔住基使用〕** 
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戸籍 210030  読み：カン・そそぐ 
 〔地名〕徳島県上勝町の地名 

登記 00210030  読み：カン・そそぐ 
 
○「自治体地名外字」資料 
徳島県上勝町 〓頂滝（かんじょうだき） 

 
 
 

113 
  FT2306S  UCS：6FF1  X0213：1-63-32② 

 

住基 B4EB  読み：はま 
 〔住基使用〕***** 

戸籍 210040  読み：ヒン・はま 
 〔地名〕福島県東和町の地名 

登記 00210040  読み：ヒン・はま 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県二本松市（旧東和町） 〓井場（はまいば） 
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○「登記所外字」資料 

020084D4 

横浜(神奈川) 
 
 

114 
  JTB4FD  UCS：7027  X0213：1-34-77① 

 

住基 B4FD  読み：ソウ・たき・ロウ 
 〔住基使用〕**** 

戸籍 210590  読み：ロウ・ル・リュウ・リョウ・ソウ・たき 
 〔地名〕宮城県鹿島台町の地名 

登記 00210590  読み：ロウ・ル・リュウ・リョウ・ソウ・たき 
 
○「自治体地名外字」資料 
宮城県大崎市（旧鹿島台町） 〓沢（たきさわ），〓沢山（たきさわやま） 

 

 
 

115 
  IB2290 

 

住基 B4FE  読み：ロウ・たき 
 〔住基使用〕***** 
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登記 01053810  読み：ロウ・たき 

 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一関市（旧大東町） 山〓（やまたき） 

 

 
○「登記所外字」資料 

121283CD 

豊中(大阪) 
 
 

116 
  FT2315  UCS：70AE  X0213：1-63-60② 

 

住基 B511  読み：ホウ・あぶる・おおづつ 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 213840  読み：ホウ・ビョウ・ヒョウ・あぶる 
 〔地名〕福島県棚倉町の地名 

登記 00213840  読み：ホウ・ビョウ・ヒョウ・あぶる 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県棚倉町 鉄〓町（てっぽうまち） 
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○「登記所外字」資料 

053981CE 

古河(茨城) 
 
 

117 
  JTB570  UCS：5C06 

 

住基 B570  読み：ショウ・ひきいる・ソウ・うける・まさに・はた 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 084460  読み：ショウ 
 〔地名〕福島県船引町の地名ほか 

登記 00084460  読み：ショウ 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）福島県田村市（旧船引町） 大〓内（たいしょううち） 

 

 

（２）京都府南丹市（旧園部町） 大西大〓軍（たいしょうぐん） 
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○「登記所外字」資料 

021783D3 

平塚(神奈川)，相模原(神奈川)，秦野(神奈川)，伊那(長野)，北(大阪)，天王寺(大阪)，枚方(大
阪)，不明(大阪)，須磨(兵庫)，和歌山(和歌山)，岩出(和歌山)，北九州(福岡)，名護(沖縄) 
 
 

118 
  IB0748  UCS：7247 

 

住基 B572  読み：カタ・ハン・かた・ヘン・きれ・ぺんす 
 〔住基使用〕****** 

戸籍 223110  読み：ヘン・かた 
 〔地名〕岐阜県洞戸村の地名 

登記 00223110  読み：ヘン・かた 
 
○「自治体地名外字」資料 

岐阜県関市（旧洞戸村） 〓  

 
 
○「登記所外字」資料 
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010182CE 

八王子(東京)，台東(東京)，杉並(東京)，府中(東京)，立川(東京)，福生(東京)，横浜(神奈川)，
川崎(神奈川)，横須賀(神奈川)，金沢(神奈川)，戸塚(神奈川)，麻生(神奈川)，旭(神奈川)，
港北(神奈川)，越谷(埼玉)，川越(埼玉)，東松山(埼玉)，上尾(埼玉)，不明(埼玉)，千葉(千葉)，
下妻(茨城)，水海道(茨城)，焼津(静岡)，三条(新潟)，長岡(新潟)，大阪(大阪)，堺(大阪)，西

(大阪)，天王寺(大阪)，東住吉(大阪)，北大阪(大阪)，池田(大阪)，豊中(大阪)，守口(大阪)，
四条畷(大阪)，八尾(大阪)，東大阪(大阪)，羽曳野(大阪)，長野(大阪)，佐野(大阪)，不明(大
阪)，京都(京都)，園部(京都)，京丹後(京都)，福知山(京都)，嵯峨(京都)，伏見(京都)，京田

辺(京都)，亀岡(京都)，尼崎(兵庫)，須磨(兵庫)，三田(兵庫)，加古川(兵庫)，北(兵庫)，奈良

(奈良)，桜井(奈良)，橋本(和歌山)，新城(愛知)，津島(愛知)，津(三重)，桑名(三重)，八幡(岐
阜)，多治見(岐阜)，武生(福井)，宇部(山口)，倉敷(岡山)，米子(鳥取)，福岡(福岡)，長崎(長
崎)，島原(長崎)，佐世保(長崎)，諫早(長崎)，有川(長崎)，大河原(宮城)，名取(宮城)，南(北
海道)，函館(北海道)，釧路(北海道)，北見(北海道)，徳島(徳島)，松山(愛媛) 
 
 

119 
  FT2331  UCS：737A  X0213：1-64-60② 

 

住基 B591  読み：ダツ・かわうそ・タツ 
 〔住基使用〕*** 

戸籍 233240  読み：タツ・ダツ・かわうそ・おそ 
〔地名〕福島県伊達郡霊山町内の字名，山口県玖珂郡周東町内の大

字名 

登記 00233240  読み：タツ・ダツ・かわうそ・おそ 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）福島県相馬市 〓庭（おそにわ） 
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（２）福島県伊達市（旧霊山町） 〓山（かうすやま） 

 
 
（３）山口県岩国市（旧周東町） 〓越（おそごえ） 

 

 
（４）山口県岩国市（旧周東町） 〓越（おそごえ） 

 

 
（５）山口県岩国市（旧周東町） 〓越（おそごえ） 

 

 
（６）山口県岩国市（旧周東町） 〓越（おそごえ） 

 
 
○「登記所外字」資料 
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131181DA 

京田辺(京都)，北(兵庫) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）福島県，相馬市，柚木，字〓庭，フクシマケンソウマシユヌキオソニワ 

（２）福島県，伊達市，霊山町上小国，字〓山，フクシマケンダテシリョウゼンマチカミ

オグニカウスヤマ 

（３）福島県，伊達郡霊山町，大字上小国，字〓山，フクシマケンダテグンリョウゼンマ

チカミオグニカウスヤマ，2006 年 1 月廃止 

（４）山口県，岩国市，周東町〓越，ヤマグチケンイワクニシシュウトウマチオソゴエ 

（５）山口県，玖珂郡周東町，大字〓越，ヤマグチケンクガグンシュウトウチョウオソゴ

エ，2006 年 3 月廃止 

 
 

120 
  JTB5FD 

 

住基 B5FD  読み：ジョウ・たたみ 
 〔住基使用〕 

戸籍 246300  読み：ジョウ・たたみ 
 〔地名〕岩手県大東町の地名 

登記 00246300  読み：ジョウ・たたみ 
 
○「自治体地名外字」資料 

岩手県一関市（旧大東町） 〓石（たたみいし） 
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 ※住基統一文字とは別字体（ウ冠とワ冠）。 
 

121 
  JTB5FE 

 

住基 B5FE  読み：ジョウ・たたみ 
〔住基使用〕 

戸籍 246480  読み：ジョウ・たたみ 
〔地名〕岩手県大東町の地名 

登記 00246480  読み：ジョウ・たたみ 
 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一関市（旧大東町） 〓石（たたみいし） 

 

 ※住基統一文字とは別字体（ウ冠とワ冠）。 
 

 

122 
  JTB624 

 

住基 B624  読み：テキ・まと 
〔住基使用〕 
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戸籍 254460  読み：音訓不明 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 

登記 00254460  読み：音訓不明 
 
○「自治体地名外字」資料 

愛知県設楽町 〓場（まとば） 

 

 
 

123 
  JTB634 

 

住基 B634  読み：ヨウ・エイ・みちる 
〔住基使用〕** 

戸籍 256860  読み：エイ・みちる・みたす 
〔地名〕福島県福島市の地名 

登記 00256860  読み：エイ・みちる・みたす 
 
○「自治体地名外字」資料 

福島県福島市 〓田（こぼれた） 
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○「登記所外字」資料 

120683C7 

天王寺(大阪) 
 
 

124 
  JTB635 

 

住基 B635  読み：エイ・みちる・ヨウ 
〔住基使用〕*** 

戸籍 257000  読み：エイ・ヨウ・みちる 
〔地名〕福島県福島市の地名 

登記 00257000  読み：エイ・ヨウ・みちる 
 
○「自治体地名外字」資料 

福島県福島市 〓田（こぼれた） 

 

 
○「登記所外字」資料 

120083C1 

大阪(大阪)，不明(大阪) 
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125 
  IB2489  UCS：771F 

 

住基 B649  読み：シン・ま・まこと 
〔住基使用〕***** 

戸籍 260330  読み：シン・ま 
〔地名〕宮城県山元町の地名ほか 

登記 00260330  読み：シン・ま 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）宮城県山元町 〓庭（まにわ） 

 

 
（２）愛知県新城市 〓向（まっこう），〓下（さなげ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

010482C5 

港(東京)，台東(東京)，墨田(東京)，世田谷(東京)，渋谷(東京)，杉並(東京)，町田(東京)，福

生(東京)，多摩(東京)，横浜(神奈川)，横須賀(神奈川)，小田原(神奈川)，厚木(神奈川)，神

奈川(神奈川)，金沢(神奈川)，戸塚(神奈川)，旭(神奈川)，平塚(神奈川)，相模原(神奈川)，
秦野(神奈川)，港北(神奈川)，栄(神奈川)，越谷(埼玉)，岩槻(埼玉)，草加(埼玉)，佐倉(千葉)，
館山(千葉)，下妻(茨城)，不明(茨城)，水海道(茨城)，桐生(群馬)，静岡(静岡)，沼津(静岡)，
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焼津(静岡)，韮崎(山梨)，上田(長野)，新潟(新潟)，上越(新潟)，新津(新潟)，大阪(大阪)，堺

(大阪)，北(大阪)，天王寺(大阪)，東住吉(大阪)，北大阪(大阪)，池田(大阪)，豊中(大阪)，枚

方(大阪)，守口(大阪)，四条畷(大阪)，八尾(大阪)，枚岡(大阪)，東大阪(大阪)，美原(大阪)，
羽曳野(大阪)，長野(大阪)，不明(大阪)，福知山(京都)，宇治(京都)，明石(兵庫)，姫路(兵庫)，
西宮(兵庫)，東神戸(兵庫)，三田(兵庫)，加古川(兵庫)，田辺(和歌山)，豊橋(愛知)，昭和(愛
知)，豊田(愛知)，伊勢(三重)，美濃加茂(岐阜)，砺波(富山)，呉(広島)，東広島(広島)，三原(広
島)，美作(岡山)，倉敷(岡山)，米子(鳥取)，福岡(福岡)，久留米(福岡)，柳川(福岡)，行橋(福
岡)，長崎(長崎)，佐世保(長崎)，大分(大分)，鹿児島(鹿児島)，名瀬(鹿児島)，宮崎(宮崎)，
那覇(沖縄)，名護(沖縄)，大里(沖縄)，仙台(宮城)，大河原(宮城)，石巻(宮城)，塩竃(宮城)，
東仙台(宮城)，大和(宮城)，若松(福島)，いわき(福島)，酒田(山形)，八戸(青森)，札幌(北海

道)，小樽(北海道)，北(北海道)，西(北海道)，白石(北海道)，旭川(北海道)，紋別(北海道)，
丸亀(香川)，観音寺(香川)，寒川(香川)，坂出(香川) 
 
 

126 
  IB0621  UCS：521D 

 

住基 B697  読み：ショ・うい・ソ・そめる・はじめ・はじめて・はじめる・はつ 

〔住基使用〕***** 

戸籍 022430  読み：ショ・はじめ・はじめて・はつ・うい・そめる 
〔地名〕福島県霊山町の地名 

登記 00022430  読み：ショ・はじめ・はじめて・はつ・うい・そめる 
 
○「自治体地名外字」資料 

福島県伊達市（旧霊山町） 〓沢（はつさわ） 

 

 
○「登記所外字」資料 
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010581A8 

台東(東京)，中野(東京)，杉並(東京)，府中(東京)，田無(東京)，目黒(東京)，横浜(神奈川)，
横須賀(神奈川)，厚木(神奈川)，神奈川(神奈川)，青葉(神奈川)，戸塚(神奈川)，平塚(神奈川)，
相模原(神奈川)，秦野(神奈川)，港北(神奈川)，越谷(埼玉)，川越(埼玉)，東松山(埼玉)，志

木(埼玉)，草加(埼玉)，千葉(千葉)，船橋(千葉)，千葉西(千葉)，成田(千葉)，下妻(茨城)，不

明(茨城)，古河(茨城)，甲府(山梨)，長野(長野)，松本(長野)，上越(新潟)，大阪(大阪)，堺(大
阪)，北(大阪)，西(大阪)，天王寺(大阪)，東住吉(大阪)，北大阪(大阪)，池田(大阪)，豊中(大
阪)，枚方(大阪)，守口(大阪)，四条畷(大阪)，八尾(大阪)，枚岡(大阪)，東大阪(大阪)，美原(大
阪)，富田林(大阪)，不明(大阪)，京都(京都)，神戸(兵庫)，尼崎(兵庫)，姫路(兵庫)，須磨(兵
庫)，西宮(兵庫)，東神戸(兵庫)，三田(兵庫)，加古川(兵庫)，奈良(奈良)，橋本(和歌山)，熱

田(愛知)，鳴海(愛知)，昭和(愛知)，瀬戸(愛知)，津島(愛知)，犬山(愛知)，豊田(愛知)，不明

(愛知)，金沢(石川)，砺波(富山)，尾道(広島)，山口(山口)，高梁(岡山)，倉敷(岡山)，鳥取(鳥
取)，浜田(島根)，福岡(福岡)，久留米(福岡)，筑紫(福岡)，粕屋(福岡)，大牟田(福岡)，八幡(福
岡)，長崎(長崎)，島原(長崎)，佐世保(長崎)，壱岐(長崎)，諫早(長崎)，有川(長崎)，天草(熊
本)，熊本南(熊本)，鹿児島(鹿児島)，日南(宮崎)，宜野湾(沖縄)，仙台(宮城)，大河原(宮城)，
石巻(宮城)，気仙沼(宮城)，塩竃(宮城)，東仙台(宮城)，大和(宮城)，築館(宮城)，白河(福島)，
盛岡(岩手)，花巻(岩手)，北上(岩手)，白石(北海道)，高松(香川)，阿南(徳島)，松山(愛媛)，
八幡浜(愛媛) 
 
 

127 
  IB2543 

 

住基 B6A7  読み：のと 
〔住基使用〕** 

戸籍 275200  読み：のと 
〔地名〕大分県安心院町の地名 

登記 00275200  読み：のと 
 
○「自治体地名外字」資料 

大分県宇佐市（旧安心院町） 西〓（にしのと） 
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○「日本行政区画便覧」 

 
（１）大分県，宇佐市，安心院町西〓，オオイタケンウサシアジムマチニシノト 

（２）大分県，宇佐郡安心院町，大字西〓，オオイタケンウサグンアジムマチニシノト，

2005 年 3 月廃止 

 
 

128 
  FT2366  UCS：7960  X0213：1-67-12② 

 

住基 B6AE  読み：シ・ほこら・ジ・まつる 
〔住基使用〕*** 

戸籍 275510  読み：シ・ジ・ほこら・まつる 
〔地名〕愛知県武豊町の地名ほか 

登記 00275510  読み：シ・ジ・ほこら・まつる 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）愛知県武豊町 〓峯（ほこらみね） 

 
 
（２）京都府京丹波町（旧瑞穂町） 下〓田（げしでん） 



 147

 

 
○「登記所外字」資料 

00018DFC 

共通，横浜(神奈川)，神奈川(神奈川)，吉田(山梨)，堺(大阪)，岸和田(大阪)，天王寺(大阪)，
八尾(大阪)，東大阪(大阪)，泉(大阪)，京都(京都)，尼崎(兵庫)，須磨(兵庫)，熱田(愛知)，広

島(広島)，宮古(岩手) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
愛知県，知多郡武豊町，字〓峯，アイチケンチタグンタケトヨチョウホコラミネ 

 
 

129 
  FT2367  UCS：7957  X0213：1-67-13② 

 

住基 B6B0  読み：ギ・シ・つつしむ 
〔住基使用〕**** 

戸籍 275520  読み：シ・つつしむ 
〔地名〕岩手県水沢市の地名ほか 

登記 00275520  読み：シ・つつしむ 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）岩手県奥州市（旧水沢市） 〓園（ぎおん） 
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（２）福島県本宮市（旧本宮町） 〓園（ぎおん） 

 
 
（３）福島県二本松市（旧東和町） 祢〓跡（ねぎあと） 

 
 
（４）静岡県島田市 〓園町（ぎおんちょう） 

 

 
（５）愛知県岡崎市 〓園（ぎおん），〓園出（ぎおんで），田〓（たがみ） 

 
 
（６）愛知県豊田市 〓園（ぎおん） 

 
 
○「登記所外字」資料 
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00018DEF 

共通，城南(東京)，旭(神奈川)，渋川(群馬)，十日町(新潟)，大阪(大阪)，堺(大阪)，北(大阪)，
東住吉(大阪)，北大阪(大阪)，豊中(大阪)，枚方(大阪)，不明(大阪)，京都(京都)，福知山(京
都)，嵯峨(京都)，向日(京都)，伏見(京都)，京田辺(京都)，亀岡(京都)，宇治(京都)，呉(広島)，
福岡(福岡)，鹿児島(鹿児島)，那覇(沖縄)，名取(宮城)，盛岡(岩手)，花巻(岩手)，北上(岩手)，
不明(高知) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）岩手県，奥州市，水沢区佐倉河，字〓園，イワテケンオウシュウシミズサワクサク

ラカワギオン 

（２）福島県，二本松市，太田，字祢〓跡，フクシマケンニホンマツシオオタネギアト 

（３）福島県，本宮市，荒井，字〓園，フクシマケンモトミヤシアライギオン 

（４）福島県，安達郡東和町，太田，字祢〓跡，フクシマケンアダチグントウワマチオオ

タネギアト，2005 年 12 月廃止 

（５）愛知県，岡崎市，秦梨町，字〓園出，アイチケンオカザキシハダナシチョウギオン

デ 

（６）愛知県，岡崎市，矢作町，字〓園，アイチケンオカザキシヤハギチョウギオン 

（７）愛知県，豊田市，駒場町，〓園，アイチケントヨタシコマバチョウギオン 

（８）宮崎県，延岡市，〓園町，ミヤザキケンノベオカシギオンマチ 

 
 

130 
  JTB6E3 

 

住基 B6E3  読み：ソ・はじめ 
〔住基使用〕 

戸籍 276360  読み：音訓不明 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 
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登記 00276360  読み：音訓不明 
 
○「自治体地名外字」資料 

愛知県設楽町 〓田（ねぎだ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

180681A4 

熱田(愛知) 
 
 

131 
  JTB71A 

 

住基 B71A  読み：ブ・なでる 
〔住基使用〕 

戸籍 278020  読み：なで 
〔地名〕福島県郡山市逢瀬町内の字名・字●付(なでつけ) 

登記 00278020  読み：なで 

 
○「自治体地名外字」資料 
福島県郡山市 〓付（なでつけ） 
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○「日本行政区画便覧」 

 

福島県，郡山市， 瀬町多田野，字〓付，フクシマケンコオリヤマシオウセマチタダノナ

デツケ 

 
 

132 
  FT2377  UCS：79AE  X0213：1-67-25② 

 

住基 B723  読み：いや・のり・レイ・ライ 
〔住基使用〕***** 

戸籍 278210  読み：レイ・ライ・いや 
〔地名〕岩手県大東町の地名 

登記 00278210  読み：レイ・ライ・いや 
 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一関市（旧大東町） 〓田（れいだ），〓田（れいだ） 
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133 
  IB0827  UCS：79B1  X0213：1-89-35③ 

 

住基 B729  読み：トウ・いのる 
〔住基使用〕*** 

戸籍 278360  読み：トウ・いのる 
〔地名〕福岡県八女市の地名 

登記 00278360  読み：トウ・いのる 
 
○「自治体地名外字」資料 

福岡県八女市 祈〓院（きとういん） 

 

 
○「登記所外字」資料 

020086B0 

横浜(神奈川)，厚木(神奈川)，相模原(神奈川)，港北(神奈川)，大阪(大阪)，豊中(大阪)，枚

岡(大阪)，不明(大阪)，桜井(奈良)，鹿児島(鹿児島)，那覇(沖縄)，沖縄(沖縄)，宜野湾(沖縄)，
大河原(宮城)，登米(宮城) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
福岡県，八女市，大字祈〓院，フクオカケンヤメシキトウイン，2006 年 10 月廃止 
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134 
  JTB739 

 

住基 B739  読み：はら 
〔住基使用〕*** 

登記 01066840  読み：ハツ 

 
○「自治体地名外字」資料 
京都府綾部市 〓イ森（はらいもり） 

 
 
○「登記所外字」資料 

00018DDE 

共通，藤沢(神奈川)，下田(静岡)，北大阪(大阪)，徳島(徳島) 
 
 

135 
  FT1909  UCS：7A17  X0213：1-41-03① 

 

住基 B742  読み：ひえ・ハイ 
〔住基使用〕***** 

戸籍 281160  読み：ハイ・ヒ・ベ・ひえ 
〔地名〕宮城県石巻市の地名ほか 
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登記 00281160  読み：ハイ・ヒ・ベ・ひえ 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）宮城県石巻市 〓沢（ひえさわ），〓畑（ひえばた） 

 

 
（２）鳥取県八頭町（旧八東町） 〓谷（ひえだに） 

 

 
○「登記所外字」資料 

120084DF 

大阪(大阪) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）岩手県，〓貫郡，イワテケンヒエヌキグン，2006 年 1 月廃止 

（２）岩手県，〓貫郡大迫町，イワテケンヒエヌキグンオオハサママチ，2006 年 1 月廃止 

（３）岩手県，〓貫郡石鳥谷町，イワテケンヒエヌキグンイシドリヤチョウ，2006 年 1 月

廃止 

 
 

136 
  IB0256 
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住基 B743  読み：ばら 
〔住基使用〕* 

戸籍 281540  読み：ばら 
〔地名〕愛知県岡崎市戸崎町内の字名 

登記 00281540  読み：ばら 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県岡崎市 〓山（ばらやま）  

 
 
○「登記所外字」資料 

00018DD5 

共通 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
愛知県，岡崎市，戸崎町，字〓山，アイチケンオカザキシトサキチョウバラヤマ 

 
 

137 
  JTB787 

 

住基 B787  読み：セツ・ひそかに・セチ 
〔住基使用〕*** 
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戸籍 287720  読み：セチ・セツ・ぬすむ 
〔地名〕愛知県岡崎市の地名 

登記 00287720  読み：セチ・セツ・ぬすむ 
 
○「自治体地名外字」資料 

愛知県岡崎市 〓樹（ひそこ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018DD2 

共通 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
愛知県，岡崎市，矢作町，字〓樹，アイチケンオカザキシヤハギチョウヒソコ 

 
 

138 
  HG1639  UCS：7BAD  X0213：1-32-93① 

 

住基 B7B8  読み：や・ゼン・セン 
〔住基使用〕**** 

戸籍 292900  読み：セン・や 
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〔地名〕鳥取県福部村の地名 

登記 00292900  読み：セン・や 
 
○「自治体地名外字」資料 

鳥取県鳥取市（旧福部村） 〓渓（やだに） 

 

 
 

139 
  IB2651 

 

住基 B7BA  読み：やな 
〔住基使用〕*** 

戸籍 294010  読み：ヤナセ・やな 
〔地名〕徳島県相生町の地名 

登記 00294010  読み：ヤナセ・やな 
 
○「自治体地名外字」資料 

徳島県那賀町（旧相生町） 〓ノ上 

 
 
○「登記所外字」資料 
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020084DF 

横浜(神奈川)，出水(鹿児島) 
 
 

140 
  IB2650  UCS：7B9E  X0213：1-89-67③ 

 

住基 B7BB  読み：カン・うつぼ 
〔住基使用〕*** 

戸籍 293990  読み：うつぼ 
〔地名〕佐賀県東松浦郡厳木町内の大字名 

登記 00293990  読み：うつぼ 

 
○「自治体地名外字」資料 
佐賀県唐津市（旧厳木町） 〓木（うつぼぎ） 

 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）佐賀県，唐津市，厳木町〓木，サガケンカラツシキュウラギマチウツボギ 

（２）佐賀県，東松浦郡厳木町，大字〓木，サガケンヒガシマツウラグンキュウラギマチ

ウツボギ，2005 年 1 月廃止 
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141 
  JTB7C9 

 

住基 B7C9  読み：へら 
〔住基使用〕 

戸籍 294000  読み：ヘイ 
〔地名〕福島県田島町の地名 

登記 00294000  読み：ヘイ 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県南会津町（旧田島町） 〓畑ケ（へらばたけ） 

 

 
 

142 
  KS299180 

 

住基 B7EA  読み：ロウ 
〔住基使用〕**** 

戸籍 299180  読み：ロウ・ル・リョウ・リュ・かご・こめる・こもる 
〔地名〕福島県大信村の地名 

登記 00299180  読み：ロウ・ル・リョウ・リュ・かご・こめる・こもる 
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○「自治体地名外字」資料 
福島県白河市（旧大信村） 日〓（ひろう） 

 

 
○「登記所外字」資料 

010182C5 

八王子(東京)，新宿(東京)，杉並(東京)，横須賀(神奈川)，青葉(神奈川)，旭(神奈川)，天王

寺(大阪)，東住吉(大阪)，加古川(兵庫)，岩出(和歌山)，倉吉(鳥取) 
 
 

143 
  JTB83B 

 

住基 B83B  読み：ドン 
〔住基使用〕 

戸籍 309870  読み：カ・ゲ 
〔地名〕宮城県鹿島台町の地名 

登記 00309870  読み：カ・ゲ 
 
○「自治体地名外字」資料 

宮城県大崎市（旧鹿島台町） 〓子澤（どんすざわ） 
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144 
  JTB85B 

 

住基 B85B  読み：ケイ・つなぎ 
〔住基使用〕*** 

戸籍 312240  読み：ケイ・かける・つなぐ 
〔地名〕岩手県湯田町の地名ほか 

登記 00312240  読み：ケイ・かける・つなぐ 
 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県西和賀町（旧湯田町） 小〓沢（こつなぎざわ） 

 

 
 

145 
  JTB8A7 

 

住基 B8A7  読み：しじ 
〔住基使用〕 

戸籍 245720  読み：じじ 
〔地名〕秋田県協和町の地名 
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登記 00245720  読み：じじ 
 
○「自治体地名外字」資料 
秋田県大仙市（旧協和町） 中山ノ内〓ヶ沢（じじがさわ），〓ヶ堤（じじがつつみ） 

 

 
○「日本行政区画便覧」 

 

（１）秋田県，大仙市，協和荒川，字〓ケ堤，アキタケンダイセンシキョウワアラカワジ

ジガツツミ 

（２）秋田県，大仙市，協和荒川，字中山ノ内〓ケ沢，アキタケンダイセンシキョウワア

ラカワナカヤマノウチジジガサワ 

 

 

146 
  FT2444  UCS：8012  X0213：1-70-48② 

 

住基 B8A9  読み：きたす・いざ・こむぎ・より・きたる・ルイ・すき・ライ・く 
      る 

〔住基使用〕***** 

戸籍 162670  読み：ライ・リョク・リキ・くる・きたる・きたす 
〔地名〕岩手県一戸町の地名ほか 

登記 00162670  読み：ライ・リョク・リキ・くる・きたる・きたす 
 
○「自治体地名外字」資料 
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（１）岩手県一戸町 〓田（らいでん） 

 

 
（２）福島県平田村 蓬〓内（ほうきうち） 

 

 
○「登記所外字」資料 

011382D8 

杉並(東京)，厚木(神奈川)，戸塚(神奈川)，大和(神奈川)，志木(埼玉)，柏(千葉)，石岡(茨城)，
堺(大阪)，岸和田(大阪)，北(大阪)，天王寺(大阪)，東住吉(大阪)，池田(大阪)，守口(大阪)，
八尾(大阪)，佐野(大阪)，不明(大阪)，神戸(兵庫)，尼崎(兵庫)，須磨(兵庫)，西宮(兵庫)，加

古川(兵庫)，北(兵庫)，葛城(奈良)，五條(奈良)，長浜(滋賀)，和歌山(和歌山)，岩出(和歌山)，
熱田(愛知)，昭和(愛知)，津島(愛知)，刈谷(愛知)，松阪(三重)，鳥取(鳥取)，出雲(島根)，福

岡(福岡)，飯塚(福岡)，田川(福岡)，筑紫(福岡)，福間(福岡)，八幡(福岡)，五島(長崎)，有川

(長崎)，杵築(大分)，川内(鹿児島)，仙台(宮城)，古川(宮城)，白河(福島)，高松(香川)，徳島

(徳島)，鳴門(徳島) 
 
 

147 
  JTB8DA 

 

住基 B8DA  読み：また 
〔住基使用〕** 

戸籍 161770  読み：また 
〔地名〕青森県五戸町の地名 
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登記 00161770  読み：また 
 
○「自治体地名外字」資料 

青森県五戸町 北ノ〓（きたのまた） 

 
 
○「登記所外字」資料 

00018DF4 

共通 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
青森県，三戸郡五戸町，大字扇田，字北ノ〓，アオモリケンサンノヘグンゴノヘマチオウ

ギダキタノマタ 

 

 

148 
  JTB8DB 

 

住基 B8DB  読み：しわ・ロウ 
〔住基使用〕 

戸籍 161800  読み：リュウ・ロウ 
〔地名〕岡山県川上町の地名 

登記 00161800  読み：リュウ・ロウ 
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○「自治体地名外字」資料 

岡山県高梁市（旧川上町） 〓数（しわす） 

 
 
○「登記所外字」資料 

00018DBB 

共通，岡山西(岡山) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）岡山県，高梁市，川上町〓数，オカヤマケンタカハシシカワカミチョウシワス 

（２）岡山県，川上郡川上町，大字〓数，オカヤマケンカワカミグンカワカミチョウシワ

ス，2004 年 10 月廃止 

 
 

149 
  JTB8FA  UCS：26944 

 

住基 B8FA  読み：ダイ 
〔住基使用〕* 

戸籍 336600  読み：ダイ・うてな 
〔地名〕福島県福島市の地名 

登記 00336600  読み：ダイ・うてな 
 
○「自治体地名外字」資料 
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福島県福島市 〓畑（だいはた） 

 

 
○「登記所外字」資料 

012681A7 

武蔵野(東京)，平塚(神奈川)，東住吉(大阪)，八尾(大阪) 
 
 

150 
  KS337260  UCS：8207 

 

住基 B8FE  読み：ヨ・あたえる 
〔住基使用〕*** 

戸籍 337260  読み：ヨ・あたえる 
〔地名〕福島県福島市の地名ほか 

登記 00337260  読み：ヨ・あたえる 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）福島県福島市 〓治内（よじうち） 

 

 
（２）愛知県愛西市（旧佐屋町） 〓右渕（よえぶち） 
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○「登記所外字」資料 

021381FB 

旭(神奈川)，川越(埼玉)，天王寺(大阪)，佐賀(佐賀)，名護(沖縄) 
 
 

151 
  IB1067  UCS：8218  X0213：1-20-60① 

 

住基 B906  読み：いえ・とまる・やど・タテ・カン・やかた・たち・たて 
〔住基使用〕***** 

戸籍 500720  読み：カン・やかた・たち・たて 
〔地名〕岩手県一戸町の地名ほか 

登記 00500720  読み：カン・やかた・たち・たて 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）岩手県洋野町（旧大野村） 上〓 

 

 
（２）岩手県一戸町 北〓（きただて） 
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（３）福島県三春町 〓（たて） 

 

 
（４）千葉県南房総市（旧千倉町） 平〓（へたて） 

 
 
○「登記所外字」資料 

010182FE 

八王子(東京)，渋谷(東京)，杉並(東京)，福生(東京)，横浜(神奈川)，神奈川(神奈川)，平塚(神
奈川)，志木(埼玉)，戸田(埼玉)，大阪(大阪)，東住吉(大阪)，池田(大阪)，枚方(大阪)，尼崎(兵
庫)，大津(滋賀)，岡崎(愛知)，津島(愛知)，不明(愛知)，四日市(三重)，鈴鹿(三重)，金沢(石
川)，八幡(福岡)，仙台(宮城)，盛岡(岩手)・花巻(岩手)・十和田(青森)・北見(北海道) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）岩手県，九戸郡大野村，大字上〓，イワテケンクノヘグンオオノムラカミダテ，2006

年 1 月廃止 

（２）岩手県，九戸郡洋野町，上〓，イワテケンクノヘグンヒロノチョウカミダテ 

（３）秋田県，横手市，十文字町睦合，字〓前，アキタケンヨコテシジュウモンジマチム

ツアイタテマエ 

（４）秋田県，由利郡岩城町，下黒川，字角力〓，アキタケンユリグンイワキマチシモク

ロカワスモダテ，2005 年 3 月廃止 

（５）秋田県，由利郡岩城町，下黒川，字〓道，アキタケンユリグンイワキマチシモクロ
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カワタテミチ，2005 年 3 月廃止 

（６）秋田県，由利郡岩城町，富田，字古〓，アキタケンユリグンイワキマチトミタフル

ダテ，2005 年 3 月廃止 

（７）富山県，富山市，〓出，トヤマケントヤマシタチイデ，1996 年 11 月廃止 

 
 

152 
  JTB907 

 

住基 B907  読み：タテ・やかた 
〔住基使用〕*** 

戸籍 500730  読み：カン・やかた・たち・たて 
〔地名〕岩手県大東町の地名 

登記 00500730  読み：カン・やかた・たち・たて 
 
○「自治体地名外字」資料 

岩手県一関市（旧大東町） 八幡〓（はちまんだて），西〓（にしたて） 

 

 
○「登記所外字」資料 

020085BC 

横浜(神奈川)，不明(大阪)，金沢(石川)，砺波(富山) 
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153 
  FT1751  UCS：82A6  X0213：1-16-18① 

 

住基 B92A  読み：コ・いえ・いおり・リョ・あし・ロ 
〔住基使用〕***** 

戸籍 342950  読み：ロ・あし 
〔地名〕宮城県気仙沼市の地名ほか 

登記 00342950  読み：ロ・あし 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）北海道猿払村 〓野 

 

 
（２）宮城県塩竈市 〓畔（あしぐろ）町 

 
 
（３）宮城県大崎市（旧古川市） 片葉〓（かたはあし） 

 
 
（４）宮城県気仙沼市 小〓（こあし） 



 171

 

 
（５）宮城県色麻町 〓田沢上（あしだのさわがみ），〓田野沢東（あしだのさわひがし） 

 

 
（６）宮城県大崎市（旧鹿島台町） 福〓（ふくあし） 

 

 
（７）宮城県栗原市（旧花山村） 草木沢〓ノ口（あしのくち） 

 
 
（８）山形県酒田市 〓原（あしわら） 

 

 
（９）山形県尾花沢市 〓沢（あしざわ） 

 
 
（10）福島県鮫川村 〓ノ草（あしのくさ） 
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（11）茨城県大子町 〓野倉（あしのくら） 

 

 
（12）埼玉県横瀬町 〓ケ久保（あしがくぼ） 

 

 
（13）千葉県茂原市 〓網（あしあみ） 

 
 
（14）山梨県南アルプス市（旧芦安村） 〓安村〓倉（あしくら） 

 

 
（15）長野県立科町 〓田（あしだ），〓田八ケ野（あしだしはっかの） 
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（16）広島県呉市 広三〓（ひろみあし） 

 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）北海道，〓別市，ホッカイドウアシベツシ 

（２）北海道，〓別市，〓別，ホッカイドウアシベツシアシベツ 

（３）北海道，〓別市，上〓別町，ホッカイドウアシベツシカミアシベツチョウ 

（４）北海道，〓別市，西〓別町，ホッカイドウアシベツシニシアシベツチョウ 

（５）北海道，天塩郡豊富町，字〓川，ホッカイドウテシオグントヨトミチョウアシカワ 

（６）宮城県，仙台市青葉区，上愛子，字〓見，ミヤギケンセンダイシアオバクカミアヤ

シアシミ 

（７）宮城県，仙台市太白区，〓の口，ミヤギケンセンダイシタイハククアシノクチ 

（８）宮城県，仙台市泉区，小角，字〓沢，ミヤギケンセンダイシイズミクオガクアシザ

ワ 

（９）宮城県，仙台市泉区，実沢，字細椚向〓沢，ミヤギケンセンダイシイズミクサネザ

ワホソクヌキムカイアシザワ 

（10）宮城県，気仙沼市，字小〓，ミヤギケンケセンヌマシコアシ，2006 年 3 月廃止 

（11）宮城県，気仙沼市，小〓，ミヤギケンケセンヌマシコアシ 

（12）宮城県，白石市，大鷹沢鷹巣，字〓ノ又，ミヤギケンシロイシシオオタカサワタカ

ノスアシノマタ 

（13）宮城県，白石市，大鷹沢鷹巣，字〓ノ又後山，ミヤギケンシロイシシオオタカサワ

タカノスアシノマタウシロヤマ 

（14）宮城県，角田市，島田，字〓ケ沢，ミヤギケンカクダシシマダアシガサワ 

（15）宮城県，大崎市，三本木伊賀，字〓口，ミヤギケンオオサキシサンボンギイガアシ

ノクチ 

（16）宮城県，大崎市，三本木桑折，字〓の口，ミヤギケンオオサキシサンボンギコオリ

アシノクチ 

（17）宮城県，大崎市，三本木桑折，字〓ノ口山，ミヤギケンオオサキシサンボンギコオ

リアシノクチヤマ 

（18）宮城県，亘理郡山元町，坂元，字合〓，ミヤギケンワタリグンヤマモトチョウサカ

モトアイアシ 

（19）宮城県，亘理郡山元町，坂元，字〓合，ミヤギケンワタリグンヤマモトチョウサカ

モトアシアイ 

（20）宮城県，亘理郡山元町，坂元，字〓田，ミヤギケンワタリグンヤマモトチョウサカ
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モトアシダ 

（21）秋田県，大仙市，協和峰吉川，字〓沢堰場沢，アキタケンダイセンシキョウワミネ

ヨシカワアシザワセキバサワ 

（22）秋田県，大仙市，協和峰吉川，字〓沢通，アキタケンダイセンシキョウワミネヨシ

カワアシザワドオリ 

（23）秋田県，大仙市，協和峰吉川，字〓沢前田，アキタケンダイセンシキョウワミネヨ

シカワアシザワマエダ 

（24）秋田県，大仙市，協和峰吉川，字〓沢真木，アキタケンダイセンシキョウワミネヨ

シカワアシザワマギ 

（25）秋田県，大仙市，協和峰吉川，字〓沢山，アキタケンダイセンシキョウワミネヨシ

カワアシザワヤマ 

（26）秋田県，大仙市，協和峰吉川，字小〓沢，アキタケンダイセンシキョウワミネヨシ

カワコアシザワ 

（27）山形県，酒田市，大字豊里，字〓原，ヤマガタケンサカタシトヨサトアシワラ，2005

年 11 月廃止 

（28）山形県，酒田市，豊里，字〓原，ヤマガタケンサカタシトヨサトアシワラ 

（29）福島県，いわき市，大久町大久，字〓沢，フクシマケンイワキシオオヒサマチオオ

ヒサアシザワ 

（30）福島県，いわき市，小名浜相子島，字〓ノ作，フクシマケンイワキシオナハマアイ

コシマアシノサク 

（31）福島県，いわき市，平下大越，字〓替，フクシマケンイワキシタイラシモオオゴエ

アシガエ 

（32）福島県，いわき市，遠野町滝，字〓ノ草，フクシマケンイワキシトオノマチタキア

シノクサ 

（33）山梨県，南アルプス市，〓安〓倉，ヤマナシケンミナミアルプスシアシヤスアシク

ラ 

（34）山梨県，南アルプス市，〓安安通，ヤマナシケンミナミアルプスシアシヤスアンツ

ウ 

（35）山梨県，上野原市，〓垣，ヤマナシケンウエノハラシアシガキ 

（36）山梨県，東八代郡〓川村，ヤマナシケンヒガシヤツシログンアシガワムラ，2006 年

8 月廃止 

（37）山梨県，東八代郡〓川村，上〓川，ヤマナシケンヒガシヤツシログンアシガワムラ

カミアシガワ，2006 年 8 月廃止 

（38）山梨県，東八代郡〓川村，中〓川，ヤマナシケンヒガシヤツシログンアシガワムラ

ナカアシガワ，2006 年 8 月廃止 

（39）山梨県，西八代郡三珠町，下〓川，ヤマナシケンニシヤツシログンミタマチョウシ

モアシガワ，2005 年 10 月廃止 

（40）山梨県，中巨摩郡敷島町，上〓沢，ヤマナシケンナカコマグンシキシママチカミア

シザワ，2004 年 9 月廃止 

（41）山梨県，中巨摩郡敷島町，下〓沢，ヤマナシケンナカコマグンシキシママチシモア
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シザワ，2004 年 9 月廃止 

（42）山梨県，中巨摩郡〓安村，ヤマナシケンナカコマグンアシヤスムラ，2003 年 4 月廃

止 

（43）山梨県，中巨摩郡〓安村，〓倉，ヤマナシケンナカコマグンアシヤスムラアシクラ，

2003 年 4 月廃止 

（44）山梨県，北都留郡上野原町，〓垣，ヤマナシケンキタツルグンウエノハラマチアシ

ガキ，2005 年 2 月廃止 

（45）長野県，北佐久郡立科町，大字〓田，ナガノケンキタサクグンタテシナマチアシタ 

（46）長野県，北佐久郡立科町，大字〓田八ケ野，ナガノケンキタサクグンタテシナマチ

アシタハッカノ 

（47）岐阜県，大野郡白川村，大字〓倉，ギフケンオオノグンシラカワムラアシクラ 

（48）愛知県，一宮市，三条，字〓山，アイチケンイチノミヤシサンジョウアシヤマ 

（49）愛知県，豊田市，篠原町，〓迫，アイチケントヨタシササバラチョウアシバサマ 

（50）愛知県，豊田市，猿投町，〓迫，アイチケントヨタシサナゲチョウアシバサマ 

（51）愛知県，尾西市，三条，字〓山，アイチケンビサイシサンジョウアシヤマ，2005 年

4 月廃止 

（52）愛知県，愛知郡東郷町，大字和合，字〓廻間，アイチケンアイチグントウゴウチョ

ウワゴウアシバサマ 

（53）愛知県，渥美郡赤羽根町，大字赤羽根，字〓前，アイチケンアツミグンアカバネチ

ョウアカバネアシマエ，2003 年 8 月廃止 

（54）京都府，綾部市，岡安町，〓谷，キョウトフアヤベシオカヤスチョウアシタニ 

（55）京都府，綾部市，新庄町，〓谷，キョウトフアヤベシシンジョウチョウアシタニ 

（56）兵庫県，姫路市，夢前町〓田，ヒョウゴケンヒメジシユメサキチョウアシダ 

（57）兵庫県，豊岡市，竹野町〓谷，ヒョウゴケントヨオカシタケノチョウアシダニ 

（58）兵庫県，飾磨郡夢前町，〓田，ヒョウゴケンシカマグンユメサキチョウアシダ，2006

年 3 月廃止 

（59）兵庫県，城崎郡竹野町，〓谷，ヒョウゴケンキノサキグンタケノチョウアシダニ，

2005 年 4 月廃止 

（60）兵庫県，美方郡浜坂町，〓屋，ヒョウゴケンミカタグンハマサカチョウアシヤ，2005

年 10 月廃止 

（61）和歌山県，和歌山市，〓辺丁，ワカヤマケンワカヤマシアシベチョウ 

（62）鳥取県，八頭郡智頭町，大字〓津，トットリケンヤズグンチヅチョウアシヅ 

（63）島根県，出雲市，〓渡町，シマネケンイズモシアシワタチョウ 

（64）岡山県，美作市，〓河内，オカヤマケンミマサカシアシゴウチ 

（65）岡山県，英田郡作東町，〓河内，オカヤマケンアイダグンサクトウチョウアシゴウ

チ，2005 年 3 月廃止 

（66）広島県，〓品郡，ヒロシマケンアシナグン，2003 年 2 月廃止 

（67）広島県，〓品郡協和村，ヒロシマケンアシナグンキョウワソン，1975 年 2 月廃止 

（68）広島県，〓品郡芦田町，ヒロシマケンアシナグンアシダチョウ，1974 年 4 月廃止 

（69）広島県，〓品郡駅家町，ヒロシマケンアシナグンエキヤチョウ，1975 年 2 月廃止 
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（70）広島県，〓品郡新市町，ヒロシマケンアシナグンシンイチチョウ，2003 年 2 月廃止 

（71）徳島県，板野郡板野町，川端，字〓谷，トクシマケンイタノグンイタノチョウカワ

バタアシタニ 

（72）徳島県，板野郡板野町，川端，字〓谷山，トクシマケンイタノグンイタノチョウカ

ワバタアシタニヤマ 

（73）佐賀県，武雄市，朝日町，大字〓原，サガケンタケオシアサヒチョウアシハラ 

（74）佐賀県，武雄市，橘町，大字〓原，サガケンタケオシタチバナチョウアシハラ 

 
 

154 
  JTB92B  UCS：82A6  X0213：1-16-18① 

 

住基 B92B  読み：ロ・あし 
〔住基使用〕*** 

戸籍 343010  読み：ロ・コ・あし 
〔地名〕岩手県大東町の地名ほか 

登記 00343010  読み：ロ・コ・あし 
 
○「自治体地名外字」資料 

岩手県一関市（旧大東町） 〓沢（あしざわ），〓澤（あしざわ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

020482BC 

厚木(神奈川) 
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155 
  FT1751  UCS：82A6  X0213：X0213：1-16-18① 

 

住基 B92C  読み：カ・あし・コ・よし・ゴ・ロ 
〔住基使用〕**** 

戸籍 343000  読み：ロ・あし 
〔地名〕宮城県塩竈市の地名ほか 

登記 00343000  読み：ロ・あし 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）岩手県一戸町 〓ケ沢（あしがさわ） 

 
 
（２）宮城県山元町 〓田（あしだ），〓合（あしあい），合〓（あいよし） 

 
 
（３）宮城県利府町 〓ノ口（あしのくち） 

 

 
（４）愛知県一宮市 〓山（よしやま） 
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（５）兵庫県神戸市東灘区 〓原，神戸市兵庫区 〓原通，神戸市北区 〓谷山， 

 
 
 

156 
  JTB92D  UCS：82A6  X0213：1-16-18① 

 

住基 B92D  読み：あし・ロ 
〔住基使用〕*** 

戸籍 344420  読み：ロ・あし 
〔地名〕宮城県三本木町内の地名 

登記 00344420  読み：ロ・あし 
 
○「自治体地名外字」資料 

宮城県大崎市（旧三本木町） 〓ノ口（あしのくち），〓ノ口山（あしのくちやま） 

 

 
○「登記所外字」資料 
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120185AD 

堺(大阪)，北(大阪)，東住吉(大阪)，八尾(大阪)，枚岡(大阪)，不明(大阪)，三田(兵庫) 
 
 

157 
  JTB92E  UCS：82A6 

 

住基 B92E  読み：あし・ロ 
〔住基使用〕* 

戸籍 343020  読み：ロ・あし 
〔地名〕愛知県尾西市内の地名 

登記 00343020  読み：ロ・あし 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県一宮市（旧尾西市） 〓山（あしやま） 

 

 
 

158 
  JTB94A 

 

住基 B94A  読み：ガイ・かる 
〔住基使用〕** 
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戸籍 344410  読み：音訓不明 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 

登記 00344410  読み：音訓不明 
 
○「自治体地名外字」資料 

愛知県設楽町 〓山（かりやま） 

 
 
○「登記所外字」資料 

120183D7 

堺(大阪)，岸和田(大阪)，北大阪(大阪)，泉(大阪)，新宮(和歌山)，岩出(和歌山)，橋本(和歌

山)，津山(岡山)，長崎(長崎)，いわき(福島) 
 
 

159 
  JTB966  UCS：44B9 

 

住基 B966  読み：ライ 
〔住基使用〕* 

戸籍 345990  読み：ライ・レ・ルイ 
〔地名〕愛知県弥富町の地名 

登記 00345990  読み：ライ・レ・ルイ 
 
○「自治体地名外字」資料 
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愛知県弥富市（旧弥富町） 蓬〓（ほうらい） 

 

 
 

160 
  JTB967  UCS：8330  X0213：2-86-14④ 

 

住基 B967  読み：グミ・ユ 
〔住基使用〕** 

戸籍 346010  読み：ユ 
〔地名〕福島県川俣町の地名 

登記 00346010  読み：ユ 
 
○「自治体地名外字」資料 

福島県川俣町 〓作（ぐみさく） 

 

 
 

161 
  JTB968  UCS：8330 

 

住基 B968  読み：ユ 
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〔住基使用〕**** 

戸籍 345890  読み：ユ・み 
〔地名〕大阪府大阪狭山市内の町名 

登記 00345890  読み：ユ・み 
 
○「自治体地名外字」資料 

大阪府大阪狭山市 茱〓木（くみのき），東茱〓木（ひがしくみのき） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018FDD 

共通，大阪(大阪)，北(大阪)，天王寺(大阪)，北大阪(大阪)，枚岡(大阪)，泉(大阪)，神戸(兵
庫)，明石(兵庫)，社(兵庫)，東神戸(兵庫)，三田(兵庫)，北(兵庫)，豊川(愛知)，高松(香川)，
高知(高知)，松山(愛媛) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）大阪府，大阪狭山市，茱〓木，オオサカフオオサカサヤマシクミノキ 

（２）大阪府，大阪狭山市，東茱〓木，オオサカフオオサカサヤマシヒガシクミノキ 

 
 

162 
  JTB96A  UCS：8362  X0213：1-90-77③ 

 

住基 B96A  読み：ウ 
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〔住基使用〕** 

戸籍 346020  読み：ウ 
〔地名〕福島県郡山市の地名ほか 

登記 00346020  読み：ウ 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）福島県郡山市 〓干場（うほしば） 

 

 ※住基統一文字とは別字体（ウ冠とワ冠）。 
 
（２）福島県須賀川市 〓畑（うばたけ） 

 

 ※住基統一文字とは別字体（ウ冠とワ冠）。 
 
 

163 
  JTB985 

 

住基 B985  読み：コウ・あら 
〔住基使用〕**** 

戸籍 347850  読み：コウ・あらい・あれる・あらす 
〔地名〕福島県飯館村の地名 
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登記 00347850  読み：コウ・あらい・あれる・あらす 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県飯舘村 〓井（あらい） 

 

 
○「登記所外字」資料 

020089C7 

横浜(神奈川)，平塚(神奈川)，栄(神奈川)，大阪(大阪)，豊中(大阪)，東大阪(大阪)，不明(大
阪) 
 
 

164 
  JTB989 

 

住基 B989  読み：ト・うさぎ 
〔住基使用〕**** 

戸籍 347870  読み：ト・ツ・ズ 
〔地名〕京都府宇治市の地名 

登記 00347870  読み：ト・ツ・ズ 
 
○「自治体地名外字」資料 

京都府宇治市 〓道（とどう）荒槇 
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○「登記所外字」資料 

00018EF6 

共通，京都(京都) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
京都府，宇治市，〓道，キョウトフウジシトドウ 

 
 

165 
  JTB98A 

 

住基 B98A  読み：ボウ・かたわら 
〔住基使用〕 

戸籍 347780  読み：ぼう 
〔地名〕福島県郡山市内の字名 

登記 00347780  読み：ぼう 
 
○「自治体地名外字」資料 

福島県郡山市 午〓曾根（ごぼうそね） 
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○「日本行政区画便覧」 

 

福島県，郡山市， 瀬町多田野，字午〓曾根，フクシマケンコオリヤマシオウセマチタダ

ノゴボウソネ 

 
 

166 
  JTB9A9  UCS：8413  X0213：1-72-32② 

 

住基 B9A9  読み：ギ・かや 
〔住基使用〕** 

戸籍 350190  読み：ケン・かや 
〔地名〕岩手県大東町の地名ほか 

登記 00350190  読み：ケン・かや 
 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一関市（旧大東町） 〓（かや） 
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167 
  JTB9AB  UCS：834A  X0213：1-23-53① 

 

住基 B9AB  読み：ケイ・いばら・にんじんぼく 
〔住基使用〕 

戸籍 350230  読み：ケイ・いばら 
〔地名〕和歌山県御坊市の地名 

登記 00350230  読み：ケイ・いばら 
 
○「自治体地名外字」資料 

和歌山県御坊市 〓木（いばらぎ） 

 
 
 

168 
  JTB9AC 

 

住基 B9AC  読み：ケ・はな・カ 
〔住基使用〕* 

戸籍 350180  読み：カ・ケ・はな 
〔地名〕鹿児島県吹上町の地名 

登記 00350180  読み：カ・ケ・はな 
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○「自治体地名外字」資料 
鹿児島県日置市（旧吹上町） 〓熟里 

 

 
○「登記所外字」資料 

020082BD 

横浜(神奈川)，天王寺(大阪) 
 
 

169 
  FT1769  UCS：845B  X0213：1-19-75① 

 

住基 B9D5  読み：かずら・つる・カツ・くず・カチ・つづら 
〔住基使用〕******* 

戸籍 352760  読み：カツ・くず・かずら・つづら 
〔地名〕岩手県一戸町の地名ほか 

登記 00352760  読み：カツ・くず・かずら・つづら 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）岩手県葛巻町 〓巻町〓巻，〓巻町江■，〓巻町田部 

 

 
（２）岩手県滝沢村 諸〓川（もろくずがわ） 



 189

 

 
（３）岩手県盛岡市（旧玉山村） 〓巻（くずまき） 

 
 
（４）岩手県一関市（旧室根村） 〓ヶ沢（くずがさわ） 

 
 
（５）岩手県岩泉町 肘〓 

 

 
（６）岩手県一戸町 金〓前田（かなくずまえだ），〓沢（くずさわ），夏〓（なつくず） 

 
 
（７）宮城県色麻町 〓野沢（くずのさわ）一番，〓野沢（くずのさわ）二番，〓野沢（く

ずのさわ）三番 
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（８）宮城県栗原市（旧栗駒町） 〓峰（くずみね），〓峰前（くずみねまえ） 

 

 
（９）秋田県大館市（旧比内町） 大〓（おおくぞ）字森合，大〓（おおくぞ）字大〓，

大〓字大〓家後（おおくぞいえうしろ） 

 

 
（10）秋田県大仙市（旧神岡町） 金〓（かなくず），金〓古川敷（かなくずふるかわしき），

金〓古川端（かなくずふるかわばた） 

 

 
（11）福島県郡山市 〓幡（くずはた），〓沢（くずさわ），〓釜（かつらかま） 

 
 
（12）福島県葛尾村 〓尾村（かつらおむら） 

 

 
（13）茨城県古河市（旧総和町） 〓生（かずろう） 
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（14）栃木県佐野市（旧葛生町） 〓生町，〓生町大字〓生 

 

 
（15）埼玉県毛呂山町 大字〓貫（つづらぬき） 

 

 
（16）埼玉県熊谷市（旧妻沼町） 〓和田（くずわだ） 

 
 
（17）埼玉県鷲宮町 〓梅（くずめ），北〓飾郡（きたかつしかぐん）鷲宮町 

 

 
（18）埼玉県杉戸町 北〓飾郡杉戸町 

 
 
（19）埼玉県春日部市（旧庄和町） 北〓飾郡（きたかつしかぐん）庄和町 
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（20）千葉県野田市（旧関宿町） 東〓飾郡（ひがしかつしかぐん） 

 

 
（21）千葉県柏市（旧沼南町） 東〓飾郡（ひがしかつしかぐん）昭南町 

 

 
（22）東京都江戸川区 東〓西，西〓西，南〓西 

 

 
（23）神奈川県藤沢市 〓原 

 

 
（24）新潟県新潟市北区（旧豊栄市） 〓塚 
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（25）富山県富山市（旧大沢野町） 〓原（つづはら） 

 
 
（26）富山県富山市（旧八尾町） 西〓坂（にしくずさか），東〓坂（ひがしくずさか） 

 

 
（27）静岡県川根町 〓籠（つづら） 

 

 
（28）愛知県愛西市（旧立田村） 〓木（かつらぎ） 

 

 
（29）三重県度会町 〓原（くずわら） 

 
 
（30）兵庫県尼崎市 〓藁（あざくずわら） 
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（31）奈良県葛城市（旧當麻町） 北〓城（きたかつらぎ）郡當麻町 

 

 
（32）奈良県上牧町 北〓城郡上牧町 

 

 
（33）奈良県王寺町 北〓城郡（きたかつらぎぐん），〓下（かつしも） 

 

 
（34）奈良県広陵町 北〓城郡広陵町 

 

 
（35）奈良県河合町 北〓城郡（かつらぎぐん） 

 

 
（36）鳥取県鳥取市（旧佐治村） 〓谷（かずらたに） 
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（37）愛媛県今治市（旧玉川町） 〓谷（かずらたに） 

 

 
（38）福岡県北九州市門司区 〓葉（くずは）一丁目，同小倉南区 上〓原（かみくずは

ら）一丁目，同小倉南区 〓原高松（くずはらたかまつ）一丁目 

 

 
（39）長崎県佐世保市（旧小佐々町） 〓籠免（つづらめん） 

 

 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）青森県，青森市，大字大別内，字〓野，アオモリケンアオモリシオオベツナイクズ

ノ 

（２）青森県，弘前市，大字中別所，字〓野，アオモリケンヒロサキシナカベッショクズ

ノ 

（３）青森県，弘前市，大字〓原，アオモリケンヒロサキシクズハラ 

（４）青森県，八戸市，大字鮫町，字〓ノ芽，アオモリケンハチノヘシサメマチクズノメ 

（５）青森県，黒石市，大字石名坂，字〓崎川原，アオモリケンクロイシシイシナザカク

ズサキカワラ 

（６）青森県，黒石市，大字花巻，字〓崎，アオモリケンクロイシシハナマキクズサキ 
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（７）青森県，五所川原市，大字下岩崎，字〓ノ森，アオモリケンゴショガワラシシモイ

ワサキクズノモリ 

（８）青森県，平川市，〓川，アオモリケンヒラカワシクズカワ 

（９）青森県，平川市，〓川，〓川沢，アオモリケンヒラカワシクズカワクズカワサワ 

（10）青森県，平川市，〓川，〓川平，アオモリケンヒラカワシクズカワクズカワタイラ 

（11）青森県，平川市，〓川，〓川出口，アオモリケンヒラカワシクズカワクズカワデグ

チ 

（12）青森県，東津軽郡平内町，大字外童子，字〓派平，アオモリケンヒガシツガルグン

ヒラナイマチソトドウジクズハダイラ 

（13）青森県，中津軽郡岩木町，大字〓原，アオモリケンナカツガルグンイワキマチクズ

ハラ，2006 年 2 月廃止 

（14）青森県，南津軽郡藤崎町，大字〓野，アオモリケンミナミツガルグンフジサキマチ

クズノ 

（15）青森県，南津軽郡藤崎町，大字中野目，字〓巻，アオモリケンミナミツガルグンフ

ジサキマチナカノメクズマキ 

（16）青森県，南津軽郡藤崎町，大字吉向，字〓巻，アオモリケンミナミツガルグンフジ

サキマチヨシムカイクズマキ 

（17）青森県，南津軽郡平賀町，大字〓川，アオモリケンミナミツガルグンヒラカマチク

ズカワ，2006 年 1 月廃止 

（18）青森県，南津軽郡平賀町，大字〓川，字〓川沢，アオモリケンミナミツガルグンヒ

ラカマチクズカワクズカワサワ，2006 年 1 月廃止 

（19）青森県，南津軽郡平賀町，大字〓川，字〓川平，アオモリケンミナミツガルグンヒ

ラカマチクズカワクズカワタイラ，2006 年 1 月廃止 

（20）青森県，南津軽郡平賀町，大字〓川，字〓川出口，アオモリケンミナミツガルグン

ヒラカマチクズカワクズカワデグチ，2006 年 1 月廃止 

（21）岩手県，盛岡市，浅岸，字上大〓，イワテケンモリオカシアサギシカミオオクズ 

（22）岩手県，盛岡市，浅岸，字下大〓，イワテケンモリオカシアサギシシモオオクズ 

（23）岩手県，盛岡市，玉山区馬場，字〓巻，イワテケンモリオカシタマヤマクババクズ

マキ 

（24）岩手県，花巻市，〓，イワテケンハナマキシクズ 

（25）岩手県，北上市，相去町，〓西檀，イワテケンキタカミシアイサリチョウカサイダ

ン 

（26）岩手県，一関市，室根町津谷川，字〓ケ沢，イワテケンイチノセキシムロネチョウ

ツヤガワクズガサワ 

（27）岩手県，岩手郡雫石町，大字西根，第２４地割字上〓根田，イワテケンイワテグン

シズクイシチョウニシネダイ 24 チワリアザカミカツコンダ，2002 年 4 月廃止 

（28）岩手県，岩手郡雫石町，大字西根，第２６地割字〓根田，イワテケンイワテグンシ

ズクイシチョウニシネダイ 26 チワリアザカツコンダ，2002 年 4 月廃止 

（29）岩手県，岩手郡雫石町，大字西根，第２７地割字下〓根田，イワテケンイワテグン

シズクイシチョウニシネダイ 27 チワリアザシモカツコンダ，2002 年 4 月廃止 
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（30）岩手県，岩手郡雫石町，西根，〓根田，イワテケンイワテグンシズクイシチョウニ

シネカツコンダ 

（31）岩手県，岩手郡雫石町，西根，上〓根田，イワテケンイワテグンシズクイシチョウ

ニシネカミカツコンダ 

（32）岩手県，岩手郡雫石町，西根，下〓根田，イワテケンイワテグンシズクイシチョウ

ニシネシモカツコンダ 

（33）岩手県，岩手郡〓巻町，イワテケンイワテグンクズマキマチ 

（34）岩手県，岩手郡〓巻町，〓巻，イワテケンイワテグンクズマキマチクズマキ 

（35）岩手県，岩手郡滝沢村，鵜飼，字諸〓川，イワテケンイワテグンタキザワムラウカ

イモロクズガワ 

（36）岩手県，岩手郡玉山村，大字馬場，字〓巻，イワテケンイワテグンタマヤマムラバ

バクズマキ，2006 年 1 月廃止 

（37）岩手県，東磐井郡室根村，津谷川，字〓ケ沢，イワテケンヒガシイワイグンムロネ

ムラツヤガワクズガサワ，2005 年 9 月廃止 

（38）岩手県，下閉伊郡岩泉町，下有芸，字肘〓，イワテケンシモヘイグンイワイズミチ

ョウシモウゲイヒジクズ 

（39）岩手県，二戸郡一戸町，月舘，字金〓，イワテケンニノヘグンイチノヘマチツキダ

テカナクズ 

（40）岩手県，二戸郡一戸町，月舘，字金〓前田，イワテケンニノヘグンイチノヘマチツ

キダテカナクズマエダ 

（41）岩手県，二戸郡一戸町，月舘，字〓沢，イワテケンニノヘグンイチノヘマチツキダ

テクズサワ 

（42）岩手県，二戸郡一戸町，月舘，字夏〓，イワテケンニノヘグンイチノヘマチツキダ

テナツクズ 

（43）宮城県，仙台市青葉区，郷六，字〓岡，ミヤギケンセンダイシアオバクゴウロクク

ズオカ 

（44）宮城県，仙台市青葉区，郷六，字〓岡下，ミヤギケンセンダイシアオバクゴウロク

クズオカシタ 

（45）宮城県，石巻市，湊，字〓和田，ミヤギケンイシノマキシミナトクズワタ，1997 年

9 月廃止 

（46）宮城県，石巻市，湊，字〓和田山，ミヤギケンイシノマキシミナトクズワタヤマ 

（47）宮城県，栗原市，栗駒文字，〓峰，ミヤギケンクリハラシクリコマモンジクズミネ 

（48）宮城県，栗原市，栗駒文字，〓峰前，ミヤギケンクリハラシクリコマモンジクズミ

ネマエ 

（49）宮城県，柴田郡柴田町，大字槻木，字〓岡，ミヤギケンシバタグンシバタマチツキ

ノキクズオカ 

（50）宮城県，柴田郡柴田町，大字槻木，字〓岡山，ミヤギケンシバタグンシバタマチツ

キノキクズオカヤマ 

（51）宮城県，柴田郡柴田町，大字槻木，字新〓岡，ミヤギケンシバタグンシバタマチツ

キノキシンクズオカ 
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（52）宮城県，柴田郡柴田町，大字槻木，字西〓岡，ミヤギケンシバタグンシバタマチツ

キノキニシクズオカ 

（53）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢一番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ

オウジョウジクズノサワ 01 バン 

（54）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢二番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ

オウジョウジクズノサワ 02 バン 

（55）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢三番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ

オウジョウジクズノサワ 03 バン，2003 年 3 月廃止 

（56）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢四番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ

オウジョウジクズノサワ 04 バン，2003 年 3 月廃止 

（57）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢五番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ

オウジョウジクズノサワ 05 バン，2003 年 3 月廃止 

（58）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢六番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ

オウジョウジクズノサワ 06 バン 

（59）宮城県，加美郡色麻町，王城寺，字〓野沢七番，ミヤギケンカミグンシカマチョウ

オウジョウジクズノサワ 07 バン 

（60）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡岩ノ沢，ミヤギケンタマツクリグンイワ

デヤママチカミヤマサトクヅオカイワノサワ，2006 年 3 月廃止 

（61）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡大沢田，ミヤギケンタマツクリグンイワ

デヤママチカミヤマサトクヅオカオオサワタ，2006 年 3 月廃止 

（62）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡大師田，ミヤギケンタマツクリグンイワ

デヤママチカミヤマサトクヅオカオオシダ，2006 年 3 月廃止 

（63）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡沢田，ミヤギケンタマツクリグンイワデ

ヤママチカミヤマサトクヅオカサワダ，2006 年 3 月廃止 

（64）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡高田，ミヤギケンタマツクリグンイワデ

ヤママチカミヤマサトクヅオカタカダ，2006 年 3 月廃止 

（65）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡舘ノ下，ミヤギケンタマツクリグンイワ

デヤママチカミヤマサトクヅオカタテノシタ，2006 年 3 月廃止 

（66）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡樋田，ミヤギケンタマツクリグンイワデ

ヤママチカミヤマサトクヅオカトエダ，2006 年 3 月廃止 

（67）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡中屋敷，ミヤギケンタマツクリグンイワ

デヤママチカミヤマサトクヅオカナカヤシキ，2006 年 3 月廃止 

（68）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡南無田，ミヤギケンタマツクリグンイワ

デヤママチカミヤマサトクヅオカナブタ，2006 年 3 月廃止 

（69）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡沼田，ミヤギケンタマツクリグンイワデ

ヤママチカミヤマサトクヅオカヌマタ，2006 年 3 月廃止 

（70）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡早坂，ミヤギケンタマツクリグンイワデ

ヤママチカミヤマサトクヅオカハヤサカ，2006 年 3 月廃止 

（71）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡引沼，ミヤギケンタマツクリグンイワデ

ヤママチカミヤマサトクヅオカヒキヌマ，2006 年 3 月廃止 
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（72）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡宮地，ミヤギケンタマツクリグンイワデ

ヤママチカミヤマサトクヅオカミヤチ，2006 年 3 月廃止 

（73）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡宮ノ下，ミヤギケンタマツクリグンイワ

デヤママチカミヤマサトクヅオカミヤノシタ，2006 年 3 月廃止 

（74）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡柳田，ミヤギケンタマツクリグンイワデ

ヤママチカミヤマサトクヅオカヤナギダ，2006 年 3 月廃止 

（75）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡要害，ミヤギケンタマツクリグンイワデ

ヤママチカミヤマサトクヅオカヨウガイ，2006 年 3 月廃止 

（76）宮城県，玉造郡岩出山町，上山里，字〓岡若宮，ミヤギケンタマツクリグンイワデ

ヤママチカミヤマサトクヅオカワカミヤ，2006 年 3 月廃止 

（77）宮城県，栗原郡若柳町，武鎗，字〓倉，ミヤギケンクリハラグンワカヤナギチョウ

ムヤリクズクラ，2005 年 4 月廃止 

（78）宮城県，栗原郡栗駒町，文字，〓峰，ミヤギケンクリハラグンクリコママチモンジ

クズミネ，2005 年 4 月廃止 

（79）宮城県，栗原郡栗駒町，文字，〓峰前，ミヤギケンクリハラグンクリコママチモン

ジクズミネマエ，2005 年 4 月廃止 

（80）秋田県，秋田市，太平黒沢，字〓原，アキタケンアキタシタイヘイクロサワクゾハ

ラ 

（81）秋田県，大館市，〓原，アキタケンオオダテシクゾワラ 

（82）秋田県，大館市，比内町大〓，アキタケンオオダテシヒナイマチオオクゾ 

（83）秋田県，大館市，比内町大〓，字大〓，アキタケンオオダテシヒナイマチオオクゾ

オオクゾ 

（84）秋田県，大館市，比内町大〓，字大〓家後，アキタケンオオダテシヒナイマチオオ

クゾオオクゾイエウシロ 

（85）秋田県，大館市，比内町大〓，字大〓家後山根，アキタケンオオダテシヒナイマチ

オオクゾオオクゾイエウシロヤマネ 

（86）秋田県，本荘市，〓法，アキタケンホンジョウシクズノリ，2005 年 3 月廃止 

（87）秋田県，本荘市，〓法，字〓法，アキタケンホンジョウシクズノリクズノリ，2005

年 3 月廃止 

（88）秋田県，男鹿市，野石，字〓田，アキタケンオガシノイシクズタ 

（89）秋田県，由利本荘市，〓岡，アキタケンユリホンジョウシクズオカ 

（90）秋田県，由利本荘市，〓岡，字〓岡，アキタケンユリホンジョウシクズオカクズオ

カ 

（91）秋田県，由利本荘市，〓法，アキタケンユリホンジョウシクズノリ 

（92）秋田県，由利本荘市，〓法，字〓法，アキタケンユリホンジョウシクズノリクズノ

リ 

（93）秋田県，由利本荘市，鳥海町上川内，字〓ケ台，アキタケンユリホンジョウシチョ

ウカイマチカミカワウチクズガダイ 

（94）秋田県，由利本荘市，鳥海町上笹子，字〓平，アキタケンユリホンジョウシチョウ

カイマチカミジネゴクズビラ 
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（95）秋田県，大仙市，神宮寺，字金〓，アキタケンダイセンシジングウジカナクズ 

（96）秋田県，大仙市，神宮寺，字金〓砂崎，アキタケンダイセンシジングウジカナクズ

スサキ 

（97）秋田県，大仙市，神宮寺，字金〓砂崎川原，アキタケンダイセンシジングウジカナ

クズスサキガワラ 

（98）秋田県，大仙市，神宮寺，字金〓古川敷，アキタケンダイセンシジングウジカナク

ズフルカワシキ 

（99）秋田県，大仙市，神宮寺，字金〓古川端，アキタケンダイセンシジングウジカナク

ズフルカワバタ 

（100）秋田県，大仙市，神宮寺，字下金〓，アキタケンダイセンシジングウジシタカナク

ズ 

（101）秋田県，北秋田市，七日市，字上〓黒岱，アキタケンキタアキタシナヌカイチカミ

クゾグロタイ 

（102）秋田県，北秋田市，七日市，字〓黒，アキタケンキタアキタシナヌカイチクゾグロ 

（103）秋田県，北秋田市，七日市，字〓黒堂ノ下，アキタケンキタアキタシナヌカイチク

ゾグロドウノシタ 

（104）秋田県，北秋田市，七日市，字〓沢岱，アキタケンキタアキタシナヌカイチクゾサ

ワタイ 

（105）秋田県，にかほ市，象潟町横岡，字〓畑，アキタケンニカホシキサカタマチヨコオ

カクズハタ 

（106）秋田県，北秋田郡鷹巣町，七日市，字上〓黒岱，アキタケンキタアキタグンタカノ

スマチナヌカイチカミクゾグロタイ，2005 年 3 月廃止 

（107）秋田県，北秋田郡鷹巣町，七日市，字〓黒，アキタケンキタアキタグンタカノスマ

チナヌカイチクゾグロ，2005 年 3 月廃止 

（108）秋田県，北秋田郡鷹巣町，七日市，字〓黒堂下，アキタケンキタアキタグンタカノ

スマチナヌカイチクゾグロドウシタ，2005 年 3 月廃止 

（109）秋田県，北秋田郡比内町，大〓，アキタケンキタアキタグンヒナイマチオオクゾ，

2005 年 6 月廃止 

（110）秋田県，北秋田郡比内町，大〓，字大〓，アキタケンキタアキタグンヒナイマチオ

オクゾオオクゾ，2005 年 6 月廃止 

（111）秋田県，北秋田郡比内町，大〓，字大〓家後，アキタケンキタアキタグンヒナイマ

チオオクゾオオクゾイエウシロ，2005 年 6 月廃止 

（112）秋田県，北秋田郡比内町，大〓，字大〓家後山根，アキタケンキタアキタグンヒナ

イマチオオクゾオオクゾイエウシロヤマネ，2005 年 6 月廃止 

（113）秋田県，南秋田郡若美町，野石，字〓田，アキタケンミナミアキタグンワカミマチ

ノイシクズタ，2005 年 3 月廃止 

（114）秋田県，由利郡象潟町，横岡，字〓畑，アキタケンユリグンキサカタマチヨコオカ

クズハタ，2005 年 10 月廃止 

（115）秋田県，由利郡鳥海町，上川内，字〓ケ台，アキタケンユリグンチョウカイマチカ

ミカワウチクズガダイ，2005 年 3 月廃止 
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（116）秋田県，由利郡鳥海町，上笹子，字〓平，アキタケンユリグンチョウカイマチカミ

ジネゴクゾビラ，2005 年 3 月廃止 

（117）秋田県，由利郡大内町，〓岡，アキタケンユリグンオオウチマチクズオカ，2005 年

3 月廃止 

（118）秋田県，由利郡大内町，〓岡，字〓岡，アキタケンユリグンオオウチマチクズオカ

クズオカ，2005 年 3 月廃止 

（119）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字金〓，アキタケンセンボクグンカミオカマチジ

ングウジカナクズ，2005 年 3 月廃止 

（120）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字金〓砂崎，アキタケンセンボクグンカミオカマ

チジングウジカナクズスサキ，2005 年 3 月廃止 

（121）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字金〓砂崎川原，アキタケンセンボクグンカミオ

カマチジングウジカナクズスサキガワラ，2005 年 3 月廃止 

（122）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字金〓古川敷，アキタケンセンボクグンカミオカ

マチジングウジカナクズフルカワシキ，2005 年 3 月廃止 

（123）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字金〓古川端，アキタケンセンボクグンカミオカ

マチジングウジカナクズフルカワバタ，2005 年 3 月廃止 

（124）秋田県，仙北郡神岡町，神宮寺，字下金〓，アキタケンセンボクグンカミオカマチ

ジングウジシタカナクズ，2005 年 3 月廃止 

（125）秋田県，仙北郡太田町，三本扇，字〓堀，アキタケンセンボクグンオオタマチサン

ボンオウギクズホリ，2005 年 3 月廃止 

（126）福島県，郡山市，熱海町中山，字〓釜，フクシマケンコオリヤマシアタミマチナカ

ヤマカツラカマ 

（127）福島県，郡山市， 瀬町多田野，字〓沢，フクシマケンコオリヤマシオウセマチタ

ダノクズサワ 

（128）福島県，郡山市，日和田町八丁目，字〓崖，フクシマケンコオリヤマシヒワダマチ

ハッチョウメクズガケ 

（129）福島県，郡山市，三穂田町富岡，字〓幡，フクシマケンコオリヤマシミホタマチト

ミオカクズハタ 

（130）福島県，原町市，大原，字〓久保，フクシマケンハラマチシオオハラクズクボ，2006

年 1 月廃止 

（131）福島県，喜多方市，山都町朝倉，字〓祖乙，フクシマケンキタカタシヤマトマチア

サクラクズソオツ 

（132）福島県，田村市，船引町春山，字〓坊，フクシマケンタムラシフネヒキマチハルヤ

マカツラボウ 

（133）福島県，南相馬市，原町区大原，字〓久保，フクシマケンミナミソウマシハラマチ

クオオハラクズクボ 

（134）福島県，伊達市，霊山町石田，字〓窪，フクシマケンダテシリョウゼンマチイシダ

クズクボ 

（135）福島県，伊達郡霊山町，大字石田，字〓窪，フクシマケンダテグンリョウゼンマチ
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イシダクズクボ，2006 年 1 月廃止 

（136）福島県，南会津郡田島町，大字糸沢，字〓ノ原，フクシマケンミナミアイヅグンタ

ジママチイトザワクズノハラ，2006 年 3 月廃止 

（137）福島県，南会津郡南会津町，糸沢，字〓ノ原，フクシマケンミナミアイヅグンミナ

ミアイヅマチイトザワクズノハラ 

（138）福島県，耶麻郡北塩原村，大字大塩，字〓草山，フクシマケンヤマグンキタシオバ

ラムラオオシオクズクサヤマ 

（139）福島県，耶麻郡北塩原村，大字北山，字〓浦沢，フクシマケンヤマグンキタシオバ

ラムラキタヤマカツウラザワ 

（140）福島県，耶麻郡北塩原村，大字北山，字〓葉，フクシマケンヤマグンキタシオバラ

ムラキタヤマクズハ 

（141）福島県，耶麻郡山都町，大字朝倉，字〓祖乙，フクシマケンヤマグンヤマトマチア

サクラクズソオツ，2006 年 1 月廃止 

（142）福島県，田村郡船引町，大字春山，字〓坊，フクシマケンタムラグンフネヒキマチ

ハルヤマカツラボウ，2005 年 3 月廃止 

（143）福島県，双葉郡浪江町，大字赤宇木，字〓久保，フクシマケンフタバグンナミエマ

チアコウギクツクボ 

（144）福島県，双葉郡〓尾村，フクシマケンフタバグンカツラオムラ 

（145）福島県，双葉郡〓尾村，大字〓尾，フクシマケンフタバグンカツラオムラカツラオ 

（146）茨城県，古河市，〓生，イバラキケンコガシカズロウ 

（147）茨城県，つくば市，大字〓城根崎，イバラキケンツクバシカツラギネサキ，2002 年

11 月廃止 

（148）茨城県，つくば市，〓城根崎，イバラキケンツクバシカツラギネサキ 

（149）茨城県，猿島郡総和町，大字〓生，イバラキケンサシマグンソウワマチカズロウ，

2005 年 9 月廃止 

（150）栃木県，佐野市，〓生西，トチギケンサノシクズウニシ 

（151）栃木県，佐野市，〓生東，トチギケンサノシクズウヒガシ 

（152）栃木県，さくら市，〓城，トチギケンサクラシカツラギ 

（153）栃木県，塩谷郡喜連川町，大字〓城，トチギケンシオヤグンキツレガワマチカツラ

ギ，2005 年 3 月廃止 

（154）栃木県，安蘇郡〓生町，トチギケンアソグンクズウマチ，2005 年 2 月廃止 

（155）栃木県，安蘇郡〓生町，大字〓生，トチギケンアソグンクズウマチクズウ，2005 年

2 月廃止 

（156）埼玉県，熊谷市，〓和田，サイタマケンクマガヤシクズワダ 

（157）埼玉県，東松山市，大字〓袋，サイタマケンヒガシマツヤマシクズブクロ 

（158）埼玉県，入間郡毛呂山町，大字〓貫，サイタマケンイルマグンモロヤママチツヅラ

ヌキ 

（159）埼玉県，大里郡妻沼町，大字〓和田，サイタマケンオオサトグンメヌママチクズワ

ダ，2005 年 10 月廃止 

（160）埼玉県，北〓飾郡，サイタマケンキタカツシカグン 
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（161）埼玉県，北〓飾郡栗橋町，サイタマケンキタカツシカグンクリハシマチ 

（162）埼玉県，北〓飾郡鷲宮町，サイタマケンキタカツシカグンワシミヤマチ 

（163）埼玉県，北〓飾郡鷲宮町，大字〓梅，サイタマケンキタカツシカグンワシミヤマチ

クズメ 

（164）埼玉県，北〓飾郡鷲宮町，〓梅，サイタマケンキタカツシカグンワシミヤマチクズ

メ 

（165）埼玉県，北〓飾郡幸手町，サイタマケンキタカツシカグンサッテマチ，1986 年 10

月廃止 

（166）埼玉県，北〓飾郡杉戸町，サイタマケンキタカツシカグンスギトマチ 

（167）埼玉県，北〓飾郡松伏町，サイタマケンキタカツシカグンマツブシマチ 

（168）埼玉県，北〓飾郡吉川町，サイタマケンキタカツシカグンヨシカワマチ，1996 年 4

月廃止 

（169）埼玉県，北〓飾郡三郷町，サイタマケンキタカツシカグンミサトマチ，1972 年 5 月

廃止 

（170）埼玉県，北〓飾郡庄和町，サイタマケンキタカツシカグンショウワマチ，2005 年

10 月廃止 

（171）千葉県，千葉市中央区，〓城，チバケンチバシチュウオウクカツラギ 

（172）千葉県，船橋市，〓飾町，チバケンフナバシシカツシカチョウ 

（173）千葉県，東〓飾郡，チバケンヒガシカツシカグン，2005 年 3 月廃止 

（174）千葉県，東〓飾郡浦安町，チバケンヒガシカツシカグンウラヤスマチ，1981 年 4 月

廃止 

（175）千葉県，東〓飾郡鎌ヶ谷町，チバケンヒガシカツシカグンカマガヤマチ，1971 年 9

月廃止 

（176）千葉県，東〓飾郡関宿町，チバケンヒガシカツシカグンセキヤドマチ，2003 年 6 月

廃止 

（177）千葉県，東〓飾郡我孫子町，チバケンヒガシカツシカグンアビコマチ，1970 年 7 月

廃止 

（178）千葉県，東〓飾郡沼南町，チバケンヒガシカツシカグンショウナンマチ，2005 年 3

月廃止 

（179）千葉県，夷隅郡大多喜町，〓藤，チバケンイスミグンオオタキマチクズフジ 

（180）東京都，〓飾区，トウキョウトカツシカク 

（181）東京都，江戸川区，北〓西，トウキョウトエドガワクキタカサイ 

（182）東京都，江戸川区，中〓西，トウキョウトエドガワクナカカサイ 

（183）東京都，江戸川区，西〓西，トウキョウトエドガワクニシカサイ 

（184）東京都，江戸川区，東〓西，トウキョウトエドガワクヒガシカサイ 

（185）東京都，江戸川区，南〓西，トウキョウトエドガワクミナミカサイ 

（186）東京都，江戸川区，〓西，トウキョウトエドガワクカサイ，1982 年 9 月廃止 

（187）神奈川県，横浜市都筑区，〓が谷，カナガワケンヨコハマシツヅキククズガヤ 

（188）神奈川県，藤沢市，〓原，カナガワケンフジサワシクズハラ 

（189）新潟県，新潟市北区，〓塚，ニイガタケンニイガタシキタククズツカ 
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（190）新潟県，新潟市，〓塚，ニイガタケンニイガタシクズツカ，2007 年 4 月廃止 

（191）新潟県，見附市，〓巻，ニイガタケンミツケシクズマキ 

（192）新潟県，見附市，〓巻町，ニイガタケンミツケシクズマキマチ 

（193）新潟県，見附市，〓巻東町，ニイガタケンミツケシクズマキヒガシマチ 

（194）新潟県，見附市，〓巻西町，ニイガタケンミツケシクズマキニシマチ 

（195）新潟県，見附市，〓巻南町，ニイガタケンミツケシクズマキミナミマチ 

（196）新潟県，豊栄市，〓塚，ニイガタケントヨサカシクズツカ，2005 年 3 月廃止 

（197）新潟県，岩船郡神林村，大字〓籠山，ニイガタケンイワフネグンカミハヤシムラツ

ヅラヤマ 

（198）富山県，富山市，〓原，トヤマケントヤマシツヅハラ 

（199）富山県，富山市，八尾町西〓坂，トヤマケントヤマシヤツオマチニシクミサカ 

（200）富山県，富山市，八尾町東〓坂，トヤマケントヤマシヤツオマチヒガシクミサカ 

（201）富山県，氷見市，〓葉，トヤマケンヒミシクズバ 

（202）富山県，上新川郡大沢野町，〓原，トヤマケンカミニイカワグンオオサワノマチツ

ヅハラ，2005 年 4 月廃止 

（203）富山県，婦負郡八尾町，西〓坂，トヤマケンネイグンヤツオマチニシクズサカ，2005

年 4 月廃止 

（204）富山県，婦負郡八尾町，東〓坂，トヤマケンネイグンヤツオマチヒガシクズサカ，

2005 年 4 月廃止 

（205）福井県，武生市，〓岡町，フクイケンタケフシクズオカチョウ，2005 年 10 月廃止 

（206）福井県，越前市，〓岡町，フクイケンエチゼンシクズオカチョウ 

（207）山梨県，大月市，七保町，〓野，ヤマナシケンオオツキシナナホマチカズノ 

（208）山梨県，西八代郡六郷町，〓篭沢，ヤマナシケンニシヤツシログンロクゴウチョウ

ツヅラサワ，2005 年 10 月廃止 

（209）山梨県，西八代郡市川三郷町，〓篭沢，ヤマナシケンニシヤツシログンイチカワミ

サトチョウツヅラサワ 

（210）長野県，上伊那郡中川村，〓島，ナガノケンカミイナグンナカガワムラカツラシマ 

（211）岐阜県，山県市，〓原，ギフケンヤマガタシクズハラ 

（212）岐阜県，山県郡美山町，〓原，ギフケンヤマガタグンミヤマチョウクズハラ，2003

年 4 月廃止 

（213）岐阜県，吉城郡上宝村，大字〓山，ギフケンヨシキグンカミタカラムラクズヤマ，

2005 年 2 月廃止 

（214）静岡県，静岡市清水区，〓沢，シズオカケンシズオカシシミズクトズラサワ 

（215）静岡県，静岡市，清水〓沢，シズオカケンシズオカシシミズトズラサワ，2005 年 4

月廃止 

（216）静岡県，清水市，〓沢，シズオカケンシミズシトズラサワ，2003 年 4 月廃止 

（217）静岡県，掛川市，〓ケ丘，シズオカケンカケガワシカツラガオカ 

（218）静岡県，掛川市，〓川，シズオカケンカケガワシクズカワ 

（219）静岡県，裾野市，〓山，シズオカケンスソノシカヅラヤマ 

（220）静岡県，榛原郡川根町，〓籠，シズオカケンハイバラグンカワネチョウツヅラ 
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（221）静岡県，周智郡森町，〓布，シズオカケンシュウチグンモリマチカツプ 

（222）愛知県，岡崎市，生平町，字〓薮，アイチケンオカザキシオイダイラチョウクズヤ

ブ 

（223）愛知県，岡崎市，保久町，字〓ノ本，アイチケンオカザキシホッキュウチョウクズ

ノモト 

（224）愛知県，豊田市，三箇町，〓薮，アイチケントヨタシサンガチョウクズヤブ 

（225）愛知県，西尾市，貝吹町，金〓，アイチケンニシオシカイフクチョウカナクズ 

（226）愛知県，田原市，南神戸町，〓，アイチケンタハラシミナミカンベチョウカツラ 

（227）愛知県，愛西市，〓木町，アイチケンアイサイシカツラギチョウ 

（228）愛知県，海部郡立田村，大字〓木，アイチケンアマグンタツタムラカツラギ，2005

年 4 月廃止 

（229）愛知県，額田郡額田町，大字保久，字〓ノ本，アイチケンヌカタグンヌカタチョウ

ホッキュウクズノモト，2006 年 1 月廃止 

（230）愛知県，西加茂郡藤岡町，大字三箇，字〓薮，アイチケンニシカモグンフジオカチ

ョウサンガクズヤブ，2005 年 4 月廃止 

（231）愛知県，宝飯郡小坂井町，大字伊奈，字〓原，アイチケンホイグンコザカイチョウ

イナクズハラ 

（232）三重県，名張市，〓尾，ミエケンナバリシクズオ 

（233）三重県，度会郡度会町，〓原，ミエケンワタライグンワタライチョウクズワラ 

（234）滋賀県，大津市，〓川梅ノ木町，シガケンオオツシカツラガワウメノキチョウ 

（235）滋賀県，大津市，〓川木戸口町，シガケンオオツシカツラガワキドグチチョウ 

（236）滋賀県，大津市，〓川坂下町，シガケンオオツシカツラガワサカシタチョウ 

（237）滋賀県，大津市，〓川中村町，シガケンオオツシカツラガワナカムラチョウ 

（238）滋賀県，大津市，〓川貫井町，シガケンオオツシカツラガワヌクイチョウ 

（239）滋賀県，大津市，〓川坊村町，シガケンオオツシカツラガワボウムラチョウ 

（240）滋賀県，大津市，〓川細川町，シガケンオオツシカツラガワホソカワチョウ 

（241）滋賀県，大津市，〓川町居町，シガケンオオツシカツラガワマチイチョウ 

（242）滋賀県，彦根市，〓籠町，シガケンヒコネシツヅラマチ 

（243）滋賀県，彦根市，西〓籠町，シガケンヒコネシニシツヅラマチ 

（244）滋賀県，甲賀市，甲南町〓木，シガケンコウカシコウナンチョウカヅラキ 

（245）滋賀県，東近江市，〓巻町，シガケンヒガシオウミシカズラマキチョウ 

（246）滋賀県，甲賀郡甲南町，大字〓木，シガケンコウカグンコウナンチョウカヅラキ，

2004 年 10 月廃止 

（247）滋賀県，蒲生郡蒲生町，大字〓巻，シガケンガモウグンガモウチョウカズラマキ，

2006 年 1 月廃止 

（248）京都府，京都市下京区，〓籠屋町，キョウトフキョウトシシモギョウクツヅラヤチ

ョウ 

（249）京都府，京都市右京区，西京極〓野町，キョウトフキョウトシウキョウクニシキョ

ウゴクカドノチョウ 

（250）京都府，京都市山科区，小野〓籠尻町，キョウトフキョウトシヤマシナクオノツヅ
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ラジリチョウ 

（251）京都府，綾部市，西方町，〓原，キョウトフアヤベシニシガタチョウクスワラ 

（252）京都府，宇治市，五ケ庄，〓森，キョウトフウジシゴカショウクズモリ 

（253）京都府，京丹後市，久美浜町〓野，キョウトフキョウタンゴシクミハマチョウカヅ

ラノ 

（254）京都府，乙訓郡大山崎町，字円明寺，小字〓原，キョウトフオトクニグンオオヤマ

ザキチョウエンミョウジカヅラワラ 

（255）京都府，船井郡日吉町，字胡麻，小字〓森，キョウトフフナイグンヒヨシチョウゴ

マクズモリ，2006 年 1 月廃止 

（256）京都府，船井郡日吉町，字保野田，小字〓ケ谷，キョウトフフナイグンヒヨシチョ

ウホノダクズガタニ，2006 年 1 月廃止 

（257）京都府，熊野郡久美浜町，字〓野，キョウトフクマノグンクミハマチョウカヅラノ，

2004 年 4 月廃止 

（258）大阪府，岸和田市，〓城町，オオサカフキシワダシカツラギチョウ 

（259）大阪府，寝屋川市，〓原，オオサカフネヤガワシクズハラ 

（260）大阪府，寝屋川市，〓原新町，オオサカフネヤガワシクズハラシンマチ 

（261）大阪府，和泉市，〓の葉町，オオサカフイズミシクズノハチョウ 

（262）大阪府，泉南市，信達〓畑，オオサカフセンナンシシンダチツヅラバタ 

（263）兵庫県，養父市，〓畑，ヒョウゴケンヤブシカズラハタ 

（264）兵庫県，宍粟市，山崎町〓根，ヒョウゴケンシソウシヤマサキチョウカズラネ 

（265）兵庫県，川辺郡猪名川町，上阿古谷，字〓原，ヒョウゴケンカワベグンイナガワチ

ョウカミアコタニクズハラ 

（266）兵庫県，川辺郡猪名川町，槻並，字〓籠畔，ヒョウゴケンカワベグンイナガワチョ

ウツクナミツツラグロ 

（267）兵庫県，宍粟郡山崎町，〓根，ヒョウゴケンシソウグンヤマサキチョウカズラネ，

2005 年 4 月廃止 

（268）兵庫県，養父郡関宮町，〓畑，ヒョウゴケンヤブグンセキノミヤチョウカズラハタ，

2004 年 4 月廃止 

（269）奈良県，橿原市，〓本町，ナラケンカシハラシクズモトチョウ 

（270）奈良県，山辺郡山添村，大字〓尾，ナラケンヤマベグンヤマゾエムラクズオ 

（271）奈良県，北〓城郡，ナラケンキタカツラギグン 

（272）奈良県，北〓城郡新庄町，ナラケンキタカツラギグンシンジョウチョウ，2004 年

10 月廃止 

（273）奈良県，北〓城郡當麻町，ナラケンキタカツラギグンタイマチョウ，2004 年 10 月

廃止 

（274）奈良県，北〓城郡香芝町，ナラケンキタカツラギグンカシバチョウ，1991 年 10 月

廃止 

（275）奈良県，北〓城郡上牧町，ナラケンキタカツラギグンカンマキチョウ 

（276）奈良県，北〓城郡上牧町，〓城台，ナラケンキタカツラギグンカンマキチョウカツ

ラギダイ 
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（277）奈良県，北〓城郡王寺町，ナラケンキタカツラギグンオウジチョウ 

（278）奈良県，北〓城郡王寺町，〓下，ナラケンキタカツラギグンオウジチョウカツシモ 

（279）奈良県，北〓城郡広陵町，ナラケンキタカツラギグンコウリョウチョウ 

（280）奈良県，北〓城郡河合町，ナラケンキタカツラギグンカワイチョウ 

（281）奈良県，吉野郡十津川村，大字上〓川，ナラケンヨシノグントツカワムラカミクズ

ガワ 

（282）和歌山県，和歌山市，畑屋敷，〓屋丁，ワカヤマケンワカヤマシハタヤシキクズヤ

チョウ 

（283）和歌山県，和歌山市，三〓，ワカヤマケンワカヤマシミカズラ 

（284）鳥取県，鳥取市，佐治町〓谷，トットリケントットリシサジチョウカズラタニ 

（285）鳥取県，八頭郡佐治村，大字〓谷，トットリケンヤズグンサジソンカズラタニ，2004

年 11 月廃止 

（286）広島県，広島市佐伯区，湯来町大字〓原，ヒロシマケンヒロシマシサエキクユキチ

ョウオオアザツヅラハラ 

（287）広島県，佐伯郡湯来町，大字〓原，ヒロシマケンサエキグンユキチョウツヅラハラ，

2005 年 4 月廃止 

（288）徳島県，徳島市，方上町，〓島，トクシマケントクシマシカタノカミチョウカヅラ

シマ 

（289）徳島県，徳島市，西須賀町，〓島，トクシマケントクシマシニシズカチョウカヅラ

ジマ 

（290）徳島県，美馬市，木屋平，字〓尾，トクシマケンミマシコヤダイラツヅロオ 

（291）徳島県，美馬市，美馬町，字〓尾木，トクシマケンミマシミマチョウカツオギ 

（292）徳島県，三好市，池田町佐野，〓籠口，トクシマケンミヨシシイケダチョウサノツ

ヅラグチ 

（293）徳島県，三好市，池田町州津，〓ヶ久保，トクシマケンミヨシシイケダチョウシュ

ウヅクズガクボ 

（294）徳島県，美馬郡美馬町，字〓尾木，トクシマケンミマグンミマチョウカツオギ，2005

年 3 月廃止 

（295）徳島県，美馬郡半田町，字〓城，トクシマケンミマグンハンダチョウカツラギ，2005

年 3 月廃止 

（296）徳島県，美馬郡一宇村，字〓籠，トクシマケンミマグンイチウソンツヅロ，2005 年

3 月廃止 

（297）徳島県，美馬郡木屋平村，字〓尾，トクシマケンミマグンコヤダイラソンツヅロオ，

2005 年 3 月廃止 

（298）徳島県，三好郡三好町，大字東山，字〓籠，トクシマケンミヨシグンミヨシチョウ

ヒガシヤマツヅラ，2006 年 3 月廃止 

（299）徳島県，三好郡池田町，佐野，字〓籠口，トクシマケンミヨシグンイケダチョウサ

ノツヅラグチ，2006 年 3 月廃止 

（300）徳島県，三好郡池田町，字州津，〓ケ久保，トクシマケンミヨシグンイケダチョウ

シュウヅクズガクボ，2006 年 3 月廃止 



 208

（301）徳島県，三好郡東みよし町，東山，字〓籠，トクシマケンミヨシグンヒガシミヨシ

チョウヒガシヤマツヅラ 

（302）香川県，仲多度郡多度津町，大字〓原，カガワケンナカタドグンタドツチョウカズ

ハラ 

（303）愛〓(F0D3)県，今治市，玉川町〓谷，エヒメケンイマバリシタマガワチョウカズラ

タニ 

（304）愛〓(F0D3)県，越智郡玉川町，大字〓谷，エヒメケンオチグンタマガワチョウカズ

ラタニ，2005 年 1 月廃止 

（305）高知県，高知市，〓島，コウチケンコウチシカヅラシマ 

（306）高知県，高知市，鏡〓山，コウチケンコウチシカガミカズラヤマ 

（307）高知県，長岡郡大豊町，〓原，コウチケンナガオカグンオオトヨチョウカズラワラ 

（308）高知県，土佐郡鏡村，〓山，コウチケントサグンカガミムラカヅラヤマ，2005 年 1

月廃止 

（309）高知県，土佐郡本川村，〓原，コウチケントサグンホンガワムラカヅラハラ，2004

年 10 月廃止 

（310）高知県，吾川郡吾川村，〓原，コウチケンアガワグンアガワムラクズハラ，2005 年

8 月廃止 

（311）高知県，吾川郡いの町，〓原，コウチケンアガワグンイノチョウカズラハラ 

（312）高知県，吾川郡仁淀川町，〓原，コウチケンアガワグンニヨドガワチョウクズハラ 

（313）福岡県，北九州市門司区，〓葉，フクオカケンキタキュウシュウシモジククズハ 

（314）福岡県，北九州市小倉南区，上〓原，フクオカケンキタキュウシュウシコクラミナ

ミクカミクズハラ 

（315）福岡県，北九州市小倉南区，大字〓原，フクオカケンキタキュウシュウシコクラミ

ナミククズハラ 

（316）福岡県，北九州市小倉南区，〓原，フクオカケンキタキュウシュウシコクラミナミ

ククズハラ 

（317）福岡県，北九州市小倉南区，〓原高松，フクオカケンキタキュウシュウシコクラミ

ナミククズハラタカマツ 

（318）福岡県，北九州市小倉南区，〓原東，フクオカケンキタキュウシュウシコクラミナ

ミククズハラヒガシ 

（319）福岡県，北九州市小倉南区，〓原本町，フクオカケンキタキュウシュウシコクラミ

ナミククズハラホンマチ 

（320）福岡県，北九州市小倉南区，〓原元町，フクオカケンキタキュウシュウシコクラミ

ナミククズハラモトマチ 

（321）福岡県，京都郡苅田町，大字〓川，フクオカケンミヤコグンカンダマチクズガワ 

（322）長崎県，佐世保市，小佐々町〓籠，ナガサキケンサセボシコサザチョウツヅラ 

（323）長崎県，北松浦郡小佐々町，〓籠免，ナガサキケンキタマツウラグンコサザチョウ

ツヅラメン，2006 年 3 月廃止 

（324）熊本県，水俣市，〓渡，クマモトケンミナマタシクズワタリ 

（325）熊本県，上益城郡矢部町，大字〓原，クマモトケンカミマシキグンヤベマチクズハ
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ラ，2005 年 2 月廃止 

（326）大分県，大分市，大字〓木，オオイタケンオオイタシカツラギ 

（327）大分県，佐伯市，〓港，オオイタケンサイキシカヅラミナト 

（328）大分県，佐伯市，蒲江大字〓原浦，オオイタケンサイキシカマエオオアザカズラハ

ラウラ 

（329）大分県，宇佐市，大字〓原，オオイタケンウサシクズワラ 

（330）大分県，南海部郡蒲江町，大字〓原浦，オオイタケンミナミアマベグンカマエチョ

ウカズラハラウラ，2005 年 3 月廃止 

 

 

170 
  JTB9D6  UCS：845B 

 

住基 B9D6  読み：カツ・くず 
〔住基使用〕**** 

戸籍 353070  読み：カツ・くず・かずら・つづら 
〔地名〕岩手県盛岡市の地名ほか 

登記 00353070  読み：カツ・くず・かずら・つづら 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）岩手県盛岡市 下大〓（しもおおおくず），上大〓（かみおおおくず） 

 

 
（２）静岡県森町 〓布（かっぷ） 
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171 
  JTB9D9 

 

住基 B9D9  読み：ショウ・は・ジョウ・チョウ・ヨウ 
〔住基使用〕**** 

戸籍 352990  読み：ヨウ・は 
〔地名〕岩手県大東町の地名 

登記 00352990  読み：ヨウ・は 
 
○「自治体地名外字」資料 

岩手県一関市（旧大東町） 細〓（ほそよう） 

 

 
 

172 
  JTBA01 

 

住基 BA01  読み：ケツ・わらび 
〔住基使用〕 

戸籍 355910  読み：ケツ・カチ・わらび 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 
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登記 00355910  読み：ケツ・カチ・わらび 
 
○「自治体地名外字」資料 

愛知県設楽町 〓平（はらびだいら） 

 

 
 

173 
  JTBA02 

 

住基 BA02  読み：ク 
〔住基使用〕*** 

戸籍 355810  読み：ク 
〔地名〕山形県東置賜郡川西町内の字名 

登記 00355810  読み：ク 
 
○「自治体地名外字」資料 

山形県川西町 高豆〓（こうずく） 

 
 
○「登記所外字」資料 

120784F7 
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東住吉(大阪) 
 
 

174 
  FT1939  UCS：84EE  X0213：1-47-01① 

 

住基 BA20  読み：ソウ・はす・レン・はちす 
〔住基使用〕****** 

戸籍 358310  読み：レン・はす・はちす 
〔地名〕岩手県遠野市の地名ほか 

登記 00358310  読み：レン・はす・はちす 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）岩手県遠野市 〓沢（はすざわ） 

 
 
（２）宮城県大崎市（旧古川市） 〓田（はすだ） 

 

 
（３）宮城県七ヶ浜町 〓沼 
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（４）宮城県美里町（旧小牛田町） 〓沼（はすぬま），〓沼浦（はすぬまうら） 

 
 
（５）宮城県栗原市（旧鶯沢町） 袋〓花山（れんげざん） 

 

 
（６）宮城県栗原市（旧志波姫町） 伊豆野〓沼前（いずのはすぬままえ） 

 

 
（７）茨城県土浦市 〓河原新町 

 

 
（８）埼玉県杉戸町 北〓沼 

 

 
（９）神奈川県小田原市 〓正寺 
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（10）新潟県長岡市 〓潟（はすがた）１丁目 

 

 
（11）新潟県糸魚川市 〓台寺（れんだいじ） 

 

 
（12）富山県富山市（旧婦中町） 〓花寺 

 
 
（13）福井県坂井市（旧春江町） 正〓花（しょうれんげ） 

 

 
（14）長野県飯山市 〓 

 

 
（15）愛知県一宮市 〓原（はすはら） 
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（16）愛知県知多市 〓池山（はすいけやま） 

 

 
（17）愛知県稲沢市（旧祖父江町） 〓池（はすいけ） 

 

 
（18）愛知県阿久比町 〓池（はすいけ） 

 
 
（19）三重県名張市 青〓寺（しょうれんじ） 

 

 
（20）兵庫県尼崎市 〓華寺（れんげじ） 
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○「登記所外字」資料 

021782A7 

平塚(神奈川) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）青森県，八戸市，大字河原木，字〓沼，アオモリケンハチノヘシカワラギハスヌマ 

（２）岩手県，紫波郡紫波町，二日町，字〓沼，イワテケンシワグンシワチョウフツカマ

チハスヌマ 

（３）宮城県，黒川郡大郷町，味明，字〓沼，ミヤギケンクロカワグンオオサトチョウミ

アケハスヌマ 

（４）宮城県，黒川郡大郷町，味明，字〓沼畑，ミヤギケンクロカワグンオオサトチョウ

ミアケハスヌマハタ 

（５）秋田県，秋田市，広面，字〓沼，アキタケンアキタシヒロオモテハスヌマ 

（６）秋田県，本荘市，赤田，字〓池，アキタケンホンジョウシアカタハスイケ，2005 年

3 月廃止 

（７）秋田県，本荘市，神沢，字〓池，アキタケンホンジョウシシンノサワハスイケ，2005

年 3 月廃止 

（８）秋田県，湯沢市，字〓台寺，アキタケンユザワシレンダイジ 

（９）秋田県，由利本荘市，赤田，字〓池，アキタケンユリホンジョウシアカタハスイケ 

（10）秋田県，由利本荘市，神沢，字〓池，アキタケンユリホンジョウシシンノサワハス

イケ 

（11）茨城県，土浦市，〓河原新町，イバラキケンツチウラシハスカワラシンマチ 

（12）茨城県，つくば市，大字〓沼，イバラキケンツクバシハスヌマ，2002 年 11 月廃止 

（13）茨城県，つくば市，〓沼，イバラキケンツクバシハスヌマ 

（14）茨城県，行方郡玉造町，大字西〓寺，イバラキケンナメガタグンタマツクリマチサ

イレンジ，2005 年 9 月廃止 

（15）群馬県，伊勢崎市，上〓町，グンマケンイセサキシカミハスチョウ 

（16）群馬県，伊勢崎市，下〓町，グンマケンイセサキシシモハスチョウ 

（17）埼玉県，川口市，大字〓沼，サイタマケンカワグチシハスヌマ 

（18）埼玉県，川口市，本〓，サイタマケンカワグチシホンバス 

（19）埼玉県，大宮市，大字〓沼，サイタマケンオオミヤシハスヌマ，2001 年 5 月廃止 

（20）埼玉県，入間市，大字木〓寺，サイタマケンイルマシモクレンジ 

（21）埼玉県，〓田市，サイタマケンハスダシ 

（22）埼玉県，〓田市，大字〓田，サイタマケンハスダシハスダ 

（23）埼玉県，南埼玉郡〓田町，サイタマケンミナミサイタマグンハスダマチ，1972 年 10



 217

月廃止 

（24）埼玉県，北 飾郡杉戸町，大字北〓沼，サイタマケンキタカツシカグンスギトマチ

キタハスヌマ 

（25）千葉県，山武郡〓沼村，チバケンサンブグンハスヌマムラ，2006 年 3 月廃止 

（26）神奈川県，小田原市，〓正寺，カナガワケンオダワラシレンショウジ 

（27）新潟県，長岡市，〓潟，ニイガタケンナガオカシハスガタ 

（28）新潟県，長岡市，〓潟町，ニイガタケンナガオカシハスガタマチ 

（29）新潟県，長岡市，〓花寺，ニイガタケンナガオカシレンゲジ 

（30）新潟県，糸魚川市，大字〓台寺，ニイガタケンイトイガワシレンダイジ 

（31）新潟県，糸魚川市，〓台寺，ニイガタケンイトイガワシレンダイジ 

（32）新潟県，北蒲原郡聖籠町，大字〓潟，ニイガタケンキタカンバラグンセイロウマチ

ハスガタ 

（33）新潟県，北蒲原郡聖籠町，大字〓野，ニイガタケンキタカンバラグンセイロウマチ

ハスノ 

（34）富山県，富山市，〓町，トヤマケントヤマシハスマチ 

（35）石川県，金沢市，〓花町，イシカワケンカナザワシレンゲマチ 

（36）石川県，金沢市，〓如町，イシカワケンカナザワシレンニョマチ 

（37）石川県，河北郡津幡町，字〓花寺，イシカワケンカホクグンツバタマチレンゲジ 

（38）福井県，坂井市，春江町正〓花，フクイケンサカイシハルエチョウショウレンゲ 

（39）福井県，坂井郡春江町，正〓花，フクイケンサカイグンハルエチョウショウレンゲ，

2006 年 3 月廃止 

（40）長野県，飯山市，大字〓，ナガノケンイイヤマシハチス 

（41）愛知県，名古屋市中村区，烏森町，字〓池，アイチケンナゴヤシナカムラクカスモ

リチョウハスイケ 

（42）愛知県，名古屋市中川区，烏森町，字〓池，アイチケンナゴヤシナカガワクカスモ

リチョウハスイケ 

（43）愛知県，一宮市，玉野，字〓池，アイチケンイチノミヤシタマノハスイケ 

（44）愛知県，一宮市，〓池，アイチケンイチノミヤシハスイケ 

（45）愛知県，津島市，神尾町，字〓池，アイチケンツシマシカンノチョウハスイケ 

（46）愛知県，刈谷市，今川町，〓池，アイチケンカリヤシイマガワチョウハスイケ 

（47）愛知県，常滑市，金山，字金〓寺，アイチケントコナメシカナヤマコンレンジ 

（48）愛知県，尾西市，玉野，字〓池，アイチケンビサイシタマノハスイケ，2005 年 4 月

廃止 

（49）愛知県，尾西市，〓池，アイチケンビサイシハスイケ，2005 年 4 月廃止 

（50）愛知県，稲沢市，稲沢町，〓原，アイチケンイナザワシイナザワチョウハスハラ 

（51）愛知県，稲沢市，稲島町，〓花寺，アイチケンイナザワシイナジマチョウレンゲジ，

1997 年 5 月廃止 

（52）愛知県，稲沢市，大塚町，道〓寺，アイチケンイナザワシオオツカチョウドウレン

ジ，1997 年 5 月廃止 
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（53）三重県，松阪市，〓花寺町，ミエケンマツサカシレンゲジチョウ 

（54）三重県，上野市，〓池，ミエケンウエノシハスイケ，2004 年 11 月廃止 

（55）三重県，伊賀市，〓池，ミエケンイガシハスイケ 

（56）滋賀県，蒲生郡日野町，大字〓花寺，シガケンガモウグンヒノチョウレンゲジ 

（57）京都府，京都市右京区，梅ケ畑〓華谷，キョウトフキョウトシウキョウクウメガハ

タレンゲタニ 

（58）京都府，京都市右京区，嵯峨樒原〓台，キョウトフキョウトシウキョウクサガシキ

ミガハラレンダイ 

（59）京都府，京都市右京区，嵯峨樒原〓台脇，キョウトフキョウトシウキョウクサガシ

キミガハラレンダイワキ 

（60）京都府，京都市右京区，鳴滝〓池町，キョウトフキョウトシウキョウクナルタキハ

スイケチョウ 

（61）京都府，京都市右京区，鳴滝〓花寺町，キョウトフキョウトシウキョウクナルタキ

レンゲジチョウ 

（62）京都府，綾部市，位田町，〓花寺，キョウトフアヤベシイデンチョウレンゲジ 

（63）京都府，綾部市，上杉町，〓花坊，キョウトフアヤベシウエスギチョウレンゲボウ 

（64）京都府，綾部市，黒谷町，〓花寺，キョウトフアヤベシクロタニチョウレンゲジ 

（65）京都府，綾部市，延町，〓花，キョウトフアヤベシノブチョウレンゲ 

（66）大阪府，東大阪市，大〓北，オオサカフヒガシオオサカシオオハスキタ 

（67）大阪府，東大阪市，大〓東，オオサカフヒガシオオサカシオオハスヒガシ 

（68）大阪府，東大阪市，大〓南，オオサカフヒガシオオサカシオオハスミナミ 

（69）兵庫県，神戸市長田区，〓池町，ヒョウゴケンコウベシナガタクハスイケチョウ 

（70）兵庫県，神戸市長田区，〓宮通，ヒョウゴケンコウベシナガタクハスミヤドオリ 

（71）兵庫県，高砂市，荒井町〓池，ヒョウゴケンタカサゴシアライチョウハスイケ 

（72）兵庫県，川辺郡猪名川町，林田，字性〓坊，ヒョウゴケンカワベグンイナガワチョ

ウハヤシタショウレンボウ 

（73）鳥取県，鳥取市，正〓寺，トットリケントットリシショウレンジ 

（74）島根県，隠岐郡西郷町，大字上西，字〓花畑，シマネケンオキグンサイゴウチョウ

カミニシレンゲバタケ，2004 年 10 月廃止 

（75）岡山県，美作市，〓花寺，オカヤマケンミマサカシレンゲジ 

（76）岡山県，英田郡作東町，〓花寺，オカヤマケンアイダグンサクトウチョウレンゲジ，

2005 年 3 月廃止 

（77）徳島県，板野郡板野町，犬伏，字〓花谷，トクシマケンイタノグンイタノチョウイ

ヌブシレンゲダニ 

（78）愛 県，南宇和郡城辺町，〓乗寺，エヒメケンミナミウワグンジョウヘンチョウレ

ンジョウジ，2004 年 10 月廃止 

（79）愛 県，南宇和郡愛南町，〓乗寺，エヒメケンミナミウワグンアイナンチョウレン

ジョウジ 
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（80）高知県，高知市，〓台，コウチケンコウチシレンダイ 

（81）福岡県，飯塚市，大字〓台寺，フクオカケンイイヅカシレンダイジ，2006 年 3 月廃

止 

（82）福岡県，飯塚市，〓台寺，フクオカケンイイヅカシレンダイジ 

（83）福岡県，中間市，上〓花寺，フクオカケンナカマシカミレンゲジ 

（84）福岡県，中間市，〓花寺，フクオカケンナカマシレンゲジ 

（85）佐賀県，佐賀市，〓池町，サガケンサガシハスイケマチ 

（86）佐賀県，佐賀市，〓池町，大字〓池，サガケンサガシハスイケマチハスイケ 

（87）熊本県，熊本市，〓台寺，クマモトケンクマモトシレンダイジ 

 

 

175 
  JTBA3D  UCS：858A  X0213：1-73-09② 

 

住基 BA3D  読み：ケイ・あざみ 
〔住基使用〕** 

戸籍 361030  読み：ケイ・カイ・ケ・ケチ・ケツ・あざみ 
〔地名〕愛知県旭町の地名 

登記 00361030  読み：ケイ・カイ・ケ・ケチ・ケツ・あざみ 
 
○「自治体地名外字」資料 

愛知県豊田市（旧旭町） 〓（あざみ）田 

 
 
 

176 
  JTBA54 
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住基 BA54  読み：イン・かげ 
〔住基使用〕*** 

戸籍 363370  読み：イン・かげ 
〔地名〕岩手県大東町の地名ほか 

登記 00363370  読み：イン・かげ 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）岩手県一関市（旧大東町） 日〓（ひかげ），神〓（みかげ），神〓（みかげ） 

 

 
（２）兵庫県猪名川町 〓岨（かげそ） 

 
 
 

177 
  JTBA55 

 

住基 BA55  読み：ゾウ・くら 
〔住基使用〕**** 

戸籍 361020  読み：ゾウ・くら 
〔地名〕兵庫県神戸市の地名 
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登記 00361020  読み：ゾウ・くら 
 
○「自治体地名外字」資料 
兵庫県神戸市垂水区 王〓台 

 
 
○「登記所外字」資料 

021782C4 

平塚(神奈川)，港北(神奈川)，岩槻(埼玉) 
 
 

178 
  JTBA75  UCS：85CF 

 

住基 BA75  読み：たくわえる・かくれる・おさめる・ソウ・くら・ゾウ 
〔住基使用〕***** 

戸籍 365170  読み：ゾウ・くら 
〔地名〕福島県梁川町の地名ほか 

登記 00365170  読み：ゾウ・くら 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）福島県伊達市（旧梁川町） 石〓山（いしくらやま），才〓平（さいぞうだいら） 
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（２）福島県伊達市（旧霊山町） 金弁〓（こんべんぞう），地〓前（じぞうまい） 

 
 
（３）福島県天栄村 郷〓下（ごうくらした） 

 

 
（４）福島県会津美里町（旧会津高田町） 海〓壇（かいぞうだん）甲 

 

 
（５）福島県昭和村 御〓裏（おくらうら） 

 

 
（６）福島県白河市（旧東村） 三〓久保（さんぞうくぼ） 
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（７）福島県玉川村 三〓（さんぞう） 

 

 
（８）福島県田村市（旧船引町） 地〓後（じぞううしろ） 

 
 
（９）福島県飯舘村 地〓木（じぞうぎ），曽〓（そぐら），西曽〓（にしそぐら） 

 

 
（10）群馬県板倉町 内〓新田（うちくらしんでん） 

 

 
（11）愛知県愛西市（旧佐屋町） 稗〓（ひえぞう） 

 

 
○「登記所外字」資料 

021782B6 

平塚(神奈川)，金沢(石川) 
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179 
  FT2517  UCS：873B  X0213：1-73-81② 

 

住基 BAD2  読み：セイ・ショウ・とんぼ・へぼ 
〔住基使用〕** 

戸籍 378200  読み：セイ・ショウ・とんぼ 
〔地名〕熊本県菊水町の地名 

登記 00378200  読み：セイ・ショウ・とんぼ 
 
○「自治体地名外字」資料 

熊本県和水町（旧菊水町） 〓浦（へぼうら） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018EA2 

共通 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）熊本県，玉名郡菊水町，大字〓浦，クマモトケンタマナグンキクスイマチヘボウラ，

2006 年 3 月廃止 

（２）熊本県，玉名郡和水町，〓浦，クマモトケンタマナグンナゴミマチヘボウラ 
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180 
  FT2516  UCS：8737  X0213：1-73-80② 

 

住基 BAD7  読み：ケン・かがまる・にな 
〔住基使用〕*** 

戸籍 379510  読み：ケン・ゲン・にな 
〔地名〕愛知県豊橋市の地名 

登記 00379510  読み：ケン・ゲン・にな 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県豊橋市 〓嶋（になしま） 

 

 
○「登記所外字」資料 

040481DE 

館山(千葉)，羽曳野(大阪) 
 
 

181 
  JTBAFF 

 

住基 BAFF  読み：エイ 
〔住基使用〕*** 
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戸籍 387640  読み：エイ・エツ・エ・まもる・まもり 
〔地名〕兵庫県神戸市の地名 

登記 00387640  読み：エイ・エツ・エ・まもる・まもり 
 
○「自治体地名外字」資料 

兵庫県神戸市北区 利右〓門山 

 

 
 

182 
  JTBB05 

 

住基 BB05  読み：かます 
〔住基使用〕** 

戸籍 245130  読み：音訓不明 
〔地名〕福島県船引町の地名 

登記 00245130  読み：音訓不明 
 
○「自治体地名外字」資料 

福島県田村市（旧船引町） 〓内（かますうち） 
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183 
  FT2535  UCS：8983  X0213：1-75-09② 

 

住基 BB31  読み：ドン・シン・タン・エン・うまい・するどい・およぶ・のびる・

ひく・ふかい 
〔住基使用〕** 

戸籍 395280  読み：タン・エン 
〔地名〕愛知県岡崎市の地名 

登記 00395280  読み：タン・エン 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県岡崎市 瓢〓（ひょうたん） 

 

 ※住基統一文字とは別字体（部分字体「早」）。 
 
 

184 
  JTBB42 

 

住基 BB42  読み：カン・しめす・ケン・みえ・みる 
〔住基使用〕*** 

戸籍 397550  読み：カン・ケン・みる・しめす 
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〔地名〕愛知県設楽町の地名 

登記 00397550  読み：カン・ケン・みる・しめす 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県設楽町 〓野路（かんのじ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

030181E9 

越谷(埼玉)，北埼(埼玉)，飯能(埼玉)，市川(千葉)，枚岡(大阪)，明石(兵庫)，姫路(兵庫)，彦

根(滋賀)，和歌山(和歌山)，出雲(島根)，行橋(福岡)，鳴門(徳島) 
 
 

185 
  IB0890  UCS：89D2  X0213：1-19-49① 

 

住基 BB44  読み：カク・かど・コク・くらべる・ロク・すみ・つの 
〔住基使用〕****** 

戸籍 397760  読み：カク・かど・つの 
〔地名〕岡山県柵原町の地名 

登記 00397760  読み：カク・かど・つの 
 
○「自治体地名外字」資料 

岡山県美咲町（旧柵原町） 〓角（つかつの） 
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○「登記所外字」資料 

00018FA6 

共通，田無(東京)，目黒(東京)，横浜(神奈川)，横須賀(神奈川)，厚木(神奈川)，神奈川(神奈

川)，金沢(神奈川)，青葉(神奈川)，戸塚(神奈川)，藤沢(神奈川)，旭(神奈川)，平塚(神奈川)，
大和(神奈川)，相模原(神奈川)，栄(神奈川)，志木(埼玉)，久喜(埼玉)，鰍沢(山梨)，大阪(大
阪)，堺(大阪)，西(大阪)，天王寺(大阪)，北大阪(大阪)，池田(大阪)，枚方(大阪)，四条畷(大
阪)，枚岡(大阪)，泉(大阪)，不明(大阪)，神戸(兵庫)，尼崎(兵庫)，姫路(兵庫)，西宮(兵庫)，
東神戸(兵庫)，三田(兵庫)，橋本(和歌山)，一宮(愛知)，名東(愛知)，不明(愛知)，広島(広島)，
三次(広島)，可部(広島)，岩国(山口)，米子(鳥取)，日田(大分)，熊本(熊本)，日向(宮崎)，那

覇(沖縄)，盛岡(岩手)，札幌(北海道)，白石(北海道)，八雲(北海道)，丸亀(香川)，坂出(香川) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）岡山県，久米郡柵原町，塚〓，オカヤマケンクメグンヤナハラチョウツカツノ，2005

年 3 月廃止 

（２）岡山県，久米郡美咲町，塚〓，オカヤマケンクメグンミサキチョウツカツノ 

 
 

186 
  JTBB65  UCS：8AA5  X0213：1-75-53② 

 

住基 BB65  読み：つめ 
〔住基使用〕*** 

戸籍 403860  読み：コウ・コク 
〔地名〕愛知県美和町の地名 
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登記 00403860  読み：コウ・コク 
 
○「自治体地名外字」資料 

愛知県美和町 〓廻 

 

 
○「登記所外字」資料 

020583D8 

神奈川(神奈川)，四条畷(大阪)，美原(大阪)，長野(大阪)，園部(京都)，京丹後(京都)，亀岡(京
都)，社(兵庫)，奈良(奈良)，新宮(和歌山)，橋本(和歌山)，三次(広島)，廿日市(広島) 
 
 

187 
  FT2036  UCS：8C61  X0213：1-30-61① 

 

住基 BBB1  読み：のり・かた・ショウ・ゾウ・かたち・かたどる 
〔住基使用〕***** 

戸籍 029620  読み：ショウ・ゾウ・かた・かたどる・ぞう・のり 
〔地名〕宮城県気仙沼市の地名 

登記 00029620  読み：ショウ・ゾウ・かた・かたどる・ぞう・のり 
 
○「自治体地名外字」資料 
宮城県気仙沼市 〓ヶ鼻（ぞうがばな） 
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188 
  FT2572  UCS：8E91  X0213：1-77-22② 

 

住基 BC04  読み：テイ・テキ・ただずむ・たちもとおる・チャク・ためらう 
〔住基使用〕* 

戸籍 429910  読み：テキ・ジャク 
〔地名〕福島県郡山市の地名 

登記 00429910  読み：テキ・ジャク 
 
○「自治体地名外字」資料 

福島県郡山市 〓躅ケ崎（つつじがさき） 

 

 
 

189 
  FT2584  UCS：8FB7  X0213：1-77-72② 

 

住基 BC2B  読み：ぬめ・すべる 
〔住基使用〕* 
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戸籍 437590  読み：すべる 
〔地名〕愛知県田原町の地名 

登記 00437590  読み：すべる 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県田原市（旧田原町） 〓り，西〓り 

 

 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）秋田県，本荘市，万願寺，字〓川，アキタケンホンジョウシマンガンジスベリカワ，

2005 年 3 月廃止 

（２）秋田県，由利本荘市，万願寺，字〓川，アキタケンユリホンジョウシマンガンジス

ベリカワ 

（３）愛知県，渥美郡田原町，大字大草，字西〓り，アイチケンアツミグンタハラチョウ

オオクサニシヌメリ，2003 年 8 月廃止 

（４）愛知県，渥美郡田原町，大字大草，字〓り，アイチケンアツミグンタハラチョウオ

オクサヌメリ，2003 年 8 月廃止 

 
 

190 
  FT1764  UCS：8FE6  X0213：1-18-64① 

 

住基 BC61  読み：くらべる・であう・カチ・カ 
〔住基使用〕**** 
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戸籍 439000  読み：カ・ケ・カイ・キャ・ゲ 
〔地名〕岩手県盛岡市の地名ほか 

登記 00439000  読み：カ・ケ・カイ・キャ・ゲ 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）岩手県盛岡市 釈〓堂（しゃかどう） 

 

 
（２）茨城県ひたちなか市 釈〓町（しゃかまち） 

 

 
（３）茨城県古河市（旧総和町） 釈〓（しゃか） 

 
 
（４）茨城県五霞町 釈〓（しゃか） 

 
 
（５）群馬県沼田市 〓葉山（かしょうざん） 
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（６）愛知県一宮市（旧尾西市） 北釈〓堂（きたしゃかどう） 

 

 
（７）愛知県稲沢市 南釈〓堂（みなみしゃかどう） 

 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）青森県，青森市，浪岡大字大釈〓，アオモリケンアオモリシナミオカオオアザダイ

シャカ 

（２）青森県，南津軽郡浪岡町，大字大釈〓，アオモリケンミナミツガルグンナミオカマ

チダイシャカ，2005 年 4 月廃止 

（３）宮城県，石巻市，針岡，字〓蘭，ミヤギケンイシノマキシハリオカガラン 

（４）山形県，山形市，大字釈〓堂，ヤマガタケンヤマガタシシャカドウ 

（５）福島県，喜多方市，豊川町一井，字釈〓堂，フクシマケンキタカタシトヨカワマチ

イチイシャカドウ 

（６）茨城県，古河市，釈〓，イバラキケンコガシシャカ 

（７）茨城県，ひたちなか市，釈〓町，イバラキケンヒタチナカシシャカマチ 

（８）茨城県，猿島郡総和町，大字釈〓，イバラキケンサシマグンソウワマチシャカ，2005

年 9 月廃止 

（９）茨城県，猿島郡五霞町，大字釈〓，イバラキケンサシマグンゴカマチシャカ 

（10）千葉県，いすみ市，釈〓谷，チバケンイスミシシャカヤツ 

（11）千葉県，夷隅郡大原町，釈〓谷，チバケンイスミグンオオハラマチシャカヤツ，2005

年 12 月廃止 

（12）新潟県，見附市，釈〓塚町，ニイガタケンミツケシシャカヅカマチ 

（13）富山県，魚津市，釈〓堂，トヤマケンウオヅシシャカドウ 

（14）石川県，羽咋郡志賀町，字釈〓堂，イシカワケンハクイグンシカマチシャカドウ，

2005 年 9 月廃止 

（15）石川県，羽咋郡志賀町，釈〓堂，イシカワケンハクイグンシカマチシャカドウ 

（16）愛知県，一宮市，開明，字北釈〓堂，アイチケンイチノミヤシカイメイキタシャカ
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ドウ 

（17）愛知県，尾西市，開明，字北釈〓堂，アイチケンビサイシカイメイキタシャカドウ，

2005 年 4 月廃止 

（18）愛知県，稲沢市，片原一色町，南釈〓堂，アイチケンイナザワシカタハライシキチ

ョウミナミシャカドウ 

（19）京都府，京都市北区，大宮釈〓谷，キョウトフキョウトシキタクオオミヤシャカダ

ニ 

（20）京都府，京都市右京区，嵯峨釈〓堂大門町，キョウトフキョウトシウキョウクサガ

シャカドウダイモンチョウ 

（21）京都府，京都市右京区，嵯峨釈〓堂藤ノ木町，キョウトフキョウトシウキョウクサ

ガシャカドウフジノキチョウ 

（22）京都府，京都市右京区，嵯峨釈〓堂門前裏柳町，キョウトフキョウトシウキョウク

サガシャカドウモンゼンウラヤナギチョウ 

（23）京都府，京都市右京区，嵯峨釈〓堂門前瀬戸川町，キョウトフキョウトシウキョウ

クサガシャカドウモンゼンセトガワチョウ 

（24）京都府，京都市右京区，嵯峨釈〓堂門前南中院町，キョウトフキョウトシウキョウ

クサガシャカドウモンゼンミナミチュウインチョウ 

（25）京都府，久世郡久御山町，大字島田，小字釈〓堂，キョウトフクセグンクミヤマチ

ョウシマタシャカドウ 

（26）京都府，北桑田郡美山町，大字鶴ケ岡，小字釋〓堂前，キョウトフキタクワダグン

ミヤマチョウツルガオカシャカドウマエ，2006 年 1 月廃止 

（27）京都府，北桑田郡美山町，大字鶴ケ岡，小字新釋〓堂前，キョウトフキタクワダグ

ンミヤマチョウツルガオカシンシャカドウマエ，2006 年 1 月廃止 

（28）京都府，船井郡八木町，字北屋賀，小字釈〓堂山，キョウトフフナイグンヤギチョ

ウキタヤガシャカドウヤマ，2006 年 1 月廃止 

（29）京都府，船井郡八木町，字屋賀，小字釈〓堂山，キョウトフフナイグンヤギチョウ

ヤガシャカドウヤマ，2006 年 1 月廃止 

（30）徳島県，板野郡上板町，引野，字釈〓地，トクシマケンイタノグンカミイタチョウ

ヒキノシャカチ 

 
 

191 
  JTBCD1 

 

住基 BCD1  読み：とお・エン・オン・おち・とおい・とおざかる・とおざける 
〔住基使用〕**** 
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戸籍 441750  読み：エン・オン 
〔地名〕福島県大越町の地名 

登記 00441750  読み：エン・オン 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県田村市（旧大越町） 〓山口（とおやまぐち） 

 

 
○「登記所外字」資料 

090181DB 

鰍沢(山梨)，筑紫(福岡)，日南(宮崎)，仙台(宮城) 
 
 

192 
  JTBCD3 

 

住基 BCD3  読み：なし 
〔住基使用〕 

戸籍 441930  読み：音訓不明 
〔地名〕福島県楢野町の地名 

登記 00441930  読み：音訓不明 
 
○「自治体地名外字」資料 
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福島県楢葉町 七曲〓返（ななまがりまきのかえし） 

 
 
 

193 
  JTBCF0  UCS：84EC 

 

住基 BCF0  読み：ホウ・よもぎ 
〔住基使用〕*** 

戸籍 355960  読み：ホウ・ブ・よもぎ 
〔地名〕福島県相馬市の地名ほか 

登記 00355960  読み：ホウ・ブ・よもぎ 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）福島県相馬市 〓田（よもぎだ），〓田（よもぎだ） 

 

 
（２）愛知県岡崎市 〓萊町（ほうらいちょう），〓生町（よもぎゅうちょう），〓田（あ

いだ） 
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194 
  JTBCFD  UCS：84EE 

 

住基 BCFD  読み：レン・はす 
〔住基使用〕**** 

戸籍 355950  読み：レン・はす・はちす 
〔地名〕石川県美川町の地名ほか 

登記 00355950  読み：レン・はす・はちす 

 
○「自治体地名外字」資料 
（１）石川県白山市（旧美川町） 〓池町 

 

 
（２）福井県あわら市（旧金津町） 〓ケ浦 

 
 
（３）愛知県岡崎市 紅〓（こうれん），上〓（じょうれん），西大〓坊（にしだいれんぼ

う） 

 

 
（４）愛知県犬山市 〓池（はすいけ） 
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（５）愛知県美和町 〓田，〓島，〓田 

 

 
 

195 
  JTBD27 

 

住基 BD27  読み：ヘン・あたり 
〔住基使用〕**** 

戸籍 443870  読み：ヘン・あたり・べ 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 

登記 00443870  読み：ヘン・あたり・べ 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県設楽町 印〓（いんべ） 

 
 ※住基統一文字とは別字体（ワ冠とウ冠）。 
 
○「登記所外字」資料 
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011581E7 

北(東京)，不明(東京)，横浜(神奈川)，港北(神奈川)，秩父(埼玉)，枚方(大阪)，海田(広島)，
西(北海道)，旭川(北海道) 
 
 

196 
  IB3058  UCS：91FC  X0213：1-78-63② 

 

住基 BDC2  読み：つるぎ・ケン 
〔住基使用〕*** 

戸籍 456260  読み：ケン・つるぎ 
〔地名〕宮城県古川市の地名 

登記 00456260  読み：ケン・つるぎ 

 
○「自治体地名外字」資料 
宮城県大崎市（旧古川市） 名〓（めいけん） 

 

 
○「登記所外字」資料 

130181AC 

園部(京都) 
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197 
  JTBDE1 

 

住基 BDE1  読み：なべ・ソウ・こじり・ショウ・こて・トウ 
〔住基使用〕 

戸籍 458650  読み：トウ・ソウ・ショウ・なべ・こじり・こて 
〔地名〕北海道弟子屈町の地名 

登記 00458650  読み：トウ・ソウ・ショウ・なべ・こじり・こて 
 
○「自治体地名外字」資料 
北海道弟子屈町 〓別（とうべつ），〓別原野（とうべつげんや） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018EAF 

共通，岩見沢(北海道)，室蘭(北海道)，小樽(北海道)，岩内(北海道)，北(北海道)，南(北海道)，
江別(北海道)，白石(北海道)，空知南(北海道)，苫小牧(北海道)，倶知安(北海道)，函館(北海

道)，旭川(北海道)，釧路(北海道) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）北海道，川上郡弟子屈町，字〓別，ホッカイドウカワカミグンテシカガチョウトウ

ベツ 

（２）北海道，川上郡弟子屈町，字〓別原野，ホッカイドウカワカミグンテシカガチョウ

トウベツゲンヤ 
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198 
  JTBE0B  UCS：93BA  X0213：1-93-34③ 

 

住基 BE0B  読み：はばき 
〔住基使用〕** 

戸籍 461810  読み：はばき 
〔地名〕福島県須賀川市の地名ほか 

登記 00461810  読み：はばき 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）福島県須賀川市 〓田（はばきだ） 

 

 
（２）福島県玉川村 〓田（はばきた） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018EE9 

共通，枚岡(大阪)  
 
○「日本行政区画便覧」 
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（１）福島県，須賀川市，大字狸森，字〓田，フクシマケンスカガワシムジナモリハバキ

ダ，2005 年 4 月廃止 

（２）福島県，須賀川市，狸森，字〓田，フクシマケンスカガワシムジナモリハバキダ 

（３）福島県，石川郡玉川村，大字北須釜，字〓田，フクシマケンイシカワグンタマカワ

ムラキタスガマハバキダ 

 
 

199 
  JTBE21 

 

住基 BE21  読み：チュウ・い 
〔住基使用〕 

戸籍 463680  読み：音訓不明 
〔地名〕愛知県設楽町の地名 

登記 00463680  読み：音訓不明 

 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県設楽町 鐘〓場（かねいば） 

 
 
 

200 
  IB0278 
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住基 BE77  読み：シュ 
〔住基使用〕* 

戸籍 473620  読み：シュ 
〔地名〕徳島県板野郡上板町内の字名 

登記 00473620  読み：シュ 
 
○「自治体地名外字」資料 

徳島県上板町 〓 

 
 
 

201 
  JTBE99 

 

住基 BE99  読み：ヨイ 
〔住基使用〕** 

戸籍 479000  読み：そら 
〔地名〕宮城県気仙沼市の地名ほか 

登記 00479000  読み：そら 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）宮城県気仙沼市 阿〓月（あよいづき） 
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（２）福島県福島市 〓田上（よいたのうえ） 

 
 
（３）愛知県豊田市（旧旭町） 〓（そら） 

 
 
○「登記所外字」資料 

00018EFE 

共通，横須賀(神奈川)，神奈川(神奈川)，青葉(神奈川)，堺(大阪)，岸和田(大阪)，天王寺(大
阪)，下関(山口)，気仙沼(宮城)，いわき(福島) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）宮城県，気仙沼市，字阿〓月，ミヤギケンケセンヌマシアヨイヅキ，2006 年 3 月廃

止 

（２）宮城県，気仙沼市，阿〓月，ミヤギケンケセンヌマシアヨイヅキ 

（３）福島県，福島市，飯坂町茂庭，字〓田上，フクシマケンフクシマシイイザカマチモ

ニワヨイタノウエ 

（４）愛知県，豊田市，田津原町，〓，アイチケントヨタシタツパラチョウソラ 

（５）愛知県，東加茂郡旭町，大字田津原，字〓，アイチケンヒガシカモグンアサヒチョ

ウタツパラソラ，2005 年 4 月廃止 
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202 
  JTBECE 

 

住基 BECE  読み：ユウ 
〔住基使用〕 

戸籍 486650  読み：さや 
〔地名〕福島県福島市の地名 

登記 00486650  読み：さや 
 
○「自治体地名外字」資料 
福島県福島市 石〓（いしたたら） 

 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
福島県，福島市，飯坂町茂庭，字石〓，フクシマケンフクシマシイイザカマチモニワイシ

タダラ 

 
 

203 
  JTBF29  UCS：990C  X0213：1-17-34① 

 

住基 BF29  読み：ニ・えさ・ジ 
〔住基使用〕*** 
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○「自治体地名外字」資料 
愛知県豊橋市 〓指（えさし） 

 
 
 

204 
  FT2694  UCS：9918  X0213：1-81-17② 

 

住基 BF3C  読み：あまる・あます・ヨ・あまり 
〔住基使用〕**** 

戸籍 500050  読み：ヨ・あまる・あます 
〔地名〕佐賀県千代田町の地名 

登記 00500050  読み：ヨ・あまる・あます 
 
○「自治体地名外字」資料 
佐賀県神埼市（旧千代田町） 〓江（あまりえ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

130881E7 

嵯峨(京都)，伏見(京都)，不明(愛知)，福岡(福岡)，北九州(福岡)，仙台(宮城) 
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205 
  JTBFD4 

 

住基 BFD4  読み：ま・バ・うま 
〔住基使用〕**** 

登記 01099030  読み：バ・うま・ま 

 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一戸町 野〓鹿（のばしか） 

 

 
 

206 
  JTBFDA  UCS：29894 

 

住基 BFDA  読み：ばち 
〔住基使用〕 

戸籍 506670  読み：ハン 
〔地名〕秋田県能代市の地名 

登記 00506670  読み：ハン 
 
○「自治体地名外字」資料 

秋田県能代市 〓ヶ沢（ばちがさわ） 
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○「登記所外字」資料 

00018EBB 

共通 
 
 

207 
  IB1168  UCS：29D4B 

 

住基 C007  読み：いお・ゴ・さかな・ギョ・うお 
〔住基使用〕**** 

戸籍 519820  読み：ギョ・うお 
〔地名〕岩手県大東町の地名 

登記 00519820  読み：ギョ・うお 
 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一関市（旧大東町） 〓集（よまつべ），〓集（よまつべ） 

 
 
○「登記所外字」資料 

010182F3 
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八王子(東京)，城南(東京)，杉並(東京)，北(東京)，練馬(東京)，府中(東京)，武蔵野(東京)，
田無(東京)，豊島(東京)，不明(東京)，横浜(神奈川)，横須賀(神奈川)，小田原(神奈川)，藤

沢(神奈川)，相模原(神奈川)，秦野(神奈川)，さいたま(埼玉)，川口(埼玉)，春日部(埼玉)，
不明(埼玉)，坂戸(埼玉)，佐倉(千葉)，松戸(千葉)，八日市場(千葉)，船橋(千葉)，東金(千葉)，
大原(千葉)，土浦(茨城)，竜ケ崎(茨城)，下妻(茨城)，水海道(茨城)，今市(栃木)，黒磯(栃木)，
渋川(群馬)，伊勢崎(群馬)，静岡(静岡)，松本(長野)，諏訪(長野)，長岡(新潟)，大阪(大阪)，
北(大阪)，東住吉(大阪)，豊中(大阪)，美原(大阪)，不明(大阪)，京都(京都)，舞鶴(京都)，明

石(兵庫)，奈良(奈良)，五條(奈良)，橋本(和歌山)，昭和(愛知)，多治見(岐阜)，中津川(岐阜)，
福井(福井)，尾道(広島)，倉敷(岡山)，出雲(島根)，浜田(島根)，福岡(福岡)，柳川(福岡)，福

間(福岡)，八幡(福岡)，佐世保(長崎)，鶴崎(大分)，別府(大分)，福島(福島)，いわき(福島)，
盛岡(岩手)，北(北海道)，釧路(北海道)，帯広(北海道)，観音寺(香川)，西条(愛媛) 
 
 

208 
  JTC00A 

 

住基 C00A  読み：あゆ・なまず・ネン 
〔住基使用〕 

戸籍 520170  読み：あゆ 
〔地名〕岐阜県高鷲村内の地名 

登記 00520170  読み：あゆ 
 
○「自治体地名外字」資料 
岐阜県郡上市（旧高鷲村） 〓立 

 

 
 



 251

209 
  JTC00B  UCS：9B8E  X0213：1-16-30① 

 

住基 C00B  読み：デン・あゆ・ネン・なまず 
〔住基使用〕**** 

戸籍 520720  読み：あい・あゆ 
〔地名〕岐阜県高鷲村の地名 

登記 00520720  読み：あい・あゆ 
 
○「自治体地名外字」資料 
兵庫県洲本市（旧五色町） 〓原，〓原宇谷〓の郷，〓原西〓の郷 

 
 
○「登記所外字」資料 

00018EB1 

共通，横浜(神奈川)，旭(神奈川)，宇都宮(栃木)，大阪(大阪)，不明(大阪)，京都(京都)，洲

本(兵庫)，須磨(兵庫)，守山(滋賀)，釧路(北海道) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）岐阜県，郡上郡高鷲村，大字〓立，ギフケングジョウグンタカスムラアユタテ，2004

年 3 月廃止 

（２）兵庫県，津名郡五色町，〓原宇谷，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラウ

ダニ，2006 年 2 月廃止 

（３）兵庫県，津名郡五色町，〓原宇谷，〓の郷，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウア

イハラウダニアユノサト，2006 年 2 月廃止 
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（４）兵庫県，津名郡五色町，〓原上，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラカミ，

2006 年 2 月廃止 

（５）兵庫県，津名郡五色町，〓原栢野，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラカ

ヤノ，2006 年 2 月廃止 

（６）兵庫県，津名郡五色町，〓原小山田，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラ

コヤマダ，2006 年 2 月廃止 

（７）兵庫県，津名郡五色町，〓原下，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラシモ，

2006 年 2 月廃止 

（８）兵庫県，津名郡五色町，〓原田処，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラタ

ドコロ，2006 年 2 月廃止 

（９）兵庫県，津名郡五色町，〓原葛尾，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラツ

ヅラオ，2006 年 2 月廃止 

（10）兵庫県，津名郡五色町，〓原塔下，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラト

ウゲ，2006 年 2 月廃止 

（11）兵庫県，津名郡五色町，〓原中邑，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラナ

カムラ，2006 年 2 月廃止 

（12）兵庫県，津名郡五色町，〓原西，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラニシ，

2006 年 2 月廃止 

（13）兵庫県，津名郡五色町，〓原西，〓の郷，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイ

ハラニシアユノサト，2006 年 2 月廃止 

（14）兵庫県，津名郡五色町，〓原南谷，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラミ

ナミダニ，2006 年 2 月廃止 

（15）兵庫県，津名郡五色町，〓原三野畑，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラ

ミノハタ，2006 年 2 月廃止 

（16）兵庫県，津名郡五色町，〓原吉田，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハラヨ

シダ，2006 年 2 月廃止 

（17）兵庫県，津名郡五色町，〓原宇谷神陽，ヒョウゴケンツナグンゴシキチョウアイハ

ラウダニシンヨウ，2000 年 7 月廃止 

 
 

210 
  JTC01D  UCS：9BF0  X0213：1-82-48② 

 

住基 C01D  読み：なまず 
〔住基使用〕*** 
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戸籍 522740  読み：なまず 
〔地名〕愛知県愛東町内の大字名・滋賀県愛東町の地名 

登記 00522740  読み：なまず 
 
○「自治体地名外字」資料 
滋賀県東近江市（旧愛東町） 〓江 

 
 
○「登記所外字」資料 

120382F0 

北(大阪) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）滋賀県，東近江市，〓江町，シガケンヒガシオウミシナマズエチョウ 

（２）滋賀県，愛知郡愛東町，大字〓江，シガケンエチグンアイトウチョウナマズエ，2005

年 2 月廃止 

 
 

211 
  FT2011S  UCS：9BF2  X0213：1-82-46② 

 

住基 C023  読み：どじょう 
〔住基使用〕*** 
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戸籍 523530  読み：どじょう 
〔地名〕愛知県一宮市の地名 

登記 00523530  読み：どじょう 
 
○「自治体地名外字」資料 

愛知県一宮市 〓池（どじょいけ） 

 

 
 

212 
  JTC027  UCS：9C10  X0213：1-47-44① 

 

住基 C027  読み：わに 
〔住基使用〕** 

戸籍 523720  読み：ガク・わに 
〔地名〕宮城県鳴瀬町の地名 

登記 00523720  読み：ガク・わに 
 
○「自治体地名外字」資料 

宮城県東松島市（旧鳴瀬町） 北〓ヶ渕（きたわにがぶち） 
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○「登記所外字」資料 

129988A5 

不明(大阪)，京都(京都) 
 
 

213 
  JTC029  UCS：9C00  X0213：1-94-47③ 

 

住基 C029  読み：カン・あめのうお・えの 
〔住基使用〕*** 

戸籍 524560  読み：カン・あめのうお 
〔地名〕石川県能登島町の地名 

登記 00524560  読み：カン・あめのうお 
 
○「自治体地名外字」資料 
石川県七尾市（旧能登島町） 〓目 

 

 
 

214 
  FT1754  UCS：9C2F  X0213：1-16-83① 

 

住基 C035  読み：いわし 
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〔住基使用〕**** 

戸籍 525150  読み：いわし 
〔地名〕愛知県佐屋町の地名 

登記 00525150  読み：いわし 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県愛西市（旧佐屋町） 〓江（いわしえ），〓江（いわしえ）字郷東，〓江（いわしえ）

字郷西 

 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）静岡県，焼津市，〓ケ島，シズオカケンヤイヅシイワシガシマ 

（２）愛知県，愛西市，〓江町，アイチケンアイサイシイワシエチョウ 

（３）愛知県，愛西市，善太新田町，〓江前，アイチケンアイサイシゼンタシンデンチョ

ウイワシエマエ 

（４）愛知県，海部郡佐屋町，大字〓江，アイチケンアマグンサヤチョウイワシエ，2005

年 4 月廃止 

（５）愛知県，海部郡佐屋町，大字善太新田，字〓江前，アイチケンアマグンサヤチョウ

ゼンタシンデンイワシエマエ，2005 年 4 月廃止 

 
 

215 
  JTC039  UCS：9C3A  X0213：1-82-45② 

 

住基 C039  読み：ソウ・あじ 
〔住基使用〕** 
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戸籍 525380  読み：ソウ・あじ 
〔地名〕福岡県小郡市の地名 

登記 00525380  読み：ソウ・あじ 
 
○「自治体地名外字」資料 
福岡県小郡市 上西〓坂（かみにしあじさか），下西〓坂（しもにしあじさか） 

 

 ※住基統一文字とは別字体（部分字体「參」）。 
 
○「登記所外字」資料 

020282C8 

横須賀(神奈川) 
 
 

216 
  JTC03C  UCS：9C39  X0213：1-19-79① 

 

住基 C03C  読み：かつ・ケン・かつお 
〔住基使用〕** 

戸籍 525340  読み：ケン・かつお 
〔地名〕宮城県鳴瀬町の地名 

登記 00525340  読み：ケン・かつお 
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○「自治体地名外字」資料 
宮城県東松島市（旧鳴瀬町） 〓前（かつまえ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

490082CF 

高知(高知) 

 
 

217 
  JTC03D  UCS：9C52  X0213：1-43-80① 

 

住基 C03D  読み：ソン・ます 
〔住基使用〕** 

戸籍 526100  読み：ソン・ゾン・セン・ゼン・テン・デン・ます 
〔地名〕青森県南部町の地名 

登記 00526100  読み：ソン・ゾン・セン・ゼン・テン・デン・ます 
 
○「自治体地名外字」資料 

青森県南部町 〓沢（ますざわ） 

 
 
○「登記所外字」資料 
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060081E5 

宇都宮(栃木)，佐久(長野)，諏訪(長野)，京都(京都)，長浜(滋賀)，倉吉(鳥取) 
 
 

218 
  JTC043 

 

住基 C043  読み：チョウ・とり 
〔住基使用〕**** 

戸籍 528160  読み：チョウ・とり 
〔地名〕岩手県一戸町の地名 

登記 00528160  読み：チョウ・とり 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）岩手県一戸町 〓越（とりごえ）字川原田平 

 
 
（２）岩手県一戸町 〓越（とりごえ）字竹林 
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219 
  JTC053  UCS：9D70  X0213：1-94-62③ 

 

住基 C053  読み：テウ・くまたか 
〔住基使用〕* 

戸籍 532910  読み：くまたか・わし 
〔地名〕静岡県沼津市内の町名・字名・諸 47012＠町（くまたかち

ょう）・小字諸 47012＠尾町（わしお）。福島県古殿町内の

字名・字上諸 47012＠巣（かみくまだかす） 

登記 00532910  読み：くまたか・わし 
 
○「自治体地名外字」資料 

福島県古殿町 上〓巣（かみくまだかす），上〓巣イ（かみくまだかすい） 

 

 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）福島県，石川郡古殿町，大字論田，字上〓巣，フクシマケンイシカワグンフルドノ

マチロンデンカミクマダカス 

（２）福島県，石川郡古殿町，大字論田，字下〓巣，フクシマケンイシカワグンフルドノ

マチロンデンシモクマダカス 

（３）静岡県，沼津市，〓町，シズオカケンヌマヅシクマタカチョウ 

（４）京都府，船井郡瑞穂町，字鎌谷中，小字〓尾，キョウトフフナイグンミズホチョウ

カマダニナカワシオ，2005 年 10 月廃止 

（５）京都府，船井郡京丹波町，鎌谷中，〓尾，キョウトフフナイグンキョウタンバチョ

ウカマダニナカワシオ 
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220 
  JTC061S 

 

住基 C061  読み：たか 
〔住基使用〕 

戸籍 533880  読み：ヨウ・オウ・たか 
〔地名〕愛知県十四山村の地名 

登記 00533880  読み：ヨウ・オウ・たか 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県弥富市（旧十四山村） 東〓場（ひがしたかば） 

 
 
 

221 
  JTC064 

 

住基 C064  読み：ソ・あらい 
〔住基使用〕* 

戸籍 034400  読み：ソ 
〔地名〕宮城県丸森町の地名 

登記 00034400  読み：ソ 
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○「自治体地名外字」資料 

宮城県丸森町 〓利町 

 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
宮城県，伊具郡丸森町，筆甫，字〓利町，ミヤギケンイググンマルモリマチヒッポソリマ

チ 

 
 

222 
  FT1849  UCS：9EDB  X0213：1-34-67① 

 

住基 C082  読み：ダイ・タイ・まゆずみ 
〔住基使用〕*** 

戸籍 543840  読み：タイ・ダイ・まゆずみ 
〔地名〕埼玉県上里町の地名ほか 

登記 00543840  読み：タイ・ダイ・まゆずみ 
 
○「自治体地名外字」資料 

埼玉県上里町 〓（まゆずみ） 
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○「日本行政区画便覧」 

 
埼玉県，児玉郡上里町，大字〓，サイタマケンコダマグンカミサトマチマユスミ 

 
 

223 
  JTC095  UCS：9F21  X0213：1-83-75② 

 

住基 C095  読み：ソウ 
〔住基使用〕* 

戸籍 546980  読み：ショ・ソ・ねずみ 
〔地名〕宮城県鹿島台町の地名ほか 

登記 00546980  読み：ショ・ソ・ねずみ 
 
○「自治体地名外字」資料 

（１）宮城県大崎市（旧鹿島台町） 東〓子河原（ひがしそうしがわら） 

 
 
（２）富山県富山市（旧八尾町） 〓谷（よめだに） 
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224 
  JTC096 

 

住基 C096  読み：ソ・ねずみ 
〔住基使用〕 

戸籍 546990  読み：ねずみ 
〔地名〕秋田県仙北郡仙南村内の字名 

登記 00546990  読み：ねずみ 
 
○「自治体地名外字」資料 
秋田県美郷町（旧仙南村） 下〓田（ねずみだ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

013481BF 

多摩(東京) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）秋田県，仙北郡仙南村，境田，字上〓田，アキタケンセンボクグンセンナンムラサ

カイダカミネズミダ，2004 年 11 月廃止 

（２）秋田県，仙北郡仙南村，境田，字下〓田，アキタケンセンボクグンセンナンムラサ

カイダシモネズミダ，2004 年 11 月廃止 

（３）秋田県，仙北郡仙南村，南町，字〓田，アキタケンセンボクグンセンナンムラミナ

ミマチネズミダ，2004 年 11 月廃止 
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225 
  JTC097 

 

住基 C097  読み：ユウ・いたち 
〔住基使用〕** 

戸籍 547010  読み：ユウ・ユ・いたち 
〔地名〕愛知県阿久比町の地名 

登記 00547010  読み：ユウ・ユ・いたち 
 
○「自治体地名外字」資料 

愛知県阿久比町 〓田（いたちだ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

020281E6 

横須賀(神奈川) 
 
 

226 
  JTC0A9 

 

住基 C0A9  読み：リュウ・たつ 
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〔住基使用〕**** 

戸籍 551540  読み：リュウ・たつ 
〔地名〕奈良県斑鳩町内の大字名 

登記 00551540  読み：リュウ・たつ 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）福島県郡山市 〓ケ馬場（りゅうがばば），〓ケ馬場（りゅうがばば） 

 

 
（２）福島県二本松市（旧東和町） 〓神前（りゅうじんまえ） 

 
 
（３）奈良県斑鳩町 〓田１丁目，〓田北１丁目，〓田南１丁目 

 
 
○「登記所外字」資料 

010182F0 

八王子(東京)，港(東京)，新宿(東京)，杉並(東京)，町田(東京)，府中(東京)，田無(東京)，青

梅(東京)，豊島(東京)，多摩(東京)，横浜(神奈川)，厚木(神奈川)，神奈川(神奈川)，戸塚(神
奈川)，鎌倉(神奈川)，平塚(神奈川)，相模原(神奈川)，港北(神奈川)，栄(神奈川)，越谷(埼
玉)，熊谷(埼玉)，秩父(埼玉)，上尾(埼玉)，久喜(埼玉)，北埼(埼玉)，春日部(埼玉)，草加(埼
玉)，所沢(埼玉)，坂戸(埼玉)，本庄(埼玉)，館山(千葉)，佐原(千葉)，市川(千葉)，竜ケ崎(茨
城)，石岡(茨城)，不明(茨城)，古河(茨城)，沼田(群馬)，桐生(群馬)，高崎(群馬)，伊勢崎(群
馬)，館林(群馬)，静岡(静岡)，熱海(静岡)，磐田(静岡)，鰍沢(山梨)，上田(長野)，松本(長野)，



 267

諏訪(長野)，六日町(新潟)，上越(新潟)，十日町(新潟)，大阪(大阪)，岸和田(大阪)，天王寺(大
阪)，東住吉(大阪)，北大阪(大阪)，池田(大阪)，枚方(大阪)，守口(大阪)，八尾(大阪)，枚岡(大
阪)，東大阪(大阪)，美原(大阪)，富田林(大阪)，不明(大阪)，福知山(京都)，龍野(兵庫)，北(兵
庫)，葛城(奈良)，五條(奈良)，橿原(奈良)，長浜(滋賀)，田辺(和歌山)，橋本(和歌山)，半田(愛
知)，豊橋(愛知)，豊田(愛知)，豊川(愛知)，松阪(三重)，伊勢(三重)，鈴鹿(三重)，富山(富山)，
尾道(広島)，福山(広島)，可部(広島)，周南(山口)，宇部(山口)，笠岡(岡山)，津山(岡山)，倉

敷(岡山)，川本(島根)，柳川(福岡)，行橋(福岡)，田川(福岡)，福間(福岡)，佐賀(佐賀)，佐世

保(長崎)，諫早(長崎)，鹿児島(鹿児島)，都城(宮崎)，仙台(宮城)，石巻(宮城)，名取(宮城)，
白河(福島)，いわき(福島)，鶴岡(山形)，室蘭(北海道)，南(北海道)，森(北海道)，旭川(北海

道)，紋別(北海道)，中標津(北海道)，阿南(徳島) 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
（１）茨城県，常陸太田市，瑞〓町，イバラキケンヒタチオオタシズイリュウチョウ 

（２）奈良県，生駒郡斑鳩町，大字〓田，ナラケンイコマグンイカルガチョウタツタ 

（３）奈良県，生駒郡斑鳩町，〓田，ナラケンイコマグンイカルガチョウタツタ 

（４）奈良県，生駒郡斑鳩町，〓田北，ナラケンイコマグンイカルガチョウタツタキタ 

（５）奈良県，生駒郡斑鳩町，〓田西，ナラケンイコマグンイカルガチョウタツタニシ 

（６）奈良県，生駒郡斑鳩町，〓田南，ナラケンイコマグンイカルガチョウタツタミナミ 

 
 

227 
  JTC0B0 

 

住基 C0B0  読み：ベツ・みのがめ・トチ・とち 
〔住基使用〕*** 

戸籍 552290  読み：ベツ・ミノガメ 
〔地名〕愛知県東浦町の地名 

登記 00552290  読み：ベツ・ミノガメ 
 
○「自治体地名外字」資料 
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愛知県東浦町 〓池（とちいけ） 

 

 
○「登記所外字」資料 

00018EA7 

共通，佐世保(長崎) 
 
 

228 
  JTC0B3  UCS：342A 

 

住基 C0B3  読み：イ 
〔住基使用〕* 

戸籍 003600  読み：ガイ・い 
〔地名〕兵庫県川西市の地名 

登記 00003600  読み：ガイ・い 
 
○「自治体地名外字」資料 
兵庫県川西市 〓之元（いのもと） 

 

 
○「登記所外字」資料 
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011482CF 

板橋(東京)，神奈川(神奈川)，港北(神奈川)，大月(山梨)，堺(大阪)，伏見(京都)，姫路(兵庫)，
龍野(兵庫)，洲本(兵庫)，岩出(和歌山)，岡崎(愛知)，鳴海(愛知)，函館(北海道) 
 
 

229 
  JTC0E9  UCS：6852  X0213：1-85-62③ 

 

住基 C0E9  読み：なし 
〔住基使用〕***** 

戸籍 165490  読み：ソウ・くわ 
〔地名〕大利根町の大字名 

登記 00165490  読み：ソウ・くわ 
 
○「自治体地名外字」資料 
（１）埼玉県大利根町 北大〓 

 
 

（２）徳島県吉野川市（旧川島町） 〓村（くわむら） 
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230 
  JTC0F4 

 

住基 C0F4  読み：なし 
〔住基使用〕 

戸籍 303120  読み：もち 
〔地名〕秋田県南秋田郡井川町内の字名・字●田(もちだ) 

登記 00303120  読み：もち 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
秋田県，南秋田郡井川町，赤沢，字〓田，アキタケンミナミアキタグンイカワマチアカザ

ワモチダ 
 
 

231 
  IB2787  UCS：26B68 

 

住基 C0F5  読み：うほしば 
〔住基使用〕 

戸籍 344430  読み：チョ・ジョ・う・お 
〔地名〕郡山市田村町徳定の字名 

登記 00344430  読み：チョ・ジョ・う・お 
 



 271

○「自治体地名外字」資料 

（１）福島県郡山市 〓干場（うほしば） 

 

 
（２）福島県須賀川市 〓畑（うばたけ） 

 
 
○「日本行政区画便覧」 

 
福島県，郡山市，田村町徳定，字〓干場，フクシマケンコオリヤマシタムラマチトクサダ

ウホシバ 
 
 

232 
  JTC0FC 

 

住基 C0FC  読み：ひょうたん 
〔住基使用〕 

戸籍 395290  読み：タン 
〔地名〕愛知県岡崎市中島町の字名・字瓢●(ひょうたん) 

登記 00395290  読み：タン 
 
○「自治体地名外字」資料 
愛知県岡崎市 瓢〓（ひょうたん） 
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○「登記所外字」資料 

00018DCE 

共通 
 
 

233 
  IB1173  UCS：FA2D 

 

住基 FA2D  読み：カク・つる・ガク 
〔住基使用〕***** 

戸籍 535410  読み：カク・つる 
〔地名〕岩手県大東町の地名ほか 

登記 00535410  読み：カク・つる 
 
○「自治体地名外字」資料 
岩手県一関市（旧大東町） 〓巻（つるまき），〓巻（つるまき），〓巻（つるまき） 

 
 
 
 



検字１（住民基本台帳ネットワーク統一文字コード順）

���� …… � ���� …… ��

�	�� …… � ���
 …… ��

���� …… � ���� …… ��

���� …… � ��
 …… ��

��� …… � ��	� …… ��

���� …… � ��� …… ��

��	 …… � ��� …… ��

���� …… � ���� …… ��

���� …… � ��� …… �


���� …… � ���� …… ��

���� …… 
 ���� …… ��

�
�
 …… �� ��� …… ��

���� …… �� ���� …… ��

���� …… �� ���� …… ��

���� …… �� ���� …… ��


��� …… �� ���� …… ��


�
� …… �� ��� …… ��

�	�� …… �� ���� …… ��

�	�� …… �� ���
 …… ��

���� …… �� ���� …… ��

���� …… �� ���� …… ��

���� …… �
 ���� …… ��

���� …… �� ���
 …… �


���� …… �� ���� …… ��
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���� …… �� 	��� …… 
�

���� …… �� 	��� …… 
�

���� …… �� 	��� …… 
�

���� …… �� 	��	 …… 
�

���� …… �� 	�� …… 
�

��
� …… �� 	��� …… 



��
� …… �� 	��� …… ���

��	� …… �� 	��� …… ���

	��� …… �� 	��� …… ���

	��� …… �� 	��� …… ���

	��� …… �� 	��� …… ���

	��� …… �� 	��� …… ���

	��� …… �
 	��� …… ���

	�
� …… �� 	��� …… ���

	��� …… �� 	��� …… ���

	��� …… �� 	��� …… ��


	��� …… �� 	��	 …… ���

	�� …… �� 	��� …… ���

	��� …… �� 	��� …… ���

	��� …… �
 	��� …… ���

	��� …… 
� 	��� …… ���

	��	 …… 
� 	��� …… ���

	��� …… 
� 	��
 …… ���

	��� …… 
� 	��� …… ���

	��� …… 
� 	��� …… ��
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	�
� …… ��
 	��� …… ���

	�
� …… ��� 	��
 …… ���

	��� …… ��� 	�
� …… ���

	�	� …… ��� 	��� …… ���

	�	� …… ��� 	��� …… ���

	�	
 …… ��� 	�	� …… ���

	�� …… ��� 	��� …… ��


	��� …… ��� 	��� …… ���

	��� …… ��� 	��� …… ���

	��� …… ��� 	��
 …… ���

	��� …… ��
 	��
 …… ���

	��� …… ��� 	��� …… ���

	�� …… ��� 	��� …… ���

	��� …… ��� 	��� …… ���

	��	 …… ��� 	�	� …… ���

	��� …… ��� 	�	� …… ���

	��� …… ��� 	�		 …… ���

	��� …… ��� 	�
 …… ��


	��� …… ��� 	��� …… ��


	��� …… ��� 	��	 …… ���

	�
� …… ��� 	��	 …… ���

	��� …… ��
 	��� …… ���

	��� …… ��� 	��
 …… ���

	��� …… ��� 	��� …… ���

	��� …… ��� 	��	 …… ���
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	��� …… ��� 	��� …… ���

	��� …… ��� 	��� …… ��


	
�� …… ��� 	��� …… ��


	
�� …… ��
 	��� …… ���

	
�� …… ��� 	��� …… ���

	
�	 …… ��� 	��� …… ���

	
� …… ��� 	��� …… ���

	
�� …… ��� 	��� …… ���

	
�� …… ��
 		�� …… ���

	
�� …… ��
 		�� …… ���

	
�� …… ��� 		�� …… ���

	
�� …… ��� 		�� …… ���

	
�� …… ��� 		�� …… ��


	
�� …… ��� 			� …… ���

	
�� …… ��� 	�� …… ���

	
�
 …… ��� 	�	 …… ���

	
�� …… ��� 	�� …… ���

	
�
 …… ��� 	�� …… ���

	
�	 …… ��� 	�� …… ���

	
� …… ��� 	�� …… ���

	
�� …… ��� 	�� …… ���

	
�� …… ��
 	��� …… ��


	
�
 …… ��� 	�� …… ���

	��� …… ��� 	��� …… ���

	��� …… ��� 	��	 …… ���
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	��� …… ��� �
� …… ���

	��� …… ��� �
� …… ���

	�

 …… ��� ��
 …… ���

	�� …… ��� �	� …… ���

	��
 …… ��� �	� …… ���

	�� …… ��� ��
 …… ��


	��� …… ��� ��� …… ���

	��� …… ��� ��� …… ���

��� …… ��
 �� …… ���

��� …… ��� ���� …… ���

��	 …… ���

��� …… ���

��� …… ���

��� …… ���

��
 …… ���

��� …… ���

��
 …… ���

�� …… ���

��� …… ���

��� …… ��


��� …… ���

��� …… ���

��� …… ���

��� …… ���

�
� …… ���
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検字２（平成明朝体グリフ名順）

������ …… �� ������	 …… ���

���
�� …… �
� ������ …… ���

���
�� …… �

 ����� …… ��

���
�� …… ��� ������	 …… ���

���
� …… �� ������ …… ���

���
�� …… ��� ������ …… ��


���
�� …… � ������ …… ���

���
 …… �� �����
 …… ��


����� …… ��� ����

 …… ���

����� ……  ������ …… ���

����� …… ��� ������ …… ���

����� …… ��� �����
 …… ���

������ …… ��� ������ …… ��


������ …… ��� ����
� …… ���

������ …… � ����� …… ���

������ …… � ������ …… ��


������	 …… ��� ����� …… ��

������ …… ��� �����
 …… �

������ …… �� ����� …… ��

���� …… �� ������ …… ���

�����
 …… �
 ����� …… �

����� …… 
� ������ …… �

������ …… ��� ������ …… �

����� …… �� ������ …… ���
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������ …… �
 ����� …… ���

�����
 …… � ����� …… ���

������ …… �� ������ …… ���

����� …… ��� ����� …… ���

������ …… ��� ������ …… ���

������ …… ��� ������ …… ��

������ …… ��� ������ …… ��


����
 …… ��� ���

 …… �
�

������ …… �
 ����� …… ���

������ …… ��� ������ …… �

����� …… �� ���
� …… 


������ …… � ���
� …… 


����
� …… � ������ …… ���

���
� …… ��� ����� …… ��

����
 …… ��� ���
� …… �

����� …… �� ����
� …… ��

�����
 …… ��
 ����
 …… ��

����� …… ��� ��
��� …… ��

����
� …… �
� ��
��� …… ��

������ …… �� ����� …… ��

������ …… �
 �����
 …… ��

����
� …… 
� ����� …… �

���
� …… � ������ …… ��

����
� …… � ������ …… ��

�����
 …… ��
 ������ …… ��
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�����
 …… �� ������ …… �

������ …… �� ������	 …… ��

����
� …… �� ������ …… ��

������ …… �� ������ …… ��

������ …… �� ������ …… ��

������ …… �� ����
� …… ��

������ …… �� ������ …… ��

������ …… �� ������ …… �


������ …… �� ������ …… �

������ …… �� ������ …… ��

������ …… �� ������ …… ���

������ …… �
 ������ …… ���

������ …… � ������ …… ���

������ …… �
 ������ …… ���

����
� …… 
� ������ …… ���

����
� …… 
� �����
	 …… ��


����� …… 
� ����� …… ���

����� …… 
� ����
� …… ��

������ …… 
� ����� …… ���

�����
 …… 
� ����� …… ���

������ …… 
� ������ …… ���

������ …… 

 ������ …… ���

������ …… 
 ������ …… ���

����� …… � ������ …… ���

������	 …… � ������ …… ��
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������ …… ��� ������ …… �
�

������ …… ��� ������ …… ��

������ …… ��� �����
 …… ��

������ …… ��� ����� …… ��

����
� …… ��� ������ …… ��

������ …… ��� ����� …… ��

������ …… ��� ����� …… ��

������ …… ��� ����� …… ��

������ …… ��� ������ …… ��

������ …… ��� ������ …… �


������ …… ��� ������ …… �


���
�� …… ��� ������ …… ���

���
�� …… ��� ������ …… ���

���

 …… ��� ������ …… ���

���
�� …… ��� ������ …… ���

����� …… ��� ������ …… ���

����� …… ��� ������ …… ���

����
 …… ��� ������ …… ���

����� …… ��� ����
� …… ���

����� …… ��� ������ …… ���

����� …… ��� ������ …… ���

�����
 …… ��� ������ …… ��


������ …… �
� ������ …… ���

������ …… �
 ������ …… ���

������ …… �
� ������ …… ���
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������ …… ��
 �����
 …… ���

������ …… �� ������ …… ���

�����
 …… ��� ������ …… ��


������ …… ��� ������ …… ��

������ …… ��� ������ …… ���

������ …… ��� ������ …… �
�

������ …… ��� ������ …… �
�

������ …… ��� �	����� …… ���

������ …… ��� �	���

� …… �


������ …… �� �	��
��� …… ���

������ …… ��

������ …… ���

������ …… ���

������ …… ���

�����
 …… ���

������ …… ���

������ …… ���

������ …… ��


������ …… ��

������ …… ���

������ …… ���

������	 …… ���

������ …… ���

������ …… ���

������ …… ���
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検字３（総画数順）

�画 囗 …… �

一 …… �� 土 …… ��

…… �� 尸 …… ��

冖 …… �� 木 …… ��

…… ��� 艸 …… ��	


画 …… ���

亠 …… ��� …… ���

人 …… �� …… ���

片 …… ��� 角 …… ���

�画 馬 …… ���

一 …… �� �画
亠 …… �� 一 …… �	

人 …… ��� 人 …… �

刀 …… ��� 八 …… ��

口 …… �	 …… ��

大 …… �
 土 …… ��

尸 …… �� 山 …… ��

山 …… �� 木 …… �

手 …… �� …… ��

木 …… � …… ��

�画 皿 …… ���

丿 …… �
 示 …… ��


几 …… �� 艸 …… ���

十 …… �� …… ���
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艸 …… ��	 十 …… ���

鳥 …… �
� 厂 …… ���

鼠 …… ��� 大 …… ���

�画 寸 …… ��


刀 …… �� 木 …… �		

厂 …… �� …… �	�

己 …… �	 …… �	�

木 …… � 白 …… ��	

…… �� 艸 …… ���

…… ��� …… ���

水 …… ��� …… ��


火 …… ��� ��画
皿 …… ��� 人 …… ��

示 …… � 刀 …… �	

…… ��� …… �	

…… ��� 土 …… ��

禾 …… �
� 尸 …… 


艸 …… ��	 巛 …… �	�

…… ��� 巾 …… ��

…… ��� 广 …… ��

…… ��� 弓 …… ��

…… ��� 木 …… �

鼠 …… ��� …… �

�	画 …… �	�

人 …… � …… �	
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木 …… �	� 艸 …… ���

…… �	� …… �	�

水 …… �
 …… ��	

…… ��� 襾 …… ���

…… ��� …… ���

…… ��� …… ��


田 …… ��� …… ���

示 …… ��� 阜 …… ���

艸 …… �� 雨 …… ���

…… ��� ��画
…… ��� 土 …… 


…… ��� …… ��

金 …… ��	 …… �	

��画 广 …… ��

勹 …… ��	 …… ��

口 …… �� 方 …… �


…… �� 木 …… ���

土 …… �� …… ���

…… �� 水 …… ��	

文 …… �� …… ��	

月 …… ��� 田 …… ���

…… ��� 禾 …… �
�

木 …… �	� …… �
�

…… �	� 臼 …… ���

…… ��� 艸 …… ��	
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艸 …… ��� 土 …… ��

…… ��� …… ��

…… ��� 木 …… ���

鼠 …… ��
 …… ���

��画 水 …… ��

人 …… �� 竹 …… �
�

厂 …… �� …… �
�

土 …… �� …… �
�

宀 …… �� …… �
�

广 …… �
 糸 …… ��	

…… �� 艸 …… ���

攴 …… �� …… ��	

木 …… �� 虫 …… ��


…… ��� …… ���

…… ��
 食 …… ���

…… ��� 馬 …… ���

…… ��� 魚 …… �
�

至 …… ��
 ��画
艸 …… ��� 亠 …… ��

虫 …… ��� 人 …… ���

言 …… ��� 刀 …… ��

金 …… ��� 土 …… ��

食 …… ��� 曰 …… ��

魚 …… �
	 木 …… ���

�
画 …… ��	
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示 …… �
	 魚 …… �
�

舌 …… ��� 鳥 …… ��

艸 …… ��� ��画
龍 …… ��
 木 …… ��


��画 水 …… ���

土 …… �� …… ���

木 …… ��� 犬 …… ���

…… ��� 田 …… ��	

田 …… ��� 魚 …… �
�

示 …… �
� …… �
�

米 …… ��	 鳥 …… ��	

艸 …… ��� �	画
行 …… ��
 音 …… ��

金 …… ��� 魚 …… �



黒 …… ��� 鳥 …… ���

��画 ��画
手 …… �� 刀 …… ��

木 …… ��� 魚 …… �



…… ��� …… �
�

水 …… ��� …… �
�

…… ��� ��画
示 …… �
� 穴 …… �



糸 …… ��� 竹 …… �
�

金 …… ��� 見 …… ���

革 …… ��� 足 …… ���
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魚 …… �
�

鳥 …… ���

��画
金 …… ��

龜 …… ���
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平成１９年度 経済産業省委託 

汎用電子情報交換環境整備プログラム 

文字対応作業委員会資料 

（「地名外字」資料） 

 
平成２０年３月 

 独立行政法人国立国語研究所 
〒１９０－８５６１ 東京都立川市緑町１０－２ 
電 話 ０４２－５４０－４３００（代表） 
ＦＡＸ ０４２－５４０－４３３３（代表） 

ＵＲＬ http://www.kokken.go.jp 

 
                  


