
町名変更　1／6

実　 施　 前 実施後町名 実施年月日 告示番号
大字福岡字鐘止、字堤 大字広野字福岡 昭和34.6.20

大字広野新田字大堰東、字新堰内 大字広野字興屋 （換地処分）

大字広野新田字杓子 大字広野新田字杓子

大字広野新田字車瀬、字杓子、字小角 大字広野字杓子

大字広野新田字三本柳、字小角 大字広野字三本柳

大字広野新田字茂平屋敷 大字広野字土橋、字大日塚

大字広野新田字東網置場、字大日塚、字土橋 大字広野字大日塚

大字広野新田字茂平屋敷、字楯屋敷、字土橋 大字広野字上通

字中曽美、字東網置場、字網置場

大字広野新田字茂平屋敷、大字大渕字楯屋敷 大字広野字上通、字中通

大字広野新田字榎橋、字窪中曽美 大字広野字下通

大字大渕字曲渕野 大字広野字大渕

大字大渕字楯屋敷 大字広野字中通、字下通

大字広野新田字川端割、字西中曽美 大字広野字十五軒、字中曽美

大字広野新田字網置場、字新田尻 大字広野字末広、字上中村

大字広野新田字中村東割、字繋沼 大字広野字上中村

大字広野新田字東百閒割、字東百閒、字西百閒 大字広野字下中村

大字広野新田字西新田、字田敷 大字広野字奥井

大字広野新田字大柳 大字広野字大柳

大字浜田字浜田堰 東浜田 昭和38. 5.31 第 418号

大字浜田字向田堰

大字浜田字苗代堰

大字浜田字四之堰

東中ノ口町

北千日堂前字大道添 住吉台 昭和39. 2.25 第 114号

新町字光ケ丘 松風町 昭和39.12.10 第1130号

大字浜田字向田堰 若浜町 昭和40.12.28 第1215号

大字浜田字苗代堰

大字浜田字四之堰

大字大町字フケ 大字大町字フケ 昭和41. 1.25 第  49号

大字大多新田字夜揚下 旭新町 昭和41. 1.27 第  56号

大字漆曽根字札谷地

大字漆曽根字上新田

字広野 両羽町 昭和42. 1.27 第 246号

東中ノ口町 東中の口町 昭和42. 1.28 第  79号

字札ノ前

字西川原 千石町一丁目 昭和42. 2.23 第 162号

字竹藪 千石町二丁目

立町

字的場 字的場 昭和42. 3.21 第 244号

大字大町字フケ 大字大町字フケ 昭和42. 3.21 第 245号

字外川原 若原町 昭和42. 3.31 第 247号

字的場

立町

大字大多新田字大坪 新橋一丁目 昭和43.11.19 第 991号

大字古荒新田字西北田 新橋二丁目

新橋三丁目

大字大町字フケ 東大町一丁目 昭和44. 2.13 第 120号

大字浜田字中堰 東大町二丁目

大字浜田字向田堰

字広野 両羽町 昭和44. 4.15 第 376号

北千日堂前国有地 北千日堂前字松境 昭和46. 6.21

土地の名称・地番号の変更（実施年月日一覧表）
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町名変更　2／6

実　 施　 前 実施後町名 実施年月日 告示番号
土地の名称・地番号の変更（実施年月日一覧表）

大字酒井新田字大道端 駅東一丁目 昭和46.12. 9 第1654号

大字酒井新田字井皿 駅東二丁目

大字酒井新田字中砂田

大字酒井新田字南砂田

大字酒井新田字北砂田

大字大町字広表 東大町一丁目 昭和47. 2. 1 第 138号

大字大町字フケ 東大町二丁目

大字大町字大堰端

大字大町字広表 東町一丁目 昭和47. 4.18 第 552号

字上戸沢 東町二丁目

大字大多新田字大坪 新橋二丁目 昭和47. 5.23 第 758号

大字古荒新田字西北田

大字小牧字南五丁野 大字遊摺部 昭和47. 6.17 第 921号

字草刈谷地 東両羽町 昭和48. 1.13 第  49号

字広野

余目町大字宮曽根字三本柳 大字広野字大渕 昭和48. 2. 3 第 112号

字広野 東両羽町（一部） 昭和48. 8.11 第1088号

大字大町字大堰端 東大町二丁目 昭和49. 3.28 第 409号

大字大町字大坪 東大町三丁目

字上戸沢

大字酒井新田字家際 東泉町一丁目 昭和49. 4. 6 第 467号

大字酒井新田字酒田割

大字酒井新田字五千刈

大字酒井新田字安達 駅東一丁目 昭和49.10. 1 第1417号

駅東二丁目

大字宮野浦字飯森山西 若宮町一丁目 昭和49.11. 1 第1625号

若宮町二丁目

大字大多新田字北家西 新橋一丁目 昭和50. 1.17 第  53号

大字漆曽根字上新田 北新橋一丁目

大字漆曽根字札谷地 北新橋二丁目

富士見町一丁目

曙町一丁目

大字古荒新田字南西田 新橋二丁目 昭和50. 4.15 第 533号

大字古荒新田字南田 新橋四丁目

大字古荒新田字西北田 新橋五丁目

大字古荒新田字南家西

大字浜田字十王堂

大字浜田字浜田堰

大字酒井新田字酒田割 東泉町一丁目 昭和50. 5.23 第 711号

大字酒井新田字安達 東泉町二丁目

大字酒井新田字井皿 駅東二丁目（一部）

字外川原 東両羽町（一部）

大字坂野辺新田字中割 錦町一丁目

大字坂野辺新田字藤山

大字坂野辺新田字中割 京田一丁目

大字坂野辺新田字下割

大字浜田字向田堰 東町一丁目 昭和50. 6.24 第 873号

大字浜田字中堰

大字大町字イカリ

大字大町字広表

大字坂野辺新田字中割 錦町一丁目 昭和51. 2.14 第 199号

大字大町字イカリ 東町一丁目（一部） 昭和51. 3. 9 第 308号

大字大町字広表

大字坂野辺新田字上割 京田一丁目（一部） 昭和51. 6. 8 第 818号

大字坂野辺新田字中割
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町名変更　3／6

実　 施　 前 実施後町名 実施年月日 告示番号
土地の名称・地番号の変更（実施年月日一覧表）

大字酒井新田字酒田割 東泉町二丁目 昭和51. 8. 3 第1163号

大字酒井新田字台家田

大字酒井新田字五千刈

大字大多新田字夜揚下 新橋一丁目 昭和51. 9.11 第1391号

大字漆曽根字上新田 北新橋一丁目

大字漆曽根字札谷地 北新橋二丁目

字内川原 亀ケ崎五丁目 昭和51.10. 2 第1520号

字外川原 亀ケ崎六丁目

字草刈谷地 亀ケ崎七丁目

字鷺谷地

字広野

字松原南

大字宮野浦字久木原 高見台一丁目 昭和51.10. 5 第1537号

大字宮野浦字栄田 高見台二丁目

大字宮野浦字下割

大字宮野浦字飯森山西 緑ケ丘一丁目 昭和53. 9.23 第1666号

大字十里塚字村東山北 緑ケ丘二丁目

大字大町字下切添 四ツ興野 昭和53.10.24 第1884号

大字漆曽根字上新田 富士見町二丁目 昭和54. 1.18 第  90号

大字漆曽根字札谷地

大字坂野辺新田字古川 錦町三丁目 昭和54. 2.22 第 287号

大字坂野辺新田字東狢山 錦町四丁目

大字大宮字村西 大宮町一丁目 昭和55. 9.18 第1612号

大字大宮字中割 大宮町二丁目 (分筆56.3.30)

大字大宮字初瀬 卸町

字丹波谷地

大字吉田新田字南割 上安町一丁目 昭和56. 9. 5 第1498号

大字吉田新田字上安谷地 上安町二丁目

大字吉田新田字牧野谷地

大字吉田新田字古川谷地

大字広野字堰東 広栄町一丁目 昭和58.11.16 第1703号

大字広野字堰東 広栄町二丁目 第1707号

大字広野字十五軒

大字酒井新田字家際 東泉町一丁目（一部） 昭和59. 2.18 第 207号

大字酒井新田字西割 東泉町三丁目

大字酒井新田字正龍寺割 東泉町四丁目

大字酒井新田字大割

大字広野字堰東 広栄町三丁目 昭和60. 1.29 第  79号

大字広野新田字葉萱場

大字西野字内畑

大字酒井新田字屋敷割 泉町（一部） 昭和60.10. 2 第1256号

字外川原 亀ケ崎六丁目（一部） 昭和61. 4. 4 第 419号

大字大町字大堰端 みずほ一丁目 昭和61. 9. 3 第1159号

字北沼田

大字大町字大坪 東大町三丁目（一部） 昭和61. 9. 3 第1159号

字上荒堰

大字大町字下割

字松原南

字上荒堰 こがね町一丁目 昭和61. 9. 3 第1159号

字松原南

大字大町字下割

字松原南 こがね町二丁目

字鷺谷地
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町名変更　4／6

実　 施　 前 実施後町名 実施年月日 告示番号
土地の名称・地番号の変更（実施年月日一覧表）

字内新田 みずほ一丁目（一部） 昭和61.11.15 第1557号

字北沼田 (一部61.11.14) (第1549号)

大字大町字大堰端

字南沼田

大字大町字大坪

大字大町字大坪 みずほ二丁目

字南沼田

字上荒堰

字松原南

字南沼田 松原南

字松原南

大字吉田新田字上安谷地 下安町 昭和62. 1.24 第 112号

大字吉田新田字下安谷地 第 117号

大字吉田新田字古川谷地

大字坂野辺新田字藤山 錦町二丁目 昭和63. 3. 1 第  83号

大字漆曽根字上新田 富士見町二丁目 第  85号

大字坂野辺新田字下割 錦町一丁目 第 106号

大字坂野辺新田字藤山

大字大町字背煩端 東町一丁目（一部） 平成 2. 1.19 第  68号

大字大多新田字北家西 曙町一丁目 平成 3. 7.17 第 846号

大字大多新田字南家西 日の出町一丁目

大字古荒新田字西北田

大字坂野辺新田字下割 錦町一丁目（一部） 平成 3.12. 1 第1261号

大字大多新田字北家西 曙町二丁目 平成 4. 1.17

大字漆曽根字札谷地

大字城輪字跡遺 大字豊原字福升田 平成 4.10.14 第1356号

（パイロット事業）

字丹波谷地 あきほ町（日本海病院） 平成 5. 4. 1 第1370号

字草刈谷地

大字吉田新田字牧野谷地 上安町三丁目 平成 5. 5.19 第1369号

大字牧曽根字西新ラ田

上安町二丁目

大字大町字下切添 四ツ興野(一部､ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ) 平成 5.12.22 第 823号

大字大町字上割

大字大町字下切添 東大町三丁目（一部） 平成 6. 3. 2 第 822号

大字大町字上割

大字大町字下割

字上戸沢

東町二丁目

大字坂野辺新田字中割 京田二丁目 平成 6. 7.15 第 751号

大字坂野辺新田字上割

大字坂野辺新田字藤山 京田三丁目 平成 6. 7.15 第 751号

大字広野字奥井

大字漆曽根字札谷地 富士見町三丁目 平成 7. 5. 9 第 500号

大字漆曽根字上新田

富士見町二丁目

光ヶ丘三丁目（１街区一部） 光ケ丘四丁目(6,21街区） 第 501号

大字坂野辺新田字藤山 錦町一丁目（一部） 第 503号

幸町一丁目（１街区一部） 幸町二丁目（10街区） 平成 7.10.13 第1017号

大字酒井新田字中砂田

大字坂野辺新田字藤山 錦町五丁目 平成 8. 2. 1 第 113号

大字広野新田字田敷

大字酒井新田字家際 東泉町一丁目（20街区） 平成 8. 7.12 第 771号

大字大多新田字南家西 日の出町二丁目 平成 9. 1.31 第  73号

大字漆曽根字向谷地

日の出町一丁目
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町名変更　5／6

実　 施　 前 実施後町名 実施年月日 告示番号
土地の名称・地番号の変更（実施年月日一覧表）

大字大多新田字北家西 曙町二丁目（一部）

大字漆曽根字札谷地

字草刈谷地 あきほ町（ジャスコ） 平成 9. 7. 1 第 421号

字鷺谷地

字草刈谷地 あきほ町（住宅区域） 平成10. 1.21 第 420号

字初瀬

字広野

字丹波谷地 大宮町二丁目（8街区）

字草刈谷地

大字大町字兼子 大字土崎字屋敷添 平成10. 3.11 第  74号

（ほ場整備）

大字酒井新田字三番割 ゆたか一丁目 平成12. 3. 4 第 174号

大字酒井新田字井皿下

大字酒井新田字堰中

大字酒井新田字家ノ下

大字酒井新田字屋敷添

大字酒井新田字屋敷割

大字酒井新田字一番割

大字酒井新田字與世田 ゆたか二丁目

大字酒井新田字三番割

大字酒井新田字井皿下

大字酒井新田字堰中

大字酒井新田字沼田

大字酒井新田字カツキ田

大字宮野浦字出羽台 飯森山一丁目 平成12. 4. 1 第　50号

大字宮野浦字実取

大字宮野浦字山の口

大字宮野浦字出羽台 飯森山三丁目

大字宮野浦字山の口

大字宮野浦字飯森山西

大字宮野浦字山手

大字大町字下割 こがね町二丁目（一部） 平成12. ７. 1 第　548号

字鷺谷地

大字宮野浦字山下 飯森山二丁目 平成12. 10. 1 酒田市告示

大字宮野浦字山の口 第 106号

大字宮野浦字飯森山下

大字宮野浦字飯森山北

大字宮野浦字飯森山西

大字宮野浦字飯森山南

大字宮野浦字飯森山東

大字宮野浦字飯森山下試田 飯森山二丁目 平成12. 10. 1 酒田市告示

大字宮野浦字試田 第 106号

大字坂野辺新田字稲荷

大字坂野辺新田字東狢山

大字坂野辺新田乙

大字古荒新田字上北田 こあら一丁目 平成13. 4. 28 第　347号

大字古荒新田字東南田

大字漆曽根字向谷地

大字古荒新田字上北田 こあら二丁目

大字古荒新田字南田

大字古荒新田字東南田

大字浜田字十王堂

大字大町字イカリ
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町名変更　6／6

実　 施　 前 実施後町名 実施年月日 告示番号
土地の名称・地番号の変更（実施年月日一覧表）

大字古荒新田字南田 こあら三丁目

大字古荒新田字東南田

大字浜田字十王堂

大字大町字イカリ

大字大町字南兼子

大字古荒新田字上北田 日の出二丁目（一部）

大字漆曽根字向谷地

大字宮野浦字出羽台 高見台二丁目　（19～25街区） 平成13. 9. 1 酒田市告示

大字宮野浦字飯森山西 第 125号

大字酒井新田字屋敷割 泉町（一部） 平成15. 6. 28 第1452号

大字酒井新田字屋敷添 （ﾛｯｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ) 酒田市告示

大字酒井新田字上十六割 第 170号

大字酒井新田字堰中

大字酒井新田字井皿下

大字酒井新田字三番割

大字酒井新田字与世田

大字酒井新田字一番割

大字酒井新田字沼田

大字酒井新田字下十六割

大字酒井新田字正龍寺割 東泉町五丁目

大字酒井新田字下十六割

大字酒井新田字北割

大字酒井新田字大割

大字酒井新田字下十六割 東泉町六丁目

大字酒井新田字北割

大字酒井新田字大割

大字酒井新田字二番割

大字酒井新田字一番割 ゆたか三丁目

大字酒井新田字沼田

大字酒井新田字カツキ田

大字酒井新田字下十六割

大字酒井新田字北割

大字酒井新田字二番割

大字酒井新田字上十六割

大字広野字奥井 京田四丁目 平成16. 4. 1 酒田市告示

大字広野字佐渡尻 第 45号

大字広野新田字井戸錆

大字広野新田字佐渡尻

大字坂野辺新田字藤山

大字坂野辺新田字上割

大字豊川字館ノ内 刈屋字館ノ内 平成17. 11. 1 酒田市告示

大字豊川字侭ノ内 刈屋字侭ノ内 第241号

大字豊川字東村 刈屋字東村

大字豊川字明成寺 刈屋字明成寺

大字豊川字堂ノ前 刈屋字堂ノ前

大字豊川字西村 刈屋字西村

大字豊川字中川 刈屋字中川

大字豊川字小松野 刈屋字小松野

（八幡町）市条字堂田 （酒田市）寺田字堂田（一部） 平成17. 11. 1 酒田市告示

（八幡町）市条字横枕 （酒田市）寺田字横枕（一部） 第242号

（八幡町）市条字樋掛 （酒田市）寺田字樋掛（一部）

（八幡町）市条字堀ノ内 （酒田市）寺田字堀ノ内（一部）
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