
平成 17 年国勢調査  

地域別集計結果 
 
 この結果は、「平成 17 年国勢調査報告」の人口・世帯・労働力状態・産業・従業上の地

位・従業地・通学地等の結果を、昭和 25 年 10 月１日現在の市町村（以下、旧市町村とい

う。）の境界に合わせて県において地方集計を行い取りまとめたものです。 
 集計に当たっては、旧市町村の区域に対応する現在の町丁・字の区域を調べた上で、「平

成１７年国勢調査報告―小地域別集計結果―」の町丁字等の結果を組み合わせる形で集計

を行いました（別紙「現町丁字・旧市町村対応表」参照）。  
なお、１つの現町丁・字の区域に、２以上の旧市町村の区域が含まれている場合につい

ては、旧市町村の区域に対応する基本単位区別の区域を調べたうえで、基本単位区別のデ

ータを基に修正を行いました。 
 また、１つの旧市町村が２以上の平成 12 年 10 月１日現在の市町村に編入されている場

合は、それぞれ平成 12 年 10 月１日現在の市町村別に旧市町村の区域の結果を掲載してい

ます。 
 



島 根 県 旧 市 町 村 境 界 図
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松江市 松江市 白潟本町　

［松江市］ 八軒屋町　

現町丁・字 和多見町　

松江市 殿町 寺町　

母衣町 魚町　

末次本町 灘町　

東本町１丁目 天神町　

東本町２丁目 伊勢宮町　

東本町３丁目 御手船場町　

東本町４丁目 朝日町　

東本町５丁目 大正町　　

向島町 東朝日町　

米子町 津田町

南田町 新雑賀町　

北田町 雑賀町　

大輪町 本郷町　

石橋町 竪町　

北堀町 横浜町　

奥谷町 新町　

内中原町 松尾町　

外中原町 栄町　

中原町 袖師町

末次町 西津田１丁目　

苧町 西津田２丁目　

片原町 西津田３丁目　

西茶町 西津田４丁目

東茶町 西津田５丁目　

千鳥町 西津田６丁目　

砂子町 西津田７丁目　

堂形町 西津田８丁目　

南平台　 西津田９丁目　　

国屋町 西津田１０丁目　

黒田町 幸町　

比津町 東津田町　　

比津が丘１丁目 矢田町　

比津が丘２丁目 青葉台　　

比津が丘３丁目 竹矢町　

比津が丘４丁目 意宇町　

比津が丘５丁目 馬潟町　

うぐいす台 八幡町　

法吉町 富士見町　

春日町 浜乃木１丁目　　

東奥谷町 浜乃木２丁目　

菅田町　 浜乃木３丁目　　

西川津町　 浜乃木４丁目　

上東川津町 浜乃木５丁目　

下東川津町 浜乃木６丁目　

西尾町 浜乃木７丁目　

朝酌町 浜乃木８丁目　

福富町 嫁島町　

大井町　 西嫁島１丁目　　

大海崎町 西嫁島２丁目　

平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
松江市 西嫁島３丁目　 古江村 西浜佐陀町　

乃白町　 古志町　

田和山町 西谷町　

乃木福富町　 荘成町　

八雲台１丁目　 古曽志町　

八雲台２丁目　 打出町　

上乃木１丁目　 東長江町　

上乃木２丁目　 西長江町　

上乃木３丁目　 本庄村 上宇部尾町

上乃木４丁目　 新庄町　

上乃木５丁目　　 上本庄町　

上乃木６丁目　 本庄町　

上乃木７丁目　 邑生町

上乃木８丁目　 枕木町

上乃木９丁目　 野原町

上乃木１０丁目　 長海町

古志原１丁目　 手角町　

古志原２丁目　 秋鹿村 秋鹿町　

古志原３丁目　 岡本町

古志原４丁目　 大垣町　

古志原５丁目(一部）　 大野村 大野町

古志原６丁目(一部）　 上大野町　

古志原７丁目(一部）　 魚瀬町　

淞北台　　

学園１丁目　 ［鹿島町］
学園２丁目　　 現町丁・字

学園南１丁目　　 御津村 鹿島町御津　　

学園南２丁目　 講武村 鹿島町名分　　　

平成町　 鹿島町北講武　　　

北陵町 鹿島町南講武　　

西法吉町 鹿島町上講武　　

忌部村 西忌部町　 佐太村 鹿島町武代（一部）　　

東忌部町　 鹿島町佐陀本郷　　

大庭村 古志原５丁目(一部）　 鹿島町佐陀宮内　　

古志原６丁目(一部）　 恵曇町 鹿島町武代（一部）　　

古志原７丁目(一部）　 鹿島町手結　　　

一の谷町　 鹿島町片句　　

大庭町　　 鹿島町恵曇

山代町　　 鹿島町古浦　　

大草町　　

佐草町　 ［島根町］
生馬村 東生馬町 現町丁・字

西生馬町　 大芦村 島根町大芦　　

上佐陀町 加賀村 島根町加賀　　

下佐陀町 野波村 島根町野波　　　

薦津町　 島根町多古　　

浜佐田町　 島根町野井　　

持田村 西持田町

東持田町 ［美保関町］
川原町 現町丁・字

坂本町 千酌村 美保関町笠浦　　　

福原町 美保関町千酌　　　

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
千酌村 美保関町北浦　　 浜田市
片江村 美保関町菅浦　　 ［浜田市］

美保関町片江　 現町丁・字

美保関町七類　　　 浜田市 外ノ浦町　

美保関町諸喰　　 松原町　

美保関町 美保関町雲津　　　 殿町　

美保関町美保関　　 田町　

森山村 美保関町下宇部尾　　　 琵琶町　　

美保関町森山　　　 朝日町　

美保関町福浦　　 牛市町　　

紺屋町　

［八雲村］ 天満町　

現町丁・字 新町　　

岩坂村 八雲町日吉　　 錦町　

八雲町東岩坂　 蛭子町　

八雲町西岩坂　　　 栄町　

熊野村 八雲町熊野　　　 片庭町　　

大庭村 八雲町平原　　　 港町　

京町　

［玉湯町］ 高田町　

現町丁・字 真光町　

玉湯村 玉湯町林 大辻町　

玉湯町湯町　　　 瀬戸ケ島町　　

玉湯町布志名　 元浜町　　

玉湯町玉造　　 原町　　

玉湯町大谷　　 清水町　　

瀬戸見町　

［宍道町］ 生湯町　

現町丁・字 長沢町　

宍道町 宍道町宍道　　　　 浅井町　

宍道町昭和　　 黒川町　　

宍道町白石　　　 相生町　

宍道町佐々布　 竹迫町　

宍道町伊志見　　 杉戸町　　

宍道町昭和新田　 高佐町　　

来待村 宍道町上来待　　 河内町　

宍道町東来待　　 野原町　

宍道町西来待　　 原井町　　

三階町　　

［八束町］ 長見町　　

現町丁・字 後野町　

八束村 八束町二子　　 熱田町　

八束町寺津　　 長浜町　　　

八束町亀尻　　 周布町　　

八束町馬渡　　 日脚町　　

八束町遅江　 治和町　　

八束町波入　 津摩町　　

八束町入江　　 吉地町　　

八束町江島　　 穂出町　

中海　　 鍋石町　　

櫟田原町　

田橋町　　

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
浜田市 横山町　　 安城村 弥栄町大坪　

内村町　　 弥栄町稲代　

内田町　 弥栄町高内

笠柄町　 弥栄町門田　

下府町（一部）　　 弥栄町小坂　　

(日本海面) 弥栄町栃木　

大麻村 西村町　　 杵束村 弥栄町木都賀　

折居町　 弥栄町野坂　

井野村 井野町　 弥栄町田野原　

今福村 佐野町　　

宇津井町　 ［三隅町］
国府村 上府町　　 現町丁・字

国分町　 三隅町 三隅町三隅（一部）

久代町　　 三隅町向野田

下府町（一部）　　 三隅町河内　

有福村 宇野町　 三隅町矢原　

下有福町　　 三隅町東平原（一部）　

大金町　　 三隅町芦谷（一部）　

三保村 三隅町三隅（一部）

［金城町］ 三隅町古市場

現町丁・字 三隅町湊浦　

今福村 金城町久佐　 三隅町西河内（一部）　

金城町今福　 大麻村 三隅町西河内（一部）　

金城町追原 三隅町折居　

金城町入野　 三隅町東平原（一部）　

金城町宇津井　 井野村 三隅町芦谷（一部）　

雲城村 金城町上来原　 三隅町井野（一部）　

金城町下来原 三隅町室谷

金城町七条　 黒沢村 三隅町井野（一部）　

波佐村 金城町波佐　 三隅町下古和　

金城町長田　 三隅町黒沢　

金城町小国　 三隅町上古和

三隅町井川　

［旭町］ 岡見村 三隅町岡見　

現町丁・字

今市村 旭町坂本　 出雲市
旭町今市 ［出雲市］
旭町丸原　 現町丁・字

木田村 旭町木田　 出雲市 駅北町　　

旭町山ノ内 今市町　　

和田村 旭町和田 今市町北本町１丁目

旭町重富　 今市町北本町２丁目

旭町本郷　 今市町北本町３丁目

都川村 旭町都川　 今市町北本町４丁目

旭町来尾　 今市町北本町５丁目

市木村 旭町市木　 今市町南本町　

大津町　　

［弥栄村］ 大津新崎町１丁目　

現町丁・字 大津新崎町２丁目　

安城村 弥栄町長安本郷 大津新崎町３丁目　

弥栄町三里 大津新崎町４丁目　

弥栄町程原 大津新崎町５丁目　

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
出雲市 大津新崎町６丁目　 出雲市 中野美保北３丁目

大津新崎町７丁目　 中野町　　

上塩冶町　 荻杼町　　

塩冶町　 稲岡町　　　

天神町　　 高岡町　　

塩冶有原町１丁目 西林木町　　　

塩冶有原町２丁目　 東林木町　　

塩冶有原町３丁目　 駅南町１丁目

塩冶有原町４丁目　 駅南町２丁目

塩冶有原町５丁目 駅南町３丁目

塩冶有原町６丁目　 大津朝倉１丁目

塩冶町南町１丁目 大津朝倉２丁目

塩冶町南町２丁目 大津朝倉３丁目

塩冶町南町３丁目　 枝大津町

塩冶町南町４丁目 塩冶善行町

塩冶町南町５丁目　 中野美保南１丁目

塩冶神前１丁目 中野美保南２丁目

塩冶神前２丁目 中野美保南３丁目

塩冶神前３丁目 上津村 船津町　

塩冶神前４丁目 上島町　　

塩冶神前５丁目　 西谷町　　　　　

塩冶神前６丁目 稗原村 稗原町　　　　

医大南町１丁目　 野尻町　　　

医大南町２丁目　 宇那手町

医大南町３丁目　 朝山村 馬木町　　

塩冶原町１丁目 朝山町　　　

塩冶原町２丁目　 所原町　

古志町　　　 見々久町　

浜町　 乙立町　

高松町　　 馬木北町　　

白枝町　　 神門村 下古志町　　

松寄下町　 芦渡町　　　

下横町　　　 神門町　

矢野町　　　 知井宮町　

姫原１丁目 平成町　　

姫原２丁目 西新町１丁目

姫原３丁目 西新町２丁目

姫原４丁目 西新町３丁目

姫原町　　 神西村 西神西町　

小山町　　　　 東神西町　　

大塚町　　 神西沖町　　

渡橋町　　 大島町　　

矢尾町　　 神西新町　　

日下町　 長浜村 荒茅町　　

里方町　 東園町　　

平野町　 西園町　　　

常松町　　 外園町　　

八島町　　 長浜町　　

江田町　

武志町　　　 ［平田市］
中野美保北１丁目 現町丁・字

中野美保北２丁目 平田町 平田町　　　　

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
平田町 西平田町　　 窪田村 佐田町上橋波

灘分村 灘分町　　 佐田町東村

出島町　　　 佐田町八幡原

島村町　　　

国富村 美談町　　 ［多伎町］
西代町　　　 現町丁・字

国富町　　　 田儀村 多伎町神原

口宇賀町　　　 多伎町奥田儀

西田村 西郷町　　　 多伎町口田儀　

本庄町　 田岐村 多伎町小田　

万田町　 多伎町多岐

奥宇賀町　　 久村 多伎町久村

鰐淵村 河下町　　

唐川町　　　 ［湖陵町］
別所町　　　　 現町丁・字

猪目町　　 西浜村 湖陵町差海

久多美村 東郷町　　　　 湖陵町板津

東福町　　　 湖陵町大池

久多見町　　　 江南村 湖陵町二部

野石谷町　　　 湖陵町三部

上岡田町　　　 湖陵町常楽寺

檜山村 岡田町　　　　 湖陵町畑村

多久谷町　　

多久町　　 ［大社町］
東村 園町　　　 現町丁・字

鹿園寺町　　 大社町 大社町杵築東　

小境町　　　 大社町杵築南　

北浜村 小津町　　 大社町杵築西　

十六島町　　　 大社町杵築北　

釜浦町　　 日御碕村 大社町日御碕　

塩津町　 大社町宇龍　

美保町　　 鵜鷺村 大社町鷺浦　

佐香村 三津町　　　　 大社町鵜峠

小伊津町　　　 遙堪村 大社町菱根　

坂浦町　 大社町入南

伊野村 地合町　 大社町遙堪　

野郷町　　　　 荒木村 大社町中荒木　

美野町　　　 大社町北荒木　

大社町修理免

［佐田町］
現町丁・字 益田市

東須佐村 佐田町朝原 ［益田市］
佐田町須佐 現町丁・字

佐田町原田　 益田町 益田町 幸町　　　

西須佐村 佐田町大呂 土井町　　

佐田町反辺 本町　　

窪田村 佐田町吉野 七尾町　　

佐田町一窪田 染羽町　　

佐田町毛津 三宅町　

佐田町佐津目　 東町　　

佐田町高津屋 昭和町　　

佐田町下橋波 吉田町 多田町　

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
益田町 吉田町 有明町　 高城村 神田町　

常盤町　　 向横田町　

水分町　　 隅村町　

元町　　 白岩町　　

赤城町　　 薄原町　

駅前町　　　 猪木谷町　

栄町　　　 二条村 上黒谷町　

中吉田町　　 桂平町　　

中島町　　 黒周町　

中須町　 柏原町　

久城町　　　 愛栄町　

下本郷町　　 美濃村 美濃地町　　

乙吉町　　 有田町　

あけぼの西町　　 小野村 喜阿弥町　

あけぼの本町　　 戸田町　　　

あけぼの東町　 小浜町　　

高津町 須子町　　 飯浦町　　　

高津一丁目　　 中西村 内田町　

高津二丁目　　 市原町　　　

高津三丁目 虫追町　　

高津四丁目 白上町　　

高津五丁目 中垣内町　　　

高津六丁目 川登町　　

高津七丁目

高津八丁目 ［美都町］
高津町　 現町丁・字

飯田町　 東仙道村 美都町笹倉　

安田村 遠田町　　 美都町朝倉

津田町　　　 美都町小原　

鎌手村 木部町　　　　　 美都町三谷　

土田町　　　 美都町仙道　

西平原町　　 都茂村 美都町山本　

金山町　　　　 美都町都茂　

種村 下種町　　　　 美都町久原　

種村町　　　 美都町丸茂　

北仙道村 大草町　　　 二川村 美都町宇津川　

山折町　　 美都町板井川　

乙子町　　　

赤雁町　　 ［匹見町］
真砂村 波田町　　 現町丁・字

下波田町　　 道川村 匹見町道川　

馬谷町　　　 匹見上村 匹見町匹見　

長沢町　 匹見町紙祖　

豊川村 大谷町　　　 匹見町落合　

久々茂町　　　 匹見下村 匹見町石谷

岩倉町　　 匹見町澄川　

栃山町　　 匹見町広瀬　

豊田村 横田町　　

安富町　　 大田市
梅月町　 ［大田市］
本俣賀町　 現町丁・字

左ケ山町　 大田町 大田町大田　

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
大田町 大田町大田　　 福光村 温泉津町福光

大田町吉永　 福浦村 温泉津町今浦

大田町野城　 温泉津町吉浦

川合村 川合町川合　　 温泉津町 温泉津町温泉津　

川合町忍原　　 温泉津町小浜

川合町吉永　　 温泉津町上村

佐比売村 池田 三瓶町（池田）池田 温泉津町飯原　

三瓶町（池田）小屋原 湯里村 温泉津町湯里

志学 三瓶町（志学）志学 温泉津町西田

三瓶町（志学）上山

多根 三瓶町（多根）多根 ［仁摩町］
三瓶町（多根）野城 現町丁・字

山口村 山口町山口　　 馬路村 仁摩町馬路

山口町佐津目　　 大国村 仁摩町天河内

富山村 富山町山中　 仁摩町大国

富山町才坂　　 仁万町 仁摩町仁万

富山町神原　 宅野村 仁摩町宅野

朝山村 朝山町朝倉　　

朝山町仙山　　　 安来市
波根東村 波根町　　　 ［安来市］
久手町 久手町波根西　　 現町丁・字

久手町刺鹿　　 安来町 飯島町　　　

鳥井村 鳥井町　　　 安来町　　　

長久村 長久町長久　　 亀島町　　　

長久町土江　　 宮内町　　

長久町稲用　　 南十神町　　　

長久町延里　 黒井田町（一部）　　　

静間村 静間町　　 新十神町　　　

五十猛村 五十猛町　　　 月坂町（一部）　　　

大屋村 大屋町大屋　 切川町（一部）　　

大屋町鬼村　　　 中海　　

大屋町大国　　 赤江村 赤江町

久利村 久利町久利　　　 東赤江町　　

久利町市原　　 下坂田町　　

久利町佐摩　　 今津町　　

久利町松代　　　 上坂田町　

久利町行恒　　 切川町（一部）　　

大森町 大森町　　　　 中津町　　

水上村 水上町福原　　 荒島町（一部）　　

水上町荻原　　　 荒島村 西荒島町　　　　

水上町三久須　　　 荒島町（一部）　　

水上町白坏　　 西赤江町　　　

祖式村 祖式町　　 久白町　　　

大代村 大代町大家　　 日白町　　

大代町新屋　　 飯梨村 田頼町　

西松井町　

［温泉津町］ 飯梨町　　

現町丁・字 岩舟町　　

井田村 温泉津町井田 神庭町　　　　

温泉津町福田 植田町　　　　

温泉津町太田 古川町　　　

温泉津町荻村 能義村 能義町　

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
能義村 実松町　　 安田村 伯太町安田関　

赤崎町　　　 伯太町安田宮内　

月坂町（一部）　　　 伯太町未明　　

沢町　　　 伯太町安田中　

利弘町　　　 伯太町安田　　

飯生町　　 母里村 伯太町東母里　　

矢田町　　 伯太町母里　　

大塚村 鳥木町　　　　 伯太町西母里　　

大塚町　　　 井尻村 伯太町井尻　　

下吉田町　　 伯太町高江寸次　

上吉田町　　 伯太町須山福冨　

宇賀荘村 佐久保町　　 伯太町日次　　

九重町　　 伯太町横屋　

早田町　　　 伯太町峠之内　　

清水町　　　 赤屋村 伯太町赤屋　

宇賀荘町　　 伯太町下小竹　　

清井町　　　　 伯太町上小竹　　

清瀬町　　 伯太町下十年畑　　

吉岡町　　　 伯太町上十年畑　

野方町　　　 伯太町草野　　

折坂町　　　　

柿谷町　　　 江津市
島田村 黒井田町（一部）　　　 ［江津市］

恵乃島町　 現町丁・字

島田町　　　 江津町 江津町　　　　

門生町　　　 金田町　　　

中海町　　　　 和木町　　　

吉佐町　 嘉久志町　

穂日島町　　 渡津町　　　

汐手が丘　　　 都野津町 都野津町（一部）　　　

川波村 波子町　　

［広瀬町］ 敬川町　

現町丁・字 二宮村 都野津町（一部）　　　

広瀬町 広瀬町町帳　　 二宮町神主　

広瀬町富田　　　　 二宮町神村　

広瀬町広瀬　　　　 二宮町羽代　　

広瀬町祖父谷　　 跡市村 島の星町　　

比田村 広瀬町西比田　　　 千田町　　

広瀬町梶福留　　 跡市町　　　

広瀬町東比田　　 川平村 川平町南川上　

山佐村 広瀬町下山佐　　　　 川平町平田　　

広瀬町西谷　　 松川村 松川町畑田　　

広瀬町奥田原　　 松川町上津井　　

広瀬町上山佐　 松川町長良　　　

飯梨村 広瀬町石原　　 松川町市村　　

布部村 広瀬町菅原　　　　　 松川町上河戸　　

広瀬町布部　　　 松川町下河戸

広瀬町宇波　　 松川町八神　　

松川町太田　　

［伯太町］ 浅利村 浅利町　　　　

現町丁・字 都治村 後地町　　　

安田村 伯太町安田山形　 都治町　　　　

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
波積村 波積町北　　 阿用村 大東町下久野　　

波積町本郷　　 大東町上久野　　

波積町南　　 海潮村 大東町山王寺　

黒松村 黒松町　　　　 大東町薦沢　　

長谷村 清見町　　 大東町須賀　　　

井沢町　　　　 大東町北村　

有福村 有福温泉町 大東町中湯石　

有福温泉町本明　　 大東町南村　

大東町小河内　　

［桜江町］ 大東町刈畑　　

現町丁・字 大東町塩田　　

長谷村 桜江町長谷　 大東町篠渕　　

桜江町八戸　

市山村 桜江町後山　 ［加茂町］
桜江町市山（一部） 現町丁・字

桜江町今田 加茂町 加茂町加茂中　

桜江町江尾　 加茂町立原　

川戸村 桜江町市山（一部） 加茂町近松　　　

桜江町川戸　 加茂町大西　　

桜江町小田　 加茂町南加茂　

谷住郷村 桜江町谷住郷　 加茂町宇治　　　

川越村 桜江町大貫　 加茂町神原　

桜江町坂本 加茂町三代　　

桜江町鹿賀　　 加茂町大竹　　

桜江町川越　 加茂町延野　　

桜江町田津　 加茂町大崎　　

加茂町猪尾　　　

雲南市 加茂町岩倉　　

［大東町］ 加茂町東谷　　　

現町丁・字 加茂町砂子原　　

大東町 大東町大東　　 加茂町新宮　　　

大東町田中　

大東町新庄　　 ［木次町］
大東町清田　　　 現町丁・字

大東町金成　　 木次町 木次町木次　　

春殖村 大東町飯田　　 斐伊村 木次町里方　　

大東町養賀　　 木次町山方　　

大東町大東下分　 日登村 木次町新市　

大東町山田　　 木次町西日登　

大東町畑鵯　　 木次町東日登　　

幡屋村 大東町遠所　 木次町寺領　　

大東町幡屋　 木次町宇谷　　

大東町仁和寺　　 温泉村 木次町湯村　　

大東町前原　　 木次町北原　　　

佐世村 大東町西阿用　 木次町平田　　

大東町大ケ谷　　 飯石村 木次町下熊谷　

大東町下佐世　 木次町上熊谷　

大東町上佐世　　

阿用村 大東町川井　 ［三刀屋町］
大東町東阿用　　 現町丁・字

大東町岡村　　 三刀屋町 三刀屋町三刀屋　　

大東町下阿用　　 三刀屋町下熊谷　　

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
三刀屋町 三刀屋町給下　 意東村 大字下意東　　

三刀屋町伊萱　　 大字上意東　　

三刀屋町高窪　

三刀屋町古城　　　 奥出雲町
鍋山村 三刀屋町乙加宮　 ［仁多町］

三刀屋町根波別所 現町丁・字

三刀屋町里坊　　 布勢村 佐白　

三刀屋町殿河内　 八代　　

飯石村 三刀屋町上熊谷　 馬馳　　

三刀屋町多久和　　 上三所　　

三刀屋町粟谷　 三成町 高尾　　

中野村 三刀屋町神代　 三成　　

三刀屋町六重　　 三所　　

三刀屋町中野　　 亀嵩村 亀嵩　　

三刀屋町須所　　　 郡村　

三刀屋町坂本　 高田　　

阿井村 上阿井　

［吉田村］ 下阿井　　

現町丁・字 三沢村 三沢　　　

田井村 吉田町曽木　　 河内　　　

吉田町上山　　 鴨倉　　

吉田町深野　　　

吉田町川手　　 ［横田町］
吉田村 吉田町民谷　　 現町丁・字

吉田町吉田　　 鳥上村 竹崎　　　

大呂　　

［掛合町］ 横田町 横田　　

現町丁・字 中村　　　

掛合村 掛合町掛合　　　 稲原　　　　

多根村 掛合町多根　　 八川村 下横田

松笠村 掛合町松笠　　 八川　　　

波多村 掛合町波多　 大谷　　　

掛合町穴見　　 馬木村 大馬木　

掛合町入間　　 小馬木　

東出雲町 飯南町
現町丁・字 ［頓原町］

出雲郷村 大字春日　　　 現町丁・字

大字今宮　　　 志々村 角井　　

大字内馬　　 志津見　

大字須田　　 八神　

錦新町１丁目 獅子　　

錦新町２丁目 頓原町 長谷

錦新町３丁目 都加賀

錦新町４丁目 花栗

錦新町５丁目 佐見

錦新町６丁目 頓原

錦新町７丁目

錦新町８丁目 ［赤来町］
大字出雲郷　　 現町丁・字

揖屋町 大字揖屋町　　 来島村 上来島

大字錦浜　　 真木

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
来島村 小田 祖式村 大字馬野原　

野萱 大字小谷

下来島

赤名町 上赤名　　 美郷町
赤名　　　 ［邑智町］
下赤名 現町丁・字

谷村 塩谷 吾郷村 奥山　

井戸谷 吾郷　

畑田 明塚　

簗瀬　　

斐川町 乙原　

現町丁・字 粕淵町 湯抱　

荘原村 大字学頭　　 粕渕　

大字荘原町 高畑　

大字神庭 野井　

大字上庄原 久保

大字三絡 浜原村 亀村　

出西村 大字阿宮 浜原　

大字出西 滝原　

大字神氷 上川戸　

大字求院 信喜

大字併川 高山　

伊波野村 大字富村 沢谷村 千原　　

大字名島 石原　

大字鳥井 熊見　

大字上直江 片山　　

直江村 大字直江町 九日市

久木村 大字美南 酒谷　

大字福富 君谷村 櫨谷　　

大字原鹿　 小松地

大字今在家 別府　

出東村 大字沖洲　 志君　

大字中洲　 惣森　

大字黒目 内田

大字三分市 京覧原　

大字坂田 小林　

久喜原　

川本町 地頭所　

現町丁・字 小谷　　

川本町 大字川本　 港　

大字因原　

川下村 大字多田　 ［大和村］
大字久座仁　 現町丁・字

大字谷戸　 都賀行村 都賀行　

大字川下　 潮村　

三原村 大字三原　 長藤　

大字田窪　 都賀村 都賀本郷

大字南佐木　 上野　　

大字北佐木　 都賀西　

三谷村 大字湯谷 布施村 比敷　　

大字三俣　　 宮内　

祖式村 大字川内　 村之郷　

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
邑南町 畑迫村 邑輝　

［羽須美村］ 部栄　

現町丁・字 内美　

口羽村 上口羽　 田二穂

下口羽　 高峯　　

上田　 名賀　

阿須那村 戸河内　 木部村 豊稼　

阿須那　 中山　

木須田　 長福　

宇都井 中川　

雪田　　 山下　

中曽野

［瑞穂町］ 吹野　

現町丁・字 小川村 寺田　

高原村 高見 耕田　

伏谷　 直地　

和田 商人上

原村　 笹山　

上原　

出羽村 三日市 ［日原町］
出羽　 現町丁・字

山田 青原村 冨田

岩屋　 冨田大木

淀原　 冨田小瀬

久喜　 冨田鹿谷

大林　 冨田二俣

田所村 鱒渕　 青原

上田所　 添谷

下田所　 日原町 左鐙　

下亀谷　 左鐙一の谷

上亀谷　 滝谷　

布施村 八色石　 相撲ケ原

布施　 須川　

市木村 市木　 須川坂ノ谷

須川日浦

［石見町］ 滝元

現町丁・字 滝元小直

井原村 井原　 枕瀬　

中野村 中野　 枕瀬木の口上

矢上町 矢上　 枕瀬木の口下

高水　 枕瀬新地

日貫村 日貫　 枕瀬枕瀬西

日和村 日和　 枕瀬枕瀬東

日原旭町上

津和野町 日原旭町下

［津和野町］ 日原扇町

現町丁・字 日原春日町

津和野町 鷲原　 日原金見町

中座　 日原幸町

町田 日原栄町

森村　 日原清水町

後田 日原山根町

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
日原町 河村野口 海士村 大字御波

河村脇本 大字崎

池村曽庭

池村堤田 西ノ島町
池村野地 現町丁・字

池村三渡 黒木村 大字宇賀

柳村 大字別府

溪村宿谷 大字美田

溪村程彼 浦郷村 大字浦郷

小川村 左鐙島　

商人下 知夫村
現町丁・字

吉賀町 知夫村 （知夫村全域）

［柿木村］
現町丁・字 隠岐の島町

柿木村 柿木村柿木 ［西郷町］
柿木村福川　 現町丁・字

柿木村椛谷 西郷町 東町　

柿木村白谷 中町

柿木村下須 栄町（一部）　

柿木村大野原 西町

柿木村木部谷　 港町

岬町（一部）　

［六日市町］ 城北町（一部）

現町丁・字 東郷村 栄町（一部）　

朝倉村 朝倉 大久

蓼野　 釜

注連川 犬来　　

蔵木村 田野原　 飯田

樋口 東郷　

蔵木　 中村 元屋

九郎原 中村

七日市村 抜月 湊　

真田 西村

七日市　 伊後

下高尻　 中条村 上西

上高尻　 原田

六日市町 立戸　 平　

広石 池田

沢田 有木

六日市　 城北町（一部）

有飯 磯村 岬町（一部）　

立河内 下西

幸地 西田

今津

海士町 加茂

現町丁・字

海士村 大字福井 ［布施村］
大字海士 現町丁・字

大字宇受賀 布施村 飯美　

大字豊田 布施　

大字知々井 卯敷

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村

旧市町村



平成17年国勢調査　旧市町村、現町丁・字　対応表
［五箇村］

現町丁・字

五箇村 那久路　

小路　

郡　

山田　

苗代田

南方

北方

福浦

長尾田

代　

久見

伊後

［都万村］
現町丁・字

都万村 蔵田　

油井　

那久浜那久

那久上那久

都万仁万の里

都万大津久

都万森里

都万砂子谷

都万上里

都万向山

都万中里

都万西里

都万釜屋

都万歌木

都万美田

津戸

津戸向陽・猫尾団地

蛸木

旧市町村

旧市町村
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