
大仙市の住所表示

平成１７年３月２２日から関係市町村の住所表示は下記のとおりになります。

　　　●字の区域は、大字・小字ともに変更ありません。

大曲市 　「大曲市」が「大仙市」となりますが、大曲地区の住居表示町内は、町内名の前に

　「大曲」をつけます。

［町の名称変更］

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

　　大曲市通町 大仙市大曲通町

　　大曲市福住町 大仙市大曲福住町

　　大曲市丸の内町 大仙市大曲丸の内町

　　大曲市白金町 大仙市大曲白金町

　　大曲市丸子町 大仙市大曲丸子町

　　大曲市福見町 大仙市大曲福見町

　　大曲市戸巻町 大仙市大曲戸巻町

　　大曲市中通町 大仙市大曲中通町

　　大曲市黒瀬町 大仙市大曲黒瀬町

　　大曲市大町 大仙市大曲大町

　　大曲市上大町 大仙市大曲上大町

　　大曲市浜町 大仙市大曲浜町

　　大曲市花園町 大仙市大曲花園町

　　大曲市金谷町 大仙市大曲金谷町

　　大曲市須和町１丁目 大仙市大曲須和町１丁目

　　大曲市須和町２丁目 大仙市大曲須和町２丁目

　　大曲市須和町３丁目 大仙市大曲須和町３丁目

　　大曲市上栄町 大仙市大曲上栄町

　　大曲市栄町 大仙市大曲栄町

　　大曲市若葉町 大仙市大曲若葉町

　　大曲市田町 大仙市大曲田町

　　大曲市住吉町 大仙市大曲住吉町

　　大曲市日の出町１丁目 大仙市大曲日の出町１丁目

　　大曲市日の出町２丁目 大仙市大曲日の出町２丁目

　　大曲市あけぼの町 大仙市大曲あけぼの町

　　大曲市緑町 大仙市大曲緑町

　　大曲市川原町 大仙市大曲川原町

　　大曲市船場町１丁目 大仙市大曲船場町１丁目

　　大曲市船場町２丁目 大仙市大曲船場町２丁目

　　大曲市飯田町 大仙市大曲飯田町



　　大曲市若竹町 大仙市若竹町

　　大曲市佐野町 大仙市佐野町

　　大曲市朝日町 大仙市朝日町

　　大曲市大花町 大仙市大花町

　　大曲市福田町 大仙市福田町

　　大曲市富士見町 大仙市富士見町

　　大曲市幸町 大仙市幸町

　　大曲市美原町 大仙市美原町

　　大曲市泉町 大仙市泉町

　　大曲市花館上町 大仙市花館上町

　　大曲市花館中町 大仙市花館中町

　　大曲市花館柳町 大仙市花館柳町

　　大曲市大曲字～ 大仙市大曲字～

　　大曲市戸蒔字～ 大仙市戸蒔字～

　　大曲市飯田字～ 大仙市飯田字～

　　大曲市川目字～ 大仙市川目字～

　　大曲市東川字～ 大仙市東川字～

　　大曲市和合字～ 大仙市和合字～

　　大曲市小貫高畑字～ 大仙市小貫高畑字～

　　大曲市花館字～ 大仙市花館字～

　　大曲市内小友字～ 大仙市内小友字～

　　大曲市大曲西根字～ 大仙市大曲西根字～

　　大曲市蛭川字～ 大仙市蛭川字～

　　大曲市藤木字～ 大仙市藤木字～

　　大曲市下深井字～ 大仙市下深井字～

　　大曲市六郷西根字～ 大仙市六郷西根字～

　　大曲市四ツ屋字～ 大仙市四ツ屋字～

　　大曲市高関上郷字～ 大仙市高関上郷字～

　　大曲市新谷地字～ 大仙市新谷地字～

　　大曲市松倉字～ 大仙市松倉字～

　　大曲市角間川町字～ 大仙市角間川町字～

［大曲地区の住居表示町内以外の地域は下記のとおりです。］

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

神岡町 　「仙北郡神岡町」が「大仙市」になります。　　



　　仙北郡神岡町神宮寺字～ 大仙市神宮寺字～

　　仙北郡神岡町北楢岡字～ 大仙市北楢岡字～

　西仙北町 　「仙北郡西仙北町」が「大仙市」になります。

　　仙北郡西仙北町字刈和野 大仙市字刈和野

　　仙北郡西仙北町刈和野字～ 大仙市刈和野字～

　　仙北郡西仙北町土川字～ 大仙市土川字～

　　仙北郡西仙北町大沢郷宿字～ 大仙市大沢郷宿字～

　　仙北郡西仙北町杉山田字～ 大仙市杉山田字～

　　仙北郡西仙北町正手沢字～ 大仙市正手沢字～

　　仙北郡西仙北町円行寺字～ 大仙市円行寺字～

　　仙北郡西仙北町大沢郷寺字～ 大仙市大沢郷寺字～

　　仙北郡西仙北町北野目字～ 大仙市北野目字～

　　仙北郡西仙北町高城字～ 大仙市高城字～

　　仙北郡西仙北町強首字～ 大仙市強首字～

　　仙北郡西仙北町木原田字～ 大仙市木原田字～

　　仙北郡西仙北町金山沢字～ 大仙市金山沢字～

　　仙北郡西仙北町大巻字～ 大仙市大巻字～

　　仙北郡西仙北町九升田字～ 大仙市九升田字～

　　仙北郡西仙北町寺館字～ 大仙市寺館字～

　中仙町 　「仙北郡中仙町」が「大仙市」になります。

　　仙北郡中仙町長戸呂字～ 大仙市長戸呂字～

　　仙北郡中仙町鑓見内字～ 大仙市鑓見内字～

　　仙北郡中仙町長野字～ 大仙市長野字～

　　仙北郡中仙町北長野字～ 大仙市北長野字～

　　仙北郡中仙町上鴬野字～ 大仙市上鴬野字～

　　仙北郡中仙町下鴬野字～ 大仙市下鴬野字～

　　仙北郡中仙町清水字～ 大仙市清水字～

　　仙北郡中仙町豊川字～ 大仙市豊川字～

　　仙北郡中仙町豊岡字～ 大仙市豊岡字～

　　仙北郡中仙町栗沢字～ 大仙市栗沢字～

　　仙北郡中仙町大神成字～ 大仙市大神成字～

協和町 　「仙北郡協和町」が「大仙市協和」になります。

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から



　　仙北郡協和町境字～ 大仙市協和境字～

　　仙北郡協和町上淀川字～ 大仙市協和上淀川字～

　　仙北郡協和町荒川字～ 大仙市協和荒川字～

　　仙北郡協和町稲沢字～ 大仙市協和稲沢字～

　　仙北郡協和町峰吉川字～ 大仙市協和峰吉川字～

　　仙北郡協和町船岡字～ 大仙市協和船岡字～

　　仙北郡協和町船沢字～ 大仙市協和船沢字～

　　仙北郡協和町中淀川字～ 大仙市協和中淀川字～

　　仙北郡協和町下淀川字～ 大仙市協和下淀川字～

　　仙北郡協和町小種字～ 大仙市協和小種字～

南外村 　「仙北郡南外村」が「大仙市南外」になります。

　　仙北郡南外村南楢岡字～ 大仙市南外南楢岡字～

　　仙北郡南外村外小友字～ 大仙市南外外小友字～

仙北郡南外村字揚土 大仙市南外字揚土

仙北郡南外村字悪戸野 大仙市南外字悪戸野

仙北郡南外村字揚土山 大仙市南外字揚土山

仙北郡南外村字赤畑 大仙市南外字赤畑

仙北郡南外村字薊谷地 大仙市南外字薊谷地

仙北郡南外村字赤平後野 大仙市南外字赤平後野

仙北郡南外村字赤平大道東 大仙市南外字赤平大道東

仙北郡南外村字赤平貝沼 大仙市南外字赤平貝沼

仙北郡南外村字赤平台野 大仙市南外字赤平台野

仙北郡南外村字赤平平家 大仙市南外字赤平平家

仙北郡南外村字赤平六郎沢 大仙市南外字赤平六郎沢

仙北郡南外村字荒沢杉ノ沢 大仙市南外字荒沢杉ノ沢

仙北郡南外村字岩ノ目沢 大仙市南外字岩ノ目沢

仙北郡南外村字石仏 大仙市南外字石仏

仙北郡南外村字猪ノ頭 大仙市南外字猪ノ頭

仙北郡南外村字岩倉 大仙市南外字岩倉

仙北郡南外村字岩瀬 大仙市南外字岩瀬

仙北郡南外村字上野 大仙市南外字上野

仙北郡南外村字牛ケ沢 大仙市南外字牛ケ沢

仙北郡南外村字内土場 大仙市南外字内土場

仙北郡南外村字円満寺野 大仙市南外字円満寺野

仙北郡南外村字円満寺 大仙市南外字円満寺

仙北郡南外村字大岩倉 大仙市南外字大岩倉

仙北郡南外村字大小手館 大仙市南外字大小手館

仙北郡南外村字大松沢 大仙市南外字大松沢

仙北郡南外村字大小手 大仙市南外字大小手

仙北郡南外村字太田 大仙市南外字太田

仙北郡南外村字沖田 大仙市南外字沖田

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

仙北郡南外村字落合 大仙市南外字落合

仙北郡南外村字大杉 大仙市南外字大杉



仙北郡南外村字大杉山 大仙市南外字大杉山

仙北郡南外村字大杉赤平沢 大仙市南外字大杉赤平沢

仙北郡南外村字大杉貝沼 大仙市南外字大杉貝沼

仙北郡南外村字大杉河童台 大仙市南外字大杉河童台

仙北郡南外村字大杉二タ又杉 大仙市南外字大杉二タ又杉

仙北郡南外村字大杉山岸 大仙市南外字大杉山岸

仙北郡南外村字於其沢 大仙市南外字於其沢

仙北郡南外村字男滝 大仙市南外字男滝

仙北郡南外村字大春木沢 大仙市南外字大春木沢

仙北郡南外村字大畑 大仙市南外字大畑

仙北郡南外村字大畑深山 大仙市南外字大畑深山

仙北郡南外村字大畑潜沢 大仙市南外字大畑潜沢

仙北郡南外村字大平 大仙市南外字大平

仙北郡南外村字大向 大仙市南外字大向

仙北郡南外村字大柳 大仙市南外字大柳

仙北郡南外村字大和野 大仙市南外字大和野

仙北郡南外村字折橋沢 大仙市南外字折橋沢

仙北郡南外村字桂沢 大仙市南外字桂沢

仙北郡南外村字金屋 大仙市南外字金屋

仙北郡南外村字蒲ノ沢 大仙市南外字蒲ノ沢

仙北郡南外村字上赤坂 大仙市南外字上赤坂

仙北郡南外村字上荒沢 大仙市南外字上荒沢

仙北郡南外村字上荒又 大仙市南外字上荒又

仙北郡南外村字上川原 大仙市南外字上川原

仙北郡南外村字上釜坂 大仙市南外字上釜坂

仙北郡南外村字上鎌田 大仙市南外字上鎌田

仙北郡南外村字上木直 大仙市南外字上木直

仙北郡南外村字上桑台 大仙市南外字上桑台

仙北郡南外村字神口沢 大仙市南外字神口沢

仙北郡南外村字上巣ノ沢 大仙市南外字上巣ノ沢

仙北郡南外村字上中宿 大仙市南外字上中宿

仙北郡南外村字上中野 大仙市南外字上中野

仙北郡南外村字上館ノ下 大仙市南外字上館ノ下

仙北郡南外村字上谷地田 大仙市南外字上谷地田

仙北郡南外村字川口 大仙市南外字川口

仙北郡南外村字川口本町 大仙市南外字川口本町

仙北郡南外村字川堤 大仙市南外字川堤

仙北郡南外村字鉋穀谷地 大仙市南外字鉋穀谷地

仙北郡南外村字木直沢 大仙市南外字木直沢

仙北郡南外村字北田狐塚 大仙市南外字北田狐塚

仙北郡南外村字北田黒瀬 大仙市南外字北田黒瀬

仙北郡南外村字北田山田ケ沢 大仙市南外字北田山田ケ沢

仙北郡南外村字金助沢 大仙市南外字金助沢

仙北郡南外村字草ノ沢 大仙市南外字草ノ沢

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

仙北郡南外村字桑台枯木沢 大仙市南外字桑台枯木沢

仙北郡南外村字胡桃沢 大仙市南外字胡桃沢



仙北郡南外村字胡桃台 大仙市南外字胡桃台

仙北郡南外村字黒滝 大仙市南外字黒滝

仙北郡南外村字小荒沢 大仙市南外字小荒沢

仙北郡南外村字小岩倉 大仙市南外字小岩倉

仙北郡南外村字小出 大仙市南外字小出

仙北郡南外村字小出押伐沢 大仙市南外字小出押伐沢

仙北郡南外村字権吉台 大仙市南外字権吉台

仙北郡南外村字小沢 大仙市南外字小沢

仙北郡南外村字小春木沢 大仙市南外字小春木沢

仙北郡南外村字才ノ神 大仙市南外字才ノ神

仙北郡南外村字逆川 大仙市南外字逆川

仙北郡南外村字笹森沢 大仙市南外字笹森沢

仙北郡南外村字猿井沢 大仙市南外字猿井沢

仙北郡南外村字猿ケ瀬出野 大仙市南外字猿ケ瀬出野

仙北郡南外村字猿ケ瀬出野大川端 大仙市南外字猿ケ瀬出野大川端

仙北郡南外村字猿ケ瀬中嶋 大仙市南外字猿ケ瀬中嶋

仙北郡南外村字猿ケ瀬出野中嶋 大仙市南外字猿ケ瀬出野中嶋

仙北郡南外村字猿倉沢 大仙市南外字猿倉沢

仙北郡南外村字沢山糸畑 大仙市南外字沢山糸畑

仙北郡南外村字沢山川堤 大仙市南外字沢山川堤

仙北郡南外村字三ノ沢 大仙市南外字三ノ沢

仙北郡南外村字沢山口 大仙市南外字沢山口

仙北郡南外村字小浪滝 大仙市南外字小浪滝

仙北郡南外村字山王台 大仙市南外字山王台

仙北郡南外村字作兵エ沢 大仙市南外字作兵エ沢

仙北郡南外村字下赤坂 大仙市南外字下赤坂

仙北郡南外村字下荒沢 大仙市南外字下荒沢

仙北郡南外村字下荒又 大仙市南外字下荒又

仙北郡南外村字下鎌田 大仙市南外字下鎌田

仙北郡南外村字下釜坂 大仙市南外字下釜坂

仙北郡南外村字下木直 大仙市南外字下木直

仙北郡南外村字下木直山 大仙市南外字下木直山

仙北郡南外村字下木直古川端 大仙市南外字下木直古川端

仙北郡南外村字下桑台 大仙市南外字下桑台

仙北郡南外村字下滝 大仙市南外字下滝

仙北郡南外村字下田 大仙市南外字下田

仙北郡南外村字下館ノ下 大仙市南外字下館ノ下

仙北郡南外村字下袋 大仙市南外字下袋

仙北郡南外村字下袋向 大仙市南外字下袋向

仙北郡南外村字下細越 大仙市南外字下細越

仙北郡南外村字下谷地田 大仙市南外字下谷地田

仙北郡南外村字下湯ノ又 大仙市南外字下湯ノ又

仙北郡南外村字十二ケ沢大沢 大仙市南外字十二ケ沢大沢

仙北郡南外村字十二ケ沢滝ノ上 大仙市南外字十二ケ沢滝ノ上

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

仙北郡南外村字十二ケ沢野沢 大仙市南外字十二ケ沢野沢

仙北郡南外村字十二ケ沢古真木 大仙市南外字十二ケ沢古真木



仙北郡南外村字十二ケ沢畑谷沢 大仙市南外字十二ケ沢畑谷沢

仙北郡南外村字十二ノ前 大仙市南外字十二ノ前

仙北郡南外村字十二袋 大仙市南外字十二袋

仙北郡南外村字鞦田 大仙市南外字鞦田

仙北郡南外村字蛇ノ沢 大仙市南外字蛇ノ沢

仙北郡南外村字新右エ門沢 大仙市南外字新右エ門沢

仙北郡南外村字新屋布 大仙市南外字新屋布

仙北郡南外村字巣ノ沢石切場 大仙市南外字巣ノ沢石切場

仙北郡南外村字巣ノ沢 大仙市南外字巣ノ沢

仙北郡南外村字巣ノ沢槙ケ沢 大仙市南外字巣ノ沢槙ケ沢

仙北郡南外村字巣ノ沢胡麻ノ沢出口 大仙市南外字巣ノ沢胡麻ノ沢出口

仙北郡南外村字巣ノ沢冷水沢 大仙市南外字巣ノ沢冷水沢

仙北郡南外村字巣ノ沢葭ケ沢 大仙市南外字巣ノ沢葭ケ沢

仙北郡南外村字菅ノ沢 大仙市南外字菅ノ沢

仙北郡南外村字杉橋 大仙市南外字杉橋

仙北郡南外村南外字外土場 大仙市南外字外土場

仙北郡南外村字外山 大仙市南外字外山

仙北郡南外村字外土場台ノ上 大仙市南外字外土場台ノ上

仙北郡南外村字大黒森 大仙市南外字大黒森

仙北郡南外村字大地ケ森 大仙市南外字大地ケ森

仙北郡南外村字大地ケ森居ト沢 大仙市南外字大地ケ森居ト沢

仙北郡南外村字大地ケ森岩船沢 大仙市南外字大地ケ森岩船沢

仙北郡南外村字大地ケ森小又 大仙市南外字大地ケ森小又

仙北郡南外村字檀ノ平山 大仙市南外字檀ノ平山

仙北郡南外村字台林 大仙市南外字台林

仙北郡南外村字滝ノ上 大仙市南外字滝ノ上

仙北郡南外村字滝ノ沢 大仙市南外字滝ノ沢

仙北郡南外村字滝中田表 大仙市南外字滝中田表

仙北郡南外村字田尻 大仙市南外字田尻

仙北郡南外村字田中 大仙市南外字田中

仙北郡南外村字田中田 大仙市南外字田中田

仙北郡南外村字田ノ沢 大仙市南外字田ノ沢

仙北郡南外村字田中田山根 大仙市南外字田中田山根

仙北郡南外村字田屋村 大仙市南外字田屋村

仙北郡南外村字伝上坊滝ノ上 大仙市南外字伝上坊滝ノ上

仙北郡南外村字樋ケ沢 大仙市南外字樋ケ沢

仙北郡南外村字伝上坊 大仙市南外字伝上坊

仙北郡南外村字土場 大仙市南外字土場

仙北郡南外村字中荒沢 大仙市南外字中荒沢

仙北郡南外村字中荒又 大仙市南外字中荒又

仙北郡南外村字中桑台 大仙市南外字中桑台

仙北郡南外村字中川大沢 大仙市南外字中川大沢

仙北郡南外村字中川尻 大仙市南外字中川尻

仙北郡南外村字中野 大仙市南外字中野

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

仙北郡南外村字中野山 大仙市南外字中野山

仙北郡南外村字中館ノ下 大仙市南外字中館ノ下



仙北郡南外村字中宿 大仙市南外字中宿

仙北郡南外村字中袋 大仙市南外字中袋

仙北郡南外村字梨木田 大仙市南外字梨木田

仙北郡南外村字梨木田大船野 大仙市南外字梨木田大船野

仙北郡南外村字夏見沢 大仙市南外字夏見沢

仙北郡南外村字西板戸 大仙市南外字西板戸

仙北郡南外村字西野 大仙市南外字西野

仙北郡南外村字西ノ沢 大仙市南外字西ノ沢

仙北郡南外村字西ノ又滝ノ沢 大仙市南外字西ノ又滝ノ沢

仙北郡南外村字西平山 大仙市南外字西平山

仙北郡南外村字及位 大仙市南外字及位

仙北郡南外村字林ノ沢 大仙市南外字林ノ沢

仙北郡南外村字八田滝 大仙市南外字八田滝

仙北郡南外村字広表 大仙市南外字広表

仙北郡南外村字東中袋 大仙市南外字東中袋

仙北郡南外村字一ト刎 大仙市南外字一ト刎

仙北郡南外村字平形 大仙市南外字平形

仙北郡南外村字平形中嶋 大仙市南外字平形中嶋

仙北郡南外村字平沢 大仙市南外字平沢

仙北郡南外村字平台沢口 大仙市南外字平台沢口

仙北郡南外村字東ノ沢 大仙市南外字東ノ沢

仙北郡南外村字袋向 大仙市南外字袋向

仙北郡南外村字深沢 大仙市南外字深沢

仙北郡南外村字古館山 大仙市南外字古館山

仙北郡南外村字物渡台 大仙市南外字物渡台

仙北郡南外村字物渡山 大仙市南外字物渡山

仙北郡南外村字坊村 大仙市南外字坊村

仙北郡南外村字坊田 大仙市南外字坊田

仙北郡南外村字坊田石 大仙市南外字坊田石

仙北郡南外村字坊田石兀ノ下 大仙市南外字坊田石兀ノ下

仙北郡南外村字坊田石松橋 大仙市南外字坊田石松橋

仙北郡南外村字坊田黒沢 大仙市南外字坊田黒沢

仙北郡南外村字細越 大仙市南外字細越

仙北郡南外村字梵字ケ沢 大仙市南外字梵字ケ沢

仙北郡南外村字真形沢 大仙市南外字真形沢

仙北郡南外村字松木沢 大仙市南外字松木沢

仙北郡南外村字丸木橋 大仙市南外字丸木橋

仙北郡南外村字松木田 大仙市南外字松木田

仙北郡南外村字水上沢 大仙市南外字水上沢

仙北郡南外村字水沢 大仙市南外字水沢

仙北郡南外村字水沢沢 大仙市南外字水沢沢

仙北郡南外村字宮田 大仙市南外字宮田

仙北郡南外村字向大小手 大仙市南外字向大小手

仙北郡南外村字向堀野 大仙市南外字向堀野

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

仙北郡南外村字向ノ沢 大仙市南外字向ノ沢

仙北郡南外村字葎沢 大仙市南外字葎沢



仙北郡南外村字無尻橋 大仙市南外字無尻橋

仙北郡南外村字女滝 大仙市南外字女滝

仙北郡南外村字本宿 大仙市南外字本宿

仙北郡南外村字門ケ沢 大仙市南外字門ケ沢

仙北郡南外村字薬師堂 大仙市南外字薬師堂

仙北郡南外村字谷地田 大仙市南外字谷地田

仙北郡南外村字矢向 大仙市南外字矢向

仙北郡南外村字湯神台 大仙市南外字湯神台

仙北郡南外村字湯ノ又 大仙市南外字湯ノ又

仙北郡南外村字湯元 大仙市南外字湯元

仙北郡南外村字若林 大仙市南外字若林

仙北郡南外村字和合 大仙市南外字和合

仙北町 　「仙北郡仙北町」が「大仙市」になります。

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

　　仙北郡仙北町高梨字～ 大仙市高梨字～

　　仙北郡仙北町橋本字～ 大仙市橋本字～

　　仙北郡仙北町上野田字～ 大仙市上野田字～

　　仙北郡仙北町払田字～ 大仙市払田字～

　　仙北郡仙北町戸地谷字～ 大仙市戸地谷字～

　　仙北郡仙北町横堀字～ 大仙市横堀字～

　　仙北郡仙北町板見内字～ 大仙市板見内字～

　　仙北郡仙北町福田字～ 大仙市福田字～

　　仙北郡仙北町堀見内字～ 大仙市堀見内字～

太田町 　「仙北郡太田町」が「大仙市太田町（おおたちょう）」になります。

合　　併　　前 平成１７年３月２２日から

　　仙北郡太田町永代字～ 大仙市太田町永代字～

　　仙北郡太田町川口字～ 大仙市太田町川口字～

　　仙北郡太田町東今泉字～ 大仙市太田町東今泉字～

　　仙北郡太田町太田字～ 大仙市太田町太田字～

　　仙北郡太田町小神成字～ 大仙市太田町小神成字～

　　仙北郡太田町斉内字～ 大仙市太田町斉内字～

　　仙北郡太田町横沢字～ 大仙市太田町横沢字～

　　仙北郡太田町中里字～ 大仙市太田町中里字～

　　仙北郡太田町三本扇字～ 大仙市太田町三本扇字～

　　仙北郡太田町駒場字～ 大仙市太田町駒場字～

　　仙北郡太田町国見字～ 大仙市太田町国見字～


	県報告

