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水源森林地域に指定した土地の所在一覧

（令和２年１０月１日現在）

市町村 大字 林班 字

鹿角市 十和田瀬田石 4、5 宮橋、瀬田石沢、森越、小館根、外ノ

沢、茂谷前、狐平、中野平、上野平、

小山平、瀬田石

十和田毛馬内 5、7、9 水無、毛馬内沢、大坊館、山田

十和田山根 5、12、13、14 上内ノ沢、橋場、間木ノ平、中内ノ沢、

下内ノ沢、福ヶ沢、田茂沢、田中、柳

平、前田、柳平、森崎、熊坂、長畑、

家ノ上、大清水、堂ノ下、堂ノ上、割

石、根小屋、野鳥沢、向田、鳶ヶ平、

森ノ越

十和田草木 7、56、57、58 鍬返、妻ノ神、芦内、早坂、鎌ノ沢

十和田大湯 17、21、22、30、

37、38、39、40、

41、42、43、44

古館、壁堀平、室ノ沢口、上内野、赤

川、行内、土沢、北野、西ノ森、堤尻、

川島

十和田末広 66、70、71 生手沢、山谷、十文字、姥ケ平、土深

井沢、鳥谷長根、高梨子館

花輪 22、91、92、94、

95

冷水、横沢、鎌柄沢、百合沢、杉沢、

稲荷川原、甘蕗、上ハ台、火付森、張

渡、背張沢、柏木森、三日市、高井田、

明堂長根、月竹沢、一本杉、一の坂、

檜ノ木沢

八幡平 107、110、116、

124、125、127、

128、129、130、

131、132、133、

135、136、137、

138、141、145、

146、147、149、

154、157、159、

162、164、165、

166、167、181、

186、187、188、

189，190、191

志和前、尻無沢、堂の上、小山、大地

平、湯瀬棒岱野、大曲、上ミ野、袖の

沢、新山長根、山堀沢、上野、下モ上

野、かじか沢、西館、田代、堂の前、

牛長根、小水沢、大曲、長嶺、新城、

新山長根、和田、谷内、萓町、沼田、

清水又、小宮、沢内、小前田、大滝頭、

滝の畑、上柳沢、下柳沢、下水沢、蛇

沢、平、深中田、老沢、杉谷地、熊沢

碇、熊沢道の上、八幡田、東ノ又、林

の外、田の沢、樫内、上ミ沢、穴戸口、

平尻、中谷地、黒沢頭、黒沢、中谷地、

狢沢、竹鼻、石鳥谷、桐の木沢、後口

田、三の岳、細田、天神館、松館野月、

松館下モ平



2

尾去沢 196、198 尾去沢、下タ沢、麦沢、仁兵エ平、大

物、九綱、鍋倉

小坂町 大地 2 下沢、滝ノ沢、村沢、上平、五升平、

中ノ崎、夏焼、乙坂ノ下、夏焼下、上

沢

小坂 7、8、9、10、11、

13、14、16、17、

18、25、27、28、

29、30

沢、下上山、館平、中小坂、鯰沢、白

長根、松木沢、丑森、横道、上谷地、

道合、堀内沢、大岱、円川原、姥渕、

歌脇、向田表、新遠部、田ノ沢、若木

立、相内、萩平、孫太郎、冷川、余路

米沢、錠、堀内沢、真木平、向、大木

原、渋沢出口、矢柄平、一ノ渡

小坂鉱山 30、31、32、33、

37

尾樽部、杉沢、堀切

上向 37、38、39、40、

41、43

三手倉、一ト渡、歌脇、栗土頭、二タ

渡、下妻ノ神、一ッ森、鹿倉、上妻ノ

神、藤原平、真木平、栃沢、藤原、物

草沢、小滝、滝ノ下、上笹畑、下笹畑、

上鴇沢、下鴇沢、滝ノ沢、上平、上台

ノ下、長木沢、長沢、井戸頭、家ノ向、

沼ノ平、雨池、向畑、茂立、高寺、鳥

越、谷地端、中牛馬長根、赤坂、高寺

沢、中鳥越

大館市 花岡町 2、13、17、18 泉田、姥沢、滝ノ沢、大岱下、狐台下、

繋沢、松流、土目内

粕田 22、24、25、26、

29

清水川、上羽立西、越津、萓仮戸沢、

数馬、田ノ沢、男神、両堤

白沢 29、30、31、35、

36、37、38、39、

40、41

大台、伊勢堂下、九僧堂下、細越、内

松原、寺ノ沢、白沢、男神沢、上台、

侭根、向松原、松原、田ノ沢、番屋台

長走 32、33、34、35 小一通沢口、陣場台、下内沢、尻合沢、

松平下、谷地下、柵下、尻合口、尻合

川下、長走

商人留 58、59、60 野崎、谷地中、金山下、大沢口、田ノ

沢、清水沢、完ケ森、町道添、田保

柄沢 63 丸山下、大沢、大沢尻

芦田子 68、69 大茂内沢
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大茂内 70、71、73 諏訪台、上瘤ノ木台

茂内 71、72、73 小茂内沢

雪沢 75、76、78、79、

82、83、86、89、

90

大滝、向岱、下中羽立、上中羽立、小

滝沢、楢木岱、茂内屋敷、太平下、石

山、石渕、上戸沢、石渕上岱、籠谷、

鯰沢、鯰沢中岱、小鯰、塚ノ岱、籠谷

郷山下、水沢上岱、水沢向谷地、黒沢

下岱、黒沢、大黒沢、上日景、屋敷台、

雪沢、新沢、大明神下谷地、子雪沢

餌釣 97 沢

山館 100、102、105、

106、108

沢

中山 113 上中山沢

曲田 117、118、120、

121、124

沢口、冷水山根、上谷地、上聖

軽井沢 120、121、 下岱、鳶ヶ長根、沢口、袖ノ沢、滝ノ

沢、横平、臼ヶ窪、家ノ後、家ノ上、

軽井沢

猿間 124、126 丹内下、戸沢、戸沢向

葛原 129、130、131、

132、133、134

烏沢、烏沢口、菅ノ沢、坂下、菅ノ沢、

瓜畑、苗代沢、小滝沢、神子沢、神子

沢、沼田

十二所 138、148、152、

154、155、159、

160、161、162、

163、167、169

猿田沢、森吉沢、三ッ谷向、大西、長

根沢、栩ヶ沢、滝ノ沢、垢離場、一ノ

地、水上、堂ヶ下、堂ヶ沢、中藤原、

夏ケ沢、平内沢、太沢、上太沢

釈迦内 42 長者森

橋桁 42 岩枝下、前田、長者森、橋桁

東 95 岩神沢

比内前田 179、180 平馬下段、平馬下、務沢、大桂沢、上

横道下、中横道下、本前田、前田袋、

堤沢、平馬下段、前田山根

杉沢 180 姥沢出口、上大杉沢
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比内町独鈷 17、18、20、21、

22、23、24

野中、桂沢、樽ヶ台、滝沢出口、日詰、

日詰村上、七曲、サッピ内、スバリ合、

炭谷沢、炭谷、高森下、向日詰、荒木、

樽ケ台

比内町味噌内 17 間戸石沢

比内町大葛 47、48、49、50、

51、52、53、54、

56、57、58、59、

60、61、62、63、

64、65、66、67、

69、70、71、73、

74

独鈷境、千年岱、森合下家下、森合、

上川原、大渡、休間内沢口、休間内沢、

家後山根、大葛家後、大葛、金山沢口、

ホッパ沢、牛ヶ岱、二叉、長渡、中ノ

岱、弟ヶ沢、芦内口山根、欠田、大谷、

大葛、岩下、タラノ木沢、笹原、小倉

ノ沢口、鍋滝、萱ノ戸沢、大指部沢、

池ノ台、蒲田、小栩沢、栩沢、栩沢口、

田ノ沢、田ノ沢口、五輪台下段、中山

堀通、万助沢口、長部沢岩下、長部沢、

長部家後山根、館ヶ沢

比内町谷地中 83、86、87、88 大巻沢、上弥助、一ノ渡、弥助、板子

塚

比内町八木橋 97、99、101、104、

105

鎌谷地沢、鎌谷地岱、林ノ沢、八幡岱、

大沢、水沢口、約束沢、板戸、熊ノ岱、

一通、一通沢口、木山沢出口、木山沢、

平馬、後田

早口 13、23、30、33、

34、35、36、37、

38、39、48、49

地森岱、堤下岱、稲荷後岱、大岱、矢

櫃沢、大渕滝の沢口、栩木岱、岩野目

沢、樋掛沢、高山岱、一本木岱、仮戸

沢、上越通、倉下

外川原 54、55、56 二タ又、兎沢、木越沢、栗木沢、木越

向沢、倉の沢、泊滝、鍵掛沢、地竹茂

左ェ門沢

岩瀬 60、63、64、70、

71、73、74、75、

76、77、78、79、

80、81

上岩瀬塚岱、上岩瀬稲荷沢、二度突、

上岩瀬上野、十の瀬、一の渡、深渡、

桂岱、大川目元渡、内町口、内町沢、

繋沢、伏ノ木野、平戸内尻、落上、外

越山、羽立、内越山沢、春木場、山神

堂下、田の沢尻、館の沢、越山、薬師

岱下、目名市、中目名市、奥目名市、

前田茂の木
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山田 93、94、101、106 双久、畑の沢、上畑の沢、畑ノ沢越、

四十八滝、保滝沢、保滝務沢、小滝沢、

月山前、狐森、柏木下、女山下、上山

伏沢、下山伏沢

北秋田市 今泉 2、3、4、5 真木屋、牛坂、根立場、造坂、一ノ渡

前山 7 喜右エ門岱、与治兵ェ岱、鍵掛

黒沢 15、17 稲荷下、柳岱、小雨池、大雨池、サケ

山、麦沢、柏沢、前田

坊沢 24、25 高館井上岱、相善岱、影ノ沢、鰐口岱、

横通沢、深関沢

綴子 66、68 向黒沢田ノ沢、孫兵ェ田、大沢、開ノ

沢、出口下岱、時ノ沢

栄 71 佐藤田、上ミ袋、ソコベ沢、根小屋沢、

田沢、山神沢、桂岱、宮ノ下、李沢、

孫兵ェ岱、上ミ田沢、一通沢

七日市 121、128、129、

130、142、143、

148

向中島、水無、湯津内、仙戸石、孫助

岱、向ノ沢、松沢口、大沢、堤ノ沢、

鳥越、様平、上葛黒岱、釜ノ沢、森越、

南部岱、越鳥沢、袖取

森吉 56、57、58、59、

60、61、62、63、

64、65、66、67、

68、69、70、71

橋場岱、小角沢、向様田家ノ下、向様

田、天津場、ネネム沢、森吉、火ノ沢、

森吉沢、鷲ノ瀬、砕渕、丹瀬口、押付

岱、深渡家ノ上、栩岱、天津場、小滝、

白砂岱、新兵エ、槙ノ岱、女木内、向

新兵エ、向小滝、沼ノ岱、向小滝上段、

小滝家ノ向、浦田、相吉沢、上釣向山

根、上釣向川反、湯ノ岱、平田、千本

杉岱、大印、地蔵岱、ハネコ、惣瀬、

惣瀬沢、連瀬沢、橋向、羽根滝沢、漆

下、二重鳥、水上ミ、タクレ沢、上ハ

岱、日廻岱、桐内向、桐内上岱沢、馬

立場、東ノ又、牧ノ岱、深沢、ネバト

リ沢、狐岱、清兵エ岱、沼ノ沢、上釜

岱、栩木沢、社ノ後、豊ケ沢、堰根、

高畑家ノ下、高畑家ノ前、松倉口、上

岱道合、一ノ又鉱山、連瀬沢国有林

桂瀬 40 小間内沢、間内沢中岱下タ、間内沢、

上岱

浦田 40 高渕
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阿仁前田 66 惣内滝ノ下、惣内滝ノ上

小又 61 浦支内

阿仁小様 5、11、13、14、 小様、上大石沢、合滝、塚ノ岱川向、

蔭沢、土倉川向、関根岱

阿仁一ノ又鉱

山

6、7 一ノ又

阿仁二ノ又鉱

山

8、9、10、11、12、

13、23、26、30

二ノ又、乙二ノ又

阿仁鍵ノ滝 11、26、27 鍵ノ滝、赤吹、川端

阿仁三枚鉱山 13 三枚

阿仁真木沢鉱

山

13 乙真木沢

阿仁小沢鉱山 22 小沢

阿仁萱草鉱山 24、25、26、27、

28、55

萓草

阿仁荒瀬川櫃

畑

24、25、27、28､

30

櫃畑、村ノ下モ、村ノ上ミ、川原、赤

吹、川端、スバリ

阿仁水無 37、38、44 深沢、中岱、露熊、三右エ門沢、金五

郎岱、道上ノ沢、勘左エ門沢、中ノ沢、

向山、湯口内、比内沢、水上、湯ノ沢

阿仁荒瀬 35、39 立石、粕内、袖畑、法度山

阿仁吉田 45、46、47、48、

49、50、51

黒森、十二ノ沢、上野道下タ、上ミ堤

岱、下モ堤岱、町頭、冷ノ角、上ミ上

野、下新堤、上新堤、家ノ上、下上野、

十二ノ沢、鶴木山、苗代沢、向田

阿仁幸屋 55、70、71 アクト合沢、比ノ沢、佐山沢、倉ノ介

沢、熊鷹沢、様ノ下

阿仁萱草 56、58 佐山川越、中佐山、小田地沢、萱草沢

阿仁長畑 72 羽立、菅生

阿仁戸鳥内 72、79 小倉岱、高大野、長坂

阿仁打当 90 菅谷地、轟、野倉岱、前山岱、陣場、

倉滝沢
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阿仁比立内 97 中落

阿仁根子 115 滝ノ下、根烈、鬼館野、根子又、庄司

野、立石向

木戸石 6、11、12 悪摩沢悪戸、上ノ山、堤ノ上、才ノ神

沢、深沢

増沢 6 渡場、上ノ山、白畑沢、増沢

川井 17 谷地、沢口岱、大野下岱、堂ノ沢

上杉 17 金沢

三木田 47、56、57、58、

59、60

関ノ沢、孫七沢、雨降沢

上小阿仁村 仏社 9、15、16、17、

18

稗田沢、杉ノ下、日影、田ノ沢、国見

沢、右エ門多郎沢、脇ノ田、谷地田

五反沢 24、25、27、28、

30

国見沢、伊勢堂岱、芹田、堰根沢口、

タタラ沢、八森沢、蛇スコ岱

沖田面 50、51、52、53、

54、55

大渕、西山下、番鳥、萩形、熊高、留

場、彦土、上南沢、水無

能代市 比八田 9 大沢、大沢堤下、中ノ沢、平泉、金ヶ

沢

朴瀬 19 下越田畔、安ノ木、越田畔、草刈野、

上台、築法師

久喜沢 32、33、34、35、

36、37、38

深沢、森ノ根、長者森、稗田沢、穴沢、

屶伐沢、国見、後沢

常磐 56、57、58、59、

60、61、62、63、

64、65、66、67、

68、76

小松崎、滝ノ沢、端欠、柴倉、黒滝、

地蔵倉、摺鉢、西郡台、船打沢、堀抜

沢、谷地沢、窟岩、小嶽、中ノ沢、待

崎、二タ岐、巻場、霞沢、金山、障子

倉、待倉、砥草沢、小豆畑、栩木岱、

中坪、長崎

天内 79、80 八幡沢、大石沢、寒ノ神台

田床内 98 大館、縄手下、鴨巣、大道下、二タ又、

田床内、深田

中沢 135 柏台、犬伏台、古館、犬伏沢

二ツ井町田代 60 堂ノ下
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二ツ井町仁鮒 67 簗場

二ツ井町小掛 67 滝ノ沢、払川、鳥屋場、鍛冶長根

二ツ井町切石 70 竜毛沢、木戸ヶ沢、大谷地、笹森、揚

ノ上、揚ノ前

二ツ井町苅又

石

75 片カリ杉、苅又石、大沢掛、沼ノ沢

二ツ井町駒形 77、78、79 多郎兵ェ沢、尾ノ岱、爺ヶ沢、李岱、

一ノ又沢、作り沢、檜沢、中ノ沢、瓶

ノ沢、赤倉

藤里町 矢坂 1、4 如来瀬岱、奥岩本、釜の沢岱、釜の沢、

中岱、冷水岱、林後、上野岱、奥釜の

沢、下一の坂、上野蟹子沢、下袋長場

粕毛 4、6、15、16、17、

23

薄井沢、阿弥陀岱、西鹿瀬内、南鹿瀬

内、東鹿瀬内、北鹿瀬内、谷地、上長

瀞、下長瀞、清水尻、清水岱、上谷地

藤琴 33、47、48、63、

64、77

焼ヶ戸、小比内西又、小比内東又、焼

毛戸、水無、早飛沢、藤琴沢、桂岱、

院内沢、萩子岱、院内岱、鎌の沢

太良鉱山 53、54、55、56、

57、58、59、60、

61、62

太良

大沢 77、79、92 院内沢、夏峠沢、名不知、赤兀、川内

沢、白石沢、釜谷、山下、二本柳

三種町 鹿渡 4、10 羽根川家の下、大羽根川、猿田ヒケノ

沢、滝ノ沢

上岩川 28、29、30、32、

50、55、78、79

木落平、百川、落合、タタラの袋、段

ノ下、新屋敷、茨島、上砂子沢、増浦、

小砂子沢、大沢、樋向、鹿渡渉、柏木

岱、小出、下小出

志戸橋 15、17、18 熊沢、内熊沢、中熊沢、大木台、沼ノ

平、新林

豊岡金田 17、18 下熊沢、中熊沢、上熊沢

森岳 29、32 山口、牛沢、金山、木戸沢、上台、石

倉沢
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下岩川 39、40、41、42、

43、44、47、49、

50、51、52、53、

60、63、66、67、

69

岩見沢、蟹子沢、大谷、大沢、根小屋

沢、中ノ沢、外ノ沢、金山、百騎台、

鳥矢場、長面向台、蛭沢尻、蛭沢、蛭

沢堤下、三ッ石、増沢上川原、増沢、

大台、芹沢、城ノ森、黒沢、卯ノ沢、

田ノ沢、舘ノ下、添畑、大鳥越、下添

畑、赤川、白鳥、宮ノ目、刈初沢、小

町

八峰町 八森 1、4、7、8、9、

10、34、35、36、

37、38、39、40、

74、75

大間、蔦ノ沢、和田表、鉱山家の上、

小入川家の上、平沢、伊勢鉢台、手取、

三沢、木戸ノ沢、御所の台、長坂、茶

ノ沢、家の向、姥子山、真瀬沢、雨降

場、母爺山、母爺沢、水の目

峰浜目名潟 4、6、15 大沼、下池の台、産神台、勝見沢、台

坂、綱取、古川、向防中、逆川、池ノ

台、黒平天道、向防中、中台、雄山、

ヲサバシ、物見長根

峰浜水沢 6、8、9、10、11、

12、13、14、15、

16、17、18、19、

20、21、22、23、

24、25、26、27、

28、29、38

小割沢、水沢山、二子原、カッチキ台、

上谷地、寺ノ後、家ノ下谷地、下カッ

チキ台

峰浜高野野 38 真山

峰浜塙 45、46、47、48、

49、50、51、52、

53、54、55、56、

57、58、59、60、

61、62、63、64、

65、66、67、68、

69、70、71

杉の上、金子沢、大長根下、助川、大

信田、八幡台、下大台、亀台、番鳥、

三郎右ェ門出口、石滝ノ上、小杉山、

番鳥向、長木沢、山城台、糸畑沢、倉

子原、山城出口、赤坂、中長根、上ノ

野、狐館、島田沢、伊勢堂台

峰浜石川 78、79、80、81、

82、83、84、85、

89、91、92、93、

94

外林、内林、熊沢出口、赤坂下、熊沢

台、黒石沢、高寺下、寺立、一ノ渡、

三階滝下、里石、北夏井沢、倉ノ口、

倉ノ沢、孫助、夏井沢、南夏井、夏井

秋田市 下新城小友 36、38、52 箒田、堀田沢、猿田沢、沢尻ヶ沢

上新城湯ノ里 63、64 愛子山

上新城道川 76、77、79 イブリ沢、大滝
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仁別 101、102 川反押田、マンダラメ、堂ノ下、小水

沢

太平寺庭 141、145 寺庭

太平中関 141 寺中、宮沢

太平八田 145 滝ノ沢

太平黒沢 152 牛舞沢、東又

太平山谷 165、166、167、

173

谷山、女滝

下北手黒川 217 務沢

豊岩豊巻 262、263 諏訪、堂ノ沢、妙堂沢、手長沢、小勝

田、小友沢、居使、上野

豊岩石田坂 264、265 鳥屋ヶ沢、高森、山田沢、館ノ沢、鎌

塚、杉ノ下

新屋町 266 比内沢、北愛宕町、関町後、新町後、

清水出脇、田尻沢

浜田 270、272 町端、太田、滝ノ沢、大沢、大沢尻、

神坂、大森山、家後、石山、出小屋、

滝ノ元、滝ノ宮、稗田沢、自在山

下浜八田 278 杉沢

下浜長浜 293 平台、内山、家ノ腰

河辺北野田高

屋

14、15、16、19、

20、22

小高、畑ノ沢、竹ノ子沢、桃ノ木沢、

畑務沢、森ノ沢、大木沢、大谷地、滝

沢、中山井沢

河辺大張野 41 山根、道ノ下

河辺神内 46、47、52 宇利沢、釜場、三十郎沢、馬坂、振作、

小滝

河辺三内 75 中ノ沢、大滝ノ沢、夏田

河辺岩見 120 会沢

雄和平沢 19 桜屋

雄和石田 19 山田、苗代沢、蟹沢、平沼ヶ沢

雄和妙法 20 平沼ヶ沢、杉田沢、火石下、槐下
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雄和下黒瀬 27 岩野沢、湯の目

雄和種沢 56 釜ヶ沢、柳林、片替

雄和左手子 61 尺野木沢、中の台、碇、白川袋、上野、

雁道沢

雄和萱ヶ沢 69 四升取、東ヶ沢

雄和女米木 121、123、124、

125、126

高麓沢、川崎、石川、長面

男鹿市 船川港双六 6 立松、蕨台、館山、赤絵場、打越

船川港増川 16 根小屋

船川港仁井山 16 久貫

船川港比詰 42、43 大沢、大谷地、神田前、鹿ノ沢、大沢

男鹿中滝川 47 三ッ森

男鹿中間口 61 中神、上中神

北浦北浦 75、80、81、82、

84、85、87

鴨川沢、黒滝、室地、勘五郎山、下鹿

ノ子、佛供田、菻田、黒滝、十二桜、

蛇舞沢、平岱山、光玉沢、金山、次釜、

勘五郎山、前田、一本木野、雪車坂

北浦真山 75、84 白根坂台、姥ヶ沢、水喰沢、姥ヶ沢、

根ヶ持長根、真山、フクレ沢、拂川、

留山

北浦西水口 84、87 高日、上山、高田、大台、大滝沢、大

坂下、一ノ目潟、館沼、苗代沢、一向

田、橇坂、下山谷

北浦湯元 87 袖ノ沢

北浦野村 87 沢田

戸賀浜塩谷 104 抜沢、樋口、大水沢岱、大岱、和山

戸賀塩浜 107 林山、冷水、漁元崎、又沢、上岱、大

沢

戸賀加茂青砂 117、118 浜子坂、向山、山道添、休場、倉道、

鴨、中形、堀、ヒロキ
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脇本脇本 120 向山、前野、後野、飯ノ町、段ノ越、

上谷地、下谷地、中野、下中野、頭名

地

五里合鮪川 132、133 十文字、寺台、ニカコ沢、諸見台、諸

見沢川端、大宮台、上鮪川、鷲ノ沢、

上鮪川、長崎、大沢、滝ノ台、仲渡

五里合箱井 133 大信太、小苗代、長崎

船越 146、147 根木、杉山、狐森、那場掛、前野、内

子

払戸 1 横長根

潟上市 昭和豊川山田 2 市の坪

昭和豊川岡井

戸

5 中丸、前田、平沢

昭和豊川上虻

川

13 大沢

昭和豊川竜毛 22 後山、開沢

昭和豊川槻木 22 保竜田

五城目町 五城目 5、6 稲荷前、兎品沢

湯ノ又 5 日の沢

上樋口 11 切通、樽沢、山田沢

高崎 11 中泉田

浅見内 21、37、38、39、

43

上百刈、大場、家ノ沢、小川口

内川湯ノ又 51 大四郎沢

富津内中津又 77 二ノ沢

中津又 78、80、82 一ノ沢、沼田

井川町 井内 8、9、10、11、12 大菅生沢、小菅生沢

由利本荘市 芦川 21 二ノ台、湯ノ沢、真田長根、川大内ヶ

沢
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親川 21、27 田代台、蓬田、新田長根、小沢、北長

根、ヲギバ沢、金糞沢、田代

赤田 54、55、56、57、

58、60、61、62、

63

蛇喰、小滝、薊台、女滝、大荒沢座、

隠里、金山、小荒沢座、荒沢座、館ノ

脇、亜久根沢、久才沢、扇台、大畑台、

中長根、金山長根、扇田、土本、滝ノ

上、肥作、菅ノ沢、大谷地

北ノ股 93 奥山神沢、下王子ヶ滝、大蛇ヶ嶽、上

王子ヶ滝

宮沢 110 二枚田、備中田、押田

滝ノ沢 110、113、122 屋振、薊沢、日住山、畑山

大簗 122、123、124、

125、126、127、

128、129

横岩、薊沢、素野、小坂曲ヶ山、小日

住長沢、シビトサトウジ、泉水、西ノ

角、猿木沢、鍔出、西角、サクノ台、

板沢、下板沢、十二峠

山内 129、130、131、

132、133、134、

135

松倉沢、池ノ上、松倉山、神台、三ッ

石、内カラムシ、奥ヶ沢、冷水沢、三

ッ方森

矢島町立石 3 中貝喰、サトウ山

矢島町新荘 21 相ノ又、高清水、上沢内、辻ノ沢、高

清水山

矢島町坂之下 22、23、24、27、

28

神代山、明神畑、高畑、八森新田、坊

ヶ沢、貝喰、下貝喰、荒倉沢

矢島町元町 32、66 中茎、才ノ神、能仙坊

矢島町荒沢 39、48、66 大堰口、丑間木、日山滝、寒長根平、

小屋ノ平、下檜沢、湯ノ比良、イモ倉、

甲上檜沢、乙上檜沢、檜沢、菅谷地、

箸ノ王子、蛭森、鶴田、八坂、大森、

上針ヶ岡、中針ヶ岡、上荒沢、荒沢、

才ノ神、上ノ山、八木森

矢島町城内 48、49、51、52、

53、54、55、56

小砂利沢、八坂、上ノ平、樋上山、粟

畑、西ノ舘、狼ヶ沢、常陸沢、上野、

水上、千貫石山、小田山、分水長根、

日陰平、落ノ沢、内山、中長根、高森、

小杉沢、広田面、横道、谷地沢、東ノ

股、花立、木境、下谷地沢、桃野



14

矢島町七日町 49 上山寺

矢島町川辺 51、56 金保陀羅、上横道、安堵地

岩城君ヶ野 33 上中沢、大田、上台、谷地

岩城勝手 16、17 堂ノ前、大沢、潟ノ畑、堂ノ後口、赤

砂子、烏ヶ森

岩城内道川 16、17、43、44 烏森、井戸ノ沢、沼ノ上、ガサ平、沼

尻、風平、馬道、観音下、観音山、十

六峰、長坂、ヨゴレ焼山、上ヨゴレ焼

山、ヨゴレ焼、中島沢、太子堂ノ沢、

家ノ沢山、水沢山、人山、上山、水呑

場、築防潟、鶴潟山、鶴潟、水沢、頭

無

岩城君ヶ野 24、25、26、27、

28、29、30

中村、竹屋、鬼敷沢、下坂本沢、宮長

根、上坂本沢、宮前、板沢、義士屋敷、

宮長根、沼沢、大坊、新沢、大新沢

岩城道川 34、35、36 前田表、姥沢山、中ノ森、荒木沢、南

北沢、北ノ又、南ノ又、熊ノ沢、南北

沢、西ノ沢、小桜沢

岩城二古 44 獅子山南平

岩城泉田 61 大沢田、通長根、小沢田、桔梗森、大

台、小森、長田、沖

岩城滝俣 64、65、66、67、

68、69、71

一ノ関、前垣、滝ノ上、浅ノ又、中畑

岩城富田 88 古舘

岩城下蛇田 88、108、109 高城、屋敷添、堂ノ沢、宮ノ沢上、ム

サワ、宮ノ沢下、湯田、サヒカツ、栗

ノ木台

岩城上蛇田 94、95、96、97、

98、99、108

カ井田沢、落合、袖六、川原田

岩城六呂田 109 久保、坂水

岩城上黒川 113、114、115 川原田、菖蒲田、大タルミ、奥山、小

杉台、鳥屋ノ平、引越沢、釜ヶ台、篭

堂、水ツキ
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前郷 19、20 造道、深沢、大留

小菅野 19、20、21、24、

25、26、27、28、

29

面間ヶ沢ノ内落上、面間ヶ沢ノ内丸森、

面間ヶ沢ノ内李台、面間ヶ沢ノ内大留、

面間ヶ沢ノ内栩台、菅野台、日陰日良

山、面間ヶ沢ノ内滝上、櫛之峰、南沢

ノ内大森、南沢ノ内冷水沢、南沢ノ内

大森、芦原沢、南沢、南沢ノ内坂取沢、

南沢ノ内道ノ上、南沢ノ内二タ股尻、

南沢ノ内北坂、南沢、上南沢、武蔵台

五十土 19、20、21 滝ノ下、二タ子沢

土倉 24、26、27、28、

29

宝習平、武蔵台、横長根、野火除、弥

勒山、金坂、笹台

蟹沢 29 釜ヶ渕、蟹沢、大沢、弥勒山、山ノ坂、

権現山、山本、上ノ台

川西 37、38 上池ノ原、馬立場、栩台、元池ノ原、

中池ノ原、下池ノ原、麻畑沢、桐台

西沢 55、58、66 上打ノ又、南由利原、上屋敷、天拝、

上大上、上堂ヶ沢、舞台

町村 58、63、66、67、

68

西由利原、上ノ山、木戸口、中山、上

黒森沢

新沢 51 猫屋敷、大犬沢

中帳 51 猿田、山ノ中、戸沢、沢田

高尾 51 向沢、谷地

松本 52 谷地下、山根、野添、蛇喰、道上、上

川原、猫屋布

長坂 53 大霜、山下、下長坂

大内三川 10 大沢

高尾 28、29 熊ノ沢、海又、孫太郎、大平

中俣 42、44 谷地、小金ヶ沢、十二ノ下、大平、峠

ノ沢

小栗山 59、62、63、64、

65、66

高城、小又沢、坂ノ下、坂島、滝ノ下、

滝ノ沢、大下り、釜ノ沢、岩舟
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羽広 78、81、82、106、

118、119

獅子平、袖ノ沢、葭ヶ沢、砂子台、念

仏橋、稲子沢、糠塚、沼ノ沢、小滝沢、

しゅうじ野

岩野目沢 97、99、106、120、

121、122

堤ヶ沢、田ノ頭、滝ノ下、赤平沢、吉

沢坂、蛇喰沢、フスベ石、稲子沢、堀

回シ、滝ノ沢、フシノ木台、池ノ沢、

李沢、水上沢、長八沢、小羽広、袖ヶ

台

滝 122、138、139 曲沢、館ノ下、穴沢、雪屋又、雪谷又

口

大倉沢 182、184 立石沢、舟ヶ沢

岩谷町 188 古川沢、古館、苗代沢

北福田 188 沢入、飛川

東由利法内 12、82 野田、正木沢、大沢口

東由利宿 55、116 土場沢、仲の沢、外面、上ノ山

東由利杉森 60、61 高屋境、沼山

東由利舘合 71、72、81、82、

83、84

板戸、境、ヒル野、大石沢、善徳、田

ノ沢、松台、松沢、エボ石

東由利黒渕 90、101、102、105、

124、125、126

不動ヶ沢、内荒沢、荒田沢、大森、石

田、周治谷地、深山、ホツメキ、下松

台、松台、柴倉、山岸、須郷、中大平、

下太平、須郷尻

東由利田代 105、116、126、

127

荒沢川、ウリヒラ、清水山之下、坪倉、

走出、坪倉口、舟打場、大台、赤倉、

クゾサワ、向山ノ下、水上尻

西目町西目 22 滝向、鴻巣台、角間台、上天拝、新林

西目町出戸 21、22 新林、股内沢、奥ノ台、猿田、二ッ森

鳥海町栗沢 1、7、8 荒倉、金山、大貝野、高比良、内通、

明通り、谷地

鳥海町上川内 7、8、37、41、42、

43、44、52、53、

139

矢櫃、兎額、落合、千足、中長根、大

又、松木沢

鳥海町小川 25、36、37、38 孫仏山、大森、大久内、檜山沢、大坂、

戸坂、山ノ田、水上
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鳥海町中直根 68、79、80、82、

88、89、90

鳥矢森、館ノ沢、栩山、大人足、上袖

川、舘ノ沢、栩山、大膳ヶ沢

鳥海町上直根 68、69、71、72 大豆梨、田代、堰ノ上、田中、桑沢、

清水尻、トミ沢、小宮内、小又、大又、

大宮内、大平ノ下、岩ノ沢、川熊沢、

川熊、滝ノ下、石舟、糸桶沢、ヤシキ

沢

鳥海町下直根 81、82、86、87 逃小屋、小沢、滝ノ上、上方

鳥海町百宅 90、93、94、95、

96、97、98、99、

100、105、106、

107、111

天配、大亦、中田代、中田代山、遠上、

前沢山、翁畑、岩ノ下、遠上山、後山、

境堂、滝ノ上、奥山

鳥海町猿倉 101、102、103、

104、105、106、

108、109、112、

113、114、115、

116、117、118、

119、120、121

奥山、奥山前

鳥海町下笹子 139、179、184、

185、186

繋ヶ沢、柴倉、峠ノ下、下椿、上椿、

鳥屋森、日影、チノミ沢、岡喰沢、下

小滝ヶ沢

鳥海町上笹子 157、162、163、

166、167、168、

169、170、171、

172、173、174、

175、179

黒滝、平ノ沢、山田、竜ヶ沢、荒沢、

荒見、猿落、大平、水無、三山、葎沢

にかほ市 釜ヶ台 9 下谷地、堂ノ下、木ノ根、長沢、柳泥、

二ッ森、高堰、中ノ田、館、清水森、

川柳、中島、桜、越處、曲り所、十八

森

冬師 9、12 二ッ森、西谷地

馬場 9、12、16、33 冬師山、上坂ノ下、坂ノ下、クラカケ、

曲師小屋、下小台、上小台
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院内 12、20、21、23 西山、中川原、コモツチコヱ、空百刈、

寒沢、川上、馬洗道、トキ石、谷地頭、

笹長根、上杉山、白山越、ヒシカタ、

深堰、カナヤ、タモキタ、杉山、〆カ

ケ、上横根、木堀谷地、カタ頭、堂ノ

後、此木沢、石戸立、大森、蕨崎、稲

荷田、畑ヶ田、沢田、脇田、蕨崎、田

夏虫、此木山、飛ヶ沢、城前、大門、

此木沢、柴森

小国 31、33 念仏館、金クソ、館森、大沢林、大沢、

小金平、大沢頭、金山、念佛森、ツキ

ノ沢、相日田、大穴、コタヱ

伊勢居地 33、40、41、43、

44、45

二ッ石、水沢尻、佛長根、太郎台林、

程ヶ沢林、程ヶ沢、味噌石、鹿畑、林

中、仙北道、南ノ沢、小棚、高見、沢

尻、向林、向ヱ、向谷地、山神林、孫

太平、向道、沢向、下ノ沢、木置場、

大棚、湯山、二階下、平ノ下、此鳥、

砂利崩、大石原、湯ノ坂、小棚、高山、

山神林、上小棚、山ノ中、石平、桂坂、

川中島、大棚向、沢口、ウト坂、下坂、

向山、大林、枯木道、三ッ釜、若林、

桜田、沢尻、陳ヶ森、猿鼻

象潟町 3 向山、草木森、能因島、烏島、上白山

堂、不動沢、大豆田、上東山、長人森、

曲山、大平山、竹ノ花、家ノ後、小坂、

上小坂、下大平、片平、狸森、小山田、

下長人森、下大塚作

象潟町横岡 16、17、18、19 中島台、中島岱、一沢、谷櫃、上ノ山、

黒坊沢

象潟町小滝 20、21 鉾建、上山

象潟町本郷 21、24、26 所持谷地、藤島台、亀森、上ノ森、水

林、上の平、指平、岩林、萩坂、ミノ

ワ

象潟町関 42、44、79 鬼平、元滝、上栗山、清屋森、焼山、

橋ノシリ、道中背、上切道、切道

象潟町西中野

沢

42、44、46、50 棚上、焼山、中ノ沢
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象潟町洗釜 46、50、79 出坪、アゲ、砂山、浜山、神田、山口

道下モ、石坂、タカハネ、焼山

象潟町大砂川 50、52、57、58、

60、79

小屋ノ沢、大森、北田免、上ノ山、横

森、夕暮沢、滝ノ上、菅、カクチ田、

御田神下、菅谷地森、横渡り、堤根、

トド盛、ヲフキ、白坂

象潟町川袋 58、59、60、64、

65、69

小台、出口、菖蒲池、立石、道中背、

堰根、新田、出口、山田

象潟町大須郷 64、69 一ノヒド、下畑、イト尻、上熊沢、下

熊沢、山田、イト尻、掛石

象潟町小砂川 76、77、88 観音森、三崎、奥畑、田ノ上、アマク

ラ、タカコヤ、砂畑、カウヤ

大仙市 大曲西根 36 宇津野合、上成沢、下成沢

花館 43 姫神、楊ノ森、新萱野、長沢、三ノ平、

薊平

土川 18、22、23、24、

26、27、34、35、

38、43、47、60、

62、72、73

床畑山、次第森、生内、野中、柳沢山、

滝の又、十二山、小又沢、小又口、明

学、瀬在郷沢、滝沢山、仁井山沢、大

西の又、小西ノ又、根小屋場、大谷地

沢、外山、雇山、小杉山沢松の木平、

小杉山沢牢の沢、土台林、小杉山沢、

小杉山沢東の沢、小杉山沢明光沢、小

杉山沢湯の倉

大沢郷寺 140 石持、上野、大森

大沢郷宿 140 水上ノ沢、田代野、中島山ノ田、下坂

ノ下、岩瀬、下新田、二の台、堂の上、

笹摘台、上宿、追分、宿、カクマ沢、

大野、桔梗台、宮田、中屋布、箱井、

神宮沢、上ノ台、山田

杉山田 140 釜の沢、川端、岩瀬、後田、下久保、

上野

長野 11 長野山

長戸呂 26 松後
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豊川 26 美濃川

豊岡 23、25、26 小沼山、小滝、薬師山、五百刈田、上

五百刈田、田中、地蔵森、中荒沢

大神成 30 扇形山、蓬田、山廻り、高寺

協和中淀川 11、12 古種沢、古種沢の内蛇走、古種沢の内

水上沢、古種沢の内伊豆の坊、畑の沢、

淀川沢

協和小種 26 泉沢山、長者台、貝の沢口、木形台

協和船沢 30 船沢、上木沢

協和荒川 81、82、92、122、

128

徳瀬役所台平、役所台、関根下タ、油

沢、李沢、五月荘、湯ノ沢ノ内馬立ノ

沢、湯ノ沢ノ内池ノ沢、湯ノ沢ノ内徳

右エ門沢、湯ノ沢山、じじヶ提、下揚、

上揚、百目石の内カクス沢、百目石、

百目石山、上畑ヶ沢、カントメ、板井

沢山、御台所、北沢、出羽湯ノ沢

協和稲沢 98、99、118 蛇沢、滝ノ沢

協和上淀川 128、129 宮ヶ沢

協和境 128、137 サギの巣、菅生田、岩渕、向田

協和峰吉川 143 半仙

太田町太田 3、10、12 真木、真木根堀、高平、栩台、惣行山、

惣行谷地田

太田町川口 10、11 内ノ沢、大台

払田 1 真山、長森

南外 3、4、5、30、31、

40、44、54、55、

67、68、70、88

木直沢、下木直山、田中田山根、坊田、

坊田黒沢、山王台、小出、夏見沢、深

沢、大黒森、滝ノ沢、下荒沢、中荒沢、

中荒又、上荒又、小浪滝、猪ノ頭、松

木沢、沢山川堤、大小手館、大小手、

若林、外土場、胡桃台、西ノ又滝ノ沢、

西ノ又、逆川、鉋殻谷地、中川
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南外南楢岡 70 西ノ又

仙北市 角館町 71 古城山、五本松、水の目沢、中菅沢、

勝楽、岩瀬、岩瀬下タ野、上野

角館町白岩広

久内

76、77、78、79、

80、81

内沢、小山下、合野

角館町白岩 82、83、84、87 前郷山、高屋敷、天神堂、笹台、中の

沢、愛宕山、入角山、杉沢

田沢湖神代 9 柏木源遠野

田沢湖梅沢 9、10、11、12、

14、15

沼頭、栗毛沼、丸山、西田、柏木、刺

市、手習石、東田、鞍闇沢、大船指市、

蓮池観音堂下、金ヶ沢、戸倉沢、都野、

森の腰

田沢湖卒田 16、19 上真崎野、谷地の沢

田沢湖刺巻 23 六枚

田沢湖生保内 38、39、40、41、

44、45、46、47、

59、60、61、6263、

74、79

駒ヶ岳、上石神、黒沢野、相内沢、小

杉沢口、大谷地、大沢、刑部沢

田沢湖田沢 99、107、108、109、

110、111、112、

113、114、115、

116、117、118、

119、120、121、

129、130、131、

132、136、137、

143、144、146、

147

中山、大深、倍田、小沢、尻高、鹿ノ

作、越道、前郷沢、牛台、小蟹沢、田

沢沢口、先達、供養仏、高畑、馬形、

湯道

田沢湖玉川 101、102、103、

104、105、106

下水無、大表、梨木台、湯渕、蒲谷地

西木町西明寺 21、22 川前、川原田、潟尻、潟尻北潟端

西木町桧木内 35、82、83 相沢、木田、相内

西木町上桧木

内

41、60、63、65 小波内、笹畑、東上戸沢、籾内、金沢、

桁沢
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美郷町 六郷東根 1、2、3、4、5、6、

7、8、9、10、11、

12、13、14、15、

16

薊沢、七滝、屋敷回、潟尻竜川、上竜

川、湯田沢、信倉沢、桐平、北鎧ヶ崎、

南鎧ヶ崎

黒沢 1、2、3、4、5、6、

7、8

清水川山、上坂、山の下、中山、中の

沢、大平、大杉、桑ノ木沢、高野

浪花 10、12、13、14、

15、16

館ノ沢、前山、小金清水、南荒井、一

丈木、狐森、小杉崎、萱関、滝の沢、

外滝の沢、赤倉尻、畑の沢、下川原、

大台野、高野、羽場、蟹沢、北蟹沢、

小田ノ沢、田ノ沢、曲沢、田ノ沢山、

千屋 14、15、16、17、

18、19、20、21、

22

鎌取沢、安久多里、善知鳥、向川原、

雷竜川原、下川原、釜渕、上小森、内

沢、中小森、上野沢、狐森、菩提沢、

猪鼻、細越、相長根、下鶴ヶ沢、上花

岡、岩見小沢、米桶沢、座堂、天狗沢

金沢東根 23、24、25、26、

27、29、30、31、

32

上湯の沢、上下村、上村、沢口、川端

山、観音下、仏沢、東牡丹川原、東外

川原

金沢 1、2、3、4、5、6 前森、平ノ沢、吉ヶ沢、上横山、竹原、

半助谷地、悪垂、山守屋布、館ヶ沢、

入海田、森合、茨島、諏訪堂、黒滝、

北沢、新山堂

横手市 金沢 1、2、6 矢黒、大持沢、屶磋沢、上板ヶ沢

杉沢 18、19、20、21、

22、23、24、25、

26、29、47

市の沢、獅ヶ本、弥勒、才の神、焼止、

内清水ヶ台、女夫沢、角代沢、狼ヶ沢、

鶴ヶ首

睦成 30、31、32、34、

35、36、37、38、

40、41、42、43、

44、45、47

ナメリ沢、小滝、一の坂、大滝、ヤセ

長根、寒沢、足駄蒔、城付、千手沢、

助市沢、小手ヶ沢、真坂沢、瀧の沢、

柳沢、赤平、清水沢

前郷 61、62 豆干台、無沢、小横手沢

大屋新町 67、68 白坂、風平、若神子沢

大屋寺内 67、69、70、71、

72、73、74、75、

76

漆原、大屋沢、天賀森、銭神、大谷地、

小フスベ台、フスベ台、風平、畑ヶ沢、

熊の沢、嬲沢、下楢沢、上楢沢、長谷

山乙、笹崎、長谷山甲、長谷山
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柳田 75 柳田

外ノ目 75 大谷地

増田町亀田 1、2、3、4、5、

13、14

大鳥山、男亀森、女亀森、下倉狩沢、

上倉狩沢、中倉狩沢、大沢

増田町湯野沢 18 稲熱沢、舘平、村周、大台、大柳、大

沢

増田町狙半内 31、32、33、34 滝ノ下、屋布沢、滝ノ上、藤倉、高畑、

大川目、唐虫台、南大川目

平鹿町醍醐 5、6、7、8、10、

11、12、13、14

城廻、沢山、上亀井沢、焼道、防山、

沢口館の宮、鳥頭沢、平の台、上多茂

桂林、清水台、赤滝八森、鳥頭沢、大

保中台、岳平地獄沢、大沢鍋ヶ沢、山

館堂ヶ沢、岩倉二寺ヶ沢、郷士館焼山

雄物川町大沢 3、4、5、7、8、

12、13、14、15、

17、18、21、22

小滝沢、内野沢、鍛冶台、黒沢、内稗

作、外稗沢、駒場沢、北ノ沢、大台、

大槻沢、木葉田沢、赤井、上法寺、長

持、岩ノ沢

雄物川町二井

山

41、42 十二坂、水沢、境長根、六郎沢、姥懐

大森町 2 牛ケ沢

大森町上溝 15 山田

大森町八沢木 18、19、20、21、

22、23、24、25、

26、27、30、31、

35、36、37、48、

50、61、62、63、

64、67、68、69、

70

寄木、塚須沢、山ノ根、山崎、兀ノ下、

留長根、柴橋、一枚田沢、滝ノ上、枕

ヶ沢、野堤、長橋沢、松山下、大館、

小山、地頭沢、真山、滝尻、下石高、

上石高、稗田沢、くご谷地、保呂羽山、

白山前、屋敷台、挙割崎、鑓見沢、宮

脇、相杉沢、琵琶流、木ノ根坂、坂ノ

下、神宮沢、大日、堀戸

大森町板井田 103 山居沢、王台、中ノ沢
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山内大松川 11、12、13、14、

15、16、17、18、

19、20、21、22、

23、24、25、27、

31、32、88

妹平、木戸口、板通、田代、木附台、

真木ノ沢、文内山、深畑、焼山、瀬田

ノ橋、福万、与八、赤水沢、叔父台、

観音沢、倉下、杉ノ畑、前大台、喜助

沢、向大台、金堀沢、桑沢、赤倉後山、

黒森沢、小松根沢山、小松根、赤倉沢

山、鍋越、長坂、向山、丹波、大樋道、

十なた平、上野、穴畑、大城、奉書巻、

雨池、中落合、下大倉、水長根、上屋

敷、二石、深沢、深畑、竹ノ子沢、黒

沼、古沼、大越道、銭神、日影、錦沢、

上松川、不動水上、上台、下垂、袖浦、

六郎台

山内平野沢 24、66、105、106、

107、108、116、

119、120、121、

122、123、124、

125、126

元屋敷、岩野目、下岩野目沢、丈保沢、

上岩野目沢、蒲谷地、古々美沢、北相

野々、石久田、堀切沢、久田石、石久

田滝ノ上、石久田部落、大台、大台沢、

啌野超道、滑ノ子沢、鈴松、金山沢、

黒滝沢、黒滝、灰焼沢、小安沢、大森

沢、畑ノ沢、蛇ヶ沢、上蛇ヶ沢、大谷

地、芋沢、西蛇ヶ沢、笹森、小安切目

沢、小安沢、畑ノ沢、上蛇ヶ沢、大谷

地、菅野沢、雨沼、下タ村

山内小松川 34、35、40、94、 稗田、草倉、ヲソ熊沢、小白木、上谷

地、鍋割天上渕、岩ヘグリ

山内黒沢 48、49、50、51、

52、53、54、55、

56、57、58、59、

60

堂ノ上、荒沢口、向堂、相ノ沢、瀬野

ヶ台、越上、下黒沢、石田

山内筏 67、101、102 蒲谷地、横沢、天狗沢、九合取、植田

野、伯耆沢、大場沢、小野、力石

山内三又 79、84、85、86、

87、88、89、90、

91、92、93、94、

95

城屋敷、松沢、野黒沢、大野、松沢、

松ヶ崎、甲、高手沢、大森沢、堂林、

野田、蒲田、本田、桂沢、男鹿野、赤

竹、弥太郎沢、落合、男鹿野、浦返、

平次郎沢、桑ノ沢、浦返、下ノ沢、二

瀬

山内南郷 96、97、98、99 丸志田、赤平、寒沢奥、檜葉沢、寒沢

口、畑南郷、三ッ屋、赤渕沢、赤渕、

天狗平、除キ、大払川、上払川、毛抜

平
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山内土渕 131、132、133 虫内、小貝野、小貝、丸山、柴倉、下

虫内、餅田、悪土、小田、茂竹沢

湯沢市 岩崎 2 中雨池、桜森、千石沢、苗代沢、浪花

坂、尼ヶ台、大クビレ、東屋敷後、成

沢

湯沢 15、21、22、23 峠沢山、栗沢山、カツクイ沢山、岩ノ

沢山、研場、タテスリ沢山、小吹山、

古御嶽山、小古御嶽山、角間沢山、下

タ角間沢山、上角間沢山、姥懐山、角

間山

関口 34、35、36、37、

38、39、40、41、

44、45、46、47

長沢、貝堀場、務沢、カクルミ、矢櫃、

杉ノ台、又治郎ヶ沢、節ノ木台、東市

内、跡坂、下屋敷、浦障子、頭無

相川 55、56 麓沢、古館ノ下、僧ヶ沢、堂ヶ沢、内

ノ目、内ノ目山、外ノ目山

宇留院内 69、70、74、75 脇ノ田、袖山、滝ノ上

高松 61、62、84、85、

86、92、95、98、

99、100

中屋敷山、寺ノ沢、沼ノ沢、沖ノ沢、

高野山、天矢場、山居沢、金倉山、二

階、牛渡り、水平、大荒沢、荒沢、小

荒沢

山田 110、111、119、

120、121、122、

123

西土沢、韮台、北土沢、浦田、米内沢、

水呑沢、ヌクミ台、土崎、三檜木沢、

明通沢、糸六沢、与五右ェ門沢

石塚 119、123、124、

125、126、127、

128、134

杉山沢、潜沢、勘解田佐ェ門沢、長石

田、糸六沢、高畑、高野平、作ノ沢、

水上沢、坊成沢、栩木台、戌平、弥四

郎沢、大沢、箕輪台、滝ノ沢、矢瀬ヶ

沢、北上沢、作ノ沢

松岡 134 柱沢、大平台、箒出、大平、蓮花台、

冷水、土目木

駒形町（東福

寺）

7、8、9 東福寺安台、東福寺次郎太郎沢、東福

寺松倉沢、東福寺七曲、東福寺蛇沢、

東福寺滝平、東福寺合長根、東福寺白

沢山、東福寺二ノ回、東福寺大深沢、

東福寺七曲、東福寺桐沢、東福寺長平
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川連町（川連） 14、15 山田、東八甲山、八甲山、古館、欠上

り、保土岡、山神沢、鹿野滝沢、南沢、

若神子、相ノ沢、小鳥、小坂、日陰、

滝ノ沢、網取、牟沢

川連町（大舘） 16、17 大舘内沢、大舘古館、大舘上黒森、大

舘石落平、大舘外坪漆、大舘黒森、大

舘東天王、大舘上切掛、大舘呻沢、大

舘千本杉、大舘丑ヶ沢

稲庭町 36、41 下高橋、沢口台、坪沢、大森、琵琶倉、

大森山、大森沢、南ケ沢、滝ノ下

泉沢 13 堂ヶ沢、泉の里、湯舟沢、大沢、真ノ

沢、芋ノ沢、頭無、滝ノ沢、下山崎

秋ノ宮 57、68、69、71、

72、73、76、77、

80、86、87、88、

89、90、91、94、

95、96

小杉沢、赤石沢、山居野、矢地ノ沢、

岩下、湯ノ岱、上ハ野、清水山、深沢、

向田、役内中山、北ノ沢、葭ヶ沢、掛

ノ沢、薄久内、太田、槻ノ下、桑沢、

萓ノ沢、矢倉屋敷、真木沢、大桑沢、

政組、小沢、小桑沢

下院内 99、100、101、102、

103

槻沢山、水上沢、水上、上焼山、山口

上院内 119、113、114、

115、116、117、

118、120、139、

140、141、142、

147、148、149、

150、151、152、

153、154、155、

157、165、166、

167、168、169、

170、171、172

南沢、大沢、黒滝沢、赤坂、外ヶ倉、

栩沢、山ノ田、大沢前

院内銀山町 126、127、128、

132、133、135、

136、137、138、

139

合銀山、五郎城、下タ町、上町、上ワ

野、野田沢、鉛沢、十分一、鉛沢、大

沢
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皆瀬（畑等） 4、5、18、20

25、26、27、28、

29、30、31、32、

33、34、35、36、

37、38、39、40、

41、42、43、44、

45、46、47、48、

49、50、51、52、

53、54、55、56、

62

椿森、高清水、高根、先達、沖ノ沢、

沖ノ沢山、保戸野、木積場、下生内、

生内、上生内、黒森、痩長根、上片倉、

高堂、桂谷地、横林、大久保、谷地、

蟹沢山、上中ノ台、坂ノ上、鍋割、根

平、中の台、下中の台、塚長根、鍋割、

鍋割山、猿倉、大又、木鐙山、同心沢、

下外山、外山、上外山、市野森、下坪

貝、金之亟沢、上羽場、館平、森合、

芳手森、下羽場、下タ野、中羽場平、

大林、堤ヶ沢山、上野山、市野、黒沢

口、埃渕、堤ヶ沢、深沢、新萱場、平

場、平場山、駒泣セ、綱取山、滝ノ原、

綱取、滝ノ原山、中野、滝向、滝ノ上、

桂沢山、美吉切、桂沢上、桂沢、鳥谷、

鳥谷山、小湯ノ上、下ノ沢、元湯、湯

元、新処、新処後

皆瀬（川向） 18、19、20、21､

22、23、24、32、

57、58、59、60、

61、62、63、64、

65、66、67、68、

69、70、71、72、

73、74、75、76、

82、85、92

新林、稗田沢、菅生、内山、下菅生、

小野、俄坂、真木、垂水、俄坂、信田、

長石田、奥、保戸堀沢、真坂、滑坂、

館、上ノ沢、長坂、小安沢、岩ノ目沢、

乗廻、桁倉、水上沢、石森、横通、水

ノ出口、横平、堰根、坂ノ上、田向、

長遊、弩輪、清水、館、長塚長根、猿

平、大蟹沢、蟹沢、下ノ沢、下村、野

田、下林、林、山根、坂ノ下、松保、

松森、兜山、寒沢、岩滑沢、外赤沼、

山岸、樋渡石、沼ノ上、沢向、上小保

内、紅葉平、下タ谷地、壱盃蒔、箕輪、

若林、虚空蔵森、沼端、上貝沼、貝沼、

背戸倉沢、下モ野、小保内、金渕沢、

左脇、荒沢、取上石、喜膳、谷地頭、

若畑、元屋敷、桜坂、遠平、内城、鷹

巣沢、蒲沢、水上、喜膳、仏師ヶ沢、

林岸、栩場、奥宮、板沢、小安沢、竹

ノ子山、立岩
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羽後町 飯沢 28、29、35、36、

41、42、43、44、

45、46、47、48、

49、50、51、52、

53、54、55、56、

57、58、59、60、

68

間木沢、登川堤、畠原、古屋敷、大沢、

荒田沢、赤沢、堂ノ下、松倉沢

西馬音内堀回 68 鳥屋場山

中山道 68、85、86、105、

110

松倉、上泉、上甲泉、上乙泉、真木、

上西ノ沢、下西ノ沢

上仙道 93、94、95、102 皿ヶ台、檜山、上桧山、仙道沢、上の

沢

下仙道 110、111、112、 滑ノ沢、深沢、不動沢、小田廻、上太

倉

上到米 120、125 中古米沢山、上野山、女夫坂山、唐松

山、文武谷地山、堂ヶ沢山、相ノ沢山、

馬田沢山、横根山、南ヶ沢山、上蒲生

山

田代 136 中村山、上釜沢山、下釜沢山、菅生山、

七曲山

軽井沢 178 七十刈沢山

水沢 185、186、192、

193

中刈、滝ノ上、滝ノ前、滝ノ尻、観音

沢、中田山、後沢、中刈

払体 188、189、190、

191、192、193

樽沢、桜沢、高屋敷、到米沢、横根、

畑ノ沢、滝ノ上、中ノ沢、向鳥海、滝

ノ沢、白藤、坂倉

新町 200、201、203 長沢山、大平山、長沢、常磐谷、大平、

中山、火の沢、柳沢、水上山
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東成瀬村 田子内 4、5、6、7、8、

11、13、14、15、

87、88、89、90、

91、93、94、95、

101、102、103、

104、105、106、

107

不動沢、仁井田沢、中仁井田沢、砥沢、

砥沢中台、砥沢菅谷地、滝ノ下、滝ノ

上、君ヶ沢、小沢口、松ヶ沢向、大日

向、真木沢、真木沢滝ノ上、岩ノ目沢、

長瀞平、長瀞、押付、屋布沢、小滝沢、

本山、本山滝ノ上、松ヶ沢、金沢、扇

台、長畑沢、松森、金山、小綱畑、金

山蝸牛、桁倉、仙人山、木滝沢、一ノ

沢、青麻沢、大長根、大沢、岩坂、青

麻沢、武丘エ森、桐坂、武丘エ森、若

畑、子持沢口、尼沼台、子持沢、小水

上、荒砥沢、長沢

岩井川 22、23、30、31、

34、82

岩井、矢櫃、柳沢、野尻、野頭、長平、

土倉、沼又、馬場、日影、大沢

椿川 34、36、37、38、

48、49、50、63、

64、65、82

柳沢、狼沢、豊ヶ沢、釜場長根、中森、

石山、大柳下村、古川、大柳下段、大

柳中野、エンマ谷地、大柳沢、大柳、

西小沢、松根、岩ノ目沢、中村、椿川

岩ノ目沢山

(注)朱書きは新たに追加した大字、林班、字名


