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郡是町村是の調査理論 ・要綱類

農村是設定法及村是資料論 岸秀次著

明治39.4

著者は農学士。村是設定のための調査法およ

び理想型農村を示し,増 収方法の算出例を

示す。

*日 本経済統計情報センター

郡是町村是の調査理論・要綱類一1-1

町村是調査標準

明治34.9

明治32年 第7回 全国農事大会において決議

された「町村是調査」につき,調 査内容の大綱

を示す。「参考の部」に「石川 県石川郡安原

村々是調査」を掲げる。

*一 橋大学附属図書館

郡是町村是の調査理論・要綱類一1-223

町村是調査指針 森恒太郎著

明治42.ll

町村是調査の手引書。調査要領を余 土村長と

して「余土村是」を策定した際の具体例をもっ

て示す。付録として第8章 に「余土村是調査書」

を掲げる。

*日 本経済統計情報センター

郡是町村是の調査理論・要綱類一1-294

郡市町村発展策(郡市町村是調査標準)

明治43.2

揖保郡長として「揖保郡是拉町村是」を設定し

た際の経験に基づき,町村是の各項につき解

説す。各論の説明には揖保郡長より随所に摘

録あり。

*一 橋大学附属図書館

郡是町村是の調査理論・要綱類一1-464

町村是調査指針 横山雅男講述

〔明治44.7〕

内閣統計局の審査官による講演録であるが,

場所等は不明。

*東 京大学経済学部

郡是町村是の調査理論・要綱類一1-750

町村是調査示要 横山雅男講述

大正元.9

島根県第3回 統計講習会での講述。

*東 京大学経済学部

郡是町村是の調査理論・要綱類一1-786

地方郡是町村是状況要綱 福岡県八女郡是

町村是実践成績 福岡県大沼郡横田村大滝村

組合村是 滋賀県甲賀郡治一班

〔明治36.?〕

郡町村是経営事業の顕著な町村における制定

方法・内容にっき解説し,実例として八女郡是

等を例示す。

*日 本経済統計情報センター

郡是町村是の調査理論・要綱類一1-840

郡市町村是調査標準(茨 城県)

明治42.5

明治42年5月27日 県訓令甲第13号(県 報

号外)

*農 林水産省農業総合研究所

郡是町村是の調査理論・要綱類一1-870

栃木県に於ける町村是の制定拉実行

大正5.4

県訓示および告諭による町村是制定の経緯

説明

*国 立国会図書館

郡是町村是の調査理論・要綱類一2-1
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郡是町村是の調査理論 ・要綱類

町村是調査本様式 付町村是調査下調様式

(新潟県)

大正4.7

県訓令第20号(大 正3.7)「郡市町村是調査標

準」の別冊

*東 京大学経済学部

郡是町村是の調査理論・要綱類一2-22

村是調査標準(新 潟県)

〔不詳〕

農会調査の 「農村経済調査」のものと推定す

る。

*農 林水産省農業総合研究所

郡是町村是の調査理論・要綱類一2-99

村是精神普及法(新 潟県)

〔大正8.3〕

*農 林水産省農業総合研究所

郡是町村是の調査理論・要綱類一2-134

富山県農会農事調査趣旨 付同規程同項目

明治34.8

*農 林水産省農業総合研究所

郡是町村是の調査理論・要綱類一2-246

町村農事調査要項(島 根県)

明治37.7

県農会による一連の「農事調査報告書」の調査

要項

*北 海道大学経済学部図書室

郡是町村是の調査理論・要綱類一2-253

町村農事調査要項(島 根県)

明治44.8

*島 根県立図書館

郡是町村是の調査理論・要綱類一2_266

町村農事調査要項(島 根県)

大正8.5

*島 根県立図書館

郡是町村是の調査理論・要綱類一2-277

町村是調査書(福 岡県)

〔明治38～39年 〕

文書綴 宗像郡吉武村役場旧蔵本

内容1.明 治38年1月20日 県訓令第8号 付㌔

市町村是調査様式 同下調様式2.明 治39年

1月29日 県訓令第56号3.明 治39年7月

20日 県訓令第535号 付.町 村是付属様式

*大 橋博氏(調査中)

郡是町村是の調査理論・要綱類一2-288

市町村是

明治36.11

各町村 「村治」(「是」の大綱部分)の 項 目一覧

リスト

*国 立国会図書館

郡是町村是の調査理論・要綱類一2-398

一2一



北 海 道

旭川市 あさひかわし

(上 川郡 かみかわぐん 神楽村 かぐら)

村是並経済更生計画書

自昭和9年 至昭和13年

昭和10.8

〔昭和8年 調査〕

*日 本経済統計情報センター

北海道一460

釧路支庁.白 糠郡 くしろしちょう.しらぬかぐん

音別町 おんべっ

(白 糠郡 しらぬかぐん 音別村 おんべっ)

音別村是

昭和8.7

北海 道庁 特別 指 導町村 の一 つ として撰 定

「是」のみ

*日 本経済統計 情報センター

北海道一838

渡島支庁.亀 田郡 おしましちょう.かめだぐん

大野町 おおの

(亀 田郡 かめだぐん 大野村 おおの)

村是 昭和8年 制定

昭和9.10

「是」のみ

*日 本経済統計晴報センター

北海道一120

帯広市 おびひろし

(河 西郡 かさいぐん 大正村 たいしょう)

北海道河西郡大正村是

昭和8年9月8日 設定

〔不詳〕

「是」のみ

*北 海道大学附属図書館

北海道一689

釧路市 くしろし

(釧 路郡 くしろぐん 鳥取村 とっとり)

北海道釧路国釧路郡鳥取村是調査

明治35年 鳥取村農会調査

明治36.5

〔明治34年12.月 調〕北海道農会報第3巻 第

29号付録

*東 京大学経済学部

北海道一805

札幌市 さっぽろし

(札 幌郡 さっぽろぐん

琴似村/発寒村 ことに/はっさむ)

北海道石狩国札幌郡琴似発寒村是調査

明治37.6

〔明治34年 現在〕北海道農会報第4巻 第42

号付録 明治36年 道農会調査村に撰定

乱丁あり

*農 林水産省農業総合研究所

北海道一1

宗谷支庁.枝 幸郡 そうやしちょう.えさしぐん

中頓別町 なかとんべっ

(枝 幸郡 えさしぐん 中頓別村 なかとんべっ)

北海道枝幸郡中頓別村是 昭和8年 制定

昭和9.1

「村是」のみ

*農 林水産省農業総合研究所

北海道一547

空知支庁.雨 竜郡 そらちしちょう.うりゅうぐん

秩父別町 ちっぷべっ

(雨 竜郡 うりゅうく乳 秩父別村 ちっぷべつ)

雨竜郡秩父別村是調査 〔1〕

大正4。7

〔大正2年 末現在〕 北海道「産業調査会」調査

において標準農村の一に撰定

*国 立国会図書館

北海道一231
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北 海 道

空知支庁.雨 竜郡 そらちしちょう.うりゅうぐん

秩父別町 ちっぷべっ

(雨 竜郡 うりゅうくん 秩父別村 ちっぷべっ)

雨竜郡秩父別村是調査 〔2〕

大正4.7

〔大正2年 末現在〕北海道「産業調査会」調査

において標準農村の一に撰定

*国 立国会図書館

北海道一352

空知支庁.空 知郡 そらちしちょう.そらちぐん

栗沢町 くりさわ

(空 知郡 そらちぐん 栗沢村 くりさわ)

村 是

〔不詳〕

「是」のみ(昭 和8年ll月 公布)

*日 本経済統計1青報センター

北海道一216

日高支庁.沙 流郡 ひだかしちょう.さるぐん

平取町 びらとり

(沙 流郡 さるぐん 平取村 びらとり)

平取村是 第1輯

〔大正14.12〕
"浦 河支庁(当時)の町村是設定指導に基づく

,

農耕・畜産の是"

*日 本経済統計晴報センター

北海道一605

檜山支庁.爾志郡 ひやましちょう.にしぐん

乙部町 おとべ

(爾 志郡 にしぐん 乙部村 おとべ)

北海道爾志郡乙部村是 昭和8年 制定

日召不08.12

「是」のみ

*農 林水産省農業総合研究所

北海道一169

十勝支庁.河 西郡 とかちしちょう.かさいぐん

芽室町 めむろ

(河 西郡 かさいぐん 芽室村 めむろ)

村是及経済更生計画書

自昭和9年 至昭和13年

〔日召禾010.〕

〔昭和8年 現在〕 農林省訓令第2号(昭 和

17.5.1)による

*農 林水産省農業総合研究所

北海道一694

根室市 ねむうし

(花 咲郡 はなさきぐん 歯舞村 はぼまい)

北海道花咲郡歯舞村是 昭和8年 設定

日召禾08,12

「是」中心

*北 海道大学附属図書館

北海道一891

一4一



東 北

青 森 県

弘前市 ひろさきし

(中 津軽郡 なかつがるく先 清水村 しみず)

中津軽清水村農事調査

明治43.8

明治40年

*八 戸市立図書館

青森県一456

南津軽郡 みなみつがるぐん

(南 津軽郡 みなみつがるぐん)

南津軽郡是 〔1〕

大正元.12

明治42年 現在 明治41.12.23郡 達第39号 に

よる

*東 京大学経済学部

青森県一1

南津軽郡 みなみつがるぐん

(南 津軽郡 みなみっがるぐん)

南津軽郡是 〔2〕

大正元.12

明治42年 現在 明治41.12.23郡 達第39号 に

よる

*東 京大学経済学部

青森県一230

岩 手 県

胆沢郡 いさわぐん 金ヶ崎町 かねがさき

(胆 沢郡 いさわぐん 永岡村 ながおか)

岩手県胆沢郡永岡村産業調査

大正2.8

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一729

岩手郡 いわてぐん 西根町 にしね

(岩 手郡 いわてぐん 大更村 おおふけ)

岩手県岩手郡大更村産業調査

大正2.7

表紙刊年 明治45.2県 農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一57

岩手郡 いわてぐん 松尾村 まっお

(岩 手郡 いわてぐん 松尾村 まっお)

岩手県岩手郡松尾村々是調査

大正2.2

明治44年 調査 県農会指導調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一70

江刺市 えさしし

(江 刺郡 えさしぐん 藤里村 ふじさと)

岩手県江刺郡藤里村々是調査

大正2.3

明治45年 調査 県農会の指導による

*農 林水産省農業総合研究所

岩手県・宮城県一756

胆沢郡 いさわぐん 胆沢町 いさわ

(胆 沢郡 いさわぐん 南都田村 なつた)

岩手県胆沢郡南都田村産業調査

大正2.7

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一742

北上市 きたかみし

(胆 沢郡 いさわぐん 相去村 あいさり)

岩手県胆沢郡相去村産業調査

大正2.8

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一716

一5一



東 北

北上市 きたかみし

(和 賀郡 わがぐん 鬼柳村 おにやなぎ)

岩手県和賀郡鬼柳村産業調査

大正2.5

県農会直接調査

*日 本経済統計1青報センター

岩手県・宮城県一639

紫波郡 しわぐん 紫波町 しわ

(紫 波郡 しわぐん 志和村 しわ)

岩手県紫波郡志和村産業調査

明治45.3

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一198

北上市 きたかみし

(和 賀郡 わがぐん 藤根村 ふじね)

岩手県和賀郡藤根村是調査書

大正3.9

大正元年現在

*東 京大学経済学部

岩手県・宮城県一671

紫波郡 しわぐん 紫波町 しわ

(紫 波郡 しわぐん 古館村 ふるだて)

岩手県紫波郡古館村産業調査

明治45.1

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一179

紫波郡 しわぐん 紫波町 しわ

(紫 波郡 しわぐん 赤石村 あかいし)

岩手県紫波郡赤石村産業調査

明治45.3

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一220

紫波郡 しわぐん 矢巾町 やはば

(紫 波郡 しわぐん 徳田村 とくだ)

岩手県紫波郡徳田村産業調査

明治45.3

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一161

紫波郡 しわぐん 紫波町 しわ

(紫 波郡 しわぐん 佐比内村 さひない)

岩手県紫波郡佐比内村村是調査

〔明治36.1〕

〔明治35年 調査〕 第7回 全国農事大会の決議

により,郡内模範調査村に撰定

*東 京大学経済学部

岩手県・宮城県一241

花巻市 はなまきし

(稗 貫郡 ひえぬきぐん 太田村 おおた)

岩手県稗貫郡太田村産業調査

大正元.12

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一368

紫波郡 しわぐん 紫波町 しわ

(紫 波郡 しわぐん 佐比内村 さひない)

岩手県紫波郡佐比内村産業調査

大正元.ll

県農会直接調査

*日 本経済統計清報センター

岩手県・宮城県一325

花巻市 はなまきし

(稗 貫郡 ひえぬきぐん 矢沢村 やさわ)

岩手県稗貫郡矢沢村産業調査

大正2.2

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一348

一6一



東 北

稗貫郡 ひえぬきぐん 石鳥谷町 いしどりや

(稗 貫郡 ひえぬきぐん 新堀村 にいほり)

岩手県稗貫郡新堀村産業調査

大正元.12

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一403

盛岡市 もりおかし

(岩 手郡 いわてぐん 簗川村 やなかわ)

岩手県岩手郡簗川村産業調査

明治45.2

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一18

稗貫郡 ひえぬきぐん 石鳥谷町 いしどりや

(稗 貫郡 ひえぬきぐん 八重畑村 やえはた)

岩手県稗貫郡八重畑村産業調査

大正元,11

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一388

陸前高田市 りくぜんたかたし

(気 仙郡 けせんぐん 小友村 おとも)

岩手県気仙郡小友村々是調査

大正3.9

大正3年2月 調査 県農会指導による

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一826

盛岡市 もりおかし

(岩 手郡 いわてぐん 浅岸村 あさぎし)

岩手県岩手郡浅岸村産業調査

明治44.3

明治43年 度 県農会直接調査

*北 海道大学経済学部図書室

岩手県・宮城県一133

盛岡市 もりおかし

(岩 手郡 いわてぐん 太田村 おおた)

岩手県岩手郡太田村産業調査

明治45.3

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一38

盛岡市 もりおかし

(岩 手郡 いわてぐん 本宮村 もとみや)

岩手県岩手郡本宮村産業調査

明治45.6

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一1

和賀郡 わがぐん

(和 賀郡 わがぐん)

〔岩手県和賀郡郷土資料〕

大正13,1

〔大正10年 現在〕 郡部会主催 「郷土改善資料

展覧会」出品資料 郡 内黒沢尻町を除く各村

村是及基礎調査(黒 沢尻町は是(私案)のみ)

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一420

和賀郡 わがぐん 沢内村 さわうち

(和 賀郡 わがぐん 沢内村 さわうち)

岩手県和賀郡沢内村産業調査

大正2.1

県農会直接調査

*日 本経済統計情報センター

岩手県・宮城県一702

一7一



東 北

和賀郡 わがぐん 東和町 とうわ

(和 賀郡 わがぐん 小山田村 おやまだ)

岩手県和賀郡小山田村産業調査

大正2.5

県農会直接調査

*日 本経済統計1青報センター

岩手県・宮城県喝55

秋 田 県

鹿角郡 かつのぐん 小坂町 こさか

(鹿 角郡 かつのぐん 小坂村 こさか)

鹿角郡産業基本調査 小坂村現況調査書

大正2.9

大正元年12月31日 現在 大正元年郡会の決

議による。

*早 稲田大学図書館

秋田県一1

宮 城 県

仙台市 せんだ、・し

(名 取郡 なとりぐん 生出村 おいで)

宮城県名取郡生出村村是調査書

明治35.2

〔明治32年 現在〕 第5回 内国勧業博覧会出品

*日 本経済統計清報センター

岩手県・宮城県一864

鹿角市 かつのし

(鹿 角郡 かつのぐん 宮川村 みやかわ)

宮川村是調査 大正10年10月 調査

大正ll.8

大正10年10月 調査

*日 本経済統計1青報センター

秋 田県一134

仙台市 せんだいし

(名 取郡 なとりぐん 生出村 おいで)

生出村村是

〔不詳〕

「宮城県名取郡生出村是調査書」(明治35
.2刊)

の「将来部」のみ

*東 京大学経済学部

岩手県・宮城県一1006

仙北郡 せんぼくぐん 神岡町 かみおか

(仙 北郡 せんぼくくツし北楢岡村 きたならおか)

北楢岡村基本調査ト村是 大正 臼 年8月

大正12.4

〔大正10年 度調〕

*東 京大学経済学部

秋 田県一576

平鹿郡 ひらかぐん 雄物川町 おものがわ

(平 鹿郡 ひらかぐん 里見村 さとみ)

我 村

〔大正12.3〕

大正10年12月 末現在

*日 本経済統計1青報センター

秋田県一654

一8一



東 北

平鹿郡 ひらかぐん

雄物川町/大雄村 おものがわ/たいゆう

(平 鹿郡 ひらかぐん 館合村 たてあい)

秋田県平鹿郡館合村農事調査書

明治37年3月

明治38.3

明治36年8月 調査 郡農会模範調査村 本資

料とは別資料「里見村一覧表(明 治42年 調

整)」の挟み込みあり

*石 山昭次郎氏

秋田県一839

由利郡 ゆりぐん 由利町 ゆり

(由 利郡 ゆりぐん 西滝沢村 にしたきざわ)

西滝沢村是調査

昭和9.9

大正ll年 報告分を第2期(第1回)と して第3

期(第2回)の 調査 第1回 の資料を多く収録し

ている

*東 京大学経済学部

秋田県一471

由利郡 ゆりぐん 仁賀保町 にかほ

(由 利郡 ゆりぐん 院内村 いんない)

由利郡院内村基本調査 大正9年

大正10.8

大正9年

*日 本経済統計情報センター

秋田県一325

由利郡 ゆりぐん 仁賀保町 にかほ

(由 利郡 ゆりぐん 平沢村 ひらさわ)

秋田県由利郡平沢町農事調査 明治36年

明治37.3

明治36年 明治36年 度県農会による模範調査

撰定町村

*東 京大学経済学部

秋田県一204

山 形 県

飽海郡 あくみぐん 八幡町 やわた

(飽 海郡 あくみぐん 観音寺村 かんのんじ)

農村調査資料(飽海郡観音寺村)

大正4.7

大正2年

*日 本経済統剖情報センター

山形県一1096

北村山郡 きたむらやまぐん大石田町おおいしだ

(北 村山郡 きたむらやまぐん 横山村 よこやま)

農村調査資料(北村山郡横山村)

大正4.3

大正2年

*日 本経済統計情報センター

山形県一334

由利郡 ゆりぐん 由利町 ゆり

(由 利郡 ゆりぐん 西滝沢村 にしたきざわ)

西滝沢村是調査

大正11.7

大正10年12月 末現在

*日 本経済統計情報センター

秋田県一366

寒河江市 さがえし

(西 村山郡 にしむらやまぐん柴橋村U鵡 まし)

農村調査資料(西村山郡柴橋村)

大正4.6

大正2年

*一 橋大学附属図書館

山形県一109

一9一



東 北

新庄市 しんじょうし

(最 上郡 もがみぐん 稲舟村 いなふね)

農村調査資料(最上郡稲船村)

大正4.6

大正2年

*日 本経済統計情報センター

山形県一364

東田川郡 ひがしたがわぐん 余目町 あまるめ

(東 田川郡 ひがしたがわくん 大和村 やまと)

農会是

昭和6.1

農会是および計画案

*山 形大学附属図書館

山形県一817

鶴岡市 つるおかし

(東 田川郡 ひがしたがわくツし斎村 いつき)

村農会是 昭和4年1月 制定

昭和4.6

農会是および計画案

*山 形大学附属図書館

山形県一786

東田川郡 ひがしたがわぐん 羽黒町 はぐろ

(東 田川郡 ひがしたがわく先 広瀬村 ひろせ)

山形県東田川郡広瀬村是調査書

明治36.2

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*農 林水産省農業総合研究所

山形県一839

鶴岡市 つるおかし

(西 田川郡 にしたがわぐん 上郷村 かみこう)

農村調査資料(西 田川郡上郷村)

大正3.3

大正2年

*一 橋大学附属図書館

山形県一1067

東田川郡 ひがしたがわぐん 羽黒町 はぐろ

(東 田川郡 ひがしたがわぐん 広瀬村 ひろせ)

広瀬村の村是 昭和2年4月

昭和4.9

〔大正15年 現在〕明治35年 制定の村是改訂

*日 本経済統計情報センター

山形県一953

東置賜郡 ひがしおきたまくソし川西町 かわにし

(東 置賜郡ひがしおきたまぐん 犬川村レ・ぬかわ)

農村調査資料(東置賜郡犬川村)

大正4.3

大正2年

*日 本経済統計情報センター

山形県一749

村山市 むらやまし

(北 村山郡 きたむらやまぐん 大久保村おおくぼ)

農村調査資料(北村山郡大久保村)

大正3.3

大正2年

*日 本経済統計清報センター

山形県一148

東置賜郡 ひがしおきたまぐん 川西町 かわにし

(東 置賜郡 ひがしおきたまぐん吉島村 よしじま)

山形県東置賜郡吉島村農会是

昭和4.3

農会是および計画案

*山 形大学附属図書館

山形県一725

村山市 むらやまし

(北 村山郡 きたむらやまぐん 大久保村おおくぼ)

山形県北村山郡大久保村是

大正6.8

〔大正3年 現在〕落丁あり

*日 本経済統計晴報センター

山形県一182 。

10一



山形市 やまがたし

(東 村山郡ひがしむらやまぐん 大郷村おおさと)

農村調査資料(東村山郡大郷村)

大正3.3

大正2年

*日 本経済統計情報センター

山形県一36

山形市 やまがたし

(東 村山郡ひがしむらやまぐん 金井村力ない)

農村調査資料(東村山郡金井村)

大正3.3

大正2年

*日 本経済統甜青報センター

山形県一74

山形市 やまがたし

(東 村山郡 ひがしむらやまぐん 出羽村 でわ)

農村調査資料(東村山郡出羽村)

大正3.3

大正2年

*日 本経済統計情報センター

山形県一1

米沢市 よねざわし

(南 置賜郡 みなみおいたまぐん塩井村しおい)

山形県南置賜郡塩井村村是調査

〔明治36.5〕

〔明治34年12月 調〕第5回 内国勧業博覧会

に郡農会より出品

*日 本経済統計清報センター

山形県一634

11

東 北

米沢市/東置賜郡/西置賜郡

よねざわし/ひがしおきたまぐん/にしおきたまぐん

川西町/飯豊町 かわにし/いいで

(南 置賜郡 みなみおいたまぐん)

山形県南置賜郡是 現況之部

明治37.2

明治33年 度

*国 立国会図書館

山形県一399

米沢市/東置賜郡/西置賜郡

よねざわし/ひがしおきたまぐん/にしおきたまぐん

川西町/飯豊町 かわにし/いいで

(南 置賜郡 みなみおいたまぐん)

山形県南置賜郡是 将来之部

明治37.2

*国 立国会図書館

山形県一573

福 島 県

福島県是資料 上巻

〔大正2.3〕

大正元年12月

*日 本経済統計情報センター

福島県一1-1

福島県是資料 下巻 〔1〕

大正2.3

〔大正元年12月 〕

*東 京大学経済学部

福島県一1-514

福島県是資料 下巻 〔2〕

大正2.3

〔大正元年12月 〕

*東 京大学経済学部

福島県一1-723



東 北

福島県是資料 下巻 〔3〕

大正2.3

〔大正元年12月 〕

*東 京大学経済学部

福島県一1-925

安達郡 あだちぐん 本宮町 もとみや

(安 達郡 あだちぐん 岩根村 いわね)

福島県安達郡岩根村々是調査書

明治41.9

明治39年12月31日 現在

*日 本経済統計1青報センター

福島県一2-35

大沼郡 おおぬまぐん 金山町 かねやま

(大 沼郡 おおぬまぐん

横田村/大滝村 よこた/おおたき)

村是調査 明治35年

〔明治36.2〕

明治35年1月1日現在 第5回 勾国勧業博覧会出品

*日 本経済統計1青報センター

福島県一2-480

河沼郡 かわぬまぐん 湯川村 ゆがわ

(河 沼郡 かわぬまぐん 笈川村 おいかわ)

河沼郡笈川村村是 明治44年12月 現在調査

大正5.3

明治44年12月 現在

*日 本経済統計情報センター

福島県一2-432

郡山市 こおりやまし

(田 村郡 たむらぐん 小泉村 こいずみ)

福島県田村郡小泉村村是調査書

明治38.3

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*日 本経済統甜 青報センター

福島県一2-577

須賀川市 すかがわし

(岩 瀬郡 いわせぐん 西袋村 にしふくろ)

西袋村村是調査 明治35年

〔明治35.9〕

明治35年9月1日 現在 第5回 内国勧業博覧

会出品

*一 橋大学附属図書館

福島県一2-255

相馬郡 そうまぐん 鹿島町 かしま

(相 馬郡 そうまぐん 上真野村 かみまの)

村 是

明治40.11

明治40年6月

*一 橋大学附属図書館

福島県一2-710

相馬郡 そうまぐん 鹿島町 かしま

(相 馬郡 そうまぐん 真野村 まの)

村是調査 下調 明治35年

〔不詳〕

〔明治35年10月1日 現在〕

*岩 本由輝氏

福島県一2-762

相馬市 そうまし

(柑 馬郡 そうまぐん 大野村 おおの)

村 是

〔大正2.2〕

〔明治44年 末現在〕

*日 本経済統計1青報センター

福島県一2-662

一12



東 北

福島市 ふくしまし

(信 夫郡 しのぶぐん 佐倉村 さくら)

福島県信夫郡佐倉村是

大正7.2

大正3年 現在 再版

*日 本経済統計情報センター

福島県一2-1

南会津郡 みなみあいつぐん 只見町 ただみ

(南 会津郡 みなみあいつぐん

小梁村/八幡村/布沢村 こやな〆や誠メふざわ)

南会津郡小梁村八幡村布沢村組合村々是調査

明治38.6

明治37年2月15日 現在 県農会撰定模範

調査村

*日 本経済統計情報センター

福島県一2-331

一13一



関 東

茨 城 県

郡市町村是調査標準

明治42.5

明治42年5.月27日 県訓令甲第13号(県 報

号外)

*農 林水産省農業総合研究所

茨城県一1-1

石岡市 いしおかし

(新 治郡 にいはりぐん 三村 み)

茨城県新治郡三村是

〔明治44.4〕

〔明治42年12月 末現在〕

*一 橋大学附属図書館

茨城県一10-1

稲敷郡 いなしきぐん 阿見町 あみ

(稲 敷郡 いなしきぐん 阿見村 あみ)

〔阿見村村是〕

〔不詳〕

大正2年 度現在

*茨 城県立歴史館

茨城県→-1

稲敷郡 いなしきぐん 江戸崎町 えどさき

(稲 敷郡 いなしきぐん 沼里村 ぬまさと)

茨城県稲敷郡沼里村是

大正2.12

〔明治43年 末現在〕

*一 橋大学経済研究所

茨城県一8-602

稲敷郡 いなしきぐん

(稲 敷郡 いなしきぐん)

茨城県稲敷郡是

大正4.6

〔大正元年現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一8-1

稲敷郡 いなしきぐん 桜川村 さくらがわ

(稲 敷郡 いなしきぐん 古渡村 ふっと)

茨城県稲敷郡古渡村是

〔不詳〕

〔大正元年現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県→-278

稲敷郡 いなしきぐん 東町 あずま

(稲 敷郡 いなしきぐん 大須賀村 おおすか)

茨城県稲敷郡大須賀村是

〔不詳〕

〔大正元年現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一9-378

岩井市 いわいし

(猿 島郡 さしまぐん 弓馬田村 ゆまだ)

猿島郡弓馬田村是

大正元.9

明治43年

*日 本経済統計晴報センター

茨城県一12-75

稲敷郡 いなしきぐん 阿見町 あみ

(稲 敷郡 いなしきぐん 朝 日村 あさひ)

稲敷郡朝日村村是

〔大正7.6〕

大正6年 度末現在 乱丁ありPl3-24

*茨 城県立歴史館

茨城県+175

牛久市 うしくし

(稲 敷郡 いなしきぐん 奥野村 おくの)

稲敷郡奥野村村是

〔大正6。5〕

大正5年 現在 乱丁あり

*茨 城県立歴史館

茨城県一8-497
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関 東

笠間市 かさまし

(西 茨城郡 にしいばらきぐん

大池田村 おおいけだ)

茨城県西茨城郡大池田村是

〔明治45.2〕

明治43年3月

*日 本経済統計情報センター

茨城県一2-81

鹿島郡 かしまぐん

(鹿 島郡 かしまぐん)

茨城県鹿島郡々是

明治45.6

明治43年 現在

*東 京大学経済学部

茨城県一5-1

笠間市 かさまし

(西 茨城郡 にしいばらきくツし笠間町 かさま)

茨城県西茨城郡笠間町是

〔明治45.2〕

明治43年

*東 京大学経済学部

茨城県一2-1

鹿島郡 かしまぐん 波崎町 はさき

(鹿 島郡 かしまぐん 東下村 とうしも)

茨城県鹿島郡東下村勢一班

〔不詳〕

〔明治44年 度〕

*茨 城県立歴史館

茨城県一5-113

笠間市 かさまし

(西 茨城郡 にしいばらきぐん

北山内村 きたやまうち)

茨城県西茨城郡北山内村是

〔明治45.2〕

明治43年

*東 京大学経済学部

茨城県一2-189

笠間市 かさまし

(西 茨城郡 にしいばらきぐん

南山内村 みなみやまうち)

茨城県西茨城郡南山内村是

〔明治45.2〕

明治43年

*日 本経済統計情報センター

茨城県一2-285

鹿島郡 かしまぐん 鉾田町 ほこた

(行 方郡 なめがたぐん 秋津村 あきつ)

行方郡秋津村村是

〔不詳〕

大正2年 度調査

*早 稲田大学図書館

茨城県+158

北柑 馬郡 きたそうまぐん 藤代町 ふ じしろ

(北 相 馬郡 きたそうまぐん 山王村 さんのう)

茨城県北相馬郡山王村是

〔明治44.〕

〔明治43年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一12-676

北椙馬郡 きたそうまぐん 藤代町 ふじしろ

(北 相馬郡 きたそうまぐん 六郷村 ろくこう)

茨城県北相馬郡六郷村是

〔大正3.9〕

〔明治44年 度現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一12-609
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関 東

久慈郡 くじぐん

(久 慈郡 くじぐん)

茨城県久慈郡是 〔1〕

大正5.3

〔大正3年 現在〕

*東 京大学経済学部

茨城県一4-1

久慈郡 くじぐん 大子町 だいご

(久 慈郡 くじぐん 大子町 だいご)

大子町々是調査書

大正3.12

明治43年

*茨 城県立歴史館

茨城県一4-614

久慈郡 くじぐん

(久 慈郡 くじぐん)

茨城県久慈郡是 〔2〕

大正5.3

〔大正3年 現在〕

*東 京大学経済学部

茨城県一4-134

久慈郡 くじぐん 大子町 だいご

(久 慈郡 くじぐん 依上村 よりかみ)

茨城県久慈郡依上村是

〔大正2.8〕

明治43年

*茨 城県立歴史館

茨城県一4-503

久慈郡 くじぐん 金砂郷町 かなさごう

(久 慈郡 くじぐん 金郷村 かなさと)

茨城県久慈郡金郷村是

〔不詳〕

〔大正7年 度現在〕

*東 京大学経済学部

茨城県一4-271

猿島郡 さしまぐん

(猿 島郡 さしまぐん)

茨城県猿島郡是

大正5.12

〔明治44年 現在〕

*東 京大学経済学部

茨城県一12-1

久慈郡 くじぐん 大子町 だいご

(久 慈郡 くじぐん 黒沢村 くろさわ)

茨城県久慈郡黒沢村是

〔明治44.2〕

明治43年

*東 京大学経済学部

茨城県一4-414

猿島郡 さしまぐん 境町 さかい

(猿 島郡 さしまぐん 長 田村 ながた)

茨城県猿島郡長田村々是

大正4.9

明治43年

*日 本経済統計1青報センター

茨城県一12-232

久慈郡 くじぐん 大子町 だいご

(久 慈郡 くじぐん 佐原村 さはら)

茨城県久慈郡佐原村村是 復刻版

〔明治45.6〕

明治43年 『大子町史 資料編 下巻』(大子

町史編さん委員会編、昭和63.3刊)所 収。

茨城県一4-743

下館市 しもだてし

(真 壁郡 まかべぐん 河間村 かあい)

茨城県真壁郡河間村是

大正4.8

〔明治45年 現在〕

*日 本経済統計清報センター

茨城県一10-872
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関 東

下館市 しもだてし

(真 壁郡 まかべぐん 五所村 こしょ)

茨城県真壁郡五所村是

〔大正2.3〕

〔明治42年 度現在〕

*農 林水産省農業総合研究所

茨城県一10-1016

筑波郡 つくばぐん 伊奈町 いな

(筑 波郡 つくばぐん 谷井田村 やいた)

茨城県筑波郡谷井田村々是

〔不詳〕

明治42年12月 末現在

*日 本経済統計情報センター

茨城県一10-747

下館市 しもだてし

(真 壁郡 まかべぐん 竹島村 たけしま)

竹島村是

〔明治44.4〕

明治43年3月 末現在

*日 本経済統計情報センター

茨城県一10-779

土浦市 っちうらし

(新 治郡 にいはりぐん 都和村 つわ)

茨城県新治郡都和村是

〔不詳〕

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一9-776

下館市 しもだてし

(真 壁郡 まかべぐん 中村 なか)

茨城県真壁郡中村是

大正3.6

〔明治43年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一10-929

土浦市 っちうらし

(新 治郡 にいはりぐん 真鍋町 まなべ)

新治郡真鍋町是

〔明治44.2〕

〔明治42年 現在〕

*東 京大学経済学部

茨城県一9-688

下妻市 しもつまし

(真 壁郡 まかべぐん 騰波ノ江村 とばのえ)

騰波ノ江村是

〔明治44.8〕

〔明治43年3月 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一11-1

取手市 とりでし

(北 椙馬郡 きたそうまぐん 小文間村 おもんま)

茨城県北相馬郡小文間村是

〔大正3.12〕

〔大正2年12月 末現在〕 郡長序は大正5 .9

*一 橋大学附属図書館

茨城県一12-472

筑波郡 つくばぐん

(筑 波郡 つくばぐん)

茨城県筑波郡是

大正7.4

〔大正4年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一10-531

取手市/北柑馬郡 とりでし/きたそうまぐん

守谷町 もりや

(北 椙馬郡 きたそうまぐん 高井村 たかい)

茨城県北相馬郡高井村是

〔大正5.12〕

〔大正元年現在〕

*日 本経済統計1青報センター

茨城県一12-552
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関 東

男阿 郡 なかぐん

(那 珂郡 なかぐん)

茨城県那珂郡是

大正5.3

「是」のみ 調査材料は別冊

*東 京大学経済学部

茨城県一3-1

那珂郡 なかぐん 男阿 町 なか

(那 珂郡 なかぐん 額田村 ぬかだ)

〔那珂郡額田村是〕

〔不詳〕

〔明治42年 度〕

*茨 城県立歴史館

茨城県一3-609

那珂郡 なかぐん

(那 珂郡 なかぐん)

茨城県那珂郡是調査書 〔材料〕〔1〕

〔不詳〕

〔大正3～4年 現在〕

*早 稲 田大学図書館

茨城県一3-58

行方郡 なめがたぐん

(行 方郡 なめがたぐん)

郡是 産業

大正3.5

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計庸報センター

茨城県一6-1

那珂郡 なかぐん

(那 珂郡 なかぐん)

茨城県那珂郡是調査書 〔材料〕〔2〕

〔不詳〕

〔大正3～4年 現在〕

*早 稲田大学図書館

茨城県一3-260

行方郡 なめがたぐん

(行 方郡 なめがたぐん)

郡是 続編

大正4.10

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県+99

那珂郡 なかぐん 東海村 とうかい

(那 珂郡 なかぐん 石神村 いしがみ)

那珂郡石神村是調査表

〔不詳〕

〔明治42年 現在〕

*茨 城県立歴史館

茨城県一3-547

行方郡 なめがたぐん 麻生町 あそう

(行 方郡 なめがたぐん 小高村 おたか)

小高村是

〔不詳〕

〔明治43年 現在〕

*早 稲田大学図書館

茨城県一7-290

那珂郡 なかぐん 那珂町 なか

(那 珂郡 なかぐん 五台村 ごだい)

那珂郡五台村々是調査

〔明治43.8〕

〔明治42年 現在〕

*茨 城県立歴史館

茨城県一3-700

行方郡 なめがたぐん 潮来町 いたこ

(行 方郡 なめがたぐん 大生原村 おうはら)

茨城県行方郡大生原村是

〔明治44.8〕

明治44年

*早 稲田大学図書館

茨城県略一815
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関 東

行方郡 なめがたぐん 潮来町 いたこ

(行 方郡 なめがたぐん 津知村 っぢ)

茨城県行方郡津知村是

〔明治44.7〕

明治42年9月

*日 本経済統計情報センター

茨城県一6-714

行方郡 なめがたぐん 北浦町 きたうら

(行 方郡 なめがたぐん 津澄村 つすみ)

津澄村是

〔不詳〕

明治42年 現在

*早 稲田大学図書館

茨城県一7-682

行方郡 なめがたぐん 潮来町 いたこ

(行 方郡 なめがたぐん 延方村 のぶかた)

茨城県行方郡延方村是

大正5.1

明治43年2月

*東 京大学経済学部

茨城県+1

行方郡 なめがたぐん 玉造町 たまつくり

(行 方郡 なめがたぐん 立花村 たちばな)

行方郡立花村是

〔不詳〕

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県絡一126

行方郡 なめがたぐん 牛堀町 うしぼり

(行 方郡 なめがたぐん 香澄村 かすみ)

香澄村々是

大正4.10

明治42年12月 末現在

*茨 城県立歴史館

茨城県一7-445

行方郡 なめがたぐん 玉造町 たまつくり

(行 方郡 なめがたぐん 玉川村 たまかわ)

茨城県行方郡玉川村村是 明治43年 調査

〔不詳〕

明治43年

*早 稲田大学図書館

茨城県略一279

行方郡 なめがたぐん 牛堀町 うしぼり

(行 方郡 なめがたぐん 八代村 やしろ)

八代村是

〔大正3.12〕

〔明治42年 現在〕

*早 稲田大学図書館

茨城県一7-521

行方郡 なめがたぐん 玉造町 たまつくり

(行 方郡 なめがたぐん 手賀村 てが)

行方郡手賀村是

〔不詳〕

明治43年

*早 稲田大学図書館

茨城県一6-481

行方郡 なめがたぐん 北浦町 きたうら

(行 方郡 なめがたぐん 武田村 たけた)

武田村是

〔明治43.11〕

〔明治42年 現在〕

*早 稲田大学図書館

茨城県一7-858

新治郡 にいはりぐん

(新 治郡 にいはりぐん)

茨城県新治郡是

大正2.9

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県+447
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関 東

新治郡 にいはりぐん 霞ヶ浦町 かすみがうら

(新 治郡 にいはりぐん 牛渡村 うしわた)

茨城県新治郡牛渡村是

〔明治45.7〕

〔明治42年 〕

*東 京大学経済学部

茨城県一9-926

新治郡 にいはりぐん 千代田町 ちよだ

(新 治郡 にいはりぐん 新治村 にいはり)

茨城県新治郡新治村是

〔明治44.12〕

明治43年

*東 京大学経済学部

茨城県一10-159

新治郡 にいはりぐん 霞ヶ浦町 かすみがうら

(新 治郡 にいはりぐん 佐賀村 さが)

茨城県新治郡佐賀村是

明治44.9

明治43年

*日 本経済統計情報センター

茨城県一9-991

新治郡 にいはりぐん 八郷町 やさと

(新 治郡 にいはりぐん 芦穂村 あしほ)

茨城県新治郡芦穂村是

〔不詳〕

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一10-393

新治郡 にいはりぐん 霞ヶ浦町 かすみがうら

(新 治郡 にいはりぐん 志士庫村 ししくら)

茨城県新治郡志士庫村是

〔明治44.4〕

明治43年

*農 林水産省農業総合研究所

茨城県→-1057

新治郡 にいはりぐん 八郷町 やさと

(新 治郡 にいはりぐん 小桜村 こさくら)

茨城県新治郡小桜村是

〔不詳〕

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計1青報センター

茨城県一10-461

新治郡 にいはりぐん 霞ヶ浦町 かすみがうら

(新 治郡 にいはりく乳 下大津村 しもおおつ)

茨城県新治郡下大津村是

〔不詳〕

〔明治42年12月 末現在〕

*一 橋大学附属図書館

茨城県→-849

新治郡 にいはりぐん 八郷町 やさと

(新 治郡 にいはりぐん 園音附 そのべ)

茨城県新治郡園部村是

明治44.9

〔明治42年12月31日 現在〕

*東 京大学経済学部

茨城県一10-233

新治郡 にいはりぐん 千代田町 ちよだ

(新 治郡 にいはりぐん 志筑村 しつく)

茨城県新治郡志筑村是

〔明治43.9〕

〔明治42年 現在〕

*茨 城県立歴史館

茨城県一10-79

新治郡 にいはりぐん 八郷町 やさと

(新 治郡 にいはりぐん 林村 はやし)

茨城県新治郡林村是

〔明治44.6〕

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計晴報センター

茨城県一10-322
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関 東

西茨城郡 にしいばらきぐん 岩瀬町 いわせ

(西 茨城郡 にしいまらきぐん 北馴珂村きたなか)

茨城県西茨城郡北那珂村是

〔明治45.2〕

明治43年

*日 本経済統計情報センター

茨城県一2-843

西茨城郡 にしいばらきぐん 友部町 ともべ

(西 茨城郡 にしいばらきぐん

北川根村 きたかわね)

茨城県西茨城郡北川根村是

〔明治45.2〕

明治43年

*一 橋大学附属図書館

茨城県一2-465

西茨城郡 にしいばらきぐん 岩瀬町 いわせ

(西 茨城郡 にしいまらきぐん 西那珂村にしなう・)

茨城県西茨城郡西那珂村是

〔明治45.2〕

明治43年

*東 京大学経済学部

茨城県一2-653

西茨城郡 にしいばらきぐん 友部町 ともべ

(西 茨城郡 にじ ・ばらきく先 宍戸町 ししど)

茨城県西茨城郡宍戸町是

〔明治45.2〕

明治43年

*日 本経済統計情報センター

茨城県一2-373

西茨城郡 にしいばらきぐん 岩瀬町 いわせ

(西 茨城郡にしいばらきぐん東男匠珂村ひがしない)

茨城県西茨城郡東那珂村是

〔明治45.2〕

明治43年

*日 本経済統計情報センター

茨城県一2-777

西茨城郡 にしいばらきぐん 岩間町 いわま

(西 茨城郡 にしいばらきぐん

南川根村 みなみかわね)

茨城県西茨城郡南川根村是

〔明治45.2〕

明治43年

*日 本経済統計情報センター

茨城県一2-555

西茨城郡 にしいばらきぐん 七会村 ななかい

(西 茨城郡 にしいまらきく先 七会村 ななえ)

茨城県西茨城郡七会村是

〔明治45.2〕

明治43年

*茨 城県立歴史館

茨城県一2-972

東茨城郡 ひがしいばらきぐん

(東 茨城郡 ひがしいばらきぐん)

茨城県東茨城郡是

〔大正3.6〕

「是」中心 データは生産額のみ

*日 本経済統計情報センター

茨城県一1略9

東茨城郡 ひがしいばらきぐん 茨城町 いばらき

(東 茨城郡 ひがしいばらきくツし石崎村いしさ匙)

茨城県東茨城郡石崎村是

大正4.7

〔大正2年12月 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一1-254

一21



関 東

東茨城郡 ひがじ ・ばらきくん 茨城町 いばらき

(鹿 島郡 かしまぐん 沼前村 ぬまさき)

鹿島郡沼前村是

〔大正8.12〕

〔大正7年12月31日 現在〕調査様式は明治

期の調査と同じ

*茨 城県立歴史館

茨城県一5-286

常陸太田市 ひたちおおたし

(久 慈郡 くじぐん 世矢村 せや)

世矢村是

〔明治44.10〕

明治43年

*茨 城県立歴史館

茨城県一4-767

東茨城郡 ひがじ ・ばらきくツし小川町 おがわ

(東 茨城郡 ひがしいまらきぐん 橘村 たち1まな)

茨城県東茨城郡橘村是

〔不詳〕

〔大正元年現在〕

*東 京大学経済学部

茨城県一1-308

ひたちなか市 ひたちなかし

(那 珂郡 なかぐん 前渡村 まえわたり)

村是調査要項 明治42年12月 現在

〔不詳〕

明治42年12月 現在

*農 林水産省農業総合研究所

茨城県一3-488

東茨城郡 ひがじ ・ばらきくツし美野里町 みのり

(東 茨城郡 ひがじ ・ばらきくツし堅倉村かたくら)

東茨城郡堅倉村村是

〔不詳〕

明治45年 現在 付「東茨城郡堅倉村々是付

図」

*茨 城県立歴史館

茨城県一1-560

ひたちなか市 ひたちなかし

(那 珂郡 なかぐん 前渡村 まえわたり)

前渡村村是調査要項 復刻版

〔不詳〕

明治42年12月 現在 『勝田市史編さん史料

一』(勝田市史編さん委員会編
、昭和46B刊)

所収。

*国 立国会図書館

茨城県一3-444

東茨城郡 ひがじ ・ばらきく乳 美野里町 みのり

(東 茨城郡ひがしいばらきくゐ 竹原村 たけはら)

茨城県東茨城郡竹原村是

大正2.10

〔大正2年 現在〕

*茨 城県立歴史館

茨城県一1-376

真壁郡 まかべぐん 明野町 あけの

(真 壁郡 まかべぐん 上野村 うえの)

真壁郡上野村是

〔明治45.5〕

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一ll-285
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関 東

真壁郡 まかべぐん 明野町 あけの

(真 壁郡 まかべぐん 大村 おお)

茨城県真壁郡大村是

〔大正2.秋 〕

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一11-440

水海道市 みっかいどうし

(結 城郡 ゆうきぐん 大花羽村 おおはなは)

大花羽村是

明治45.3

明治43年3月 末 日現在

*日 本経済統計情報センター

茨城県一ll-797

真壁郡 まかべぐん 明野町/真壁町 あけの働 ・べ

(真 壁郡 まかべぐん 長讃村 ながさ)

茨城県真壁郡長讃村是

大正2.4

明治43年

*日 本経済統計情報センター

茨城県一11-511

水海道市 みっかいどうし

(結 城郡 ゆうきぐん 豊岡村 とよおか)

茨城県結城郡豊岡村是

〔明治44.9〕

明治43年3月31日 現在

*日 本経済統計情 報センター

茨城県一ll-698

真壁郡 まかべぐん 関城町 せきじょう

(真 壁郡 まかべく乳 河内村 かわち)

茨城県真壁郡河内村是

〔明治45.2〕

明治43年

*茨 城県立歴史館

茨城県一11-558

真壁郡 まかべぐん 大和村 やまと

(真 壁郡 まかべぐん 雨引村 あまびき)

茨城県真壁郡雨引村是

〔明治45.2〕

〔明治43年3月 末現在〕落丁あり

*茨 城県立歴史館

茨城県一ll-85

水戸市 みとし

(東 茨城郡 ひがしいばらきぐん

上大野村 かみおおの)

茨城県東茨城郡上大野村是

大正4.8

〔明治42年 現在〕落丁あり

*茨 城県立歴史館

茨城県一1-ll2

水戸市 みとし

(東 茨城郡 ひがしいまらきぐん 吉田村 よしだ)

茨城県東茨城郡吉田村是

大正元.9

〔明治44年3月 〕

*一 橋大学附属図書館

茨城県一1-176

水海道市 みつかいどうし

(北 椙馬郡 きたそうまぐん 菅生村 すごう)

菅生村是

〔不詳〕

〔明治42年 現在〕

*茨 城県立歴史館

茨城県一12-399

結城郡 ゆうきぐん

(結 城郡 ゆうきぐん)

結城郡郡是

大正7.6

大正5年 現在

*東 京大学経済学部

茨城県一ll-662

一23一



関 東

龍ヶ崎市 りゅうがさきし

(稲 敷郡 いなしきぐん 八原村 やばら)

茨城県稲敷郡八原村是

〔大正2.9〕

〔大正元年現在〕

*日 本経済統計情報センター

茨城県一8-424

龍ヶ崎市 りゅうがさきし

(稲 敷郡 いなしきぐん 龍ヶ崎町 りゅうがさき)

茨城県稲敷郡龍ケ崎町是

〔不詳〕

〔大正4年 現在〕

*東 京大学経済学部

茨城県一8-294

龍ヶ崎市/北相馬郡 りゅうがさきし/きたそうまぐん

藤 代町 ふじしろまち

(北 椙馬郡 きたそうまぐん 高須村 たかす)

茨城県北相馬郡高須村々是

〔明治45.3〕

〔明治43年 現在〕

*東 京大学経済学部

茨城県一12-755

栃 木 県

栃木県に於ける町村是の制定拉実行

大正5.4

県訓示および告諭による町村是制定の経緯説明

*国 立国会図書館

栃木県一1

栃木県管内町村是実行要目

大正5.10

各町村「是」の一覧表

*国 立国会図書館

栃木県一21

足利市 あしかがし

(足利郡 あしかがぐん ノ珂昊村 おまた)

栃木県足利郡小俣村村是

〔大正5.2〕

是および村概要

*農 林水産省農業総合研究所

栃木県一872

足禾1」市 あしかがし

(足 禾Il郡あしかがぐん 北郷村 きたこう)

栃木県足利郡北郷村是

〔大正5.2〕

「是」

*日 本経済統計情報センター

栃木県一769

足利市 あしかがし

(足 利郡 あしかがぐん 毛野村 けの)

栃木県足利郡毛野村是

〔大正5.2〕

「是」

*日 本経済統計情報センター

栃木県一1036

足利市 あしかがし

(足 利郡 あしかがく先 富田村 とみた)

栃木県足利郡富田村是

〔大正5.2〕

「是」

*日 本経済統計情報センタ_

栃木県一788

一24一



関 東

足利市 あしかがし

(足利郡 あしかがぐん 葉鹿村 はじか)

栃木県足利郡葉鹿村是

〔大正5.2〕

「是1

*東 京大学経済学部

栃木県一843

足利市 あしかがし

(足 利郡 あしかがぐん 山前村 やままえ)

栃木県足利郡山前村村是

〔フに]]三5.2〕「是」

*東 京大学経済学部

栃木県749

足利市 あしかがし

(足 利郡 あしかがぐん 御厨村 みくりや)

栃木県足利郡御厨村々是

〔大正5.2〕

「是」

*日 本経済統計情報センター

栃木県一907

安蘇郡 あそぐん 葛生町 くずう

(安 蘇郡 あそぐん 葛生町 くずう)

安蘇郡葛生町是 〔大正5年2月 制定〕

〔大正5.2〕

「是」

*農 林水産省農業総合研究所

栃木県一682

足利市 あしかがし

(足 利郡 あしかがぐん 三和村 みわ)

栃木県足利郡三和村村是

〔大正5.2〕

是および村概要

*東 京大学経済学部

栃木県一810

安蘇郡 あそぐん 葛生町 くずう

(安 蘇部 あそぐん 氷室村 ひむろ)

氷室村々是 〔大正5年2月 制定〕

〔大正5.2〕

「是」

*日 本経済統計1青報センター

栃木県一701

足利市 あしかがし

(足 利郡 あしかがぐん 梁田村 やなだ)

栃木県足利郡梁田村是

〔大正5.2〕

是および村概要

*東 京大学経済学部

栃木県一951

安蘇郡 あそぐん 田沼町 たぬま

(安 蘇郡 あそぐん 新合村 しんこう)

新合村々是 大正5年2月 制定

〔大正5.2〕

「是i

*日yL計 情報センター

栃木県一656

足利市 あしかがし

(足 利郡 あしかがく乳 山辺村 やまべ)

足利郡山辺村々是

〔大正11.2〕

〔第2期 計画 「是」

*日 本経済統計情報センター

栃木県一718

安蘇郡 あそぐん 田沼町 たぬま

(安 蘇郡 あそぐん 田沼町 たぬま)

田沼町 々是

大正5.1

「是」

*日 本経済統計情報センター

栃木県一619

一25一



関 東

安蘇郡 あそぐん 田沼町 たぬま

(安 蘇郡 あそぐん 野上村 のかみ)

野上村是 大正5年2月 制定

〔大正5.2〕

「是」

*日 本経済統計情報センター

栃木県一628

佐野市 さのし

(安 蘇郡 あそぐん 植野村 うえの)

安蘇郡植野村是 付実行方法書

大正5.2

是及実行明細

*日{ヲ し計情報センター

栃木県一525

安蘇郡 あそぐん 田沼町 たぬま

(安 蘇郡 あそぐん 三好村 みよし)

安蘇郡三好村是 〔大正5年1月 制定〕

〔大正5.1〕

「是」

*日 本経済統計1青報センター

栃木県一640

佐野市 さのし

(安 蘇郡 あそぐん 佐野町 さの)

佐野町々是

大正5.2

「是」

*日"ヲ し計情報センター

栃木県一512

小山市 おやまし

(下 都賀郡 しもつがぐん 寒川村 さむかわ)

下都賀郡寒川村村是 大正10年11月17日 制定

〔不詳〕

第2期 計画是

*日 本経済統計情報センター

栃木県一459

佐野市 さのし

(安 蘇郡 あそぐん 旗川村 はたがわ)

旗川村々是

大正5.2

「是」

*日 本経済統計情報センター

栃木県一594

桐生市(群馬県)き りゅうし

(足 利郡 あしかがぐん 菱村 ひし)

栃木県足利郡菱村村是

〔大正5.2〕

「是」

*日 本経済統計1青報センター

栃木県一996

塩谷郡 しおやぐん 喜連川町 きつれがわ

(塩谷郡 しおやぐん 喜連川町 きつれがわ)

栃木県塩谷郡喜連川町是調

〔明治35.12〕

〔明治35年現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*東 京大学経済学部

栃木県一468

佐野市 さのし

(安 蘇郡 あそぐん 赤見村 あかみ)

赤見村々是第一期計画

大正5.1

「是」

*日 本経済統計情報センター

栃木県一608

那須郡 なすぐん 黒羽町 くろばね

(那 須郡 なすぐん 須賀川村 すかかわ)

那須郡須賀川村村是調査案

〔明治37.12〕

「是」

*東 京大学経済学部

栃木県一485
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関 東

芳賀郡 はがぐん

(芳 賀郡 はがぐん)

芳賀郡農業生産調査

大正4.8

大正2年 現在 郡是作定のための調査資料

*東 京大学経済学部

栃木県一149

真岡市 もおかし

(芳 賀郡 はがぐん 山前村 やまさき)

栃木県芳賀郡山前村々是

明治36B

〔不詳〕第5回 内国勧業博覧会出品

*日 本経済統計情報センター

栃木県一258

芳賀郡 はがぐん 茂木町 もてぎ

(芳 賀郡 はがぐん 中川村 なかがわ)

〔栃木県芳賀郡中川村村是資料 第1,2期 〕

〔一 〕

文書綴 内容 村是制定会議録 大正4.11

村是実行台帳 大正5.5町 村是参考書 大正

5年 第2期 村是二関スル綴 大正10.10

*茂 木町役場

栃木県一343

芳賀郡 はがぐん 茂木町 もてぎ

(芳 賀郡 はがぐん 茂木町 もてぎ)

栃木県芳賀郡茂木町是 付制定理由

〔不詳〕

〔大正5年 現在〕

*茂 木町役場

栃木県一282

真岡市 もおかし

(芳 賀郡 はがぐん 大内村 おおうち)

芳賀郡大内村是

〔大正5.2〕

「是」中心

*調 査中

栃木県一233

群 馬 県

吾妻郡 あがつまぐん 吾妻町 あがつま

(吾 妻郡 あがつまぐん 岩島村 いわじま)

経済調査書 大正7年

〔大正7.6〕

大正3年

*東 京大学経済学部

群馬県一1-593

吾妻郡 あがつまぐん 吾妻町 あがつま

(吾 妻郡 あがっまぐん 太田村 おおた)

群馬県農会村是調査書 一、吾妻郡太田村之部

明治44.7

明治42年

*日 本経済統計情報センター

群馬県一1-452

吾妻郡 あがつまぐん 吾妻町 あがつま

(吾 妻郡 あがつまぐん 坂上村 さかうえ)

坂上村経済調査

〔不詳〕

〔大正4年3月 現在〕

*農 林水産省農業総合研究所

群馬県一1-667
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関 東

吾妻郡 あがっまぐん 中之条町 なかのじょう

(吾 妻郡 あがっまぐん 伊参村 いさま)

吾妻郡伊参村々是調査書

自大正3年9月 至大正4年8月

〔大正5.2〕

大正3年9月

*一 橋大学経済研究所

群馬県一1・・741

甘楽郡 かんらぐん 甘楽町 かんら

(北 甘楽郡 きたかんらぐん ノ』幡 村 おばた)

小幡村経済調査書 大正4年12月 末現在

〔不詳〕

大正4年12月 末現在

*農 林水産省農業総合研究所

群馬県一1-337

伊勢崎市 いせさきし

(佐 波郡 さわぐん 豊受村 とようけ)

群馬県佐波郡豊受村経済改良調査書

〔不詳〕

〔大正3年12月 現在〕

*日 本経済統計情報センター

群馬県一2-297

北群馬郡 きたぐんまぐん 榛東村 しんとう

(群 馬郡 ぐんまぐん 桃井村 もものい)

経済調査書

〔大正4,12〕

〔大正4年1月 現在〕

*日 本経済統計情報センター

群馬県一1-133

碓氷郡 うすいぐん 松井田町 まついだ

(碓 氷郡 うすいぐん 臼井町 うすい)

経済調査書 大正3年

〔不詳〕

〔大正3年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

群馬県一1-412

桐生市(群馬県)き りゅうし

(足 禾1」郡 あしかがぐん 菱村 ひし)

栃木県足利郡菱村村是

〔大正5.2〕

「是」

*日 条 シし計情報センター

栃木県一996

邑楽郡 おうらぐん 明和村 めいわ

(邑 楽郡 おうらぐん 佐貫村 さぬき)

佐貫村々是調査書

大正5.8

〔大正4年1月 現在〕

*日 本経済統計情報センター

群馬県「-2-732

佐波郡 さわぐん 赤堀町あかぼり

(佐披郡 さわぐん 赤堀村 あかぼり)

群馬県佐1灘 赤堀村経済改良調査書

〔不詳〕

大正3年12月 現在

*農 林水産省農業総合研究所

群馬県一2-501

太田市 おおたし

(新 田郡 にったぐん 強戸村 こうど)

群馬県農会村是調査書 三、新田郡強戸村之部

明治44.7

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

君羊馬県一2-569

佐波郡 さわぐん 境町 さかい

(佐 波郡 さわぐん 剛志村 たけし)

群馬県侮波郡剛志村経済改良調査書

大正5.4

大正3年6月

*日 本経済統計情報センター

群馬県一2-370

一28一



関 東

高崎市 たかさきし

(群 馬郡 ぐんまぐん 大類村 おおるい)

群馬県農会村是調査書 二、群馬郡大類村之部

明治44.7

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

群馬県一1-1

前橋市 まえばしし

(群 馬郡 ぐんまぐん 清里村 きよさと)

清里村経済改良調査 大正3年 度

〔不詳〕

*日 本経済統計情報センター

群馬県一1-77

多野郡 たのぐん

(多 野郡 たのぐん)

郡是調査資料 大正5年 調

大正6β

大正5年

*農 林水産省農業総合研究所

群馬県一1-190

多野郡 たのぐん 中里村 なかさと

(多 野郡 たのぐん 中里村 なかざと)

多野郡中里村経済1改良調査書

〔大正5.3〕

〔大正4年12月 現在〕

*日 糸 ヲL計情報センター

君羊1馬県一1-250

沼田市 ぬまたし

(利 根郡 とねぐん 利南村 となみ)

利根郡利南村是調査書

大正3.3

明治45年

*日 本経済統計情報センター

群馬県一2-1

沼田市 ぬまたし

(利 根郡 とねぐん 利南村 となみ)

利根郡利南村経済調査書

〔不詳〕

〔大正3年12月 末現在〕序,凡例等なく上記

資料との関係不詳 内容は他町村の「経済調

査書」と同じ

*農 林水産省農業総合研究所

群馬県一2-259

埼 玉 県

入間市 いるまし

(入 間郡 いるまぐん 豊岡町 とよおか)

豊岡町町是調査要録

明治37.9

明治35年8月 第5回 内国勧業博覧会出品

*一 橋大学附属図書館

埼玉県・千葉県一1

北葛飾郡 きたかつしかぐん 鷲宮町 わしみや

(南 埼玉郡 みなみさいたまぐん

鷲宮村 わしのみや)

鷲宮村々是

明治4L3

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*日 本経済統計清報センター

埼玉県・千葉県一144

深谷市 ふかやし

(大 里郡 おおさとぐん 八基村 やつもと)

八基村産業基本調査

大正14.5

大正12年

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

埼玉県・千葉県一81
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関 東

千 葉 県

印旛郡 いんばぐん

(印 旛郡 いんばぐん)

千葉県印旛郡町村経済調査

明治43.6

明治38年12月 末現在

*一 橋大学経済研究所

埼玉県・千葉県一277

東 京 都

あきる野市 あきるのし

(西多摩郡 にしたまぐん 戸倉村 とぐら)

東京府西多摩郡戸倉村農事調査 付村是

明治40.ll

明治37年

*一 橋大学経済研究所

東京都一465

成田市 なりたし

(印 旛郡 いんばぐん 中郷村 なかざと)

千葉県印旛郡中郷村是

明治42.12

〔明治38年12月 現在〕郡農会の「経済調査」

の中郷村分と思われる データに多少の異同

あり

*日 本経済統計情報センター

埼玉県・千葉県一715

八千代市 やちよし

(千 葉郡 ちばぐん 睦村 むつみ)

:千葉県睦村是

明治35.ll

〔明治33年 現在〕 前田正名の直接指導による

調査 第5回 内国勧業博覧会出品

*日 本経済統計情報センター

埼玉県・千葉県一212

足立区 あだちく

(南 足立郡 みなみあだちぐん 舎人村 とねり)

南足立郡舎人村農事調査 付村是

明治37.12

明治35年6月 第5回 内国勧業博覧会出品

*農 林水産省農業総合研究所

東京都一97

足立区あだちく

(南 足立郡 みなみあだちぐん

花畑村 はなばたけ)

南足立郡花畑村農事調査 付村是

明治39.6

明治37年

*一 橋大学経済研究所

聯220

足立区 あだちく

(南足立郡 みなみあだちぐん 淵工村 ふちえ)

南足立郡淵江村農事調査 付村是

大正6.8

〔大正3年 現在〕調査様式は明治期の調査に

同じ

*東 京大学経済学部

東京都一159
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関 東

江戸川区 えどがわく

(南 葛飾郡みなみかつしうぐん 鹿本村 しうもと)

南葛飾郡鹿本村農事調査 付村是

明治37.6

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*一 橋大学経済研究所

東京都一354

西多摩郡 にしたまぐん 奥多摩町 おくたま

(西 多摩郡 にしたまぐん 氷川村 ひかわ)

西多摩郡氷川村農事調査 付村是

大正6.6

大正5年 調査様肉ま明治期の調査に同じ

*一 橋大学経済研究所

東京都一571

葛飾区 かつしかく

(南 葛飾郡 みなみかつしかぐん

新宿町 にいじゅく)

南葛飾郡新宿町農事調査 付町是

明治37.4

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*東 京大学経済学部

東京都 一274

八王子市 はちおうじし

(南 多摩郡 みなみたまぐん 加住村 かすみ)

南多摩郡加住村農事調査 付村是

明治39.7

明治36年

*一 橋大学経済研究所

東京都一743

江東区 こうとうく

(南 葛飾郡 みなみかっしかぐん

大島村 おおしま)

南葛飾郡大島町農事調査 付村是

明治37.12

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*一 橋大学経済研究所

東京都一406

世田谷区 せたがやく

(荏 原郡 えばらぐん 駒沢村 こまざわ)

荏原郡駒沢村農事調査 付村是

大正6.6

〔大正4年 現在〕調査様式は明治期の調査に

同じ

*日 本経済統計1青報センター

東京都一1

羽村市 はむらし

(西 多摩郡 にしたまぐん 西多摩村 にしたま)

西多摩郡西多摩村農事調査 付村是

明治37.6

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*一 橋大学経済研究所

東京都一673

東村山市 ひがしむらやまし

(北 多摩郡 きたたまぐん

東村山村 ひがしむらやま)

北多摩郡東村山村農事調査 付村是

明治37.11

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*一 橋大学経済研究所

東京都一871

日野市 ひのし

(南 多摩郡 なみたまぐん 日野町 ひの)

南多摩郡日野町農事調査 付町是

明治37.3

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*一 橋大学経済研究所

東京都一807

一31



関 東

神 奈 川 県

足柄上郡 あしがらかみぐん 大井町 おおい

(足 柄上郡あしがらかみくツし金田村 かねた)

神奈川県足柄上郡金田村是調査書

明治36.12

明治35年

*東 京大学経済学部

神奈川県一296

綾瀬市 あやせし

(高 座郡 こうざぐん 纐頼村 あやせ)

神奈川県高座郡綾瀬村是調査書

明治37.6

明治35年

*日 本経済統計1青報センター

神奈川県一99

平塚市 ひらっかし

(中 郡 なかぐん 豊田村 とよだ)

神奈川県中郡豊田村々是調査書

明治36.4

明治35年

*日 本経済統計清報センター

神奈川県一205

横浜市 よこはまし 港北区 こうほくく

(都 筑郡 つづきぐん 中川村 なかがわ)

神奈川県都筑郡中川村々是調査書

明治36.4

明治35年

*日 本経済統計清報センター

神奈川県一1
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北 陸

新 潟 県

町村是調査本様式 付町村是調査下調様式

大正4.7

県訓令第20号(大 正3.7)「郡市町村是調査標

準」の別冊

*東 京大学経済学部

新潟県+1

新井市/上越市 あらいし/じょうえつし

(中 頸城郡 なかくびきぐん 和田村 わだ)

和田村是調査資料

〔明治44.6〕

明治44年 前記資料の村調資料

*東 京大学経済学部

新潟県一13-455

村是調査標準

〔不詳〕

農会調査の「農村経済調査」のものと推定する。

*農 林水産省農業総合研究所

新潟県一1-77

糸魚川市 いといがわし

(西 頸城郡 にしくびきぐん 大野村 おおの)

新潟県西頸城郡大野村々是調査書

明治36.9

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*新 潟県立図書館

新潟県一14-360

村是精神普及法

〔大正8.3〕

*農 林水産省農業総合研究所

新潟県一1-112

新井市 あらいし

(中 頸城郡 なわくびきぐん 水原村 みずはら)

農村経済調査 大正元年度其6

新潟県中頸城郡水原村大字坪山

大正4.7

〔大正元年末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一13-211

新井市/上 越市 あらいし/じょうえつし

(中 頸城郡 なかくびきぐん 和田村 わだ)

農村繧 斉調査 其3中 頸城郡和田村

明治44.11

〔明治43年 現在〕

*日 本経済統謝情 報センター

新潟県一13-406

糸魚川市 いといがわし

(西 頸城郡 にしくびきぐん

下早川村 しもはやかわ)

新潟県西頸城郡下早川村是 大正8年

〔大正8.6〕

「是」

*農 林水産省農業総合研究所

新潟県一14-288

糸魚川市 いといがわし

(西 頸城郡 にしくびきぐん 根知村 ねち)

農村経済調査 其4西 頸城郡根知村

明治44.12

〔明治42年12月 末現在〕

*一 橋大学附属図書館

新潟県一14-395
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北 陸

糸魚川市 いといがわし

(西 頸城郡 にしくひきぐん 大秘 肘 鴛 とがわ)

農村経済調査 大正元年度其2

西頸城郡大和川村

大正3.4

〔明治44年 末現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一14-325

岩船郷 いわふねぐん 神林村 かみはやし

(岩船鄙 いわふねぐん 神納村 かんのう)

新潟県岩船郡神納村是 大正3年12月 調査

大正6.9

大正4年

*日 本経済統計情報センター

繍 県一15-163

岩船郷 いわふねぐん

(岩 船郡 いわふねぐん)

岩船郡是 〔1〕

大正7.9

〔大正4年 末現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一14-482

岩船郷 いわふねぐん 神林村 かみはやし

(岩船郷 いわふねく乳 西神納村 にしかんのう)

新潟県岩船郡西神納村々是調査書

明治36.6

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*新 潟県立図書館

繍 県一15-267

岩船郡 いわふねぐん

(岩 船郡 いわふねぐん)

岩船郡是 〔2〕

大正7.9

大正4年 末現在

*東 京大学経済学部

新潟県一14-635

岩船郷 いわふねぐん 神林村 かみはやし

(岩 船郡いわふねくん 西神納村 にしカ・んのう)

新潟県岩船郡西神納村是 大正6年

大正8.ll

〔大正5年 末現在〕

*日 己 ジL計情報センター

襯 県「-15-347

岩船郡 いわふねぐん 朝 日村 あさひ

(岩 船郷 いわふねぐん 館腰村 たてのこし)

新潟県岩船郡館腰村是 大正5年

大正6.4

大正3年

*日 本経済統計情報センダー

襯 県一15-374

岩船郷 いわふねぐん 関川村 せきかわ

(岩 船郷 いわふねぐん 関谷村 せきたに)

村 是

大正7.7

〔大正5年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一15-78

岩船郡 いわふねぐん 荒川町 あらかわ

(岩 船郡 いわふねぐん 保内村 ほうない)

新潟県岩船郡保内村是

大正9.10

〔大正6年 末現在〕

*日 本経済統計1青報センター

辮 尋県一15-111

小千谷市 おちやし

(樵 沼郡翫 うおぬ焔 小硲 町 おぢや)

北魚沼郡小干谷町是

大正6.6

大正5年 末現在

*新 潟県立図書館

新潟県一10-86
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北 陸

小千谷市 おちやし

(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん 川井村 かわい)

農村経済調査 北魚沼郡川井村

明治44.9

〔明治42年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一10-284

小千谷市/長岡市/見附市 おちやし/ながおか

し/みつけし

(古 志郡 こしぐん 六日市村 むいかいち)

農村経済調査 其1古 志郡六日市村

明治44.5

〔明治42年12.月 末現在〕

*一 橋大学附属図書館

新潟県+290

小千谷市 おちやし

(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん川井村 かわい)

新潟県北魚沼郡川井村是

大正8.3

〔大正5年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一10-307

小千谷市 おちやし

(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん 千田村 ちだ)

新潟県北魚沼郡千田村是調査

大正7.2

〔大正5年 現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一10-225

小千谷市 おちやし

(北 魚沼郡 きたうおぬまく先 吉谷村 よしだに)

新潟県北魚沼郡吉谷村是

大正7.5

〔大正5年 末現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一10-174

小千谷市 おちやし

(中 魚沼郡なかうおぬまぐん 岩沢村いわきわ)

農村経済調査 其6中 魚沼郡岩沢村

大正元.8

〔明治42年12月 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一ll-260

柏崎市 かしわざきし

(刈 羽郡 かりわぐん 高田村 たかだ)

刈羽郡高田村是 大正6年

大正7.6

大正5年

*国 立国会図書館

新潟県一ll-487

柏崎市 かしわざきし

(刈 羽郡 かりわぐん 中鯖石村 なかさばいし)

新潟県刈羽郡中鯖石村是

大正5.4

大正3年

*東 京大学経済学部

新潟県一11-564

柏崎市 かしわざきし

(刈 羽郡かりわくツし西中通村 にしなかどおり)

農村経済調査 明治44年 度其12新 潟県刈羽

郡西中通村

大正3.8

〔明治43年12月 末現在〕

*農 林水産省農業総合研究所

新潟県一ll-455

一35一



北 陸

柏崎市 かしわざきし

(刈 羽郡 かりわくん 南鯖石村 みなみぎまいし)

刈羽郡南鯖石村是 大正拾年

大正10.5

〔大正9年 末現在〕

*国 立国会図書館

新潟県一ll-534

刈羽郡 かりわぐん 小国町 おぐに

(刈 羽郡 かりわぐん 武石村 たけいし)

農村経済調査 其8刈 羽郡武石村

明治45.5

〔明治42年12月 末現在〕

*一 橋大学経済研究所

新潟県一ll-689

加茂市 かもし

(中 蒲原郡 なかかんばらぐん 七谷村 ななたに)

村是実行指針 〔1〕

大正7.5

〔大正5年 現在〕

*国 立国会図書館

新潟県一3-140

北魚沼郡 きたうおぬまぐん

(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん)

新潟県北魚沼郡是

大正6.9

大正4年 度現在 「是」のみ 調査書 ま別冊刊

とあるが,現 在のところ所在不明

*東 京大学経済学部

新潟県一10-1

加茂市 かもし

(中 蒲原郡なかかんばらぐん 七谷村 ななたに)

村是実行指針 〔2〕

大正7.5

〔大正5年 現在〕

*国 立国会図書館

新潟県一3-360

加茂市 かもし

(中 蒲原郡 なかかんばらぐん 七谷村 ななたに)

村是実行指針 〔3〕

大正7.5

〔大正5年 現在〕

*国 立国会図書館

新潟県一3-445

加茂市 かもし

(中 蒲原郡 なかかんばらぐん 七谷村 ななたに)

七谷村是読本

大正ll.5

青年向のPR版

*日 本経済統計情報センター

新潟県一3-524

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 入広瀬村 いりひろせ

(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん

入広瀬村 いりひろせ)

新潟県北魚沼郡入広瀬村是

大正6.7

〔大正4年 現在〕

*国 立国会図書館

新潟県一10-715

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 川口町 かわぐち

(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん 川 口村 かわぐち)

新潟県北魚沼郡川口村是

〔不詳〕

〔大正5年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一1(ト32

一36一



北 陸

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 守門村 すもん

(北 魚沼郡 きたうおぬ潔 ん 上條村かみじょう)

新潟県北魚沼郡上條村是

大正8.7

〔大正5年 末調1

*東 京大学経済学部

新潟県一1(ト657

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 広神村 ひろかみ

(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん 広瀬村ひろせ)

新潟県北魚沼郡広瀬村是

大正7.7

大正4年 現在

*東 京大学経済学部

新潟県一10-617

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 広神村 ひろかみ

(北 魚沼郡きたうおぬまぐん 藪神村やぶかみ)

新潟県北魚沼郡藪神村是

大正7.7

大正4年 現在

*東 京大学経済学部

新潟県一1研555

北魚沼郡 きたうおぬまく乳 堀之内町 ほりのうち

(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん 城下村しろした)

新潟県北魚沼郡元城下村々是調査書

明治36.9

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*新 潟県立図書館

新潟県一10-349

北魚沼郡きたうお螺 乳 堀之内町 ほりのうち

(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん

田川入村 たがわいり)

農村経済調査 明治44年 度其7

北魚沼郡田川入村

大正2.8

〔明治44年12月 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一10-403

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 堀之内町 ほりのうち

(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん

田川入村 たがわいり)

北魚沼郡田川入村是

大正8.7

〔大正4年 末現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一10-438

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 湯之谷村 ゆのたに

(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん

湯之谷村 ゆのたに)

北魚沼郡湯之谷村是

大正8.8

大正4～6年 調

*東 京大学経済学部

新潟県一10-489

北蒲原郡 きたかんばらぐん

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん)

新潟県北蒲原郡是

大正5.6

〔大正3年12月 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一1-224

一37一



北 陸

北蒲原郡 きたかんばらぐん 加治川村 かじかわ

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん 加治村 かじ)

村 是

大正9.6

大正3年 度現在

*日 本経済統計情報センター

新潟県一2-826

北蒲原郡 きたかんばらぐん 水原町 すいばら

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん 堀越村ほりこし)

新潟県北蒲原郡堀越村是

大正5.8

大正4年3月

*東 京大学経済学部

新潟県一2-368

北蒲原郡 きたかんばらぐん 笹神村 ささかみ

(北 蒲原郡 きたかんばらく乳 神山村 かみやま)

新潟県北蒲原郡神山村是

大正6.8

〔大正3年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一2-659

北蒲原郡 きたかんばらぐん 豊浦町 とようら

(北 蒲原郡 きたかんばらくツし中浦村なかうら)

新潟県北蒲原郡中浦村々是調査書

明治36.9

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*新 潟県立図書館

新潟県一2-483

北蒲原郡 きたかんばらぐん 紫雲寺町 しうんじ

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん 紫雲寺村 しうんじ)

村 是

大正7.6

〔大正5年6月 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県～2-888

北蒲原郡 きたかんばらぐん 豊浦町 とようら

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん 中浦村 なわうら)

村 是

大正5.ll

大正4年

*日 本経済統計1青報センター

新潟県一2-560

北蒲原郡 きたかんばらぐん 水原町 すいばら

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん 水原町 れ ・ばら)

新潟県北蒲原郡水原町是

〔大正8.7〕

大正6年

*新 潟県立図書館

新潟県一2-225

北蒲原郡 きたかんばらぐん 中条町 なかじょう

(北 蒲原郡 きたかんばらくツし築地村 ついじ)

築地邨々是

大正5.12

大正5年

*新 潟県立図書館

新潟県一2-971

北蒲原郡 きたかんばらぐん 水原町 すいばら

(北 蒲原郡 きたかんばらく先 分田村 ぶんだ)

新潟県北蒲原郡分田村是

大正5.6

〔大正3年12月 現在〕

*東 京市政調査会市政専門図書館

新潟県一2-305

五泉市 こせんし

(中 蒲原郡 なかかんばらぐん 橋田村 はした)

新潟県中蒲原郡橋田村々是調査書

明治36.9

〔明治34年12月 末調〕 第5回 内国勧業博覧

会出品

*新 潟県立図書館

新潟県一3-648

一38一



北 陸

五泉市 こせんし

(中 蒲原郡 なかかんばらぐん 巣本村 すもと)

巣本村是資料集

大正7.10

〔大正4年 現在〕

*新 潟県立図書館

新潟県一3-715

佐渡郡 さどぐん 真野町/羽 茂町 まの/は もち

(佐 渡郡 さどぐん 西三川村 にしみかわ)

新潟県佐渡郡西三川村是 大正4年

〔大正6.3〕

大正4年

*日 本経済統計情報センター

新潟県一15-540

佐渡郡 さどぐん 金井町 かない

(佐 渡郡 さどぐん 金沢村 かなざわ)

農村経済調査 其7佐 渡郡金沢村

明治45.5

〔明治42年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一15-471

佐渡郡 さどぐん 金井町 かない

(佐 渡郡 さどぐん 平泉村 ひらいつみ)

新潟県佐渡郡平泉村々是調査書

明治36.9

〔明治34年 現在〕

*新 潟県立図書館

芽鴨 県一15-418

佐渡郡 さどぐん 佐和田町 さわた

(佐 渡郡 さどぐん 二宮村 にぐう)

新潟県佐渡郡二宮村是 大正6年

大正6.12

〔大正4年1月 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一15-606

佐渡郡 さどぐん 真野町/羽茂町 まの/はもち

(佐 渡郡 さどぐん 西三川村 にしみかわ)

農村経済調査 大正2年 度其3

新潟県佐渡郡西三川村

大正4.7

〔大正2年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一15-508

三条市 さんじょうし

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん

栗林村 くりばやし)

農村経済調査 明治44年 度其5

南蒲原郡栗林村

大正2.7

〔明治44年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県喝一529

三条市 さんじょうし

(南蒲原郡みなみかんばらぐん

瓢 材寸くりばやし)

新潟県南蒲原郡栗林村是 大正6年

〔大正6.1〕

〔大正3年 現在〕

*農 林水産省農業総合研究所

新潟県略一561

三条市 さんじょうし

(南 蒲原郡 みなみかんばらくん 井栗村 いぐり)

新潟県南蒲原郡井栗村是 大正5年

〔大正6.7〕

大正3年

*三 条市役所

新潟県一7-327

一39一



北 陸

三条市 さんじょうし

(南 蒲原郡 みなみか研まらぐん 井栗村 いぐり)

新潟県南蒲原郡井栗村是 大正5年

〔大正6.7〕

大正3年 郡長への進達原稿

*三 条市役所

新潟県一7-437

三条市 さんじょうし

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん

本成寺村 ほんじょうじ)

本成寺村是 復刻版

〔不詳〕

〔大正6年 現在〕『三条市史 資料編 第6巻 』

(三条市史編修委員会編 昭和54.2刊)所 収。

新潟県一7-510

三条市 さんじょうし

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん 大崎村おおさき)

新潟県南蒲原郡大崎村是

〔大正13.8〕

「是」のみ

*日 本経済統計情報センター

新潟県一6-640

三島郡 さんとうぐん

(三 島郡 さんとうぐん)

三島郡是

大正6.12

〔大正3～4年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一8-351

三条市 さんじょうし

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん

大島村 おおしま)

新潟県南蒲原郡大島村是 復刻版

〔大正8.7〕

「是」のみ 『三条市史 資料編 第6巻 』(三

条市史編修委員会編 昭和54.2刊)所 収。

新潟県一7-275

三島郡 さんとうぐん 越路町 こしじ

(三 島郡 さんとうぐん 塚山村 つかやま)

新潟県三島郡塚山村村是調査

〔大正5.8〕

大正4年

*日 本経済統計1青報センター

新潟県一8-812

三条市 さんじょうし

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん

三条町 さんじょう)

町是調査指針 大正3年 度 復刻版

〔不詳〕

〔大正2年 度〕『三条市史 資料編 第6巻 』

(三条市史編修委員会編,昭 和54.2刊)所 収。

新潟県一7-283

三島郡 さんとうくん 三島田]7与板町 みしま佳いた

(三 島郡 さんとうぐん 大津村 おおっ)

農村経済調査 明治44年 度其11

三島郡大津村

大正3.6

〔明治43年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一8-1038

一40一



北 陸

三島郡 さんとうぐん 三島町/与板町 みしまないた

(三 島郡 さんとうぐん 大津村 おおっ)

新潟県三島郡大津村是

〔大正5。3〕

大正4年12月 末現在

*日 本経済統計情報センター

新潟県→-1

新発 田市 しばたし

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん川東村 力わひがし)

新潟県北蒲原郡川東村是

大正4.ll

〔大正3年 末現在〕

*日 本経済統計1青報センター

新潟県一2-1

三島郡 さんとうぐん 和島村 わしま

(三 島郡 さんとうぐん 桐島村 きりしま)

新潟県三島郡桐島村是 大正6年8月

大正6.8

大正4年 末現在

*農 林水産省農業総合研究所

新潟県+109

新発 田市 しばたし

(北 蒲原郡 きたかんばらくん 鴻沼村 こうぬま)

新潟県北蒲原郡鴻沼村是 大正4年

大正6.8

〔大正3年12月 末現在〕

*新 発 田市立図書館

新潟県一1-846

三島郡/長 岡市 さんとうぐん/な がおかし

三島町 みしま

(三 島郡 さんとうぐん 日吉村 ひよし)

新潟県三島郡 日吉村是

〔大正7.3〕

〔大正4年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一8-964

新発 田市 しばたし

(北 蒲原郡 きたかんばらく先 佐々木村 ささき)

村 是

大正6.6

〔大正3年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一2-154

新発田市 しばたし

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん

五十公野村 いじみの)

新潟県北蒲原郡五十公野村是

大正7.7

〔大正3年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一1-1017

新発 田市 しばたし

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん 猿橋村 さ召まし)

新潟県北蒲原郡猿橋村是

大正6.7

〔大正3年 末現在〕

*日 本経済統計1青報センター

新潟県一1-909

新発田市 しばたし

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん 新発田町 しばた)

新潟県北蒲原郡新発田町是

大正6.ll

〔大正3年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一1-760

一41



北 陸

新発田市 しばたし

(北 蒲原郡 きたかんばらくツし菅谷村 すがたに)

新潟県北蒲原郡菅谷村是

大正13.8

大正12年

*日 本経済統計情報センター

新潟県一2-79

白根市 しろねし

(中 蒲原郡 なかかんばらぐん 臼井村 うすい)

新潟県中蒲原郡臼井村是

大正6.10

〔大正4年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一3-833

新発田市 しばたし

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん 松浦村 まつうら)

新潟県北蒲原郡松浦村是

大正10.7

〔大正3年12月 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一1-958

白根市 しろねし

(中 蒲原郡 なかかんばらぐん 鷲巻村 わしまき)

新潟県中蒲原郡鷲巻村是

大正5.12

〔大正4年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一3-885

新発田市 しばたし

(北 蒲原郡 きたかんばらぐん 米倉村 よねくら)

新潟県北蒲原郡米倉村是

〔大正6.5〕

〔大正4年 末現在〕

*松 田時次氏

新潟県一1-1094

燕市 つばめし

(西 蒲原郡 にしかんばらぐん 小池村 こいけ)

新潟県西蒲原郡小池村是 大正5年

大正5.9

大正4年12月 末 日現在 県訓令に基く。

*日 本経済統計情報センター

新潟県一5-436

上越市 じょうえつし

(中 頸城郡 なかくびきぐん 諏訪村 すわ)

新潟県中頸城郡諏訪村々是調査書

明治36.7

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*東 京大学経済学部

新潟県一13-342

燕市 っばめし

(西 蒲原郡 にし加んばらぐん 松長村 まっなが)

新潟県西蒲原郡松長村是

大正7.3

〔大正5年12月 末現在〕

*新 潟県立図書館

新潟県一4-411

上越市 じょうえつし

(中 頸城郡 なわくびきく乳 谷浜村 たにはま)

新潟県中頸城郡谷浜村是

〔大正7.7〕

〔大正6年 現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一13-175

十日町市 とおかまちし

(中 魚沼郡 なかうおぬまく先 吉田村 よしだ)

新潟県中魚沼郡吉田村々是調査書

明治36.9

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*新 潟県立図書館

新潟県一ll-291

一42一



北 陸

栃尾市 とちおし

(古 志郡 こしぐん 下塩谷村 しもしおたに)

新潟県古志郡下塩谷村是 大正8年

大正8.8

〔大正5年 現在〕

*農 林水産省農業総合研究所

新潟県一9-505

中魚沼郡 なかうおぬまぐん 津南町 つなん

(中 魚沼郡 なかうおぬまぐん 上郷村 かみこう)

上郷村是

大正10.7

大正5年 現在

*津 南町史編さん室

新潟県一11-352

栃尾市 とちおし

(古 志郡 こしぐん 東谷村 ひがしたに)

村是 大正8年 編←村是調査草稿一 復刻版

〔大正8.12〕

〔大正5年 現在〕『栃尾市史・史料集 第13集 』

(栃尾市史編集委員会編,昭 和51.11刊)所 収。

新潟県+590

中魚沼郡 なかうおぬまぐん 津南町 つなん

(中 魚沼郡 なかうおぬまぐん

中深見村 なかふかみ)

新潟県中魚沼郡中深見村是

大正6.5

〔大正5年12月 末現在〕

*津 南町史編さん室

新潟県一11-391

栃尾市 とちおし

(古 志郡 こしぐん 荷頃村 にごろ)

新潟県古志郡荷頃村是 大正5年 復刻版

〔大正5.8〕

〔大正3年 現在〕 『栃尾市史・史料集 第13集 』

(栃尾市史編集委員会編,昭 和51.11刊)所 収。

新潟県一9-446

栃尾市 とちおし

(古 志郡 こしぐん 西谷村 にしたに)

新潟県古志郡西谷村是

大正8.9

〔大正6年 現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一9-656

長岡市 ながおかし

(古 志郡 こしぐん 十日町村 とおかまち)

農村経済調査 大正元年度其3

古志郡十日町村

大正3.7

〔大正元年12月 末現在〕

*京 都大学経済学部

新潟県+200

長岡市 ながおかし

(三 島郡 さんとうぐん 王寺川村 おうじかわ)

新潟県三島郡王寺川村々是調査書

明治36.8

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*新 潟県立図書館

新潟県一8-765

豊栄市 とよさかし

(北 蒲原郡 きたかんばらくツし長漸 †ながうら)

新潟県北蒲原郡長浦村是

〔大正6.11〕

〔大正5年 末現在〕

*新 潟県立図書館

新潟県〒2-720

一43一



北 陸

長岡市 ながおかし

(三 島郡 さんとうぐん 関原村 せきはら)

新潟県三島郡関原村是

〔大正8.4〕

〔大正7年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一8-904

中頸城郡 なかくびきぐん

(中 頸城郡 なかくびきぐん)

新潟県中頸城郡是

大正10.10

〔大正5年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一13-1

長岡市 ながおかし

(三 島郡 さんとうぐん 日越村 ひごし)

新潟県三島郡日越村是調査

大正7.8

大正4年

*日 本経済統計清報センター

新潟県一8-712

中頸城郡 なかくびきぐん 板倉町 いたくら

(中 頸城郡 なかくびきぐん 板倉村 いたくら)

新潟県中頸城郡板倉村是 大正6年

大正6.9

〔大正5年12月 末現在〕

*日 本経済統計1青報センター

新潟県一13-550

中蒲原郡 なかかんばらぐん

(中 蒲原郡 なかかんばらぐん)

中蒲原郡是

〔不詳〕

〔大正4年 度現在〕「是」のみ

*新 潟県立図書館

新潟県一3-1

中頸城郡 なかくびきぐん 柿崎町 かきざき

(中 頸城郡 なかくびきぐん 黒川村 くろかわ)

新潟県中頸城郡黒川村是調査書 大正4年 調

〔不詳〕

〔大正4年 現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一13-236

中蒲原郡 なかかんばらぐん 村松町 むらまつ

(中 蒲原郡 なかかんばらぐん 村松町 むらまつ)

新潟県中蒲原郡村松町是

〔大正8.5〕

〔大正4年 末現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一3-770

中蒲原郡 なかかんばらぐん 横越町 よこごし

(中 蒲原郡 なかかんばらくツし横越村 よこごし)

新潟県中蒲原郡横越村是

大正6.10

〔大正5年 現在〕

*日 本経済統計清報センター

新潟県一3-950

中頸城郡 なかくびきぐん 清里村 きよさと

(中 頸城郡 なかくびきく乳 菅原村 すがはら)

農村経済調査 明治44年 度其1

中頸城郡菅原村

大正元.ll

〔明治43年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一13-616

中頸城郡 なかくびきぐん 清里村 きよさと

(中 頸城郡 なかくびきくん 菅原村 すがはら)

菅原村是調査書

大正6.9

〔大正4年 現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一13-658

一44一



北 陸

中頸城郡 なかくびきぐん 清里村 きよさと

(中 頸城郡 なかくびきぐん 櫛池村 くしいけ)

新潟県中頸城郡櫛池村是調査書

〔大正7.9〕

大正6年

*東 京大学経済学部

新潟県一13-712

新津市 にいつし

(中 蒲原郡 なかかんばらぐん 金津村 かなつ)

金津村之自治(村 是)

〔不詳〕

〔昭和2年1月 末現在〕 「是」および概況中心

*日 本経済統計 情報センター・

新潟県一3-608

中頸城郡 なかくびきぐん 三和村 さんわ

(中 頸城郡 なかくびきく乳 美守村 ひだもり)

新潟県中頸城郡美守村是

〔大正7.5〕

〔大正5年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一13-762

西蒲原郡 にしかんばらぐん

(西 蒲原郡 にしかんばらぐん)

西蒲原郡是 付調査書

大正6.ll

大正3年 末現在

*日 本経済統計情報センター

新潟県一4-1

中頸城郡 なかくびきぐん 吉川町 よしかわ

(中 頸城郡 なかくびきぐん 源村 みなもと)

源村是

大正7.5

大正3年

*日 本経済統計情報センター

新潟県一13-282

西蒲原郡 にしかんばらぐん 岩室村 いわむろ

(西 蒲原郡 にしかんばらくツし岩室村いわむろ)

新潟県西蒲原郡岩室村是

大正7.10

〔大正4年 現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一5-144

新潟市 にいがたし

(中 蒲原郡なかかんばらくツし石山村 いしやま)

新潟県中蒲原郡石山村是

大正6.2

大正4年

*日 本経済統計情報センター

新潟県一3-37

西蒲原郡 にしかんばらぐん 黒埼町 くろさき

(西 蒲原郡 にしかんばらぐん 黒埼村 くろさき)

新潟県西蒲原郡黒埼村是

大正7.1

〔大正5年12月 末現在〕

*日 本経済統計清報センター。

新潟県一5-357

新津市 にいつし

(中 蒲原郡な加)痴ばらぐん荻川村 おきかわ)

新潟県中蒲原郡荻川村是 大正6年6月

大正10.10

〔大正4年 現在〕

*新 潟県立図書館

新潟県一3-573

西蒲原郡 にしかんばらく先 中之口村 なかσ×ち

(西 蒲原郡 にしかんばらぐん 小吉村 こよし)

農村経済調査 明治43年 度其12

新潟県西蒲原郡小吉村

大正3.9

〔明治42年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一5-410

一45一



北 陸

西蒲原郡 にしかんばらぐん 西川町 にしかわ

(西 蒲原郡 にしかんばらぐん 升潟村ますがた)

農村経済調査 大正元年度其4

新潟県西蒲原郡升潟村

大正3.8

〔明治44年 末現在〕

*京 都大学経済学部

新潟県一4-462

西蒲原郡 にしかんばらぐん 巻町 まき

(西 蒲原郡 にしかんばらぐん

松野尾村 まつのお)

新潟県西蒲原郡松野尾村是

大正6.3

〔大正5年 末日現在〕

*巻 町郷土資料館

新潟県一5-537

西蒲原郡 にしかんばらぐん 西川町 にしかわ

(西 蒲原郡 にしかんばらぐん 升潟村 ますがた)

新潟県西蒲原郡升潟村是

〔不詳〕

〔大正5年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一4-492

西蒲原郡 にしかんばらぐん 巻町 まき

(西 蒲原郡 にしかんばらぐん峰岡村みねおか)

新潟県西蒲原郡峰岡村是

大正8.2

大正5年 落丁あり

*巻 町郷土資料館

新潟県一5-560

西蒲原郡 にしかんばらぐん 西川町 にしかわ

(西 蒲原郡 にしかんばらく乳 鎧郷村 よろいこう)

新潟県西蒲原郡鎧郷村是

大正8.8

〔大正5年 現在〕

*日 本経済統計1青報センター

新潟県一4-535

西蒲原郡 にしかんばらぐん 弥彦村 やひご

(西 蒲原郡 に切 ・んばらく乳 弥彦村 やひご)

新潟県西蒲原郡弥彦村是 大正6年12月

大正10.ll

〔大正5年 現在〕

*日 本経済統計 情報センター

新潟県一4～565

西蒲原郡 にしう・んばらく先 分水町 ぶんすい

(西 蒲原郡 にしかんばらくん 島上村 しまかみ)

新潟県西蒲原郡島上村是

大正6.ll

〔大正4年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一5-264

西蒲原郡 にしかんばらぐん 吉田町 よしだ

(西 蒲原郡 にしかんばらぐん

粟生津村 あおうつ)

新潟県西蒲原郡粟生津村々是調査書

明治36.8

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*新 潟県立図書館

新潟県一5-1

一46一



北 陸

西蒲原郡 にしかんばらぐん 吉田町 よしだ

(西 蒲原郡 にしかんばらぐん

粟生津村 あおうつ)

農村経済調査 明治44年 度其9

新潟県西蒲原郡粟生津村

〔大正3.2〕

〔明治44年 末現在〕

*農 林水産省農業総合研究所

新潟県一5-109

西頸城郡 にしくびきぐん

(西 頸城郡 にしくびきぐん)

西頸城郡農事調査書

〔大正3。3〕

明治43～45年 現在 県および県農会の調査と

は別個のもの

*農 林水産省農業総合研究所

新潟県一14-208

西蒲原郡 にしかんばらぐん 吉 田町 よしだ

(西 蒲原郡 にしかんばらくツし吉田村 よしだ)

新潟県西蒲原郡吉田村是

大正5.7

〔大正3年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一4-698

西頸城郡 にしくびきぐん 名立町 なだち

(西 頸城郡 にしくびきぐん 名立村 なだち)

西頸城郡名立村是 大正7年6月

〔大正7.6〕

「是」のみ

*東 京大学経済学部

新潟県一14-465

西頸城郡 にしくびきぐん

(西 頸城郡 にしくびきぐん)

新潟県西頸城郡是 付調査書 〔1〕

大正7.3

〔大正4年 末現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一14-1

西頸城郡 にしくびきぐん 能生町 のう

(西 頸城郡 にしくびきぐん 磯部村 いそべ)

農村経済調査 明治44年 度其2

西頸城郡磯部村

大正2.1

〔明治43年 現在〕

*京 都大学経済学部

新潟県一14-424

西頸城郡 にしくびきぐん

(西 頸城郡 にしくびきぐん)

新潟県西頸城郡是 付調査書 〔2〕

大正7.3

〔大正4年 末現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一14-135

東蒲原郡 ひがしかんばらぐん 鹿瀬町 かのせ

(東 蒲原郡 ひがしかんばらぐん

日出谷村 ひでや)

新潟県東蒲原郡日出谷村是 大正6年

大正7.3

大正5年12月 現在

*東 京大学経済学部

新潟県一8-284

一47一



北 陸

東蒲原郡 ひがしう㍉んばらぐん 」コIl村かみかわ

(東 蒲原郡 ひがしかんばらぐん

上條村 じようじよう)

農村経済調査 明治43年 度其11

新潟県東蒲原郡上條村

大正3.8

〔明治42年 末現在〕

*日 本経済統謝 青報センター

新潟県一8-1

東蒲原郡 ひがしかんばらぐん

津川町/三川村 っがわ/みかわ

(東 蒲原郡ひがしかんばらぐん 揚川村あがわ)

農村経済調査 明治44年 度

新潟県東蒲原郡揚川村

大正4,9

〔明治43年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一8-176

東蒲原郡 ひがしかんばらぐん 上川木†かみかわ

(東 蒲原郡 ひがしかんばらぐん

上條村 じょうじょう)

新潟県東蒲原郡上條村是 大正6年

大正6.9

〔大正3年 現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一8-31

東蒲原郡 ひがしかんばらぐん

津川町/三川村 つがわ/みかわ

(東 蒲原郡 ひ汎 力んばらぐん 揚川村あがわ)

新潟県東蒲原郡揚川村是 大正6年

大正10.9

〔大正3年12月 末現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一8-205

東蒲原郡 ひがしかんばらぐん 上川村 かみかわ

(東 蒲原郡 ひがしかんばらぐん

東川村ひがしかわ)

新潟県東蒲原郡東川村是 大正6年

大正7.4

〔大正3年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一8-87

東頸城郡 ひがしくびきぐん

(東 頸城郡 ひがしくびきぐん)

新潟県東頸城郡是 付調査書

大正10.7

〔大正7年12月 現在〕

*日 本経済統計1青報センター

新潟県一12-1

東蒲原郡 ひがしかんばらぐん 津川町 っがわ

(東 蒲原郡 ひがしかんばらぐん 津川町 つがわ)

新潟県東蒲原郡津川町是 大正6年

〔大正6.3〕

〔大正3年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一8-137

東頸城郡 ひがしくびきぐん 浦川原村 うらがわら

(東 頸城郡 ひがしくびきぐん

下保倉村 しもほくら)

新潟県東頸城郡下保倉村々是調査書

明治36.9

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*新 潟県立図書館

新潟県一12-336

一一48一



北 陸

東頸城郡 ひがしくびきぐん 牧村 まき

(東 頸城郡 ひがしくびきぐん 沖見村 おきみ)

農村経済調査 大正2年 度其2

新潟県東頸城郡沖見村

大正4.3

〔大正2年12月 末現在〕

*早 稲田大学図書館

新潟県 一12-282

東頸城郡 ひがしくびきくん 松之山町 まつのやま

(東 頸城郡 ひがしくびきくツし浦田村 うらた)

東頸城郡浦田村是 大正4年12月 末日現在調査

大正6.7

大正4年12月 末 日現在

*日 本経済統計情報センター

新潟県一12-633

東頸城郡 ひがしくびきぐん 牧村 まき

(東 頸城郡 ひがしくびきぐん 沖見村 おきみ)

東頚城郡沖見村是

大正8.7

大正5年12月 末現在

*一 橋大学附属図書館

新潟県一12-208

東頸城郡 ひがしくびきぐん 松之山町 まつのやま

(東 頸城郡 ひがしくびきぐん

松之山村 まつのやま)

新潟県東頸城郡松之山村是 大正6年 設定

大正6.6

〔大正5年1月 現在〕

*日 本経済統計1青報センター

新潟県一12-577

東頸城郡 ひがしくびきぐん 牧村 まき

(東 頸城郡 ひがしくびきぐん 牧村 まき)

新潟県東頸城郡牧村是

大正9.9

〔大正5年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一12-319

東頸城郡 ひがしくびきぐん 安塚町 やすつか

(東 頸城郡 ひがしくびきく乳 菱里村 ひしざと)

新潟県東頸城郡菱里村是調査

大正9.8

〔大正7年12月 末現在〕

*東京大学経済学部

新潟県一12-509

東頸城郡 ひがしくびきぐん 松代町 まつだい

(東 頸城郡 ひがしくびきく乳 松代村 まつ拙 ・)

農村経済調査 明治44年 度其4

東頸城郡松代村

大正2.5

〔明治44年12月 末現在〕

*一 橋大学経済研究所

新潟県一12-540

東頸城郡 ひがしくびきぐん 安塚町 やすつか

(東 頸城郡 ひがしくびきぐん 安塚村 やすっか)

農村繧斉調査 大正元年度其5

新潟県東頸城郡安塚村

大正4.2

〔明治45年 現在〕

*一 橋大学附属図書館

新潟県一12-401

一49



北 陸

東頸城郡 ひがしくびきぐん 安塚町 やすつか

(東 頸城郡 ひがしくびきくツし安塚村 やすっか)

安塚村治一班 付村是

大正10.ll

〔大正9年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一12-444

見附市 みつけし

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん 今町 いま)

新潟県南蒲原郡今町々是

〔大正6.3〕

「是」のみ 大正6年3月23日 設定

*調 査中

新潟県一7-565

見附市 みつけし

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん

葛巻村 くずまき)

農村経済調査 南蒲原郡葛巻村

明治45.4

〔明治42年 末現在〕

*日 本経済統計1青報センター

新潟県一6-767

見附市 みつけし

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん

見附町 みつけ)

南蒲原郡見附町是

大正6.12

大正5年

*新 潟県立図書館

新潟県略一655

見附市/栃尾市 みつけし/とちおし

(古 志郡 こしぐん 上北谷村 かみきただに)

新潟県古志郡上北谷村々是調査書

明治36.8

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*新 潟県立図書館

新潟県一9-313

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん

(南 魚沼郡 みなみうおぬまぐん)

新潟県南魚沼郡是

大正8.4

大正4年 但し是中心

*東 京大学経済学部

新潟県一ll-1

見附市 みつけし

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん

葛巻村 くずまき)

新潟県南蒲原郡葛巻村是

大正6.7

〔大正5年12月 末現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県一6-801

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん 塩沢町 しおざわ

(南 魚沼郡 みなみうおぬまぐん 吉里村 よしざと)

新潟県南魚沼郡吉里村々是調査書

明治36.6

〔明治34年 現在〕 第5回 内国勧業博覧会出品

*日 本経済統計情報センター

新潟県一ll-60

一50一



北 陸

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん 大和町 やまと

(南 魚沼郡 みなみうおぬまぐん

大崎村 おおさき)

農村経済調査 其5南 魚沼郡大崎村

明治45.1

〔明治42年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一ll-190

南蒲原郡 みなみかんばらぐん

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん)

新潟県南蒲原郡是 付調査書

大正9.ll

大正4年 末現在

*日 本経済統計情報センター

新潟県一6-1

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん 大和町 やまと

(南 魚沼郡みなみうおぬまぐん 東村 ひがし)

新潟県南魚沼郡東村々是

大正7.1

大正4年 現在

*東 京大学経済学部

新潟県一11-225

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 栄町 さかえ

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん 大面村おおも

新潟県南蒲原郡大面村是

大正6.10

〔大正4年12月 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一7-164

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん 大和町 やまと

(南 魚沼郡 みなみうおぬまぐん

藪神村 やぶかみ)

藪神村是調査

大正10.7

〔大正6年3月 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一ll-145

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 栄町 さかえ

(南 蒲原郡みなみかんばらぐん 大面村 おおも)

新潟県南蒲原郡大面村第2期 村是

昭和3年3月

昭和3.7

〔大正14年12.月 現在〕

*東 京大学経済学部

新潟県+225

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん 湯沢町 ゆざわ

(南 魚沼郡 みなみうおぬまぐん

土樽村 っちだる)

農村経済調査 明治44年 度

新潟県南魚沼郡土樽村

大正4.7

〔明治43年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一ll-31

南蒲原郡 みなみかんばらく乳 下田村 しただ

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん

鹿峠村 かとうげ)

新潟県南蒲原郡鹿峠村是 大正6年 調査

〔大正6.〕

大正6年

*農 林水産省農業総合研究所

新潟県一7-88

一51



北 陸

南蒲原郡 みなみかんばらく乳 下田村 しただ

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん

長沢村 ながさわ)

農村経済調査 大正元年度其1

新潟県南蒲原郡長沢村

大正2.ll

〔大正2年3月 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一6-859

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 下田村 しただ

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん

長沢村 ながさわ)

新潟県南蒲原郡長沢村々是

〔大正6.〕

〔大正5年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一6-899

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 下田村 しただ

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん

森町村 もりまち)

森町村是

大正7.7

大正4年 新潟県内務部刊の『村是精神普及

法』(大正8.3)は 同村下田尋常高等小学校の

編集になる村是実行の具体的方策・宣伝方法

についての冊子を再版したもの。

*日 本経済統計清報センター

新潟県一7-1

南蒲原郡 みなみかんばらくん 田上町 たがみ

(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん 田上村たがみ)

新潟県南蒲原郡田上村是

〔大正6.ll〕

「是」のみ

*調 査中

新潟県+579

村上市 むらかみし

(岩 船郡 いわふねぐん 岩船町 いわふね)

新潟県岩船郡岩船町是 大正4年

大正7.7

〔大正4年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一14-886

村上市 むらかみし

(岩 船郡 いわふねぐん 上海府村かみかいふ)

農村経済調査 明治44年 度其8

岩船郡上海府村

大正3.1

〔明治44年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

新潟県一15-1

村上市 むらかみし

(岩 船郡 いわふねぐん 山辺里村 さべり)

農村経済調査 其9岩 船郡山辺里村

明治45.6

〔明治42年12月 末現在〕

*一 橋大学附属図書館

新潟県一15-35

村上市 むらかみし

(岩 船郡 いわふねぐん 村上本町 むらう刷 まん)

村上本町是

〔不詳〕

〔大正3年 末 日現在〕

*調 査中

新潟県一15-806

一52一



北 陸

富 山 県

富山県農会農事調査趣旨 付同規程同項目

明治34.8

*農 林水産省農業総合研究所

富山県一1

高岡市 たかおかし

(射 水郡 いみずぐん 横田村 よこた)

富山県射水郡横田村是調査書

明治44.10

明治43年

*日 本経済統計情報センター

富山県一456

射水郡 いみずぐん 小杉町 こすぎ

(射 水郡 いみずぐん 黒河村 くろかわ)

富山県射水郡黒河村経済調査書

大正4.8

大正3年

*農 林水産省農業総合研究所

富山県一665

上新川郡かみにいかわく乳 大山町 おおやま

(上 新川郡 かみにいかわぐん

大庄村 おおしょう)

上新川郡大庄村農是調査書

大正7.11

大正5年

*国 立国会図書館

富山県一55

高岡市 たかおかし

(射 水郡 いみずぐん 佐野村 さの)

富山県射水郡佐野村農事調査報告書

明治34.ll

明治34年

*農 林水産省農業総合研究所

富山県一623

富山市 とやまし

(上 新川郡 かみにいかわぐん

大広田村 おおひろた)

富山県上新川郡大広田村農是調査書

大正5.3

大正4年

*東 京大学経済学部

富山県一8

中新川郡 な脳こいかわぐん 上市町 かみいち

(中 新川郡 なかにいかわぐん

相ノ木村 あいのき)

富山県中新川郡相ノ木村経済調査書

大正5.1

大正2年 末日現在

*魚 津市立図書館

富山県一ll7

西砺波郡 にしとなみぐん 福光町 ふくみつ

(東 砺波郡 ひがしとなみぐん 山田村 やまだ)

富山県東砺波郡山田村是調査書

大正11.3

大正9年 現在

*日 本経済統計情報センター

富山県一969

一53一
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婦負郡 ねいぐん

(婦 負郡 ねいぐん)

富山県婦負郡是資料 巻之1行 政之部

明治42.4

明治39年 中または41年1月1日 現在

*農 林水産省農業総合研究所

富山県一173

東砺波郡 ひがしとなみぐん 城端町 じょうはな

(東 砺波郡ひがしとなみぐん蓑谷村みのたに)

富山県東砺波郡蓑谷村農是調査書

明治43.10

明治42年 末現在

*東 京大学農学部図書館

富山県一812

婦負郡 ねいぐん

(婦 負郡 ねいぐん)

富山県婦負郡是資料 巻之2産 業之部甲

明治42.4

明治39年 中または41年1月1日 現在 落丁

あり

*農 林水産省農業総合研究所

富山県一282

氷見市 ひみし

(氷 見郡 ひみぐん 女良村 めら)

富山県氷見郡女良村是調査書

大正10.7

〔大正7年 現在〕落丁あり

*富 山県立図書館

富山県一720

婦負郡 ねいぐん

(婦 負郡 ねいぐん)

富山県婦負郡是資料 巻之3産 業之部乙

明治42.4

明治39年 中または41年1月1日 現在 落丁

あり

*農 林水産省農業総合研究所

富山県一370

東砺波郡 ひがしとなみぐん 由1町 しょうがわ

(東 砺波郡 ひがしとなみく先 種田村 たねた)

富山県東砺波郡種田村農是調査書

大正14.5

大正13年 現在

*農 林水産省農業総合研究所

富山県一906

石 川 県

加賀市 かがし

(江 沼郡 えぬまぐん 作見村 さくみ)

石川尉 ロ賀国江沼郡作見村々是調査書

明治37.2

〔明治35年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*国 立国会図書館

石川県一88

鹿島郡 かしまぐん

(鹿 島郡 かしまぐん)

鹿島郡是

〔不詳〕

〔明治43年 現在〕 『郡市是』(出版事項不明)

所収。

*金 沢市立玉川図書館

石川県一554

一54一
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金沢市 かなざわし

(石 川郡 いしかわぐん 安原村 やすはら)

石川県石川郡安原村村是

明治34.5

明治32年 前田正名の直接指導による模範調

査 第5回 内国勧業博覧会出品 「町村是調査

標準」に参考として収録されている

*東 京大学経済学部

石川県一240

金沢市 かなざわし

(石 川郡 いしかわぐん 安原村 やすはら)

石川郡安原村村是調査報告書

明治33.8

村是調査に係った鏡保之助の報告会に於ける

講演録

*日 本経済統計情報センター

石川県一311

金沢市 かなざわし

(石 川郡 いしかわぐん 安原村 やすはら)

石川県加賀国石川郡安原村村是調査成蹟書

明治37.2

村是調査に係った鏡保之助の報告会に於ける

講演の抜葦他

*日 本径済統計1青報センター

石川県一338

金沢市 かなざわし

(河 北郡 かほくぐん 金川村 かなかわ)

石川県加賀国河北郡金川村々是調査書

明治37.2

小松市 こまつし

(能 美郡 のみぐん 沖杉村 おきすぎ)

石川県加賀国能美郡沖杉村是調査書

明治37.2

〔明治35年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*国 立国会図書館

石川県一130

小松市 こまつし

(能 美郡 のみぐん 金野村 かねの)

村是調査書 明治36年 調 復刻版

〔明治36年12月 末現在〕 『金野乃郷土史』

(金野の郷土史編集委員会編,昭 和50.12刊)

所収。

石川県一207

小松市/加 賀市 こまつし/かがし

(江 沼郡 えぬまぐん 月津村 つきつ)

江沼郡月津村々是調査

明治44.11

〔明治43年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

石川県一1

珠洲郡 すずぐん

(珠 洲郡 すずぐん)

石川県珠洲郡是

明治44.11

〔明治43年 度現在〕 「是」のみ

*一 橋大学経済研究所

石川県一731

〔明治35年10月1日 現在〕 第5回 内国勧業

博覧会出品

*国 立国会図書館

石川県一456

一55一



北 陸

珠洲市 すずし

(珠 洲郡 すずぐん 三崎村 みさき)

石川県能登国珠洲郡三崎村是調査書

明治37.2

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*国 立国会図書館

石川県一813

松任市 まつとうし

(石 川郡 いしかわぐん 一木村 ひとつぎ)

石川県加賀国石川郡一木村是調査書

明治37.2

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*国 立国会図書館

石川県一371

七尾市 ななおし

(鹿 島郡 かしまぐん 矢田郷村 やたこう)

石川県能登国鹿島郡矢田郷村々是調査書

明治37.2

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*国 立国会図書館

石川県一583

羽咋市 はくいし

(羽 咋郡 はくいぐん 北邑知村 きたおおち)

石川県能登国羽咋郡北邑知村是調査書

明治37.2

〔明治34年 現在〕 第5回 内国勧業博覧会出品

*国 立国会図書館

石川県一506

鳳至郡 ふげしぐん

(鳳 至郡 ふげしぐん)

鳳至郡是

〔不詳〕

〔明治43年 現在〕『郡市是』所収。

*金 沢市立玉川図書館

石川県一627

鳳至郡 ふげしぐん 柳田村 やなぎだ

(鳳 至郡 ふげしぐん 柳田村 やないだ)

石川県能登国鳳至郡柳田村是調査書

明治37.1

〔明治34年 現在〕 第5回 内国勧業博覧会出品

*国 立国会図書館

石川県一681

福 井 県

足羽郡 あすわぐん 美山町 みやま

(大 野郡おおのぐん 上味見村 かみあじみ)

上味見村是並其実行方法及実績

〔不詳〕

明治43年4月1日 設定村是と大正4年 次にお

ける結果報告。

*美 山町教育委員会

福井県一1-121

今立郡 いまだてぐん 今立町 いまだて

(今 立郡 いまだてぐん 服間村 ふくま)

服間村是

明治44.5

明治43年1月 現在

*福 井市立郷土歴史博物館

福井県一1-756

遠敷郡 おにゅうぐん 上中町 かみなか

(遠 敷郡 おにゅうぐん 鳥羽村 とば)

福井県遠敷郡鳥羽村是

明治43.10

〔明治41年12月 現在〕

*農 林水産省農業総合研究所

福井県一2-1069
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北 陸

小浜市 おばまし

(遠 敷郡 おにゅうぐん 今富村 いまとみ)

遠敷郡今富村村是調査書

〔明治36.〕

〔明治35年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*中 村孫祐氏

福井県一2-ll35

坂井郡 さかいぐん 芦原町 あわら

(坂 井郡 さかいぐん 本荘村 ほんじょう)

村 是

明治44.9

〔明治41年 度現在〕

*芦 原町下番区(調 査中)

福井県一1-272

坂井郡 さかいぐん 坂井町 さかい

(坂 井郡 さかいぐん 木音附 きべ)

村 是

明治45.3

〔明治41年 現在〕

*福 井大学附属図書館

福井県一1-511

坂井郡 さかいぐん 春江町 はるえ

(坂 井郡 さかいく乳 春江村 はるえ)

村是 〔明治42年 〕

〔不詳〕

元の資料は 「福井県坂井郡春江村是 明治42

年8月ll日 調製」の表紙のもとに「村是 大正5

年1.月5日 改調」(「是」のみ)と「村是」(明治42

年の内容と思われる)が合綴されている。撮影

の都合上、表紙・「村是 大正5年1月5日 改

調」と「村是〔明治42年 〕」に分割して撮影した。

落丁あり

*春 江町役場

福井県一1-452

坂井郡 さかいぐん 春江町 はるえ

(坂 井郡 さかいぐん 春江村 はるえ)

村是 大正5年1月5日 改調

〔不詳〕

元の資料は「福井県坂井郡春江村是 明治42

年8月ll日 調製」の表紙のもとに「村是 大正5

年1月5日 改調」(「是」のみ)と「村是」(明治42

年の内容と思われる)が合綴されている。撮影

の都合上、表紙 ・「村是 大正5年1月5日 改

調」と「村是〔明治42年 〕」に分割して撮影した。

*春 江町役場

福井県一1-438

坂井郡 さかいぐん 丸岡町 まるおか

(坂 井郡 さかいぐん 高椋村 たかぼこ)

村 是

明治429

〔明治41年 末現在〕落rあ り

*福 井市立郷土歴史博物館

福井県一1-317

坂井郡 さかいぐん 三国町 みくに

(坂 井郡 さかいぐん 三国町 みくに)

坂井郡三国町々是

〔不詳〕

明治41年12月 末 日現在

*三 国町郷土資料館

福井県一1-206

鯖江市 さばえし

(今 立郡い就 てく乳 新横江村 しんよこえ)

福井県今立郡新横江村是

明治42.9

〔明治41年 末現在〕

*小 浜市立図書館

福井県一2-1
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北 陸

鯖江市 さばえし

(今 立郡 いまだてぐん 舟津村 ふなつ)

今立郡舟津村是

〔明治42.12〕

明治41年 末現在

*斎 藤多久馬氏

福井県一1-1086

敦賀市 つるがし

(敦 賀郡 つるがぐん 松原村 まつはら)

福井県敦賀郡松原村是

明治41.8

明治35年 末現在 第2版 第5回 内国勧業博

覧会出品

*日 本経済統計情報センター

福井県一2-134

武生市 たけふし

(今 立郡 いまだてぐん 北 日野村 きたひの)

福井県今立郡北日野村是

明治43.3

〔明治41年 現在〕

*調 査中

福井県一1-986

武生市 たけふし

(今 立郡 いまだてぐん 国高村 くにたか)

国高村是

明治43.10

明治41年 末現在

*農 林水産省農業総合研究所

福井県一1-568

敦賀市 つるがし

(敦 賀郡 つるがぐん 中郷村 なかのこう)

中郷村是 明治43年 調査

〔不詳〕

明治43年

*早 稲田大学図書館

福井県一2-283

敦賀市 つるがし

(敦 賀郡 つるがぐん 東郷村 ひがしのこう)

福井県敦賀郡東郷村是

〔不詳〕

明治43年12月 調

*早 稲 田大学図書館

福井県一2-264

福井市/坂井郡 ふくいし/さかいぐん

三国町 みくに

(坂 井郡 さかいぐん 浜四郷村 はましごう)

村 是

明治44.6

〔明治43年 末現在〕

*福 井大学附属図書館

福井県一1-130

三方郡 みかたぐん

(三 方郡 みかたぐん)

福井県三方郡是

大正5.4

大正3年 度現在 郡は明治41年5月 訓令第2

号をもって村是調査を指示し,郡 内7ヶ 村の村

是資料提出をみる。後郡是を制定する。

*農 林水産省農業総合研究所

福井県一2-319

三方郡 みかたぐん 三方町 みかた

(三 方郡 みかたぐん 十村 と)

福井県三方郡十村村是

明治42年12月 末日現在調

〔不詳〕

明治42年12月 末 日現在

*早 稲田大学図書館

福井県一2-805
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北 陸

三方郡 みかたぐん 三方町 みかた

(三 方郡 みかたぐん 西田村 にしだ)

三方郡西田村是

大正3.2

〔不詳〕

*早 稲田大学図書館

福井県一2-772

三方郡 みかたぐん 美浜町 みはま

(三 方郡みかたぐん 南西郷村 みなみさいこう)

福井県三方郡南西郷村是

明治45.5

明治42年3月 末調

*早 稲田大学図書館

福井県一2-834

三方郡 みかたぐん 三方町 みかた

(三 方郡 みかたぐん 八村 や)

福井県三方郡八村是

〔明治43.9〕

「是」のみ

*早 稲 田大学図書館

福井県一2-642

三方郡 みかたぐん 美浜町 みはま

(三 方郡 みかたぐん 耳村 みみ)

福井県三方郡耳村是

〔大正2.11〕

〔大正元年12月 現在〕

*早 稲田大学図書館

福井県一2-961

三方郡 みかたぐん 三方町 みかた

(三 方郡 みかたぐん 八村 や)

福井県三方郡八村是

昭和5.6

〔昭和2ま たは3年 現在〕

*東 京大学経済学部

福井県一2-666

吉田郡 よしだぐん 松岡町 まっおか

(吉 田郡 よしだぐん 五領ケ島村 ごりょうがしま)

村 是

明治43.12

〔明治42年12月 末現在〕

*福 井市立郷土歴史博物館

福井県一1-1

三方郡 みかたぐん 美浜町 みはま

(三 方郡みかたく乳 北西郷村 きたさいこう)

福井県三方郡北西郷村是

大正元.12

〔不詳〕

*早 稲田大学図書館

福井県一2-930

三方郡 みかたぐん 美浜町 みはま

(三 方郡 みかたぐん 山東村 さんとう)

福井県三方郡山東村是

大正2.6

「是」のみ

*早 稲田大学図書館

福#県 一2-1003
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中 部

山 梨 県

甲府市 こうふし

(西 山梨郡 にしやまなしぐん)

清田村/国里村 きよた/くにさと

山梨県西山梨郡清田村・国里村村是

大正4.7

大正2年 度現在

*日 本経済統計1青報センター

山梨県・長野県一1

中巨摩郡 なかこまぐん 櫛形町 くしがた

(中 巨摩郡 なかこまぐん 豊村 ゆたか)

山梨県中巨摩郡豊村是調査書

大正3.5

明治44年 度現在

*日 本経済統計清報センター

山梨県・長野県一244

長野市 ながのし

(上 水内郡 かみみのちぐん 大豆島村 まめしま)

長野県上水内郡大豆嶋村々是調査

〔明治41.10〕

明治40年12月 末現在

*県 立長野図書館

山梨県・長野県一644

東筑摩郡 ひがしちくまぐん

(東 筑摩郡 ひがしちくまぐん)

東筑摩郡農是

〔大正3.5〕

明治44年 度現在

*東 京大学経済学部

山梨県・長野県一432

岐 阜 県

長 野 県

小諸市 こもろし

(北 佐久郡 きたさくぐん 小諸町 こもろ)

長野県北佐久郡小諸町是

明治41.10

〔明治40年12月 調〕

*日 本経済統計1青報センター

山梨県・長野県一344

須坂市 すざかし

(上 高井郡 かみたかいぐん 日野村 ひの)

長野県上高井郡日野村村是調査

明治37.5

明治35年10月 現在 第5回 内国勧業博覧会

出品

*東 京大学経済学部

山梨県・長野県一577

揖斐郡 いびぐん 大野町 おおの

(揖 斐郡 いびぐん 川合村 かわい)

岐阜県揖斐郡川合村是 大正3年12月 調

〔不詳〕

大正2年 度現在

*日 本経済統計情報センター

岐阜県一316

揖斐郡 いびぐん 坂内村 さかうち

(揖 斐郡 いびぐん 坂内村 さかうち)

岐阜県揖斐郡坂内村是

大正4.ll

〔大正3年 末現在〕

*早 稲田大学図書館

岐阜県一127
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揖斐郡 いびぐん 谷汲村 たにぐみ

(揖 斐郡 いびぐん 横蔵村 よこくら)

岐阜県揖斐郡横蔵村是 大正7年12月 調

〔不詳〕

大正6年 度現在

*岐 阜県図書館

岐阜県一1

恵那郡 えなぐん

(恵 那郡 えなぐん)

恵那郡是提要

明治42.6

〔明治42年4月1日 現在〕

*一 橋大学経済研究所

岐阜県一551

恵那郡 えなぐん 加子母村 かしも

(恵 那郡 えなぐん 加子母村 かしも)

岐阜県恵那郡加子母村是

〔明治41.2〕

明治40年12月 現在

*日 本経済統計情報センター

岐阜県一721

山県郡 やまがたぐん 美山町 みやま

(山 県郡 やまがたぐん 葛原村 くずはら)

岐阜県山県郡葛原村是

大正5.11

大正4年

*国 立国会図書館

岐阜県一399

一61

中 部

静 岡 県

御殿場市 こてんばし

(駿 東郡 すんとうぐん 玉穂村 たまほ)

静岡県駿東郡玉穂村是

大正7.12

〔大正5年 末現在〕

*国 立国会図書館

静岡県一216

志太郡 しだぐん 大井川町 おおいがわ

(志 太郡 しだぐん 静浜村 しずはま)

静浜村是 大正5年6月 調製

〔大正5.6〕

〔大正4年 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

静岡県一544

清水市 しみずし

(庵 原郡 いはらぐん 飯田村 いいだ)

飯田村々是 明治36年3月

明治36.9

明治34年12月 末現在 第5回 内国勧業博覧

会へ向けての県農会の調査指定村 但し出品

せず?

*東 京大学農学部図書館

静岡県一349

清水市 しみずし

(庵 原郡 いはらぐん 小島村 おじま)

小島村経済調査書 明治43年1月 調査

明治44.12

明治43年1月 村是調査と同様式

*国 立国会図書館

静岡県一449



中 部

田方郡 たがたぐん 函南町 かんなみ

(田 方郡 たがたぐん 函南村 かんなみ)

静岡県田方郡函南村々是調査資料

大正4.1

大正2年12月 末現在

*石 山昭次郎氏

静岡県一88

榛原郡 はいばらぐん 榛原町 はいばら

(榛 原郡 はいばらぐん 勝間田村 かつまた)

静岡県榛原郡勝間田村村是調査

明治36.6

〔明治34年12月 末現在〕 第5回 内国勧業博

覧会出品

*日 本経済統計情報センター

静岡県一580

三島市 みしまし

(田 方郡 たがたぐん 中郷村 なかさと)

静岡県田方郡中郷村々是調査表

明治36.4

明治34年12月 末現在 第5回 内国勧業博覧

会出品

*東 京大学経済学部

静岡県一1

焼津市 やいつし

(志 太郡 しだぐん 豊田村 とよだ)

静岡県志太郡豊田村経済調査書

明治40.5

明治39年 度

*東 京大学経済学部

静岡県一490

愛 知 県

海部郡 あまぐん 七宝町 しっぽう

(海 東郡 かいとうぐん 伊福村 いふく)

愛知県海東郡伊福村是

明治37.5

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*一 橋大学経済研究所

愛知県一165

一宮市 いちのみやし

(丹 羽郡 にわぐん 時之島村 ときのしま)

愛知県丹羽郡時之島村々是

明治36.4

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品 落丁

多し

*日 本経済統計情報センター

愛知県一108

岡崎市 おかざきし

(額 田郡 ぬかたぐん 藤川村 ふじかわ)

愛知県額田郡藤川村是調査

明治36.12

〔明治34年 末現在〕第5回 内国勧業博覧会

出品

*日 本経済統計情報センター

愛知県一624

尾張旭市 おわりあさひし

(東 春日井郡 ひがしかすがいぐん

新居村 あらい)

愛知県東春日井郡新居村是

明治37.2

〔明治35年現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*日 本経済統計情報センター

愛知県一1

一62



中 部

刈谷市 かりやし

(碧 海郡 あおみぐん 一ツ木村 ひとつき)

愛知県碧海郡一ツ木村是

明治36.2

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*東 京大学経済学部

愛知県338

豊橋市 とよはしし

(渥 美郡 あつみぐん 豊岡村 とよおか)

愛知県渥美郡豊岡村是

明治35.5

〔明治34年1月 現在〕第5回 内国勧業博覧会

出品(非撰定村)

*日 本経済統計情報センター

愛知県一llO3

新城市 しんしろし

(南 設楽郡 みなみしたらくツし西郷村さいこう)

愛知県南設楽郡西郷村是

明治36.8

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*日 本経済統計情報センター

愛知県一850

常滑市/知多郡 とこなめし/ちたぐん

美浜町 みはま

(知 多郡 ちたぐん 坂井村 さかい)

愛知県知多郡坂井村村是

明治36.10

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*日 本経済統計情報センター

愛知県一255

西尾市 にしおし

(幡 豆郡 はずぐん 西野町村 にしのまち)

愛知県幡豆郡西野町村々是

明治36.ll

明治35年9月1日 現在 第5回 内国勧業博覧

会出品

*日 本経済統計情報センター

愛知県一419

西春 日井郡 にしかすがいく先 師勝町 しかつ

(西 春日井郡にしかすがいぐん 鹿田村 しかた)

愛知県西春日井郡鹿田村是

明治36.7

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*国 立国会図書館

愛知県一58

豊田市 とよたし

(西 加茂郡 にしかもぐん 高橋村 たかはし)

愛知県西加茂郡高橋村是

〔大正6.ll〕

「是」のみ 撰定優良村

*日 本経済統計情報センター

愛知県一795

幡豆郡/額田郡 はずぐん/ぬかたぐん

吉良町/額田町 きら/ぬかた

(額 田郡 ぬかたぐん 栄枝村 さかえ)

愛知県額田郡栄枝村是調査

〔不詳〕

明治34年 現在 郡農会撰定村 但し博覧会に

は出品せず

*日 本経済統計1青報センター

愛知県一724

一63一



中 部

宝飯郡 ほいぐん 一宮町 いちのみや

(宝 飯郡 ほいぐん 桑富村 くわとみ)

愛知県宝飯郡桑富村々是調査

明治36.10

〔明治35年6.月 現在〕 第5回 内国勧業博覧会

出品

*日 本経済統計情報センター

愛知県一1014

阿山郡 あやまぐん 大山田村 おおやまだ

(阿 山郡 あやまぐん 布引村 ぬのひき)

三重県阿山郡布引村是

大正元.9

〔明治43年12月 末現在〕

*日 本経済統計情報センター

三重県一182

宝飯郡 ほいぐん 一宮町 いちのみや

(人 名郡 やなぐん 豊津村 とよつ)

愛知県八名郡豊津村是調査

明治36,9

〔明治34年 現在〕 「八名郡農会報」第27号

付録

*農 林水産省農業総合研究所

愛知県一498

三 重 県

阿山郡 あやまぐん 阿山町 あやま

(阿 山郡 あやまぐん 玉滝村 たまたき)

模範農村玉滝村

大正2.7

〔明治35年 調〕

玉滝村々是収載

・*日 本経済統計1青報センター

三重県一302

阿山郡 あやまぐん 阿山町 あやま

(阿 山郡 あやまぐん 靹田村 ともだ)

三重県阿山郡靹田村々是

明治44.5

〔明治41年12月 現在〕

*日 本経済統計情報センター

三重県一496

一志郡 いちしぐん 三雲町 みくも

(一 志郡 いちしぐん 鵠村 かささぎ)

三重県一志郡鵠村是

明治37.5

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*村 田直方氏

三重県一669

上野市 うえのし

(阿 山郡 あやまぐん 小 田村 おだ)

三重県阿山郡小田村々是

大正7.9

〔大正3年12月 末調〕

*国 立国会図書館

三重県一創

志摩郡 しまぐん 阿児町 あご

(志 摩郡 しまぐん 鵜方村 うがた)

三重県志摩郡鵜方村是

明治36.8

〔明治35年1月 現在〕 第5回 内国勧業博覧会

出品のため調査 但し,出品せず(?)

*国 立国会図書館

三重県一623

一64一



中 部

鈴鹿市 すずかし

(河 芸郡 かわげぐん 白子町 しろこ)

白子町是

明治36.12

〔明治34年 末現在〕 三重県農会報号外 第5

回内国勧業博覧会出品

*東 京大学経済学部

三重県一1

一65一



近 畿

滋 賀 県

近江八幡市 おうみはちまんし

(蒲 生郡 がもうぐん 金田村 かなた)

滋賀県蒲生郡金田村是

〔明治35.12〕

明治34年 度 第5回 内国勧業博覧会出品

*滋 賀県庁総務部総務課

滋賀県一3-1

大津市 おおつし

(滋 賀郡 しがぐん 雄琴村 おごと)

滋賀県滋賀郡雄琴村是

〔明治35.12〕

明治34年 現在 第5回 内国勧業博覧会出品

*日 本経済統計情報センター

滋賀県一1-1

蒲生郡 がもうぐん 竜王町 りゅうおう

(蒲 生郡 がもうぐん 鏡山村 かがみやま)

滋賀県蒲生郡鏡山村是

〔大正10.8〕

大正7年

*日 本経済統計情報センター

滋賀県一3-89

神崎郡 かんざきぐん 能登川町 のとがわ

(神 崎郡 かんざきく先 栗見荘村 くりみしょう)

滋賀県神崎郡栗見荘村是

〔不詳〕

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

落丁あり

*東 京大学経済学部

滋賀県一3-306

草津市 くさつし

(栗 太郡 くりたぐん 常盤村 ときわ)

滋賀県栗太郡常盤村是

〔明治44.〕

明治42年 郡の指定による調査

*農 林水産省農業総合研究所

滋賀県一1-81

栗太郡 くりたぐん 栗東町 りっとう

(栗 太郡 くりたぐん 大宝村 たいほう)

滋賀県栗太郡大宝村是

〔明治35.12〕

明治34年12月 末現在 第5回 内国勧業博覧

会出品

*東 京大学経済学部

滋賀県一1-355

栗太郡 くりたぐん 栗東町 りっとう

(栗 太郡 くりたぐん 葉 山村 はやま)

栗太郡葉山村是

〔明治45.7〕

〔明治43年 末現在〕 郡の指定による調査

*滋 賀県庁総 務部総務課

滋賀県一1-224

甲賀郡 こうかぐん 石部町 いしべ

(甲 賀郡 こうかぐん 石部町 いしべ)

滋賀県甲賀郡石部町是

〔明治43.7〕

〔明治41年 末現在〕

*日 本経済統計1青報センター

滋賀県一2-910

甲賀郡 こうかぐん 甲賀町 こうか

(甲 賀郡 こうかぐん 油 日村 あぶらひ)

滋賀県甲賀郡油日村々是

〔明治42.8〕

〔明治41年 現在〕

*早 稲田大学図書館

滋賀県一2-779

一66一



近 畿

甲賀郡 こうかぐん 甲南町 こうなん

(甲 賀郡 こうかぐん 寺庄村 てらしょう)

滋賀県甲賀郡寺庄村々是

〔大正5.6〕

大正3年

*日 本経済統計情報センター

滋賀県+148

甲賀郡 こうかぐん 水口町 みなくち

(甲 賀郡 こうかぐん 伴谷村 ばんたに)

伴谷村是実施後ノ実況調査書

〔不詳〕

〔明治40年 現在〕落丁あり

*東 京大学経済学部

滋賀県一2-726

甲賀郡 こうかぐん 甲南町 こうなん

(甲 賀郡 こうかぐん 宮村 みや)

滋賀県甲賀郡宮村々是

〔明治44.7〕

明治42年 落 丁あり

*早 稲田大学図書館

滋賀県一2-1

坂田郡 さかたぐん 近江町 おうみ

(阪 田郡 さかたぐん 法1生寺村 ほうしょうじ)

滋賀県阪田郡法性寺村是

〔不詳〕

〔明治35年1月1日 調〕第5回 内国勧業博覧

会出品

*東 京大学経済学部

滋賀県一3-447

甲賀郡 こうかぐん 土山町 っちやま

(甲 賀郡 こうかぐん 土山町 っちやま)

滋賀県甲賀郡土山町々是

〔大正10.12〕

大正8年

*日 本経済統計1青報センター

滋賀県一2-302

東浅井郡 ひがしあざいぐん 浅井町 あざい

(東 浅井郡 ひがしあざいくツし七尾村 ななお)

滋賀県東浅井郡七尾村是

明治35.12

明治35年 現在 第5回 内国勧業博覧会出品

*滋 賀県庁総務部総務課

滋賀県一3-499

甲賀郡 こうかぐん 水 口町 みなくち

(甲 賀郡 こうかぐん 柏木村 かしわぎ)

滋賀県甲賀郡柏木村々是

〔明治45.6〕

〔明治43年 現在〕

*日 本経済統計1青報センター

滋賀県一2-511

彦根市 ひこねし

(犬 上郡 いぬかみぐん 日夏村 ひなつ)

滋賀県犬上郡日夏村是

〔不詳〕

明治34年 現在 第5回 内国勧業博覧会出品

*東 京大学経済学部

滋賀県一3-399

甲賀郡 こうかぐん 水口町 みなくち

(甲 賀郡 こうかぐん 伴谷村 ばんたに)

滋賀県甲賀郡伴谷村是

〔明治35.12〕

〔明治34年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*日 本経済統計情報センター

滋賀県一2-674

彦根市 ひこねし

(愛 知郡 えちぐん 稲枝村 いなえ)

滋賀県愛知郡稲枝村是

〔明治35.10〕

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*滋 賀県庁総務部総務課
'滋賀県一3-342

一67一



近 畿

野洲郡 やすぐん 中主町 ちゅうず

(野 洲郡 やすぐん 中里村 なかざと)

中里村是

昭和8.3

〔昭和6年12月 現在〕

*日 本経済統計博報センター

滋賀県一1-428

綾部市 あやべし

(何 鹿郡 いかるかぐん 志賀郷村 しがさと)

志賀郷村是調査書 〔1〕

〔不詳〕

明治44年 末現在

*京 都府立総合資料館

京都府・大阪府一441

野洲郡 やすぐん 野洲町 やす

(野 洲郡 やすぐん 砥王村 ぎおう)

滋賀県野洲郡砥王村是

〔明治35.9〕

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品 巻末

に郡農会指示の「調査項目表」あり

*滋 賀県庁総務部総務課

滋賀県一1-704

綾部市 あやべし

(何 鹿郡 いかるかぐん 志賀郷村 しがさと)

志賀郷村是調査書 〔2〕

〔不詳〕

明治44年 末現在

*京 都府立総合資料館

京都府・大阪府一521

京 都 府

天田郡 あまたぐん 三和町 みわ

(天 田郡 あまたぐん 細見村 ほそみ)

村 是

〔昭和11.10〕

〔昭和7年 末調〕 昭和ll年 経済更生特男i」助成

村に指定 落丁あり

*日 本経済統計1青報センター

京都府・大阪府一1

綾部市/福知山市 あやべし/ふくちやまし

(何 鹿郡 いかるかぐん)

京都府何鹿郡是

大正3.3

明治44年 現在 郡訓令により郡内町村一斉

調査

*京 都府立総合資料館

京都府・大阪府一289

天田郡 あまたぐん 夜久野町 やくの

(天 田郡 あまたくツし上夜久野村 かみやくの)

京都府天田郡上夜久野村是

〔明治36ユ 〕

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品 落丁

あり

*日 本経済統計清報センター

京都府 ・大阪府一140

一68一



近 畿

大 阪 府

和泉市 いずみし

(泉 北郡せんぼくくツし南松尾村 みなみまっお)

大阪府泉北郡南松尾村村是

大正ILl

大正9年 度現在

*国 立国会図書館

京都府・大阪府一675

大阪市 おおさかし住吉区 すみよしく

(東 成郡 ひがしなりぐん 田辺村 たなべ)

大阪府東成郡田辺村々是

〔明治36.3〕

明治34年 末現在

*大 阪府立中之島図書館

京都府・大阪府一605

兵 庫 県

揖保郡 いぼぐん

(揖 保郡 いぼぐん)

兵庫県揖保郡是拉町村是

明治4L7

明治39年 末現在 郡訓令による調査

*日 本経済統計情報センター

兵庫県一1-153

加古川市 かこがわし

(印 南郡 いんなみぐん 上荘村 かみしょう)

兵庫県印南郡上荘村農会是

昭和5.3

昭和3年 「是」中心のもの

*日 本経済統計1青報センター

兵庫県+91

神戸市 こうべし兵庫区 ひょうごく

(有 馬郡 ありまぐん 八多村 はた)

兵庫県有馬郡八多村農事調査報告

明治34.10

〔明治33年 現在〕第5回 内国勧業博覧会出品

*東 京大学経済学部

兵庫県一1-1

宍粟郡 しそうぐん 一宮町 いちのみや

(宍 粟郡 しそうぐん 下三方村 しもみかた)

兵庫県宍粟郡下三方村是

明治38.ll

明治36年 末現在

*兵 庫県立図書館

兵庫県一2-455

宍粟郡 しそうぐん 一宮町 いちのみや

(宍 粟郡 しそうぐん 下三方村 しもみかた)

下三方村勢調査 第2回

明治43.12

〔明治41年12月 末現在〕村是調査資料

*日 本経済統計情報センター

兵庫県一2-235

宍粟郡 しそうぐん 千種町 ちくさ

(宍 粟郡 しそうぐん 千種村 ちくさ)

兵庫県宍粟郡千種村是

大正9.3

大正6年 度現在 郡訓令による調査

*日 本経済統計情報センター

兵庫県一2-1

一69一



近 畿

奈 良 県

生駒郡 いこまぐん 斑鳩町 いかるが

(生 駒郡 いこまぐん 富郷村 とみさと)

奈良県生駒郡富郷村是 明治39年8月 調査

明治41.3

明治39年8月 現在

*日 本経済統計1青報センター

奈良県一2-587

生駒郡 いこまぐん 斑鳩町 いかるが

(生 駒郡 いこまぐん 法隆寺村 ほうりゅうじ)

奈良県生駒郡法隆寺村是 明治40年 度調査

明治41.7

明治40年10月 現在

*日 本経済統計情報センター

奈良県一2-548

生駒市 いこまし

(生 駒郡 いこまぐん 北生駒村 きたいこま)

奈良県生駒郡北生駒村是 明治42年3月 調査

大正元.8

明治42年 現在

*日 本経済統計情報センター

奈良県一2-185

生駒市 いこまし

(生 駒郡 いこまぐん 北倭村 きたやまと)

奈良県生駒郡北倭村是

明治43.11

2版 付 「村是実行成績及村現況ノー班(明治

43年 現在)」

*一 橋大学附属図書館

奈良県一2-242

生駒郡 いこまぐん 三郷町 さんごう

(生 駒郡 いこまぐん 三郷村 みさと)

奈良県生駒郡三郷村是 明治41年12月 調査

明治45.8

明治40年12月 現在

*国 立国会図書館

奈良県一2-665

生駒市 いこまし

(生 駒郡 いこまぐん 北倭村 きたやまと)

奈良県生駒郡北倭村是

大正2.4

3版 付 「村是実行成績及村現況ノー班(大正

元年現在)」

*一 橋大学経済研究所

奈良県一2-394

生駒郡 いこまぐん 平群町 へぐり

(生 駒郡 いこまぐん 平群村 へぐり)

奈良県生駒郡平群村々是 明治41年12月 調査

明治45.7

明治41年1月 現在

*国 立国会図書館

奈良県一2-614

生駒市 いこまし

(生 駒郡 いこまぐん 南生駒村 みなみいこま)

奈良県生駒郡南生駒村是 明治39年11月 調査

明治4L6

明治39年ll月 現在

*日 本経済統計情報センター

奈良県一2-218
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近 畿

宇陀郡 うだぐん

(宇 陀郡 うだぐん)

宇陀郡是

大正7.3

〔大正6年 現在〕

*国 立国会図書館

奈良県一2-704

奈良市 ならし

(生 駒郡 いこまぐん 伏見村 ふしみ)

奈良県生駒郡伏見村是 明治40年 度調査

明治41.8

明治39年5月 現在

*日 本経済統計 情報センター

奈良県一2-39

添上郡 そえかみぐん 月ヶ瀬村 つきがせ

(添 上郡 そえかみぐん 月瀬村 つきせ)

奈良県添上郡月瀬村是

大正8.10

大正7年

*東 京大学経済学部

奈良県一1-461

大和郡山市 やまとこおりやまし

(生 駒郡 いこまぐん 片桐村 かたぎり)

奈良県生駒郡片桐村是 明治42年1月 調査

明治45.8

明治42年 現在

*国 立国会図書館

奈良県一2-152

奈良市 ならし

(添 上郡 そえかみぐん 狭川村 さがわ)

奈良県添上郡狭川村是

大正10.3

大正6年 現在

*奈 良県立奈良図書館

奈良県一1-1

大和郡山市 やまとこおりやまし

(生 駒郡 いこまぐん 平端村 ひらばた)

奈良県生駒郡平端村是 明治39年9月 調査

明治41.5

明治39年9月 現在

*日 本経済統計情報センター

奈良県一2-129

奈良市 ならし

(添 上郡 そえかみぐん 田原村 たわら)

奈良県添上郡田原村是

大正6.12

大正5年

*日 本経済統計情報センター

奈良県一1-181

大和郡山市 やまとこおりやまし

(生 駒郡 いこまぐん 本多村 ほんだ)

奈良県生駒郡本多村是 明治41年12月 調査

明治45.5

明治41年7月 現在

*国 立国会図書館

奈良県一2-101

奈良市 ならし

(生 駒郡 いこまぐん 富雄村 とみお)

奈良県生駒郡富雄村是

明治41.3

明治40年2月 現在

*日 本経済統副情報センター

奈良県一2-1

大和郡山市 やまとこおりやまし

(生 駒郡 いこまぐん 矢 田村 やだ)

奈良県生駒郡矢田村是 明治39年12月 調査

明治41.6

明治39年ll月 現在

*日 本経済統計情報センター

奈良県一2-75

一71



近 畿

和 歌 山 県

有田郡 ありだぐん 湯浅町 ゆあさ

(有 田郡 ありだぐん 田栖川村 たすがわ)

和歌山県有田郡田栖川村是

〔明治45.〕

明治44年

*日 本経済統計情報センター

和歌山県一3-300

那賀郡 ながぐん

那賀郡 ながぐん

和歌山県那賀郡自治之礎 下 〔2〕

大正13.1

〔大正12年3月 末現在〕県制定調査標準に基

づき,大正11年 郡会調査を決議 郡内全36ヶ

町村分村別収載

*東 京大学経済学部

和歌山県一2-150

伊都郡 いとぐん かつらぎ町 かつらぎ

(伊 都郡 いとぐん 見好村 みよし)

見好村是調査書

〔大正2.2〕

明治42～44年 現在 明治42年 郡長指定調査

*和 歌山県立図書館

和歌山県一3-144

那賀郡 ながぐん

(那 賀郡 ながぐん)

和歌山県那賀郡自治之礎 上

大正13.1

〔大正12年3月 末現在〕県制定調査標準に基

づき,大正ll年 郡会調査を決議 郡内全36ヶ

町村分村別収載

*日 本経済統計情報センター

和歌山県一1-238

那賀郡 ながぐん

(那 賀郡 ながぐん)

和歌山県那賀郡自治之礎 下 〔1〕

大正13.1

〔大正12年3月 末現在〕県制定調査標準に基

づき,大正ll年 郡会調査を決議 郡内全36ヶ

町村分村別収載

*東 京大学経済学部

和歌山県一2-1

那賀郡 ながぐん

(那 賀郡 ながぐん)

和歌山県那賀郡自治之礎 下 〔3〕

大正13.1

〔大正12年3月 末現在〕県制定調査標準に基

づき,大 正11年 郡会調査を決議 郡内全36ヶ

町村分村別収載

*東 京大学経済学部

和歌山県一2-270

那賀郡 ながぐん

(那 賀郡 ながぐん)

和歌山県那賀郡自治之礎 下 〔4〕

大正13.1

〔大正12年3月 末現在〕 県制定調査標準に基

づき,大 正ll年 郡会調査を決議 郡内全36ヶ

町村分村別収載

*東 京大学経済学部

和歌山県一2-357

那賀郡 ながぐん

(那 賀郡 ながぐん)

和歌山県那賀郡自治之礎 下 〔5〕

大正13.1

〔大正12年3月 末現在〕県制定調査標準に基

づき・大正11年 郡会調査を決議 郡内全36ヶ

町村分村別収載

*東 京大学経済学部

和歌山県一2-439

一72一



近 畿

那賀郡 ながぐん

(那 賀郡 ながぐん)

和歌山県那賀郡自治之礎 下 〔6〕

大正13.1

〔大正12年3月 末現在〕県制定調査標準に基

づき,大正ll年 郡会調査を決議 郡内全36ヶ

町村分村男1取載

*東 京大学経済学部

和歌山県一2-591

那賀郡 ながぐん

(那 賀郡 ながぐん)

和歌山県那賀郡自治之礎 下 〔7〕

大正13.1

〔大正12年3月 末現在〕県制定調査標準に基

づき,大正11年 郡会調査を決議 郡内全36ヶ

町村分村別収載

*東 京大学経済学部

和歌山県一2-732

和歌山市 わかやまし

(海 草郡 かいそうぐん 雑賀村 さいが)

和歌山県海草郡雑賀村是

〔明治44.6〕

明治43年12月 明治43年 郡訓令第46号 に

よる調査

*和 歌山県立図書館

和歌山県一1-1

和歌山市 わかやまし

(海 草郡 汎 望うく先 中之島村 なかのしま)

中之島村是

〔大正2.8〕

〔大正元年12月 末現在〕 明治43年 郡訓令に

よる 落丁あり

*和 歌山県立図書館

和歌山県一1-ll3

那賀郡 ながぐん 岩出町 いわで

(那 賀郡 ながぐん 岩出町 いわで)

和歌山県那賀郡岩出町々是調査書

明治45.5

明治42年 明治42年 郡指定調査

*国 立国会図書館

和歌山県一3-70

那賀郡 ながぐん 打田町 うちた

(那 賀郡 ながぐん 田中村 たなか)

和歌山県那賀郡田中村々是調査書

大正2.7

〔明治43年9月1日 現在〕

*日 本経済統計情報センター

和歌山県一3-1
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中 国

鳥 取 県

倉吉市 くらよしし

(東 伯郡 とうはくぐん 社村 やしろ)

鳥取県東伯郡社村是

大正2.3

〔明治44年1月1日 現在〕

*日 本経済統計1青報センター

鳥取県一1-ll9

西伯郡 さいはくぐん 会見町 あいみ

(西 伯郡 さいはくぐん 賀野村 かの)

鳥取県西伯郡賀野村是

〔明治44.1〕

〔明治42年 現在〕郡農会の指定調査

*日 本経済統計情報センター

鳥取県一1-429

西伯郡 さいはくぐん

会見町/岸本町 あいみ/きしもと

(西 伯郡 さいはくぐん 幡郷村 はたのこう)

鳥取県西伯郡幡郷村是 大正元年調

〔大正2.4〕

大正元年現在

*京 都大学経済学部

鳥取県一1-487

西伯郡 さいはくぐん 岸本町 きしもと

(日 野郡 ひのぐん 八郷村 やこう)

鳥取県日野郡八郷村是

大正2.3

明治42年 現在

*日 本経済統計情報センター

鳥取県一3-954

西伯郡 さいはくぐん 淀江町 よどえ

(西 伯郡 さいはくぐん 宇 田川村 うだがわ)

鳥取県西伯郡宇田川村是

大正2.3

明治45年

*… 橋大学経済研究所

鳥取県一1-363

鳥取市 とっとりし

(岩 美郡 いわみぐん 美保村 みほ)

岩美郡美保村是

明治37.

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*農 林水産省農業総合研究所

鳥取県一1-1

鳥取市 とっとりし

(気 高郡 けたかぐん 湖山村 こやま)

鳥取県気高郡湖山村々是調査

〔明治36.2〕

明治34年 第5回 内国勧業博覧会出品

*農 林水産省農業総合研究所

鳥取県一1-74

日野郡 ひのぐん

(日 野郡 ひのぐん)

鳥取県日野郡是

大正3.11

明治43年

*日 本経済統計情報センター

鳥取県一1-639

日野郡 ひのぐん

(日 野郡 ひのぐん)

日野郡々是並村是調査方法ノ概要

〔不詳〕

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県+974
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中 国

日野郡 ひのぐん 江府町 こうふ

(日 野郡 ひのぐん 江尾村 えび)

鳥取県日野郡江尾村是

大正2.3

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一2-647

日野郡 ひのぐん 日南町 にちなん

(日 野郡 ひのぐん 多里村 たり)

鳥取県日野郡多里村是

明治45.5

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一3-ll7

日野郡 ひのぐん 江府町 こうふ

(日 野郡 ひのぐん 神奈川村 かながわ)

鳥取県日野郡神奈川村是

明治45.6

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一2-541

日野郡 ひのぐん 日南町 にちなん

(日 野郡 ひのぐん 福栄村 ふくさかえ)

鳥取県日野郡福栄村是

明治45.5

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一3-672

日野郡 ひのぐん 日南町 にちなん

(日 野郡 ひのぐん 阿毘縁村 あびれ)

鳥取県日野郡阿毘縁村是

明治45.5

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一3-324

日野郡 ひのぐん 日南町 にちなん

(日 野郡 ひのぐん

宮内村/霞村 みやうち/かすみ)

鳥取県日野郡宮内村霞村組合村是

明治45.5

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一3-555

日野郡 ひのぐん 日南町 にちなん

(日 野郡 ひのぐん 石見村 いわみ)

鳥取県日野郡石見村是

大正3.12

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一3-840

日野郡 ひのぐん 日南町 にちなん

(日 野郡 ひのぐん 山上村 やまかみ)

鳥取県日野郡山上村是

大正2.8

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一3-430

日野郡 ひのぐん 日南町 にちなん

(日 野郡 ひのぐん

印賀村/菅沢村 いんが/すげさわ)

鳥取県日野郡印賀村菅沢村組合村是

大正3.12

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一3-221
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中 国

日野郡 ひのぐん 日野町 ひの

(日 野郡 ひのぐん

黒坂村/菅福村 くろさか/す げふく)

日野郡黒坂邨菅福邨組合邨是

明治45.5

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一2-742

日野郡 ひのぐん 溝口町 みぞくち

(日 野郡 ひのぐん

二音附/野 上村 にぶ/のがみ)

鳥取県日野郡二部村野上村組合村是

明治45.5

明治42年 現在 刷落ちあり

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一2-1

日野郡 ひのぐん 日野町 ひの

(日 野郡 ひのぐん

根雨村/真住村 ねう/まなすみ)

鳥取県日野郡根雨村真住村組合村是

大正元.10

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一2-860

日野郡 ひのぐん 溝口町 みぞくち

(日 野郡 ひのぐん

溝口彬金岩村傑村 みぞぐちか ない弼さカ・え)

鳥取県日野郡溝口村金岩村栄村組合村是

明治45.5

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一2-194

日野郡 ひのぐん 日野町 ひの

(日 野郡 ひのぐん

渡村/安井村 わたり/やすい)

鳥取県日野郡渡ネ按 井村組合村是

明治45.5

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一3-1

日野郡 ひのぐん 溝口町/江府町みぞくちたうふ

(日 野郡 ひのぐん

米原村/金沢村 よねはら/かなざわ)

鳥取県日野郡米原村金沢村組合村是

大正元.8

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一2-413

日野郡 ひのぐん 溝口町 みぞくち

(日 野郡 ひのぐん 旭村 あさひ)

鳥取県日野郡旭村是

大正元.9

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

鳥取県一2-306

米子市 よなごし

(西 伯郡 さいはくぐん 尚徳村 しょうとく)

鳥取県西伯郡尚徳村是

〔明治44.11〕

〔明治43年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

鳥取県一1-195

米子市 よなごし

(西 伯郡 さいはくぐん 彦名村 ひこな)

鳥取県西伯郡彦名村是 明治42年 調

〔明治43.〕

明治42年 現在

*日 本経済統計情報センター

鳥取県一1-286

一76



中 国

島 根 県

町村農事調査要項

明治37.7

県農会による一連の「農事調査報告書」の調査

顛

*北 海道大学経済学部図書室

島根県+1

町村農事調査要項

明治44.8

*島 根県立図書館

島根県一1-14

飯石郡 いいしぐん 掛合町 かけや

(飯 石郡 いいしぐん 掛合村 かけや)

島根県飯石郡掛合村是

大正5.1

大正2年 「是」のみ

*国 立国会図書館

島根県一5-1

飯石郡 いいしぐん 掛合町 かけや

(飯 石郡 いいしぐん 掛合村 かけや)

島根県飯石郡掛合村農事調査報告書

明治37.5

明治35年 現在

*北 海道大学経済学部図書室

島根県一5-61

町村農事調査要項

大正8.5

*島 根県立図書館

島根県一1-25

飯石郡 いいしぐん 赤来町 あかぎ

(飯 石郡 いいしぐん 来島村 きじま)

島根県飯石郡来島村農事調査報告書

明治36.2

明治34年 現在

*島 根県立図書館

島根県一5-209

飯石郡 いいしぐん 赤来町 あかぎ

(飯 石郡 いいしぐん 来島村 きじま)

島根県飯石郡来島村是調査書

〔大正6.3〕

大正2年 「是」のみ

*農 林水産省農業総合研究所

島根県一5-254

飯石郡 いいしぐん 掛合町 かけや

(飯 石郡 いいしぐん 松笠村 まっかさ)

島根県飯石郡松笠村農事調査報告書

〔明治42.10〕

明治40年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-99

飯石郡 いいしぐん 頓原町 とんばら

(飯 石郡 いいしぐん 頓原村 とんばら)

島根県飯石郡頓原村農事調査報告書

明治45.8

明治42年 現在

*国 立国会図書館

島根県一5-162

出雲市 いずもし

(簸 川郡 ひかわぐん 園村 その)

島根県簸川郡園村農事調査報告書

明治44.12

明治43年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-342

一77一



中 国

出雲市 いずもし

(簸 川郡 ひかわぐん 高松村 たかまつ)

島根県簸川郡高松村農事調査報告書

明治36.6

明治34年 現在

*島 根県立図書館

島根県一5-302

大田市 おおだし

(安 濃郡 あんのぐん 刺鹿村 さすか)

島根県安濃郡刺鹿村農事調査報告概要

〔大正4.6〕

大正2年 現在

*島 根県立図書館

島根県一5-477

出雲市 いずもし

(簸 川郡 ひかわぐん 鳶巣村 とびがす)

島根県簸川郡鳶巣村農事調査報告書

明治37.6

明治35年 度現在

*北 海道大学経済学部図書室

島根県一5-396

大田市 おおだし

安濃郡 あんのぐん 佐比売村 さひめ

島根県安濃郡佐比売村農事調査報告概要

〔大正6.4〕

大正2年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-585

大田市 おおだし

(安 濃郡 あんのぐん 朝山村 あさやま)

島根県安濃郡朝山村農事調査報告概要

〔大正4.10〕

大正2年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-567

大田市 おおだし

(安 濃郡 あんのぐん 富山村 とみやま)

島根県安濃郡富山村農事調査報告概要

〔大正5.8〕

大正2年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-608

大田市 おおだし

(安 濃郡 あんのぐん 大田町 おおた)

島根県安濃郡大田町農事調査報告概要

〔大正6.9〕

大正2年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-439

大田市 おおだし

(安 濃郡 あんのぐん 長久村 ながひさ)

島根県安濃郡長久村農事調査報告書

〔明治36.7〕

明治34年 現在

*北 海道大学経済学部図書室

島根県一5-620

大田市 おおだし

(安 濃郡 あんのぐん 川合村 かわい)

島根県安濃郡川合村農事調査報告書

明治43.8

明治41年 現在

*農 林水産省農業総合研究所

島根県一5-514

大田市 おおだし

(安 濃郡 あんのぐん 波根西村 はねにし)

島根県安濃郡波根西村農事調査報告概要

〔大正元.ll〕

明治44年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-458

一78一



中 国

大田市 おおだし

(安 濃郡あんのぐん 波根東村 はねひがし)

島根県安濃郡波根東村農事調査報告概要

〔大正6.9〕

大正3年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-494

邑智郡 おおちぐん 川本町 かわもと

(逓 摩郡 にまぐん 大家村 おおえ)

島根県遭摩郡大家村農事調査報告書

明治37.ll

明治35年 現在

*島 根県立図書館

島根県一5-1089

大田市 おおだし

(遭 摩郡 にまぐん 大屋村 おおや)

島根県適摩郡大屋村農事調査報告書

明治43.10

明治40年 現在

*国 立国会図書館

島根県一5-704

邑智郡 おおちぐん 川本町 かわもと

(邑 智郡 おおちぐん 三原村 みはら)

島根県邑智郡三原村農事調査報告書

明治38.3

明治35年 現在

*島 根県立図書館

島根県略一1

大田市 おおだし

(遭 摩郡 にまぐん 久利村 くり)

島根県週摩郡久利村農事調査報告書

明治42.3

明治39年 現在

*一 橋大学経済研究所

島根県一5-654

邑智郡 おおちぐん 川本町 かわもと

(逓 摩郡 にまぐん 八代村 やしろ)

島根県遽摩郡八代村農事調査報告書

明治42.10

明治39年 現在

*日 本経済統計情報センター

島根県一5-930

大田市 おおだし

(逓 摩郡 にまぐん 水上村 みなかみ)

島根県遍摩郡水上村農事調査報告書

〔明治42.4〕

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-748

邑智郡 おおちぐん 瑞穂町 みずほ

(邑 智郡 おおちぐん 田所村 たどころ)

島根県邑智郡田所村農事調査報告書

〔明治41.3〕

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一6-41

邑智郡 おおちぐん 石見町 いわみ

(邑 智郡 おおちぐん 矢上村 やかみ)

島根県邑智郡矢上村農事調査報告書

明治36.3

明治34年 現在

*島 根県立図書館

島根県一6-136

邑智郡 おおちぐん 瑞穂町 みずほ

(邑 智郡 おおちぐん 田所村 たどころ)

田所村農事調査書

〔昭和5.4〕

昭和3年 現在 明治41年 調査に準ず

*島 根県立図書館

島根県+100

一79一



中 国

大原郡 おおはらぐん 加茂町 かも

(大 原郡 おおはらぐん 加茂村 かも)

島根県大原郡加茂村農事調査報告書

〔大正元.8〕

明治43年 現在 原本Pl6刷 オチ 丁付P18-21

にトビ

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一4-915

大原郡 おおはらぐん 木次町 きすき

(大 原郡 おおはらぐん 日登村 ひのぼり)

島根県大原郡日登村農事調査報告書

明治36.7

明治34年 現在

*北 海道大学経済学部図書室

島根県一4-1097

大原郡 おおはらぐん 加茂町 かも

(大 原郡 おおはらぐん 神原村 かんばら)

島根県大原郡神原村農事調査報告書

〔明治41.3〕

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一4-1036

大原郡 おおはらぐん 大東町 だいとう

(大 原郡 おおはらぐん 阿用村 あよう)

島根県大原郡阿用村農事調査報告書

大正2.1

明治43年 現在

*日 本経済統計情報センター

島根県一4-591

大原郡 おおはらぐん 加茂町 かも

(大 原郡 おおはらぐん 屋裏村 やうち)

島根県大原郡屋裏村農事調査報告書

〔明治44.3〕

明治42/43年 現在 原本丁付P48-50に トビ

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一4-979

大原郡 おおはらぐん 大東町 だいとう

(大 原郡 おおはらぐん 海潮村 うしお)

島根県大原郡海潮村農事調査報告書

明治42.10

明治39年 現在

*国 立国会図書館

島根県一4-658

大原郡 おおはらぐん 木次町 きすき

(大 原郡 おおはらぐん 木次町 きすき)

島根県大原郡木次町農事調査報告書

〔明治45.3〕

明治43年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一4-221

大原郡 おおはらぐん 大東町 だいとう

(大 原郡 おおはらぐん 海潮村 うしお)

島根県大原郡海潮村是

〔大正8.8〕

〔大正7年 現在〕

*日 本経済統計1青報センター

島根県一4-765

大原郡 おおはらぐん 木次町 きすき

(大 原郡 おおはらぐん 斐伊村 ひい)

島根県大原郡斐伊村農事調査報告書

〔明治43.4〕

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県+279

大原郡 おおはらぐん 大東町 だいとう

(大 原郡 おおはらぐん 海潮村 うしお)

村是調査書 既往及現在ノ部

〔大正8.8〕

〔大正7年 現在〕

*日 本経済統計1青報センター

島根県一4-805

一80



中 国

大原郡 おおはらぐん 大東町 だいとう

(大 原郡 おおはらぐん 佐世村 させ)

島根県大原郡佐世村農事調査報告書

明治44.9

明治42年 現在 奥付欠

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一4-414

隠岐郡 おきぐん 海士町 あま

(海 士郡 あまぐん 海士村 あま)

島根県海士郡海士外三村農事調査報告書

明治36.6

明治34年 度現在 海士.福井.豊 凪 宇受賀

の四村の調査、

*北 海道大学経済学部図書室

島恨県一6-1015

大原郡 おおはらぐん 大東町 だいとう

(大 原郡 おおはらぐん 大東町 だいとう)

島根県大原郡大東町農事調査報告書

大正2.2

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一4-353

鹿足郡 かのあしぐん 柿木村 かきのき

(鹿 足郡 かのあしぐん 柿木村 かきのき)

島根県鹿足郡柿木村農事調査報告書

明治42.8

明治39年 現在

*一 橋大学経済研究所

島根県一6-952

大原郡 おおはらぐん 大東町 だいとう

(大 原郡 おおはらぐん 幡屋村 はたや)

島根県大原郡幡屋村農事調査報告書

明治45.5

明治43年 現在

*日 本経済統計情報センター

島根県一4-532

鹿足郡 かのあしぐん 漸 口野町 つわの

(鹿 足郡 かのあしぐん 木部村 きべ)

島根県鹿足郡木部村農事調査報告書

明治37.6

明治35年 現在

*島 根県立図書館

島根県一6-705

大原郡 おおはらぐん 大東町 だいとう

(大 原郡 おおはらぐん 春殖村 はるえ)

島根県大原郡春殖村農事調査報告書

〔大正元.8〕

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一4-474

鹿足郡 かのあしぐん

漸 ロ野町/日原町 つわの/にちはら

(鹿 足郡 かのあしぐん 小川村 おがわ)

島根県鹿足郡小川村農事調査報告書

大正4.7

大正2年 現在

*島 根県立図書館

島根県一6-743

一81



中 国

鹿足郡 かのあしぐん 日原町 にちはら

(鹿 足郡 かのあしぐん 青原村 あおはら)

島根県鹿足郡青原村農事調査報告概要

大正2.10

明治43/44年 現在 原本P29-30落 丁

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一6-785

江津市 こうっし

(遭 摩郡 にまぐん 波積村 はつみ)

島根県適摩郡波積村農事調査報告書

明治40.5

明治36年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-1034

鹿足郡 かのあしぐん 六日市町 むいかいち

(鹿 足郡 かのあしぐん 朝倉村 あさくら)

島根県鹿足郡朝倉村農事調査報告書

〔明治35.12〕

明治34年 現在 郡模範農事調査報告村に指

定 第5回 内国勧業博覧会出品

*農 林水産省農業総合研究所

島根県略一805

那賀郡 なかぐん 弥栄村 やさか

(那 賀郡 なかぐん 高城村 たかぎ)

島根県那賀郡高城村農事調査報告書

〔明治41.3〕

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一6-239

鹿足郡 かのあしぐん 六日市町 むいかいち

(鹿 足郡 かのあしぐん 蔵木村 くらぎ)

島根県鹿足郡蔵木村農事調査報告書

大正元.12

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県+846

仁多郡 にたぐん 仁多町 にた

(仁 多郡 にたぐん 亀嵩村 かめだけ)

島根県仁多郡亀嵩村農事調査報告書

〔明治42.5〕

明治40年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一4-1

鹿足郡 かのあしぐん 六日市町 むいかいち

(鹿 足郡 かのあしくゐ 七 日市村 なぬかいち)

島根県鹿足郡七日市村農事調査報告書

〔明治41.11〕

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一6-895

仁多郡 にたぐん 仁多町 にた

(仁 多郡 にたぐん 三沢村 みざわ)

島根県仁多郡三沢村農事調査報告書

明治36.4

明治34年 現在 郡模範調査村指定 第5回 内

国勧業博覧会出品

*農 林水産省農業総合研究所

島根県一4-61

一82一



中 国

仁多郡 にたぐん 横田町 よこた

(仁 多郡 にたぐん 馬木村 まき)

島根県仁多郡馬木村農事調査報告概要

〔大正6.7〕

大正3年 度現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一4-144

遭摩郡 にまぐん 温泉津町 ゆのつ

(逓 摩郡 にまぐん 福光村 ふくみつ)

島根県週摩郡福光村農事調査報告書

明治36.4

明治34年 現在

*島 根県立図書館

島根県一5-995

仁多郡 にたぐん 横田町 よこた

(仁 多郡 にたぐん 八川村 やかわ)

島根県仁多郡八川村農事調査報告書

大正3.12

明治44年 現在

*国 立国会図書館

島根県一4-162

能義郡 のぎぐん

(能 義郡 のぎぐん)

島根県能義郡郡勢調査報告書

大正元.12

明治41年12月 末現在 郡下各町村農会に調

査示達,町村是制定をうながす

*早 稲田大学図書館

島根県一3-1

仁多郡 にたぐん 横田町 よこた

(仁 多郡 にたぐん 横田村 よこた)

島根県仁多郡横田村農事調査報告書

明治37.11

明治35年 現在

*島 根県立図書館

島根県一4-98

能義郡 のぎぐん 伯太町 はくた

(能 義郡 のぎぐん 赤屋村 あかや)

島根県能義郡赤屋村農事調査報告書

大正2.3

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-964

適摩郡 にまぐん 温泉津町 ゆのつ

(逓 摩郡 にまぐん 井田村 いだ)

島根県通摩郡井田村農事調査報告書

明治40.7

明治37年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-872

能義郡 のぎぐん 伯太町 はくた

(能 義郡 のぎぐん 井尻村 いじり)

島根県能義郡井尻村農事調査報告書

明治39.5

明治35年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-912

適摩郡 にまぐん 温泉津町 ゆのつ

(逓 摩郡 にまぐん 大浜村 おおはま)

島根県適摩郡大浜村農事調査報告書

明治40.7

明治36年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一5-808

能義郡 のぎぐん 伯太町 はくた

(能 義郡 のぎぐん 井尻村 いじり)

島根県能義郡井尻村第二回農事調査報告書

大正2.6

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-1020

一83



中 国

能義郡 のぎぐん 伯太町 はくた

(能 義郡 のぎぐん 母里村 もり)

島根県能義郡母里村農事調査報告書

〔明治44.1〕

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-799

能義郡 のぎぐん 広瀬町 ひろせ

(能 義郡 のぎぐん 山佐村 やまさ)

島根県能義郡山佐村農事調査報告書

明治44.10

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-632

能義郡 のぎぐん 伯太町 はくた

(能 義郡 のぎぐん 安田村 やすだ)

島根県能義郡安田村農事調査報告書

〔明治43.7〕

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-852

浜田市 はまだし

(那 賀郡 なかぐん 有福村 ありふく)

島根県那賀郡有福村農事調査報告書

〔明治35.12〕

明治34年 現在

*北 海道大学経済学部図書室

島根県一6-302

能義郡 のぎぐん 広瀬町 ひろせ

(能 義郡 のぎぐん 比田村 ひだ)

島根県能義郡比田村農事調査報告書

〔明治44.6〕

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-694

浜田市 はまだし

(那 賀郡 なかぐん 周布村 すふ)

島根県那賀郡周布村農事調査報告書

〔明治42.8〕

明治40年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一6-184

能義郡 のぎぐん 広瀬町 ひろせ

(能 義郡 のぎぐん 広瀬町 ひろせ)

島根県能義郡広瀬町農事調査報告概要

〔大正2.1〕

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-611

益田市 ますだし

(美 濃郡 みのぐん 小野村 おの)

島根県美濃郡小野村農事調査報告書

〔明治42.3〕

明治37年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一6-460

能義郡 のぎぐん 広瀬町 ひろせ

(能 義郡 のぎぐん 布部村 ふべ)

島根県能義郡布部村農事調査報告書

大正2.3

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-753

益田市 ますだし

(美 濃郡 みのぐん 高津村 たかっ)

島根県美濃郡高津村農事調査報告概要

〔大正2,3〕

明治44年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県略一359

一一84



中 国

益田市 ますだし

(美 濃郡 みのぐん 豊川村 とよかわ)

島根県美濃郡豊川村農事調査報告書

明治41.12

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県喝一398

松江市 まつえし

(八 束郡 やつかぐん 朝酌村 あさくみ)

島根県八束郡朝酌村農事調査報告書

〔明治41.12〕

明治40年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-152

益田市 ますだし

(美 濃郡 みのぐん 豊田村 とよだ)

島根県美濃郡豊田村農事調査報告書

明治37.6

明治35年 現在

*北 海道大学経済学部図書室

島根県一6-659

松江市 まつえし

(八 束郡 やつかぐん 生馬村 いくま)

島根県八束郡生馬村農事調査報告書

〔明治41.12〕

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-398

益田市 ますだし

(美 濃郡 みのぐん 二条村 にじょう)

島根県美濃郡二条村農事調査報告書

明治36.6

明治34年 現在

*島 根県立図書館

島根県一6-519

松江市 まつえし

(八 束郡 やつかぐん 忌部村 いんべ)

島根県八束郡忌部村農事調査報告書

明治35.11

明治34年 現在

*島 根県立図書館

島根県一1-349

益田市 ますだし

(美 濃郡 みのぐん 美濃村 みの)

島根県美濃郡美濃村農事調査報告書

明治43.7

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一6-559

松江市 まっえし

(八 束郡 やつかぐん 大野村 おおの)

島根県八束郡大野村農事調査報告書

〔明治45.5〕

明治43年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-711

益田市 ますだし

(美 濃郡 みのぐん 安田村 やすだ)

島根県美濃郡安田村農事調査報告概要

〔大正3.2〕

明治44年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一6-375

松江市 まつえし

(八 束郡 やつかぐん 川津村 かわっ)

島根県八束郡川津村農事調査報告書

〔明治42.5〕

明治40年 現在 落丁あり

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-94

一85



中 国

松江市 まつえし

(八 束郡 やつかぐん 古志村 こし)

島根県八束郡古志村農事調査報告書

〔明治41.3〕

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-527

松江市 まつえし

(八 束郡 やつかぐん 法吉村 ほっき)

島根県八束郡法吉村農事調査報告書

〔明治42.10〕

明治40年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-222

松江市 まつえし

(八 束郡 やつかぐん 古曽志村 こそし)

島根県八束郡古曽志村農事調査報告書

明治39.3

明治36年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-599

松江市 まつえし

(八 束郡 やつかぐん 本庄村 ほんじょう)

島根県八束郡本庄村農事調査報告書

〔大正元.8〕

明治43年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-473

松江市 まっえし

(八 束郡 やつかぐん 竹矢村 ちくや)

島根県八束郡竹矢村農事調査報告書

〔明治43.7〕

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-290

松江市 まつえし

(人 束郡 やつかぐん 持田村 もちだ)

島根県八束郡持田村農事調査報告概要

〔大正2.3〕

明治43年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-454

松江市 まつえし

(八 束郡 やつかぐん 津田村 つだ)

島根県八束郡津田村農事調査報告書

〔明治43.4〕

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-36

松江市/人束郡 まつえし/やつかぐん

八雲村 やくも

(八 束郡 やつかぐん 大庭村 おおば)

島根県八束郡大庭村農事調査報告概要

〔大正2.10〕

明治44年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-772

松江市 まつえし

(八 束郡 やつかぐん 長江村 ながえ)

島根県八束郡長江村農事調査報告書

〔明治41.2〕

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-641

一一86一



松江市/八 束郡 まっえし/やつかぐん

八雲村 やくも

(八 束郡 やつかぐん 大庭村 おおば)

村是 明治44年3月 確立

〔明治44.3〕

「是」のみ 郡訓令(明 治43 .8.29第34号)

による

*農 林水産省農業総合研究所

島根県一1-793

美濃郡 みのぐん 美都町 みと

(美 濃郡 みのぐん 都謝 つも)

島根県美濃郡都茂村農事調査報告書

明治39.3

明治35年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県略一617

安来市 やすぎし

(能 義郡 のぎぐん 赤江村 あかえ)

島根県能義郡赤江村農事調査報告書

明治36,3

明治34年 現在

*島 根県立図書館

島根県一3-436

安来市 やすぎし

(能 義郡 のぎぐん 赤江村 あかえ)

島根県能義郡赤江村農事調査報告書

明治44.9

明治41年 現在

*京 都大学経済学部

島根県一3-484

一87

中 国

安来市 やすぎし

(能 義郡 のぎぐん 荒島村 あらしま)

島根県能義郡荒島村農事調査報告書

明治44.7

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-549

安来市 やすぎし

(能 義郡 のぎぐん 飯梨村 いいなし)

島根県能義郡飯梨村農事調査報告書

明治44.6

明治41年 現在

*国 立国会図書館

島根県一3-323

安来市 やすぎし

(能 義郡 のぎぐん 宇賀荘村 うかのしょう)

島根県能義郡宇賀荘村農事調査報告書

明治45.7

明治42年 現在 落rあ り

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-253

安来市 やすぎし

(能 義郡 のぎぐん 大塚村 おおっか)

島根県能義郡大塚村農事調査報告概要

〔大正元.10〕

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-304

安来市 やすぎし

(能 義郡 のぎぐん 島田村 しまだ)

島根県能義郡島田村農事調査報告書

大正元.10

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-381



中 国

安来市 やすぎし

(能 義郡 のぎぐん 能義村 のぎ)

島根県能義郡能義村農事調査報告書

明治45.6

明治41年 現在

*国 立国会図書館

島根県一3-187

八束郡 やっかぐん 島根町 しまね

(八 束郡 やつかぐん 野波村 のなみ)

島根県八束郡野波村農事調査報告書

明治39.2

明治36年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一2-287

安来市 やすぎし

(能 義郡 のぎぐん 安来町 やすぎ)

島根県能義郡安来町農事調査報告書

〔明治43.ll〕

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一3-121

八束郡 やつかぐん 玉湯町 たまゆ

(八 束郡 やつかぐん 玉湯村 たまゆ)

島根県八束郡玉湯村農事調査報告書

明治40.3

明治38年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一2-430

八束郡 やつかぐん 鹿島町 かしま

(八 束郡 やつかぐん 講武村 こうぶ)

島根県八束郡講武村農事調査報告書

明治40.10

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一2-195

八束郡 やつかぐん 玉湯町 たまゆ

(八 束郡 やつかぐん 玉湯村 たまゆ)

島根県八束郡玉湯村農事調査報告書

大正7.11

大正4年 現在

*島 根県立図書館

島根県一2-502

八束郡 やつかぐん 鹿島町 かしま

(八 束郡 やつかぐん 佐太村 さだ)

島根県八束郡佐太村農事調査報告書

大正元.10

明治42年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一2-147

八束郡 やつかぐん 東出雲町 ひがしいずも

(八 束郡 やつかぐん 揖屋村 いや)

島根県八束郡揖屋村農事調査報告書

明治39.4

明治36年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一2-385

八束郡 やつかくん 島根町 しまね

(八 束郡 やつかぐん 大芦村 おおあし)

大芦村是

〔明治43.12〕

「是」のみ 郡訓令による

*早 稲田大学図書館

島根県一2-269

八束郡 やつかぐん 美保関町 みほのせき

(八 束郡 やつかぐん 森山村 もりやま)

島根県八束郡森山村農事調査報告書

〔明治42.5〕

明治41年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一2-330

一88一



中 国

八束郡 やっかぐん 八雲村 やくも

(八 束郡 やつかぐん 岩坂村 いわさか)

島根県八束郡岩坂村農事調査報告書

明治43.12

明治39年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一1-857

八束郡 やつかぐん 八雲村 やくも

(八 束郡 やっかぐん 熊野村 くまの)

島根県八束郡熊野村治績

大正元年8月21日 調

〔不詳〕

大正元年

*早 稲田大学図書館

島根県一2-90

八束郡 やつかぐん 八雲村 やくも

(八 束郡 やつかぐん 岩坂村 いわさか)

島根県八束郡岩坂村是

〔不詳〕

「是」のみ 明治43年 決定

*農 林水産省農業総合研究所

島根県一1-927

八束郡 やつかぐん 八束町 やつか

(八 束郡 やつかぐん 波入村 はにゅう)

島根県八束郡波入村農事調査報告書

明治40.4

明治38年 現在

*農 林水産省農業環境技術研究所

島根県一2-566

八束郡 やつかぐん 八雲村 やくも

(八 束郡 やつかぐん 熊野村 くまの)

島根県八束郡熊野村農事調査報告書

明治37.6

明治35年 現在 模範村として調査

*日 本経済統計情報センター

島根県一2-1

八束郡 やつかぐん 八束町 やつか

(八 束郡 やつかぐん 二子村 ふたこ)

島根県八束郡二子村農事調査報告書

明治37.12

明治35年 現在

*島 根県立図書館

島根県一2-609

八束郡 やつかぐん 八雲村 やくも

(八 束郡 やつかぐん 熊野村 くまの)

島根県八束郡熊野村是

〔不詳〕

明治43年 「是」のみ 郡訓令第34号(明 治

43.8.29)による

*早 稲 田大学図書館

島根県一2-57

岡 山 県

岡山市/赤磐郡 おかやまし/あかいわぐん

山陽町 さんよう

(赤 磐郡あめル・わくん 西高月村 にしたかつき)

岡山県赤磐郡西高月村是調査書

明治38.6

明治36年 現在

*東 京大学経済学部

岡山県・広島県一1

一89一



中 国

高梁市 たかはしし

(川 上郡 かわかみぐん 玉川村 たまかわ)

玉川村々是調査

明治37.5

明治34年 現在 第5回 内国勧業博覧会出品

新砥村・浅尾村と共に褒状を受ける。

*農 林水産省農業総合研究所

岡山県・広島県一287

廿 日市市 はつかいちし

(佐 伯郡 さえきぐん 平良村 へら)

広島県佐伯郡平良村是

大正15.7

〔大正14年 現在〕

*国 立国会図書館

岡山県・広島県一519

都窪郡 つくぼぐん

(都 窪郡 つくぼぐん)

郡是資料

明治41.4

〔明治39年12月 末現在〕

*東 京大学経済学部

岡山県・広島県一ll5

苫田郡 とまたぐん

(苫 田郡 とまたぐん)

苫田郡是

大正10.4

大正8年

*一橋 大学経済研究所

岡山県・広島県一398

広 島 県

山 口 県

佐波郡 さばぐん 徳 地町 とくぢ

(佐 波郡 さばぐん 島地村 しまち)

島地村是

〔昭和8.4〕

〔昭和7年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

山口県一1

吉敷郡 よしきぐん

(吉 敷郡 よしきぐん)

山ロ県吉敷郡是

大正3.3

「是」のみ 郡訓令(明 治44 .1.28)により調査を

指示 調査資料は別冊(「気象ノ部」はなし)で

あり。

*山 口県立図書館

山口県35

尾道市 おのみちし

(尾 道市 おのみちし)

広島県尾道市是調査資料

大正7.3

大正5年 末現在 市独自の財政・都市計画立

案資料

*国 立国会図書館

岡山県・広島県一466

吉敷郡 よしきぐん

(吉 敷郡 よしきぐん)

郡是制定調査材料 勧業・交通・治水ノ部

〔不詳〕

〔大正元年現在〕

*山 口県立図書館

山口県一137

一90一



中 国

吉敷郡 よしきぐん

(吉 敷郡 よしきぐん)

郡是制定調査材料 教育ノ部,衛 生ノ部

〔不詳〕

〔大正元年現在〕 一一部分欠撮ページあり

*山 口県立図書館

山口県一343

吉敷郡 よしきぐん

(吉 敷郡 よしきぐん)

郡是制定調査材料

財政・経済・社寺・感化救済・名所旧跡ノ部

〔不詳〕

〔大正元年現在〕

*山 口県立図書館

山口県一426

一91



四 国

徳 島 県

阿波郡 あわぐん

(阿 波郡 あわぐん)

阿波郡々是

明治44.12

明治44年

*早 稲田大学図書館

徳島県・香川県・愛媛県一1

愛 媛 県

伊予市 いよし

(伊 予郡 いよぐん 南伊予村 みなみいよ)

愛媛県伊予郡南伊予村農業調査書

大正4.9

大正2年5月 「村是」のための予備調査

*東 京大学経済学部

徳島県・香川県・愛媛県一734

阿波郡 あわぐん

(阿 波郡 あわぐん)

阿波郡々是付録

明治45.7

〔明治44年4月 現在〕 「現況・沿革の部」

*早 稲田大学図書館

徳島県・香川県・愛媛県一15

大洲市 おおずし

(喜 多郡 きたぐん 平野村 ひらの)

愛媛県喜多郡平野村農業基本調査書

大正4.12

大正3年9月

*東 京大学経済学部

徳島県・香川県・愛媛県一768

香 川 県

三豊郡 みとよぐん 仁尾町 にお

(三 豊郡 みとよぐん 仁尾村 にお)

香川県三豊郡仁尾村是

大正5.9

大正5年 大正5」郡各町村に村是調査を指示

*農 林水産省農業総合研究所

徳島県・香川県・愛媛県一77

北宇和郡 きたうわぐん 三間町 みま

(北 宇和郡 きたうわぐん 成妙村 なるたい)

愛媛県北宇和郡成妙村農業基本調査

大正5.1

大正3年9月 「村是」のための予備調査

*東 京大学経済学部

徳島県・香川県・愛媛県一946

北宇和郡 きたうわぐん 三間町 みま

(北 宇和郡 きたうわぐん 三間村 みま)

愛媛県北宇和郡三間村是

大正6.ll

大正3年 現在

*国 立国会図書館

徳島県・香川県・愛媛県一811

一92一



四 国

東予市 とうよし

(周 桑郡 しゅうそうぐん 庄内村 しょうない)

愛媛県周桑郡庄内村農業調査

大正3.9

明治45年5月

*愛 媛県東予市

徳島県・香川県・愛媛県一378

東予市 とうよし

(周 桑郡 しゅうそうくツし壬生川町 にゅうがわ)

町是調査 明治36年

〔明治36.12〕

〔明治36年1月10日 現在〕

*愛 媛県東予市

徳島県・香川県・愛媛県一207

東予市 とうよし

(周 桑郡 しゅうそうく乳 壬生川町 にゅうがわ)

愛媛県周桑郡壬生川町農業基本調査書

大正13.10

大正11年 県農会の指示により調査実施。

*愛 媛県東予市

徳島県・香川県・愛媛県一322

松山市 まっやまし

(温 泉郡 おんせんぐん 余土村 よど)

愛媛蠕 品泉郡余土村是調査資料 付村是

明治34.10

明治33年 第5回 内国勧業博覧会出品 『審査

報告』に「本村是ハ農会ノ決議二基キ単二博覧

会二出品スルヲ目的トシ調査セルモノニアラス

シテ・…各府県農会力村是調査ノ模範トスル所

タリト」とあり。 目次Pl2-13落 丁

*東 京大学経済学部

徳島県・香川県・愛媛県一412

松山市 まつやまし

(温 泉郡 おんせんぐん 余土村 よど)

愛媛県温泉郡余土村是

明治36.ll

(第2版)付 録 「村是実践孜」 本文は第1版

に同じ

*日 本経済統甜 青報センター

徳島県・香川県・愛媛県一518

高 知 県

松山市 まっやまし

(温 泉郡 おんせんぐん 浮穴村 うけあな)

温泉郡浮穴村農業基本調査

大正5.12

大正4年

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

徳島県・香川県・愛媛県一996

吾川郡 あがわぐん 伊野町 いの

(吾 川郡 あがわぐん 八田村 はた)

高知県吾川郡八田村村是調査書 大正元年度

大正3.2

大正元年度現在

*早 稲田大学図書館

高知県一256

松山市 まっやまし

(温 泉郡 おんせんぐん 久米村 くめ)

愛媛県温泉郡久米村農業基本調査

大正5.4

大正4年 「村是」のための予備調査

*日 本経済統計情報センター

徳島県・香川県・愛媛県一646

一93



四 国

吾川郡 あがわぐん 春野町 はるの

(吾 川郡 あがわぐん

弘岡上ノ村 ひろおかかみの)

弘岡上ノ村村是調査書

大正2.3

大正元年

*早 稲田大学図書館

高知県一332

長岡郡 ながおかぐん 大豊町 おおとよ

(長 岡郡 ながおかぐん

東本山村 ひがしもとやま)

高知県長岡郡東本山村々是調査書

〔明治44.3〕

明治42年

*東 京大学農学部図書館

高知県一79

安芸郡 あきぐん 芸西村 げいせい

(安 芸郡 あきぐん 西分村 にしぶん)

高知県安芸郡西分村是調査書

明治44.6

明治42年

*東 京大学農学部図書館

高知県一1

中村市 なかむらし

(幡 多郡 はたぐん 八束村 やっか)

高知県幡多郡八束村是調査書

大正3.6

〔大正2年 現在〕

*東 京大学農学部図書館

高知県一578

高知市 こうちし

(土 佐郡 とさぐん 朝倉村 あさくら)

高知県土佐郡朝倉村是調査書

明治45.3

〔明治43年 末現在〕

*東 京大学農学部図書館

高知県一156

中村市 なかむらし

(幡 多郡 はたぐん 山中村 やまちゅう)

高知県幡多郡山中村是調査書

大正2.8

〔大正元年現在〕

*日 本経済統計情報センター

高知県一492

高岡郡 たかおかぐん 中土佐町 なかとさ

(高 岡郡 たかおかぐん

上ノ加江町 かみのかえ)

上ノ加江町是

大正7.10

大正5年 現在 「是」中心

*国 立国会図書館

高知県一405

中村市 なかむらし

(幡 多郡 はたぐん 蕨岡村 わらびおか)

高知県幡多郡蕨岡村是調査書

明治43.6

明治42年

*日 本経済統計情報センター

高知県一440

幡多郡 はたぐん 大方町 おおがた

(幡 多郡 はたぐん 入野村 いりの)

高知県幡多郡入野村是調査書

大正4.3

〔大正3年 現在〕

*東 京大学農学部図書館

高知県一660

一94一



九 州

福 岡 県

町村是調査書

〔明治38～39年 〕

文書綴 宗像郡吉武村役場旧蔵本

内容1.明 治38年1月20日 県訓令第8号 付.

市町村是調査様式 同下調様式2.明 治39年

1月29日 県訓令第56号3.明 治39年7月

20日 県訓令第535号 付.町 村是附属様式

*大 橋博氏(調査 中)

福岡県一1-1

浮羽郡 うきはぐん

(生 葉郡/竹野郡 いくはぐん/たけのぐん)

福岡県生葉竹野郡是

〔明治27.12〕

明治26年 現在 各町村(全17町 村)も同時調

査のものあり。 郡長田中慶介の主導の下に全

町村同一様式調査を郡直轄で実施 第5回 内

国勧業博覧会出品 撰評『審査報告』にあり

*日 本経済統計情報センター

福岡県一7-114

浮羽郡 うきはぐん

(浮 羽郡 うきはぐん)

福岡県浮羽郡是

〔明治42.1〕

明治40年4月1日 現在 県訓令による調査

*吉 井町教育委員会

福岡県一7-1

浮羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは

(生 葉郡 いくはぐん 浮羽村 うきは)

福岡県生葉郡浮羽村是

明治28.8

明治26年 現在 永松茂州調査

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一7-545

浮羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは

(浮 羽郡 うきはぐん 浮羽村 うきは)

福岡県浮羽郡浮羽村是

〔明治41.8〕

明治40年

*吉 井町教育委員会

福岡県一7-636

浮羽郡 うきはぐん

(浮 羽郡 うきはぐん)

郡町村是付録

明治30.11

郡町村是実行推進のための郡是概要説明 永

松茂州は郡書記として調査の実施に当たる

*日 本経済統計情報センター

福岡県一7-217

浮羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは

(浮 羽郡 うきはぐん 浮羽村 うきは)

福岡県浮羽郡浮羽村是将来調査

〔明治41.8〕

明治41年

*吉 井町教育委員会

福岡県一7-712

浮羽郡 うきはぐん

(浮 羽郡 うきはぐん)

町村是郡是調査実践録

明治34.1

浮羽郡および八女郡における郡是町村是の調

査手続及び結果の説明

*日 本経済統計情報センター

福岡県一7-272

浮羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは

(生 葉郡 いくはぐん 大石村 おおいし)

福岡県生葉郡大石村是

明治28.8

明治26年 現在 杉藤七他調査

*九 州大学農学部図書室

福岡県一7-1002

一95



九 州

浮羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは

(浮 羽郡 うきはぐん 大石村 おおいし)

福岡県浮羽郡大石村是

〔明治42.〕

〔明治40年4月1日 現在〕

*吉 井町教育委員会

福岡県一8-1

浮羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは

(生 葉郡 いくはぐん 山春村 やまはる)

福岡県生葉郡山春村是

明治28.8

〔明治26年 現在〕永松茂州調査

*九 州大学農学部図書室

福岡県一7-847

浮羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは

(生 葉郡 いくはぐん 椿子村 つばこ)

福岡県生葉郡椿子村是

明治28.8

明治26年 現在 永松茂州調査

*吉 井町教育委員会

福岡県一7-367

浮羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは

(浮 羽郡 うきはぐん 山春村 やまはる)

福岡県浮羽郡山春村是

〔明治42.〕

〔明治40年4月1日 現在〕

*吉 井町教育委員会

福岡県一7-932

浮羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは

(浮 羽郡 うきはぐん 椿子村 つばこ)

福岡県浮羽郡椿子村是

〔明治41.8〕

明治40年

*吉 井町教育委員会

福岡県一7-452

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(竹 野郡 たけのぐん 川会村 かわあい)

福岡県竹野郡川会村是

明治28.8

明治26年 現在 永松茂州調査

*九 州大学農学部図書室

福岡県一9-493

浮羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは

(浮 羽郡 うきはぐん 椿子村 つばこ)

福岡県浮羽郡椿子村是将来調査

〔明治41.8〕

明治41年

*吉 井町教育委員会

福岡県一7-518

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(浮 羽郡 うきはぐん 川会村 かわあい)

福岡県浮羽郡川会村是

〔明治41.〕

〔明治40年4月1日 現在〕

*吉 井町教育委員会

福岡県一9-575

浮羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは

(生 葉郡 いくはぐん 姫治村 ひめはる)

福岡県生葉郡姫治村是

明治30.10

明治26年 現在 永松茂州調査

*日 本経済統計「青報センター一

福岡県一7-746

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(竹 野郡 たけのぐん 柴刈村 しばかり)

福岡県竹野郡柴刈村是

明治28.8

明治26年 現在 永松茂州調査

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一9-331
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九 州

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(浮 羽郡 うきはぐん 柴刈村 しばかり)

福岡県浮羽郡柴刈村是

〔明治41.〕

〔明治40年4月 現在〕 県訓令による調査

*日 本経済統計情報センター

福岡県一9-423

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(竹 野郡 たけのぐん 水分村 みずわけ)

福岡県竹野郡水分村是

明治28.8

明治26年 現在 永松茂州調査

*吉 井町教育委員会

福岡県一9-1

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(竹 野郡 たけのぐん 竹野村 たけの)

福岡県竹野郡竹野村是

明治28.8

明治26年 調査 永松茂州調査

*吉 井町教育委員会

福岡県一9-150

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬ しまる

(浮 羽郡 うきはぐん 水分村 みずわけ)

福岡県浮羽郡水分村是

〔明治40.12〕

明治40年

*吉 井町教育委員会

福岡県→-92

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(浮 羽郡 うきはぐん 竹野村 たけの)

福岡県浮羽郡竹野村是

〔明治41.12〕

明治40年

*吉 井町教育委員会

福岡県一9-232

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(竹 野郡 たけのぐん 水縄村 みなう)

福岡県竹野郡水縄村是

明治28.8

明治26年 現在 永松茂州調査 落丁あり

*九 州大学経済学部図書室

福岡県→-622

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(竹 野郡 たけのぐん 田主丸町 たぬしまる)

福岡県竹野郡田主丸町是

明治28.8

明治26年 現在 永松茂州調査

*吉 井町教育委員会

福岡県一8-880

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(浮 羽郡 うきはぐん 水縄村 みなう)

福岡県浮羽郡水縄村村是

明治36.10

明治34年 現在 第2回 調査

*吉 井町教育委員会

福岡県→-709

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(浮 羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる)

福岡県浮羽郡田主丸町是

〔明治40.4〕

〔明治40年4月1日 現在〕

*吉 井町教育委員会

福岡県一8-976

一97



九 州

浮羽郡 うきはぐん 田主丸町 たぬしまる

(浮 羽郡 うきはぐん 水縄村 みなう)

福岡県浮羽郡水縄村村是

〔明治42.12〕

明治40年4月1日 現在 県訓令による調査

第3回 調査

*吉 井町教育委員会

福岡県母一778

浮羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい

(浮 羽郡 うきはぐん 千年村 ちとせ)

福岡県浮羽郡干年村是

〔明治41.12〕

明治40年4月1日 現在 県訓令による調査

第2回 に相当する

*日 本経済統計情報センター

福岡県一8-328

浮羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい

(生 葉郡 いくはぐん 江南村 えなみ)

福岡県生葉郡江南村是

明治30.10

明治26年 現在 永松茂州調査

*日 本経済統計情報センター・

福岡県一8-405

浮羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい

(生 葉郡 いくはぐん 福富村 ふくとみ)

福岡県生葉郡福富村是

明治28.8

明治26年 現在 永松茂州調査

*九 州大学経済学部図書室

福岡県一8-567

浮羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい

(浮 羽郡 うきはぐん 江南村 えなみ)

福岡県浮羽郡江南村是

〔不詳〕

明治40年4月1日 現在

*吉 井町教育委員会

福岡県一8-495

浮羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい

(浮 羽郡 うきはぐん 福富村 ふくとみ)

福岡県浮羽郡福富村是

〔明治42.1〕

〔明治40年4月1日 現在〕 県訓令による調査

*九 州大学経済学部図書室

福岡県一8-653

浮羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい

(生 葉郡 いくはぐん 千年村 ちとせ)

福岡県生葉郡千年村是

明治28。8

明治26年 現在 永松茂州調査

*九 州大学農学部図書室

福岡県一8-236

浮羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい

(竹 野郡 たけのぐん 船越村 ふなこし)

福岡県竹野郡船越村是

明治28.8

明治26年 現在 永松茂州調査

*吉 井町教育委員会

福岡県一8-731

浮羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい

(浮 羽郡 うきはぐん 船越村 ふなこし)

福岡県浮羽郡船越村是

〔明治41.1〕

明治40年

*吉 井町教育委員会

福岡県一8-818
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九 州

浮羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい

(生 葉郡 いくはぐん 吉井町 よしい)

福岡県生葉郡吉井町是

明治30.10

明治26年 現在 永松茂州調査

*日 本経済統計情報センター

福岡県一8-66

大川市 おおかわし

(三 潴郡 みずまぐん 木室村 きむろ)

福岡県三潴郡木室村是

明治37.6

〔明治34年 現在〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一13-1

浮羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい

(浮 羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい)

浮羽郡吉井町是

〔明治41.3〕

明治40年4月1日 現在 県訓令による調査

第2回 に相当する

*吉 井町教育委員会

福岡県一8-164

大川市 おおかわし

(三 潴郡 みずまぐん 三又村 みつまた)

福岡県三潴郡三又村是

明治36.10

〔明治34年 現在〕郡会の決議による調査と

推定する

*深 堀秀徳氏

福岡県一12-1

大川市 おおかわし

(三 潴郡 みずまぐん 大川町 おおかわ)

福岡県三潴郡大川町是

明治36.2

〔明治34年 現在〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一12-906

大野城市 おおのじょうし

(筑 紫郡 ちくしぐん 大野村 おおの)

福岡県筑紫郡大野村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*福 岡県立図書館

福岡県一3-358

大川市 おおかわし

(三 潴郡 みずまぐん 大野島村 おおのじま)

福岡県三潴郡大野島村是

明治37.1

〔明治36年 〕

*深 堀秀徳 氏

福岡県一12-155

大牟田市 おおむたし

(三 池郡 みいけぐん 銀水村 ぎんすい)

福岡県三池郡銀水村是

〔明治43.12〕

明治42年

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一21-1

大川市 おおかわし

(三 潴郡 みずまぐん 川 口村 かわぐち)

福岡県三潴郡川口村是

明治36.10

〔明治34年 現在〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一12-78

小郡市 おごおりし

(三 井郡 みいぐん 小郡村 おごおり)

福岡県三井郡小郡村是

〔明治36.3〕

明治35年

*小 郡市史編さん室

福岡県一ll-588
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九 州

小郡市 おごおりし

(三 井郡 みいぐん 立石村 たていし)

福岡県三井郡立石村是

〔明治36.11〕

明治35年

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一ll-283

遠賀郡 おんがぐん 遠賀町 おんが

(遠 賀郡 おんがぐん 島門村 しまと)

福岡県遠賀郡島門村是

大正2.4

〔明治39年 現在〕県訓令による調査

*九 州大学附属図書館

福岡県一5-778

小郡市 おごおりし

(三 井郡 みいぐん 御原村 みはら)

福岡県三井郡御原村是

〔明治36.12〕

明治35年

*久 留米市民図書館

福岡県一ll-675

遠賀郡 おんがぐん 遠賀町 おんが

(遠 賀郡 おんがぐん 浅木村 あさき)

福岡県遠賀郡浅木村是

大正元.8

〔明治39年 現在〕県訓令による調査

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一6-1

遠賀郡 おんがぐん

(遠 賀郡 おんがぐん)

福岡県遠賀郡是

明治45.4

明治40年 県訓令による調査

*東 京大学経済学部

福岡県一4-1

遠賀郡 おんがぐん 水巻町 みずまき

(遠 賀郡 おんがぐん 水巻村 みずまき)

福岡県遠賀郡水巻村是

大正元.9

〔明治39年 現在〕県訓令による調査

*九 州大学附属図書館

福岡県一5-510

遠賀郡 おんがぐん 芦屋町 あしや

(遠 賀郡 おんがぐん 芦屋町 あしや)

福岡県遠賀郡芦屋町是

明治45.5

〔明治39年 現在〕県訓令による調査

*九 州大学附属図書館

福岡県一5-384

春 日市 かすがし

(筑 紫郡 ちくしぐん 春 日村 かすが)

福岡県筑紫郡春日村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*福 岡県立図書館

福岡県一3-282

遠賀郡 おんがぐん 岡垣町 おかがき

(遠 賀郡 おんがくん 岡垣村 おかがき)

福岡県遠賀郡岡垣村是

大正元.9

〔明治39年 現在〕 県訓令による調査

*九 州大学附属図書館

福岡県一5-650

糟屋郡 かすやぐん

(糟 屋郡 かすやぐん)

福岡県糟屋郡是

〔明治41.12〕

明治40年 現在 県訓令による調査

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一3-688
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九 州

糟屋郡 かすやぐん 宇美町 うみ

(糟 屋郡 かすやぐん 宇美村 うみ)

宇美村々是

〔明治40.3〕

明治39年 明記はないが県訓令によると思わ

れる

*福 岡県立図書館

福岡県一3-994

北九州市 きたきゅうしゅうし

小倉南区 こくらみなみく

(企 救郡 きくぐん 曽根村 そね)

福岡県企救郡曽根村是

〔明治41.7〕

明治40年

*日 本経済統計情報センター

福岡県一21-328

糟屋郡 かすやぐん 篠栗町 ささぐり

(糟 屋郡 かすやぐん 篠栗村 ささぐり)

糟屋郡篠栗村々是

〔明治41.3〕

明治40年 明記はないが県訓令によると思わ

れる

*福 岡県立図書館

福岡県一3-927

北九州市 きたきゅうしゅうし

小倉南区 こくらみなみく

(企 救郡 きくぐん 中谷村 なかたに)

福岡県企救郡中谷村是

〔明治36.2〕

明治35年 村農会において委員を選出。

*調 査中

福岡県一21-578

北九州市 きたきゅうしゅうし

(企 救郡 きくぐん)

福岡県企救郡是

〔明治44.3〕

明治42年

*福 岡県農業総合試験 場

福岡県一21-163

北九州市 きたきゅうしゅうし 戸畑区 とばたく

(遠 賀郡 おんがぐん 戸畑町 とばた)

福岡県遠賀郡戸畑町是

明治45.7

明治39年 末現在 県訓令による調査

*九 州大学附属図書館

福岡県一4-425

北九州市 きたきゅうしゅうし小倉北区 こくらきたく

(企 救郡 きくぐん 足立村 あだち)

福岡県企救郡足立村是

〔明治42〕

明治40年

*調 査中

福岡県一21-493

北九州市 きたきゅうしゅうし 門司区 もじく

(門 司市 もじし)

市是調査資料 第1回

明治37.8

明治36年

*北 九州大学附属図書館

福 岡県一1-lll

101



九 州

北九州市 きたきゅうしゅうし 門司区 もじく

(企 救郡 きくぐん 松ヶ江村 まつがえ)

福岡県企救郡松ケ江村是

〔明治40.10〕

〔明治39年 現在〕

*日 本経済統計情報センター

福岡県一21-・118

北九州市 きたきゅうしゆうし若松区 わかまつく

(遠 賀郡 おんがぐん 島郷村 しまこう)

福岡県遠賀郡島郷村是

明治45.7

〔明治39年 現在〕県訓令による調査 「現況之

部」江川村 洞北村別(明治41年 合併)に記載

*九 州大学附属図書館

福岡県一4-573

北九州市きたきゅうしゅうし八幡西区 や またにしく

(遠 賀郡 おんがぐん 香月村 かつき)

福岡県遠賀郡香月村是

明治45.7

〔明治39年 現在〕県訓令による調査

*九 州大学附属図書館

福岡県+1

北九州市 きたきゅうしめし若松区 わかまっく

(遠 賀郡 おんがぐん 若松町 わかまっ)

福岡県遠賀郡若松町是

〔明治41.9〕

明治40年 県訓令による調査

*九 州大学附属図書館

福岡県一4-143

北九州市きたきゅうしゅうし八幡西区 や またにしく

(鞍 手郡 くらてぐん 木屋瀬町 こやのせ)

福岡県鞍手郡木屋瀬町是

〔明治40.7〕

〔明治39年 現在〕

*九 州大学経済学部図書室

福岡県喝一426

北九州市 きたきゅうしゅうし

八幡東区/八幡西区 や またひがしく/やまたにしく

(遠 賀郡 おんがぐん 八幡町 やはた)

福岡県遠賀郡八幡町是

大正2.4

明治40年 度 県訓令による調査

*九 州大学附属図書館

福岡県一4-257

北九州市/遠賀郡きたきゅうしゅうし総 んがぐん

八幡西区/水巻町 やはたにしく/みずまき

(遠 賀郡 おんがぐん 折尾村 おりお)

福岡県遠賀郡折尾村是

明治45.7

〔明治39年 現在〕県訓令による調査

*九 州大学附属図書館

福岡県一4-912

北九州市/中 間市 きたきゅうしゅうし/なかまし

八幡西区 やはたにしく

(遠 賀郡 おんがぐん 上津役村 こうじゃく)

福岡県遠賀郡上津役村是

明治45.5

明治39年 現在 県訓令による調査

*九 州大学附属図書館

福岡県一4-791
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九 州

鞍手郡 くらてぐん

(鞍 手郡 くらてぐん)

福岡県鞍手郡是

〔明治44.8〕

〔明治43年 末現在〕

*福 岡県立図書館

福岡県一6-151

久留米市 くるめし

(久 留米市 くるめし)

福岡県久留米市経済調査書 〔上〕

〔明治33.12〕

明治32年 市独 自の調査

*鶴 久二郎氏

福岡県一1-337

鞍手郡 くらてぐん 鞍手町 くらて

(鞍 手郡 くらてぐん 西川村 にしかわ)

福岡県鞍手郡西川村是

〔明治41.3〕

明治40年

*日 本経済統計情報センター

福岡県一6-934

久留米市 くるめし

(久 留米市 くるめし)

福岡県久留米市経済調査書 〔下〕

〔明治33.12〕

明治32年 市独 自の調査

*鶴 久二郎氏

福岡県一1-496

鞍手郡 くらてぐん 鞍手町 くらて

(鞍 手郡 くらてぐん 西川村 にしかわ)

西川村々是 農業部

〔明治42.2〕篠原勝郎写

*大 橋博氏(調査中)

福岡県略一1018

久留米市 くるめし

(三 井郡 みいぐん 合川村 あいかわ)

福岡県三井郡合川村是

〔明治35.9〕

明治35年

*福 岡県立図書館

福岡県一10-630

鞍手郡 くらてぐん ノ』・竹町 こたけ

(鞍 手郡 くらてぐん 勝野村 かつの)

福岡県鞍手郡勝野村村是

〔明治40.10〕

明治39年

*鶴 久二郎氏

福岡県一6-857

久留米市 くるめし

(三 井郡 みいぐん 大橋村 おおはし)

福岡県三井郡大橋村是

〔不詳〕

明治34年

*久 留米市民図書館

福岡県一11-499

久留米市 くるめし

(久 留米市 くるめし)

福岡県久留米市是

〔明治40.12〕

明治39年 度現在 県訓令による調査

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一1-237
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九 州

久留米市 くるめし

(三 井郡 みいぐん 草野町 くさの)

福岡県三井郡草野町是

〔明治36.ll〕

明治35年

*鶴 久二郎氏

福岡県一ll-377

久留米市 くるめし

(三 井郡 みいぐん 御井町 みい)

福岡県三井郡御井町是

〔明治35.8〕

明治35年

*福 岡県立図書館

福岡県一10-440

久留米市 くるめし

(三井郡 みいぐん 上津荒木村 こうだらき)

福岡県三井郡上津荒木村是

〔明治37.3〕

明治35年

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一10-543

久留米市 くるめし

(三 井郡 みいぐん 宮ノ陣村 みやのじん)

福岡県三井郡宮ノ陣村是

〔明治36.5〕

明治35年

*鶴 久二郎氏

福岡県一10-826

久留米市 くるめし

(三 井郡 みいぐん 高良内村 こうらうち)

〔三井郡高良内村是〕

〔明治37.1〕

明治35年

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一10-721

久留米市 くるめし

(三 井郡 みいぐん 山本村 やまもと)

〔福岡県三井郡山本村是〕

〔明治37.4〕

明治35年 書名は表紙欠につき,目 次書名に

よる

*鶴 久二郎氏

福岡県一ll-1

久留米市 くるめし

(三 井郡 みいぐん 国分村 こくぶ)

福岡県三井郡国分村是

〔明治36.3〕

明治35年 落丁あり

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一10-333

久留米市 くるめし

(三 潴郡 みずまぐん 荒木村 あらき)

福岡県三潴郡荒木村是

明治37.2

〔明治35年 現在〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一12-317

久留米市 くるめし

(三 井郡 みいぐん 節原村 ふしはら)

福岡県三井郡節原村是

明治36.8

明治35年

*九 州大学経済学部図書室

福岡県一10-227

久留米市 くるめし

(三 潴郡 みずまぐん 大善寺 だいぜんじ)

福岡県三潴郡大善寺村是

明治37.6

〔明治35年 現在〕

*福 岡県立図書館

福岡県一12-488
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九 州

久留米市 くるめし

(三 潴郡 みずまぐん 鳥飼村 とりかい)

福岡県三潴郡鳥飼村是

明治37.5

〔明治35年 調〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一12-809

筑後市 ちくこし

(三 潴郡 みずまぐん 西牟田村 にしむた)

福岡県三潴郡西牟田村是

明治36.ll

〔明治35年 現在〕 郡会の決議による調査

*九 州大学経済学部図書室

福岡県一12-229

久留米市 くるめし

(三 潴郡 みずまぐん 安武村 やすたけ)

福岡県三潴郡安武村是

明治37.5

〔明治35年 現在〕郡会の決議による調査

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一12-401

筑後市 ちくこし

(八 女郡 やめぐん 下妻村 しもつま)

福岡県八女郡下妻村是

〔明治31.12〕

明治31年 郡訓令による調査

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一17-589

古賀市 こがし

(糟 屋郡 かすやぐん 青柳村 あおやぎ)

糟屋郡青柳村々是

〔明治41.一〕

明治40年 県訓令による調査

*福 岡県立図書館

福岡県一3-855

筑後市 ちくこし

(八 女郡 やめぐん 羽犬塚村 はいぬっか)

福岡県八女郡羽犬塚村是

〔明治31.9〕

明治31年 郡訓令による調査

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一16-789

太宰府市 だざいふし

(筑 紫郡 ちくしぐん 太宰府町 だざいふ)

福岡県筑紫郡太宰府町是

〔明治35.11〕

〔明治34年 度〕

*農 林水産省農業総合研究所

福岡県一3-96

筑後市 ちくこし

(八 女郡 やめぐん 二川村 ふたかわ)

福岡県八女郡二川村是

明治33.11

〔明治31年4月 現在〕

*右 田乙次郎氏

福岡県一17-252

太宰府市 だざいふし

(筑 紫郡 ちくしぐん 水城村 みずき)

福岡県筑紫郡水城村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計情報センター

福岡県一3-186

筑後市 ちくこし

(八 女郡 やめぐん 古川村 ふるかわ)

福岡県八女郡古川村是

明治33.ll

明治31年 郡訓令による調査

*東 京大学農学部図書館

福岡県一16-901
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九 州

筑後市 ちくこし

(八 女郡 やめぐん 水田村 みずた)

福岡県八女郡水田村是

〔明治3L9〕

明治31年

*久 留米市史編さん室

福岡県一17-128

筑紫郡 ちくしぐん 那珂川町 なかがわ

(筑 紫郡 ちくしぐん 岩戸村 いわど)

福岡県筑紫郡岩戸村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計情報センター

福岡県一3-526

筑後市 ちくこし

(八 女郡 やめぐん 水田村 みずた)

福岡県八女郡水田村是

〔明治41.5〕

明治40年 県訓令による調査

*農林水産省農業総合研究所

福岡県一17-1

筑紫郡 ちくしぐん 那珂川町 なかがわ

(筑 紫郡 ちくしぐん 南畑村 みなみはた)

福岡県筑紫郡南畑村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計晴報センター

福岡県一3-443

筑紫郡 ちくしぐん

(筑 紫郡 ちくしぐん)

福岡県筑前国筑紫郡是

〔明治35.ll〕

明治34年 度 各町村(全22町 村)に 同時調査

のものあり 第5回 内国勧業博覧会出品 撰評

『審査報告』にあり

*福岡県立図書館

福岡県一1-659

筑紫郡 ちくしぐん 那珂川町 なかがわ

(筑 紫郡 ちくしぐん 安徳村 あんとく)

福岡県筑紫郡安徳村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計情報センター

福岡県一3-605

筑紫野市 ちくしのし

(筑 紫郡 ちくしぐん 筑紫村 つくし)

福岡県筑紫郡筑紫村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計清報センター

福岡県一2-760

筑紫野市 ちくしのし

(筑 紫郡 ちくしぐん 二 日市町 ふっかいち)

福岡県筑紫郡二 日市町是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*福岡県立図書館

福岡県一2-851
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九 州

筑紫野市 ちくしのし

(筑 紫郡 ちくしぐん 御笠村 みかさ)

福岡県筑紫郡御笠村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計情報センター

福岡県一2-943

中間市 なかまし

(遠 賀郡 おんがぐん 長津村 ながつ)

福岡県遠賀郡長津村是

大正2.5

〔明治39年7月1日 現在〕

*中 間市教育委員会

福岡県一5-255

筑紫野市 ちくしのし

(筑 紫郡 ちくしぐん 山家村 やまえ)

福岡県筑紫郡山家村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計1青報センター

福岡県一3-1

直方市 のおがたし

(鞍 手郡 くらてぐん 新入村 しんにゅう)

福岡県鞍手郡新入村是

〔明治41.8〕

明治39年 現在

*内 田二男氏(調査中)

福 岡県一6-661

筑紫野市 ちくしのし

(筑 紫郡 ちくしぐん 山口村 やまぐち)

福岡県筑紫郡山口村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計情報センター

福岡県一2-673

直方市 のおがたし

(鞍 手郡 くらてぐん 直方町 なおかた)

鞍手郡直方町是

〔明治41.7〕

明治39年 現在

*直 方市役所

福岡県一6-560

築上郡 ちくじょうぐん 大平村 たいへい

(築 上郡 ちくじょうぐん 友枝村 ともえだ)

村是 福岡県豊前国築上郡友枝村

〔明治36.1〕

明治35年12月 現在 村農会の決議に基く。

*調 査中

福岡県一21-733

直方市 のおがたし

(鞍 手郡 くらてぐん 福地村 ふくち)

福岡県鞍手郡福地村是

〔明治40.3〕

〔明治39年4月1日 現在〕

*内 田二男氏(調 査中)

福岡県一6-749

中間市 なかまし

(遠 賀郡 おんがぐん 底井野村 そこいの)

福岡県遠賀郡底井野村是 明治45年3月

〔大正元.8〕

明治39年7月1日 現在

*中 間市教育委員会

福岡県一5-ll8

福岡市 ふくおかし 中央区 ちゅうおうく

(筑 紫郡 ちくしぐん 警固村 けいこ)

福岡県筑紫郡警固村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計1青報センター

福岡県一1-868
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九 州

福岡市 ふくおかし

中央区/南区 ちゅうおうく/みなみく

(筑 紫郡 ちくしぐん 八幡村 やはた)

福岡県筑紫郡八幡村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*福 岡県農業総合試験場

福岡県一2-93

福岡市 ふくおかし

博多区/東 区 はかたく/ひがしく

(筑 紫郡 ちくしぐん 千代村 ちよ)

福岡県筑紫郡千代村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計情報センター

福岡県一2-266

福岡市 ふくおかし 博多区 はかたく

8筑 紫郡 ちくしぐん 堅粕村 かたかす)

福岡県筑紫郡堅粕村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計1青報センター

福岡県一2-171

福岡市 ふくおかし

博多区/南 区 はかたく/みなみく

(筑 紫郡 ちくしぐん 日佐村 おさ)

福岡県筑紫郡日佐村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計1青報センター

福岡県一2-516

福岡市 ふくおかし博多区 はかたく

(筑 紫郡 ちくしぐん 住吉村 すみよし)

福岡県筑紫郡住吉村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*福 岡県農業総合試験場

福岡県一2-1

福岡市 ふくおかし博多区 はかたく

(筑 紫郡 ちくしぐん 豊平村 とよひら)

福岡県筑紫郡豊平村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*福 岡県農業総合試験場

福岡県一1-948

福岡市 ふくおかし博多区 はかたく

(筑 紫郡 ちくしぐん 那珂村 なか)

福岡県筑紫郡那珂村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*日 本経済統計晴報センター

福岡県一2-594

福岡市 ふくおかし

博多区/南 区 はかたく/みなみく

(筑 紫郡 ちくしぐん 三宅村 みやけ)

福岡県筑紫郡三宅村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*福岡県立図書館

福岡県一2-436

福岡市/糟屋郡 ふくおかし/かすやぐん

博多区/東 区ノ志免町 はかたく/ひがしく/しめ

(筑 紫郡 ちくしぐん 席田村 むしろた)

福岡県筑紫郡席田村是

〔不詳〕

〔明治34年 度〕

*福岡県立図書館

福岡県一2-358
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九 州

豊前市 ぶぜんし

(築 上郡 ちくじょうぐん 黒土村 くろつち)

福岡県築上郡黒土村是

〔明治40.4〕

明治39年

*九州大学経済学部図書室

福岡県一21-665

三井郡 みいぐん 大刀洗町 たちあらい

(三 井郡 みいぐん 大刀洗村 たちあらい)

福岡県三井郡大刀洗村是

〔明治36.12〕

明治35年

*鶴 久二郎氏

福岡県一11-751

三井郡 みいぐん

(三 井郡 みいぐん)

福岡県三井郡是 〔1〕

〔明治37.3〕

〔明治35年 現在〕郡会決議による調査

*東 京大学農学部図書館

福岡県一10-1

三池郡 みいけぐん 高田町 たかた

(三 池郡 みいけぐん 二川村 ふたかわ)

福岡県三池郡二川村是

〔明治44.2〕

明治43年

*日 本経済統計情報センター

福岡県一21-85

三井郡 みいぐん

(三 井郡 みいぐん)

福岡県三井郡是 〔2〕

〔明治37.3〕

〔明治35年 現在〕 郡会決議による調査

*東 京大学農学部図書館

福岡県一10-113

三潴郡 みずまぐん 大木町 おおき

(三 潴郡 みずまぐん 大莞村 おおき)

福岡県三潴郡大莞村是

明治36.10

〔明治35年 現在〕郡会の決議による調査のも

のと思われる

*農林水産省農業総合研究所

福岡県一12-664

三井郡 みいぐん 北野町 きたの

(三 井郡 みいぐん 大城村 おおき)

福岡県三井郡大城村是

〔明治35.11〕

明治35年

*福岡県立図書館

福岡県一11-114

三潴郡 みずまぐん 大木町 おおき

(三 潴郡 みずまぐん 大溝村 おおみぞ)

福岡県三潴郡大溝村是

明治37.8

〔明治34年 現在〕郡会の決議による調査

*農林水産省農業総合研究所

福岡県一12-573

三井郡 みいぐん 北野町 きたの

(三 井郡 みいぐん 金島村 かねしま)

福岡県三井郡金島村是

〔明治35.11〕

明治35年

*日 本経済統計情報センター

福 岡県一11-202

三潴郡 みずまぐん 大木町 おおき

(三 潴郡 みずまぐん 木佐木村 きさき)

福岡県三潴郡木佐木村是

明治37.7

〔明治35年 現在〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一13-307
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三潴郡 みずまぐん 城島町 じょうじま

(三 潴郡 みずまぐん 青木村 あおき)

福岡県三潴郡青木村是

明治37.5

〔明治34年 現在〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一13-464

柳川市 やながわし

(三 潴郡 みずまぐん 蒲池村 かまち)

福岡県三潴郡蒲池村是

明治36.10

〔明治35年 現在〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一13-230

三潴郡 みずまぐん 城島町 じょうじま

(三 潴郡 みずまぐん 江上村 えがみ)

福岡県三潴郡江上村是

〔明治36.7〕

〔明治35年 現在〕 郡会の決議による調査

*農林水産省農業総合研究所

福岡県一12-736

柳川市 やながわし

(三 潴郡 みずまぐん 久間田村 くまた)

福岡県三潴郡久間田村是

明治36.9

〔明治35年 現在〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一13-76

三潴郡 みずまぐん 城島町 じょうじま

(三 潴郡 みずまぐん 城島町 じょうじま)

福岡県三潴郡城島町是

明治36.12

〔明治34年 現在〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一13-380

柳川市 やながわし

(三 潴郡 みずまぐん 浜武村 はまたけ)

福岡県三潴郡浜武村是

明治36.8

〔明治35年 現在〕

*深 堀秀徳 氏

福岡県一13-152

三潴郡 みずまぐん 三潴町 みづま

(三 潴郡 みずまぐん 犬塚村 いぬっか)

福岡県三潴郡犬塚村是

明治37.2

〔明治35年 現在〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一13-622

柳川市 やながわし

(山 門郡 やまとぐん 沖端村 おきのはた)

福岡県山門郡沖端村是

〔明治45.3〕

明治43年

*早稲 田大学図書館

福岡県一20-612

三潴郡 みずまぐん 三潴町 みづま

(三 潴郡 みずまぐん 三潴村 みづま)

福岡県三潴郡三潴村是

明治37.8

〔明治35年 現在〕

*深 堀秀徳氏

福岡県一13-539

柳川市 やながわし

(山 門郡 やまとぐん 城内村 しろうち)

福岡県山門郡城内村是

〔明治45.3〕

明治44年

*早稲 田大学図書館

福岡県一20-414
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柳川市 やながわし

(山 門郡 やまとぐん 西宮永村 にしみやなが)

福岡県山門郡西宮永村是

〔明治45.3〕

明治43年

*早稲田大学図書館

福岡県一20-469

山門郡 やまとぐん 瀬高町 せたか

(山 門郡 やまとぐん 東山村 ひがしやま)

福岡県山門郡東山村是

〔明治45.3〕

〔明治44年6月 末現在〕

*早稲田大学図書館

福岡県一20-798

柳川市 やながわし

(山 門郡 やまとぐん 東宮永村 ひがしみやなが)

福岡県山門郡東宮永村是

〔明治45.3〕

明治43年

*早稲田大学図書館

福岡県一20-539

山門郡 やまとぐん 山川町 やまかわ

(山 門郡 やまとぐん 山川村 やまかわ)

福岡県山門郡山川村是

〔明治45.3〕

明治43年

*早稲 田大学図書館

福岡県一20-973

柳川市 やながわし

(山 門郡 やまとぐん 柳河町 やながわ)

福岡県山門郡柳河町是

〔明治45.5〕

明治44年

*早稲 田大学図書館

福岡県一20-349

山門郡 やまとぐん 大和町 やまと

(山 門郡 やまとぐん 大和村 やまと)

福岡県山門郡大和村是

〔明治45.3〕

〔明治44年6月 末現在〕

*早稲 田大学図書館

福岡県一20-857

柳川市 やながわし

(山 門郡 やまとぐん 両開村 りょうかい)

福岡県山門郡両開村是

〔明治45.3〕

明治43年

*早稲田大学図書館

福岡県一20-672

山門郡 やまとぐん 大和町 やまと

(山 門郡 やまとぐん 大和村 やまと)

山門郡大和村農会是

〔大正15.12〕

〔大正14年 度現在〕

*九州大学経済学部図書室

福岡県一20-926

山門郡 やまとぐん 瀬高町 せたか

(山 門郡 やまとぐん 瀬高町 せたか)

福岡県山門郡瀬高町是

〔明治45.3〕

明治44年

*早稲田大学図書館

福岡県一20-728
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九 州

八女郡 やめぐん

(八 女郡 やめぐん)

福岡県八女郡是 第1編 現況

明治32.11

明治31年 現在 各町村(全30町 村)も同時調

査のものあり 郡長田中慶介(元 浮羽郡長)の

主導の下で,各 村に調査を分任,永 松茂州,

本司義足が調査指導を行う 郡訓令は『町村是

郡是調査 実践録』(永松茂州編)に 掲載あり

第5回 内国勧業博覧会出品 撰評『審査報告』

にあり 落丁あり

*日 本経済統計情報センター

福岡県一14-1

八女郡 やめぐん

(八 女郡 やめぐん)

福岡県八女郡是 第2編 参考

明治32.ll

*日 本経済統計1青報センター

福岡県一14-159

八女郡 やめぐん

(八 女郡 やめぐん)

福岡県八女郡是 第3編 将来

明治32.ll

*日 本経済統計1青報センター

福岡県一14-339

八女郡 やめぐん

(八 女郡 やめぐん)

福岡県八女郡是 付録

明治33.4

*日 本経済統甜 青報センター

福岡県一14-584

八女郡 やめぐん

(八 女郡 やめぐん)

福岡県八女郡是 第2回

明治44.3

〔明治40年6月1日 現在〕 県訓令による調査

*日 本経済統計情報センター

福岡県一14-718

八女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ

(八 女郡 やめぐん 大渕村 おおぶち)

福岡県八女郡大渕村是

〔明治3L7〕

明治31年

*黒 木町教育委員会

福岡県一18-321

八女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ

(八 女郡 やめぐん 大渕村 おおぶち)

福岡県八女郡大渕村是 第2回

〔明治40.8〕

明治40年

*黒 木町教育委員会

福岡県一18-416

八女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ

(八 女郡 やめぐん 笠原村 かさはら)

福岡県八女郡笠原村是

〔明治31.6〕

明治31年 郡訓令による調査

*福 岡県立図書館

福岡県一18-219

八女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ

(八 女郡 やめぐん 串毛村 くしげ)

福岡県八女郡串毛村是

〔明治32.1〕

明治31年 郡訓令による調査

*福岡県立図書館

福岡県一17-708
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八女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ

(八 女郡 やめぐん 黒木町 くろき)

福岡県八女郡黒木町是

〔明治32.1〕

明治32年

*八 女市立図書館

福岡県一17-367

八女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ

(八 女郡 やめぐん 豊岡村 とよおか)

福岡県八女郡豊岡村是 第2回

〔明治41.1〕

明治40年 県訓令による調査

*日 本経済統計情報センター

福岡県一18-ll4

八女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ

(八 女郡 やめぐん 黒木町 くろき)

福岡県八女郡黒木町是 第2回

〔明治40.12〕

明治40年

*黒 木町教育委員会

福岡県一17-489

八女郡 やめぐん 上陽町 じょうよう

(八 女郡 やめぐん 北川内村 きたがわち)

福岡県八女郡北川内村是

〔明治32.3〕

明治32年 郡訓令による調査

*日 本経済統計 晴報センター

福岡県一19-96

八女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ

(八 女郡 やめぐん 木屋村 こや)

福岡県八女郡木屋村是

〔明治32.3〕

明治32年

*久 留米市民図書館

福岡県一17-813

八女郡 やめぐん 上陽町 じょうよう

(八 女郡 やめぐん 北川内村 きたがわち)

福岡県八女郡北川内村是 第2回

〔明治41.3〕

明治40年 県訓令による調査

*九州大学経済学部図書室

福岡県一19-216

八女郡 や めぐん 黒木町 くろぎ

(八 女郡 やめぐん 木屋村 こや)

福岡県八女郡木屋村是 第2回

〔明治40.12〕

明治40年 県訓令による調査

*鶴 久二郎氏

福岡県一17-941

八女郡 やめぐん 上陽町 じょうよう

(八 女郡 やめぐん 横 山村 よこやま)

福岡県八女郡横山村是

〔明治32.2〕

明治31年 郡訓令による調査

*九州大学経済学部図書室

福岡県一19-305

八女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ

(八 女郡 やめぐん 豊岡村 とよおか)

福岡県八女郡豊岡村是

〔明治32.2〕

明治31年 郡訓令による調査

*東京大学経済学部

福岡県一18-1

八女郡 やめぐん 上陽町 じょうよう

(八 女郡 やめぐん 横 山村 よこやま)

福岡県八女郡横山村是 第2回

〔明治41.5〕

明治40年

*八 女市立図書館

福岡県一19-425
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八女郡 やめぐん 立花町 たちばな

(八 女郡 やめぐん 北山村 きたやま)

福岡県八女郡北山村是

〔明治31.12〕

明治31年

*立 花町教育委員会

福岡県一18-745

八女郡 やめぐん 立花町 たちばな

(八 女郡 やめぐん 光友村 みつとも)

福岡県八女郡光友村是 第2回

〔明治41.11〕

明治40年

*立 花町教育委員会

福岡県一19-1

八女郡 やめぐん 立花町 たちばな

(八 女郡 やめぐん 北山村 きたやま)

北山村是 現況ノ部

〔明治42.3〕

〔明治40年6月1日 現在〕稿本

*立 花町教育委員会

福岡県一18-856

八女郡 やめぐん 広川町 ひろかわ

(八 女郡 やめぐん 上広川村 かみひろかわ)

福岡県八女郡上広川村是

明治31.10

明治31年

*宮 内庁書陵部

福岡県一19-543

八女郡 やめぐん 立花町 たちばな

(八 女郡 やめぐん 白木村 しらき)

福岡県八女郡白木村是

明治31.12

明治31年

*立 花町教育委員会

福岡県一18-525

八女郡 やめぐん 広川町 ひろかわ

(八 女郡 やめぐん 上広川村 かみひろかわ)

福岡県八女郡上広川村是 第2回

明治41.5

明治40年

*広 川町教育委員会

福岡県一19-667

八女郡 やめぐん 立花町 たちばな

(八 女郡 やめぐん 辺春村 へばる)

福岡県八女郡辺春村是

〔明治32.3〕

〔明治30年 現在〕

*立 花町教育委員会

福岡県一18-622

八女郡 やめぐん 広川町 ひろかわ

(八 女郡 やめく乳 中広川村 なかひろかわ)

福岡県八女郡中広川村是

明治3L9

明治31年 郡訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

福岡県一19-795

八女郡 やめぐん 立花町 たちばな

(八 女郡 やめぐん 光友村 みっとも)

福岡県八女郡光友村是

〔明治31.9〕

明治31年

*立 花町教育委員会

福岡県一18-942

八女郡 やめぐん 星野村 ほしの

(生 葉郡 いくはぐん 星野村 ほしの)

福岡県生葉郡星野村是

明治28.8

明治26年 現在 永松茂州調査

*九 州大学農学部図書室

福岡県一20-113
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八女郡 やめぐん 星野村 ほしの

(八 女郡 やめぐん 星野村 ほしの)

福岡県八女郡星野村是 第2回

〔明治32.3〕

明治31年 郡訓令による調査

*日 本経済統計情報センター

福岡県一20-226

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 川崎村 かわさき)

福岡県八女郡川崎村是

〔明治31.10〕

明治31年 稿本

*八 女市立図書館

福岡県一16-1

八女郡 やめぐん 矢部村 やべ

(八 女郡 やめぐん 矢部村 やべ)

福岡県八女郡矢部村是

〔明治31.12〕

明治31年

*矢 部村役場

福岡県一20-1

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 川崎村 かわさき)

福岡県八女郡川崎村是

〔明治3L9〕

明治31年

*鶴 久二郎氏

福岡県一16-214

八女郡/久留米市/筑後市 やめぐん/くるめし/

ちくこし広川町 ひろかわ

(八 女郡 やめぐん 下広川村 しもひろかわ)

福岡県八女郡下広川村是

〔明治31.10〕

明治31年 郡訓令による調査

*東 京大学経済学部

福岡県一19-914

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 川崎村 かわさき)

福岡県八女郡川崎村是 第2回

〔明治41.3〕

明治40年

*久 留米市民図書館

福岡県一16-ll7

八女郡/久留米市/筑後市 やめぐん/くるめし/

ちくこし 広川町 ひろかわ

(八 女郡 やめく乳 下広川村 しもひろかわ)

福岡県八女郡下広川村是 第2回

〔明治41.5〕

明治40年

*広 川町教育委員会

福岡県一19-1035

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 上妻村 こうっま)

福岡県八女郡上妻村是

〔明治3L9〕

明治31年 郡訓令による調査

*日 本経済統計情報センター

福岡県一15-792

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 三河村 さんごう)

福岡県八女郡三河村是

〔明治31.7〕

明治31年 郡訓令による調査

*九 州大学経済学部図書室

福岡県一15-530
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八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 三河村 さんごう)

福岡県八女郡三河村是 第2回 〔現況ノ部〕

〔明治41.5〕

明治40年 目次中 「将来ノ部」は別冊

*八 女市立図書館

福岡県一15-633

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 長峰村 ながみね)

福岡県八女郡長峰村是〔現況ノ部〕

〔明治4L3〕

〔明治40年6月1日 現在〕 「将来ノ部」欠

*八 女市立図書館

福岡県一15-425

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 三河村 さんごう)

福岡県八女郡三河村是 将来之部

〔明治4L5〕

明治41年

*八 女市立図書館

福岡県一15-750

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 福島町 ふくしま)

福岡県八女郡福島町是

〔明治31.ll〕

明治31年 稿本

*八 女市立図書館

福岡県一15-135

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 忠見村 ただみ)

福岡県八女郡忠見村是

〔明治31.5〕

〔明治31年4月 現在〕

*宮 内庁書陵部

福岡県一16-362

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 福島町 ふくしま)

福岡県八女郡福島町是

〔明治31.ll〕

明治31年

*宮 内庁書陵部

福岡県一14-922

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 忠見村 ただみ)

福岡県八女郡忠見村是 第2回

〔明治4L4〕

明治40年 県訓令による調査

*日 本経済統計1青報センター

福岡県一16-456

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 福島町 ふくしま)

福岡県八女郡福島町是 第2回

〔明治4L6〕

明治40年 県訓令による調査

*日 本経済統計1青報センター

福岡県一15-1

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 長峰村 ながみね)

福岡県八女郡長峰村是

明治33。ll

明治31年

*八 女市立図書館

福岡県一15-315

八女市 やめし

(八 女郡 やめぐん 八幡村 やはた)

福岡県八女郡八幡村是

〔明治31.9〕

明治30年 現在 郡訓令による調査

*福 岡県立図書館

福岡県一15-894
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人女市/筑後市 やめし/ちくこし

(八 女郡 やめぐん 岡山村 おかやま)

福岡県八女郡岡山村是

〔明治31.12〕

明治31年 郡訓令による調査

*九 州大学経済学部図書室

福岡県一16-574

小城郡 おぎぐん 小城町 おぎ

(小 城郡 おぎぐん 三里村 みさと)

小城郡三里村農会是 農会是改定事例其ノ1

昭和6.7

昭和3年 農林省助成 県農会「農業基本調査

様式」による調査

*日 本経済統計情報センター

佐賀県・長崎県一514

人女市/筑後市 やめし/ちくこし

(八 女郡 やめぐん 岡山村 おかやま)

福岡県八女郡岡山村是 第2回

〔明治41.5〕

明治40年 県訓令による調査

*九 州大学経済学部図書室

福岡県一16-696

小城郡 おぎぐん 三 日月町 みかつき

(小 城郡 おぎぐん 三日月村 みかづき)

佐賀県小城郡三日月村是

明治35.12

明治33年 度

*九 州大学経済学部図書室

佐賀県・長崎県一580

佐 賀 県

小城郡 おぎぐん

(小 城郡 おぎぐん)

小城郡是

〔明治35.12〕

明治32年 郡会調査を決議

*名 古屋大学農学部図書室

佐賀県・長崎県一1

小城郡 おぎぐん 芦刈町 あしかり

(ノ」・城郡 おぎぐん 芦刈村 あしかり)

佐賀県小城郡芦刈村是

明治35.12

明治33年 度

*名 古屋大学農学部図書室

佐賀県・長崎県一672

杵島郡 きしまぐん 有明町 ありあけ

(杵 島郡 きしまぐん 錦江村 にしきえ)

佐賀県杵島郡錦江村是

明治40.2

〔明治38年10月1日 現在〕調査様式は福岡

県訓令のものと類似。前田正名の序あり。

*農 林水産省農業総合研究所

佐賀県・長崎県一755

多久市 たくし

(小 城郡 おぎぐん 北多久村 きたたく)

佐賀県小城郡北多久村是

明治35.12

明治33年 度

*名 古屋大学農学部図書室

佐賀県・長崎県一420
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多久市 たくし

(小 城郡 おぎぐん 多久村 たく)

佐賀県小城郡多久村是

明治35.12

明治33年 度

*九 州大学経済学部図書室

佐賀県・長崎県一137

多久市 たくし

(小 城郡 おぎぐん 西多久村 にしたく)

佐賀県小城郡西多久村是

明治35.12

明治33年 度

*名 古屋大学農学部図書室

佐賀県・長崎県一329

多久市 たくし

(小 城郡 おぎぐん 東多久村 ひがしたく)

佐賀県小城郡東多久村是

明治35.12

明治33年 度

*名 古屋大学農学部図書室

佐賀県・長崎県一231

熊 本 県

阿蘇郡 あそぐん

(阿 蘇郡 あそぐん)

熊本県阿蘇郡是

明治37.5

明治34年 現在

*熊 木県阿蘇郡一の宮町教育委員会

熊本県一2-1

阿蘇郡 あそぐん 阿蘇町 あそ

(阿 蘇郡 あそぐん 内牧村 うちのまき)

阿蘇郡内牧村是

〔明治36.9〕

明治36年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-119

阿蘇 郡 あそぐん 阿蘇町 あそ

(阿 蘇郡 あそぐん 尾ヶ石村 おがいし)

阿蘇郡尾ケ石村是

〔明治36.10〕

明治35年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-182

長 崎 県

諌早市 いさはやし

(北 高来郡 きたたかきぐん 小栗村 おぐり)

長崎県北高来郡小栗村経済調査書 第1回

明治36。8

明治34年

*国 立国会図書館

佐賀県・長崎県一831

阿蘇郡 あそぐん 阿蘇町 あそ

(阿 蘇郡 あそぐん 黒川村 くろかわ)

阿蘇郡黒川村是

〔明治36.8〕

明治35年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-209

118一



九 州

阿蘇郡 あそぐん 阿蘇町 あそ

(阿 蘇郡 あそぐん 永水村 ながみず)

阿蘇郡永水村是

〔不詳〕

〔明治34年 現在〕県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-241

阿蘇郡 あそぐん 産山村 うぶやま

(阿 蘇郡 あそぐん 産山村 うぶやま)

阿蘇郡産山村是

〔明治36.12〕

明治35年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-719

阿蘇郡 あそぐん 阿蘇町 あそ

(阿 蘇郡 あそぐん 山田村 やまだ)

阿蘇郡山田村是

〔明治36.10〕

明治36年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-154

阿蘇郡 あそぐん 久木野村 くぎの

(阿 蘇郡 あそぐん 久木野村 くぎの)

阿蘇郡久木野村是

〔明治36.5〕

明治36年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-689

阿蘇郡 あそぐん 一の宮町 いちのみや

(阿 蘇郡 あそぐん 古城村 こじょう)

阿蘇郡古城村是

〔明治36.8〕

明治35年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-90

阿蘇郡 あそぐん 蘇陽町 そよう

(阿 蘇郡 あそぐん 柏村 かしわ)

阿蘇郡柏村是

〔明治36.6〕

明治35年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-551

阿蘇郡 あそぐん 一の宮町 いちのみや

(阿 蘇郡 あそぐん 中通村 なかどおり)

阿蘇郡中通村是

〔明治36.5〕

明治35年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-60

阿蘇郡 あそぐん 蘇陽町 そよう

(阿 蘇郡 あそぐん 菅尾村 すげの)

阿蘇郡菅尾村是

〔明治36.6〕

明治35年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-578

119一



九 州

阿蘇郡 あそぐん 蘇陽町 そよう

(阿 蘇郡 あそぐん 馬見原町 まみはら)

阿蘇郡馬見原町是

〔明治36.4〕

〔明治34年 現在〕 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター・

熊本県一2-513

阿蘇郡 あそぐん 長陽村 ちょうよう

(阿 蘇郡 あそぐん 長陽村 ながきた)

阿蘇郡長陽村是

〔明治36.12〕

明治36年 県訓令による調査 落丁あり

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-645

阿蘇部 あそぐん 高森町 たかもり

(阿 蘇郡 あそぐん 草部村 くさかべ)

阿蘇郡草部村是

〔明治36.5〕

明治35年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-311

阿蘇郡 あそぐん 西原村 にしはら

(阿 蘇郡 あそぐん 山西村 やまにし)

阿蘇郡山西村是

〔明治36.ll〕

明治36年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-406

阿蘇郡 あそぐん 高森町 たかもり

(阿 蘇郡 あそぐん 高森町 たかもり)

阿蘇郡高森町是

〔明治36.5〕

明治35年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-269

阿蘇郡 あそぐん 白水村 はくすい

(阿 蘇郡 あそぐん 白水村 しらみ)

阿蘇郡白水村是

〔明治36.5〕

明治36年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-613

阿蘇郡 あそぐん 高森町 たかもり

(阿 蘇郡 あそぐん 野尻村 のじり)

阿蘇郡野尻村是

〔明治36.6〕

明治35年 県訓令による調査

*全 国農業協同組合 中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-349

阿蘇郡/菊池郡 あそぐん/きくちぐん

西原村/大津町 にしはら/おおつ

(阿 蘇郡 あそぐん 錦野村 にしきの)

阿蘇郡錦野村是

〔不詳〕

〔明治34年現在〕県訓令による調査 落丁あり

*全 国農業協同組合中央会協同組合図書資

料センター

熊本県一2-378
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天草郡 あまくさぐん 河浦町 かわうら

(天 草郡 あまくさぐん 一町田村 いっちょうだ)

天草郡一町田村是

〔不詳〕

〔明治34年 現在〕 『御崎家古文書 目録 壱町

田村 史資料集』(御崎信浩所蔵、著 、発行,

昭和46年 刊)所収。

*御 嵜信浩氏

熊本県一2-754

荒尾市/玉名郡 あらおし/たまなぐん

長洲町 ながす

(玉 名郡 たまなぐん 清里村 きよざと)

玉名郡清里村是

付.付 録 将来ノ目的方針二関スル説明

〔不詳〕

明治35年 県訓令による調査の郡模範調査

指定村

*東 京大学農学部図書館

熊本県一1-781

宇土郡 うとぐん 不知火町 しらぬい

(宇 土郡 うとぐん 松合村 まっあい)

宇土郡松合村農是調査書

〔大正2.6〕

大正元年

*日 本経済統計1青報センター

熊本県一HO5

熊本市 くまもとし

(飽 託郡ほうたくぐん 小山戸島村 おやまとしま)

小山戸島村是

明治36.5

〔明治34年 現在〕

*石 原克則氏

熊本県+63
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熊本市 くまもとし

(飽 託郡 ほうたくぐん 河内村 かわち)

飽託郡河内村是

〔不詳〕

明治41年 調査様苅 ま明治35年 県訓令によ

るものと同じ

*熊 本市河内総合支所

熊本県一1-1

下益城郡 しもましきぐん 小川町 おがわ

(下 益城郡 しもましきぐん 小川町 おがわ)

熊本県下益城郡小川町是

明治35.12

〔明治34年現在〕県訓令によるものと思われる

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-392

下益城郡 しもましきぐん 小川町 おがわ

(下 益城郡 しもましきぐん

小野部田村 おのべた)

熊本県下益城郡小野部田村是

明治35.12

〔明治34年現在〕県訓令によるものと思われる

落丁あり

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-423

下益城郡 しもましきぐん 小川町 おがわ

(下 益城郡 しもましきぐん 海東村 かいとう)

熊本県下益城郡海東村是

明治35.12

〔明治鈎年現在〕県訓令によるものど思われる

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-450
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下益城郡 しもましきぐん 城南町 じょうなん

(下 益城郡 しもましきくん 隈庄町 くまのしょう)

熊本県下益城郡隈庄町是

明治35.12

〔明治34年 現在〕県訓令によるものと思われる

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-594

下益城郡 しもましきぐん 富合町 とみあい

(下 益城郡 しもましきぐん 杉合村 すぎあい)

熊本県下益城郡杉合村是

明治35.12

〔明治34年現在〕県訓令によるものと思われる

落丁あり

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-509

下益城郡 しもましきぐん 城南町 じょうなん

(下 益城郡 しもましきぐん 杉上村 すぎかみ)

熊本県下益城郡杉上村是

明治35.12

〔明治34年 現在〕 県訓令によるものと思われる

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-533

下益城郡 しもましきぐん 城南町 じょうなん

(下 益城郡 しもましきぐん 豊田村 とよた)

熊本県下益城郡豊田村是

明治35.12

〔明治謎年現在〕 県訓令によるものと思われる

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-562

下益城郡 しもましきぐん 中央町 ちゅうおう

(下 益城郡 しもましきぐん 年禰村 としね)

熊本県下益城郡年禰村是

明治35.12

〔明治 鈎年現在〕 県訓令によるものと思われる

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-305

下益城郡 しもましきぐん 中央町 ちゅうおう

(下 益城郡 しもましきぐん 中山村 なかやま)

熊本県下益城郡中山村是

明治35.12

〔明治 蟄年現在〕 県訓令によるものと思われる

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-276

下益城郡 しもましきぐん 富合町 とみあい

(下 益城郡 しもましきぐん 守富村 もりどみ)

熊本県下益城郡守富村是

明治35.12

〔明治34年 現在〕 県訓令によるものと思われる

乱丁あり

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-481

下益城郡 しもましきぐん 砥用町 ともち

(下 益城郡 しもましきく乳 西砥用村 にしともち)

熊本県下益城郡西砥用村是

明治35.12

〔明治 緻年現在〕 県訓令によるものと思われる

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-334

下益城郡 しもましきぐん 砥用町 ともち

(下 益城郡 しもましきぐん

東砥用村 ひがしともち)

熊本県下益城郡東砥用村是

明治35.12

〔明治34年 現在〕 県訓令によるものと偲 われる

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-364
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下益城郡 しもましきぐん 豊野村 とよの

(下 益城郡 しもましきぐん 豊野村 とよの)

熊本県下益城郡豊野村是

〔不詳〕

〔明治34年現在〕県訓令によるものと思われる

落丁あり

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県+622

玉名郡 たまなぐん

(玉 名郡 たまなぐん)

玉名郡是

明治36.7

明治34年 現在 県訓令による町村是に基き

郡是を制定

*日 本経済統計情報センター

熊本県一1-644

下益城郡 しもましきぐん 松橋町 まつばせ

(下 益城郡 しもましきぐん 豊川村 とよかわ)

熊本県下益城郡豊川村是

明治35.12

〔明治34年現在〕県訓令によるものと思われる

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-251

玉名郡 たまなぐん 玉東町 ぎょくとう

(玉 名郡 たまなぐん 山北村 やまきた)

玉名郡山北村是

〔明治36.5〕

明治35年

*玉 東町教育委員会

熊本県一2-436

下益城郡 しもましきぐん 松橋町 まつばせ

(下 益城郡 しもましきぐん 豊福村 とよぶく)

熊本県下益城郡豊福村是

明治35.12

〔明治緻年現在〕県訓令によるものと思われる

字が反転している箇所あり

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県+224

玉名郡 たまなぐん 南関町 なんかん

(玉 名郡 たまなぐん 大原村 おおはら)

大原村是

〔不詳〕

明治34年 現在

*南 関町教育委員会

熊本県一1-860

下益城郡 しもましきぐん 松橋町 まっばせ

(下 益城郡 しもましきぐん 松橋町まつばせ)

熊本県下益城郡松橋町是

明治35.12

〔明治34年現在〕県訓令によるものと思われる

乱丁あり

*城 南町歴史民俗資料館

熊本県一1-196

玉名郡 たまなぐん 南関町 なんかん

(玉 名郡 たまなぐん 米富村 よねどみ)

玉名郡米富村是

〔不詳〕

〔明治34年 末日現在〕

*南 関町教育委員会

熊本県一1-908
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大 分 県

臼杵市 うすきし

(北 海部郡 きたあまべく乳 中臼杵村 なかうすき)

大分県北海部郡中臼杵村是

〔不詳〕

第5回 内国勧業博覧会(明 治36年)出 品 落丁

あり

*日 本経済統計情報センター

大分県一2-512

大分郡 おおいたぐん

(大 分郡 おおいたぐん)

大分郡是

大正4.12

明治42年 明治41年7月27日 郡訓令にて

町村是調査を指示,町 村よりの報告に基づき

郡是を制定する

*大 分県立図書館

大分県一1-1

大分郡 おおいたぐん 庄内町 しょうない

(大 分郡 おおいたぐん 阿南村 あなみ)

大分県大分郡阿南村々是

明治44.9

明治43年

*石 山昭次郎氏

大分県一2-1

大分郡 おおいたぐん 庄内町 しょうない

(大 分郡 おおいたぐん

南庄内村 みなみしょうない)

大分県大分郡南庄内村々是

明治44.12

明治43年

*農 林水産省農業総合研究所

大分県一2-86

大分郡 おおいたぐん 挾間町 はさま

(大 分郡 おおいたくん 石城川村 せきじょうカ・わ)

大分県大分郡石城川村々是

明治45.1

明治42年

*大 分県立図書館

大分県一1-799

大分郡 おおいたぐん 挾間町 はさま

(大 分郡 おおいたぐん 由布川村 ゆふかわ)

大分県大分郡由布川村々是

明治44.10

明治42年

*石 山昭次郎氏

大分県一1-886

大分市 おおいたし

(大 分郡 おおいたぐん 賀来村 かく)

大分県大分郡賀来村々是

明治43.7

明治42年

*農 林水産省農業総合研究所

大分県一1-386

大分市 おおいたし

(大 分郡 おおいたぐん 高田村 たかだ)

大分県大分郡高田村々是

明治45.2

明治42年

*大 分県立図書館

大分県一1-729

大分市 おおいたし

(大 分郡 おおいたぐん 滝尾村 たきお)

大分県大分郡滝尾村々是

明治45.2

明治43年

*関 則生氏

大分県一2-164
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大分市 おおいたし

(大 分郡 おおいたぐん 竹中村 たけなか)

大分県大分郡竹中村々是

明治41.7

明治41年

*大 分県立図書館

大分県一2-342

大分市 おおいたし

(大 分郡 おおいたぐん 日岡村 ひのおか)

大分県大分郡日岡村々是

明治44.3

明治43年

*石 山昭次郎氏

大分県一1-238

大分市 おおいたし

(大 分郡 おおいたぐん 鶴崎町 つるさき)

大分県大分郡鶴崎町町是

明治44.1

明治42年

*東 京市政調査会市政専門図書館

大分県一1-471

大分市 おおいたし

(大 分郡 おおいたぐん 戸次村 へつぎ)

大分県大分郡戸次村々是

明治42.1

明治41年

*京 都大学経済学部

大分県一1-314

大分市 おおいたし

(大 分郡 おおいたぐん

東大分村 ひがしおおいた)

大分県大分郡東大分村是

明治44.10

明治43年

*大 分県立図書館

大分県一1-160

大分市 おおいたし

(大 分郡 おおいたぐん 三佐村 みさ)

大分郡三佐村々是

明治43.3

明治42年 書名は緒言による。

*石 山昭次郎氏

大分県一1-553

大分市 おおいたし

(大 分郡おおいたくツし東植田村ひがしおさだ)

大分県大分郡東植田村々是

明治44.7

明治43年

*大 分県立図書館

大分県一2-442

大分市 おおいたし

(大 分郡 おおいたぐん 桃園村 ももその)

大分県大分郡桃園村々是

明治45.2

明治43年

*大 分県立図書館

大分県一1-651

大分市 おおいたし

(大 分郡 おおいたぐん 八幡村 やはた)

大分県大分郡八幡村々是

明治44.2

明治43年

*大 分県立図書館

大分県一2-249
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中津市 なかつし

(下 毛郡 しもげぐん 大幡村 おおはた)

大分県下毛郡大幡村是

〔不詳〕

〔明治35年 末現在〕

*東 京大学経済学部

大分県一2-628

串間市 くしまし

(南 那珂郡 みなみなカく'ん本城村 ほんじょう)

宮崎県南那珂郡本城村村是

〔明治43.7〕

明治42年

*東 京大学経済学部

宮崎県一1-794

豊後高田市 ぶんごたかだし

(宇 佐郡 うさぐん 封戸村 ふべ)

大分県宇佐郡封戸村是

大正2.2

〔明治44年 度現在〕

*日 本経済統計情報センター

大分県一2-664

児湯郡 こゆぐん 高鍋町 たかなべ

(児 湯郡 こゆぐん 高鍋町 たかなべ)

宮崎県児湯郡高鍋町是

明治40.6

明治39年 落rあ り

*日 本経済統計情報センター

宮崎県一2-150

宮 崎 県

北諸県郡 きたもろかたくソし 山田町 やまだ

(北 諸県郡 きたもろかたぐん 山田村 やまだ)

宮崎県北諸県郡山田村是

明治42.1

明治41年

*都 城市立図書館

宮崎県一1-984

串間市 くしまし

(醐 阿 郡 みなみ勧 ぐん 福島村 ふくしま)

南那珂郡福島村是

〔明治41.12〕

明治41年

*東 京大学経済学部

宮崎県一1-852

児湯郡 こゆぐん 西米良村 にしめら

(児 湯郡 こゆぐん 西米良村 にしめら)

宮崎県児湯郡西米良村是

〔明治41.12〕

明治41年

*宮 崎県立図書館

宮崎県一2-248

西都市 さいとし

(児 湯郡 こゆぐん 上穂北村 かみほきた)

宮崎県児湯郡上穂北村是

〔明治40.12〕

明治40年 落丁あり

*宮 崎県立図書館

宮崎県一2-100

西都市 さいとし

(児 湯郡 こゆぐん 下穂 北村 しもほきた)

宮崎県児湯郡下穂北村是

〔明治41.11〕

明治41年

*宮 崎県立図書館

宮崎県一2-41
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西臼杵郡 にしうすきぐん 高千穂町 たかちほ

(西 臼杵郡 にしうすきぐん 高千穂村 たかちほ)

西臼杵郡高千穂村是

〔明治39.11〕

明治39年

*日 本経済統計情報センター

宮崎県一2-863

延岡市 のべおかし

(東 臼杵郡 ひがしうすきく乳 伊形村 いがた)

宮崎県東臼杵郡伊形村是

明治41.11

明治41年

*延 岡市立図書館

宮崎県一2-469

西臼杵郡 にしうすきぐん 高千穂町 たかちほ

(西 臼杵郡 にしうすきぐん 田原村 たばる)

西臼杵郡田原村是

〔昭和40.12〕

明治39年

*日 本経済統計情報センター

宮崎県一2-930

延岡市 のべおかし

(東 臼杵郡 ひがしうすきくん 岡富村 おかどみ)

宮崎県東臼杵郡岡富村是

〔明治41.10〕

明治41年

*宮 崎県立図書館

宮崎県一2-356

日南市 にちなんし

(南 男阿 郡 みなみなカく1ん油津町 あぶらつ)

宮崎県南男阿 郡油津町是

〔明治42.11〕

明治42年

*早 稲田大学図書館

宮崎県一1-714

延岡市 のべおかし

(東 臼杵郡 ひがしうすきぐん 恒富村っねどみ)

宮崎県東臼杵郡恒富村是

〔明治42.3〕

明治40年

*早 稲田大学図書館

宮崎県一2-413

日南市 にちなんし

(潮 阿 郡 みなみなかぐん 鵜戸村 うど)

宮崎県南那珂郡鵜戸村是

〔明治40.5〕

明治40年

*早 稲田大学図書館

宮崎県一1-756

延岡市 のべおかし

(東 臼杵郡ひがしうすきぐん延岡町のべおか)

宮崎県東臼杵郡延岡町是

明治41.6

明治41年

*延 岡市立図書館

宮崎県一2-306

日南市 にちなんし

(南 那珂郡 みなみなかぐん 飲肥町 おび)

宮崎県南那珂郡嵌肥町是

〔明治42.12〕

明治42年

*早 稲田大学図書館

宮崎県+660

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 門川町 かどがわ

(東 臼杵郡 ひがしうすきぐん 門川村かどカ・わ)

宮崎県東臼杵郡門川村是

〔明治41.7〕

明治41年

*日 本経済統計情報センター

宮崎県一2-569
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東臼杵郡 ひがしうすきぐん 北浦町 きたうら

(東 臼杵郡 ひがしうすきく乳 北浦村 きたうら)

宮崎県東臼杵郡北浦村是

〔明治42.5〕

明治42年

*日 本経済統計情報センター

宮崎県一2-730

日向市 ひゅうがし

(東 臼杵郡 ひがしうすきぐん 細島町 ほそしま)

宮崎県東臼杵郡細島町是

〔明治44.12〕

明治44年

*日 本経済統計情報センター

宮崎県一2-518

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 北方町 きたかた

(東 臼杵郡 ひがしうすきくん 北方村 きたかた)

宮崎県東臼杵郡北方村是

〔明治41.3〕

明治40年

*早 稲田大学図書館

宮崎県一2-677

都城市 みやこのじょうし

(北 諸県郡 きたもろかたく乳 庄内村 しょうない)

北諸県郡庄内村村是

〔明治39.9〕

明治39年

*早 稲田大学図書館

宮崎県一1-939

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 西郷村 さいこう

(東 臼杵郡 ひがしうすきく乳 西郷村 さいこう)

宮崎県東臼杵郡西郷村是

〔明治41.12〕

明治41年

*日 本経済統計情報センター

宮崎県一2-624

都城市 みやこのじょうし

(北 諸県郡 きたもろかたぐん

都城町 みやこのじょう)

宮崎県北諸県郡都城町是

〔明治43.2〕

明治42年 末現在

*早 稲田大学図書館

宮崎県一1-900

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 椎葉村 しいば

(西 臼杵郡 にしうすきぐん 椎葉村 しいば)

西臼杵郡椎葉村是

〔昭和40.12〕

明治39年

*早 稲田大学図書館

宮崎県一2-812

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 諸塚村 もろつか

(西 臼杵郡 にしうすきぐん 諸塚村 もろっか)

諸塚村是

〔昭和40.12〕

明治39年 明治44年2月 複製版

*諸 塚村役場

宮崎県一2-773

宮崎郡 みやざきぐん 清武町 きよたけ

(宮 崎郡 みやざきぐん 清武村 きよたけ)

宮崎郡清武村是

〔明治39.6〕

明治39年

*早 稲 田大学図書館

宮崎県一1-609

宮崎郡 みやざきぐん 佐土原町 さどわら

(宮 崎郡 みやざきぐん 佐土原町 さどはら)

宮崎郡佐土原町是

〔明治41.12〕

明治41年

*早 稲田大学図書館

宮崎県一1-483
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宮崎郡 みやざきぐん 佐土原町 さどわら

(宮 崎郡 みやざきぐん 広瀬村 ひろせ)

宮崎県宮崎郡広瀬村是

〔明治41.12〕

明治41年

*早 稲田大学図書館

宮崎県一1-545

宮崎市 みやざきし

(宮 崎郡 みやざきぐん 生目村 いきめ)

宮崎県宮崎郡生目村是

〔明治43.4〕

明治40年 省略部分あり

*宮 崎県立図書館

宮崎県+446

宮崎市 みやざきし

(東 諸県郡 ひがしもろかたぐん

倉岡村 くらおか)

宮崎県東諸県郡倉岡村是

〔明治43.3〕

明治43年

*宮 崎県立図書館

宮崎県一2-1

宮崎市 みやざきし

(宮 崎郡 みやざきくツし瓜生野村 うりゅうの)

宮崎県宮崎郡瓜生野村是

明治41.4

明治41年

*宮 崎県立図書館

宮崎県+338

宮崎市 みやざきし

(宮 崎郡 みやざきぐん 憶村 あおき)

宮崎県宮崎郡憶村是

〔明治40.3〕

明治40年

*宮 崎県立図書館

宮崎県一1-150

宮崎市 みやざきし

(宮 崎郡 みやざきぐん 大宮村 おおみや)

宮崎県宮崎郡大宮村是

〔明治42.12〕

明治42年

*宮 崎県立図書館

宮崎県一1-99

宮崎市 みやざきし

(宮 崎郡 みやざきぐん 青島村 あおしま)

宮崎県宮崎郡青島村是

〔明治42.8〕

明治42年

*早 稲田大学図書館

宮崎県一1-289

宮崎市 みやざきし

(宮 崎郡 みやざきぐん 大淀村 おおよど)

宮崎県宮崎郡大淀村是

〔明治41.5〕

明治41年

*宮 崎県立図書館

宮崎県一1-46

宮崎市 みやざきし

(宮 崎郡 みやざきぐん 赤江村 あかえ)

宮崎県宮崎郡赤江村是

明治41.5

明治41年 乱丁、落丁あり

*宮 崎県立図書館

宮崎県一1-194

宮崎市 みやざきし

(宮 崎郡 みやざきぐん 木花村 きばな)

宮崎県宮崎郡木花村是

〔明治42.ll〕

明治42年

*宮 崎県立図書館

宮崎県一1-243
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宮崎市 みやざきし

(宮 崎郡 みやざきぐん 住吉村 すみよし)

宮崎県宮崎郡住吉村是

〔明治42.5〕

明治42年5月 現在 欠損箇所あり(第46丁

以降)

*宮 崎県立図書館

宮崎県一1-379

出水郡 いずみぐん 野田町 のだ

(出 水郡 いずみぐん 野田村 のだ)

鹿児島県出水郡野田村々是調査 〔1〕

〔明治35.12〕

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一2-149

宮崎市 みやざきし

(宮 崎郡 みやざきぐん 宮崎町 みやざき)

宮崎県宮崎郡宮崎町是

明治43.12

明治42年

*宮 崎県立図書館

宮崎県+1

出水郡 いずみぐん 野田町 のだ

(出 水郡 いずみぐん 野田村 のだ)

鹿児島県出水郡野田村々是調査 〔2〕

〔明治35.12〕

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一2-251

鹿 児 島 県

姶良郡 あいらぐん 蒲生町 かもう

(姶 良郡 あいらぐん 蒲生村 がもう)

鹿児島県姶良郡蒲生村々是調査

〔明治35.12〕

明治35年 第5回 内国勧業博覧会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一2-398

伊佐郡 いさぐん 菱刈町 ひしかり

(伊 佐郡 いさぐん 東太良村 ひがしたら)

鹿児島県伊佐郡東太良村々是調査

〔不詳〕

〔明治35年11月 現在〕第5回 内国勧業博覧

会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一2-336

揖宿郡 いぶすきぐん 喜入町 きいれ

(揖 宿郡 いぶすきぐん 喜入村 きいれ)

鹿児島県揖宿郡喜入村々是調査

〔明治36.1〕

明治35年 現在 第5回 内国勧業博覧会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一1-67

大島郡 おおしまぐん 笠利町 かさり

(大 島郡 おおしまぐん 手花部村 てきぶ)

鹿児島県大島郡手花部村々是調査

〔不詳〕

〔明治35年12月 現在〕第5回 内国勧業博覧

会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一2-715
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鹿児島郡 かごしまぐん 桜島町 さくらじま

(鹿 児島郡 かごしまぐん

西桜島村 にしさくらしま)

鹿児島県鹿児島郡西桜島村々是調査

〔明治36.2〕

明治35年 郡指定調査村 第5回 内国勧業

博覧会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一1-1

川辺郡 かわなべぐん 笠沙町 かささ

(川 辺郡 かわなべぐん

西加世田村 にしかせた)

鹿児島県川辺郡西加世田村是

〔明治44.5〕

明治43年 末現在

*日 本経済統計情報センター

鹿児島県一1-396

加世 田市 かせだし

(川 辺郡 かわなべぐん 加世 田村 かせた)

川辺郡加世田村是

〔明治41.9〕

明治40年 落 丁あり

*早 稲田大学図書館

鹿児島県一1-287

川辺郡 かわなべぐん 川辺町 かわなべ

(川 辺郡 かわなべぐん 勝目村 かつめ)

鹿児島県川辺郡勝目村々是調査

〔不詳〕

〔明治35年12月 現在〕第5回 内国勧業博覧

会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一1-647

加世田市 かせだし

(川 辺郡 かわなべぐん

東加世田村 ひがしかせた)

川辺郡東加世田村是

明治44.5

明治43年

*早 稲田大学図書館

鹿児島県一1-334

川辺郡 かわなべぐん 川辺町 かわなべ

(川 辺郡 かわなべぐん

川辺郡川辺村是

大正元.10

〔不詳〕

*早 稲田大学図書館

鹿児島県一1-595

1辺村 かわなべ)

川辺郡 かわなべぐん 笠沙町 かささ

(川 辺郡 かわなべぐん 笠砂村 かささ)

川辺郡笠砂村是

〔大正13.ll〕

大正12年 末現在 第2回 先回(明 治43年)と

対照あり

*日 本経済統計情報センター

鹿児島県一1-443

川辺郡 かわなべぐん 知覧町 ちらん

(川 辺郡 かわなべぐん 知覧村 ちらん)

川辺郡知覧村村是

明治43.3

明治42年

*知 覧町立図書館

鹿児島県一1-545
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川辺郡 かわなべぐん 坊津町 ぼうのつ

(川 辺郡 かわなべぐん

西南方村 にしみなみかた)

鹿児島県川辺郡西南方村是

〔明治44.10〕

明治43年

*早 稲田大学図書館

鹿児島県一1-499

曽於郡 そおぐん 志布志町 しぶし

(曽 於郡そおぐん東志布志村 ひがししぶし)

鹿児島県曽於郡東志布志村々是調査

〔不詳〕

〔明治35年10月末現在〕第5回 内国勧業博覧

会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一2-502

肝属郡 きもつきぐん 串良町 くしら

(肝 属郡 きもつきぐん 西串良村 にしくしら)

鹿児島県肝属郡西串良村々是調査

〔不詳〕

〔明治34年12月 現在〕 第5回 内国勧業博覧

会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一2-562

西之表市 にしのおもてし

(熊 毛郡 くまげぐん 北種子村 きたたね)

鹿児島県熊毛郡北種子村々是調査

〔不詳〕

〔明治35年9月 現在〕第5回 内国勧業博覧会

出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一2-643

薩摩郡 さつまぐん 樋脇町 ひわき

(薩 摩郡 さっまぐん 樋脇村 ひわき)

樋脇村々是

大正15.12

「是」のみ 村独 自の立案になるもの

*日 本経済統計情報センター

鹿児島県一2-42

日置郡 ひおきぐん 吹上町 ふきあげ

(日 置郡 ひおきぐん 伊作村 いざく)

鹿児島県日置郡伊作村々是調査 〔1〕

〔不詳〕

〔明治35年12.月 現在〕 第5回 内国勧業博覧

会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一1-689

川内市 せんだいし

(薩 摩郡 さつまくん 西水引村 にしみずひき)

薩摩郡西水引村是

〔大正3.10〕

〔大正2年12月 末現在〕

*早 稲田大学図書館

鹿児島県一2-1

日置郡 ひおきぐん 吹上町 ふきあげ

(日 置郡 ひおきぐん 伊作村 いざく)

鹿児島県日置郡伊作村々是調査 〔2〕

〔不詳〕

〔明治35年12月 現在〕第5回 内国勧業博覧

会出品

*東 京大学経済学部

鹿児島県一1-781
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枕崎市 まくらざきし

(川 辺郡 かわなべぐん

東南方村 ひがしみなみかた)

鹿児島県川辺郡東南方村是

〔明治44.〕

明治42年 末現在

*早 稲田大学図書館

鹿児島県一1-226
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旧地名索引
上段 旧地名

下段(新 地 名)

(あ)

姶良郡 あいらぐん 蒲生村 がもう

→(姶 良郡 あいらぐん 蒲生町 かもう)-130

碧海郡 あおみぐん 一ツ木村 ひとつき

→(刈 谷市 かりやし)63

赤磐郡 あかいわぐん 西高月村 にしたかっき

→(岡 山市/赤磐郡 おかやまし/あかいわぐん

山陽町 さんよう)89

吾妻郡 あがつまぐん 伊参村 いさま

→(吾 蓑郡 あカリまぐん中之条町なかのじょう)28

吾妻郡 あがつまぐん 岩島村 いわじま

→(吾 妻郡あがつまぐん吾妻町あがつま)… …27

吾妻郡 あがつまぐん 太田村 おおた
→(吾 妻郡あがつまぐん吾妻町あがつま)・・…・27

吾妻郡 あがつまぐん 坂上村 さかうえ

→(吾 妻郡あカリまぐん吾妻町あがつま)… …27

吾川郡 あがわぐん 八田村 はた
→(吾 川郡 あがわぐん 伊野町 いの)・ …93

吾川郡 あがわぐん 弘岡上ノ村 ひろおかかみの

→(吾 川郡 あがわぐん 春野町 はるの)一

安芸郡 あきぐん 西分村 にしぶん

→(安 芸郡 あきぐん 芸西村 げいせい)… ・・

飽海郡 あくみぐん 観音寺村 かんのんじ

→(飽 海郡 あくみぐん 八幡町 やわた)・-9

足利郡 あしかがぐん ノ」喉村 おまた

→(足 利市 あしかがし)24

足利郡 あしかがぐん 北郷村 きたこう

→(足 利市 あしかがし)24

足利郡 あしかがぐん 毛野村 けの

→(足 利市 あしかがし)24

足利郡 あしかがぐん 富田村 とみた

→(足 利市 あしかがし)24

足利郡 あしかがぐん 葉鹿村 はじか

→(足 利市 あしかがし)

足利郡 あしかがぐん 菱村 ひし

→(桐 生市 きりゅうし)26 .28

足利郡 あしかがぐん 御厨村 みくりや

→(足 利市 あしかがし)25

足利郡 あしかがぐん 三和村 みわ

→(足 利市 あしかがし)

足利郡 あしかがぐん 梁田村 やなだ

→(足 利市 あしかがし)

足利郡 あしかがぐん 山辺村 やまぺ

→(足 利市 あしかがし)

足利郡 あしかがぐん 山前村 やままえ

→(足 利市 あしかがし)

足柄上郡 あしがらかみぐん 金田村 かねた

→(足 柄上郡あしがらかみぐん大坤町撒 、)

阿蘇郡 あそぐん

→(阿 蘇郡 あそぐん)118

安蘇郡 あそぐん 赤見村 あかみ

→(佐 野市 さのし)26

安蘇郡 あそ ぐん 植野村 うえの

→(佐 野市 さの し)26

阿蘇郡 あそ ぐん 内牧村 うちのまき

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 阿蘇町 あそ)一 ………118

阿蘇 郡 あそ ぐん 産 山村 うぶや ま

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 産 山村 うぶや ま)一 ・119

阿蘇郡 あそ ぐん 尾 ヶ石村 おがい し

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 阿蘇町 あそ)118

阿蘇郡 あそ ぐん 柏村 か しわ

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 蘇陽町 そよう)… ………・119

阿蘇郡 あそ ぐん 久木野村 くぎの

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 久木野村 くぎの)一 ・119

阿蘇郡 あそ ぐん 草部村 くさかべ

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 高森町 たか も り)-120

安蘇郡 あそ ぐん 葛生町 くずう

→(安 蘇郡 あそ ぐん 葛生町 くず う)一 ・-25

阿蘇郡 あそ ぐん 黒川村 くろかわ

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 阿蘇町 あそ)一 ………118

阿蘇 郡 あそ ぐん 古城 村 こ じよう

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 一の宮町 いちのみや)・・…119

安蘇郡 あそ ぐん 佐野町 さの

→(佐 野市 さの し)26

阿蘇郡 あそ ぐん 白水村 しらみ

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 白水村 は くすい)・-120

安蘇 郡 あそ ぐん 新合村 しんこう

→(安 蘇郡 あそ ぐん 田沼町 たぬ ま)… ……25

阿蘇郡 あそ ぐん 菅尾村 すげの

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 蘇陽町 そ よう)・ 一・…119

阿蘇郡 あそ ぐん 高森町 たかも り

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 高森町 たかも り)一 ・120

安蘇郡 あそ ぐん 田沼町 たぬ ま

→(安 蘇郡 あそ ぐん 田沼町 たぬま)一 一・25

阿蘇郡 あそ ぐん 長陽 村 なが きた

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 長陽村 ち ょうよう)・-120

阿蘇郡 あそ ぐん 中通村 なか どお り

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 一の宮町 いちのみや)119

阿蘇郡 あそ ぐん 永 水村 ながみず

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 阿蘇 町 あそ)… 一……119

阿蘇郡 あそ ぐん 錦野村 に しきの

→(阿 蘇 郡/菊池郡 あそ ぐん/き くち ぐん

西原村/大 津町 に しは ら/おおつ)… 一……120

安蘇郡 あそ ぐん 野上村 のかみ

→(安 蘇郡 あそ ぐん 田沼町 たぬま)・一・一…26

阿蘇郡 あそ ぐん 野尻 村 の じり

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 高森町 たかも り)・-120

安蘇 郡 あそ ぐん 旗 川村 はたがわ

→(佐 野市 さの し)26

安蘇郡 あそ ぐん 氷 室村 ひむ ろ

→(安 蘇郡 あそ ぐん 葛生町 くずう)・ 一…・25

阿蘇郡 あそ ぐん 馬見原町 まみは ら

→(阿 蘇 郡 あそ ぐん 蘇陽 町 そよう)… ……120

安蘇郡 あそ ぐん 三好村 みよ し

→(安 蘇郡 あそ ぐん 田沼町 たぬ ま)… ……26
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阿蘇郡 あそ ぐん 山田村 やまだ

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 阿i蘇町 あそ)一 ・…・…119

阿蘇郡 あそ ぐん 山西村 やまに し

→(阿 蘇郡 あそ ぐん 西原村 にしはら)-120

安達郡 あだちぐん 岩根 村 いわね

→(安 達郡 あだちぐん 本宮町 もとみや)-12

渥美郡 あつみ ぐん 豊岡村 とよおか

→(豊 橋市 とよは しし)63

天草郡 あまくさ ぐん 一町田村 い っちようだ

→(天 草郡 あまくさぐん 河浦町 力め うら)-121

海士郡 あまぐん 海士村 あま

→(隠 岐郡 おき ぐん 海士町 あま)… ……・…81

天田郡 あまた ぐん 上夜久野村 かみや くの

→(天 田郡 あまた ぐん 夜久野町 やくの)-68

天田郡 あまた ぐん 細見村 ほそみ

→(天 田郡 あまた ぐん 三和町 みわ)… …68

阿山郡 あやま ぐん 小田村 おだ

→(上 野市 うえの し)64

阿山郡 あやま ぐん 玉滝村 たまたき

→(阿 山郡 あやま ぐん 阿山町 あや ま)-64

阿山郡 あやま ぐん 靹田村 ともだ

→(阿 山郡 あや まぐん 阿山町 あや ま)…64

阿山郡 あやま ぐん 布引村 ぬのひき

→(阿 山郡 あやまくん 大山田村 お所 まだ)一 ・64

有田郡 あ りだ ぐん 田栖川村 たすがわ

→(有 田郡 あ りだ ぐん 湯浅町 ゆあさ)-72

有馬郡 あ りまぐん 八多村 はた

→(神 戸市 こうべ し 兵庫区 ひょうごく)・・…69

阿波郡 あわ ぐん

→(阿 波郡 あわ ぐん)92

安濃郡 あんの ぐん 朝山村 あさやま

→(大 田市 おおだ し)78

安濃郡 あんの ぐん 大 田町 おおた

→(大 田市 おおだ し)78

安濃郡 あんの ぐん 川合村 かわい

→(大 田市 おおだ し)78

安濃郡 あんの ぐん 刺鹿村 さすか

今(大 田市 おおだ し)78

安濃郡 あんの ぐん 佐比売村 さひめ

→(大 田市 おおだ し)78

安濃郡 あんの ぐん 富山村 とみや ま

→(大 田市 おおだ し)78

安濃郡 あんの ぐん 長久村 ながひさ

→(大 田市 おおだ し)78

安濃郡 あんの ぐん 波根西村 はねに し

→(大 田市 おおだ し)78

安濃郡 あんの ぐん 波根東村 はねひが し

→(大 田市 おおだ し)79

(い)

飯 石郡 いい しぐん 掛合村 かけや

→(飯 石郡 いい しぐん 掛台町 かけや)一 ・77

飯石郡 いい しぐん 来島村 き じま

→(飯 石郡 いい しぐん 赤来町 あか ぎ)一 ・77

飯石郡 いい しぐん 頓原村 とんば ら

→(飯 石郡 いいしぐん 頓原町 とんば ら)・-77

飯 石郡 いい しぐん 松笠村 まつかさ

→(飯 石郡 いい しぐん 掛 合町 かけや)・-77

何鹿郡 いか るか ぐん

→(綾 部市/福知 山市 あやぺし/ふくちやまし)68

何鹿郡 いか るか ぐん 志賀郷村 しが さと

→(綾 部市 あやべ し)68

生葉郡/竹野郡 い くは ぐん/たけの ぐん

→(浮 羽郡 うきは ぐん)95

生葉郡 い くは ぐん 浮羽村 うきは

→(浮 羽郡 うきは ぐん 浮羽町 うきは)・-95

生葉郡 い くは ぐん 江南村 えなみ

→(浮 羽郡 うきは ぐん 吉井町 よしい)・-98

生葉郡 い くは ぐん 大石村 おおい し

→(浮 羽郡 うきは ぐん 浮羽町 うきは)・-95

生葉郡 い くは ぐん 千年村 ち とせ

→(浮 羽郡 うきは ぐん 吉井町 よしい)・ ・…98

生葉郡 い くは ぐん 椿子村 つばこ

→(浮 羽郡 うきは ぐん 浮羽町 うきは)・-96

生葉郡 い くは ぐん 姫治村 ひめはる

→(浮 羽郡 うきは ぐん 浮羽町 うきは)・-96

生葉郡 い くは ぐん 福富村 ふ くとみ

→(浮 羽郡 うきは ぐん 吉井町 よ しい)… ・・98

生葉郡 い くは ぐん 星野村 ほ しの

→(八 女郡 や め ぐん 星野村 ほ しの)… ……114

生葉郡 い くは ぐん 山春村 やまは る

→(浮 羽郡 うきは ぐん 浮羽町 うきは)一 ・96

生葉郡 い くは ぐん 吉井町 よ しい

→(浮 羽郡 うきは ぐん 吉井町 よ しい)・-99

生駒郡 いこまぐん 片桐村 かたぎ り

→(大 和郡山市 やまとこお りやま し)… ……71

生駒郡 いこまぐん 北生駒村 きたいこま

→(生 駒 市 いこまし)70

生駒郡 いこま ぐん 北倭村 きたや まと

→(生 駒 市 いこまし)70

生駒郡 いこま ぐん 富雄村 とみお

→(奈 良市 なら し)71

生駒郡 こま ぐん 翻 附 とみさと

→(生 駒郡 いこまくん 斑鳩町 いカ》るが)… ……70

生駒郡 いこま ぐん 平端村 ひらばた

→(大 和郡山市 やまとこお りや ま し)… ……71

生駒郡 いこま ぐん 伏見村 ふ しみ

→(奈 良市 なら し)71

生駒郡 いこま ぐん 平群村 へ ぐり

→(生 駒郡 いこまぐん 平群町 へ ぐり) -70
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生駒郡 いこまぐん 法隆寺村 ほうりゅうじ

→(生 駒郡いこま酬し斑鳩町 いかるが)… ・…・・70

生駒郡 こまぐん 本多村 ほんだ

→(大 和郡山市 やまとこおりやまし)… ……71

生駒郡 いこまぐん 三郷村 みさと

→(生 駒郡い:まぐん三塑阿 さんごう)一 ・…70

生駒郡 いこまぐん 南生駒村 みなみいこま

→(生 駒市 いこまし)70

生駒郡 いこまぐん 矢田村 やだ

→(大 和郡山市 やまとこおりやまし)一 ・-71

伊佐郡 いさぐん 東太良村 ひがしたら

→(伊 佐郡 いさぐん 菱刈町 ひしかり)・-130

胆沢郡 いさわぐん 相去村 あいさり

→(北 上市 きたかみし)5

胆沢郡 いさわぐん 永岡村 ながおか
→(胆 沢郡いさわくん金ヶ崎町力ね力暫き)・-5

胆沢郡 いさわぐん 南都田村 なつた

→(胆 沢郡 いさわぐん 胆沢町 いさわ)・ ・…5

石川郡 いしかわぐん 一木村 ひとつぎ

→(松 任市 まつとうし)56

石川郡 いしかわぐん 安原村 やすはら

→(金 沢市 かなざわし)55

出水郡 いずみぐん 野田村 のだ
→(出 水郡いすみくん野田町 ¢ だ)130

一志郡 いちしぐん 鵠村 かささき

→(一 志郡 いちしぐん 三雲町 みくも)・-64

伊都郡 いとぐん 見好村 みよし
→(イ ≡賭β郡 いとぐんかつらき町かつらぎ)………72

稲敷郡 いなしきぐん

→・(稲 敷郡 いなしきぐん)14

稲敷郡 いなしきぐん 朝日村 あさひ

→(稲 敷郡 いなしきぐん 阿見町 あみ)一 ・14

稲敷郡 いなしきぐん 阿見村 あみ

→(稲 敷郡 いなしきぐん 阿見町 あみ)-14

稲敷郡 いなしきぐん 大須賀村 おおすか
一〉(稲 敷郡 いなしきぐん 東町 あずま)-14

稲敷郡 いなしきぐん 奥野村 おくの
二今(牛 久市 うしくし)14

稲敷郡 いなしきぐん 沼里村 ぬまさと

→(稲 敷郡しなしきくん江戸崎町 えとさき)-14

稲敷郡 いなしきぐん 古渡村 ふっと

→(稲 敷郡いなしきくん桜川木寸さくらカわ)・ ・…14

稲敷郡 いなしきぐん 八原村 やばら

→(龍 ヶ崎市 りゅうがさきし)24

稲敷郡 いなしきぐん 龍ヶ崎町 りゅうがさき

→(龍 ヶ崎市 りゅうがさきし)24

犬上郡 いぬかみぐん 日夏村 ひなっ

→(彦 根市 ひこねし)67

庵原郡 いはらぐん 飯田村 いいだ

→(清 水市 しみずし)61

庵原郡 いはらぐん 小島村 おじま

→(清 水市 しみずし)61

揖斐郡 いびぐん 川合村 かわい

→(揖 斐郡 いびぐん 大野町 おおの)… ……60

揖斐郡 いびぐん 坂内村 さかうち

→(揖 斐郡 いびぐん 坂内村 さかうち)・-60

揖斐郡 いびぐん 横蔵村 よこくら

→(揖 斐郡 いびぐん 谷汲村 たにぐみ)-61

揖宿郡 いぶすきぐん 喜入村 きいれ

→(揖 宿郡いξすきくん喜入町 きいれ)… ……130

揖保郡 いぼぐん

→(揖 保郡 いぼぐん)69

今立郡 いまだてぐん 北日野村 きたひの

→(武 生市 たけふし)58

今立郡 いまだてぐん 国高村 くにたか

→(武 生市 たけふし)58

今立郡 いまだてぐん 新横江村 しんよこえ

→(鯖 江市 さばえし)57

今立郡 いまだてぐん 服間村 ふくま

→(今 立郡 いまだてぐん今立町 いまだて)・-56

今立郡 いまだてぐん 舟津村 ふなつ

→(鯖 江市 さばえし)58

射水郡 いみずぐん 黒河村 くろかわ

→(射 水郡 いみずぐん ・」彰町 こすぎ)・…53

射水郡 いみずぐん 佐野村 さの

→(高 岡市 たかおかし)53

射水郡 いみずぐん 横田村 よこた

→(高 岡市 たかおかし)53

伊予郡 いよぐん 南伊予村 みなみいよ

→(伊 予市 いよし)92

入間郡 いるまぐん 豊岡町 とよおか

→(入 間市 いるまし)29

岩瀬郡 いわせぐん 西袋村 にしふくろ

→(須 賀川市 すかがわし)12

岩手郡 いわてぐん 浅岸村 あさぎし

→(盛 岡市 もりおかし)7

岩手郡 いわてぐん 太田村 おおた

→(盛 岡市 もりおかし)7

岩手郡 いわてぐん 大更村 おおふけ

→(岩 手郡 いわてぐん 西根町 にしね)・-5

岩手郡 いわてぐん 松尾村 まつお

→(岩 手郡 いわてぐん 松尾村 まつお)・ …・5

岩手郡 いわてぐん 本宮村 もとみや
→(盛 岡市 もりおかし)7

岩手郡 いわてぐん 簗川村 やなかわ

→(盛 岡市 もりおかし)7

岩船郡 いわふねぐん

→(岩 船郡 いわふねぐん)34

岩船郡 いわふねぐん 岩船町 いわふね

→(村 上市 むらかみし)52

岩船郡 いわふねぐん 上海府村 かみかいふ

→(村 上市 むらかみし)52

岩船郡 いわふねぐん 神納村 かんのう

→(岩 船郡いbらねくん神林村か剤まやし)・…34

iii



岩船郡 いわふねぐん 山辺里村 さべり

→(村 上市 むらかみし)52

岩船郡 いわふねぐん 関谷村 せきたに

→(岩 船郡いbみねくん関川村せきわわ)・34

岩船郡 いわふねぐん 館腰村 たてのこし
→(岩 船郡いb8ねくん朝日村 あさひ)-34

岩船郡 いわふねぐん 西襯内村 にしかんのう
→(岩 船郡い栃ねぐん神林村力捌まやし)・-34

岩船郡 いわふねぐん 保内村 ほうない
→(岩 船郡い擁 ねくん荒川町 あらかわ)・・34

岩船郡 いわふねぐん村上本町 むらかみほん
→(村 上市 むらかみし)52

岩美郡 いわみぐん 美保村 みほ

→(鳥 取市 とっとりし)74

E哺 郡 いんなみぐん 上荘村 かみしよう

→(加 古川市 かこがわし)69

印旛郡 いんばぐん

→(印 旛郡 いんばぐん)30

印旛郡 いんばぐん 中郷村 なかざと

→(成 田市 なりたし)30

(う)

浮羽郡 うきは ぐん

→(浮 羽郡 うきは ぐん)95

浮羽郡 うきは ぐん 浮羽村 うきは

→(浮 羽郡 うきは ぐん 浮羽町 うきは)-95

浮羽郡 うきは ぐん 江南村 えなみ

→(浮 羽郡 うきは ぐん 吉井町 よしい)-98

浮羽郡 うきは ぐん 大石村 おおい し

→(浮 羽郡 うきは ぐん 浮羽町 うきは)・ …・96

浮羽郡 うきは ぐん 川会村 かわあい

→(浮 羽郡 うぎまくん 田主丸町 たぬ しまる)・-96

浮羽郡 うきは ぐん 柴刈村 しばか り

→(浮 羽郡 うぎまくん 田主丸町 たぬしまる)・-97

浮羽郡 うきは ぐん 竹野村 たけの
'
→(浮 羽郡 うぎまくん 田主丸町 たぬしまる)・ …・ επ

浮羽郡 うきは ぐん 田主丸町 たぬ しまる

→(浮 羽郡 うぎまくん 田主丸町 たぬしまる)・ ・…97

浮羽郡 うきは ぐん 千年村 ちとせ

→(浮 羽郡 うきは ぐん 吉井町 よ しい)・-98

浮羽郡 うきは ぐん 椿子村 つばこ

→(浮 羽郡 うきは ぐん 浮羽町 うきは)・-96

浮羽郡 うきは ぐん 福富村 ふ くとみ

→(浮 羽郡 うきは ぐん 吉井町 よ しい)・-98

浮羽郡 うきは ぐん 船越 村 ふなこし

→(浮 羽郡 うきは ぐん 吉井町 よしい)-98

浮羽郡 うきは ぐん 水分村 みずわけ

→(浮 羽郡 うぎまくん 田主丸町 たぬしまる)・-97

浮羽郡 うきは ぐん 水縄 付 みなう

→(浮 羽郡 うぎまぐん 田主丸町 たぬしまる)97 .98

浮羽郡 うきはぐん 山春村 やまはる

→(浮 羽郡 うきはぐん 浮羽町 うきは)・-96

浮秘 うきはぐん 吉荊 よしい

→(浮 羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい)・-99

宇佐郡 うさぐん 封戸村 ふべ

→(豊 後高田市 ぶんごたかだし)126

碓氷郡 うすいぐん 臼井町 うすい

→(碓 氷郡 う魂 、ぐん 松井田町 まついだ)………28

宇陀郡 うだ ぐん

→(宇 陀郡 うだ ぐん)71

宇土郡 うと ぐん 松合村 まつあい

→(宇 土郡 うとぐん 不知火町 しらぬい)・-121

雨竜郡 う りゅう ぐん 秩父別村 ちっぷべつ

→(空 知支庁.雨 竜郡 そらちしちよう.うりゅうぐん

秩父別町 ち っぷべつ)3.4

(え)

枝幸郡 えさしぐん 中頓別村 なかとんべつ

→(宗 谷支庁.枝幸郡 そうやしちょう.えさしくん

中頓別町 なかとんべつ)

江刺郡 えさしぐん 藤里村 ふじさと

→(江 刺市 えさしし)

愛知郡 えちぐん 稲枝村 いなえ

→(彦 根市 ひこねし)

恵那郡 えなぐん

→(恵 那郡 えなぐん)

恵那郡 えなぐん 加子母村 かしも
→(恵 那郡 えなぐん 加子母村 かしも)・一

江沼郡 えぬまぐん 作見村 さくみ

→( .加賀市 かがし)

江沼郡 えぬまぐん 月津村 つきつ

→(ノ 」、松市/加賀市 こまつし/かがし)・一一

荏原郡 えばらぐん駒沢村 こまざわ

→(世 田谷区 せたがやく)

(お)

3

5

67

61

61

55

31

邑楽郡 おうらぐん 佐貫村 さぬき

→(邑 楽郡 おうらぐん 明和村 めいわ)… ・・28

大分郡 おおいたぐん

→(大 分郡 おおいたぐん)124

大分郡 おおいたぐん 阿南村 あなみ

→(大 分郡おおいたぐん庄内町 しょう嵐 、〉-124

大分郡 おおいたぐん 賀来村 かく

→(大 分市 おおいたし)124

大分郡 おおいたぐん 石城川村 せきじようかわ

→(大 分郡 おおいたぐん 挾間町1コさま)一 ・124

大分郡 おおいたぐん 高田村 たかだ

→(大 分市 おおいたし)124

iv



大分郡 おおいたぐん 瀧尾村 たきお

→(大 分市 おおいたし)124

大分郡 おおいたぐん 竹中村 たけなか

→(大 分市 おおいたし)125

大分郡 おおいたぐん 鶴埼町 つるさき
→(大 分市 おおいたし)125

大分郡 おおいたぐん 東大分村 ひがしおおいた

→(大 分市 おおいたし)125

大分郡 おおいたぐん 東植田村 ひがしわさだ

→(大 分市 おおいたし)125

大分郡 おおいたぐん 日岡村 ひのおか

→(大 分市 おおいたし)125

大分郡 おおいたぐん 戸次村 へつぎ

→(大 分市 おおいたし)125

大分郡 おおいたぐん 三佐村 みさ
一〉(大 分市 おおいたし)125

大分郡 おおいたぐん 南庄内村 みなみしょうない

→(大 分郡お掛 たくん庄内町 しょうな 、)-124

大分郡 おおいたぐん 桃園村 ももその

→(大 分市 おおいたし)125

大分郡 おおいたぐん 八幡村 やはた

→(大 分市 おおいたし)125

大分郡 おおいたぐん 由布川村 ゆふかわ

→(大 分郡 おおいたぐん 挾間町はさま)-124

大里郡 おおさとぐん 八基村 やつもと

→(深 谷市 ふかやし)29

大島郡 おおしまぐん 手花部村 てきぶ

→(大 島郡 おおしまぐん 笠利町力盲り)・…・130

邑智郡 おおちぐん 田所村 たどころ

→(邑 智郡 おおちぐん 瑞穂町 みずほ)一 ・79

邑智郡 おおちぐん 三原村 みはら

→(邑 智郡 おおちぐん川本町 かわもと)一 ・-79

邑智郡 おおちぐん 矢上村 やかみ

→(邑 智郡 おおちぐん 石見町 いわみ)-79

大沼郡 おおぬまぐん横田村/大滝村 よこた/おおたき

→(大 沼郡掛 ぬまぐん金山町力ねやま)一 ・12

大野郡 おおのぐん 上味見村 かみあじみ

→(足 羽郡 あすわぐん 美山町 みやま)・ ・…56

大原郡 おおはらぐん 阿用村 あよう

→(大 原郡おおはらぐん大東町だいとう)・-80

大原郡 おおはらぐん 海潮村 うしお

→(大 原郡おおはらぐん大東町熟 、とう)一 ・80

大原郡 おおはらぐん 加茂村 かも
一〉(大 原郡 おおはらぐん 加茂町 かも)… ・・80

大原郡 おおはらぐん 神原村 かんばら

→(大 原郡 おおはらぐん 加茂町 かも)一 ・80

大原郡 おおはらぐん 木次町 きすき

→(大 原郡 おおはらぐん 木次町 きすき)・-80

大原郡 おおはらぐん 佐世村 させ

→(大 原郡 おおはらぐん大東町 熟 、とう)… ・・81

大原郡 おおはらぐん 大東町 だいとう

→(大 原郡おおはらぐん大東町熟 、とう)・-81

大原郡 おおはらぐん 幡屋村 はたや

→(大 原郡おおはらぐん大東町 だいとう)一 ・81

大原郡 おおはらぐん 春殖村 はるえ

→(大 原郡おおはらぐん大東町 だいとう)-81

大原郡 おおはらぐん 斐伊村 ひい

→(大 原郡 おおはらぐん 木次町 きすき)-80

大原郡 おおはらぐん 日登村 ひのぼり

→(大 原郡 おおはらぐん 木次町 きすき)-80

大原郡 おおはらぐん 屋裏村 やうち

→(大 原郡 おおはらぐん 加茂町 かも)-80

ノ」城郡 おきぐん

→(小 城郡 おきぐん)117

小城郡 おぎぐん 芦刈村 あしかり

→(ノ1城 郡 おぎぐん 芦刈町 あしかり)-ll7

ノ」城郡 おぎぐん 北多久村 きたたく

→(多 久市 たくし)117

ノ」城郡 おきぐん 多久村 たく

→(多 久市 たくし)118

ノ」城郡 おぎぐん 西多久村 にしたく

→(多 久市 たくし)118

ノ」城郡 おぎぐん 東多久村 ひがしたく

→(多 久市 たくし)118

ノ」城 郡 おぎぐん 三日月村 みかづき

→(・ 」城郡おぎぐん 三日月町 みかつき)-117

ノ」城郡 おぎぐん 三里村 みさと

→(ノ 」城郡 おぎぐん 小城町 おぎ)… 一……117

遠敷郡 おにゅうぐん 今富村 いまとみ

→(小 浜市 おばまし)57

遠敷郡 おにゅうぐん 鳥羽村 とば

→(遠 敷郡 おにゅうぐん 上中町かみなか)-56

尾道市 おのみちし

→(尾 道市 おのみちし)90

遠賀郡 おんがぐん

→(遠 賀郡 おんがぐん)100

遠賀郡 おんがぐん 浅木村 あさき

→(遠 賀郡 おんがぐん 遠賀町 おんが)・-100

遠賀郡 おんがぐん 芦屋町 あしや

→C遠 賀郡 おんがぐん 芦屋町 あしや)・ …100

遠賀郡 おんがぐん 岡垣村 おかがき

→(遠 賀郡 おんがぐん 岡垣町 おかがき)・-100

遠賀郡 おんがぐん 折尾村 おりお

→(北 九州市/遠賀郡 きたきゅうしゅうし∠おへがぐん

八幡西区〃燧 町やまたにしく/みずまき)・-102

遠賀郡 おんがぐん 香月村 かつき

→(北 九州市 きたきゅうしゅうし

八幡西区 やはたにしく)102

遠賀郡 おんがぐん 上漸隻村 こうじゃく

→(北 九州市/中間市 きたきゅうしゅうしノなカまし

八幡西区 やはたにしく)102

遠賀郡 おんがぐん 島郷村 しまこう

→(北 九州市 きたきゅうしゅうし

若松区 わかまつく)102

V



遠賀郡 おんがぐん 島門村 しまと
→(遠 賀郡 おんがぐん 遠賀町 おんが)100

遠賀郡 おんがぐん 底井野村 そこいの
→(中 間市 なかまし)

遠賀郡 おんがぐん 戸畑町 とばた
→(北 九州市 きたきゅうしゅうし

戸畑区 とばたく)

107

101

遠賀郡 おんがぐん 長津村 ながつ

→(中 間市 なかまし)107

遠賀郡 おんがぐん 水巻村 みずまき

→(遠 賀郡 おんがぐん 水巻町みずまき)-100

遠賀郡 おんがぐん 八幡町 やはた
→(北 九州市 きたきゅうしゅうし八幡東区/八幡西区

やはたひがしく/やはたにしく)102

遠賀郡 おんがぐん 若松町 わかまつ

→(北 九州市きたきゅうしゅうし若松区わbまつく)102

温泉郡 おんせんぐん 浮穴村 うけあな

→(松 山市 まつやまし)93

温泉郡 おんせんぐん 久米村 くめ

→(松 山市 まつやまし)93

温泉郡 おんせんぐん 余土村 よど

→(松 山市 まつやまし)93

(か)

海草郡 かいそ うぐん 雑賀村 さいが

→(和 歌山市 わかや まし)73

海草郡 かいそうぐん 中之島村 なかの しま

→(和 歌山市 わかや まし)73

海東郡 かいとう ぐん 伊福村 いふ く

→(海 部郡 あま ぐん 七宝町 しっぽう)-62

鹿 児島郡 かご しまぐん 西桜島村 に しさくらしま

→(鹿 児島郡 かごしまぐん 桜 島町 さくらじま)131

河西郡 かさい ぐん 大正村 たい しょう

→(帯 広市 おびひろ し)3

河西郡 かさい ぐん 芽室村 めむろ

→(十 勝支庁.河 西郡 とかちしちょう.かさいぐん

芽室町 めむろ)4

鹿島郡 かしまぐん(茨 城県)

→(鹿 島郡 か しま ぐん)15

鹿島郡 か しま ぐん(石 川県)

→(鹿 島郡 か しまぐん)54

鹿島郡 か しま ぐん 東下村 とうしも

→(鹿 島郡 か しまぐん 波崎町 はさき)・ …15

鹿島郡 か しまくん 沼前村 ぬ まさき

→(東 茨城郡UがUは らきくん 茨城町 しヰまらき)22

鹿島郡 か しまぐん 矢田郷村 やたこう

→(七 尾市 ななお し)56

糟屋郡 かすや ぐん

→(糟 屋郡 かすや ぐん)100

糟屋郡 かすや ぐん 青柳村 あおやぎ

→(古 賀市 こが し)105

糟屋郡 かすやぐん 宇美村 うみ

→(糟 屋郡 かすやぐん 宇美町 うみ)… ……101

糟屋郡 かすやぐん 篠栗村 ささぐり

→(糟 屋郡 かすやぐん 篠栗町 ささぐり)-101

鹿角郡 かつのぐん ノ」叛村 こさか

→(鹿 角郡 かつのぐん 小坂町 こさか)・-8

鹿角郡 かつのぐん 宮川村 みやかわ

→(鹿 角市 かつのし)8

鹿足郡 かのあしぐん 青原村 あおはら

→(鹿 足郡 力切あしぐん 日原町 にぢまら)・-82

鹿足郡 かのあしぐん 朝倉村 あさくら

→(鹿 足郡 力切あしぐん六日市町 むいかし、ち)82

鹿足郡 かのあしぐん 小川村 おがわ

→(鹿 足郡 かのあしぐん

津和野町/日原町 つわの/にちはら)・-81

鹿足郡 かのあしぐん 柿木村 かきのき

→(鹿 足郡力のあしくん琳 村かき7)き)・・・……81

鹿足郡 かのあしぐん 木部村 きべ
→(鹿 足郡力のあしぐん津和野町つわの)・・…・…81

鹿足郡 かのあしぐん 蔵木村 くらぎ
→(鹿 足郡力切あしぐん六日市町 む 、かいち)82

鹿足郡 かのあしぐん 七日市村 なぬかいち

→(鹿 足郡 力切あしぐん六日市町 む 、かいち)82

河北郡 かほくぐん 金川村 かなかわ

→(金 沢市 かなざわし)55

上川郡 かみかわぐん 神楽村 かぐら

→(旭lI市 あさひかわし)3

上高井郡 かみたかいぐん 日野村 ひの

→(須 坂市 すざかし)60

上新川郡 かみにいかわぐん 大庄村 おおしょう

→(上 新川郡 かみにいかわぐん

大山町 おおやま)53

上新川郡 かみにいかわぐん 大広田村 おおひろた

→(富 山市 とやまし)53

上水内郡 かみみのちぐん 大豆島村 まめしま

→(長 野市 ながのし)60

亀田郡 かめだぐん 大野村 おおの

→C渡 島支庁.亀田郡おしましちょう.力泣だぐん

大野町 おおの)3

蒲生郡 がもうぐん 鏡山村 かがみやま
→(蒲 生郡 がもうぐん竜王町 りゅうおう)・-66

蒲生郡 がもうぐん 金田村 かなた
→(近 江八幡市 おうみはちまんし)… ・一一・66

刈羽郡 かりわぐん 高田村 たかだ

→(柏 崎市 かしわざきし)35

刈羽郡 かりわぐん 武石村 たけいし

→(刈 羽郡 かりわぐん 小国町 おぐに)-36

刈羽郡 かりわぐん 中鯖石村 なかさばいし
→(柏 崎市 かしわざきし)35

刈羽郡 かりわぐん 西中通村 にしなかどおり

→(柏 崎市 かしわざきし)35

刈羽郡 かりわぐん 南鯖石村 みなみさばいし

→(柏 崎市 かしわざきし)36
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川上郡 かわかみ ぐん 玉川村 た まかわ

→(高 梁市 たかは しし)go

河芸郡 かわげ ぐん 白子町 しろこ

→(鈴 鹿市 すずか し)65

川辺郡 かわなべ ぐん 笠砂 村 か ささ

→(川 辺郡 かわなべ ぐん 笠沙町 力ささ)-131

川辺郡 かわなべ ぐん 加世田村 かせた

→(加 世田市 かせだ し)131

川辺郡 かわなべ ぐん 勝 目村 かつめ

→(川 辺郡 力わなべぐん 川辺町 力わなべ)・ ・…131

川辺郡 かわなべ ぐん 川辺村 かわなべ

→(川 辺郡 かわなべぐん 川辺町 力わなべ)-131

川辺郡 かわなべ ぐん 知覧村 ちらん

→(川 辺郡 力豹なべぐん 知 覧町 ち らん)・・…・…131

川辺郡 かわなべ ぐん 西加世田村 に しかせた

→(川 辺郡 力わなべぐん 笠沙町 か ささ)… ……131

川辺郡 かわなべ ぐん 西南方村 に しみなみかた

→(川 辺郡 かbなべぐん 坊 津町 ぽ うのつ)… ・・132

川辺郡 かわなべ ぐん 東加世田村 ひが しかせ た

→(加 世 田市 かせだ し)131

川辺郡 かわなべ ぐん 東南方村 ひが しみなみかた

→(枕 崎市 まくらざき し)133

河沼郡 かわぬ ま ぐん 笈川村 おいかわ

→(河 沼郡 かわぬまぐん 湯川村 ゆがわ)… ・・12

神崎郡 かんざき ぐん 栗 見荘村 くりみ しょう

→(神 崎郡 かへさきくん 能登川町 のとカわ)一 ・66

(き)

企救郡 きくぐん

→(北 九州市 きたきゅうしゅうし)・一一一101

企救郡 きくぐん 足立村 あだち

→(北 九州市 きたきゅうしゅうし

小倉北区 こくらきたく)101

企救郡 きくぐん 曽根村 そね

→(北 九州市 きたきゅうしゅうし

小倉南区 こくらみなみく)101

企救郡 きくぐん 中谷村 なかたに

→(北 九州市 きたきゅうしゅうし

小倉南区 こくらみなみく)101

企救郡 きくぐん 松ヶ江村 まつがえ

→・(北 九艸市 きたきゅうしゅうし門司区 もじく)102

杵島郡 きしまぐん 錦江村 にしきえ

→(杵 島郡 きしまぐん有明町 ありあけ)-117

北海部郡 きたあまべぐん 中臼杵村 なかうすき

→(臼 杵市 うすきし)124

北魚沼郡 きたうおぬまぐん

→(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん)36

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 入広瀬村 いりひろせ

→(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん

入広瀬村 いりひろせ)36

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 小千谷町 おちや

→(小 千谷市 おちやし)34

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 上條村 かみじょう

→(北 魚沼郡 きたうおぬまくん守門村 すもん)-37

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 川井村 かわい

→(小 千谷市 おちやし)

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 川口村 かわぐち
→(北 魚沼郡 きたうおぬまくん川口町力わくち)36

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 城下村 しろした

→(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん

堀之内町 ほりのうち)37

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 田川入村 たがわいり

→(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん

堀之内町 ほりのうち)37

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 千田村 ちだ

→(小 千谷市 おちやし)

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 広瀬村 ひろせ

→(北 魚沼郡 きたうおぬまくん広神村ひろわみ)37

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 藪神村 やぶかみ

→(北 魚沼郡 きたう描 まくん広神村ひ劫み)37

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 湯之谷村 ゆのたに

→(北 魚沼郡 きたうおぬまぐん

湯之谷村 ゆのたに)37

北魚沼郡 きたうおぬまぐん 吉谷村 よしだに

→(小 千谷市 おちやし)

北宇和郡 きたうわぐん 成妙村 なるたい

→(北 宇和郡 きたうわぐん三間町 みま)

北宇和郡 きたうわぐん 三間村 みま

→(北 宇和郡 きたうわぐん三間町 みま)一 ・・

北蒲原郡 きたかんばらぐん

→(北 蒲原郡 きたかんばらぐん) 37

北蒲原郡 きたかんばらぐん 五十公野村 いじみの

→(新 発田市 しばたし)41

北蒲原郡 きたかんばらぐん 加治村 かじ

→(北 蒲原郡 きたかんばらぐん

加治川村 かじかわ)38

北蒲原郡 きたかんばらぐん 神山村 かみやま

→(北 蒲原郡 きたかんばらぐん

笹神村 ささかみ)38

北蒲原郡 きたかんばらぐん 川東村 かわひがし

→(新 発田市 しばたし)41

北蒲原郡 きたかんばらぐん 鴻沼村 こうぬま

→(新 発田市 しばたし)41

北蒲原郡 きたかんばらぐん 佐々木村 ささき

→(新 発田市 しばたし)41

北蒲原郡 きたかんばらぐん 猿橋村 さるはし

→(新 発田市 しばたし)41

北蒲原郡 きたかんばらぐん 紫雲寺村 しうんじ
→(北 蒲原郡 きたかんばらぐん

紫雲寺町 しうんじ)38

北蒲原郡 きたかんばらぐん 新発田町 しばた

→(新 発田市 しばたし)41
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北蒲原郡 きたかんばらぐん 水原町 すいばら

→(北 蒲原郡 きたかんばらぐん

水原町 すいばら)

北蒲原郡 きたかんばらぐん 菅谷村 すがたに

→(新 発田市 しばたし)

北蒲原郡 きたかんばらぐん 築地村 ついじ

→(北 蒲原郡 きたかんばらぐん

中条町 なかじょう)

北蒲原郡 きたかんばらぐん 中浦村 なかうら
→(北 蒲原郡 きたかんばらぐん

豊浦町 とようら)

北蒲原郡 きたかんばらぐん 長浦村 ながうら
→(豊 栄市 とよさかし)

北蒲原郡 きたかんばらぐん 分田村 ぷんだ
→(北 蒲原郡 きたかんばらぐん

水原町 すいばら)

北蒲原郡 きたかんばらぐん堀越村 ほりこし

→(北 蒲原郡 きたかんばらぐん

水原町 すいばら)

北蒲原郡 きたかんばらぐん 松浦村 まつうら
→(新 発田市 しばたし)

北蒲原郡 きたかんばらぐん 米創 寸よねくら
→(新 発田市 しばたし)

北甘楽郡 きたかんらぐん 小幡村 おばた

→(甘 楽郡 かんらぐん 甘楽町 かんら)…

喜多郡 きたぐん 平野村 ひらの

→(大 洲市 おおずし)

北佐久郡 きたさくぐん 小諸町 こもろ

→(小 諸市 こもろし)

北相馬郡 きたそうまぐん 小文間村 おもんま
→(取 手市 とりでし)

北相馬郡 きたそうまぐん 山王村 さんのう

→(北 相馬郡 きたそうまぐん

藤代町 ふじしろ)

北相馬郡 きたそうまぐん 菅生村 すがう

→(水 海道市 みつかいどうし)

北相馬郡 きたそうまぐん 高井村 たかい

→

守谷町 もりや)

北相馬郡 きたそうまぐん 高須村 たかす

→

藤代町 ふ じしろまち)

北相馬郡 きたそうまぐん 六郷村 ろ くこう

→(北 相馬郡 きたそうまくん 藤代町 ふじしろ)…

北高来郡 きたたかきぐん 小栗村 お ぐり

→(諌 早市 いさはや し)

60

17

15

(取 手市/北相馬郡 とりでし/きたそうま ぐん

17

(龍 ヶ崎市/北相馬郡 りゅう力昏きしノきたそうまぐん

24

15

118

北多摩郡 きたたまぐん 東村山村 ひがしむらやま
→(東 村山市 ひがしむらやまし)31

北村山郡 きたむらやまぐん 大久保村 おおくぼ
→(村 山市 むらやまし)10

北村山郡 きたむらやまぐん横山村 よこやま
→(北 村山郡 きたむらやまぐん

大石田町 おおいしだ)9

北諸県郡 きたもろかたぐん 庄内村 しようない

→(都 城市 みやこのじようし)128

北諸県郡 きたもろかたぐん 都城町 みやこのじよう
→(都 城市 みやこのじようし)128

北諸県郡 きたもろかたぐん 山田村 やまだ

→(北 諸県郡 きたもろ加ヒくん 山田町 やまだ)126

肝属郡 きもつきぐん 西串良村 にしくしら

→(肝 属郡 きもつきぐん串良町 くしら)-132

(く)

久慈郡 くじぐん

→(久 慈郡 くじぐん)16

久慈郡 くじぐん 金郷村 かな さと

→(久 慈郡 くじぐん 金砂銀阿 かなさごう)・-16

久慈郡 くじぐん 黒沢村 くろさわ

→(久 慈郡 くじぐん 大子町 だい ご)一 一・16

久慈郡 くじぐん 佐原村 さは ら

→(ク 慈 郡 くじぐん 大子町 だい ご)… ……16

久慈郡 くじぐん 世矢村 せや

→(常 陸太田市 ひたちおおた し)

久慈郡 くじぐん 大子町 だいご

→(久 慈郡 くじぐん 大子町 だいご)… ……16

久慈郡 くじぐん 依上村 よ りかみ

→(久 慈郡 くじぐん 大子町 だいご)一 一16

劃1路郡 くしろ ぐん 鳥取村 とっと り

→(釧 路 市 くしろ し)3

熊毛郡 くまげ ぐん 北種子村 きたたね

→(西 之表市 に しのお もて し)132

鞍手郡 くらて ぐん

→(鞍 手郡 くらて ぐん)103

鞍手郡 くらて ぐん 勝野村 かつの

→(鞍 手郡 くらて ぐん 小竹町 こたけ)-103

鞍手郡 くらて ぐん 木屋瀬 町 こやのせ

→(北 九州市 きたきゅう しゅう し

八幡西区 やはたに しく)102

鞍手郡 くらて ぐん 新入村 しんにゅう

→(直 方市 のおがた し)107

鞍手郡 くらて ぐん 直方町 なおかた

→(直 方市 のおがた し)107

鞍手郡 くらて ぐん 西川村 に しかわ

→(鞍 手郡 くらて ぐん 鞍手町 くらて)・-103

鞍手郡 くらて ぐん 福地村 ふ くち

→(直 方市 のおがた し)107

栗太郡 くりた ぐん 大宝村 たいほう

→(栗 太郡 くりたぐん 栗東町 りっとう)一 ・66

栗太郡 くりた ぐん 常盤村 ときわ

→(草 津市 くさつ し)66

栗太郡 くりた ぐん 葉山村 はや ま

→(栗 太郡 くりたぐん 栗東町 りっとう) ・・…66

久留米市 くるめ し

→(久 留米市 くるめ し)103

viii



群馬郡 ぐんまぐん 大類村 おおるい

→(高 崎市 たかさきし)29

群馬郡 ぐんまぐん 清里村 きよさと

→(前 橋市 まえばしし)29

群馬郡 ぐんまぐん 桃井村 もものい
→(北 群馬郡 きたぐんまくん榛東村 しんとう)一・28

児湯郡 こゆぐん 高鍋町 たかなべ

→(児 湯郡 こゆぐん 高鍋町 たかなべ)126

児湯郡 こゆくん 西米良村 にしめら

→(慰 易郡 こゆぐん 西米良村 にしめら)-126

(さ)

(け)

気仙郡 けせんぐん 小友村 おとも

→(陸 前高田市 りくぜんたかたし)一 一・-7

気高郡 けたかぐん 湖山村 こやま

→(鳥 取市 とっとりし)74

(こ)

甲賀郡 こうかぐん 油日村 あぶらひ

→(甲 賀郡 こうかぐん 甲賀町 こうか)一 ・66

甲賀郡 こうかぐん 石部町 いしべ

→(甲 賀郡 こうかぐん 石部町 いしぺ)一 ・66

甲賀郡 こうかぐん 柏木村 かしわぎ

→(甲 賀郡 こうかぐん 水口町 みなくち)-67

甲賀郡 こうかぐん 土山町 つちやま

→(甲 賀郡 こうかぐん 土山町 つちやま)・-67

甲賀郡 こうかぐん 寺庄村 てらしょう

→(甲 賀郡 こうかぐん 甲南町 こうなん)-67

甲賀郡 こうかぐん 伴谷村 ばんたに

→(甲 賀郡 こうかぐん 水口町 みなくち)・・…67

甲賀郡 こうかぐん 宮村 みや

→(甲 賀郡 こうかぐん 甲南町 こうなん)・・…67

高座郡 こうざぐん 繊頼村 あやせ

→(綾 瀬市 あやせし)32

古志郡 こしぐん 上北谷村 かみきただに
→(見 附市/栃尾市 みつけし/とちおし)・-50

古志郡 こしぐん 下塩谷村 しもしおたに

→(栃 尾市 とちおし)°43

古志郡 こしぐん 十日町村 とおかまち

→(長 岡市 ながおかし)43

古志郡 こしぐん 荷頃村 にごろ

→(栃 尾市 とちおし)43

古志郡 こしぐん 西谷村 にしたに

→(栃 尾市 とちおし)43

古志郡 こしぐん 東谷村 ひがしたに

→(栃 尾市 とちおし)43

古志郡 こしぐん 六日市村 むいかいち

→(小 千谷市/長岡市/見阿柿

おちやし/ながおかし/みつけし)・一・一…35

児湯郡 こゆぐん 上穂北村 かみほきた
→(西 都市 さいとし)126

児湯郡 こゆぐん 下穂北村 しもほきた
→(西 都市 さいとし)126

西伯郡 さいはくぐん 宇田川村 うだがわ

→(西 伯郡 さいはくぐん 淀江町 よとえ)-74

西伯郡 さいはくぐん 賀野村 かの

→(西 伯郡 さいはくぐん 会見町 あいみ)… ・・74

西伯郡 さいはくぐん 尚徳村 しょうとく

→(米 子市 よなごし)76

西伯郡 さいはくぐん 幡郷村 はたのこう

→(西 伯郡 さいはくぐん

会見町/岸本町 あいみ/きしもと)… ……74

西伯郡 さいはくぐん 彦名村 ひこな

→(米 子市 よなごし)76

佐伯郡 さえきぐん 平良村 へら

→(廿 日市市 はつかいちし)90

坂井郡 さかいぐん 木部村 きべ

→(坂 井郡 さかいぐん 坂井町 さかい)一 ・57

坂井郡 さかいぐん 高椋村 たかぼこ

→(坂 井郡 さかいぐん丸岡町 まるおか)-57

坂井郡 さかいぐん 浜四郷村 はましごう

→(福 井市/坂井郡 ふくいし/さかいぐん

三国町 みくに)58

坂井郡 さかいぐん 春江村 はるえ

→(坂 井郡 さかいぐん 春江町 はるえ)-57

坂井郡 さかいぐん 本荘村 ほんじょう

→(坂 井郡 さかいぐん 芦原町 あわら)… ・57

坂井郡 さかいぐん 三国町 みくに

→(坂 井郡 さかいぐん 三国町 みくに)・-57

阪田郡 さかたぐん 法性寺村 ほうしょうじ

→(坂 田郡 さかたぐん 近江町 おうみ)・-67

猿島郡 さしまぐん

→(猿 島郡 さしまぐん)16

猿島郡 さしまぐん 長田村 ながた

→(猿 島郡 さしまぐん 境町 さかい)一 一・16

猿島郡 さしまぐん 弓馬田村 ゆまだ

→(岩 井市 いわいし)14

札幌郡 さっぽろぐん 琴似村/発寒村 ことに/はっさむ

→(札 幌市 さっぽろし)3

薩摩郡 さつまぐん 西水引村 にしみずひき

→(川 内市 せんだいし)132

薩摩郡 さつまぐん 樋脇村 ひわき
→(薩 摩郡 さつまぐん 樋脇町 ひわき)・-132

佐渡郡 さどぐん 金沢村 かなざわ

→(佐 渡郡 さどぐん 金井町 かない)一 ・・…39

佐渡郡 さどぐん 二宮村 にぐう

→(佐 渡郡 さどぐん 佐和田町 さわた)-39
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佐渡郡 さどぐん 西三川村 に しみかわ

→(佐 渡郡 さどぐん 真野町/羽茂町 まの/はもち)39

佐渡郡 さどぐん 西ヨll村 に しみかわ

→(佐 渡郡 さどくん 真野町/羽茂町 まの/はもち)39

佐渡郡 さどぐん 平泉村 ひらいつみ

→(佐 渡郡 さどぐん 金井町 かない)… ……39

佐波郡 さば ぐん 島地村 しまち

→(佐 波郡 さば ぐん 徳 地町 とくぢ)一 一・90

沙流郡 さる ぐん 平取村 びらとり

→(日 高支庁.沙 流郡 ひだか しち ょう。さるぐん

平取町 び らとり)4

佐波郡 さわ ぐん 赤堀村 あかぼ り

→(佐 波郡 さわ ぐん 赤堀町 あかぼ り)・-28

佐波郡 さわ ぐん 剛志村 たけ し

→(佐 波郡 さわ ぐん 境町 さかい)… ・…・・-28

佐波郡 さわ ぐん 豊受村 とようけ

→(伊 勢崎市 いせさきし)28

三島郡 さん とう ぐん

→(三 島郡 さんとう ぐん)40

三島郡 さん とう ぐん 王寺川村 お うじかわ

→(長 岡市 ながおか し)43

三島郡 さんとう ぐん 大津村 おおつ

→(三 島郡 さんとう ぐん

三島町/与板町 み しま/よいた)……・……40.41

三島郡 さんとう ぐん 桐島村 きりしま

→(三 島郡 さんとうぐん 和島村 わ しま)・-41

三島郡 さんとう ぐん 関原村 せ きは ら

→(長 岡市 ながおか し)44

三島郡 さんとうぐん 塚 山村 つかや ま

→(三 島郡 さんとうぐん 越路町 こ しじ)・-40

三島郡 さんとうぐん 日越村 ひご し

→(長 岡市 ながおか し)44

三島郡 さんとうぐん 日吉村 ひよ し

→(三 島郡/長岡市 さんとうぐん/ながおか し

三島町 み しま)41

(し)

塩谷郡 しおや ぐん 喜連川町 きつれがわ

→(塩 谷郡 しおやぐん 喜連川町 きつわカわ)・・

滋賀郡 しが ぐん 雄琴村 おごと

→(大 津市 おおつ し)

宍粟郡 しそうぐん 下三方村 しもみかた

→(宍 粟郡 しそうくん 一宮町 いちのみや)・…・・

宍粟郡 しそうぐん 千種村 ち くさ

→(宍 粟郡 しそうくん 千種町 ちくさ)一 一・

志太郡 しだ ぐん 静浜村 しずはま

→(志 太郡 しだぐん 大井川町 おおいがわ)・・

志太郡 しだ ぐん 豊田村 とよだ

→(焼 津市 やいつ し)

信夫郡 しのぶ ぐん 佐倉村 さくら

→(福 島市 ふ くしま し)

26

66

69

…・69

61

62

13

志摩郡 しまぐん 鵜方村 うがた

→(志 摩郡 しま ぐん 阿児町 あご)・ 一・一…64

下毛郡 しもげ ぐん 大幡村 おおはた

→(中 津市 なかつ し)126

下都賀郡 しもつが ぐん 寒川村 さむかわ

→(小 山市 おや まし)26

下益城郡 しもま しきぐん 小川町 おがわ

→(下 益城郡 しもましきくん 小ll町 おがわ 〉・…121

下益城郡 しもま しきぐん 小野 部田村 おのべ た

→(下 益城郡 しもましきぐん 小1町 おがわ 〉-121

下益城郡 しもま しきぐん 海東村 かいとう

→(下 益城郡 しもましきくん 小1町 おがわ 〉-121

下益城郡 しもま しきぐん 隈庄町 くまの しよう

→(下 益城郡 しもま しきぐん

城 南町 じょうなん)122

下益城郡 しもま しきぐん 杉合村 すぎあい

→(下 益城郡 しもましきくん 富合町 とみあい)122

下益城郡 しもま しきぐん 杉上村 すぎかみ

→(下 益城郡 しもま しきぐん

城南町 じょうなん)122

下益城郡 しもま しきぐん 年禰村 と しね

→(下 益城郡 しもま しきぐん

中央町 ちゅうお う)122

下益城郡 しもま しきぐん 豊川村 とよかわ

→(下 益城郡 しもましきぐん 松橋町 まつばせ)123

下益城郡 しもま しきぐん 豊田村 とよた

→(下 益城郡 しもま しきぐん

城 南町 じょうなん)122

下益城郡 しもま しきぐん 豊野村 とよの

→(下 益城郡 しもましきくん 豊野村 とよの)・-123

下益城郡 しもま しきぐん 豊福村 とよぶ く

→(下 益城郡 しもましきくん 松橋町 まつばせ)123

下益城郡 しもま しきぐん 中山村 なかやま

→(下 益城郡 しもま しきぐん

中央町 ちゅうお う)122

下益城郡 しもましきぐん 西砥用村 に しともち

→(下 益城郡 しもましきぐん 砥用町 ともち)・-122

下益城郡 しもましきぐん 東砥用村 ひが しともち ゜

→(下 益城郡 しもましきぐん 砥用町 ともち)・・…122

下益城郡 しもましきぐん 松橋町 まつばせ

→(下 益城郡 しもましきぐん 松橋 町 まづ まぜ)・・123

下益城郡 しもましきぐん 守富村 も りどみ

→(下 益城郡 しもましきぐん 富合町 とみあい)・・122

周桑郡 しゅうそ うぐん 庄 内村 しょうない

→(東 予市 とうよし)93

周桑郡 しゅうそ うぐん 壬生川町 にゅうがわ

→(東 予市 とうよ し)93

白糠郡 しらぬか ぐん 音別肘 おんべつ

→(釧 路 支庁.白 糠 郡 くしろしちょう しら紘かぐん

音別町 おんべつ)3

紫波郡 しわ ぐん 赤石村 あかい し

→(紫 波郡 しわ ぐん 氣波町 しわ)・ ・一・……6
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紫波郡 しわ ぐん 佐比 内村 さひない

→(紫 波郡 しわ ぐん 鍋波町 しわ)・ ・……・…・

紫波郡 しわ ぐん 志和村 しわ

→(紫 波郡 しわ ぐん 氣波町 しわ)一 ………

紫波郡 しわ ぐん 徳田村 と くだ

→(紫 波郡 しわ ぐん 矢巾町 やはば)… ……

紫波郡 しわ ぐん 古館 村 ふ るだて

→(紫 波郡 しわ ぐん 鍋波町 しわ)一 ………

(す)

珠洲郡 すずぐん

→(珠 洲郡 すずぐん)

6

6

6

6

珠洲郡 すずぐん 三崎村 みさき

→(珠 洲市 すずし)

55

駿東郡 すんとうぐん 玉穂村 たまほ

→(御 殿場市 こてんばし)

56

(せ)

61

仙北郡 せんぼくぐん 北楢岡村 きたならおか

→(仙 北郡せ細まくぐん神岡町 かみおか)・・8

泉北郡 せんぼくぐん 南松尾村 みなみまつお

→(和 泉市 いずみし)69

(そ)

相馬郡 そうまぐん 大野村 おおの

→(相 馬市 そうまし)12

相馬郡 そうまぐん 上真野村 かみまの

→(相 馬郡 そうまぐん 鹿島町 かしま)・ …12

相馬郡 そうまぐん 真野村 まの

→(相 馬郡 そうまぐん 鹿島町 かしま)-12

添上郡 そえかみぐん 狭川村 さがわ

→(奈 良市 ならし)71

添上郡 そえかみぐん 田原村 たわら

→(奈 良市 ならし)71

添上郡 そえかみぐん 月瀬村 つきせ

→(添 上郡そえかみぐん 月層頼村つきがせ)・-71

曽於郡 そおぐん 東志布志村 ひがししぶし

→(曽 於郡 そおぐん 志布志町 しぶし)・-132

空知郡 そらちぐん 栗沢村 くりさわ

→(空 知支庁.空知郡 そらちしちょう.そらちぐん

栗沢町 くりさわ)4

(た)

高岡郡 たかおかぐん 上ノ加江町 かみのかえ

→(高 岡郡 たかおかぐん中土佐町 なかとさ)94

田方郡 たがたぐん 函南村 かんなみ

→(田 方郡 たがたぐん 函南町かんなみ)-62

田方郡 たがたぐん 中郷村 なかさと

→(三 島市 みしまし)62

竹野郡 たけのぐん 川会村 かわあい

→(浮 羽郡 うぎまくん田主丸町 たぬしまる)・-96

竹野郡 たけのぐん 柴刈村 しばかり

→(浮 羽郡 うぎまくん田主丸町 たぬしまる)-96

竹野郡 たけのぐん 竹野村 たけの

→(浮 羽郡 うぎまくん田主丸町 たぬしまる)-97

竹野郡 たけのぐん 田主丸町 たぬしまる

→(浮 羽郡 うぎまくん田主丸町 たぬしまる)…・97

竹野郡 たけのぐん 船越村 ふなこし

→(浮 羽郡 うきはぐん 吉井町 よしい)-98

竹野郡 たけのぐん 水分村 みずわけ

→(浮 羽郡うぎまくん田主丸町 たぬしまる)・…97

竹野郡 たけのぐん 水縄村 みなう
→(浮 羽郡うぎまぐん田主丸町 たぬしまる)・・…97

多野郡 たのぐん

→(多 野郡 たのぐん)29

多野郡 たのぐん 中里村 なかざと

→(多 野郡 たのぐん 中里村 なかさと)-29

玉名郡 たまなぐん

→(玉 名郡 たまなぐん)123

玉名郡 たまなぐん 大原村 おおはら

→(玉 名郡 たまなぐん南関町 なんかん)一 ・123

玉名郡 たまなぐん 清里村 きよざと

→(荒 尾市/玉名郡 あらおし/たまなぐん

長洲町 ながす)121

玉名郡 たまなぐん 山北村 やまきた

→(玉 名郡 たまなぐん 玉東町 きょくとう)一 ・123

玉名郡 たまなぐん 米富村 よねどみ

→(玉 名郡 たまなぐん 南関町 なんかん)・-123

田村郡 たむらぐん 小泉村 こいずみ'

→(郡 山市 こおりやまし)12

(ち)

筑紫郡 ちくしぐん

→(筑 紫郡 ちくしぐん)106

筑紫郡 ちくしぐん 安徳村 あんとく

→(筑 紫郡 ちくしぐん男阿 川町 なかがわ)一 ・106

筑紫郡 ちくしぐん 岩戸村 いわど

→(筑 紫郡 ちくしくん 刃阿11町 なか働)… ・106

筑紫郡 ちくしぐん 大野村 おおの

→(大 野城市 おおのじょうし)99

xi



筑紫郡 ち くしぐん 日佐村 お さ

→(福 岡市 ふ くおか し

博多区/南区 はかた く/みなみ く)… ……108

筑紫郡 ち くしぐん 春日村 かすが

→(春 日市 かすが し)100

筑紫郡 ち くしぐん 堅粕村 かたかす

→(福 岡市 ふ くおかし 博多区 はかたく)・-108

筑紫郡 ち くしぐん 警固村 けいこ

→(福 岡市 ふくおかし 中央区 ちゅうおうく)・-107

筑紫郡 ち くしくん 住吉村 すみよ し

→(福 岡市 ふくおかし 博多区 はかたく)・-108

筑紫郡 ちくしぐん 太宰府町 だざいふ

→(太 宰府市 だ ざいふ し)105

筑紫郡 ち くしぐん 千代村 ちよ

→(福 岡市 ふ くおか し

博多区/東区 はかた く/ひが しく)… ……108

筑紫郡 ちくしぐん 筑紫村 つ くし

→(筑 紫野市 ち くしの し)106

筑紫郡 ち くしぐん 豊平村 とよひら

→(福 岡市 ふ くおかし 博多区 はかたく)・-108

筑紫郡 ち くしぐん 刃阿 村 なか

→(福 岡市 ふ くおかし 博多区 はかたく)・-108

筑紫郡 ち くしぐん 二日市町 ふつかいち

→(筑 紫野市 ち くしの し)106

筑紫郡 ち くしぐん 御笠村 みかさ

→(筑 紫野市 ち くしの し)107

筑紫郡 ち くしぐん 水城村 みず き

→(太 宰府市 だざいふ し)105

筑紫郡 ち くしぐん 南畑村 みなみはた

→(筑 紫郡 ちくしくん 男阿 川町 なかがわ)… ・106

筑紫郡 ち くしぐん 三宅村 みやけ

→(福 岡市 ふ くおか し

博多区/南区 はかた く/みなみ く)… ……-108

筑紫郡 ち くしぐん 席田村 む しろた

→(福 岡市 ふ くおか し

博多区/東区/志 免町 はかたく働 兆 く/しめ)108

筑紫郡 ちくしぐん 八幡村 やはた

→(福 岡市 ふ くおかし

中央区/南区 ちゅうおうく/みなみ く)-108

筑紫郡 ち くしぐん 山家村 やまえ

→(筑 紫野市 ちくしの し)107

筑紫郡 ち くしぐん 山口村 やま ぐち

→(筑 紫野市 ち くしの し)107

築1二郡 ち くじょうぐん 黒土村 くろつち

→(豊 前市 ぶぜん し)109

築 上郡 ち くじょうぐん 友枝村 ともえだ

→(築 上郡 ちくじょうくん 大平村 たいへい)一 ・107

知多郡 ちたぐん 坂井村 さかい

→(常 滑市/知多郡 とこなめ し/ちた ぐん

美浜町 みはま)63

千葉郡 ちば ぐん 睦村 むつみ

→(八 千代市 やちよし)30

(つ)

筑波郡 つ くば ぐん

→(筑 波郡 っ くば ぐん)17

筑波郡 つ くば ぐん 谷井田村 やいた

→(筑 波郡 つ くば ぐん 伊奈町 いな)一 一・17

都窪郡 つ くぼ ぐん

→(都 窪郡 つ くぼ ぐん)90

都筑 郡 つづき ぐん 中川村 なかがわ

→(横 浜 市 よこはまし 港北区 こうほ くく)・-32

敦賀郡 つるが ぐん 中郷 村 なかのこう

→(敦 賀市 つるが し)58

敦賀郡 つ るが ぐん 東郷 村 ひが しの こう

→(敦 賀市 つるが し)58

敦賀郡 つるが ぐん 松原村 まつはら

→(敦 賀市 つるが し)58

(と)

東伯郡 とうはくぐん 社村 やしろ
→(倉 吉市 くらよしし)

土佐郡 とさぐん 朝倉村 あさくら

→(高 知市 こうち し)

74

利根郡 とねぐん 利南村 となみ

→(沼 田市 ぬまた し)

苫田郡 とまた ぐん

→(苫 田郡 とまた ぐん)

29

(な)

go

中魚沼郡 なかうおぬまぐん 岩沢村 いわさわ

→(小 千谷市 おちやし)35

中魚沼郡 なかうおぬまぐん上銀附 かみこう

→(中 魚沼郡なかうおぬまぐん津南町 つなん)43

中魚沼郡 なかうおぬまぐん 中深見村 なかふかみ

→(中 魚沼郡 なかうおぬまくん津南町 つなん)43

中魚沼郡 なかうおぬまぐん 吉田村 よしだ
→(十 日肺 とおかまちし)妃

長岡郡 ながおかぐん 東本山村 ひがしもとやま

→(長 岡郡 ながおかぐん 大豊町 おおとよ)-94

中蒲原郡 なかかんばらぐん
→(中 蒲原郡 なかかんばらぐん)44

中蒲原郡 なかかんばらぐん 石山村 いしやま

→(新 潟市 にいがたし)45

中蒲原郡 なかかんばらぐん 臼井村 うすい

→(白 根市 しろねし)42

中蒲原郡 なかかんばらぐん 荻川村 おぎかわ

→(新 津市 にいつし)45

中蒲原郡 なかかんばらぐん 金津村 かなっ

→(新 津市 にいつし)45
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中蒲原郡 なかかんばらぐん 巣本村 すもと

→(五 泉市 こせんし)39

中蒲原郡 なかかんばらぐん 七谷村 ななたに
→(加 茂市 かもし)36

中蒲原郡 なかかんばらぐん 橋田村 はした

→(五 泉市 こせんし)38

中蒲原郡 なかかんばらぐん 村松町 むらまつ

→(中 蒲原郡 なかかんばらぐん

村松町 むらまつ)44

中蒲原郡 なかかんばらぐん 横越村 よこごし

→(中 蒲原郡 なかかんばらぐん

横越町 よこごし)44

中蒲原郡 なかかんばらぐん 鷲巻村 わしまき

→(白 根市 しろねし)42

中頸城郡 なかくびきぐん

→(中 頸城郡 なかくびきぐん)44

中頸城郡 なかくびきぐん 板倉村 いたくら

→(中 頸城郡 なかくびきぐん板倉町 いたくら)44

中頸城郡 なかくびきぐん 櫛池村 くしいけ

→(中 頸城郡 なかくびきぐん清里村 きよさと)45

中頸城郡 なかくびきぐん 黒川村 くろかわ

→(中 頸城郡 なかくびきぐん柿崎町 かきざき)44

中頸城郡 なかくびきぐん 菅原村 すがはら

→(中 頸城郡 なかくびきぐん清里村 きよさと)44

中頸城郡 なかくびきぐん 諏訪村 すわ

→(上 越市 じょうえつし)42

中頸城郡 なかくびきぐん 谷浜村 たにはま

→(上 越市 じょうえつし)42

中頸城郡 なかくびきぐん 美守村 ひだもり
→(中 頸城郡 なかくびきぐん 三和村 さんわ)45

中頸城郡 なかくびきぐん 水原村 みずはら

→(新 井市 あらいし)33

中頸城郡 なかくびきぐん 源村 みなもと

→(中 頸城郡 なかくひきぐん 吉川町 よしカわ)45

中頸城郡 なかくびきぐん 和田村 わだ

→(新 井市/上越市あa、しノじょうえっし)一 ・・…33

刀阿 郡 なかぐん

→ 切 阿 郡 なかぐん)18

那賀郡 なかぐん 有福村 ありふく

→・(浜 田市 はまだし)84

刀阿 郡 なかぐん 石神村 いしがみ

→ 切 阿 郡 なかぐん 東海村 とうかい)-18

刃阿 郡 なかぐん 五台村 ごだい

→(刀 阿 郡 なかぐん 刀阿 町なか)・ …・一…18

那賀郡 なかぐん 周布村 すふ

→(浜 田市 はまだし)84

那賀郡 なかぐん 高城村 たかぎ

→(那 賀郡 なかぐん 弥栄村 やさか)一 ・-82

中郡 なかぐん 豊田村 とよだ

→(平 塚市 ひらつかし)32

刃阿 郡 なかぐん 額田村 ぬかだ
一》(刃 阿 郡 なかぐん 那珂町 なか)… ……・…18

刃阿 郡 なかぐん 前渡村 まえわたり

→(ひ たちなか市 ひたちなかし)

那賀郡 ながぐん

→(那 賀郡 ながぐん)

那賀郡 ながぐん 岩出町 いわで

→(那 賀郡 ながぐん 岩出町 いわで)・一一

那賀郡 ながぐん 田中村 たなか

→(那 賀郡 ながぐん 打田町 うちた)… ……

中巨摩郡 なかこまぐん 豊村 ゆたか

→(中 巨摩郡なかこまぐん櫛形町 くしがた〉一

中津軽郡 なかつがるぐん 清水村 しみず

→(弘 前市 ひろさきし)

中新川郡 なかにいかわぐん 相ノ木村 あいのき

→(中 新川郡 なかにいかわぐん

上市町 かみいち)

那須郡 なすぐん 須賀川村 すかかわ

→(那 須郡 なすぐん 黒羽町 くろばね)・ 一

名取郡 なとりぐん 生出村 おいで

→(仙 台市 せんだいし)

行方郡 なめがたぐん

→(行 方郡 なめがたぐん)

行方郡 なめがたぐん 秋津村 あきつ

→(鹿 島郡 かしまぐん 鉾田町 ほこた)一

行方郡 なめがたぐん 大生原村 おうはら
→(行 方郡 なめがたぐん 潮来町 いたこ)一

行方郡 なめがたぐん 小高村 おたか

→(行 方郡 なめがたぐん 麻生町 あそう)・一

行方郡 なめがたぐん 香澄村 かすみ

→(行 方郡 なめがたぐん 牛堀町 うUまり)

行方郡 なめがたぐん 武田村 たけた
→(行 方郡 なめがたぐん 北浦町 きたうら)

行方郡 なめがたぐん 立花村 たちばな

72.73

73

60

5

53

8

18

15

18

18

19

19

→(行 方郡 なめがたぐん 玉造町 たまつくり)19

行方郡 なめがたぐん 玉川村 たまかわ

→(行 方郡 なめがたぐん 玉造町 たまつくり)19

行方郡 なめがたぐん 津澄村 つすみ
→(行 方郡 なめがたぐん 北浦町 きたうら)19

行方郡 なめがたぐん 津知村 っぢ ゜

→(行 方郡 なめがたぐん 潮来町 いたこ)・-19

行方郡 なめがたぐん 手賀村 てが

→(行 方郡 なめがたぐん 玉造町 たまつくり)19

行方郡 なめがたぐん 延方村 のぶかた
→(行 方郡 なめがたぐん 潮来町 いたこ)・-19

行方郡 なめがたぐん 八代村 やしろ

→(行 方郡 なめがたぐん 牛堀町 うしぼり)19

(に)

新治郡 にいはりぐん

→(新 治郡 にいはりぐん)19

新治郡 にいはりぐん 芦穂村 あしほ

→(新 治郡 にいはりぐん 八銀阿 やさと)一・20
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新治郡 にいは りぐん 牛渡村 う しわた

→(新 治郡 にいは りぐん

霞 ヶ浦町 かすみがうら)20

新治郡 にいは りぐん'1桜 村 こさくら

→(新 治郡 にいは りぐん 八銀阿 やさと)-20

新治郡 にいは りぐん 佐賀村 さが

→(新 治郡 にいは りぐん

霞 ヶ浦町 かすみがうら)20

新治郡 にいは りぐん 志士庫村 ししくら

→(新 治郡 にいは りぐん

霞 ヶ浦町 かすみがうら)20

新治郡 にいは りぐん 志筑村 しつ く

→(新 治郡 にしは りぐん 千代 田町 ちよだ)・-20

新治郡 にいは りぐん 下大津村 しもおおつ

→(新 治郡 にいは りぐん

霞 ヶ浦町 かすみがうら)20

新治郡 にいは りぐん 園部村 そのべ

→(新 治郡 にいは りぐん 八銀阿 や さと)-20

新治郡 にいは りぐん 都和村 つわ

→(土 浦 市 つちうらし)17

新治郡 にいは りぐん 新治村 にいは り

→(新 治郡 にしは りぐん 千代田町 ちよだ)-20

新治郡 にいは りくん 林村 はや し

→(新 治郡 にいは りぐん 八銀阿 やさと)20

新治郡 にいは りぐん 真鍋町 まなべ

→(土 浦市 つち うらし)17

新治郡 にいは りぐん 三村 み

→(石 岡市 い しおか し)14

西茨城郡 に しいばらきぐん 大池田村 おおいけだ

→(笠 間市 かさま し)15

西茨城郡 に しいばらきぐん 笠間町 かさま

→(笠 間市 かさまし)15

西茨城郡 に しいば らきぐん 」Ull根村 きたかわね

→(西 茨城郡 にしい まらきぐん 友部町 ともべ)21

西茨城郡 にしいば らきぐん 北那珂村 きたなか

→(西 茨城郡 にしい まらきぐん 岩瀬町 いヒせ) 21

西茨城郡 に しいば らきぐん 北山内村 きたやまうち

→(笠 間市 かさまし)°15

西茨城郡 に しいば らきぐん 宍戸町 ししど

→(西 茨城郡 にしいまらきぐん 友部町 ともべ)21

西茨城郡 に しいば らきぐん 七会村 ななえ

→(西 茨城郡 にしいまらきくん 七会村 ななが 、)21

西茨城郡 に しいばらきぐん 醐 阿 木寸に しなか

→(西 茨城郡 にしいよらきぐん 岩瀬町 いわせ)21

西茨城郡 に しいばらき ぐん 東刃阿 村 ひが しなか

→(西 茨城郡 にしいまらきぐん 岩瀬町 いわせ)21

西茨城郡 に しいばらき ぐん 南川根村 みなみかわね

→(西 茨城郡 にししばらきぐん 岩間町 いわま)21

西茨城郡 にしいば らきぐん 南山内村 みなみやまうち

→(笠 間市 かさまし)15

西臼杵郡 に しうすきぐん 椎葉 村 しいば

→(東 臼杵郡 ひがしうすきぐん椎葉村 しいば)128

西臼杵郡 にしうすきぐん 高千穂村 たかちほ

→(西E琳 郡にしうすきぐん高千穂町たかちま)127

西臼杵郡 にしうすきぐん 田原村 たばる

→(西 餅午郡にしうすきぐん高千穂町たbちほ)127

西臼杵郡 にしうすきぐん 諸塚村 もろつか
→(東 臼杵郡 ひがしうすきぐん諸塚村 もろつか)128

西春日井郡 にしかすがいぐん 鹿田村 しかた

→(西 春日井郡 にしかす帆 、ぐん師勝町 しカつ)63

西加茂郡 にしかもぐん 高橋村 たかはし

→(豊 田市 とよたし)63

西蒲原郡 にしかんばらぐん

→(西 蒲原郡 にしかんばらぐん)45

西蒲原郡 にしかんばらぐん 粟生津村 あおうつ

→(西 蒲原郡 にしカんばらぐん吉田町 よしだ)46.47

西蒲原郡 にしかんばらぐん 岩室村 いわむろ

→(西 蒲原郡にしかんばらくん岩室村いわむろ)45

西蒲原郡 にしかんばらぐん 黒埼村 くろさき
→(西 蒲原郡にしかんばらぐん黒埼町 くろさき)45

西蒲原郡 にしかんばらぐん 小池村 こいけ

→(燕 市 つばめし)42

西蒲原郡 にしかんばらぐん 小吉村 こよし

→(西 蒲原郡 にしかんばらぐん

中之口村 なかのくち)45

西蒲原郡 にしかんばらぐん 島上村 しまかみ

→(西 蒲原郡 にしカんばらぐん分水町 就 すい)46

西蒲原郡 にしかんばらぐん 升潟村 ますがた

→(西 蒲原郡にしカんばらぐん 西川町 にしかわ)46

西蒲原郡 にしかんばらぐん 松長村 まつなが

→(燕 市 つばめし)42

西蒲原郡 にしかんばらぐん 松野尾村 まつのお

→(西 蒲原郡 にしかんばらぐん 巻町 まき)・-46

西蒲原郡 にしかんばらぐん 弥彦村 やひご

→(西 蒲原郡にしカんばらぐん 弥彦村やひご)46

西蒲原郡 にしかんばらぐん 吉田村 よしだ

→(西 蒲原郡に励 ・んばらぐん 吉田町 よしだ)47

西蒲原郡 にしかんばらぐん 鎧郷村 よろいこう

→(西 蒲原郡に頃・んばらくん 西川町にゆわ)46

西頸城郡 にしくびきぐん

→(西 頸城郡 にしくびきぐん)47

西頸城郡 にしくびきぐん 磯部村 いそべ

→(西 頸城郡 にしくびきぐん能生町 のう)・-47

西頸城郡 にしくびきぐん 大野村 おおの

→(糸 魚川市 いといがわし)33

西頸城郡 にしくびきぐん 下早川村 しもはやかわ

→(糸 魚川市 いといがわし)33

西頸城郡 にしくびきぐん 名立村 なだち
→(西 頸城郡 にしくびきぐん名立町なだち)47

西頸城郡 にしくびきぐん 根知村 ねち
→(糸 魚川市 いといがわし)33

西頸城郡 にしくびきぐん 大和川村 やまとがわ

→(糸 魚川市 いといがわし)34

XlV



爾志郡 にしぐん 乙部村 おとべ

→(檜 山支庁.爾志郡ひやましちよう.にしぐん

乙部町 おとべ)4

西田川郡 にしたがわぐん 上郷村 かみこう

→(鶴 岡市 つるおかし)10

西多摩郡 にしたまぐん 戸創 寸とぐら

→(あ きる野市 あきるのし)30

西多摩郡 にしたまぐん 西多摩村 にしたま

→(羽 村市 はむらし)31

西多摩郡 にしたまぐん 氷川村 ひかわ

→(西 多摩郡 にしたまぐん奥多摩町おくたま)31

西村山郡 にしむらやまぐん 柴橋村 しばはし

→(寒 河江市 さがえし)9

西山梨郡 にしやまなしぐん清田村!国里村 きよ彪くにさと

→(甲 府市 こうふし)60

仁多郡 にたぐん 亀嵩村 かめだけ

→(仁 多郡 にたぐん 仁多町 にた)一 一・-82

仁多郡 にたぐん 馬木村 まき

→(仁 多郡 にたぐん 横田町 よこた)… ……83

仁多郡 にたぐん 三沢村 みざわ

→(仁 多郡 にたぐん 仁多町 にた)… 一……82

仁多郡 にたぐん 八川村 やかわ
→(仁 多郡 にたぐん 横田町 よこた)一 ・-83

仁多郡 にたぐん 横田村 よこた

→(仁 多郡 にたぐん 横田町 よこた)… ……83

新田郡 にったぐん 強戸村 こうど

→(太 田市 おおたし)28

通摩郡 にまぐん 井田村 いだ

→(通 摩郡 にまぐん 温泉津町 ゆのつ)・-83

通摩郡 にまぐん 大家村 おおえ

→(邑 智郡 おおちぐん 川本町 かわもと)-79

通摩郡 にまぐん 大浜村 おおはま

→(通 摩郡 にまぐん 温泉津町 ゆのつ)・-83

通摩郡 にまぐん 大屋村 おおや

→(大 田市 おおだし)79

通摩郡 にまぐん 久利村 くり

→(大 田市 おおだし)79
'通摩郡 にまぐん 波積村 はつみ

→(江 津市 こうつし)82

逓摩郡 にまぐん 福光村 ふくみつ

→(通 摩郡 にまぐん 温泉津町 ゆのつ)-83

週摩郡 にまぐん 水上村 みなかみ

→(大 田市 おおだし)79

通摩郡 にまぐん 八代村 やしろ

→(邑 智郡 おおちぐん 川本町 かわもと)-79

丹羽郡 にわぐん 時之島村 ときのしま

→(一 宮市 いちのみやし)62

(ぬ)

額田郡 ぬかたぐん 栄枝村 さかえ

→(幡 豆郡/額田郡 はずぐん/ぬかたぐん

吉良町/額田町 きら/ぬかた)

額田郡 ぬかたぐん 藤川村 ふじかわ

→(岡 崎市 おかざきし)

63

(ね)

婦負郡 ねいぐん

→(婦 負郡 ねいぐん)

62

(の)

能義郡 のぎぐん

→(能 義郡 のきぐん)83

能義郡 のぎぐん 赤江村 あかえ
→(安 来市 やすぎし)87

能義郡 のぎぐん 赤屋村 あかや

→(能 義郡 のぎぐん 伯太町 はくた)…-83

能義郡 のぎぐん 荒島村 あらしま

→(安 来市 やすぎし)87

能義郡 のぎぐん 飯梨村 いいなし

→(安 来市 やすぎし)87

能義郡 のぎぐん 井尻村 いじり

→(能 義郡 のぎぐん 伯太町 はくた)… ……83

能義郡 のきぐん 宇賀荘村 うかのしょう
→(安 来市 やすぎし)87

能義郡 のぎぐん 大塚村 おおっか

→(安 来市 やすぎし)87

能義郡 のぎぐん 島田村 しまだ

→(安 来市 やすぎし)87

能義郡 のぎぐん 能義村 のぎ

→(安 来市 やすぎし)88

能義郡 のぎぐん 比田村 ひだ

→(能 義郡 のきぐん 広瀬町 ひろせ)一 一84

能義郡 のぎぐん 広瀬町 ひろせ

→(能 義郡 のぎぐん 広瀬町 ひろせ)一 一84

能義郡 のぎぐん 布部村 ふべ

→(能 義郡 のきぐん 広瀬町 ひろせ)一 一84

能義郡 のぎぐん 母里村 もり

→(能 義郡 のきぐん 伯太町 はくた)…・-84

能義郡 のぎぐん 安来町 やすぎ

→(安 来市 やすぎし)88

能義郡 のぎぐん 安田村 やすだ

→(能 義郡 のぎぐん 伯太町 はくた)… ・…84

能義郡 のぎぐん 山佐村 やまさ

→(能 義郡 のきぐん 広瀬町 ひろせ)一 一84

能美郡 のみぐん 沖杉村 おきすぎ

→(ノ 」、松市 こまつし)55
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能美郡 のみぐん 金野村 かねの

→('」 松 市 こまつ し)

(は)

55

榛原郡 はいばらぐん勝間田村 かつまた

→(榛 原郡はいまらぐん榛原町 はいばら)62

芳賀郡 はがぐん

→(芳 賀郡 はがぐん)27

芳賀郡 はがぐん大内村 おおうち

→(真 岡市 もおかし)27

芳賀郡 はがぐん 中川村 なかがわ

→(芳 賀郡 はがぐん 茂木町 もてぎ)-27

芳賀郡 はがぐん 茂木町 もてぎ

→(芳 賀郡 はがぐん 茂木町 もてぎ)・27

芳賀郡 はがぐん 山前村 やまさき

→(真 岡市 もおかし)27

羽咋郡 はくいぐん 北邑知村 きたおおち

→(羽 咋市 はくいし)56

幡豆郡 はずぐん 西野町村 にしのまち
→(西 尾市 にしおし)63

幡多郡 はたぐん 入野村 いりの
→(幡 多郡 はたぐん 大方町 おおがた)-94

1移郡 はたぐん 煉 村 やっか

→(中 木柿 なかむらし)94

幡多郡 はたぐん 山中村 やまちゅう

→(中 村市 なかむらし)94

幡多郡 はたぐん 蕨岡村 わらびおか

→(中 村市 なかむらし)94

花咲郡 はなさきぐん 歯舞村 はぼまい

→(根 室市 ねむうし)4

(ひ)

稗貫郡 ひえぬきぐん 太田村 おおた

→(花 巻市 はなまきし)6

稗貫郡 ひえぬきぐん 新堀村 にいほ り

→(稗 貫郡 ひえぬきぐん 石鳥谷町 いしどりや)7

稗貫郡 ひえぬき ぐん 八重畑村 やえはた

→(稗 貫郡 ひえぬきぐん 石鳥谷町 いしどりや)7

稗貫郡 ひえぬき ぐん 矢沢村 やさわ

→(花 巻市 はなまきし)6

日置郡 ひお きぐん 例 乍村 いざ く

→(日 置郡 ひおきぐん 吹上町 ふ きあげ)一 ・132

東浅井郡 ひが しあさ、、ぐん 七尾村 ななお

→(東 浅井郡Uが モあさいぐん 浅井町 あさい)一 ・67

東茨城郡 ひが しいばらきぐん

→(東 茨城郡 ひが しいばらきぐん)・ …一・・…21

東茨城郡 ひが しいば らきぐん 石崎村 い しざき

→(東 茨城郡 ひが しいば らきぐん

茨城町 いば らき)21

東茨城郡 ひがしいばらきぐん 堅倉村 かたくら

→(東 茨城郡 ひがしいばらきぐん

美野里町 みのり)22

東茨城郡 ひがしいばらきぐん 上大野村 かみおおの

→(水 戸市 みとし)23

東茨城郡 ひがしいばらきぐん 竹原村 たけはら

→(東 茨城郡 ひがしいばらきぐん

美野里町 みのり)22

東茨城郡 ひがしいばらきぐん橘村 たちばな

→(東 茨城郡ひがしいまらきぐん小1日町おわわ)22

東茨城郡 ひがしいばらきぐん 吉田村 よしだ

→(水 戸市 みとし)23

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 伊形村 いがた

→(延 岡市 のべおかし)127

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 岡富村 おかどみ

→(延 岡市 のべおかし)127

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 門川村 かどかわ

→(東 臼杵郡ひがしうすきくん門川町かとカわ)127

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 北浦村 きたうら

→(東 臼杵郡ひがしうすきぐん北浦町 きたうら)128

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 北方村 きたかた

→(東 臼杵郡ひがしうすきぐん北方町 きたかた)128

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 西郷村 さいこう

→(東 臼杵郡ぴり兆うすきぐん西郷村さい:う)128

東臼杵郡 ひがしうすきぐん恒富村 つねどみ

→(延 岡市 のべおかし)127

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 延岡町 のべおか
→(延 岡市 のべおかし)127

東臼杵郡 ひがしうすきぐん 細島町 ほそしま
→(日 向市 ひゅうがし)128

東置賜郡 ひがしおきたまぐん 犬川村 いぬかわ

→(東 置賜郡 ひがしおきたまぐん

川西町 かわにし)10

東置賜郡 ひがしおきたまぐん 吉島村 よしじま

→(東 置賜郡 ひがしおきたまぐん

川西町 かわにし)10

東春日井郡 ひがしかすがいぐん 新居村 あらい
→(尾 張旭市 おわりあさひし')62

東蒲原郡 ひがしかんばらぐん 揚川村 あがわ

→(東 蒲原郡 ひがしかんばらぐん

津川町/三川村 つがわ/みかわ)… ……・…48

東蒲原郡 ひがしかんばらぐん 上條村 じょうじょう
→(東 蒲原郡 ひがしかんばらぐん

上川村 かみかわ)48

東蒲原郡 ひがしかんばらぐん 津川町 つがわ

→(東 蒲原郡 ひがしかんばらぐん

潮Il町 つがわ)48

東蒲原郡 ひがしかんばらぐん 東川村 ひがしかわ
→(東 蒲原郡 ひがしかんばらぐん

上川村 かみかわ)48

東蒲原郡 ひがしかんばらぐん 日出谷村 ひでや

→(東 蒲原郡 ひがしかんばらぐん

鹿瀬町 かのせ)47
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東頸城郡 ひがしくびきぐん

→(東 頸城郡 ひがしくびきぐん)48

東頸城郡 ひがしくびきぐん 浦田村 うらた

→(東 頸城郡 ひがしくびきぐん

松之山町 まつのやま)49

東頸城郡 ひがしくびきぐん 沖見村 おきみ

→(東 頸城郡ひがしくびきぐん牧村 まき)・-49

東頸城郡 ひがしくびきぐん 下保倉村 しもほくら

→(東 頸城郡 ひがしくびきぐん

浦川原村 うらがわら)48

東頸城郡 ひがしくびきぐん 菱里村 ひしざと

→(東 頸城郡 ひがしくびきぐん

安塚町 やすつか)49

東頸城郡 ひがしくびきぐん 牧村 まき

→(東 頸城郡 ひがしくびきぐん牧村 まき)・-49

東頸城郡 ひがしくびきぐん 松代村 まつだい
一〉(東 頸城郡 ひがしくびきぐん

松代町 まつだい)49

東頸城郡 ひがしくびきぐん 松之山村 まつのやま

→(東 頸城郡 ひがしくびきぐん

松之山町 まつのやま)49

東頸城郡 ひがしくびきぐん 安塚村 やすつか

→(東 頸城郡 ひがしくびきぐん

安塚町 やすつか)49.50

東田川郡 ひがしたがわぐん 斎村 いつき

→(鶴 岡市 つるおかし)10

東田川郡 ひがしたがわぐん 広瀬村 ひろせ

→(東 田川郡 ひがしたがわぐん

羽黒町 はぐろ)10

東田川郡 ひがしたがわぐん 大和村 やまと

今(東 田川郡 ひがしたがわぐん

余目町 あまるめ)10

東筑摩郡 ひがしちくまぐん

→(東 筑摩郡 ひがしちくまぐん)60

東砺波郡 ひがしとなみぐん 種田村 たねた

→(東 砺波郡 ひがしとなみぐん

由 日町 しようがわ)54

東砺波郡 ひがしとなみぐん 蓑谷村 みのたに

→(東 砺波郡 ひがしとなみぐん

城端町 じょうはな)54

東砺波郡 ひがしとなみぐん 山田村 やまだ

→(西 砺波郡にしとなみぐん福光町ふくみつ)53

東成郡 ひがしなりぐん 田辺村 たなべ

→(大 阪市 おお這かし住吉区 すみよしく)・-69

東村山郡 ひがしむらやまぐん 大郷村 おおさと

→(山 形市 やまがたし)11

東村山郡 ひがしむらやまぐん 金井村 かない

→(山 形市 やまがたし)11

東村山郡 ひがしむらやまぐん 出羽村 でわ

→(山 形市 やまがたし)11

東諸県郡 ひがしもろかたぐん 倉岡村 くらおか

→(宮 崎市 みやざきし)129

簸川郡 ひかわぐん 園村 その

→(出 雲市 いずもし)77

簸川郡 ひかわぐん 高松村 たかまつ

→(出 雲市 いずもし)78

簸川郡 ひかわぐん 鳶巣村 とびがす

→(出 雲市 いずもし)78

日野郡 ひのぐん

→(日 野郡 ひのぐん)74

日野郡 ひのぐん 旭村 あさひ

→(日 野郡 ひのぐん 溝口町 みぞくち)-76

日野郡 ひのぐん 阿毘縁村 あびれ

→(日 野郡 ひのぐん 日南町 にちなん)一 ・75

日野郡 ひのぐん 石見村 いわみ
→(日 野郡 ひのぐん 日南町 にちなん)・-75

日野郡 ひのぐん 印賀村/菅沢村 いんが/すげさわ

→(日 野郡 ひのぐん 日南町 にちなん)・-75

日野郡 ひのぐん 江尾村 えび

→(日 野郡 ひのぐん 江府町 こうふ)・ ・一…75

日野郡 ひのぐん 神奈川村 かながわ

→(日 野郡 ひのぐん 江府町 こうふ)… ……75

日野郡 ひのぐん 黒坂村/菅福村 くろさか/すげふく

→(日 野郡 ひのぐん 日野町 ひの)… …

日野郡 ひのぐん 多里村 たり

→(日 野郡 ひのぐん 日南町 にちなん)一

日野郡 ひのぐん 二部村/野上村 にぶ/のがみ

→(日 野郡 ひのぐん 溝口町 みぞくち)一

日野郡 ひのぐん 根雨村/真住村 ねう/まなすみ

→(日 野郡 ひのぐん 日野町 ひの)・ ……一・・

日野郡 ひのぐん 福栄村 ふくさかえ

→(日 野郡 ひのぐん 日南町 にちなん)一 ・

日野郡 ひのぐん

溝口村/金岩村/栄村 みぞぐち/かないわ/さかえ

→(日 野郡 ひのぐん 溝口町 みぞくち)一

日野郡 ひのぐん 宮内村/霞村 みやうち/かすみ

→(日 野郡 ひのぐん 日南町 にちなん)一 ・

日野郡 ひのぐん 八郷村 やこう
→(西 伯郡 さいまくぐん岸本町 きしもと)一 ・

日野郡 ひのぐん 山上村 やまかみ

→(日 野郡 ひのぐん 日南町 にちなん)・ 一

76

76

76

76

74

日野郡 ひのぐん 米原村/金沢村 よねはら/かなざわ

→(日 野郡 ひのぐん

溝口町/江府町 みぞくち/こうふ)… ……76

日野郡 ひのぐん 渡村/安井村 わたり/やすい

→(日 野郡 ひのぐん 日野町 ひの)・ …………76

氷見郡 ひみぐん 女良村 めら

→(氷 見市 ひみし)54

平鹿郡 ひらかぐん 里見村 さとみ

→(平 鹿郡 ひらかぐん 雄物川町 おものがわ)8

平鹿郡 ひらかぐん 館合村 たてあい

→(平 鹿郡 ひらかぐん

雄物川町/大雄村 おものがわ/たいゆう)-9
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(ふ)

鳳至郡 ふげ しぐん

→(鳳 至郡 ふげ しぐん)

鳳至郡 ふげ しぐん 柳田村 やないだ

→(鳳 至郡 ふ げしぐん 柳 田村 やなぎだ)・・

(ほ)

56

56

宝飯郡 ほい ぐん 桑富村 くわとみ

→(宝 飯郡 ほいぐん 一宮町 いちのみや)・一

飽託郡 ほうた くぐん 小山戸島村 おやまとしま

→(熊 本市 くまもとし)121

飽託郡 ほうた くぐん 河内村 かわち

→(熊 本市 くまもとし)121

(ま)

真壁郡 まかべ ぐん 雨引村 あまび き

→(真 壁郡 まかべ ぐん 大和村 やまと)-23

真壁郡 まかべ ぐん 上野村 うえの

→(真 壁郡 まかべ ぐん 明野町 あけの)・ …22

真壁郡 まかべ ぐん 大村 おお

→(真 壁郡 まかべ ぐん 明野町 あけの)… ・23

真壁郡 まかべ ぐん 河間村 かあい

→(下 館市 しもだて し)16

真壁郡 まかべ ぐん 河内村 かわち

→(真 壁郡 まかべ ぐん 関城町 せきじょう)23

真壁郡 まかべ ぐん 五所村 こしょ

→(下 館市 しもだて し)17

真壁郡 まかべ ぐん 竹島村 たけ しま

→(下 館市 しもだて し)17

真壁郡 まかべ ぐん 騰波ノ江村 とばの え

→(下 妻市 しもつま し)17

真壁郡 まかべ ぐん 中村 なか
'
→(下 館市 しもだて し)17

真壁郡 まかべ ぐん 長讃村 ながさ

→(真 壁郡 まかべ ぐん

明野町/真壁町 あけの/まかべ)23

(み)

三井郡 みい ぐん

→(三 井郡 みい ぐん)

三井郡 みい ぐん 合川村 あいかわ

→(久 留米市 くるめ し)

三井郡 みい ぐん 大城村 おおき

→(三 井郡 みい ぐん 北野町 きたの)

三井郡 みい ぐん 大橋村 おおは し

→(久 留米市 くるめ し)

109

103

109

103

三井郡 みい ぐん ノ」郡 村 おごお り

→(小 郡市 お ごお りし)99

三井郡 みい ぐん 金島村 かね しま

→(三 井郡 みい ぐん 北野町 きたの)… ……109

三井郡 みい ぐん 草野町 くさの

→(久 留米市 くるめ し)104

三井郡 みい ぐん 上津荒 木村 こうだ らき

→(久 留米市 くるめ し)104

三井郡 みい ぐん 高良 内村 こうらうち

→(久 留米市 くるめ し)104

三井郡 みい ぐん 国分村 こ くぶ

→(久 留米市 くるめ し)104

三井郡 みい ぐん 大刀洗村 たちあ らい

→(三 井郡 融 、ぐん 大刀洗町 たちあらい)・-109

三井郡 みい ぐん 立石村 たてい し

→(ノ 」、郡市 お ごお りし)100

三井郡 みい ぐん 節原村 ふ しは ら

→(久 留米市 くるめ し)104

三井郡 みい ぐん 御井町 みい

→(久 留米市 くるめ し)104

三井郡 みい ぐん 御原村 みは ら

→(ノ 」、郡市 お ごお りし)100

三井郡 みい ぐん 宮ノ陣村 みやの じん

→(久 留米市 くるめ し)104

三井郡 みい ぐん 山本村 や まもと

→(久 留米市 くるめ し)104

三池郡 みいけ ぐん 銀水村 ぎんすい

→(大 牟田市 おおむた し)99

三池郡 みいけ ぐん 二川村 ふたかわ

→(三 池郡 みいけ ぐん 高田町 たかた)-109

三方郡 みかた ぐん

→(三 方郡 みかた ぐん)58

三方郡 みかた ぐん 北西郷村 きたさいこう

→(三 方郡 みかた ぐん 美浜町 みはま)… ・・59

三方郡 みかた ぐん 山東村 さんとう

→(三 方郡 みかた ぐん 美浜町 みは ま)・-59

三方郡 みかた ぐん 十村 と

→(三 方郡 みかた ぐん 三方町 みかた)一 ・58

三方郡 みかた ぐん 西田村 に しだ

→(三 方郡 みかた ぐん 三方町 みかた)・-59

三方郡 みかた ぐん 南西郷村 みなみさいこう

→(三 方郡 みかた ぐん 美浜町 みは ま)一 ・59

三方郡 みかた ぐん 耳村 みみ

→(三 方郡 みかた ぐん 美浜町 みはま)一 ・59

三方郡 みかた ぐん 八村 や

→(三 方郡 みかた ぐん 三方町 みかた)-59

三潴郡 みずま ぐん 青木村 あお き

→(三 潴郡 みずまぐん 城 島町 じょうじま)・-110

三潴郡 みずま ぐん 荒木村 あ らき

→(久 留米市 くるめ し)104

三潴郡 みずま ぐん 犬塚村 いぬっか

→(三 潴郡 みずま ぐん 三潴町 みづま)一 ・110
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三潴郡 みずまぐん 江上村 えがみ

→(三 潴郡 みずまぐん城島町 じょうじま)・-110

三潴郡 みずまぐん 大川町 おおかわ

→(大 川市 おおかわし)99

三潴郡 みずまぐん 大莞村 おおき

→(三 潴郡 みづまぐん 大木町 おおき)一 ・109

三潴郡 みずまぐん 大野島村 おおのじま

→(大 川市 おおかわし)99

三潴郡 みずまぐん 大溝村 おおみぞ

→(三 潴郡 みづまぐん 大木町 おおき)-109

三潴郡 みずまぐん 蒲池村 かまち

→(柳 川市 やながわし)110

三潴郡 みずまぐん 川口村 かわぐち

→(大 川市 おおかわし)99

三潴郡 みずまぐん 木佐木村 きさき

→(三 潴郡 みずまぐん 大木町 おおき)・ ・…109

三潴郡 みずまぐん 木室村 きむろ

→(大 川市 おおかわし)99

三潴郡 みずまぐん 久間田村 くまた

→(柳 川市 やながわし)110

三潴郡 みずまぐん 城島町 じょうじま

→(三 潴郡 みずまぐん城島町 じょうじま)-110

三潴郡 みずまぐん 大善寺 だいぜんじ

→(久 留米市 くるめし)104

三潴郡 みずまぐん 鳥飼村 とりかい

→(久 留米市 くるめし)105

三潴郡 みずまぐん 西牟田村 にしむた

→(筑 後市 ちくこし)105

三潴郡 みずまぐん 浜武村 はまたけ

→(柳 川市 やながわし)110

三潴郡 みずまぐん 三潴村 みづま

→(三 潴郡 みずまぐん 三潴町 みづま)-110

三潴郡 みずまぐん 三又村 みつまた

→(大 川市 おおかわし)99

三潴郡 みずまぐん 安武村 やすたけ

→(久 留米市 くるめし)105

三豊郡 みとよぐん 仁尾村 にお

→(三 豊郡 みとよぐん 仁尾町 にお)一 ・一

南会津郡 みなみあいつぐん

小梁村/八幡村/布沢村 こやな/やはた/ふざわ

→(南 会津郡みなみあいづぐん只見町ただみ)

南足立郡 みなみあだちぐん 舎人村 とねり

→(足 立区 あだちく)

南足立郡 みなみあだちぐん 花畑村 はなばたけ

→(足 立区 あだちく)

南足立郡 みなみあだちぐん 淵江村 ふちえ

→(足 立区 あだちく)

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん

→(南 魚沼郡 みなみうおぬまぐん)一 ・…・・…

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん 大崎村 おおさき
→(南 魚沼郡 みなみうおぬまぐん

大和町 やまと)

13

30

30

30

50

51

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん 土樽村 つちだる
→(南 魚沼郡 みなみうおぬまぐん

湯沢町 ゆざわ)51

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん 東村 ひがし

→(南 魚沼郡 みなみうおぬまぐん

大和町 やまと)51

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん 藪神村 やぶかみ

→(南 魚沼郡 みなみうおぬまぐん

大和町 やまと)51

南魚沼郡 みなみうおぬまぐん 吉里村 よしざと
→(南 魚沼郡 みなみうおぬまぐん

塩沢町 しおざわ)50

南置賜郡 みなみおいたまぐん

→(米 沢市/東置賜郡/西置賜郡

よねさわしノひがしおきたまぐ〃にしおきたまぐん

川西町/飯豊町 かわにし/いいで)… ・一・11

南置賜郡 みなみおいたまぐん 塩井村 しおい
→(米 沢市 よねざわし)11

南葛飾郡 みなみかつしかぐん 大島村 おおしま

→(江 東区 こうとうく)31

南葛飾郡 みなみかつしかぐん 鹿本村 しかもと

→(江 戸川区 えどがわく)31

南葛飾郡 みなみかつしかぐん 新宿町 にいじゅく

→(葛 飾区 かつしかく)31

南蒲原郡 みなみかんばらぐん

→(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん)一 ・一一51

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 井栗村 いぐり

→(三 条市 さんじょうし)39.40

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 今町 いま

→(見 附市 みつけし)50

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 大崎村 おおさき

→(三 条市 さんじょうし)40

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 大島村 おおしま
→(三 条市 さんじょうし)40

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 大面村 おおも

→(南 蒲原郡みなみか編まらぐん 栄町 さかえ)51

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 鹿峠村 かとうげ

→(南 蒲原郡みなみか椙まらぐん下田村 しただ)51

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 葛巻村 くずまき

→(見 附市 みつけし)50

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 栗林村 くりばやし

→(三 条市 さんじょうし)39

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 三条町 さんじょう

→(三 条市 さんじようし)40

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 田上村 たがみ

→(南 蒲原郡みなみかんばらぐん 田上町 たがみ)52

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 長沢村 ながさわ

→(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん下田村 しただ)52

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 本成寺村 ほんじょうじ

→(三 条市 さんじょうし)40

南蒲原郡 みなみかんばらぐん 見附町 みつけ
一〉(見 附市 みつけし)50
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南蒲原郡 みなみかんばらぐん 森町村 もりまち

→(南 蒲原郡 みなみかんばらぐん下田村 暖 だ)52

南埼玉郡 みなみさいたまぐん 鷲宮村 わしのみや

→(北 葛飾郡 きたかつ しか ぐん

鷲宮町 わしみや)29

南設楽郡 みなみ したらぐん 西郷村 さいこう

→(新 城市 しん しろ し)63

南多摩郡 みなみ たま ぐん 加住村 かすみ

→(八 王子市 はちおう じし)31

南多摩郡 みなみたまぐん 日野町 ひの

→(日 野市 ひの し)31

南 韓 呈郡 みなみつがる ぐん

→(南 津軽郡 みなみつがるぐん)5

南男阿 郡 みなみなか ぐん 油津町 あぶ らつ

→(日 南市 にちなん し)127

南刃阿 郡 みなみなか ぐん 鵜戸村 うど

→(日 南市 にちなん し)127

潮 阿 郡 みなみなか ぐん 鯛 巴町 おび

→(日 南市 にちなん し)127

潮 阿 郡 みなみなか ぐん 福餅 寸ふ くしま

→(串 間市 くしま し)126

南刃阿 郡 みなみなか ぐん 本城村 ほん じょう

→(串 間市 くしまし)126

美濃郡 みの ぐん 小野村 おの

→(益 田市 ますだ し)84

美濃郡 みの ぐん 高津村 たかつ

→(益 田市 ますだ し)84

美濃郡 みの ぐん 都茂村 つも

→(美 濃郡 みの ぐん 美都町 み と)… ……-87

美濃郡 みの ぐん 豊川村 とよかわ

→(益 田市 ますだ し)85

美濃郡 みの ぐん 豊田村 とよだ

→(益 田市 ますだ し)85

美濃郡 みの ぐん 二条村 に じょう

→(益 田市 ますだ し)85

美濃郡 みの ぐん 美濃村 みの

→(益 田市 ますだ し)85

美濃郡 みの ぐん 安田村 やすだ

→(益 田市 ますだ し)85

宮崎郡 みやざき ぐん 億村 あお き

→(宮 崎市 みや ざきし)129

宮崎郡 みやざき ぐん 青島村 あお しま

→(宮 崎市 みや ざきし)129

宮崎郡 みやざき ぐん 赤江村 あかえ

→(宮 崎市 みや ざきし)129

宮崎郡 みやざき ぐん 生目村 いきめ

→(宮 崎市 みや ざきし)129

宮崎郡 みやざき ぐん 瓜 生野 村 う りゅうの

→(宮 崎市 みやざきし)

宮崎郡 みやざきぐん 大宮村 おおみや

→(宮 崎市 みやざきし)

宮崎郡 みやざきぐん 大淀村 おおよど

→(宮 崎市 みやざきし)

129

129

129

宮崎郡 みやざきぐん 木花村 きばな
→(宮 崎市 みやざきし)129

宮崎郡 みやざきぐん 清武村 きよたけ

→(宮 崎郡みやさ音ぐん 清武町 きよたけ)・-128

宮崎郡 みやざきぐん 佐土原町 さどはら

→(宮 崎郡みやさ音ぐん佐土原町 さとわら)128

宮崎郡 みやざきぐん 住吉村 すみよし

→(宮 崎市 みやざきし)130

宮崎郡 みやざきぐん 広瀬村 ひろせ

→(宮 崎郡みやさ捲ぐん佐土原町 さとわら)・-129

宮崎郡 みやざきぐん 宮崎町 みやざき

→(宮 崎市 みやざきし)130

(も)

最上郡 もがみ ぐん 稲舟村 いなふね

→(新 庄市 しん じょう し)10

門司市 も じし

→(北 九州市 きたきゅうしゅうし門司区 もじく)101

(や)

野洲郡 やすぐん砥王村 ぎおう
→(野 洲郡 やすぐん 野洲町 やす)・ ・一・・一・68

野洲郡 やすぐん 中里村 なかざと
→(野 洲郡 やすぐん 中主町 ちゅうず)-68

八束郡 やつかぐん 朝酌村 あさくみ

→(松 江市 まつえし)85

八束郡 やつかぐん 生馬村 いくま

→(松 江市 まつえし)85

八束郡 やつかぐん 揖屋村 いや

→(八 束郡 やつかぐん

東出雲町 ひがしいずも)88

八束郡 やつかぐん 岩坂村 いわさか

→(八 束郡 やつかぐん 八雲村 やくも)一 ・89

八束郡 やつかぐん 忌部村 いんべ

→(松 江市 まつえし)85

八束郡 やつかぐん 大芦村 おおあし

→(八 束郡 やつかぐん 島根町 しまね)一 ・88

八束郡 やつかぐん 大野村 おおの
→(松 江市 まつえし)85

八束郡 やつかぐん 大庭村 おおば

→(松 江市/八束郡 まつえし/やつかぐん

八雲村 やくも)86 .87
八束郡 やつかぐん 川津村 かわつ

→(松 江市 まつえし)85

八束郡 やつかぐん 熊野村 くまの

→(八 束郡 やつかぐん 八雲村 やくも) ・-89

八束郡 やつかぐん 講武村 こうぶ

→(八 束郡 やつかぐん 鹿島町 かしま)-88
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八束郡 やつかぐん 古志村 こし

→(松 江市 まつえし)86

八束郡 やっかぐん 古曽志村 こそし

→(松 江市 まつえし)86

八束郡 やっかぐん 佐太村 さだ

→(八 束郡 やつかぐん 鹿島町 かしま)・・…88

八束郡 やつかぐん 玉湯村 たまゆ

→(八 束郡 やつかぐん 玉湯町 たまゆ)一 ・88

八束郡 やつかぐん 竹矢村 ちくや

→(松 江市 まつえし)86

八束郡 やつかぐん 津田村 つだ

→(松 江市 まつえし)86

八束郡 やつかぐん 長江村 ながえ

→(松 江市 まつえし)86

八束郡 やつかぐん 野波村 のなみ

→(八 束郡 やつかぐん 島根町 しまね)…88

八束郡 やつかぐん 波入村 はにゅう

→(八 束郡 やつかぐん 八束町 やつか)・89

八束郡 やつかぐん 二子村 ふたこ

→(八 束郡 やつかぐん 八束町 やつか)-89

八束郡 やつかぐん 法吉村 ほっき

→(松 江市 まつえし)86

八束郡 やつかぐん 本庄村 ほんじょう

→(松 江市 まつえし)86

八束郡 やつかぐん 持田村 もちだ

→(松 江市 まつえし)86

八束郡 やつかぐん 森山村 もりやま

→(八 束郡やつかぐん美保関町みほのぜき)88

八名郡 やなぐん 豊津村 とよつ

→(宝 飯郡 ほいぐん 一宮町 いちのみや)64

山県郡 やまがたぐん 葛原村 くずはら

→(山 県郡 やまがたぐん 美山町 みやま)61

山門郡 やまとぐん 沖端村 おきのはた

→(柳 川市 やながわし)110

山門郡 やまとぐん 城内村 しろうち

→(柳 川市 やながわし)110

山門郡 やまとぐん 瀬高町 せたか

→C山 門郡 やまとぐん 瀬高町 せたか)-111

山門郡 やまとぐん 西宮永村 にしみやなが

→(柳 川市 やながわし)111

山門郡 やまとぐん 東宮永村 ひがしみやなが

→(柳 川市 やながわし)111

山門郡 やまとぐん 東山村 ひがしやま

→(山 門郡 やまとぐん 瀬高町 せたか)・111

山門郡 やまとぐん 柳河町 やながわ

→(柳 川市 やながわし)111

山門郡 やまとぐん 山川村 やまかわ

→(山 門郡 やまとぐん 山川町 やまかわ)…・111

山門郡 やまとぐん 大和村 やまと

→(山 門郡 やまとぐん 大和町 やまと)-111

山門郡 やまとぐん 両開村 りょうかい

→(柳 川市 やながわし)111

八女郡 やめぐん

→(八 女郡 やめぐん)112

八女郡 やめぐん 大渕村 おおぶち

→(八 女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ)・一一ll2

八女郡 やめぐん 岡山村 おかやま

→(八 女市/筑後市 やめし/ちくこし)… ・・-117

八女郡 やめぐん 笠原村 かさはら

→(八 女郡 やめぐん 黒木町 くろき)… ……112

八女郡 やめぐん 上広川村 かみひろかわ

→(八 女郡 やめぐん 広川町 ひろかわ)… ・・114

八女郡 やめぐん 川崎村 かわさき

→(八 女市 やめし)115

八女郡 やめぐん 」Ull内村 きたがわち

→(八 女郡 やめぐん 上陽町 じょうよう)-113

八女郡 やめぐん 北山村 きたやま

→(八 女郡 やめぐん 立花町 たちばな)・-114

八女郡 やめぐん 串毛村 くしげ

→(八 女郡 やめぐん 黒尿町 くろき)… ……112

八女郡 やめぐん 黒木町 くろき

→(八 女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ)… ……113

八女郡 やめぐん 上妻村 こうつま

→(八 女市 やめし)115

八女郡 やめぐん 木屋村 こや

→(八 女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ)… ……ll3

八女郡 やめぐん 三河村 さんごう

→(八 女市 やめし)115.116

八女郡 やめぐん 下妻村 しもつま

→(筑 後市 ちくこし)105

八女郡 やめぐん 下広川村 しもひろかわ

→(八 女郡/久留米市/筑後市 やめくん1くるめしノちくこし

広川町 ひろかわ)115

八女郡 やめぐん 白木村 しらき

→(八 女郡 やめぐん立花町 たちばな)………114

八女郡 やめぐん 忠見村 ただみ

→(八 女市 やめし)116

八女郡 やめぐん 豊岡村 とよおか

→(八 女郡 やめぐん 黒木町 くろぎ)… ……113

八女郡 やめぐん 中広川村 なかひろかわ

→(八 女郡 やめぐん広川町 ひろかわ)一 …・114

八女郡 やめぐん 長峰村 ながみね

→(八 女市 やめし)116

八女郡 やめぐん 羽犬塚村 はいぬっか

→(筑 緩市 ちくこし)105

八女郡 やめぐん 福島町 ふくしま

→(八 女市 やめし)ll6

八女郡 やめぐん 二川村 ふたかわ

→(筑 後市 ちくこし)105

八女郡 やめぐん 古川村 ふるかわ

→(筑 後市 ちくこし)105

八女郡 やめぐん 辺春村 へばる

→(八 女郡 やめぐん 立花町 たちばな)-114

八女郡 やめぐん 星野村 ほしの

→(八 女郡 やめぐん 星野村 ほしの)… ……115
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八女郡 やめ ぐん 水田村 みずた

→(筑 後市 ち くこ し)106

八女郡 やめ ぐん 光友村 みつ とも

→(八 女郡 やめ ぐん 立花町 たちばな)・-114

八女郡 やめ ぐん 八幡村 やはた

→(八 女市 やめ し)116

八女郡 やめ ぐん 矢部村 やべ

→(八 女郡 やめ ぐん 矢部村 やべ)… ……115

八女郡 やめ ぐん 横 山村 よこや ま

→(八 女郡 やめ ぐん 上陽町 じょうよう)113

(ゆ)

結城郡 ゆうきぐん

→(結 城郡 ゆうきぐん)23

結城郡 ゆうき ぐん 大花羽村 おおはなは

→(水 海道市 みつかい どうし)23

結城郡 ゆうき ぐん 豊岡村 とよおか

→(水 海道市 みつかいどうし)23

由利郡 ゆ りぐん 院内村 いんない

→(由 利郡 ゆ りぐん 仁賀保町 にかほ)9

由利郡 ゆ りぐん 西滝沢村 に したきざわ

→(由 利郡 ゆ りぐん 由利町 ゆ り)・ 一…一・9

由利郡 ゆ りぐん 平沢村 ひらさわ

→(由 利郡 ゆ りぐん 仁賀保町 にかほ)・-9

(よ)

吉敷郡 よしき ぐん

→(吉 敷郡 よ しきぐん)90 .91

吉田郡 よしだ ぐん 五領ケ島村 ご りょうが しま

→(吉 田郡 よしだぐん 松岡町 まつおか)・-59

(わ)

和賀郡 わがぐん

→(和 賀郡 わがぐん)

和賀郡 わがぐん 鬼柳村 おにやなき

→(北 上市 きたかみし)

和賀郡 わがぐん 小山田村 おやまだ
→(和 賀郡 わがぐん 東和町 とうわ)…

和賀郡 わがぐん 沢内村 さわうち
→(和 賀郡 わがぐん 沢内村 さわうち)

和賀郡 わがぐん 藤根村ふじね
→(北 上市 きたかみし)
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