
　　０１０-００００・秋田県秋田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１０-０８３１・秋田県秋田市旭川清澄町・あさひかわきよすみまち

　　０１０-０８３３・秋田県秋田市旭川新藤田東町・あさひかわしんとうだひがしまち

　　０１０-０８３２・秋田県秋田市旭川新藤田西町・あさひかわしんとうだにしまち

　　０１０-０８３４・秋田県秋田市旭川南町・あさひかわみなみまち

　　０１０-１６１３・秋田県秋田市新屋朝日町・あらやあさひまち

　　０１０-１６３２・秋田県秋田市新屋大川町・あらやおおかわまち

　　０１０-１６３７・秋田県秋田市新屋扇町・あらやおおぎまち

　　０１０-１６３４・秋田県秋田市新屋沖田町・あらやおきたまち

　　０１０-１６３８・秋田県秋田市新屋表町・あらやおもてまち

　　０１０-１６０３・秋田県秋田市新屋勝平台・あらやかつひらだい

　　０１０-１６０５・秋田県秋田市新屋勝平町・あらやかつひらまち

　　０１０-１６０８・秋田県秋田市新屋北浜町・あらやきたはまちよう

　　０１０-１６２１・秋田県秋田市新屋栗田町・あらやくりたまち

　　０１０-１６０６・秋田県秋田市新屋寿町・あらやことぶきまち

　　０１０-１６０２・秋田県秋田市新屋下川原町・あらやしたかわらまち

　　０１０-１６４２・秋田県秋田市新屋渋谷町・あらやしぶやまち

　　０１０-１６４１・秋田県秋田市新屋高美町・あらやたかみまち

　　０１０-１６４４・秋田県秋田市新屋田尻沢中町・あらやたじりざわなかまち

　　０１０-１６４３・秋田県秋田市新屋田尻沢東町・あらやたじりざわひがしまち

　　０１０-１６４５・秋田県秋田市新屋田尻沢西町・あらやたじりざわにしまち

　　０１０-１６１１・秋田県秋田市新屋天秤野・あらやてんびんの

　　０１０-１６３３・秋田県秋田市新屋鳥木町・あらやとりきまち

　　０１０-１６３６・秋田県秋田市新屋比内町・あらやひないまち

　　０１０-１６２２・秋田県秋田市新屋日吉町・あらやひよしまち

　　０１０-１６１５・秋田県秋田市新屋船場町・あらやふなはﾞまち

　　０１０-１６３５・秋田県秋田市新屋前野町・あらやまえのまち

　　０１０-１６１７・秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町・あらやまつみがおかひがしちよう

　　０１０-１６１６・秋田県秋田市新屋松美ガ丘南町・あらやまつみがおかみなみちよう

　　０１０-１６１８・秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町・あらやまつみがおかきたちよう

　　０１０-１６０４・秋田県秋田市新屋松美町・あらやまつみまち

　　０１０-１６０７・秋田県秋田市新屋南浜町・あらやみなみはままち

　　０１０-１６３１・秋田県秋田市新屋元町・あらやもとまち

　　０１０-１６１２・秋田県秋田市新屋豊町・あらやゆたかまち

　　０１０-１６１４・秋田県秋田市新屋割山町・あらやわりやままち

　　０１０-１６２３・秋田県秋田市新屋町・あらやまち

　　０１１-０９１１・秋田県秋田市飯島・いいじま

　　０１１-０９４９・秋田県秋田市飯島飯田・いいじまいいだ

　　０１１-０９１２・秋田県秋田市飯島川端・いいじまかわはﾞた

　　０１１-０９１６・秋田県秋田市飯島穀丁・いいじまこくちよう

　　０１１-０９４７・秋田県秋田市飯島新町・いいじましんちよう

　　０１１-０９２８・秋田県秋田市飯島長野上町・いいじまながのかみちよう

　　０１１-０９２５・秋田県秋田市飯島長野中町・いいじまながのなかちよう

　　０１１-０９２４・秋田県秋田市飯島長野本町・いいじまながのほんちよう

　　０１１-０９４８・秋田県秋田市飯島西袋・いいじまにしぶくろ

　　０１１-０９１３・秋田県秋田市飯島鼠田・いいじまねずみた

　　０１１-０９２３・秋田県秋田市飯島文京町・いいじまぶんきようちよう

　　０１１-０９２２・秋田県秋田市飯島松根東町・いいじままつねひがしちよう

　　０１１-０９２１・秋田県秋田市飯島松根西町・いいじままつねにしちよう

　　０１１-０９１４・秋田県秋田市飯島美砂町・いいじまみさごちよう

　　０１１-０９１７・秋田県秋田市飯島道東・いいじまみちひがじ

　　０１１-０９１５・秋田県秋田市飯島緑丘町・いいじまみどりがおかちよう

　　０１０-０８１６・秋田県秋田市泉・いずみ

　　０１０-０８１３・秋田県秋田市泉一ノ坪・いずみいちのつほﾞ

　　０１０-０８１１・秋田県秋田市泉釜ノ町・いずみかまのまち

　　０１０-０９１６・秋田県秋田市泉北・いずみきた

　　０１０-０８１７・秋田県秋田市泉菅野（丁目）・いずみすがの

　　０１０-０９１７・秋田県秋田市泉中央・いずみちゆうおう

　　０１０-０８１５・秋田県秋田市泉馬場・いずみはﾞはﾞ

　　０１０-０８１４・秋田県秋田市泉東町・いずみひがしまち

　　０１０-０８１２・秋田県秋田市泉三嶽根・いずみみたけね

　　０１０-０９１８・秋田県秋田市泉南・いずみみなみ

　　０１０-００６４・秋田県秋田市牛島・うしじま

　　０１０-００６２・秋田県秋田市牛島東・うしじまひがじ

　　０１０-００６３・秋田県秋田市牛島西・うしじまにじ

　　０１０-００６６・秋田県秋田市牛島南・うしじまみなみ

　　０１０-１４３６・秋田県秋田市大住・おおすみ

　　０１０-１４２０・秋田県秋田市大住南・おおすみみなみ

　　０１０-０９２１・秋田県秋田市大町・おおまち

　　０１０-１４２８・秋田県秋田市大平台・おおひらだい
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　　０１０-１４２４・秋田県秋田市御野場・おのはﾞ

　　０１０-１４２５・秋田県秋田市御野場新町・おのはﾞしんまち

　　０１０-００６１・秋田県秋田市卸町・おろしまち

　　０１０-０１１１・秋田県秋田市金足岩瀬・かなあしいわせ

　　０１０-０１１３・秋田県秋田市金足浦山・かなあしうらやま

　　０１０-０１２６・秋田県秋田市金足追分・かなあしおいわけ

　　０１０-０１１５・秋田県秋田市金足大清水・かなあしおおしみず

　　０１０-０１２３・秋田県秋田市金足片田・かなあしかただ

　　０１０-０１２１・秋田県秋田市金足黒川・かなあしくろかわ

　　０１０-０１１６・秋田県秋田市金足小泉・かなあしこいずみ

　　０１０-０１１４・秋田県秋田市金足下刈・かなあししたかり

　　０１０-０１２５・秋田県秋田市金足高岡・かなあしたかおか

　　０１０-０１２４・秋田県秋田市金足鳰崎・かなあしにおざき

　　０１０-０１１２・秋田県秋田市金足堀内・かなあしほりうち

　　０１０-０１２２・秋田県秋田市金足吉田・かなあしよしだ

　　０１０-１４０３・秋田県秋田市上北手荒巻・かみきたてあらまき

　　０１０-１４０１・秋田県秋田市上北手大杉沢・かみきたておおすぎさわ

　　０１０-１４０８・秋田県秋田市上北手大戸・かみきたておおど

　　０１０-１４０５・秋田県秋田市上北手大山田・かみきたておおやまだ

　　０１０-１４０２・秋田県秋田市上北手小山田・かみきたておやまだ

　　０１０-１４０４・秋田県秋田市上北手古野・かみきたてこの

　　０１０-１４１１・秋田県秋田市上北手御所野・かみきたてごしよの

　　０１０-１４０６・秋田県秋田市上北手猿田・かみきたてさるた

　　０１０-１４０７・秋田県秋田市上北手百崎・かみきたてももざき

　　０１０-０１３７・秋田県秋田市上新城石名坂・かみしんじよういしなざか

　　０１０-０１３２・秋田県秋田市上新城小又・かみしんじようおまた

　　０１０-０１３５・秋田県秋田市上新城五十丁・かみしんじようごじつちよう

　　０１０-０１３１・秋田県秋田市上新城白山・かみしんじようしらやま

　　０１０-０１３６・秋田県秋田市上新城中・かみしんじようなか

　　０１０-０１３８・秋田県秋田市上新城保多野・かみしんじようほたの

　　０１０-０１３４・秋田県秋田市上新城道川・かみしんじようみちかわ

　　０１０-０１３３・秋田県秋田市上新城湯ノ里・かみしんじようゆのさと

　　０１０-０９４７・秋田県秋田市川尻上野町・かわしりうえのまち

　　０１０-０９４２・秋田県秋田市川尻大川町・かわしりおおかわまち

　　０１０-０９４３・秋田県秋田市川尻御休町・かわしりおやすみまち

　　０１０-０９４８・秋田県秋田市川尻新川町・かわしりしんかわまち

　　０１０-０９４６・秋田県秋田市川尻総社町・かわしりそうしやまち

　　０１０-０９４５・秋田県秋田市川尻みよし町・かわしりみよしまち

　　０１０-０９４４・秋田県秋田市川尻若葉町・かわしりわかはﾞまち

　　０１０-０９４１・秋田県秋田市川尻町・かわしりまち

　　０１９-２６２３・秋田県秋田市河辺赤平・かわべあかひら

　　０１９-２７４１・秋田県秋田市河辺岩見・かわべいわみ

　　０１９-２６２４・秋田県秋田市河辺大沢・かわべおおさわ

　　０１９-２６３２・秋田県秋田市河辺大張野・かわべおおはﾞりの

　　０１９-２６２５・秋田県秋田市河辺北野田高屋・かわべきたのだこうや

　　０１９-２７４２・秋田県秋田市河辺三内・かわべさんない

　　０１９-２６３１・秋田県秋田市河辺神内・かわべじんない

　　０１９-２６２２・秋田県秋田市河辺高岡・かわべたかおか

　　０１９-２６１１・秋田県秋田市河辺戸島・かわべとしま

　　０１９-２６１４・秋田県秋田市河辺豊成・かわべとよなり

　　０１９-２６１２・秋田県秋田市河辺畑谷・かわべはたや

　　０１９-２６１３・秋田県秋田市河辺松渕・かわべまつぶち

　　０１９-２６２１・秋田県秋田市河辺諸井・かわべもろい

　　０１９-２６０１・秋田県秋田市河辺和田・かわべわだ

　　０１０-０９３５・秋田県秋田市川元小川町・かわもとおがわまち

　　０１０-０９３２・秋田県秋田市川元開和町・かわもとかいわまち

　　０１０-０９３３・秋田県秋田市川元松丘町・かわもとまつおかまち

　　０１０-０９３４・秋田県秋田市川元むつみ町・かわもとむつみまち

　　０１０-０９３１・秋田県秋田市川元山下町・かわもとやましたまち

　　０１０-０９２５・秋田県秋田市旭南・きよくなん

　　０１０-０９２２・秋田県秋田市旭北栄町・きよくほくさかえまち

　　０１０-０９２４・秋田県秋田市旭北寺町・きよくほくてらまち

　　０１０-０９２３・秋田県秋田市旭北錦町・きよくほくにしきまち

　　０１１-０９２７・秋田県秋田市港北新町・こうほくしんちよう

　　０１１-０９２６・秋田県秋田市港北松野町・こうほくまつのちよう

　　０１０-０９６６・秋田県秋田市高陽青柳町・こうようあおやぎちよう

　　０１０-０９６７・秋田県秋田市高陽幸町・こうようさいわいちよう

　　０１０-１４１２・秋田県秋田市御所野下堤・ごしよのしもつつみ

　　０１０-１４１３・秋田県秋田市御所野地蔵田・ごしよのじぞうでん

　　０１０-１４１９・秋田県秋田市御所野堤台・ごしよのつつみだい



　　０１０-１４１４・秋田県秋田市御所野元町・ごしよのもとまち

　　０１０-１４１５・秋田県秋田市御所野湯本・ごしよのゆもと

　　０１０-００４２・秋田県秋田市桜・さくら

　　０１０-００４３・秋田県秋田市桜ガ丘・さくらがおか

　　０１０-００５９・秋田県秋田市桜台・さくらだい

　　０１０-０８２３・秋田県秋田市山内・さんない

　　０１０-０９５１・秋田県秋田市山王・さんのう

　　０１０-０９５２・秋田県秋田市山王新町・さんのうしんまち

　　０１０-０９５５・秋田県秋田市山王中島町・さんのうなかじままち

　　０１０-０９５３・秋田県秋田市山王中園町・さんのうなかぞのまち

　　０１０-０９５４・秋田県秋田市山王沼田町・さんのうぬまたまち

　　０１０-０９５６・秋田県秋田市山王臨海町・さんのうりんかいまち

　　０１０-００５６・秋田県秋田市下北手黒川・しもきたてくろかわ

　　０１０-００５８・秋田県秋田市下北手桜・しもきたてさくら

　　０１０-００５３・秋田県秋田市下北手寒川・しもきたてさむかわ

　　０１０-００５４・秋田県秋田市下北手宝川・しもきたてたからかわ

　　０１０-００５５・秋田県秋田市下北手通沢・しもきたてとおりさわ

　　０１０-００５７・秋田県秋田市下北手梨平・しもきたてなしひら

　　０１０-００５１・秋田県秋田市下北手松崎・しもきたてまつさき

　　０１０-００５２・秋田県秋田市下北手柳館・しもきたてやなぎたて

　　０１０-０１４２・秋田県秋田市下新城青崎・しもしんじようあおざき

　　０１０-０１４４・秋田県秋田市下新城岩城・しもしんじよういわき

　　０１０-０１４３・秋田県秋田市下新城小友・しもしんじようおとも

　　０１０-０１４５・秋田県秋田市下新城笠岡・しもしんじようかさおか

　　０１０-０１４６・秋田県秋田市下新城中野・しもしんじようなかの

　　０１０-０１４１・秋田県秋田市下新城長岡・しもしんじようながおか

　　０１０-１５０１・秋田県秋田市下浜桂根・しもはまかつらね

　　０１０-１５０２・秋田県秋田市下浜長浜・しもはまながはま

　　０１０-１５０６・秋田県秋田市下浜楢田・しもはまならだ

　　０１０-１５０５・秋田県秋田市下浜八田・しもはまはつた

　　０１０-１５０３・秋田県秋田市下浜羽川・しもはまはねかわ

　　０１０-１５０４・秋田県秋田市下浜名ケ沢・しもはまみようがさわ

　　０１１-０９３２・秋田県秋田市将軍野青山町・しようぐんのあおやまちよう

　　０１１-０９３４・秋田県秋田市将軍野桂町・しようぐんのかつらちよう

　　０１１-０９３３・秋田県秋田市将軍野堰越・しようぐんのせきこじ

　　０１１-０９３５・秋田県秋田市将軍野向山・しようぐんのむかいやま

　　０１１-０９３１・秋田県秋田市将軍野東・しようぐんのひがじ

　　０１１-０９３６・秋田県秋田市将軍野南・しようぐんのみなみ

　　０１０-０８２６・秋田県秋田市新藤田・しんとうだ

　　０１０-０８７２・秋田県秋田市千秋北の丸・せんしゆうきたのまる

　　０１０-０８７４・秋田県秋田市千秋久保田町・せんしゆうくほﾞたまち

　　０１０-０８７６・秋田県秋田市千秋公園・せんしゆうこうえん

　　０１０-０８７３・秋田県秋田市千秋城下町・せんしゆうじようかまち

　　０１０-０８７１・秋田県秋田市千秋中島町・せんしゆうなかじままち

　　０１０-０８７５・秋田県秋田市千秋明徳町・せんしゆうめいとくまち

　　０１０-０８７７・秋田県秋田市千秋矢留町・せんしゆうやどめまち

　　０１０-０８２２・秋田県秋田市添川・そえがわ

　　０１０-０８０２・秋田県秋田市外旭川・そとあさひかわ

　　０１０-０８０４・秋田県秋田市外旭川八幡田（丁目）・そとあさひかわはちまんでん

　　０１０-０８０３・秋田県秋田市外旭川八柳・そとあさひかわやつやなぎ

　　０１０-１１０５・秋田県秋田市太平黒沢・たいへいくろさわ

　　０１０-１１０４・秋田県秋田市太平寺庭・たいへいてらにわ

　　０１０-１１０３・秋田県秋田市太平中関・たいへいなかぜき

　　０１０-１１０１・秋田県秋田市太平八田・たいへいはつた

　　０１０-１１０２・秋田県秋田市太平目長崎・たいへいめながさき

　　０１０-１１０６・秋田県秋田市太平山谷・たいへいやまや

　　０１１-０９４４・秋田県秋田市土崎港穀保町・つちざきみなとこくほﾞちよう

　　０１１-０９５１・秋田県秋田市土崎港相染町・つちざきみなとそうぜんまち

　　０１１-０９４６・秋田県秋田市土崎港中央・つちざきみなとちゆうおう

　　０１１-０９４２・秋田県秋田市土崎港東・つちざきみなとひがじ

　　０１１-０９５１・秋田県秋田市土崎港古川町・つちざきみなとふるかわまち

　　０１１-０９４５・秋田県秋田市土崎港西・つちざきみなとにじ

　　０１１-０９４３・秋田県秋田市土崎港南・つちざきみなとみなみ

　　０１１-０９４１・秋田県秋田市土崎港北・つちざきみなときた

　　０１０-０８５１・秋田県秋田市手形・てがた

　　０１０-０８６１・秋田県秋田市手形からみでん・てがたからみでん

　　０１０-０８５２・秋田県秋田市手形学園町・てがたがくえんまち

　　０１０-０８６３・秋田県秋田市手形休下町・てがたきゆうかまち

　　０１０-０８６５・秋田県秋田市手形新栄町・てがたしんさかえまち

　　０１０-０８６４・秋田県秋田市手形住吉町・てがたすみよしちよう



　　０１０-０８６２・秋田県秋田市手形田中・てがたたなか

　　０１０-０８５４・秋田県秋田市手形山崎町・てがたやまざきちよう

　　０１０-０８４４・秋田県秋田市手形山中町・てがたやまなかまち

　　０１０-０８４３・秋田県秋田市手形山東町・てがたやまひがしまち

　　０１０-０８４１・秋田県秋田市手形山西町・てがたやまにしまち

　　０１０-０８４５・秋田県秋田市手形山南町・てがたやまみなみまち

　　０１０-０８４２・秋田県秋田市手形山北町・てがたやまきたまち

　　０１１-０９０１・秋田県秋田市寺内・てらうち

　　０１１-０９０３・秋田県秋田市寺内油田・てらうちあぶらでん

　　０１１-０９０６・秋田県秋田市寺内後城・てらうちうしろじよう

　　０１１-０９３８・秋田県秋田市寺内鵜ノ木・てらうちうのき

　　０１１-０９０８・秋田県秋田市寺内大小路・てらうちおおこうじ

　　０１１-０９３９・秋田県秋田市寺内大畑・てらうちおおはた

　　０１１-０９０５・秋田県秋田市寺内神屋敷・てらうちかみやしき

　　０１１-０９３７・秋田県秋田市寺内高野・てらうちこうや

　　０１１-０９０９・秋田県秋田市寺内児桜・てらうちこざくら

　　０１１-０９０２・秋田県秋田市寺内堂ノ沢・てらうちどうのさわ

　　０１１-０９０４・秋田県秋田市寺内蛭根・てらうちひるね

　　０１１-０９０７・秋田県秋田市寺内焼山・てらうちやけやま

　　０１０-１６５１・秋田県秋田市豊岩石田坂・とよいわいしだざか

　　０１０-１６５３・秋田県秋田市豊岩小山・とよいわおやま

　　０１０-１６５２・秋田県秋田市豊岩豊巻・とよいわとよまき

　　０１０-０００１・秋田県秋田市中通・なかどおり

　　０１０-００３４・秋田県秋田市楢山・ならやま

　　０１０-００３７・秋田県秋田市楢山愛宕下・ならやまあたごした

　　０１０-００３３・秋田県秋田市楢山石塚町・ならやまいしつﾞかちよう

　　０１０-００３２・秋田県秋田市楢山太田町・ならやまおおたまち

　　０１０-００３１・秋田県秋田市楢山大元町・ならやまおおもとまち

　　０１０-００２９・秋田県秋田市楢山川口境・ならやまかわぐちさかい

　　０１０-００２８・秋田県秋田市楢山共和町・ならやまきようわまち

　　０１０-００３６・秋田県秋田市楢山金照町・ならやまきんしようまち

　　０１０-００２５・秋田県秋田市楢山佐竹町・ならやまさたけまち

　　０１０-００３８・秋田県秋田市楢山城南新町・ならやまじようなんしんまち

　　０１０-００３５・秋田県秋田市楢山城南町・ならやまじようなんまち

　　０１０-００２１・秋田県秋田市楢山登町・ならやまのほﾞりまち

　　０１０-００２６・秋田県秋田市楢山古川新町・ならやまふるかわしんまち

　　０１０-００２３・秋田県秋田市楢山本町・ならやまほんちよう

　　０１０-００２４・秋田県秋田市楢山南新町上丁・ならやまみなみしんまちかみちよう

　　０１０-００２７・秋田県秋田市楢山南新町下丁・ならやまみなみしんまちしもちよう

　　０１０-００２２・秋田県秋田市楢山南中町・ならやまみなみなかちよう

　　０１０-１４２３・秋田県秋田市仁井田・にいだ

　　０１０-１４３５・秋田県秋田市仁井田潟中町・にいだかたなかちよう

　　０１０-１４２６・秋田県秋田市仁井田小中島・にいだこなかじま

　　０１０-１４３３・秋田県秋田市仁井田栄町・にいださかえちよう

　　０１０-１４２７・秋田県秋田市仁井田新田・にいだしんでん

　　０１０-１４３４・秋田県秋田市仁井田蕗見町・にいだふきみちよう

　　０１０-１４３２・秋田県秋田市仁井田福島・にいだふくしま

　　０１０-１４３１・秋田県秋田市仁井田二ツ屋・にいだふたつや

　　０１０-１４２１・秋田県秋田市仁井田本町・にいだほんちよう

　　０１０-１４３７・秋田県秋田市仁井田緑町・にいだみどりちよう

　　０１０-１４２２・秋田県秋田市仁井田目長田・にいだめながた

　　０１０-０８２１・秋田県秋田市濁川・にごりかわ

　　０１０-０８２４・秋田県秋田市仁別・にべつ

　　０１０-１６５４・秋田県秋田市浜田・はまだ

　　０１０-００６５・秋田県秋田市茨島・はﾞらじま

　　０１０-０００３・秋田県秋田市東通・ひがしどおり

　　０１０-０００４・秋田県秋田市東通観音前・ひがしどおりかんのんまえ

　　０１０-０００６・秋田県秋田市東通館ノ越・ひがしどおりたてのこじ

　　０１０-０００２・秋田県秋田市東通仲町・ひがしどおりなかまち

　　０１０-０００５・秋田県秋田市東通明田・ひがしどおりみようでん

　　０１０-００４１・秋田県秋田市広面・ひろおもて

　　０１０-０８５３・秋田県秋田市蛇野・へびの

　　０１０-０９１５・秋田県秋田市保戸野・ほどの

　　０１０-０９０２・秋田県秋田市保戸野金砂町・ほどのかなさまち

　　０１０-０９０１・秋田県秋田市保戸野桜町・ほどのさくらまち

　　０１０-０９１１・秋田県秋田市保戸野すわ町・ほどのすわちよう

　　０１０-０９１４・秋田県秋田市保戸野千代田町・ほどのちよだまち

　　０１０-０９１３・秋田県秋田市保戸野鉄砲町・ほどのてつほﾟうまち

　　０１０-０９１２・秋田県秋田市保戸野通町・ほどのとおりまち

　　０１０-０９０５・秋田県秋田市保戸野中町・ほどのなかちよう



　　０１０-０９０３・秋田県秋田市保戸野八丁・ほどのはつちよう

　　０１０-０９０４・秋田県秋田市保戸野原の町・ほどのはらのまち

　　０１０-１４０９・秋田県秋田市南ケ丘・みなみがおか

　　０１０-００１１・秋田県秋田市南通亀の町・みなみどおりかめのちよう

　　０１０-００１３・秋田県秋田市南通築地・みなみどおりつきじ

　　０１０-００１２・秋田県秋田市南通みその町・みなみどおりみそのまち

　　０１０-００１４・秋田県秋田市南通宮田・みなみどおりみやた

　　０１０-１６０１・秋田県秋田市向浜・むかいはま

　　０１０-０８２５・秋田県秋田市柳田・やなぎだ

　　０１０-０９７５・秋田県秋田市八橋・やはﾞせ

　　０１０-０９６１・秋田県秋田市八橋イサノ・やはﾞせいさの

　　０１０-０９７４・秋田県秋田市八橋運動公園・やはﾞせうんどうこうえん

　　０１０-０９６３・秋田県秋田市八橋大沼町・やはﾞせおおぬまちよう

　　０１０-０９６２・秋田県秋田市八橋大畑・やはﾞせおおはた

　　０１０-０９６５・秋田県秋田市八橋新川向・やはﾞせしんかわむかい

　　０１０-０９７７・秋田県秋田市八橋大道東・やはﾞせだいどうひがじ

　　０１０-０９７２・秋田県秋田市八橋田五郎・やはﾞせたごろう

　　０１０-０９６４・秋田県秋田市八橋鯲沼町・やはﾞせどじようぬままち

　　０１０-０９７３・秋田県秋田市八橋本町・やはﾞせほんちよう

　　０１０-０９７６・秋田県秋田市八橋南・やはﾞせみなみ

　　０１０-０９７１・秋田県秋田市八橋三和町・やはﾞせみわちよう

　　０１０-１４２９・秋田県秋田市山手台・やまてだい

　　０１０-１２３１・秋田県秋田市雄和相川・ゆうわあいかわ

　　０１０-１３４１・秋田県秋田市雄和新波・ゆうわあらわ

　　０１０-１３５１・秋田県秋田市雄和碇田・ゆうわいかりだ

　　０１０-１２２２・秋田県秋田市雄和石田・ゆうわいしだ

　　０１０-１３５２・秋田県秋田市雄和萱ケ沢・ゆうわかやがさわ

　　０１０-１２２５・秋田県秋田市雄和左手子・ゆうわさでこ

　　０１０-１２０２・秋田県秋田市雄和芝野新田・ゆうわしはﾞのしんでん

　　０１０-１２０３・秋田県秋田市雄和下黒瀬・ゆうわしもくろせ

　　０１０-１３４２・秋田県秋田市雄和神ケ村・ゆうわじんがむら

　　０１０-１２０１・秋田県秋田市雄和田草川・ゆうわたくさがわ

　　０１０-１２２４・秋田県秋田市雄和種沢・ゆうわたねざわ

　　０１０-１３４３・秋田県秋田市雄和繋・ゆうわつなぎ

　　０１０-１２１１・秋田県秋田市雄和椿川・ゆうわつはﾞきかわ

　　０１０-１２３２・秋田県秋田市雄和戸賀沢・ゆうわとがざわ

　　０１０-１２１２・秋田県秋田市雄和平尾鳥・ゆうわひらおとり

　　０１０-１２２１・秋田県秋田市雄和平沢・ゆうわひらさわ

　　０１０-１２２３・秋田県秋田市雄和妙法・ゆうわみようほう

　　０１０-１３４４・秋田県秋田市雄和向野・ゆうわむかいの

　　０１０-１２３３・秋田県秋田市雄和女米木・ゆうわめめき

　　０１０-００４４・秋田県秋田市横森・よこもり

　　０１０-１４１７・秋田県秋田市四ツ小屋・よつごや

　　０１０-１４１８・秋田県秋田市四ツ小屋小阿地・よつごやこあじ

　　０１０-１４１６・秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本・よつごやすえどまつもと

　　０１６-００００・秋田県能代市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１６-０８６５・秋田県能代市青葉町・あおはﾞまち

　　０１６-０８３５・秋田県能代市赤沼・あかぬま

　　０１６-０１１５・秋田県能代市悪戸・あくど

　　０１６-０１７９・秋田県能代市浅内・あさない

　　０１８-２８０２・秋田県能代市天内・あまない

　　０１６-０８０４・秋田県能代市万町・あらまち

　　０１６-０１０２・秋田県能代市一本木・いつほﾟんぎ

　　０１６-００１７・秋田県能代市磐・いわお

　　０１６-０１４３・秋田県能代市上ノ山・うえのやま

　　０１６-０１４４・秋田県能代市上ノ山台・うえのやまだい

　　０１６-０８６３・秋田県能代市後谷地・うしろやち

　　０１６-０１３６・秋田県能代市鵜鳥・うとり

　　０１６-０１３７・秋田県能代市鵜鳥悪戸・うどりあくど

　　０１６-０１３８・秋田県能代市鵜鳥川原・うどりがわら

　　０１６-０１４１・秋田県能代市鵜ノ沢・うのさわ

　　０１６-０１３５・秋田県能代市姥懐・うはﾞふところ

　　０１６-０８４２・秋田県能代市追分町・おいわけまち

　　０１６-０１２２・秋田県能代市扇田・おうぎだ

　　０１６-０１６２・秋田県能代市大内田・おおうちだ

　　０１６-０１８１・秋田県能代市大瀬儘下・おおせまました

　　０１６-０１６４・秋田県能代市大塚・おおつか

　　０１６-０８０５・秋田県能代市大手町・おおてまち

　　０１８-２８１２・秋田県能代市大曲・おおまがり

　　０１６-０８０３・秋田県能代市大町・おおまち



　　０１６-０１５５・秋田県能代市大森・おおもり

　　０１６-０８０７・秋田県能代市大森山・おおもりやま

　　０１６-００１４・秋田県能代市落合・おちあい

　　０１６-０８８４・秋田県能代市卸町・おろしまち

　　０１６-０８７６・秋田県能代市海詠坂・かいえいざか

　　０１６-０１２１・秋田県能代市鰄渕・かいらげふち

　　０１６-０１６６・秋田県能代市柏子所・かしこどころ

　　０１８-２８１３・秋田県能代市上悪土・かみあくど

　　０１６-０１５３・秋田県能代市上関・かみせき

　　０１６-０１７２・秋田県能代市上古川布・かみふるかわしき

　　０１６-０１５４・秋田県能代市上谷地・かみやち

　　０１６-０１８２・秋田県能代市上柳・かみやなぎ

　　０１６-０８７８・秋田県能代市臥竜山・がりゆうざん

　　０１６-０１７１・秋田県能代市河戸川・かわとがわ

　　０１６-０８０２・秋田県能代市川反町・かわはﾞたまち

　　０１６-０８１７・秋田県能代市上町・かんまち

　　０１８-２８１４・秋田県能代市狐森・きつねもり

　　０１８-２８０６・秋田県能代市久喜沢・くきさわ

　　０１６-０１７８・秋田県能代市九郎左衛門笹台・くろうざえもんささだい

　　０１６-０８９２・秋田県能代市景林町・けいりんまち

　　０１６-０８３４・秋田県能代市下内崎・げないざき

　　０１６-０８８３・秋田県能代市五雲岱・ごうんだい

　　０１６-０８１５・秋田県能代市御指南町・ごしなんまち

　　０１６-０１７７・秋田県能代市権現台・ごんげんだい

　　０１８-２８０４・秋田県能代市槐・さいかち

　　０１６-０８６１・秋田県能代市彩霞長根・さいかながね

　　０１６-０８４６・秋田県能代市栄町・さかえまち

　　０１６-００１１・秋田県能代市坂形・さかがた

　　０１８-２８１１・秋田県能代市産物・さんぶつ

　　０１６-０１６７・秋田県能代市塩干田・しおからだ

　　０１６-０１６７・秋田県能代市塩干田前・しおからだまえ

　　０１６-０１６８・秋田県能代市十洲崎・じつしゆうざき

　　０１６-０８７２・秋田県能代市芝童森・しどうもり

　　０１６-０１１３・秋田県能代市下悪戸・しもあくど

　　０１６-０１８５・秋田県能代市下瀬・しもせ

　　０１６-０１０４・秋田県能代市下関・しもせき

　　０１６-０１８６・秋田県能代市下野・しもの

　　０１６-０１７３・秋田県能代市下古川布・しもふるかわしき

　　０１６-０１８７・秋田県能代市下柳・しもやなぎ

　　０１６-０８６２・秋田県能代市寿域長根・じゆいきながね

　　０１６-０８９７・秋田県能代市昭南町・しようなんまち

　　０１６-０８７１・秋田県能代市昇平岱・しようへいだい

　　０１６-０１７４・秋田県能代市新山前・しんざんまえ

　　０１６-０８９５・秋田県能代市末広町・すえひろまち

　　０１６-００１５・秋田県能代市須田・すだ

　　０１６-０８８１・秋田県能代市砂留山・すなどめやま

　　０１６-０８２４・秋田県能代市住吉町・すみよしまち

　　０１６-０８０６・秋田県能代市清助町・せいすけまち

　　０１６-０８７７・秋田県能代市仙遊長根・せんゆうながね

　　０１６-０１６３・秋田県能代市袖又・そでまた

　　０１６-０００１・秋田県能代市外荒巻・そとあらまき

　　０１６-０１４６・秋田県能代市外堤・そとつつみ

　　０１６-０１８４・秋田県能代市高塙・たかはな

　　０１６-００１６・秋田県能代市竹生・たこう

　　０１６-０８５７・秋田県能代市田子向・たこむかい

　　０１６-０１２３・秋田県能代市田床内・たどこない

　　０１６-０１４９・秋田県能代市田中谷地・たなかやち

　　０１６-０１６５・秋田県能代市田屋・たや

　　０１６-０８４３・秋田県能代市中和・ちゆうわ

　　０１６-０１３１・秋田県能代市鶴形・つるがた

　　０１６-０８５３・秋田県能代市出戸後・でとうしろ

　　０１６-０８５２・秋田県能代市出戸本町・でとほんまち

　　０１６-０１８８・秋田県能代市寺向・てらむかい

　　０１８-２８１５・秋田県能代市東面・とうめん

　　０１６-０８４５・秋田県能代市通町・とおりまち

　　０１６-０１７６・秋田県能代市戸川向・とがわむかい

　　０１８-２８０１・秋田県能代市常盤・ときわ

　　０１６-０１３４・秋田県能代市戸草沢・とくさざわ

　　０１８-２８０５・秋田県能代市轟・とどろき

　　０１６-０８１６・秋田県能代市富町・とみまち



　　０１６-０１４７・秋田県能代市鳥矢場・とやはﾞ

　　０１６-０８６４・秋田県能代市鳥小屋・とりごや

　　０１８-２８０３・秋田県能代市外割田・とわりだ

　　０１６-０１１４・秋田県能代市中悪戸・なかあくど

　　０１６-０８１４・秋田県能代市中川原・なかがわら

　　０１６-０１５６・秋田県能代市中沢・なかざわ

　　０１６-０８１２・秋田県能代市中嶋（１－９７～１１６）・なかじま

　　０１６-０１１２・秋田県能代市中嶋（その他）・なかじま(そのた)

　　０１６-０１０１・秋田県能代市中関・なかせき

　　０１６-０１８３・秋田県能代市中柳・なかやなぎ

　　０１６-０８７３・秋田県能代市長崎・ながさき

　　０１６-０８７５・秋田県能代市南陽崎・なんようざき

　　０１６-０１１１・秋田県能代市仁井田白山・にいだしろやま

　　０１６-０８３７・秋田県能代市西赤沼・にしあかぬま

　　０１６-０８５５・秋田県能代市西大瀬・にしおおせ

　　０１６-０８９１・秋田県能代市西通町・にしどおりまち

　　０１６-０００３・秋田県能代市荷八田・にはた

　　０１６-０８７４・秋田県能代市沼ノ上・ぬまのうえ

　　０１６-０８１３・秋田県能代市能代町・のしろまち

　　０１６-０８９４・秋田県能代市萩の台・はぎのだい

　　０１６-０１１６・秋田県能代市機織轌ノ目・はたおりそりのめ

　　０１６-０８２１・秋田県能代市畠町・はたまち

　　０１６-０８４４・秋田県能代市花園町・はなぞのまち

　　０１６-０８０１・秋田県能代市浜通町・はまどおりまち

　　０１６-０１５７・秋田県能代市腹鞁ノ沢・はらがいのさわ

　　０１６-０１４２・秋田県能代市半戸沢・はんとざわ

　　０１６-０８９６・秋田県能代市盤若町・はんにやまち

　　０１６-０８３６・秋田県能代市東赤沼・ひがしあかぬま

　　０１６-０８３９・秋田県能代市東大瀬・ひがしおおせ

　　０１６-０８２２・秋田県能代市東町・ひがしまち

　　０１６-００１２・秋田県能代市比八田・ひはた

　　０１６-０１４８・秋田県能代市冷清水・ひやしみず

　　０１６-０１５１・秋田県能代市檜山・ひやま

　　０１６-０８１１・秋田県能代市日吉町・ひよしまち

　　０１６-０８０８・秋田県能代市日和山下・ひよりやました

　　０１６-０８５６・秋田県能代市藤山・ふじやま

　　０１８-３１０１・秋田県能代市二ツ井町麻生・ふたついまちあそう

　　０１８-３１１６・秋田県能代市二ツ井町家後・ふたついまちいえうしろ

　　０１８-３１１９・秋田県能代市二ツ井町薄井・ふたついまちうすい

　　０１８-３１３１・秋田県能代市二ツ井町梅内・ふたついまちうめない

　　０１８-３１１８・秋田県能代市二ツ井町上台・ふたついまちうわだい

　　０１８-３１４２・秋田県能代市二ツ井町上野・ふたついまちうわの

　　０１８-３１４３・秋田県能代市二ツ井町太田面・ふたついまちおおたもて

　　０１８-３１１５・秋田県能代市二ツ井町海道上・ふたついまちかいどううえ

　　０１８-３１０５・秋田県能代市二ツ井町上山崎・ふたついまちかみやまざき

　　０１８-３１０７・秋田県能代市二ツ井町苅又石・ふたついまちかりまたいじ

　　０１８-３１２６・秋田県能代市二ツ井町狐台・ふたついまちきつねだい

　　０１８-３１２４・秋田県能代市二ツ井町切石・ふたついまちきりいじ

　　０１８-３１１２・秋田県能代市二ツ井町小掛・ふたついまちこがけ

　　０１８-３１４１・秋田県能代市二ツ井町五千苅・ふたついまちごせんがり

　　０１８-３１４７・秋田県能代市二ツ井町小槻木・ふたついまちこつきのき

　　０１８-３１０２・秋田県能代市二ツ井町小繋・ふたついまちこつなぎ

　　０１８-３１２３・秋田県能代市二ツ井町駒形・ふたついまちこまがた

　　０１８-３１１４・秋田県能代市二ツ井町桜台・ふたついまちさくらだい

　　０１８-３１０４・秋田県能代市二ツ井町沢口・ふたついまちさわぐち

　　０１８-３１５１・秋田県能代市二ツ井町三千苅・ふたついまちさんぜんがり

　　０１８-３１５７・秋田県能代市二ツ井町下野・ふたついまちしもの

　　０１８-３１５２・秋田県能代市二ツ井町下野家後・ふたついまちしものいえうしろ

　　０１８-３１５６・秋田県能代市二ツ井町下野川端・ふたついまちしものかわはﾞた

　　０１８-３１２８・秋田県能代市二ツ井町下稗柄・ふたついまちしもひえがら

　　０１８-３１３４・秋田県能代市二ツ井町高関・ふたついまちたかせき

　　０１８-３１１１・秋田県能代市二ツ井町田代・ふたついまちたしろ

　　０１８-３１３３・秋田県能代市二ツ井町種（竹原）・ふたついまちたね(たけはら)

　　０１８-３１３２・秋田県能代市二ツ井町種（その他）・ふたついまちたね(そのた)

　　０１８-３１２５・秋田県能代市二ツ井町茶屋下・ふたついまちちややした

　　０１８-３１１７・秋田県能代市二ツ井町塚台・ふたついまちつかのだい

　　０１８-３１４８・秋田県能代市二ツ井町槻ノ木・ふたついまちつきのき

　　０１８-３１２１・秋田県能代市二ツ井町飛根（富根）・ふたついまちとぶね(とみね)

　　０１８-３１２２・秋田県能代市二ツ井町飛根（その他）・ふたついまちとぶね(そのた)

　　０１８-３１４４・秋田県能代市二ツ井町中坪・ふたついまちなかつほﾞ



　　０１８-３１４６・秋田県能代市二ツ井町中坪道下・ふたついまちなかつほﾞみちした

　　０１８-３１５３・秋田県能代市二ツ井町滑良子川端・ふたついまちなめらこかわはﾞた

　　０１８-３１０３・秋田県能代市二ツ井町荷上場・ふたついまちにあげはﾞ

　　０１８-３１０６・秋田県能代市二ツ井町濁川・ふたついまちにごりかわ

　　０１８-３１１３・秋田県能代市二ツ井町仁鮒・ふたついまちにぶな

　　０１８-３１５５・秋田県能代市二ツ井町比井野・ふたついまちひいの

　　０１８-３１２９・秋田県能代市二ツ井町稗柄・ふたついまちひえがら

　　０１８-３１２７・秋田県能代市二ツ井町稗川原・ふたついまちひえかわはら

　　０１８-３１５４・秋田県能代市二ツ井町町尻・ふたついまちまちじり

　　０１８-３１４５・秋田県能代市二ツ井町道上中坪・ふたついまちみちかみなかつほﾞ

　　０１８-３１３５・秋田県能代市二ツ井町山根・ふたついまちやまね

　　０１６-０００４・秋田県能代市吹越・ふつこじ

　　０１６-０１７５・秋田県能代市古屋布・ふるやしき

　　０１６-０８７９・秋田県能代市不老岱・ふろうだい

　　０１６-０８８２・秋田県能代市鳳凰岱・ほうおうだい

　　０１６-０１６９・秋田県能代市坊ケ崎・ほﾞうがさき

　　０１６-０８５４・秋田県能代市豊祥岱・ほうしようだい

　　０１６-０００２・秋田県能代市朴瀬・ほのきせ

　　０１６-０００５・秋田県能代市真壁地・まかべち

　　０１６-０１３２・秋田県能代市町後・まちうしろ

　　０１６-０１６１・秋田県能代市松長布・まつながしき

　　０１６-０８９３・秋田県能代市松美町・まつみまち

　　０１６-０８５１・秋田県能代市緑町・みどりまち

　　０１６-０８３２・秋田県能代市南元町・みなみもとまち

　　０１６-０１０３・秋田県能代市宮ノ前・みやのまえ

　　０１６-０１３３・秋田県能代市向田表・むかいたおもて

　　０１６-００１３・秋田県能代市向能代・むかいのしろ

　　０１６-０８３３・秋田県能代市明治町・めいじまち

　　０１６-０１５２・秋田県能代市母体・もたい

　　０１６-０８３１・秋田県能代市元町・もとまち

　　０１６-０１３９・秋田県能代市谷地上・やちうえ

　　０１６-０８２５・秋田県能代市柳町・やなぎまち

　　０１６-０８４１・秋田県能代市養蚕・ようさん

　　０１６-０８３８・秋田県能代市養蚕脇・ようさんわき

　　０１６-０１４５・秋田県能代市若田・わかた

　　０１６-０８２３・秋田県能代市若松町・わかまつちよう

　　０１３-００００・秋田県横手市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１３-００７３・秋田県横手市赤川・あかがわ

　　０１３-００６４・秋田県横手市赤坂・あかさか

　　０１３-００２８・秋田県横手市朝倉町・あさくらちよう

　　０１３-００３３・秋田県横手市旭川・あさひかわ

　　０１３-００５５・秋田県横手市朝日が丘・あさひがおか

　　０１３-００６５・秋田県横手市猪岡・いのおか

　　０１３-００６８・秋田県横手市梅の木町・うめのきまち

　　０１３-００４９・秋田県横手市駅西・えきにじ

　　０１３-００３６・秋田県横手市駅前町・えきまえちよう

　　０１３-００６２・秋田県横手市駅南・えきみなみ

　　０１３-０００２・秋田県横手市追廻・おいまわじ

　　０１３-００４１・秋田県横手市大沢・おおさわ

　　０１３-０００７・秋田県横手市大鳥町・おおとりまち

　　０１３-００２１・秋田県横手市大町・おおまち

　　０１３-００２６・秋田県横手市大水戸町・おおみどまち

　　０１３-０５０１・秋田県横手市大森町板井田・おおもりまちいたいだ

　　０１３-０５４６・秋田県横手市大森町牛ケ沢・おおもりまちうしがさわ

　　０１３-０５１１・秋田県横手市大森町牛中島・おおもりまちうしなかじま

　　０１３-０５５２・秋田県横手市大森町上溝・おおもりまちうわみぞ

　　０１３-０５１４・秋田県横手市大森町大中島・おおもりまちおおなかじま

　　０１３-０５２１・秋田県横手市大森町大森・おおもりまちおおもり

　　０１３-０５３２・秋田県横手市大森町久保・おおもりまちくほﾞ

　　０１３-０５６２・秋田県横手市大森町坂部・おおもりまちさかべ

　　０１３-０５３１・秋田県横手市大森町佐渡・おおもりまちさど

　　０１３-０５５１・秋田県横手市大森町猿田・おおもりまちさるた

　　０１３-０５２４・秋田県横手市大森町清水上・おおもりまちしみずのうえ

　　０１３-０５３６・秋田県横手市大森町真山・おおもりまちしんざん

　　０１３-０５２５・秋田県横手市大森町菅生田・おおもりまちすごうた

　　０１３-０５１７・秋田県横手市大森町高口下水戸堤・おおもりまちたかくちしたみとつつみ

　　０１３-０５４２・秋田県横手市大森町高野中島・おおもりまちたかのなかじま

　　０１３-０５４４・秋田県横手市大森町長助巻・おおもりまちちようすけまき

　　０１３-０５３４・秋田県横手市大森町峠町頭・おおもりまちとうげまちがしら

　　０１３-０５２３・秋田県横手市大森町堂林・おおもりまちどうはﾞやじ



　　０１３-０５０３・秋田県横手市大森町十日町・おおもりまちとおかまち

　　０１３-０５４５・秋田県横手市大森町鯲沼・おおもりまちどじようぬま

　　０１３-０５４１・秋田県横手市大森町中嶋・おおもりまちなかじま

　　０１３-０５３３・秋田県横手市大森町中田・おおもりまちなかた

　　０１３-０５１５・秋田県横手市大森町西中島・おおもりまちにしなかじま

　　０１３-０５２６・秋田県横手市大森町西野・おおもりまちにしの

　　０１３-０５０２・秋田県横手市大森町袴形・おおもりまちはかまがた

　　０１３-０５１６・秋田県横手市大森町東中島・おおもりまちひがしなかじま

　　０１３-０５４３・秋田県横手市大森町本郷・おおもりまちほんごう

　　０１３-０５３５・秋田県横手市大森町町田・おおもりまちまちだ

　　０１３-０５２２・秋田県横手市大森町町回・おおもりまちまちまわり

　　０１３-０５１９・秋田県横手市大森町持向・おおもりまちもちむかい

　　０１３-０５１８・秋田県横手市大森町文天鏡田・おおもりまちもんてんかがみだ

　　０１３-０５６１・秋田県横手市大森町八沢木・おおもりまちやさわぎ

　　０１３-０５１２・秋田県横手市大森町湯ノ沢・おおもりまちゆのさわ

　　０１３-０５１３・秋田県横手市大森町湯ノ島・おおもりまちゆのしま

　　０１３-００５１・秋田県横手市大屋新町・おおやしんまち

　　０１３-００５２・秋田県横手市大屋寺内・おおやてらうち

　　０１３-０２０１・秋田県横手市雄物川町会塚・おものがわまちあいつﾞか

　　０１３-０２０５・秋田県横手市雄物川町今宿・おものがわまちいましゆく

　　０１３-０４８１・秋田県横手市雄物川町薄井・おものがわまちうすい

　　０１３-０２１８・秋田県横手市雄物川町大沢・おものがわまちおおさわ

　　０１３-０２１４・秋田県横手市雄物川町柏木・おものがわまちかしわぎ

　　０１３-０２１５・秋田県横手市雄物川町常野・おものがわまちじようの

　　０１３-０２０２・秋田県横手市雄物川町砂子田・おものがわまちすなごた

　　０１３-０２１２・秋田県横手市雄物川町造山・おものがわまちつくりやま

　　０１３-０２０３・秋田県横手市雄物川町東里・おものがわまちとうさと

　　０１３-０２１７・秋田県横手市雄物川町道地・おものがわまちどうじ

　　０１３-０２１３・秋田県横手市雄物川町南形・おものがわまちなんかた

　　０１３-０２０６・秋田県横手市雄物川町二井山・おものがわまちにいやま

　　０１３-０２１６・秋田県横手市雄物川町西野・おものがわまちにしの

　　０１３-０２０８・秋田県横手市雄物川町沼館・おものがわまちぬまだて

　　０１３-０２１１・秋田県横手市雄物川町深井・おものがわまちふかい

　　０１３-０２０７・秋田県横手市雄物川町矢神・おものがわまちやがみ

　　０１３-０２０４・秋田県横手市雄物川町谷地新田・おものがわまちやちしんでん

　　０１３-００７２・秋田県横手市卸町・おろしまち

　　０１３-００３１・秋田県横手市鍛冶町・かじまち

　　０１３-０８１３・秋田県横手市金沢・かねざわ

　　０１３-０８１４・秋田県横手市金沢中野・かねざわなかの

　　０１３-０８１２・秋田県横手市金沢本町・かねざわもとまち

　　０１３-００１４・秋田県横手市上内町・かみうちまち

　　０１３-０８２１・秋田県横手市上境・かみざかい

　　０１３-０８２２・秋田県横手市上八丁・かみはつちよう

　　０１３-００３２・秋田県横手市清川町・きよかわちよう

　　０１３-０８２６・秋田県横手市黒川・くろかわ

　　０１３-００２５・秋田県横手市寿町・ことぶきちよう

　　０１３-０００５・秋田県横手市幸町・さいわいちよう

　　０１９-１１０７・秋田県横手市山内筏・さんないいかだ

　　０１９-１１０９・秋田県横手市山内大沢・さんないおおさわ

　　０１９-１１０１・秋田県横手市山内大松川・さんないおおまつかわ

　　０１９-１１０３・秋田県横手市山内黒沢・さんないくろさわ

　　０１９-１１０２・秋田県横手市山内小松川・さんないこまつかわ

　　０１９-１１０８・秋田県横手市山内土渕・さんないつちぶち

　　０１９-１１０５・秋田県横手市山内南郷・さんないなんごう

　　０１９-１１０６・秋田県横手市山内平野沢・さんないひらのさわ

　　０１９-１１０４・秋田県横手市山内三又・さんないみつまた

　　０１３-００７４・秋田県横手市三本柳・さんほﾞんやなぎ

　　０１３-００６９・秋田県横手市三枚橋・さんまいはﾞじ

　　０１３-００７５・秋田県横手市静町・しずかまち

　　０１３-００５６・秋田県横手市清水町新田・しみずまちしんでん

　　０１３-０８２４・秋田県横手市下境・しもざかい

　　０１３-０８２３・秋田県横手市下八丁・しもはつちよう

　　０１３-００１７・秋田県横手市蛇の崎町・じやのさきまち

　　０１９-０５２５・秋田県横手市十文字町曙町・じゆうもんじまちあけほﾞのちよう

　　０１９-０５１３・秋田県横手市十文字町植田・じゆうもんじまちうえだ

　　０１９-０５０１・秋田県横手市十文字町腕越・じゆうもんじまちうでこじ

　　０１９-０５１２・秋田県横手市十文字町越前・じゆうもんじまちえつぜん

　　０１９-０５２９・秋田県横手市十文字町海道下・じゆうもんじまちかいどうした

　　０１９-０５１１・秋田県横手市十文字町鼎・じゆうもんじまちかなえ

　　０１９-０５３１・秋田県横手市十文字町上佐吉開・じゆうもんじまちかみさきちびらき



　　０１９-０５０７・秋田県横手市十文字町上鍋倉・じゆうもんじまちかみなべくら

　　０１９-０５１７・秋田県横手市十文字町木下・じゆうもんじまちきじた

　　０１９-０５１６・秋田県横手市十文字町源太左馬・じゆうもんじまちげんださま

　　０１９-０５０６・秋田県横手市十文字町佐賀会・じゆうもんじまちさがえ

　　０１９-０５２８・秋田県横手市十文字町栄町・じゆうもんじまちさかえちよう

　　０１９-０５３３・秋田県横手市十文字町下佐吉開・じゆうもんじまちしもさきちびらき

　　０１９-０５０８・秋田県横手市十文字町十五野新田・じゆうもんじまちじゆうごのしんでん

　　０１９-０５２３・秋田県横手市十文字町十文字・じゆうもんじまちじゆうもんじ

　　０１９-０５２７・秋田県横手市十文字町大道東・じゆうもんじまちだいどうひがじ

　　０１９-０５２６・秋田県横手市十文字町通町・じゆうもんじまちとおりまち

　　０１９-０５０９・秋田県横手市十文字町梨木・じゆうもんじまちなしのき

　　０１９-０５０５・秋田県横手市十文字町仁井田・じゆうもんじまちにいだ

　　０１９-０５２２・秋田県横手市十文字町西上・じゆうもんじまちにしかみ

　　０１９-０５２１・秋田県横手市十文字町西下・じゆうもんじまちにしした

　　０１９-０５０３・秋田県横手市十文字町西原１番町・じゆうもんじまちにしはら１はﾞんちよう

　　０１９-０５０２・秋田県横手市十文字町西原２番町・じゆうもんじまちにしはら２はﾞんちよう

　　０１９-０５１８・秋田県横手市十文字町宝竜・じゆうもんじまちほうりゆう

　　０１９-０５３２・秋田県横手市十文字町麻当・じゆうもんじまちまとう

　　０１９-０５１４・秋田県横手市十文字町睦合・じゆうもんじまちむつあい

　　０１９-０５２４・秋田県横手市十文字町本町・じゆうもんじまちもとまち

　　０１９-０５１５・秋田県横手市十文字町谷地新田・じゆうもんじまちやちしんでん

　　０１３-００６０・秋田県横手市条里・じようり

　　０１３-００１１・秋田県横手市城西町・しろにしまち

　　０１３-００１３・秋田県横手市城南町・しろみなみまち

　　０１３-００１２・秋田県横手市城山町・しろやままち

　　０１３-０００６・秋田県横手市新坂町・しんざかちよう

　　０１３-００４６・秋田県横手市神明町・しんめいちよう

　　０１３-０００１・秋田県横手市杉沢・すぎさわ

　　０１３-００７６・秋田県横手市杉目・すぎめ

　　０１３-００５３・秋田県横手市外目・そとのめ

　　０１３-０００３・秋田県横手市台所町・だいどころまち

　　０１３-０４５９・秋田県横手市大雄赤沼・たいゆうあかぬま

　　０１３-０４４７・秋田県横手市大雄阿久戸・たいゆうあくど

　　０１３-０４２７・秋田県横手市大雄阿気・たいゆうあげ

　　０１３-０４８４・秋田県横手市大雄新処・たいゆうあらところ

　　０１３-０４６４・秋田県横手市大雄石持・たいゆういしもち

　　０１３-０４６５・秋田県横手市大雄石持下・たいゆういしもちした

　　０１３-０４６３・秋田県横手市大雄石持前・たいゆういしもちまえ

　　０１３-０４７１・秋田県横手市大雄板橋堰添・たいゆういたはﾞしせきぞい

　　０１３-０３５３・秋田県横手市大雄一ノ関・たいゆういちのせき

　　０１３-０３５２・秋田県横手市大雄一ノ関東・たいゆういちのせきひがじ

　　０１３-０３５６・秋田県横手市大雄一ノ関南・たいゆういちのせきみなみ

　　０１３-０４３１・秋田県横手市大雄牛中島・たいゆううしなかじま

　　０１３-０３１６・秋田県横手市大雄潤井谷地・たいゆううるいやち

　　０１３-０３８２・秋田県横手市大雄上堰東・たいゆううわせきひがじ

　　０１３-０４２１・秋田県横手市大雄江原・たいゆうえはﾞら

　　０１３-０４５２・秋田県横手市大雄大関・たいゆうおおぜき

　　０１３-０３１７・秋田県横手市大雄大戸川端・たいゆうおおどかわはﾞた

　　０１３-０３１３・秋田県横手市大雄大森道北・たいゆうおおもりみちきた

　　０１３-０４５４・秋田県横手市大雄大谷地・たいゆうおおやち

　　０１３-０４５５・秋田県横手市大雄大谷地西・たいゆうおおやちにじ

　　０１３-０３３５・秋田県横手市大雄折橋・たいゆうおりはじ

　　０１３-０４５１・秋田県横手市大雄折橋西・たいゆうおりはしにじ

　　０１３-０３３７・秋田県横手市大雄折橋南・たいゆうおりはしみなみ

　　０１３-０３６５・秋田県横手市大雄鍛治村・たいゆうかじむら

　　０１３-０３５９・秋田県横手市大雄柏木・たいゆうかしわぎ

　　０１３-０３６２・秋田県横手市大雄柏木下・たいゆうかしわぎした

　　０１３-０３６１・秋田県横手市大雄柏木西・たいゆうかしわぎにじ

　　０１３-０３０５・秋田県横手市大雄柏木南・たいゆうかしわぎみなみ

　　０１３-０４０４・秋田県横手市大雄上柏木・たいゆうかみかしわぎ

　　０１３-０３５５・秋田県横手市大雄上桜森・たいゆうかみさくらもり

　　０１３-０３５１・秋田県横手市大雄上田村・たいゆうかみたむら

　　０１３-０３４９・秋田県横手市大雄上田村西・たいゆうかみたむらにじ

　　０１３-０３２６・秋田県横手市大雄上田村東・たいゆうかみたむらひがじ

　　０１３-０３７２・秋田県横手市大雄上田村南・たいゆうかみたむらみなみ

　　０１３-０４０８・秋田県横手市大雄北四津屋・たいゆうきたよつや

　　０１３-０３５４・秋田県横手市大雄狐塚・たいゆうきつねつﾞか

　　０１３-０４２６・秋田県横手市大雄木戸口・たいゆうきどぐち

　　０１３-０４３８・秋田県横手市大雄木戸口下・たいゆうきどぐちした

　　０１３-０４３５・秋田県横手市大雄木戸口西・たいゆうきどぐちにじ



　　０１３-０３１４・秋田県横手市大雄傾城塚・たいゆうけいせいつﾞか

　　０１３-０３３６・秋田県横手市大雄傾城塚南・たいゆうけいせいつﾞかみなみ

　　０１３-０４３７・秋田県横手市大雄小林・たいゆうこはﾞやじ

　　０１３-０４３６・秋田県横手市大雄小林西・たいゆうこはﾞやしにじ

　　０１３-０３２４・秋田県横手市大雄根田谷地・たいゆうこんだやち

　　０１３-０３２１・秋田県横手市大雄根田谷地西・たいゆうこんだやちにじ

　　０１３-０３２３・秋田県横手市大雄根田谷地東・たいゆうこんだやちひがじ

　　０１３-０３１８・秋田県横手市大雄根田谷地南・たいゆうこんだやちみなみ

　　０１３-０３０８・秋田県横手市大雄佐加里・たいゆうさがり

　　０１３-０３０９・秋田県横手市大雄佐加里南・たいゆうさがりみなみ

　　０１３-０４７４・秋田県横手市大雄桜森・たいゆうさくらもり

　　０１３-０３６３・秋田県横手市大雄桜森西・たいゆうさくらもりにじ

　　０１３-０４７７・秋田県横手市大雄桜森東・たいゆうさくらもりひがじ

　　０１３-０４７５・秋田県横手市大雄桜森前・たいゆうさくらもりまえ

　　０１３-０４３４・秋田県横手市大雄山王・たいゆうさんのう

　　０１３-０４３９・秋田県横手市大雄山王西・たいゆうさんのうにじ

　　０１３-０３１５・秋田県横手市大雄下根田谷地・たいゆうしたこんだやち

　　０１３-０４８３・秋田県横手市大雄島田・たいゆうしまだ

　　０１３-０４８５・秋田県横手市大雄下新処・たいゆうしもあらところ

　　０１３-０４８７・秋田県横手市大雄下田町・たいゆうしもたまち

　　０１３-０３３４・秋田県横手市大雄新町・たいゆうしんまち

　　０１３-０３０２・秋田県横手市大雄新町北・たいゆうしんまちきた

　　０１３-０３３３・秋田県横手市大雄新町西・たいゆうしんまちにじ

　　０１３-０３３２・秋田県横手市大雄新町西野添・たいゆうしんまちにしのぞい

　　０１３-０３０７・秋田県横手市大雄新町東・たいゆうしんまちひがじ

　　０１３-０３０４・秋田県横手市大雄新町南・たいゆうしんまちみなみ

　　０１３-０３４４・秋田県横手市大雄精兵西・たいゆうせいべいにじ

　　０１３-０３４２・秋田県横手市大雄精兵村・たいゆうせいべいむら

　　０１３-０４１２・秋田県横手市大雄剰水・たいゆうせせなぎ

　　０１３-０４１１・秋田県横手市大雄剰水東・たいゆうせせなぎひがじ

　　０１３-０４５７・秋田県横手市大雄大慈寺東・たいゆうだいじじひがじ

　　０１３-０４５６・秋田県横手市大雄大慈寺前・たいゆうだいじじまえ

　　０１３-０４５８・秋田県横手市大雄大慈寺谷地・たいゆうだいじじやち

　　０１３-０４４３・秋田県横手市大雄高津野・たいゆうたかつﾞの

　　０１３-０４４２・秋田県横手市大雄高津野下・たいゆうたかつﾞのした

　　０１３-０３４８・秋田県横手市大雄田根森・たいゆうたねもり

　　０１３-０３４３・秋田県横手市大雄田根森西・たいゆうたねもりにじ

　　０１３-０３２５・秋田県横手市大雄田根森東・たいゆうたねもりひがじ

　　０１３-０４８６・秋田県横手市大雄田町・たいゆうたまち

　　０１３-０３０６・秋田県横手市大雄田村・たいゆうたむら

　　０１３-０４２８・秋田県横手市大雄鶴巻田・たいゆうつるまきだ

　　０１３-０３２２・秋田県横手市大雄伝蔵村・たいゆうでんぞうむら

　　０１３-０４２３・秋田県横手市大雄土井尻・たいゆうどいじり

　　０１３-０４６２・秋田県横手市大雄樋脇・たいゆうとよわき

　　０１３-０４２４・秋田県横手市大雄中館合・たいゆうなかたてあい

　　０１３-０３１２・秋田県横手市大雄中野・たいゆうなかの

　　０１３-０３１１・秋田県横手市大雄中野東・たいゆうなかのひがじ

　　０１３-０４６８・秋田県横手市大雄中谷地・たいゆうなかやち

　　０１３-０４７６・秋田県横手市大雄西桜森・たいゆうにしさくらもり

　　０１３-０４２５・秋田県横手市大雄西館合・たいゆうにしたてあい

　　０１３-０４３３・秋田県横手市大雄西中島・たいゆうにしなかじま

　　０１３-０４０６・秋田県横手市大雄西四津屋・たいゆうにしよつや

　　０１３-０４４１・秋田県横手市大雄野中・たいゆうのなか

　　０１３-０４４６・秋田県横手市大雄乗阿気・たいゆうのりあげ

　　０１３-０４４８・秋田県横手市大雄乗阿気下・たいゆうのりあげした

　　０１３-０４７２・秋田県横手市大雄東阿気・たいゆうひがしあげ

　　０１３-０４７３・秋田県横手市大雄東桜森・たいゆうひがしさくらもり

　　０１３-０３３１・秋田県横手市大雄東高津野・たいゆうひがしたかつﾞの

　　０１３-０４８８・秋田県横手市大雄東館合・たいゆうひがしたてあい

　　０１３-０４３２・秋田県横手市大雄東中島・たいゆうひがしなかじま

　　０１３-０４０９・秋田県横手市大雄東四津屋・たいゆうひがしよつや

　　０１３-０４８２・秋田県横手市大雄平柳・たいゆうひらやなぎ

　　０１３-０３０１・秋田県横手市大雄福島・たいゆうふくじま

　　０１３-０３０３・秋田県横手市大雄福島南・たいゆうふくじまみなみ

　　０１３-０３６４・秋田県横手市大雄袋谷地・たいゆうふくろやち

　　０１３-０４１４・秋田県横手市大雄藤巻・たいゆうふじまき

　　０１３-０４１６・秋田県横手市大雄藤巻中島・たいゆうふじまきなかじま

　　０１３-０４１５・秋田県横手市大雄藤巻西・たいゆうふじまきにじ

　　０１３-０３７１・秋田県横手市大雄文蔵開・たいゆうぶんぞうびらき

　　０１３-０３４５・秋田県横手市大雄本庄道北堰間・たいゆうほんじようみちきたせきま



　　０１３-０３４７・秋田県横手市大雄本庄道南・たいゆうほんじようみちみなみ

　　０１３-０３８５・秋田県横手市大雄万貝・たいゆうまんかい

　　０１３-０４２２・秋田県横手市大雄南阿気・たいゆうみなみあげ

　　０１３-０４０５・秋田県横手市大雄南四津屋・たいゆうみなみよつや

　　０１３-０３３９・秋田県横手市大雄耳取・たいゆうみみどり

　　０１３-０３３８・秋田県横手市大雄耳取西・たいゆうみみどりにじ

　　０１３-０４６６・秋田県横手市大雄三村・たいゆうみむら

　　０１３-０４５３・秋田県横手市大雄三村北・たいゆうみむらきた

　　０１３-０４６７・秋田県横手市大雄三村西・たいゆうみむらにじ

　　０１３-０４６１・秋田県横手市大雄三村東・たいゆうみむらひがじ

　　０１３-０４２９・秋田県横手市大雄宮小路・たいゆうみやこうじ

　　０１３-０４１３・秋田県横手市大雄宮田・たいゆうみやた

　　０１３-０３５８・秋田県横手市大雄向・たいゆうむかい

　　０１３-０４４５・秋田県横手市大雄向田・たいゆうむかいだ

　　０１３-０４４４・秋田県横手市大雄向田東・たいゆうむかいだひがじ

　　０１３-０３５７・秋田県横手市大雄向東・たいゆうむかいひがじ

　　０１３-０４０２・秋田県横手市大雄八柏・たいゆうやがしわ

　　０１３-０３７９・秋田県横手市大雄八柏家間・たいゆうやがしわいえま

　　０１３-０３７６・秋田県横手市大雄八柏馬道添・たいゆうやがしわうまみちぞい

　　０１３-０３７８・秋田県横手市大雄八柏街道添・たいゆうやがしわかいどうぞい

　　０１３-０３７５・秋田県横手市大雄八柏釜蓋・たいゆうやがしわかまぶた

　　０１３-０３８１・秋田県横手市大雄八柏下村・たいゆうやがしわしもむら

　　０１３-０３７７・秋田県横手市大雄八柏中村・たいゆうやがしわなかむら

　　０１３-０３７４・秋田県横手市大雄八柏中村東・たいゆうやがしわなかむらひがじ

　　０１３-０３８４・秋田県横手市大雄八柏村表・たいゆうやがしわむらおもて

　　０１３-０３８３・秋田県横手市大雄八柏村西・たいゆうやがしわむらにじ

　　０１３-０３７３・秋田県横手市大雄八柏谷地・たいゆうやがしわやち

　　０１３-０３２７・秋田県横手市大雄焼野・たいゆうやけの

　　０１３-０３４１・秋田県横手市大雄四ッ屋・たいゆうよつや

　　０１３-０４０７・秋田県横手市大雄四津屋下・たいゆうよつやした

　　０１３-０３４６・秋田県横手市大雄四ツ屋西・たいゆうよつやにじ

　　０１３-０３１９・秋田県横手市大雄四ツ屋東・たいゆうよつやひがじ

　　０１３-０４１９・秋田県横手市大雄六町・たいゆうろくちよう

　　０１３-０４１７・秋田県横手市大雄六町下・たいゆうろくちようした

　　０１３-０４１８・秋田県横手市大雄六町東・たいゆうろくちようひがじ

　　０１３-００２４・秋田県横手市田中町・たなかまち

　　０１３-００２３・秋田県横手市中央町・ちゆうおうまち

　　０１３-００６６・秋田県横手市塚堀・つかほﾞり

　　０１３-００１６・秋田県横手市根岸町・ねぎしちよう

　　０１３-００１５・秋田県横手市羽黒町・はぐろちよう

　　０１３-０８２５・秋田県横手市百万刈・ひやくまんがり

　　０１３-０１０５・秋田県横手市平鹿町浅舞・ひらかまちあさまい

　　０１３-０１０１・秋田県横手市平鹿町上吉田・ひらかまちかみよしだ

　　０１３-０１０３・秋田県横手市平鹿町下鍋倉・ひらかまちしもなべくら

　　０１３-０１０７・秋田県横手市平鹿町下吉田・ひらかまちしもよしだ

　　０１３-０１０２・秋田県横手市平鹿町醍醐・ひらかまちだいご

　　０１３-０１０４・秋田県横手市平鹿町樽見内・ひらかまちたるみない

　　０１３-０１０６・秋田県横手市平鹿町中吉田・ひらかまちなかよしだ

　　０１３-００２７・秋田県横手市平城町・ひらじようまち

　　０１３-００６３・秋田県横手市婦気大堤・ふけおおつﾞつみ

　　０１３-００１９・秋田県横手市二葉町・ふたはﾞちよう

　　０１３-００３５・秋田県横手市平和町・へいわちよう

　　０１３-００３４・秋田県横手市本郷町・ほんごうちよう

　　０１３-００４２・秋田県横手市前郷・まえごう

　　０１３-００３８・秋田県横手市前郷一番町・まえごういちはﾞんちよう

　　０１３-００３７・秋田県横手市前郷二番町・まえごうにはﾞんちよう

　　０１９-０７１１・秋田県横手市増田町荻袋・ますだまちおぎのふくろ

　　０１９-０７０２・秋田県横手市増田町亀田・ますだまちかめだ

　　０１９-０７１２・秋田県横手市増田町熊渕・ますだまちくまのふち

　　０１９-０７０５・秋田県横手市増田町狙半内・ますだまちさるはんない

　　０１９-０７１４・秋田県横手市増田町戸波・ますだまちとなみ

　　０１９-０７０１・秋田県横手市増田町増田・ますだまちますだ

　　０１９-０７１３・秋田県横手市増田町三又・ますだまちみつまた

　　０１９-０７１５・秋田県横手市増田町八木・ますだまちやぎ

　　０１９-０７０４・秋田県横手市増田町湯野沢・ますだまちゆのさわ

　　０１９-０７０３・秋田県横手市増田町吉野・ますだまちよしの

　　０１３-００４７・秋田県横手市松原町・まつはﾞらまち

　　０１３-００４５・秋田県横手市南町・みなみまち

　　０１３-０００４・秋田県横手市明永町・みようえいちよう

　　０１３-０００８・秋田県横手市睦成・むつなり



　　０１３-００１８・秋田県横手市本町・もとまち

　　０１３-００４３・秋田県横手市安田・やすだ

　　０１３-００４８・秋田県横手市安田原町・やすだはらまち

　　０１３-０８１１・秋田県横手市安本・やすもと

　　０１３-００５４・秋田県横手市柳田・やなぎだ

　　０１３-００７１・秋田県横手市八幡・やわた

　　０１３-００６１・秋田県横手市横手町・よこてまち

　　０１３-００４４・秋田県横手市横山町・よこやまちよう

　　０１３-００２２・秋田県横手市四日町・よつかまち

　　０１７-００００・秋田県大館市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１７-０８０６・秋田県大館市相染沢中岱・あいぞめさわなかたい

　　０１７-０８３１・秋田県大館市青葉町・あおはﾞちよう

　　０１７-０８５４・秋田県大館市赤石・あかいじ

　　０１７-０８１６・秋田県大館市赤館・あかだて

　　０１７-０８１４・秋田県大館市赤館町・あかだてちよう

　　０１７-００１１・秋田県大館市商人留・あきひとどめ

　　０１７-００２５・秋田県大館市芦田子・あしだこ

　　０１７-００２３・秋田県大館市東・あずま

　　０１７-００４３・秋田県大館市有浦・ありうら

　　０１７-０８３６・秋田県大館市池内・いけない

　　０１７-０８３４・秋田県大館市池内道上・いけないみちうえ

　　０１７-０８３２・秋田県大館市池内道下・いけないみちした

　　０１７-０８４５・秋田県大館市泉町・いずみちよう

　　０１７-００５３・秋田県大館市板子石境・いたこいしざかい

　　０１７-０８５３・秋田県大館市板沢・いたざわ

　　０１７-０８２５・秋田県大館市一心院南・いつしんいんみなみ

　　０１７-０８０１・秋田県大館市一本杉・いつほﾟんすぎ

　　０１７-０８５７・秋田県大館市出川・いでがわ

　　０１８-３５０１・秋田県大館市岩瀬・いわせ

　　０１７-０８９４・秋田県大館市裏町・うらまち

　　０１７-０８１７・秋田県大館市上町・うわまち

　　０１７-０８３７・秋田県大館市餌釣・えつり

　　０１７-０８０５・秋田県大館市扇田道下・おうぎだみちした

　　０１７-００２４・秋田県大館市大茂内・おおしげない

　　０１８-５７５４・秋田県大館市大子内・おおしない

　　０１７-００４１・秋田県大館市大田面・おおたおもて

　　０１７-０８９６・秋田県大館市大館・おおだて

　　０１７-０８５１・秋田県大館市大披・おおびらき

　　０１７-０８４１・秋田県大館市大町・おおまち

　　０１７-００４４・秋田県大館市御成町・おなりちよう

　　０１７-０００４・秋田県大館市粕田・かすだ

　　０１７-０８９２・秋田県大館市片町・かたまち

　　０１７-０８７１・秋田県大館市片山・かたやま

　　０１７-０８７２・秋田県大館市片山町・かたやまちよう

　　０１７-０８１２・秋田県大館市金坂・かねざか

　　０１７-０８１３・秋田県大館市金坂後・かねざかうしろ

　　０１７-００３１・秋田県大館市上代野・かみだいの

　　０１７-０８０４・秋田県大館市柄沢・からさわ

　　０１８-５６０４・秋田県大館市軽井沢・かるいざわ

　　０１７-０８７８・秋田県大館市川口・かわぐち

　　０１７-００４２・秋田県大館市観音堂・かんのんどう

　　０１７-０８６６・秋田県大館市北神明町・きたしんめいちよう

　　０１８-５６０６・秋田県大館市葛原・くずわら

　　０１７-０８９３・秋田県大館市桂城・けいじよう

　　０１７-００１４・秋田県大館市小釈迦内道上・こしやかないみちうえ

　　０１７-００１５・秋田県大館市小釈迦内道下・こしやかないみちした

　　０１７-０８６１・秋田県大館市小館町・こたてちよう

　　０１７-０８３５・秋田県大館市小館花・こだてはな

　　０１７-０８５２・秋田県大館市小袴・こはかま

　　０１７-０８４７・秋田県大館市幸町・さいわいちよう

　　０１７-０８２１・秋田県大館市桜町・さくらちよう

　　０１７-０８２２・秋田県大館市桜町南・さくらちようみなみ

　　０１８-５６０５・秋田県大館市猿間・さるま

　　０１７-０８９７・秋田県大館市三ノ丸・さんのまる

　　０１７-００２２・秋田県大館市茂内・しげない

　　０１８-５７５６・秋田県大館市下川原・したかわら

　　０１７-００４６・秋田県大館市清水・しみず

　　０１７-００３７・秋田県大館市清水堰合・しみずせきあい

　　０１７-００３４・秋田県大館市下代野・しもだいの

　　０１７-００３３・秋田県大館市下綱・しもつな



　　０１７-００１２・秋田県大館市釈迦内・しやかない

　　０１８-５６０１・秋田県大館市十二所・じゆうにしよ

　　０１７-０８６５・秋田県大館市城西町・じようせいちよう

　　０１７-０００２・秋田県大館市白沢・しらさわ

　　０１７-０８４４・秋田県大館市新町・しんまち

　　０１７-０８８７・秋田県大館市水門町・すいもんちよう

　　０１７-０８８８・秋田県大館市水門前・すいもんまえ

　　０１８-５７５５・秋田県大館市杉沢・すぎさわ

　　０１７-０８７５・秋田県大館市住吉町・すみよしちよう

　　０１７-０８３３・秋田県大館市象ケ鼻・ぞうがはな

　　０１８-３５０３・秋田県大館市外川原・そとかわら

　　０１７-００３５・秋田県大館市代野・だいの

　　０１７-０８８６・秋田県大館市館下・たてした

　　０１７-０８７７・秋田県大館市立花・たてはﾞな

　　０１７-０８８２・秋田県大館市鉄砲場・てつほﾟうはﾞ

　　０１８-５６０２・秋田県大館市道目木・どうめき

　　０１７-０８４６・秋田県大館市常盤木町・ときわぎちよう

　　０１７-０８８４・秋田県大館市土飛山下・どびやました

　　０１７-０８６７・秋田県大館市中神明町・なかしんめいちよう

　　０１７-０８９１・秋田県大館市中城・なかじよう

　　０１７-０８４３・秋田県大館市中町・なかまち

　　０１７-００４５・秋田県大館市中道・なかみち

　　０１７-０８３９・秋田県大館市中山・なかやま

　　０１７-０８８１・秋田県大館市長木川南・ながきかわみなみ

　　０１７-０８９５・秋田県大館市長倉・ながくら

　　０１８-３５０４・秋田県大館市長坂・ながさか

　　０１７-０８０２・秋田県大館市長根山下・ながねやました

　　０１７-０００１・秋田県大館市長走・ながはﾞしり

　　０１７-０８２４・秋田県大館市七曲岱・ななまがりたい

　　０１８-５７５１・秋田県大館市二井田・にいだ

　　０１７-００３２・秋田県大館市新綱・にいつﾞな

　　０１７-００３６・秋田県大館市二本杉後・にほんすぎうしろ

　　０１７-００５５・秋田県大館市沼館道上・ぬまたてみちうえ

　　０１７-００５６・秋田県大館市沼館道南・ぬまたてみちみなみ

　　０１７-００５７・秋田県大館市沼館・ぬまだて

　　０１７-０８６２・秋田県大館市根下戸・ねげと

　　０１７-０８６４・秋田県大館市根下戸新町・ねげとしんまち

　　０１７-０８６３・秋田県大館市根下戸町・ねげとちよう

　　０１７-０８４２・秋田県大館市馬喰町・はﾞくろうまち

　　０１７-０００３・秋田県大館市橋桁・はしげた

　　０１７-０８１１・秋田県大館市八幡・はちまん

　　０１７-０８２３・秋田県大館市八幡沢岱・はちまんさわたい

　　０１７-０００５・秋田県大館市花岡町・はなおかまち

　　０１８-３５０５・秋田県大館市早口・はやぐち

　　０１７-０８０３・秋田県大館市東台・ひがしだい

　　０１７-０８５５・秋田県大館市櫃崎・ひつざき

　　０１８-５７５３・秋田県大館市比内前田・ひないまえだ

　　０１８-５７０１・秋田県大館市比内町扇田・ひないまちおうぎた

　　０１８-５８５１・秋田県大館市比内町大葛・ひないまちおおくぞ

　　０１８-５７４３・秋田県大館市比内町小坪沢・ひないまちおつほﾞざわ

　　０１８-５７４５・秋田県大館市比内町片貝・ひないまちかたがい

　　０１８-５７３１・秋田県大館市比内町笹館・ひないまちささだて

　　０１８-５７４２・秋田県大館市比内町白沢水沢・ひないまちしらさわみずさわ

　　０１８-５７４１・秋田県大館市比内町達子・ひないまちたつこ

　　０１８-５７２１・秋田県大館市比内町独鈷・ひないまちとつこ

　　０１８-５７２２・秋田県大館市比内町中野・ひないまちなかの

　　０１８-５７１２・秋田県大館市比内町新館・ひないまちにいだて

　　０１８-５７１１・秋田県大館市比内町味噌内・ひないまちみそない

　　０１８-５７４４・秋田県大館市比内町八木橋・ひないまちやぎはじ

　　０１８-５７３２・秋田県大館市比内町谷地中・ひないまちやちなか

　　０１７-００２６・秋田県大館市二ツ屋境・ふたつやさかい

　　０１７-０８８３・秋田県大館市古川町・ふるかわまち

　　０１７-０８１５・秋田県大館市部垂町・へだれまち

　　０１８-５６０３・秋田県大館市曲田・まがた

　　０１７-００５２・秋田県大館市松木・まつき

　　０１７-００５４・秋田県大館市松館・まつだて

　　０１７-００５１・秋田県大館市松峰・まつみね

　　０１７-０８７３・秋田県大館市御坂・みさか

　　０１７-０８７４・秋田県大館市美園町・みそのちよう

　　０１７-０８６８・秋田県大館市南神明町・みなみしんめいちよう



　　０１７-０８２８・秋田県大館市向町・むかいまち

　　０１７-０８７６・秋田県大館市餅田・もちた

　　０１８-５７５２・秋田県大館市本宮・もとみや

　　０１７-０８２７・秋田県大館市谷地町・やちまち

　　０１７-０８２６・秋田県大館市谷地町後・やちまちうしろ

　　０１８-３５０６・秋田県大館市山瀬・やませ

　　０１８-３５０２・秋田県大館市山田・やまだ

　　０１７-０８３８・秋田県大館市山館・やまだて

　　０１７-００２１・秋田県大館市雪沢・ゆきさわ

　　０１７-０８８５・秋田県大館市豊町・ゆたかちよう

　　０１０-０５００・秋田県男鹿市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１０-０３５３・秋田県男鹿市五里合神谷・いりあいかみや

　　０１０-０３５２・秋田県男鹿市五里合琴川・いりあいことがわ

　　０１０-０３５５・秋田県男鹿市五里合鮪川・いりあいしびかわ

　　０１０-０３５４・秋田県男鹿市五里合中石・いりあいちゆういじ

　　０１０-０３５１・秋田県男鹿市五里合箱井・いりあいはこい

　　０１０-０４２１・秋田県男鹿市鵜木・うのき

　　０１０-０６６４・秋田県男鹿市男鹿中国有地内・おがなかこくゆうちない

　　０１０-０６６３・秋田県男鹿市男鹿中滝川・おがなかたきがわ

　　０１０-０６６２・秋田県男鹿市男鹿中中間口・おがなかなかまぐち

　　０１０-０６６１・秋田県男鹿市男鹿中浜間口・おがなかはままぐち

　　０１０-０６６５・秋田県男鹿市男鹿中山町・おがなかやままち

　　０１０-０４２２・秋田県男鹿市角間崎・かくまざき

　　０１０-０６８１・秋田県男鹿市北浦相川・きたうらあいかわ

　　０１０-０６８４・秋田県男鹿市北浦安全寺・きたうらあんぜんじ

　　０１０-０６８２・秋田県男鹿市北浦表町・きたうらおもてまち

　　０１０-０６８３・秋田県男鹿市北浦北浦・きたうらきたうら

　　０１０-０６８５・秋田県男鹿市北浦真山・きたうらしんざん

　　０１０-０６７６・秋田県男鹿市北浦西黒沢・きたうらにしくろさわ

　　０１０-０６８６・秋田県男鹿市北浦西水口・きたうらにしみずぐち

　　０１０-０６７５・秋田県男鹿市北浦入道崎・きたうらにゆうどうざき

　　０１０-０６８８・秋田県男鹿市北浦野村・きたうらのむら

　　０１０-０６８７・秋田県男鹿市北浦湯本・きたうらゆもと

　　０１０-０６７１・秋田県男鹿市戸賀加茂青砂・とがかもあおさ

　　０１０-０６７３・秋田県男鹿市戸賀塩浜・とがしおはま

　　０１０-０６７４・秋田県男鹿市戸賀戸賀・とがとが

　　０１０-０６７２・秋田県男鹿市戸賀浜塩谷・とがはましおや

　　０１０-０４０１・秋田県男鹿市野石・のいじ

　　０１０-０４２３・秋田県男鹿市福川・ふくがわ

　　０１０-０４１１・秋田県男鹿市福米沢・ふくめざわ

　　０１０-０４３１・秋田県男鹿市払戸・ふつと

　　０１０-０５２３・秋田県男鹿市船川港女川・ふながわみなとおんながわ

　　０１０-０５０３・秋田県男鹿市船川港金川・ふながわみなとかねがわ

　　０１０-０５３４・秋田県男鹿市船川港小浜・ふながわみなとこはま

　　０１０-０５３３・秋田県男鹿市船川港双六・ふながわみなとすごろく

　　０１０-０５３１・秋田県男鹿市船川港台島・ふながわみなとだいしま

　　０１０-０５３２・秋田県男鹿市船川港椿・ふながわみなとつはﾞき

　　０１０-０５０１・秋田県男鹿市船川港仁井山・ふながわみなとにいやま

　　０１０-０５０２・秋田県男鹿市船川港比詰・ふながわみなとひつﾞめ

　　０１０-０５１１・秋田県男鹿市船川港船川・ふながわみなとふながわ

　　０１０-０５３５・秋田県男鹿市船川港本山門前・ふながわみなとほんざんもんぜん

　　０１０-０５２２・秋田県男鹿市船川港増川・ふながわみなとますがわ

　　０１０-０５２１・秋田県男鹿市船川港南平沢・ふながわみなとみなみひらさわ

　　０１０-０３４１・秋田県男鹿市船越・ふなこじ

　　０１０-０４１２・秋田県男鹿市本内・ほんない

　　０１０-０４１３・秋田県男鹿市松木沢・まつきさわ

　　０１０-０３４５・秋田県男鹿市脇本浦田・わきもとうらだ

　　０１０-０３４３・秋田県男鹿市脇本田谷沢・わきもとたやざわ

　　０１０-０３４６・秋田県男鹿市脇本樽沢・わきもとたるざわ

　　０１０-０３４４・秋田県男鹿市脇本富永・わきもととみなが

　　０１０-０３４７・秋田県男鹿市脇本百川・わきもとももかわ

　　０１０-０３４２・秋田県男鹿市脇本脇本・わきもとわきもと

　　０１２-００００・秋田県湯沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１９-０４０２・秋田県湯沢市相川・あいかわ

　　０１２-００２４・秋田県湯沢市赤土・あかつち

　　０１９-０３２１・秋田県湯沢市秋ノ宮・あきのみや

　　０１２-０８５５・秋田県湯沢市愛宕町・あたごちよう

　　０１２-００４２・秋田県湯沢市小豆田・あつﾞきた

　　０１２-０８５２・秋田県湯沢市荒町・あらまち

　　０１２-００６２・秋田県湯沢市石塚・いしつﾞか



　　０１９-０２０１・秋田県湯沢市泉沢・いずみさわ

　　０１２-０１０７・秋田県湯沢市稲庭町・いなにわちよう

　　０１２-００２２・秋田県湯沢市祝田・いわいだ

　　０１２-０８０１・秋田県湯沢市岩崎・いわさき

　　０１２-０８３４・秋田県湯沢市岩ノ沢山・いわのさわやま

　　０１９-０１１３・秋田県湯沢市院内銀山町・いんないぎんざんまち

　　０１２-０８４２・秋田県湯沢市内舘町・うちだてまち

　　０１２-０８４３・秋田県湯沢市内町・うちまち

　　０１２-０８２４・秋田県湯沢市裏門・うらもん

　　０１９-０４０３・秋田県湯沢市宇留院内・うるいんない

　　０１２-００１４・秋田県湯沢市大倉谷地・おおくらやち

　　０１２-００２６・秋田県湯沢市大島・おおしま

　　０１２-０８４１・秋田県湯沢市大町・おおまち

　　０１２-００１２・秋田県湯沢市大森・おおもり

　　０１２-００４５・秋田県湯沢市岡田町・おかだまち

　　０１２-００５７・秋田県湯沢市雄勝田・おがちた

　　０１２-０８５６・秋田県湯沢市御囲地町・おかちまち

　　０１２-００２３・秋田県湯沢市沖田・おきた

　　０１２-００３７・秋田県湯沢市沖鶴・おきつる

　　０１９-０２０５・秋田県湯沢市小野・おの

　　０１２-０８２７・秋田県湯沢市表町・おもてまち

　　０１２-０００１・秋田県湯沢市角間・かくま

　　０１２-０８３１・秋田県湯沢市角間沢・かくまざわ

　　０１２-０８３３・秋田県湯沢市カツクイ沢山・かつくいさわやま

　　０１２-０００５・秋田県湯沢市金谷・かなや

　　０１２-０８３５・秋田県湯沢市鉦打沢・かねうちざわ

　　０１２-０８３６・秋田県湯沢市金堀沢山・かねほりざわやま

　　０１９-０１１１・秋田県湯沢市上院内・かみいんない

　　０１２-０８６４・秋田県湯沢市上関・かみせき

　　０１２-０００３・秋田県湯沢市上二井田・かみにいだ

　　０１２-０１０５・秋田県湯沢市川連町・かわつらちよう

　　０１２-０８２５・秋田県湯沢市北荒町・きたあらまち

　　０１２-００１５・秋田県湯沢市倉内・くらうち

　　０１９-０２０２・秋田県湯沢市桑崎・くわがさき

　　０１２-００２１・秋田県湯沢市黄金原・こがねはら

　　０１２-０１０４・秋田県湯沢市駒形町・こまがたちよう

　　０１２-０８４５・秋田県湯沢市材木町・ざいもくちよう

　　０１２-００３５・秋田県湯沢市幸町・さいわいちよう

　　０１２-００１３・秋田県湯沢市栄田・さかえだ

　　０１９-０４０１・秋田県湯沢市酒蒔・さかまき

　　０１２-０８１１・秋田県湯沢市桜通り・さくらどおり

　　０１２-０８２４・秋田県湯沢市佐竹町・さたけちよう

　　０１２-００３３・秋田県湯沢市清水町・しみずちよう

　　０１９-０１１２・秋田県湯沢市下院内・しもいんない

　　０１２-０８６３・秋田県湯沢市下関・しもせき

　　０１２-００５２・秋田県湯沢市下中川原・しもなかがわら

　　０１２-０００２・秋田県湯沢市下二井田・しもにいだ

　　０１２-０８２２・秋田県湯沢市下山谷・しもやまや

　　０１２-０８５３・秋田県湯沢市新町・しんちよう

　　０１２-０８０４・秋田県湯沢市杉沢・すぎさわ

　　０１２-０８０３・秋田県湯沢市杉沢新所・すぎさわあらところ

　　０１２-０８６２・秋田県湯沢市関口・せきぐち

　　０１２-００１６・秋田県湯沢市千刈・せんがり

　　０１２-０８５７・秋田県湯沢市千石町・せんごくちよう

　　０１２-０８１４・秋田県湯沢市大工町・だいくまち

　　０１２-０００８・秋田県湯沢市高前・たかまえ

　　０１９-０４０４・秋田県湯沢市高松・たかまつ

　　０１２-０８４４・秋田県湯沢市田町・たまち

　　０１２-００３１・秋田県湯沢市鶴館・つるだて

　　０１９-０２０３・秋田県湯沢市寺沢・てらさわ

　　０１２-０８５４・秋田県湯沢市鳶ケ沢山・とびがさわやま

　　０１２-００５３・秋田県湯沢市中川原・なかがわら

　　０１２-００４１・秋田県湯沢市中野・なかの

　　０１２-００４４・秋田県湯沢市中野々目・なかののめ

　　０１２-０８０２・秋田県湯沢市成沢・なりさわ

　　０１２-０００４・秋田県湯沢市二井田・にいだ

　　０１２-０８６８・秋田県湯沢市西愛宕町・にしあたごちよう

　　０１２-０８３７・秋田県湯沢市西金堀沢山・にしかねほりざわやま

　　０１２-００３４・秋田県湯沢市西新町・にししんまち

　　０１２-００５４・秋田県湯沢市西中川原・にしなかがわら



　　０１２-０８６６・秋田県湯沢市西松沢・にしまつざわ

　　０１２-０８６５・秋田県湯沢市沼樋・ぬまどい

　　０１２-０８１２・秋田県湯沢市東赤土山・ひがしあかつちやま

　　０１２-０８６１・秋田県湯沢市東松沢・ひがしまつざわ

　　０１２-０８３２・秋田県湯沢市広沢山・ひろさわやま

　　０１２-００５１・秋田県湯沢市深堀・ふかほﾞり

　　０１２-００５６・秋田県湯沢市藤花・ふじはな

　　０１２-００１７・秋田県湯沢市富士見・ふじみ

　　０１２-０８５１・秋田県湯沢市吹張・ふつはﾟり

　　０１２-０８１５・秋田県湯沢市古館町・ふるだてまち

　　０１２-０８３８・秋田県湯沢市蛇野・へびの

　　０１２-００２５・秋田県湯沢市前島・まえじま

　　０１２-０８１３・秋田県湯沢市前森・まえもり

　　０１２-００６１・秋田県湯沢市松岡・まつおか

　　０１２-００４３・秋田県湯沢市万石・まんごく

　　０１２-０１０６・秋田県湯沢市三梨町・みつなしちよう

　　０１９-０４８１・秋田県湯沢市皆瀬（水上沢）・みなせ(みずかみさわ)

　　０１２-０１８３・秋田県湯沢市皆瀬（その他）・みなせ(そのた)

　　０１２-０８６７・秋田県湯沢市南台・みなみだい

　　０１２-００３２・秋田県湯沢市元清水・もとしみず

　　０１２-００１１・秋田県湯沢市森・もり

　　０１２-０００６・秋田県湯沢市柳田・やなぎだ

　　０１２-０８２６・秋田県湯沢市柳町・やなぎまち

　　０１２-００５５・秋田県湯沢市山田・やまだ

　　０１２-０８２１・秋田県湯沢市山谷・やまや

　　０１２-０００７・秋田県湯沢市八幡・やわた

　　０１２-０８２３・秋田県湯沢市湯ノ上山・ゆのかみやま

　　０１２-０８２３・秋田県湯沢市湯ノ原・ゆのはら

　　０１９-０２０４・秋田県湯沢市横堀・よこほﾞり

　　０１２-００３６・秋田県湯沢市両神・りようじん

　　０１２-０８６９・秋田県湯沢市若葉町・わかはﾞまち

　　０１８-５２００・秋田県鹿角市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-５２０２・秋田県鹿角市尾去沢・おさりざわ

　　０１８-５３３２・秋田県鹿角市十和田上向・とわだうわむかい

　　０１８-５４２１・秋田県鹿角市十和田大湯・とわだおおゆ

　　０１８-５３３３・秋田県鹿角市十和田岡田・とわだおかだ

　　０１８-５４２２・秋田県鹿角市十和田草木・とわだくさぎ

　　０１８-５３３４・秋田県鹿角市十和田毛馬内・とわだけまない

　　０１８-５３３７・秋田県鹿角市十和田末広・とわだすえひろ

　　０１８-５３３５・秋田県鹿角市十和田瀬田石・とわだせたいじ

　　０１８-５３３６・秋田県鹿角市十和田錦木・とわだにしきぎ

　　０１８-５３３１・秋田県鹿角市十和田山根・とわだやまね

　　０１８-５１４１・秋田県鹿角市八幡平・はちまんたい

　　０１８-５２０１・秋田県鹿角市花輪・はなわ

　　０１５-００００・秋田県由利本荘市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１５-００２３・秋田県由利本荘市赤田・あかた

　　０１５-０８３６・秋田県由利本荘市赤沼下・あかぬました

　　０１５-００７９・秋田県由利本荘市赤沼下道・あかぬましたみち

　　０１５-００７１・秋田県由利本荘市赤沼町・あかぬままち

　　０１５-００３４・秋田県由利本荘市芦川・あしかわ

　　０１５-００８４・秋田県由利本荘市鮎瀬・あゆせ

　　０１５-００６５・秋田県由利本荘市荒町・あらまち

　　０１５-０８９２・秋田県由利本荘市蟻山・ありやま

　　０１５-０３０１・秋田県由利本荘市飯沢・いいざわ

　　０１５-０３１１・秋田県由利本荘市五十土・いかつﾞち

　　０１５-００１２・秋田県由利本荘市石脇（田尻）・いしわき(たじり)

　　０１５-００１３・秋田県由利本荘市石脇（田尻野）・いしわき(たじりの)

　　０１５-００１４・秋田県由利本荘市石脇（山ノ神）・いしわき(やまのかみ)

　　０１５-００１１・秋田県由利本荘市石脇（その他）・いしわき(そのた)

　　０１５-０８２３・秋田県由利本荘市和泉町・いずみまち

　　０１５-０８５２・秋田県由利本荘市一番堰・いちはﾞんぜき

　　０１５-０８７６・秋田県由利本荘市井戸尻・いどじり

　　０１８-１２１５・秋田県由利本荘市岩城赤平・いわきあかひら

　　０１８-１２１３・秋田県由利本荘市岩城泉田・いわきいずみた

　　０１８-１３０１・秋田県由利本荘市岩城内道川・いわきうちみちかわ

　　０１８-１３０２・秋田県由利本荘市岩城勝手・いわきかつて

　　０１８-１２２５・秋田県由利本荘市岩城上黒川・いわきかみくろかわ

　　０１８-１２２２・秋田県由利本荘市岩城上蛇田・いわきかみへびた

　　０１８-１２１６・秋田県由利本荘市岩城亀田愛宕町・いわきかめだあたごまち

　　０１８-１２１８・秋田県由利本荘市岩城亀田大町・いわきかめだおおまち



　　０１８-１２１７・秋田県由利本荘市岩城亀田亀田町・いわきかめだかめだまち

　　０１８-１２２１・秋田県由利本荘市岩城亀田最上町・いわきかめだもがみまち

　　０１８-１３０３・秋田県由利本荘市岩城君ケ野・いわききみがの

　　０１８-１２２６・秋田県由利本荘市岩城下黒川・いわきしもくろかわ

　　０１８-１２２３・秋田県由利本荘市岩城下蛇田・いわきしもへびた

　　０１８-１２１１・秋田県由利本荘市岩城滝俣・いわきたきのまた

　　０１８-１２１４・秋田県由利本荘市岩城富田・いわきとみた

　　０１８-１２１２・秋田県由利本荘市岩城福俣・いわきふくのまた

　　０１８-１３０５・秋田県由利本荘市岩城二古・いわきふたご

　　０１８-１３０４・秋田県由利本荘市岩城道川・いわきみちかわ

　　０１８-１２２４・秋田県由利本荘市岩城六呂田・いわきろくろだ

　　０１８-０９０４・秋田県由利本荘市岩野目沢・いわのめざわ

　　０１５-０８３４・秋田県由利本荘市岩渕下・いわぶちした

　　０１８-０７２６・秋田県由利本荘市岩谷麓・いわやふもと

　　０１８-０７１１・秋田県由利本荘市岩谷町・いわやまち

　　０１８-０７２３・秋田県由利本荘市牛寺・うしでら

　　０１５-０８１４・秋田県由利本荘市後町・うしろまち

　　０１５-００２２・秋田県由利本荘市内黒瀬・うちくろせ

　　０１５-００２４・秋田県由利本荘市内越・うてつ

　　０１５-００４２・秋田県由利本荘市埋田・うめだ

　　０１５-００７２・秋田県由利本荘市裏尾崎町・うらおざきまち

　　０１５-００９４・秋田県由利本荘市上野・うわの

　　０１５-０８５６・秋田県由利本荘市円正脇・えんしようわき

　　０１８-０７３１・秋田県由利本荘市大内三川・おおうちさんかわ

　　０１８-０７３３・秋田県由利本荘市大倉沢・おおくらざわ

　　０１５-０８６４・秋田県由利本荘市大鍬町・おおくわまち

　　０１５-００９３・秋田県由利本荘市大沢・おおさわ

　　０１８-０７２１・秋田県由利本荘市大谷・おおたに

　　０１５-０８６８・秋田県由利本荘市大堤下・おおつﾞつみした

　　０１５-００６２・秋田県由利本荘市大中ノ沢・おおなかのさわ

　　０１５-０８１６・秋田県由利本荘市大町・おおまち

　　０１５-０３１２・秋田県由利本荘市大水口・おおみなくち

　　０１５-００９１・秋田県由利本荘市大簗・おおやな

　　０１５-００２１・秋田県由利本荘市大浦・おおら

　　０１５-０８１１・秋田県由利本荘市桶屋町・おけやまち

　　０１５-０８７１・秋田県由利本荘市尾崎・おざき

　　０１５-０８０２・秋田県由利本荘市表尾崎町・おもておざきまち

　　０１５-００３５・秋田県由利本荘市親川・おやかわ

　　０１８-０８４１・秋田県由利本荘市加賀沢・かがさわ

　　０１５-０８１２・秋田県由利本荘市鍛治町・かじまち

　　０１５-０８２６・秋田県由利本荘市片町・かたまち

　　０１５-０３２１・秋田県由利本荘市蟹沢・かにざわ

　　０１５-００６６・秋田県由利本荘市金山・かねやま

　　０１５-０８５４・秋田県由利本荘市上大野・かみおおの

　　０１５-００８５・秋田県由利本荘市烏川・からすかわ

　　０１５-００５１・秋田県由利本荘市川口・かわぐち

　　０１５-０３３１・秋田県由利本荘市川西・かわにじ

　　０１５-０８７２・秋田県由利本荘市瓦谷地・かわらやち

　　０１５-０８２５・秋田県由利本荘市観音町・かんのんまち

　　０１５-０８７８・秋田県由利本荘市観音森・かんのんもり

　　０１５-０８３１・秋田県由利本荘市北裏地・きたうらじ

　　０１５-００６９・秋田県由利本荘市北ノ股・きたのまた

　　０１８-０７３４・秋田県由利本荘市北福田・きたふくだ

　　０１５-０８８４・秋田県由利本荘市狐森・きつねもり

　　０１５-０８７４・秋田県由利本荘市給人町・きゆうじんちよう

　　０１５-０８８１・秋田県由利本荘市切通・きりどおじ

　　０１８-０８５２・秋田県由利本荘市葛岡・くずおか

　　０１５-００４５・秋田県由利本荘市葛法・くずのり

　　０１５-０３０２・秋田県由利本荘市久保田・くほﾞた

　　０１５-０３６１・秋田県由利本荘市黒沢・くろさわ

　　０１５-０８８３・秋田県由利本荘市下地ケ沢・げちがさわ

　　０１８-０９０３・秋田県由利本荘市小栗山・こぐりやま

　　０１５-０３１３・秋田県由利本荘市小菅野・こすがの

　　０１５-０８６２・秋田県由利本荘市小人町・こびとまち

　　０１５-０８９１・秋田県由利本荘市小防ケ沢・こほﾞうがさわ

　　０１５-０８６１・秋田県由利本荘市御門・ごもん

　　０１５-０８８７・秋田県由利本荘市今野谷地・こんのやち

　　０１５-０８２１・秋田県由利本荘市肴町・さかなまち

　　０１８-０９０７・秋田県由利本荘市坂部・さかべ

　　０１５-００７４・秋田県由利本荘市桜小路・さくらこうじ



　　０１５-００７３・秋田県由利本荘市笹道・ささみち

　　０１５-０８８９・秋田県由利本荘市砂糖畑・さとうはﾞたけ

　　０１５-００６７・秋田県由利本荘市三条・さんじよう

　　０１５-０８４１・秋田県由利本荘市下大野・しもおおの

　　０１５-０８３２・秋田県由利本荘市下川原中島・しもかわはらなかじま

　　０１５-０３２２・秋田県由利本荘市新上条・しんかみじよう

　　０１５-０３０３・秋田県由利本荘市陳ケ森・じんがもり

　　０１５-０８８８・秋田県由利本荘市新組町・しんくみちよう

　　０１８-０８４２・秋田県由利本荘市新沢・しんさわ

　　０１８-０９０２・秋田県由利本荘市新田・しんでん

　　０１５-００３３・秋田県由利本荘市神沢・しんのさわ

　　０１５-０８６９・秋田県由利本荘市陣場岱・じんはﾞだい

　　０１５-０８３３・秋田県由利本荘市巣組・すぐみ

　　０１５-０８７５・秋田県由利本荘市砂子下・すなごした

　　０１５-０３５１・秋田県由利本荘市堰口・せきぐち

　　０１５-０８４０・秋田県由利本荘市瀬越場・せごしはﾞ

　　０１５-０８６７・秋田県由利本荘市千刈・せんがり

　　０１５-００８１・秋田県由利本荘市雪車町・そりまち

　　０１５-０８０８・秋田県由利本荘市大門・だいもん

　　０１８-０８４４・秋田県由利本荘市高尾・たかお

　　０１８-０９０５・秋田県由利本荘市滝・たき

　　０１５-００８３・秋田県由利本荘市滝ノ沢・たきのさわ

　　０１５-００８６・秋田県由利本荘市舘・たて

　　０１５-００６３・秋田県由利本荘市舘前・たてまえ

　　０１５-０８０４・秋田県由利本荘市谷山小路・たにやまこうじ

　　０１５-０８２２・秋田県由利本荘市田町・たまち

　　０１５-００４４・秋田県由利本荘市玉ノ池・たまのいけ

　　０１５-０５０４・秋田県由利本荘市鳥海町上川内・ちようかいまちかみかわうち

　　０１５-０７２１・秋田県由利本荘市鳥海町上笹子・ちようかいまちかみじねご

　　０１５-０５１５・秋田県由利本荘市鳥海町上直根・ちようかいまちかみひたね

　　０１５-０５０３・秋田県由利本荘市鳥海町栗沢・ちようかいまちくりさわ

　　０１５-０５０５・秋田県由利本荘市鳥海町小川・ちようかいまちこがわ

　　０１５-０５１１・秋田県由利本荘市鳥海町戈之神・ちようかいまちさいのかみ

　　０１５-０５１２・秋田県由利本荘市鳥海町猿倉・ちようかいまちさるくら

　　０１５-０５０２・秋田県由利本荘市鳥海町下川内・ちようかいまちしもかわうち

　　０１５-０７２２・秋田県由利本荘市鳥海町下笹子・ちようかいまちしもじねご

　　０１５-０５１３・秋田県由利本荘市鳥海町下直根・ちようかいまちしもひたね

　　０１５-０５１４・秋田県由利本荘市鳥海町中直根・ちようかいまちなかひたね

　　０１５-０５０１・秋田県由利本荘市鳥海町伏見・ちようかいまちふしみ

　　０１５-０５１６・秋田県由利本荘市鳥海町百宅・ちようかいまちももやけ

　　０１５-０８８６・秋田県由利本荘市調練場・ちようれんはﾞ

　　０１５-０３２３・秋田県由利本荘市土倉・つちくら

　　０１５-００５４・秋田県由利本荘市土谷（谷地）・つちや(やち)

　　０１５-００５５・秋田県由利本荘市土谷（その他）・つちや(そのた)

　　０１５-０８６６・秋田県由利本荘市堤脇・つつみわき

　　０１５-０８７３・秋田県由利本荘市鶴沼・つるぬま

　　０１５-０８４２・秋田県由利本荘市出戸上野・でとうえの

　　０１５-０８３７・秋田県由利本荘市出戸町（赤沼下道）・でとまち(あかぬましたみち)

　　０１５-０８５７・秋田県由利本荘市寺後・てらうしろ

　　０１８-０７３２・秋田県由利本荘市徳沢・とくさわ

　　０１５-００６１・秋田県由利本荘市二十六木・とどろき

　　０１５-００８９・秋田県由利本荘市鳥田目・とりため

　　０１８-０８５３・秋田県由利本荘市長坂・ながさか

　　０１８-０９０１・秋田県由利本荘市中田代・なかたしろ

　　０１８-０７２２・秋田県由利本荘市中館・なかだて

　　０１５-０８０３・秋田県由利本荘市中竪町・なかだてまち

　　０１８-０８４３・秋田県由利本荘市中帳・なかちよう

　　０１８-０８４５・秋田県由利本荘市中俣・なかのまた

　　０１５-０８５１・秋田県由利本荘市中梵天・なかほﾞんてん

　　０１５-０８１７・秋田県由利本荘市中町・なかまち

　　０１５-０８０７・秋田県由利本荘市中横町・なかよこまち

　　０１５-０８６５・秋田県由利本荘市西大鍬町・にしおおくわまち

　　０１５-０８８２・秋田県由利本荘市西小人町・にしこびとまち

　　０１５-０３５２・秋田県由利本荘市西沢・にしさわ

　　０１５-０８５８・秋田県由利本荘市西梵天・にしほﾞんてん

　　０１８-０６０１・秋田県由利本荘市西目町海士剥・にしめまちあまはぎ

　　０１８-０６０２・秋田県由利本荘市西目町出戸・にしめまちでと

　　０１８-０６０３・秋田県由利本荘市西目町西目・にしめまちにしめ

　　０１８-０６０４・秋田県由利本荘市西目町沼田・にしめまちぬまた

　　０１５-０８５５・秋田県由利本荘市二番堰・にはﾞんぜき



　　０１５-０８７７・秋田県由利本荘市濡浜北・ぬれはまきた

　　０１８-０８５４・秋田県由利本荘市及位・のぞき

　　０１５-００５２・秋田県由利本荘市畑谷・はたや

　　０１５-０８３５・秋田県由利本荘市八幡下・はちまんした

　　０１５-００７５・秋田県由利本荘市花畑町・はなはﾞたまち

　　０１８-０９０６・秋田県由利本荘市羽広・はびろ

　　０１５-００３１・秋田県由利本荘市浜三川・はまさんかわ

　　０１５-０８２７・秋田県由利本荘市浜ノ町・はまのまち

　　０１５-０３６２・秋田県由利本荘市東鮎川・ひがしあゆかわ

　　０１５-０３１４・秋田県由利本荘市東中沢・ひがしなかざわ

　　０１５-０８４３・秋田県由利本荘市東梵天・ひがしほﾞんてん

　　０１５-００７６・秋田県由利本荘市東町・ひがしまち

　　０１５-０２１１・秋田県由利本荘市東由利老方・ひがしゆりおいかた

　　０１５-０２０２・秋田県由利本荘市東由利蔵・ひがしゆりくら

　　０１５-０２３１・秋田県由利本荘市東由利黒渕・ひがしゆりくろぶち

　　０１５-０２４１・秋田県由利本荘市東由利宿・ひがしゆりしゆく

　　０１５-０２４２・秋田県由利本荘市東由利杉森・ひがしゆりすぎもり

　　０１５-０２３２・秋田県由利本荘市東由利田代・ひがしゆりたしろ

　　０１５-０２２１・秋田県由利本荘市東由利舘合・ひがしゆりたてあい

　　０１５-０２０１・秋田県由利本荘市東由利法内・ひがしゆりほうない

　　０１５-０８１３・秋田県由利本荘市日役町・ひきじまち

　　０１５-０３５３・秋田県由利本荘市平石・ひらいじ

　　０１８-０８５１・秋田県由利本荘市平岫・ひらぐき

　　０１８-０７２４・秋田県由利本荘市深沢・ふかさわ

　　０１５-００５３・秋田県由利本荘市福山・ふくやま

　　０１５-００４７・秋田県由利本荘市藤崎・ふじさき

　　０１５-００４６・秋田県由利本荘市船岡・ふなおか

　　０１５-０８９０・秋田県由利本荘市船ケ台・ふながだい

　　０１５-０８６３・秋田県由利本荘市不戻沢・ふもどりさわ

　　０１５-０８３９・秋田県由利本荘市古川端・ふるかわはﾞた

　　０１５-０８２４・秋田県由利本荘市古雪町・ふるゆきまち

　　０１５-０８０９・秋田県由利本荘市本荘・ほんじよう

　　０１５-００７７・秋田県由利本荘市本田仲町・ほんたなかまち

　　０１５-０８３８・秋田県由利本荘市梵天谷地・ほﾞんてんやち

　　０１５-０３４１・秋田県由利本荘市前郷・まえごう

　　０１５-０３０４・秋田県由利本荘市曲沢・まがりさわ

　　０１５-０３６３・秋田県由利本荘市町村・まちむら

　　０１５-０８５３・秋田県由利本荘市松街道・まつかいどう

　　０１５-００３２・秋田県由利本荘市松ケ崎・まつがさき

　　０１８-０８５５・秋田県由利本荘市松本・まつもと

　　０１５-００６４・秋田県由利本荘市万願寺・まんがんじ

　　０１５-０８０１・秋田県由利本荘市美倉町・みくらまち

　　０１５-０８８５・秋田県由利本荘市水林・みずはﾞやじ

　　０１５-００６８・秋田県由利本荘市南ノ股・みなみのまた

　　０１５-０３６４・秋田県由利本荘市南福田・みなみふくだ

　　０１５-００４３・秋田県由利本荘市宮内・みやうち

　　０１５-００８２・秋田県由利本荘市宮沢・みやざわ

　　０１５-０３３２・秋田県由利本荘市森子・もりこ

　　０１５-００８８・秋田県由利本荘市柳生・やぎゆう

　　０１５-００４１・秋田県由利本荘市薬師堂・やくしどう

　　０１５-０４１８・秋田県由利本荘市矢島町荒沢・やしままちあらさわ

　　０１５-０４１２・秋田県由利本荘市矢島町川辺・やしままちかわべ

　　０１５-０４１３・秋田県由利本荘市矢島町木在・やしままちきさら

　　０１５-０４１６・秋田県由利本荘市矢島町坂之下・やしままちさかのした

　　０１５-０４１１・秋田県由利本荘市矢島町城内・やしままちじようない

　　０１５-０４１５・秋田県由利本荘市矢島町新荘・やしままちしんじよう

　　０１５-０４１４・秋田県由利本荘市矢島町立石・やしままちたていじ

　　０１５-０４０３・秋田県由利本荘市矢島町舘町・やしままちたてまち

　　０１５-０４０１・秋田県由利本荘市矢島町田中町・やしままちたなかまち

　　０１５-０４０４・秋田県由利本荘市矢島町七日町・やしままちなのかまち

　　０１５-０４１７・秋田県由利本荘市矢島町元町・やしままちもとまち

　　０１５-０４０２・秋田県由利本荘市矢島町矢島町・やしままちやしままち

　　０１５-００７８・秋田県由利本荘市谷地町・やちまち

　　０１５-０２４３・秋田県由利本荘市山内（三ツ方森）・やまうち(みつかたもり)

　　０１５-００９２・秋田県由利本荘市山内（その他）・やまうち(そのた)

　　０１５-００２５・秋田県由利本荘市山田・やまだ

　　０１５-０３３３・秋田県由利本荘市山本・やまもと

　　０１５-００８７・秋田県由利本荘市湯沢・ゆざわ

　　０１５-０３２４・秋田県由利本荘市吉沢・よしざわ

　　０１８-０７２５・秋田県由利本荘市米坂・よねざか



　　０１５-０８１５・秋田県由利本荘市猟師町・りようしまち

　　０１８-１４００・秋田県潟上市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-１５０４・秋田県潟上市飯田川飯塚・いいたがわいいつﾞか

　　０１８-１５０１・秋田県潟上市飯田川金山・いいたがわかねやま

　　０１８-１５０２・秋田県潟上市飯田川下虻川・いいたがわしもあぶかわ

　　０１８-１５０３・秋田県潟上市飯田川和田妹川・いいたがわわだいもかわ

　　０１８-１４０１・秋田県潟上市昭和大久保・しようわおおくほﾞ

　　０１８-１４１２・秋田県潟上市昭和豊川岡井戸・しようわとよかわおかいど

　　０１８-１４１１・秋田県潟上市昭和豊川上虻川・しようわとよかわかみあぶかわ

　　０１８-１４１４・秋田県潟上市昭和豊川槻木・しようわとよかわつきのき

　　０１８-１４１３・秋田県潟上市昭和豊川船橋・しようわとよかわふなはﾞじ

　　０１８-１４１６・秋田県潟上市昭和豊川山田・しようわとよかわやまだ

　　０１８-１４１５・秋田県潟上市昭和豊川竜毛・しようわとよかわりゆうげ

　　０１８-１４０３・秋田県潟上市昭和八丁目・しようわはつちようめ

　　０１８-１４０２・秋田県潟上市昭和乱橋・しようわみだれはﾞじ

　　０１０-０２０２・秋田県潟上市天王大崎・てんのうおおさき

　　０１０-０１０１・秋田県潟上市天王（追分）・てんのう(おいわけ)

　　０１０-０１０１・秋田県潟上市天王（追分西）・てんのう(おいわけにし)

　　０１０-０１０１・秋田県潟上市天王（上北野）・てんのう(かみきたの)

　　０１０-０１０１・秋田県潟上市天王（長沼）・てんのう(ながぬま)

　　０１０-０２０１・秋田県潟上市天王（その他）・てんのう(そのた)

　　０１４-００００・秋田県大仙市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１４-００１３・秋田県大仙市朝日町・あさひまち

　　０１４-００６７・秋田県大仙市飯田・いいだ

　　０１４-０００４・秋田県大仙市泉町・いずみちよう

　　０１４-０１１２・秋田県大仙市板見内・いたみない

　　０１４-００７３・秋田県大仙市内小友・うちおとも

　　０１９-２２０１・秋田県大仙市円行寺・えんぎようじ

　　０１４-０７１４・秋田県大仙市大神成・おおかんなり

　　０１９-２２０２・秋田県大仙市大沢郷宿・おおさわごうしゆく

　　０１９-２１０３・秋田県大仙市大沢郷寺・おおさわごうてら

　　０１９-１６１６・秋田県大仙市太田町永代・おおたちようえいだい

　　０１９-１６１３・秋田県大仙市太田町太田・おおたちようおおた

　　０１９-１６１５・秋田県大仙市太田町川口・おおたちようかわぐち

　　０１９-１６０５・秋田県大仙市太田町国見・おおたちようくにみ

　　０１９-１６１２・秋田県大仙市太田町小神成・おおたちようこがなり

　　０１９-１６０４・秋田県大仙市太田町駒場・おおたちようこまはﾞ

　　０１９-１６１１・秋田県大仙市太田町斉内・おおたちようさいない

　　０１９-１６０２・秋田県大仙市太田町三本扇・おおたちようさんほﾞんおうぎ

　　０１９-１６０３・秋田県大仙市太田町中里・おおたちようなかさと

　　０１９-１６１４・秋田県大仙市太田町東今泉・おおたちようひがしいまいずみ

　　０１９-１６０１・秋田県大仙市太田町横沢・おおたちようよこさわ

　　０１４-００２２・秋田県大仙市大花町・おおはなちよう

　　０１４-００３１・秋田県大仙市大曲・おおまがり

　　０１４-００５５・秋田県大仙市大曲あけぼの町・おおまがりあけほﾞのちよう

　　０１４-００６８・秋田県大仙市大曲飯田町・おおまがりいいだちよう

　　０１４-００２５・秋田県大仙市大曲大町・おおまがりおおまち

　　０１４-００５４・秋田県大仙市大曲金谷町・おおまがりかなやちよう

　　０１４-００４８・秋田県大仙市大曲上大町・おおまがりかみおおまち

　　０１４-００６２・秋田県大仙市大曲上栄町・おおまがりかみさかえちよう

　　０１４-００５２・秋田県大仙市大曲川原町・おおまがりかわらちよう

　　０１４-００２３・秋田県大仙市大曲黒瀬町・おおまがりくろせちよう

　　０１４-００６１・秋田県大仙市大曲栄町・おおまがりさかえちよう

　　０１４-００１５・秋田県大仙市大曲白金町・おおまがりしろがねちよう

　　０１４-００３４・秋田県大仙市大曲住吉町・おおまがりすみよしちよう

　　０１４-００４７・秋田県大仙市大曲須和町・おおまがりすわちよう

　　０１４-００４６・秋田県大仙市大曲田町・おおまがりたまち

　　０１４-００２７・秋田県大仙市大曲通町・おおまがりとおりまち

　　０１４-００４３・秋田県大仙市大曲戸巻町・おおまがりとまきちよう

　　０１４-００２４・秋田県大仙市大曲中通町・おおまがりなかどおりまち

　　０１４-００５３・秋田県大仙市大曲花園町・おおまがりはなぞのちよう

　　０１４-００５１・秋田県大仙市大曲浜町・おおまがりはまちよう

　　０１４-００６３・秋田県大仙市大曲日の出町・おおまがりひのでちよう

　　０１４-００１４・秋田県大仙市大曲福住町・おおまがりふくずみちよう

　　０１４-００４２・秋田県大仙市大曲福見町・おおまがりふくみちよう

　　０１４-００５７・秋田県大仙市大曲船場町・おおまがりふなはﾞちよう

　　０１４-００４１・秋田県大仙市大曲丸子町・おおまがりまるこちよう

　　０１４-００２６・秋田県大仙市大曲丸の内町・おおまがりまるのうちまち

　　０１４-００５６・秋田県大仙市大曲緑町・おおまがりみどりちよう

　　０１４-００４５・秋田県大仙市大曲若葉町・おおまがりわかはﾞちよう



　　０１４-００７２・秋田県大仙市大曲西根・おおまがりにしね

　　０１９-２３３１・秋田県大仙市大巻・おおまき

　　０１４-００６４・秋田県大仙市小貫高畑・おぬきたかはﾞたけ

　　０１４-１４１３・秋田県大仙市角間川町・かくまがわまち

　　０１９-２３３３・秋田県大仙市金山沢・かねやまさわ

　　０１４-０２０２・秋田県大仙市上鶯野・かみうぐいすの

　　０１９-２１１２・秋田県大仙市刈和野・かりわの

　　０１４-００６６・秋田県大仙市川目・かわのめ

　　０１４-０２０３・秋田県大仙市北長野・きたながの

　　０１９-１７０２・秋田県大仙市北楢岡・きたならおか

　　０１９-２１２１・秋田県大仙市北野目・きたのめ

　　０１９-２３３４・秋田県大仙市木原田・きはらだ

　　０１９-２４１２・秋田県大仙市協和荒川・きようわあらかわ

　　０１９-２５２１・秋田県大仙市協和稲沢・きようわいなざわ

　　０１９-２４１３・秋田県大仙市協和上淀川・きようわかみよどかわ

　　０１９-２４４１・秋田県大仙市協和小種・きようわこたね

　　０１９-２４１１・秋田県大仙市協和境・きようわさかい

　　０１９-２４４２・秋田県大仙市協和下淀川・きようわしもよどかわ

　　０１９-２４４３・秋田県大仙市協和中淀川・きようわなかよどかわ

　　０１９-２４０１・秋田県大仙市協和船岡・きようわふなおか

　　０１９-２４０２・秋田県大仙市協和船沢・きようわふねさわ

　　０１９-２４３１・秋田県大仙市協和峰吉川・きようわみねよしかわ

　　０１９-２３３２・秋田県大仙市九升田・くしようだ

　　０１４-０７１３・秋田県大仙市栗沢・くりさわ

　　０１４-０８０３・秋田県大仙市上野田・こうずけた

　　０１９-２３３５・秋田県大仙市強首・こわくび

　　０１４-００１２・秋田県大仙市幸町・さいわいちよう

　　０１４-００１７・秋田県大仙市佐野町・さのちよう

　　０１４-０２０４・秋田県大仙市清水・しみず

　　０１４-０２０１・秋田県大仙市下鶯野・しもうぐいすの

　　０１４-００６５・秋田県大仙市下深井・しもふかい

　　０１９-２２０４・秋田県大仙市正手沢・しようてざわ

　　０１９-１７０１・秋田県大仙市神宮寺・じんぐうじ

　　０１９-２２０５・秋田県大仙市杉山田・すぎやまだ

　　０１９-２１２２・秋田県大仙市高城・たかじよう

　　０１４-０１０３・秋田県大仙市高関上郷・たかぜきかみごう

　　０１４-０８０５・秋田県大仙市高梨・たかなじ

　　０１９-２１１１・秋田県大仙市土川・つちかわ

　　０１９-２１２３・秋田県大仙市寺館・てらだて

　　０１４-０８０１・秋田県大仙市戸地谷・とちや

　　０１４-００４４・秋田県大仙市戸蒔・とまき

　　０１４-０７１２・秋田県大仙市豊岡・とよおか

　　０１４-０７１１・秋田県大仙市豊川・とよかわ

　　０１４-０２０６・秋田県大仙市長戸呂・ながとろ

　　０１４-０２０７・秋田県大仙市長野・ながの

　　０１９-１９４９・秋田県大仙市南外赤畑・なんがいあかはた

　　０１９-１８６５・秋田県大仙市南外赤平後野・なんがいあかひらうしろの

　　０１９-１８６３・秋田県大仙市南外赤平貝沼・なんがいあかひらかいぬま

　　０１９-１８６４・秋田県大仙市南外赤平大道東・なんがいあかひらだいどうひがじ

　　０１９-１８６６・秋田県大仙市南外赤平台野・なんがいあかひらだいの

　　０１９-１８６８・秋田県大仙市南外赤平平家・なんがいあかひらへいけ

　　０１９-１８５８・秋田県大仙市南外赤平六郎沢・なんがいあかひらろくろうさわ

　　０１９-１９０１・秋田県大仙市南外悪戸野・なんがいあくとの

　　０１９-１８３５・秋田県大仙市南外揚土・なんがいあげつち

　　０１９-１８３４・秋田県大仙市南外揚土山・なんがいあげつちやま

　　０１９-１８７６・秋田県大仙市南外新屋布・なんがいあらやしき

　　０１９-１９１６・秋田県大仙市南外石仏・なんがいいしほﾞとけ

　　０１９-１９４２・秋田県大仙市南外岩倉・なんがいいわくら

　　０１９-１９４５・秋田県大仙市南外岩瀬・なんがいいわせ

　　０１９-１９０８・秋田県大仙市南外上野・なんがいうえの

　　０１９-１９３２・秋田県大仙市南外大黒森・なんがいおおくろもり

　　０１９-１８４２・秋田県大仙市南外大杉・なんがいおおすぎ

　　０１９-１８４３・秋田県大仙市南外大杉二タ又杉・なんがいおおすぎふたまたすぎ

　　０１９-１８４１・秋田県大仙市南外大杉山岸・なんがいおおすぎやまぎじ

　　０１９-１８５２・秋田県大仙市南外太田・なんがいおおた

　　０１９-１８５５・秋田県大仙市南外大畑・なんがいおおはﾞた

　　０１９-１８５７・秋田県大仙市南外大畑潜沢・なんがいおおはﾞたくぐりさわ

　　０１９-１８５６・秋田県大仙市南外大畑深山・なんがいおおはﾞたみやま

　　０１９-１９３５・秋田県大仙市南外大平・なんがいおおひら

　　０１９-１９０５・秋田県大仙市南外大向・なんがいおおむかい



　　０１９-１９６１・秋田県大仙市南外大柳・なんがいおおやなぎ

　　０１９-１８８２・秋田県大仙市南外大和野・なんがいおおわの

　　０１９-１８１２・秋田県大仙市南外沖田・なんがいおきだ

　　０１９-１８７５・秋田県大仙市南外落合・なんがいおちあい

　　０１９-１９０６・秋田県大仙市南外金屋・なんがいかなや

　　０１９-１９５６・秋田県大仙市南外上荒又・なんがいかみあらまた

　　０１９-１９４８・秋田県大仙市南外上釜坂・なんがいかみかまさか

　　０１９-１９０７・秋田県大仙市南外上鎌田・なんがいかみかまた

　　０１９-１８１６・秋田県大仙市南外上木直・なんがいかみきじき

　　０１９-１９２６・秋田県大仙市南外上桑台・なんがいかみくわだい

　　０１９-１９２５・秋田県大仙市南外上巣ノ沢・なんがいかみすのさわ

　　０１９-１８７２・秋田県大仙市南外上中宿・なんがいかみなかしゆく

　　０１９-１９２２・秋田県大仙市南外上中野・なんがいかみなかの

　　０１９-１８０８・秋田県大仙市南外川口・なんがいかわぐち

　　０１９-１８０７・秋田県大仙市南外川口本町・なんがいかわぐちほんちよう

　　０１９-１８１７・秋田県大仙市南外木直沢・なんがいきじきざわ

　　０１９-１８３４・秋田県大仙市南外北田黒瀬・なんがいきただくろせ

　　０１９-１８３２・秋田県大仙市南外北田山田ケ沢・なんがいきただやまだがさわ

　　０１９-１９５１・秋田県大仙市南外黒滝・なんがいくろたき

　　０１９-１９３７・秋田県大仙市南外小荒沢・なんがいこあらさわ

　　０１９-１８４７・秋田県大仙市南外小出・なんがいこいで

　　０１９-１８０２・秋田県大仙市南外小春木沢・なんがいこはるきざわ

　　０１９-１８１３・秋田県大仙市南外猿ケ瀬出野・なんがいさるがせでの

　　０１９-１８５１・秋田県大仙市南外山王台・なんがいさんおうだい

　　０１９-１９５７・秋田県大仙市南外小浪滝・なんがいざんざら

　　０１９-１９３８・秋田県大仙市南外下荒沢・なんがいしもあらさわ

　　０１９-１９５２・秋田県大仙市南外下荒又・なんがいしもあらまた

　　０１９-１９４７・秋田県大仙市南外下釜坂・なんがいしもかまさか

　　０１９-１９０３・秋田県大仙市南外下鎌田・なんがいしもかまた

　　０１９-１８１４・秋田県大仙市南外下木直・なんがいしもきじき

　　０１９-１９３１・秋田県大仙市南外下滝・なんがいしもたき

　　０１９-１９０２・秋田県大仙市南外下袋・なんがいしもぶくろ

　　０１９-１９１５・秋田県大仙市南外下湯ノ又・なんがいしもゆのまた

　　０１９-１９４６・秋田県大仙市南外十二ノ前・なんがいじゆうにのまえ

　　０１９-１８０６・秋田県大仙市南外十二袋・なんがいじゆうにふくろ

　　０１９-１８４８・秋田県大仙市南外鞦田・なんがいしりがいだ

　　０１９-１９０９・秋田県大仙市南外杉橋・なんがいすぎはじ

　　０１９-１９２３・秋田県大仙市南外巣ノ沢・なんがいすのさわ

　　０１９-１９２４・秋田県大仙市南外巣ノ沢石切場・なんがいすのさわいしきりはﾞ

　　０１９-１９５３・秋田県大仙市南外外小友・なんがいそとおとも

　　０１９-１９５５・秋田県大仙市南外外山・なんがいそとやま

　　０１９-１９２８・秋田県大仙市南外滝中田表・なんがいたきなかたおもて

　　０１９-１９３３・秋田県大仙市南外滝ノ沢・なんがいたきのさわ

　　０１９-１９３４・秋田県大仙市南外田尻・なんがいたじり

　　０１９-１８７３・秋田県大仙市南外田中・なんがいたなか

　　０１９-１８２６・秋田県大仙市南外田中田・なんがいたなかた

　　０１９-１８２７・秋田県大仙市南外田中田山根・なんがいたなかたやまね

　　０１９-１８２２・秋田県大仙市南外田屋村・なんがいたやむら

　　０１９-１８３１・秋田県大仙市南外壇ノ平山・なんがいだんのひらやま

　　０１９-１８６１・秋田県大仙市南外寺沢・なんがいてらさわ

　　０１９-１８８８・秋田県大仙市南外土場・なんがいどはﾞ

　　０１９-１９３６・秋田県大仙市南外中荒沢・なんがいなかあらさわ

　　０１９-１９５４・秋田県大仙市南外中荒又・なんがいなかあらまた

　　０１９-１９２７・秋田県大仙市南外中桑台・なんがいなかくわだい

　　０１９-１８７４・秋田県大仙市南外中宿・なんがいなかしゆく

　　０１９-１９２１・秋田県大仙市南外中野・なんがいなかの

　　０１９-１９２９・秋田県大仙市南外中野山・なんがいなかのやま

　　０１９-１９０４・秋田県大仙市南外中袋・なんがいなかぶくろ

　　０１９-１８８７・秋田県大仙市南外中渡・なんがいなかわたり

　　０１９-１８４６・秋田県大仙市南外梨木田・なんがいなしきだ

　　０１９-１８０５・秋田県大仙市南外西板戸・なんがいにしいたど

　　０１９-１８０４・秋田県大仙市南外西野・なんがいにしの

　　０１９-１８８６・秋田県大仙市南外西ノ又・なんがいにしのまた

　　０１９-１９６３・秋田県大仙市南外西ノ又滝ノ沢・なんがいにしのまたたきのさわ

　　０１９-１８７８・秋田県大仙市南外及位・なんがいのぞき

　　０１９-１８８４・秋田県大仙市南外林ノ沢・なんがいはやしのさわ

　　０１９-１９４３・秋田県大仙市南外一ト刎・なんがいひとはね

　　０１９-１８１５・秋田県大仙市南外平形・なんがいひらかた

　　０１９-１８８３・秋田県大仙市南外平沢・なんがいひらさわ

　　０１９-１９１８・秋田県大仙市南外広表・なんがいひろおもて



　　０１９-１８０１・秋田県大仙市南外物渡台・なんがいぶつどだい

　　０１９-１８２５・秋田県大仙市南外坊田・なんがいほﾞうだ

　　０１９-１８０３・秋田県大仙市南外坊田石兀ノ下・なんがいほﾞうだいしはげのした

　　０１９-１８５３・秋田県大仙市南外坊田黒沢・なんがいほﾞうだくろさわ

　　０１９-１９１１・秋田県大仙市南外坊村・なんがいほﾞうむら

　　０１９-１９４１・秋田県大仙市南外松木田・なんがいまつきだ

　　０１９-１９１２・秋田県大仙市南外丸木橋・なんがいまるきはﾞじ

　　０１９-１９３９・秋田県大仙市南外水上沢・なんがいみずかみざわ

　　０１９-１８７７・秋田県大仙市南外水沢・なんがいみずさわ

　　０１９-１８２４・秋田県大仙市南外宮田・なんがいみやた

　　０１９-１９５８・秋田県大仙市南外向ノ沢・なんがいむかいのさわ

　　０１９-１８８１・秋田県大仙市南外葎沢・なんがいむぐらさわ

　　０１９-１８８５・秋田県大仙市南外無尻橋・なんがいむじりはﾞじ

　　０１９-１８１１・秋田県大仙市南外本宿・なんがいもとしゆく

　　０１９-１９１７・秋田県大仙市南外薬師堂・なんがいやくしどう

　　０１９-１８７１・秋田県大仙市南外谷地田・なんがいやちだ

　　０１９-１９１３・秋田県大仙市南外湯神台・なんがいゆがみだい

　　０１９-１９１４・秋田県大仙市南外湯ノ又・なんがいゆのまた

　　０１９-１９４４・秋田県大仙市南外湯元・なんがいゆもと

　　０１９-１９６２・秋田県大仙市南外若林・なんがいわかはﾞやじ

　　０１９-１８６２・秋田県大仙市南外和合・なんがいわごう

　　０１４-０１０４・秋田県大仙市新谷地・にいやじ

　　０１４-０８０４・秋田県大仙市橋本・はしもと

　　０１４-０００１・秋田県大仙市花館・はなだて

　　０１４-０００２・秋田県大仙市花館上町・はなだてかみちよう

　　０１４-０００６・秋田県大仙市花館中町・はなだてなかまち

　　０１４-０００５・秋田県大仙市花館柳町・はなだてやなぎまち

　　０１４-００３２・秋田県大仙市東川・ひがしかわ

　　０１４-００７１・秋田県大仙市蛭川・ひるがわ

　　０１４-０１１４・秋田県大仙市福田・ふくだ

　　０１４-００２１・秋田県大仙市福田町・ふくだちよう

　　０１４-１４１２・秋田県大仙市藤木・ふじき

　　０１４-００１１・秋田県大仙市富士見町・ふじみちよう

　　０１４-０８０２・秋田県大仙市払田・ほつた

　　０１４-０１１３・秋田県大仙市堀見内・ほりみない

　　０１４-０１０１・秋田県大仙市松倉・まつくら

　　０１４-０００３・秋田県大仙市美原町・みはらちよう

　　０１４-０２０５・秋田県大仙市鑓見内・やりみない

　　０１４-０１１１・秋田県大仙市横堀・よこほﾞり

　　０１４-０１０２・秋田県大仙市四ツ屋・よつや

　　０１４-１４１１・秋田県大仙市六郷西根・ろくごうにしね

　　０１４-００１６・秋田県大仙市若竹町・わかたけちよう

　　０１４-００３３・秋田県大仙市和合・わごう

　　０１８-３３００・秋田県北秋田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-３３１３・秋田県北秋田市旭町・あさひちよう

　　０１８-４６２１・秋田県北秋田市阿仁荒瀬・あにあらせ

　　０１８-４６２３・秋田県北秋田市阿仁荒瀬川櫃畑・あにあらせがわひつはた

　　０１８-４７３１・秋田県北秋田市阿仁打当・あにうつとう

　　０１８-４７４３・秋田県北秋田市阿仁笑内・あにおかしない

　　０１８-４６２４・秋田県北秋田市阿仁鍵ノ滝・あにかぎのたき

　　０１８-４７４５・秋田県北秋田市阿仁萱草・あにかやくさ

　　０１８-４６１３・秋田県北秋田市阿仁銀山・あにぎんざん

　　０１８-４７４１・秋田県北秋田市阿仁幸屋・あにこうや

　　０１８-４７４２・秋田県北秋田市阿仁幸屋渡・あにこうやわたり

　　０１８-４６０３・秋田県北秋田市阿仁小様・あにこざま

　　０１８-４６２２・秋田県北秋田市阿仁小沢鉱山・あにこさわこうざん

　　０１８-４６０２・秋田県北秋田市阿仁小渕・あにこぶち

　　０１８-４６０４・秋田県北秋田市阿仁三枚鉱山・あにさんまいこうざん

　　０１８-４７３３・秋田県北秋田市阿仁戸鳥内・あにととりない

　　０１８-４７３４・秋田県北秋田市阿仁長畑・あにながはたけ

　　０１８-４７３２・秋田県北秋田市阿仁中村・あになかむら

　　０１８-４７４４・秋田県北秋田市阿仁根子・あにねつこ

　　０１８-４７３５・秋田県北秋田市阿仁比立内・あにひたちない

　　０１８-４７４６・秋田県北秋田市阿仁伏影・あにふしかげ

　　０１８-４５１５・秋田県北秋田市阿仁前田・あにまえだ

　　０１８-４６１２・秋田県北秋田市阿仁真木沢鉱山・あにまぎさわこうざん

　　０１８-４６１１・秋田県北秋田市阿仁水無・あにみずなじ

　　０１８-４６０１・秋田県北秋田市阿仁吉田・あによしだ

　　０１８-３３１４・秋田県北秋田市伊勢町・いせちよう

　　０１８-３３４３・秋田県北秋田市今泉・いまいずみ



　　０１８-４３０２・秋田県北秋田市浦田・うらた

　　０１８-３３２４・秋田県北秋田市大町・おおまち

　　０１８-４５１６・秋田県北秋田市桂瀬・かつらせ

　　０１８-４２５１・秋田県北秋田市鎌沢・かまのさわ

　　０１８-４２３１・秋田県北秋田市上杉・かみすぎ

　　０１８-４２１１・秋田県北秋田市川井・かわい

　　０１８-４２０３・秋田県北秋田市木戸石・きどいじ

　　０１８-３３４１・秋田県北秋田市黒沢・くろさわ

　　０１８-４５１３・秋田県北秋田市小又・こまた

　　０１８-４５１４・秋田県北秋田市五味堀・ごみほり

　　０１８-３４５１・秋田県北秋田市小森・こもり

　　０１８-４２７３・秋田県北秋田市根田・こんだ

　　０１８-３３１１・秋田県北秋田市材木町・ざいもくちよう

　　０１８-３３０２・秋田県北秋田市栄・さかえ

　　０１８-４２２１・秋田県北秋田市下杉・しもすぎ

　　０１８-３３２２・秋田県北秋田市住吉町・すみよしちよう

　　０１８-４２８２・秋田県北秋田市李岱・すももだい

　　０１８-４２６１・秋田県北秋田市芹沢・せりさわ

　　０１８-３３３２・秋田県北秋田市鷹巣（平崎上岱）・たかのす(ひらさきかみたい)

　　０１８-３３３１・秋田県北秋田市鷹巣（その他）・たかのす(そのた)

　　０１８-３３０１・秋田県北秋田市綴子・つつﾞれこ

　　０１８-４２４１・秋田県北秋田市道城・どうじよう

　　０１８-３４５３・秋田県北秋田市中屋敷・なかやしき

　　０１８-３４５２・秋田県北秋田市七日市・なぬかいち

　　０１８-４２７２・秋田県北秋田市新田目・にいだめ

　　０１８-４５１２・秋田県北秋田市根森田・ねもりた

　　０１８-４２０２・秋田県北秋田市八幡岱新田・はちまんたいしんでん

　　０１８-３３１２・秋田県北秋田市花園町・はなぞのちよう

　　０１８-４２８１・秋田県北秋田市羽根山・はねやま

　　０１８-３３１６・秋田県北秋田市東横町・ひがしよこまち

　　０１８-４２７１・秋田県北秋田市福田・ふくだ

　　０１８-３３３３・秋田県北秋田市坊沢・ほﾞうざわ

　　０１８-４３０３・秋田県北秋田市本城・ほんじよう

　　０１８-３３４２・秋田県北秋田市前山・まえやま

　　０１８-４２０１・秋田県北秋田市増沢・ますざわ

　　０１８-３３２１・秋田県北秋田市松葉町・まつはﾞちよう

　　０１８-４２６３・秋田県北秋田市三木田・みつきた

　　０１８-４２６２・秋田県北秋田市三里・みつさと

　　０１８-３３１５・秋田県北秋田市宮前町・みやまえちよう

　　０１８-３３２５・秋田県北秋田市元町・もとまち

　　０１８-４５１１・秋田県北秋田市森吉・もりよじ

　　０１８-４３０１・秋田県北秋田市米内沢・よないざわ

　　０１８-３３２３・秋田県北秋田市米代町・よねしろちよう

　　０１８-３４５４・秋田県北秋田市脇神・わきがみ

　　０１８-０４００・秋田県にかほ市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-０４３１・秋田県にかほ市伊勢居地・いせいじ

　　０１８-０４１１・秋田県にかほ市院内・いんない

　　０１８-０３２２・秋田県にかほ市大竹・おおたけ

　　０１８-０４１２・秋田県にかほ市小国・おぐに

　　０１８-０４２１・秋田県にかほ市釜ケ台・かまがたい

　　０１８-０１２６・秋田県にかほ市象潟町１丁目塩越・きさかたまち１ちようめしおこじ

　　０１８-０１１８・秋田県にかほ市象潟町２丁目塩越・きさかたまち２ちようめしおこじ

　　０１８-０１１９・秋田県にかほ市象潟町３丁目塩越・きさかたまち３ちようめしおこじ

　　０１８-０１１６・秋田県にかほ市象潟町４丁目塩越・きさかたまち４ちようめしおこじ

　　０１８-０１０６・秋田県にかほ市象潟町５丁目塩越・きさかたまち５ちようめしおこじ

　　０１８-０１３５・秋田県にかほ市象潟町洗釜・きさかたまちあらいがま

　　０１８-０１０７・秋田県にかほ市象潟町荒屋下・きさかたまちあらやした

　　０１８-０１０５・秋田県にかほ市象潟町荒屋妻・きさかたまちあらやつﾞま

　　０１８-０１１２・秋田県にかほ市象潟町家の後・きさかたまちいえのうしろ

　　０１８-０１０８・秋田県にかほ市象潟町入湖の澗・きさかたまちいりこのま

　　０１８-０１１５・秋田県にかほ市象潟町後田・きさかたまちうしろだ

　　０１８-０１３６・秋田県にかほ市象潟町大砂川・きさかたまちおおさがわ

　　０１８-０１２１・秋田県にかほ市象潟町大塩越・きさかたまちおおしおこじ

　　０１８-０１４２・秋田県にかほ市象潟町大須郷・きさかたまちおおすごう

　　０１８-０１６２・秋田県にかほ市象潟町大森・きさかたまちおおもり

　　０１８-０１３１・秋田県にかほ市象潟町大谷地・きさかたまちおおやち

　　０１８-０１１４・秋田県にかほ市象潟町沖の田・きさかたまちおきのた

　　０１８-０１４６・秋田県にかほ市象潟町蒲谷地・きさかたまちかはﾞやち

　　０１８-０１０３・秋田県にかほ市象潟町上狐森・きさかたまちかみきつねもり

　　０１８-０１８４・秋田県にかほ市象潟町上小坂・きさかたまちかみこさか



　　０１８-０１８８・秋田県にかほ市象潟町烏島・きさかたまちからすじま

　　０１８-０１４１・秋田県にかほ市象潟町川袋・きさかたまちかわふくろ

　　０１８-０１０９・秋田県にかほ市象潟町冠石下・きさかたまちかんむりいしした

　　０１８-０１２２・秋田県にかほ市象潟町象潟島・きさかたまちきさかたじま

　　０１８-０１０４・秋田県にかほ市象潟町狐森・きさかたまちきつねもり

　　０１８-０１０２・秋田県にかほ市象潟町木戸口・きさかたまちきどぐち

　　０１８-０１４５・秋田県にかほ市象潟町源蔵潟・きさかたまちげんぞうがた

　　０１８-０１８７・秋田県にかほ市象潟町小烏島・きさかたまちこがらすじま

　　０１８-０１７２・秋田県にかほ市象潟町小才の神・きさかたまちこさいのかみ

　　０１８-０１８３・秋田県にかほ市象潟町小坂・きさかたまちこさか

　　０１８-０１４３・秋田県にかほ市象潟町小砂川・きさかたまちこさがわ

　　０１８-０１５３・秋田県にかほ市象潟町小滝・きさかたまちこだき

　　０１８-０１５８・秋田県にかほ市象潟町琴和喜・きさかたまちことわき

　　０１８-０１２９・秋田県にかほ市象潟町才の神・きさかたまちさいのかみ

　　０１８-０１７５・秋田県にかほ市象潟町坂の下・きさかたまちさかのした

　　０１８-０１４８・秋田県にかほ市象潟町下浜山・きさかたまちしもはまやま

　　０１８-０１８１・秋田県にかほ市象潟町白山堂・きさかたまちしらやまどう

　　０１８-０１３３・秋田県にかほ市象潟町関・きさかたまちせき

　　０１８-０１６１・秋田県にかほ市象潟町大飯郷・きさかたまちだいはんごう

　　０１８-０１５６・秋田県にかほ市象潟町大門先・きさかたまちだいもんざき

　　０１８-０１６６・秋田県にかほ市象潟町高田・きさかたまちたかだ

　　０１８-０１５７・秋田県にかほ市象潟町鷹放・きさかたまちたかはなじ

　　０１８-０１４７・秋田県にかほ市象潟町立石・きさかたまちたていじ

　　０１８-０１６５・秋田県にかほ市象潟町狸森・きさかたまちたぬきもり

　　０１８-０１６７・秋田県にかほ市象潟町田の神・きさかたまちたのかみ

　　０１８-０１２８・秋田県にかほ市象潟町太郎島・きさかたまちたろうじま

　　０１８-０１７１・秋田県にかほ市象潟町続島・きさかたまちつつﾞきじま

　　０１８-０１３２・秋田県にかほ市象潟町鳥の海・きさかたまちとりのうみ

　　０１８-０１６３・秋田県にかほ市象潟町長岡・きさかたまちながおか

　　０１８-０１２７・秋田県にかほ市象潟町中橋町・きさかたまちなかはﾞしまち

　　０１８-０１４４・秋田県にかほ市象潟町中谷地・きさかたまちなかやち

　　０１８-０１５４・秋田県にかほ市象潟町二階谷地・きさかたまちにかいやち

　　０１８-０１３４・秋田県にかほ市象潟町西中野沢・きさかたまちにしなかのさわ

　　０１８-０１２５・秋田県にかほ市象潟町二の丸・きさかたまちにのまる

　　０１８-０１２４・秋田県にかほ市象潟町入道島・きさかたまちにゆうどうじま

　　０１８-０１８６・秋田県にかほ市象潟町能因島・きさかたまちのういんじま

　　０１８-０１１３・秋田県にかほ市象潟町浜の田・きさかたまちはまのた

　　０１８-０１１７・秋田県にかほ市象潟町浜畑・きさかたまちはまはた

　　０１８-０１０１・秋田県にかほ市象潟町浜山・きさかたまちはまやま

　　０１８-０１７４・秋田県にかほ市象潟町林の下・きさかたまちはやしのした

　　０１８-０１８２・秋田県にかほ市象潟町不動沢・きさかたまちふどうさわ

　　０１８-０１１１・秋田県にかほ市象潟町武道島・きさかたまちぶどうじま

　　０１８-０１５５・秋田県にかほ市象潟町弁天島・きさかたまちべんてんじま

　　０１８-０１５２・秋田県にかほ市象潟町本郷・きさかたまちほんごう

　　０１８-０１６４・秋田県にかほ市象潟町丸山・きさかたまちまるやま

　　０１８-０１２３・秋田県にかほ市象潟町妙見下・きさかたまちみようけんした

　　０１８-０１８５・秋田県にかほ市象潟町屋敷田・きさかたまちやしきだ

　　０１８-０１５１・秋田県にかほ市象潟町横岡・きさかたまちよこおか

　　０１８-０１７６・秋田県にかほ市象潟町横山・きさかたまちよこやま

　　０１８-０１７３・秋田県にかほ市象潟町四隅池・きさかたまちよすみいけ

　　０１８-０３０２・秋田県にかほ市黒川・くろかわ

　　０１８-０３１１・秋田県にかほ市金浦・このうら

　　０１８-０４０４・秋田県にかほ市芹田・せりだ

　　０１８-０４１４・秋田県にかほ市田抓・たつﾞかみ

　　０１８-０４３４・秋田県にかほ市寺田・てらだ

　　０１８-０４２２・秋田県にかほ市冬師・とうじ

　　０１８-０３０１・秋田県にかほ市飛・とび

　　０１８-０４３５・秋田県にかほ市中三地・なかさんち

　　０１８-０４３３・秋田県にかほ市畑・はた

　　０１８-０４１３・秋田県にかほ市馬場・はﾞはﾞ

　　０１８-０４３６・秋田県にかほ市樋目野・ひめの

　　０１８-０４０２・秋田県にかほ市平沢・ひらさわ

　　０１８-０３２１・秋田県にかほ市前川・まえかわ

　　０１８-０４３２・秋田県にかほ市水沢・みずさわ

　　０１８-０４０３・秋田県にかほ市三森・みつもり

　　０１８-０４０１・秋田県にかほ市両前寺・りようぜんじ

　　０１４-０３００・秋田県仙北市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１４-０３７３・秋田県仙北市角館町岩瀬・かくのだてまちいわせ

　　０１４-０３７５・秋田県仙北市角館町岩瀬下タ野・かくのだてまちいわせしたの

　　０１４-０３１６・秋田県仙北市角館町岩瀬町・かくのだてまちいわせまち



　　０１４-０３７４・秋田県仙北市角館町上野・かくのだてまちうわの

　　０１４-０３３６・秋田県仙北市角館町裏町・かくのだてまちうらまち

　　０１４-０３６４・秋田県仙北市角館町大中嶋・かくのだてまちおおなかじま

　　０１４-０３７１・秋田県仙北市角館町大風呂・かくのだてまちおおふろ

　　０１４-０３４７・秋田県仙北市角館町小勝田・かくのだてまちおがた

　　０１４-０３３２・秋田県仙北市角館町歩行町・かくのだてまちおかちまち

　　０１４-０３３４・秋田県仙北市角館町表町上丁・かくのだてまちおもてまちかみちよう

　　０１４-０３３１・秋田県仙北市角館町表町下丁・かくのだてまちおもてまちしもちよう

　　０１４-０３６７・秋田県仙北市角館町勝楽・かくのだてまちかつらく

　　０１４-０３６２・秋田県仙北市角館町金山下・かくのだてまちかなやました

　　０１４-０３２７・秋田県仙北市角館町上新町・かくのだてまちかみしんまち

　　０１４-０３６９・秋田県仙北市角館町上菅沢・かくのだてまちかみすがざわ

　　０１４-０３４６・秋田県仙北市角館町川原・かくのだてまちかわら

　　０１４-０３３３・秋田県仙北市角館町川原町・かくのだてまちかわらまち

　　０１４-０３５８・秋田県仙北市角館町川原町後・かくのだてまちかわらまちうしろ

　　０１４-０３５９・秋田県仙北市角館町北野・かくのだてまちきたの

　　０１４-０３４１・秋田県仙北市角館町雲然・かくのだてまちくもしかり

　　０１４-０３７２・秋田県仙北市角館町小館・かくのだてまちこだて

　　０１４-０３２４・秋田県仙北市角館町小人町・かくのだてまちこびとまち

　　０１４-０３６３・秋田県仙北市角館町下川原・かくのだてまちしたがわら

　　０１４-０３１３・秋田県仙北市角館町下岩瀬町・かくのだてまちしもいわせまち

　　０１４-０３１５・秋田県仙北市角館町下新町・かくのだてまちしもしんまち

　　０１４-０３６６・秋田県仙北市角館町下菅沢・かくのだてまちしもすがざわ

　　０１４-０３１７・秋田県仙北市角館町下中町・かくのだてまちしもなかまち

　　０１４-０３４３・秋田県仙北市角館町下延・かくのだてまちしものぶ

　　０１４-０３０２・秋田県仙北市角館町白岩・かくのだてまちしらいわ

　　０１４-０３６５・秋田県仙北市角館町菅沢・かくのだてまちすがざわ

　　０１４-０３０３・秋田県仙北市角館町薗田・かくのだてまちそのだ

　　０１４-０３２８・秋田県仙北市角館町竹原町・かくのだてまちたけわらまち

　　０１４-０３１１・秋田県仙北市角館町田町上丁・かくのだてまちたまちかみちよう

　　０１４-０３１２・秋田県仙北市角館町田町下丁・かくのだてまちたまちしもちよう

　　０１４-０３５２・秋田県仙北市角館町外ノ山・かくのだてまちとのやま

　　０１４-０３５５・秋田県仙北市角館町外ノ山官有地・かくのだてまちとのやまかんゆうち

　　０１４-０３６１・秋田県仙北市角館町鳥木沢・かくのだてまちとりきざわ

　　０１４-０３６８・秋田県仙北市角館町中菅沢・かくのだてまちなかすがざわ

　　０１４-０３１８・秋田県仙北市角館町中町・かくのだてまちなかまち

　　０１４-０３２２・秋田県仙北市角館町七日町・かくのだてまちなのかまち

　　０１４-０３２１・秋田県仙北市角館町西勝楽町・かくのだてまちにしかつらくまち

　　０１４-０３７９・秋田県仙北市角館町西北野・かくのだてまちにしきたの

　　０１４-０３７６・秋田県仙北市角館町西下タ野・かくのだてまちにししたの

　　０１４-０３５３・秋田県仙北市角館町西菅沢・かくのだてまちにしすがざわ

　　０１４-０３７７・秋田県仙北市角館町西田・かくのだてまちにした

　　０１４-０３４４・秋田県仙北市角館町西長野・かくのだてまちにしながの

　　０１４-０３７８・秋田県仙北市角館町西野川原・かくのだてまちにしのかわら

　　０１４-０３４２・秋田県仙北市角館町八割・かくのだてまちはちわり

　　０１４-０３５６・秋田県仙北市角館町花場・かくのだてまちはなはﾞ

　　０１４-０３５７・秋田県仙北市角館町花場下・かくのだてまちはなはﾞした

　　０１４-０３２５・秋田県仙北市角館町東勝楽丁・かくのだてまちひがしかつらくちよう

　　０１４-０３０１・秋田県仙北市角館町広久内・かくのだてまちひろくない

　　０１４-０３３７・秋田県仙北市角館町古城・かくのだてまちふるしろ

　　０１４-０３５１・秋田県仙北市角館町古城山・かくのだてまちふるしろやま

　　０１４-０３３５・秋田県仙北市角館町細越町・かくのだてまちほそごえまち

　　０１４-０３５４・秋田県仙北市角館町水ノ目沢・かくのだてまちみずのめさわ

　　０１４-０３２６・秋田県仙北市角館町山根町・かくのだてまちやまねまち

　　０１４-０３４５・秋田県仙北市角館町山谷川崎・かくのだてまちやまやかわさき

　　０１４-０３２３・秋田県仙北市角館町横町・かくのだてまちよこまち

　　０１４-１１１２・秋田県仙北市田沢湖梅沢・たざわこうめざわ

　　０１４-１１１１・秋田県仙北市田沢湖岡崎・たざわこおかざき

　　０１４-１２０１・秋田県仙北市田沢湖生保内・たざわこおほﾞない

　　０１４-１１１６・秋田県仙北市田沢湖角館東前郷・たざわこかくのだてひがしまえごう

　　０１４-１２０３・秋田県仙北市田沢湖潟・たざわこかた

　　０１４-１１１５・秋田県仙北市田沢湖小松・たざわここまつ

　　０１４-１２０２・秋田県仙北市田沢湖刺巻・たざわこさしまき

　　０１４-１１１４・秋田県仙北市田沢湖神代・たざわこじんだい

　　０１４-１１１３・秋田県仙北市田沢湖卒田・たざわこそつだ

　　０１４-１２０４・秋田県仙北市田沢湖田沢・たざわこたざわ

　　０１４-１２０５・秋田県仙北市田沢湖玉川・たざわこたまがわ

　　０１４-０５１５・秋田県仙北市西木町門屋・にしきちようかどや

　　０１４-０５１２・秋田県仙北市西木町上荒井・にしきちようかみあらい

　　０１４-０６０１・秋田県仙北市西木町上桧木内・にしきちようかみひのきない



　　０１４-０５１３・秋田県仙北市西木町小渕野・にしきちようこぶちの

　　０１４-０５１６・秋田県仙北市西木町小山田・にしきちようこやまだ

　　０１４-０５１１・秋田県仙北市西木町西明寺・にしきちようさいみようじ

　　０１４-０５１４・秋田県仙北市西木町西荒井・にしきちようにしあらい

　　０１４-０６０２・秋田県仙北市西木町桧木内・にしきちようひのきない

　　０１７-０２００・秋田県鹿角郡小坂町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１７-０２０４・秋田県鹿角郡小坂町荒谷・あらや

　　０１７-０２０３・秋田県鹿角郡小坂町上向・うわむき

　　０１７-０２０１・秋田県鹿角郡小坂町小坂・こさか

　　０１７-０２０２・秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山・こさかこうざん

　　０１７-０２０５・秋田県鹿角郡小坂町大地・だいち

　　０１８-５５１１・秋田県鹿角郡小坂町十和田湖・とわだこ

　　０１８-４４００・秋田県北秋田郡上小阿仁村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-４４３１・"秋田県北秋田郡上小阿仁村, 大林"・おおはﾞやじ

　　０１８-４４０１・秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面・ おきたおもて

　　０１８-４４２１・秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田・ こさわだ

　　０１８-４４１２・秋田県北秋田郡上小阿仁村五反沢・ ごたんざわ

　　０１８-４４１３・秋田県北秋田郡上小阿仁村杉花・ すぎはな

　　０１８-４４２２・秋田県北秋田郡上小阿仁村堂川・ どうがわ

　　０１８-４４１１・秋田県北秋田郡上小阿仁村福舘・ ふくだて

　　０１８-４４２３・秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社・ ぶつしや

　　０１８-４４３２・秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢・ みなみざわ

　　０１８-３２００・秋田県山本郡藤里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-３２０３・秋田県山本郡藤里町大沢・おおさわ

　　０１８-３２０５・秋田県山本郡藤里町粕毛・かすげ

　　０１８-３２０２・秋田県山本郡藤里町太良・だいら

　　０１８-３２０１・秋田県山本郡藤里町藤琴・ふじこと

　　０１８-３２０４・秋田県山本郡藤里町矢坂・やさか

　　０１８-２４００・秋田県山本郡三種町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-２４０５・秋田県山本郡三種町芦崎・あしざき

　　０１８-２１０２・秋田県山本郡三種町天瀬川・あませがわ

　　０１８-２４０１・秋田県山本郡三種町鵜川・うかわ

　　０１８-２４０６・秋田県山本郡三種町大口・おおくち

　　０１８-２１０４・秋田県山本郡三種町鹿渡・かど

　　０１８-２１０１・秋田県山本郡三種町上岩川・かみいわかわ

　　０１８-２４０２・秋田県山本郡三種町川尻・かわしり

　　０１８-２４０３・秋田県山本郡三種町久米岡新田・くめおかしんでん

　　０１８-２１０３・秋田県山本郡三種町鯉川・こいかわ

　　０１８-２３０１・秋田県山本郡三種町志戸橋・しとはﾞじ

　　０１８-２３０２・秋田県山本郡三種町下岩川・しもいわかわ

　　０１８-２３０５・秋田県山本郡三種町外岡・そとおか

　　０１８-２４０４・秋田県山本郡三種町富岡新田・とみおかしんでん

　　０１８-２３０４・秋田県山本郡三種町豊岡金田・とよおかきんでん

　　０１８-２４０７・秋田県山本郡三種町浜田・はまだ

　　０１８-２３０３・秋田県山本郡三種町森岳・もりたけ

　　０１８-２５００・秋田県山本郡八峰町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-２６３７・秋田県山本郡八峰町八森家の後・はちもりいえのうしろ

　　０１８-２６４３・秋田県山本郡八峰町八森家の上・はちもりいえのかみ

　　０１８-２６２２・秋田県山本郡八峰町八森家の向・はちもりいえのむかい

　　０１８-２６１５・秋田県山本郡八峰町八森伊勢鉢台・はちもりいせはﾞちだい

　　０１８-２６７６・秋田県山本郡八峰町八森磯村・はちもりいそむら

　　０１８-２６１１・秋田県山本郡八峰町八森岩館・はちもりいわだて

　　０１８-２６０５・秋田県山本郡八峰町八森岩館塚の台・はちもりいわだてつかのだい

　　０１８-２６０８・秋田県山本郡八峰町八森岩館向台・はちもりいわだてむかいだい

　　０１８-２６０１・秋田県山本郡八峰町八森乙の水・はちもりおとのみず

　　０１８-２６７５・秋田県山本郡八峰町八森篭田・はちもりかごた

　　０１８-２６０９・秋田県山本郡八峰町八森門の沢・はちもりかどのさわ

　　０１８-２６４７・秋田県山本郡八峰町八森鹿の浦・はちもりかのうら

　　０１８-２６０６・秋田県山本郡八峰町八森釜の上・はちもりかまのうえ

　　０１８-２６７４・秋田県山本郡八峰町八森上家後・はちもりかみいえうしろ

　　０１８-２６３６・秋田県山本郡八峰町八森上嘉治助台・はちもりかみかじすけだい

　　０１８-２６１８・秋田県山本郡八峰町八森木戸の沢・はちもりきどのさわ

　　０１８-２６５３・秋田県山本郡八峰町八森倉の沢・はちもりくらのさわ

　　０１８-２６１４・秋田県山本郡八峰町八森小入川家の上・はちもりこいりかわいえのかみ

　　０１８-２６１３・秋田県山本郡八峰町八森鉱山・はちもりこうざん

　　０１８-２６１７・秋田県山本郡八峰町八森御所の台・はちもりごしよのだい

　　０１８-２６３１・秋田県山本郡八峰町八森五輪台下段・はちもりごりんだいげだん

　　０１８-２６３３・秋田県山本郡八峰町八森五輪台上段・はちもりごりんだいじようだん

　　０１８-２６３２・秋田県山本郡八峰町八森三十釜・はちもりさんじゆうがま

　　０１８-２６２７・秋田県山本郡八峰町八森山内・はちもりさんない



　　０１８-２６２５・秋田県山本郡八峰町八森山内台・はちもりさんないだい

　　０１８-２６７２・秋田県山本郡八峰町八森下家後・はちもりしもいえうしろ

　　０１８-２６３５・秋田県山本郡八峰町八森下嘉治助台・はちもりしもかじすけだい

　　０１８-２６５１・秋田県山本郡八峰町八森下館下・はちもりしもたてした

　　０１８-２６６２・秋田県山本郡八峰町八森新浜田・はちもりしんはまだ

　　０１８-２６３４・秋田県山本郡八峰町八森滝の上・はちもりたきのうえ

　　０１８-２６２３・秋田県山本郡八峰町八森滝ノ間・はちもりたきのま

　　０１８-２６２８・秋田県山本郡八峰町八森立石・はちもりたていじ

　　０１８-２６０２・秋田県山本郡八峰町八森チゴキ・はちもりちごき

　　０１８-２６２１・秋田県山本郡八峰町八森茶の沢・はちもりちやのさわ

　　０１８-２６４６・秋田県山本郡八峰町八森塚の台・はちもりつかのだい

　　０１８-２６４２・秋田県山本郡八峰町八森椿・はちもりつはﾞき

　　０１８-２６４４・秋田県山本郡八峰町八森椿台・はちもりつはﾞきだい

　　０１８-２６６６・秋田県山本郡八峰町八森寺の後・はちもりてらのうしろ

　　０１８-２６６５・秋田県山本郡八峰町八森寺の後川向・はちもりてらのうしろかわむかい

　　０１８-２６４８・秋田県山本郡八峰町八森泊台・はちもりとまりだい

　　０１８-２６６３・秋田県山本郡八峰町八森樋長・はちもりとよなが

　　０１８-２６７３・秋田県山本郡八峰町八森中家後・はちもりなかいえうしろ

　　０１８-２６１９・秋田県山本郡八峰町八森長坂・はちもりながさか

　　０１８-２６４５・秋田県山本郡八峰町八森中嶋・はちもりなかじま

　　０１８-２６４１・秋田県山本郡八峰町八森中浜・はちもりなかはま

　　０１８-２６１２・秋田県山本郡八峰町八森ノケソリ・はちもりのけそり

　　０１８-２６７８・秋田県山本郡八峰町八森八森・はちもりはちもり

　　０１８-２６６７・秋田県山本郡八峰町八森八森家後・はちもりはちもりいえうしろ

　　０１８-２６７７・秋田県山本郡八峰町八森八森後・はちもりはちもりうしろ

　　０１８-２６６１・秋田県山本郡八峰町八森浜田・はちもりはまだ

　　０１８-２６０７・秋田県山本郡八峰町八森林の沢・はちもりはやしのさわ

　　０１８-２６６４・秋田県山本郡八峰町八森古屋敷・はちもりふるやしき

　　０１８-２６１６・秋田県山本郡八峰町八森三沢・はちもりみさわ

　　０１８-２６３８・秋田県山本郡八峰町八森茂浦・はちもりもうら

　　０１８-２６５５・秋田県山本郡八峰町八森本館・はちもりもとだて

　　０１８-２６５２・秋田県山本郡八峰町八森本館中台・はちもりもとだてなかだい

　　０１８-２６０３・秋田県山本郡八峰町八森物見・はちもりものみ

　　０１８-２６５４・秋田県山本郡八峰町八森諸沢口・はちもりもろさわぐち

　　０１８-２６５６・秋田県山本郡八峰町八森諸沢下脇・はちもりもろさわしもわき

　　０１８-２６７１・秋田県山本郡八峰町八森湯の尻・はちもりゆのしり

　　０１８-２６２６・秋田県山本郡八峰町八森横間・はちもりよこま

　　０１８-２６２４・秋田県山本郡八峰町八森横間台・はちもりよこまだい

　　０１８-２６０４・秋田県山本郡八峰町八森和田表・はちもりわだおもて

　　０１８-２５０４・秋田県山本郡八峰町峰浜石川・みねはまいしかわ

　　０１８-２５０５・秋田県山本郡八峰町峰浜内荒巻・みねはまうちあらまき

　　０１８-２５１１・秋田県山本郡八峰町峰浜高野々・みねはまこうやの

　　０１８-２５０６・秋田県山本郡八峰町峰浜小手萩・みねはまこてはぎ

　　０１８-２５０８・秋田県山本郡八峰町峰浜坂形・みねはまさかがた

　　０１８-２５０７・秋田県山本郡八峰町峰浜田中・みねはまたなか

　　０１８-２５０９・秋田県山本郡八峰町峰浜沼田・みねはまぬまた

　　０１８-２５１２・秋田県山本郡八峰町峰浜畑谷・みねはまはたや

　　０１８-２５０３・秋田県山本郡八峰町峰浜塙・みねはまはなわ

　　０１８-２５０１・秋田県山本郡八峰町峰浜水沢・みねはまみずさわ

　　０１８-２５０２・秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟・みねはまめながた

　　０１８-１７００・秋田県南秋田郡五城目町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-１７０４・秋田県南秋田郡五城目町石田六ケ村堰添・いしだろつかそんせきぞい

　　０１８-１７４３・秋田県南秋田郡五城目町稲荷前・いなりまえ

　　０１８-１８５１・秋田県南秋田郡五城目町内川浅見内・うちかわあさみない

　　０１８-１８５７・秋田県南秋田郡五城目町内川小倉・うちかわおぐら

　　０１８-１８５４・秋田県南秋田郡五城目町内川黒土・うちかわくろつち

　　０１８-１８５２・秋田県南秋田郡五城目町内川湯ノ又・うちかわゆのまた

　　０１８-１７２２・秋田県南秋田郡五城目町鵜ノ木・うのき

　　０１８-１７４１・秋田県南秋田郡五城目町浦大町・うらおおまち

　　０１８-１７４２・秋田県南秋田郡五城目町浦横町・うらよこまち

　　０１８-１７０５・秋田県南秋田郡五城目町上町・うわまち

　　０１８-１７３１・秋田県南秋田郡五城目町大川石崎・おおかわいしざき

　　０１８-１７３４・秋田県南秋田郡五城目町大川大川・おおかわおおかわ

　　０１８-１７３５・秋田県南秋田郡五城目町大川下樋口・おおかわしもとよぐち

　　０１８-１７３２・秋田県南秋田郡五城目町大川西野・おおかわにしの

　　０１８-１７３３・秋田県南秋田郡五城目町大川谷地中・おおかわやちなか

　　０１８-１７２３・秋田県南秋田郡五城目町上樋口・かみひぐち

　　０１８-１７４５・秋田県南秋田郡五城目町川崎・かわさき

　　０１８-１７１２・秋田県南秋田郡五城目町久保・くほﾞ

　　０１８-１７４６・秋田県南秋田郡五城目町小池・こいけ



　　０１８-１７０６・秋田県南秋田郡五城目町下タ町・したまち

　　０１８-１７４４・秋田県南秋田郡五城目町神明前・しんめいまえ

　　０１８-１７０２・秋田県南秋田郡五城目町杉ケ崎・すぎがさき

　　０１８-１７１１・秋田県南秋田郡五城目町高崎・たかさき

　　０１８-１７１４・秋田県南秋田郡五城目町舘越・たてごじ

　　０１８-１７０１・秋田県南秋田郡五城目町兎品沢・とひんざわ

　　０１８-１７２１・秋田県南秋田郡五城目町七倉・ななくら

　　０１８-１７２５・秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目・にしいそのめ

　　０１８-１７４７・秋田県南秋田郡五城目町野田・のだ

　　０１８-１７０３・秋田県南秋田郡五城目町羽黒前・はぐろまえ

　　０１８-１７１３・秋田県南秋田郡五城目町馬場目・はﾞはﾞめ

　　０１８-１７２４・秋田県南秋田郡五城目町東磯ノ目・ひがしいそのめ

　　０１８-１８５６・秋田県南秋田郡五城目町富津内下山内・ふつないしもさんない

　　０１８-１８５５・秋田県南秋田郡五城目町富津内富田・ふつないとみた

　　０１８-１８５３・秋田県南秋田郡五城目町富津内中津又・ふつないなかつまた

　　０１８-１６００・秋田県南秋田郡八郎潟町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-１６２１・秋田県南秋田郡八郎潟町家の後・いえのうしろ

　　０１８-１６１７・秋田県南秋田郡八郎潟町イカリ・いかり

　　０１８-１６０２・秋田県南秋田郡八郎潟町浦大町・うらおおまち

　　０１８-１６１６・秋田県南秋田郡八郎潟町大道・おおみち

　　０１８-１６２７・秋田県南秋田郡八郎潟町押切・おしきり

　　０１８-１６１５・秋田県南秋田郡八郎潟町蒲沼・がまぬま

　　０１８-１６１１・秋田県南秋田郡八郎潟町上沖谷地・かみおきやち

　　０１８-１６１３・秋田県南秋田郡八郎潟町上昼根・かみひるね

　　０１８-１６１８・秋田県南秋田郡八郎潟町川口・かわぐち

　　０１８-１６０５・秋田県南秋田郡八郎潟町川崎・かわさき

　　０１８-１６２５・秋田県南秋田郡八郎潟町久保見・くほﾞみ

　　０１８-１６０３・秋田県南秋田郡八郎潟町小池・こいけ

　　０１８-１６２８・秋田県南秋田郡八郎潟町島ノ内・しまのうち

　　０１８-１６２３・秋田県南秋田郡八郎潟町下川原・しもかわら

　　０１８-１６３５・秋田県南秋田郡八郎潟町洲先・すさき

　　０１８-１６２４・秋田県南秋田郡八郎潟町中久保・なかくほﾞ

　　０１８-１６２９・秋田県南秋田郡八郎潟町中嶋・なかじま

　　０１８-１６１４・秋田県南秋田郡八郎潟町中田・なかだ

　　０１８-１６３３・秋田県南秋田郡八郎潟町中谷地・なかやち

　　０１８-１６３２・秋田県南秋田郡八郎潟町長沼・ながぬま

　　０１８-１６３４・秋田県南秋田郡八郎潟町軒嶋・のきしま

　　０１８-１６０４・秋田県南秋田郡八郎潟町野田・のだ

　　０１８-１６３１・秋田県南秋田郡八郎潟町八幡沼・はちまぬま

　　０１８-１６２２・秋田県南秋田郡八郎潟町一日市・ひといち

　　０１８-１６１２・秋田県南秋田郡八郎潟町昼根下・ひるねした

　　０１８-１６２６・秋田県南秋田郡八郎潟町細川・ほそかわ

　　０１８-１６０１・秋田県南秋田郡八郎潟町真坂・まさか

　　０１８-１６０６・秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋・やしやふくろ

　　０１８-１５００・秋田県南秋田郡井川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-１５２５・秋田県南秋田郡井川町赤沢・あかさわ

　　０１８-１５２７・秋田県南秋田郡井川町井内・いない

　　０１８-１５１１・秋田県南秋田郡井川町今戸・いまど

　　０１８-１５１４・秋田県南秋田郡井川町宇治木・うじき

　　０１８-１５２４・秋田県南秋田郡井川町大麦・おおむぎ

　　０１８-１５１２・秋田県南秋田郡井川町北川尻・きたかわしり

　　０１８-１５１３・秋田県南秋田郡井川町黒坪・くろつほﾞ

　　０１８-１５１５・秋田県南秋田郡井川町小竹花・こだけはな

　　０１８-１５２３・秋田県南秋田郡井川町坂本・さかもと

　　０１８-１５２６・秋田県南秋田郡井川町寺沢・てらさわ

　　０１８-１５２８・秋田県南秋田郡井川町葹田・なもみだ

　　０１８-１５２１・秋田県南秋田郡井川町八田大倉・はつたおおくら

　　０１８-１５１６・秋田県南秋田郡井川町浜井川・はまいかわ

　　０１８-１５２２・秋田県南秋田郡井川町保野子・ほのこ

　　０１０-０４００・秋田県南秋田郡大潟村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１０-０４５１・秋田県南秋田郡大潟村大潟・ おおがた

　　０１０-０４５２・秋田県南秋田郡大潟村方上・ かたがみ

　　０１０-０４５３・秋田県南秋田郡大潟村方口・ かたぐち

　　０１０-０４４１・秋田県南秋田郡大潟村北・ きた

　　０１０-０４４３・秋田県南秋田郡大潟村中央・ ちゆうおう

　　０１０-０４５４・秋田県南秋田郡大潟村中野・ なかの

　　０１０-０４４５・"秋田県南秋田郡大潟村, 西"・にじ

　　０１０-０４５５・秋田県南秋田郡大潟村西野・ にしの

　　０１０-０４４２・"秋田県南秋田郡大潟村, 東"・ひがじ

　　０１０-０４５６・秋田県南秋田郡大潟村東野・ ひがしの



　　０１０-０４４４・秋田県南秋田郡大潟村南・ みなみ

　　０１９-１４００・秋田県仙北郡美郷町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１９-１５３３・秋田県仙北郡美郷町安城寺・あんじようじ

　　０１９-１２３４・秋田県仙北郡美郷町飯詰・いいつﾞめ

　　０１９-１３０２・秋田県仙北郡美郷町金沢・かねざわ

　　０１９-１２３５・秋田県仙北郡美郷町金沢西根・かねざわにしね

　　０１９-１５２２・秋田県仙北郡美郷町金沢東根・かねざわひがしね

　　０１９-１２３６・秋田県仙北郡美郷町上深井・かみふかい

　　０１９-１５１１・秋田県仙北郡美郷町黒沢・くろさわ

　　０１９-１５４２・秋田県仙北郡美郷町小荒川・こあらかわ

　　０１９-１２３３・秋田県仙北郡美郷町境田・さかいだ

　　０１９-１２３７・秋田県仙北郡美郷町佐野・さの

　　０１９-１５０２・秋田県仙北郡美郷町千屋・せんや

　　０１９-１５４１・秋田県仙北郡美郷町土崎・つちざき

　　０１９-１２３２・秋田県仙北郡美郷町天神堂・てんじんどう

　　０１９-１５２１・秋田県仙北郡美郷町中野・なかの

　　０１９-１５０１・秋田県仙北郡美郷町浪花・なにわ

　　０１９-１３０１・秋田県仙北郡美郷町野荒町・のあらまち

　　０１９-１４０２・秋田県仙北郡美郷町野中・のなか

　　０１９-１５３１・秋田県仙北郡美郷町畑屋・はたや

　　０１９-１５３２・秋田県仙北郡美郷町羽貫谷地・はぬきやち

　　０１９-１５１２・秋田県仙北郡美郷町本堂城回・ほんどうしろまわり

　　０１９-１２３１・秋田県仙北郡美郷町南町・みなみまち

　　０１９-１４０１・秋田県仙北郡美郷町鑓田・やりだ

　　０１９-１４０４・秋田県仙北郡美郷町六郷・ろくごう

　　０１９-１４０３・秋田県仙北郡美郷町六郷東根・ろくごうひがしね

　　０１２-１１００・秋田県雄勝郡羽後町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１２-１１２４・秋田県雄勝郡羽後町赤袴・あかはﾞかま

　　０１２-１１３６・秋田県雄勝郡羽後町飯沢・いいざわ

　　０１２-１１２１・秋田県雄勝郡羽後町大久保・おおくほﾞ

　　０１２-１１０１・秋田県雄勝郡羽後町大沢・おおさわ

　　０１２-１１３２・秋田県雄勝郡羽後町大戸・おおど

　　０１２-１１２３・秋田県雄勝郡羽後町貝沢・かいざわ

　　０１２-１１２２・秋田県雄勝郡羽後町柏原・かしわはﾞら

　　０１２-１３５３・秋田県雄勝郡羽後町上仙道・かみせんどう

　　０１２-１２４２・秋田県雄勝郡羽後町上到米・かみとうまい

　　０１２-１２４３・秋田県雄勝郡羽後町軽井沢・かるいざわ

　　０１２-１１１３・秋田県雄勝郡羽後町郡山・こおりやま

　　０１２-１１３５・秋田県雄勝郡羽後町鹿内・しかない

　　０１２-１１１１・秋田県雄勝郡羽後町嶋田新田・しまだしんでん

　　０１２-１３５１・秋田県雄勝郡羽後町下仙道・しもせんどう

　　０１２-１１０２・秋田県雄勝郡羽後町新町・しんまち

　　０１２-１１２６・秋田県雄勝郡羽後町杉宮・すぎのみや

　　０１２-１１１６・秋田県雄勝郡羽後町高尾田・たこうだ

　　０１２-１１３４・秋田県雄勝郡羽後町田沢・たざわ

　　０１２-１２４１・秋田県雄勝郡羽後町田代・たしろ

　　０１２-１１１５・秋田県雄勝郡羽後町足田・たらだ

　　０１２-１１３３・秋田県雄勝郡羽後町床舞・とこまい

　　０１２-１３５２・秋田県雄勝郡羽後町中仙道・なかせんどう

　　０１２-１１３１・秋田県雄勝郡羽後町西馬音内・にしもない

　　０１２-１１３７・秋田県雄勝郡羽後町西馬音内堀回・にしもないほりまわり

　　０１２-１１１４・秋田県雄勝郡羽後町糠塚・ぬかつﾞか

　　０１２-１１２５・秋田県雄勝郡羽後町野中・のなか

　　０１２-１１０３・秋田県雄勝郡羽後町林崎・はやしざき

　　０１２-１１０６・秋田県雄勝郡羽後町払体・ほつたい

　　０１２-１１０４・秋田県雄勝郡羽後町堀内・ほりうち

　　０１２-１１０５・秋田県雄勝郡羽後町水沢・みずさわ

　　０１２-１１１２・秋田県雄勝郡羽後町睦合・むつあい

　　０１９-０８００・秋田県雄勝郡東成瀬村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１９-０８０２・秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川・ いわいかわ

　　０１９-０８０１・秋田県雄勝郡東成瀬村田子内・ たごない

　　０１９-０８０３・秋田県雄勝郡東成瀬村椿川・ つはﾞきかわ




