
合併に伴う住所表示の変更合併に伴う住所表示の変更

住所変更の証明書について
　合併に伴う住所変更の証明書（無料）を、各地区行政センターで発行します。
　住所変更の手続に際し、証明が必要な方は申し出てください。

【書式例】

行政区画変更証明書

フリガナ ﾀﾃﾔﾏ　ﾊﾅｺ 性別 生　年　月　日

氏　　名 立山　花子 女 昭和40年11月1日

変更内容
　住所の表示
　　変更前：富山県射水郡小杉町戸破１５１１番地
　　変更後：富山県射水市戸破１５１１番地
　本籍の表示
　　変更前：富山県新湊市本町二丁目１０番
　　変更後：富山県射水市本町二丁目１０番

平成 17 年 11 月１日、行政区画変更により、上記のとおり変更したことを証明します。

　　　　平成 17 年 11 月１日

富山県射水市長（職務執行者）名　　　印

合併後の住所表示

　平成１７年１１月１日から住所表示が変更になります。
　合併に伴い、新湊市、小杉町、大門町、大島町、下村は「射水市」となります。 

【市・郡町村名の変更】

合併前 合併後

新 湊 市  

射水郡小杉町 

射水郡大門町 

射水郡大島町 

射 水 郡 下 村

射水市 

【例】各市町村役場の住所表示の変更

合併前 合　併　後

新湊市本町二丁目10番30号 射水市本町二丁目10番30号

射水郡小杉町戸破1511番地 射水市戸破1511番地

射水郡大門町二口1081番地 射水市二口1081番地

射水郡大島町小島703番地 射水市小島703番地

射水郡下村加茂中部893番地 射水市加茂中部893番地

　字名については、原則として従前どおりですが、同一名称の場合は次のとおり変更となります。 

【字名の変更】 

合併前 合併後

射水郡小杉町北野 射水市小杉北野 

射水郡小杉町下条 射 水 市 橋 下 条 

射水郡小杉町白石 射水市小杉白石 

射水郡大門町本江 射水市大門本江 
射水郡大島町北野 

(小字のある区域は除く) 
射水市大島北野 

射水郡下村三箇 射水市下村三箇 

射水郡下村小杉 射水市倉垣小杉 

郵便番号について
　郵便番号は、合併に伴う変更はありません。 

電話番号について
　電話番号 ( 市外局番・市内局番 ) は、合併に伴っての変更はありません。

【同一の字名（小字、地番で区別できるもの）】 

関係町名 字　　名

小　杉　町 
黒河新 

黒河又新

大　門　町  

黒河新

黒河又新

島

二口

大　島　町

黒河又新

島

二口
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合併前の住所表示 合併後の住所表示 よ　み　が　な

新湊市 足洗新町一丁目 射水市 足洗新町一丁目 いみずし あしあらいしんまち1ちょうめ

新湊市 有磯一丁目 射水市 有磯一丁目 いみずし ありそ1ちょうめ

新湊市 有磯二丁目 射水市 有磯二丁目 いみずし ありそ2ちょうめ

新湊市 今井 射水市 今井 いみずし いまい

新湊市 射水町一丁目 射水市 射水町一丁目 いみずし いみずちょう1ちょうめ

新湊市 射水町二丁目 射水市 射水町二丁目 いみずし いみずちょう2ちょうめ

新湊市 海老江 射水市 海老江 いみずし えびえ

新湊市 海老江七軒 射水市 海老江七軒 いみずし えびえしちけん

新湊市 海老江練合 射水市 海老江練合 いみずし えびえねりや

新湊市 海老江浜開 射水市 海老江浜開 いみずし えびえはまびらき

新湊市 沖 射水市 沖 いみずし おき

新湊市 沖塚原 射水市 沖塚原 いみずし おきつかはら

新湊市 海王町 射水市 海王町 いみずし かいおうまち

新湊市 海竜町 射水市 海竜町 いみずし かいりゅうまち

新湊市 海竜新町 射水市 海竜新町 いみずし かいりゅうしんまち

新湊市 鏡宮 射水市 鏡宮 いみずし かがのみや

新湊市 神楽町 射水市 神楽町 いみずし かぐらまち

新湊市 片口 射水市 片口 いみずし かたぐち

新湊市 片口久々江 射水市 片口久々江 いみずし かたぐちくぐえ

新湊市 片口高場 射水市 片口高場 いみずし かたぐちたかば

新湊市 かもめ台 射水市 かもめ台 いみずし かもめだい

新湊市 川口 射水市 川口 いみずし かわぐち

新湊市 川口宮袋入会地 射水市 川口宮袋入会地 いみずし かわぐちみやぶくろいりあいち

新湊市 久々湊 射水市 久々湊 いみずし くぐみなと

新湊市 草岡町一丁目 射水市 草岡町一丁目 いみずし くさおかちょう1ちょうめ

新湊市 草岡町二丁目 射水市 草岡町二丁目 いみずし くさおかちょう2ちょうめ

新湊市 越の潟町 射水市 越の潟町 いみずし こしのかたまち

新湊市 桜町 射水市 桜町 いみずし さくらまち

新湊市 七美 射水市 七美 いみずし しちみ

新湊市 七美一丁目 射水市 七美一丁目 いみずし しちみ1ちょうめ

新湊市 七美二丁目 射水市 七美二丁目 いみずし しちみ2ちょうめ

新湊市 七美中野 射水市 七美中野 いみずし しちみなかの

新湊市 庄川本町 射水市 庄川本町 いみずし しょうがわほんまち

新湊市 庄西町一丁目 射水市 庄西町一丁目 いみずし しょうせいまち1ちょうめ

新湊市 庄西町二丁目 射水市 庄西町二丁目 いみずし しょうせいまち2ちょうめ

新湊市 新片町一丁目 射水市 新片町一丁目 いみずし しんかたまち1ちょうめ

新湊市 新片町二丁目 射水市 新片町二丁目 いみずし しんかたまち2ちょうめ

新湊市 新片町三丁目 射水市 新片町三丁目 いみずし しんかたまち3ちょうめ

新湊市 新片町四丁目 射水市 新片町四丁目 いみずし しんかたまち4ちょうめ

新湊市 新片町五丁目 射水市 新片町五丁目 いみずし しんかたまち5ちょうめ

新湊市 新堀 射水市 新堀 いみずし しんぼり

新湊市 善光寺 射水市 善光寺 いみずし ぜんこうじ

新湊市 高木 射水市 高木 いみずし たかき

新湊市 高場新町一丁目 射水市 高場新町一丁目 いみずし たかばしんまち1ちょうめ

合併後の住所一覧
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合併前の住所表示 合併後の住所表示 よ　み　が　な

新湊市 高場新町二丁目 射水市 高場新町二丁目 いみずし たかばしんまち2ちょうめ

新湊市 高場新町三丁目 射水市 高場新町三丁目 いみずし たかばしんまち3ちょうめ

新湊市 高場新町四丁目 射水市 高場新町四丁目 いみずし たかばしんまち4ちょうめ

新湊市 立町 射水市 立町 いみずし たてまち

新湊市 中央町 射水市 中央町 いみずし ちゅうおうまち

新湊市 作道 射水市 作道 いみずし つくりみち

新湊市 津幡江 射水市 津幡江 いみずし つばたえ

新湊市 寺塚原 射水市 寺塚原 いみずし てらつかはら

新湊市 東明七軒 射水市 東明七軒 いみずし とうめいしちけん

新湊市 東明中町 射水市 東明中町 いみずし とうめいなかまち

新湊市 東明西町 射水市 東明西町 いみずし とうめいにしまち

新湊市 東明東町 射水市 東明東町 いみずし とうめいひがしまち

新湊市 殿村 射水市 殿村 いみずし とのむら

新湊市 中新湊 射水市 中新湊 いみずし なかしんみなと

新湊市 奈呉の江 射水市 奈呉の江 いみずし なごのえ

新湊市 西新湊 射水市 西新湊 いみずし にししんみなと

新湊市 二の丸町 射水市 二の丸町 いみずし にのまるまち

新湊市 布目 射水市 布目 いみずし ぬのめ

新湊市 野村 射水市 野村 いみずし のむら

新湊市 八幡町一丁目 射水市 八幡町一丁目 いみずし はちまんまち1ちょうめ

新湊市 八幡町二丁目 射水市 八幡町二丁目 いみずし はちまんまち2ちょうめ

新湊市 八幡町三丁目 射水市 八幡町三丁目 いみずし はちまんまち3ちょうめ

新湊市 浜開新町 射水市 浜開新町 いみずし はまびらきしんまち

新湊市 坂東 射水市 坂東 いみずし ばんどう

新湊市 放生津町 射水市 放生津町 いみずし ほうじょうづまち

新湊市 朴木 射水市 朴木 いみずし ほおのき

新湊市 堀江千石 射水市 堀江千石 いみずし ほりえせんごく

新湊市 堀岡 射水市 堀岡 いみずし ほりおか

新湊市 堀岡新明神 射水市 堀岡新明神 いみずし ほりおかしんみょうじん

新湊市 堀岡古明神 射水市 堀岡古明神 いみずし ほりおかふるみょうじん

新湊市 堀岡明神新 射水市 堀岡明神新 いみずし ほりおかみょうじんしん

新湊市 本江 射水市 本江 いみずし ほんごう

新湊市 本江北 射水市 本江北 いみずし ほんごうきた

新湊市 本江三箇 射水市 本江三箇 いみずし ほんごうさんが

新湊市 本江利波 射水市 本江利波 いみずし ほんごうとなみ

新湊市 本江中 射水市 本江中 いみずし ほんごうなか

新湊市 本江中新 射水市 本江中新 いみずし ほんごうなかしん

新湊市 本江西 射水市 本江西 いみずし ほんごうにし

新湊市 本江後新 射水市 本江後新 いみずし ほんごうのちしん

新湊市 本江針山 射水市 本江針山 いみずし ほんごうはりやま

新湊市 本江針山新 射水市 本江針山新 いみずし ほんごうはりやましん

新湊市 本江針山開 射水市 本江針山開 いみずし ほんごうはりやまびらき

新湊市 本江東 射水市 本江東 いみずし ほんごうひがし
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合併前の住所表示 合併後の住所表示 よ　み　が　な

新湊市 本江南 射水市 本江南 いみずし ほんごうみなみ

新湊市 本町一丁目 射水市 本町一丁目 いみずし ほんまち1ちょうめ

新湊市 本町二丁目 射水市 本町二丁目 いみずし ほんまち2ちょうめ

新湊市 本町三丁目 射水市 本町三丁目 いみずし ほんまち3ちょうめ

新湊市 松木 射水市 松木 いみずし まつのき

新湊市 三日曽根 射水市 三日曽根 いみずし みっかそね

新湊市 緑町 射水市 緑町 いみずし みどりまち

新湊市 港町 射水市 港町 いみずし みなとまち

新湊市 宮袋 射水市 宮袋 いみずし みやぶくろ

射水郡小杉町 青井谷 射水市 青井谷 いみずし あおいだに

射水郡小杉町 池多 射水市 池多 いみずし いけだ

射水郡小杉町 一条 射水市 一条 いみずし いちじょう

射水郡小杉町 稲積 射水市 稲積 いみずし いなづみ

射水郡小杉町 上野 射水市 上野 いみずし うわの

射水郡小杉町 大江 射水市 大江 いみずし おうご

射水郡小杉町 北野 射水市 小杉北野 いみずし こすぎきたの

射水郡小杉町 黒河 射水市 黒河 いみずし くろがわ

射水郡小杉町 黒河新 射水市 黒河新 いみずし くろがわしん

射水郡小杉町 黒河又新 射水市 黒河又新 いみずし くろがわまたしん

射水郡小杉町 下条 射水市 橋下条 いみずし はしげじょう

射水郡小杉町 下条新 射水市 下条新 いみずし げじょうしん

射水郡小杉町 三ケ 射水市 三ケ いみずし さんが

射水郡小杉町 椎土 射水市 椎土 いみずし しいど

射水郡小杉町 浄土寺 射水市 浄土寺 いみずし じょうどじ

射水郡小杉町 白石 射水市 小杉白石 いみずし こすぎしらいし

射水郡小杉町 宿屋 射水市 宿屋 いみずし しくや

射水郡小杉町 太閤町 射水市 太閤町 いみずし たいこうちょう

射水郡小杉町 太閤山一丁目 射水市 太閤山一丁目 いみずし たいこうやま1ちょうめ

射水郡小杉町 太閤山二丁目 射水市 太閤山二丁目 いみずし たいこうやま2ちょうめ

射水郡小杉町 太閤山三丁目 射水市 太閤山三丁目 いみずし たいこうやま3ちょうめ

射水郡小杉町 太閤山四丁目 射水市 太閤山四丁目 いみずし たいこうやま4ちょうめ

射水郡小杉町 太閤山五丁目 射水市 太閤山五丁目 いみずし たいこうやま5ちょうめ

射水郡小杉町 太閤山六丁目 射水市 太閤山六丁目 いみずし たいこうやま6ちょうめ

射水郡小杉町 太閤山七丁目 射水市 太閤山七丁目 いみずし たいこうやま7ちょうめ

射水郡小杉町 太閤山八丁目 射水市 太閤山八丁目 いみずし たいこうやま8ちょうめ

射水郡小杉町 太閤山九丁目 射水市 太閤山九丁目 いみずし たいこうやま9ちょうめ

射水郡小杉町 太閤山十丁目 射水市 太閤山十丁目 いみずし たいこうやま10ちょうめ

射水郡小杉町 太閤山十一丁目 射水市 太閤山十一丁目 いみずし たいこうやま11ちょうめ

射水郡小杉町 塚越 射水市 塚越 いみずし つかごし

射水郡小杉町 手崎 射水市 手崎 いみずし てさき

射水郡小杉町 土代 射水市 土代 いみずし どだい

射水郡小杉町 中老田 射水市 中老田 いみずし なかおいだ
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合併前の住所表示 合併後の住所表示 よ　み　が　な

射水郡小杉町 中老田新 射水市 中老田新 いみずし なかおいだしん

射水郡小杉町 中太閤山一丁目 射水市 中太閤山一丁目 いみずし なかたいこうやま1ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山二丁目 射水市 中太閤山二丁目 いみずし なかたいこうやま2ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山三丁目 射水市 中太閤山三丁目 いみずし なかたいこうやま3ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山四丁目 射水市 中太閤山四丁目 いみずし なかたいこうやま4ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山五丁目 射水市 中太閤山五丁目 いみずし なかたいこうやま5ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山六丁目 射水市 中太閤山六丁目 いみずし なかたいこうやま6ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山七丁目 射水市 中太閤山七丁目 いみずし なかたいこうやま7ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山八丁目 射水市 中太閤山八丁目 いみずし なかたいこうやま8ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山九丁目 射水市 中太閤山九丁目 いみずし なかたいこうやま9ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山十丁目 射水市 中太閤山十丁目 いみずし なかたいこうやま10ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山十一丁目 射水市 中太閤山十一丁目 いみずし なかたいこうやま11ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山十二丁目 射水市 中太閤山十二丁目 いみずし なかたいこうやま12ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山十三丁目 射水市 中太閤山十三丁目 いみずし なかたいこうやま13ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山十四丁目 射水市 中太閤山十四丁目 いみずし なかたいこうやま14ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山十五丁目 射水市 中太閤山十五丁目 いみずし なかたいこうやま15ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山十六丁目 射水市 中太閤山十六丁目 いみずし なかたいこうやま16ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山十七丁目 射水市 中太閤山十七丁目 いみずし なかたいこうやま17ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山十八丁目 射水市 中太閤山十八丁目 いみずし なかたいこうやま18ちょうめ

射水郡小杉町 中太閤山十九丁目 射水市 中太閤山十九丁目 いみずし なかたいこうやま19ちょうめ

射水郡小杉町 西高木 射水市 西高木 いみずし にしたかぎ

射水郡小杉町 入会地 射水市 入会地 いみずし にゅうかいち

射水郡小杉町 西老田新 射水市 西老田新 いみずし にしおいだしん

射水郡小杉町 野手 射水市 野手 いみずし のて

射水郡小杉町 東太閤山一丁目 射水市 東太閤山一丁目 いみずし ひがしたいこうやま1ちょうめ

射水郡小杉町 東太閤山二丁目 射水市 東太閤山二丁目 いみずし ひがしたいこうやま2ちょうめ

射水郡小杉町 東太閤山三丁目 射水市 東太閤山三丁目 いみずし ひがしたいこうやま3ちょうめ

射水郡小杉町 東太閤山四丁目 射水市 東太閤山四丁目 いみずし ひがしたいこうやま4ちょうめ

射水郡小杉町 日宮 射水市 日宮 いみずし ひのみや

射水郡小杉町 戸破 射水市 戸破 いみずし ひばり

射水郡小杉町 平野 射水市 平野 いみずし ひらの

射水郡小杉町 南太閤山一丁目 射水市 南太閤山一丁目 いみずし みなみたいこうやま1ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山二丁目 射水市 南太閤山二丁目 いみずし みなみたいこうやま2ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山三丁目 射水市 南太閤山三丁目 いみずし みなみたいこうやま3ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山四丁目 射水市 南太閤山四丁目 いみずし みなみたいこうやま4ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山五丁目 射水市 南太閤山五丁目 いみずし みなみたいこうやま5ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山六丁目 射水市 南太閤山六丁目 いみずし みなみたいこうやま6ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山七丁目 射水市 南太閤山七丁目 いみずし みなみたいこうやま7ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山八丁目 射水市 南太閤山八丁目 いみずし みなみたいこうやま8ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山九丁目 射水市 南太閤山九丁目 いみずし みなみたいこうやま9ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山十丁目 射水市 南太閤山十丁目 いみずし みなみたいこうやま10ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山十一丁目 射水市 南太閤山十一丁目 いみずし みなみたいこうやま11ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山十二丁目 射水市 南太閤山十二丁目 いみずし みなみたいこうやま12ちょうめ
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合併前の住所表示 合併後の住所表示 よ　み　が　な

射水郡小杉町 南太閤山十三丁目 射水市 南太閤山十三丁目 いみずし みなみたいこうやま13ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山十四丁目 射水市 南太閤山十四丁目 いみずし みなみたいこうやま14ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山十五丁目 射水市 南太閤山十五丁目 いみずし みなみたいこうやま15ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山十六丁目 射水市 南太閤山十六丁目 いみずし みなみたいこうやま16ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山十七丁目 射水市 南太閤山十七丁目 いみずし みなみたいこうやま17ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山十八丁目 射水市 南太閤山十八丁目 いみずし みなみたいこうやま18ちょうめ

射水郡小杉町 南太閤山十九丁目 射水市 南太閤山十九丁目 いみずし みなみたいこうやま19ちょうめ

射水郡小杉町 山本 射水市 山本 いみずし やまもと

射水郡小杉町 山本新 射水市 山本新 いみずし やまもとしん

射水郡小杉町 流通ｾﾝﾀｰ青井谷1丁目 射水市 流通ｾﾝﾀｰ青井谷1丁目 いみずし りゅうつうせんたーあおいだに1ちょうめ

射水郡小杉町 流通ｾﾝﾀｰ青井谷2丁目 射水市 流通ｾﾝﾀｰ青井谷2丁目 いみずし りゅうつうせんたーあおいだに2ちょうめ

射水郡小杉町 流通ｾﾝﾀｰ下条1丁目 射水市 流通ｾﾝﾀｰ下条1丁目 いみずし りゅうつうせんたーげじょう1ちょうめ

射水郡小杉町 鷲塚 射水市 鷲塚 いみずし わしづか

射水郡大門町 あおば台一丁目 射水市 あおば台一丁目 いみずし あおばだい1ちょうめ

射水郡大門町 あおば台二丁目 射水市 あおば台二丁目 いみずし あおばだい2ちょうめ

射水郡大門町 荒町 射水市 荒町 いみずし あらまち

射水郡大門町 市井 射水市 市井 いみずし いちのい

射水郡大門町 犬内 射水市 犬内 いみずし いんない

射水郡大門町 梅木 射水市 梅木 いみずし うめのき

射水郡大門町 開口 射水市 開口 いみずし かいぐち

射水郡大門町 串田 射水市 串田 いみずし くした

射水郡大門町 串田新 射水市 串田新 いみずし くしたしん

射水郡大門町 串田新出 射水市 串田新出 いみずし くしたしんで

射水郡大門町 黒河新 射水市 黒河新 いみずし くろがわしん

射水郡大門町 黒河又新 射水市 黒河又新 いみずし くろがわまたしん

射水郡大門町 下条 射水市 下条 いみずし げじょう

射水郡大門町 小泉 射水市 小泉 いみずし こいずみ

射水郡大門町 島 射水市 島 いみずし しま

射水郡大門町 生源寺新 射水市 生源寺新 いみずし しょうげんじしん

射水郡大門町 生源寺 射水市 生源寺 いみずし しょうげんじ

射水郡大門町 上条 射水市 上条 いみずし じょうじょう

射水郡大門町 下若 射水市 下若 いみずし しもわか

射水郡大門町 竹鼻 射水市 竹鼻 いみずし たけはな

射水郡大門町 大門島 射水市 大門島 いみずし だいもんじま

射水郡大門町 大門 射水市 大門 いみずし だいもん

射水郡大門町 大門新 射水市 大門新 いみずし だいもんしん

射水郡大門町 棚田 射水市 棚田 いみずし たなだ

射水郡大門町 円池 射水市 円池 いみずし つぶらいけ

射水郡大門町 円池又新 射水市 円池又新 いみずし つぶらいけまたしん

射水郡大門町 土合 射水市 土合 いみずし どあい

射水郡大門町 百米木 射水市 百米木 いみずし どめき

射水郡大門町 中村 射水市 中村 いみずし なかむら

射水郡大門町 西広上 射水市 西広上 いみずし にしひろかみ
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合併前の住所表示 合併後の住所表示 よ　み　が　な

射水郡大門町 布目沢 射水市 布目沢 いみずし ぬのめさわ

射水郡大門町 広上 射水市 広上 いみずし ひろかみ

射水郡大門町 枇杷首 射水市 枇杷首 いみずし びわくび

射水郡大門町 藤巻 射水市 藤巻 いみずし ふじまき

射水郡大門町 二口 射水市 二口 いみずし ふたくち

射水郡大門町 堀内 射水市 堀内 いみずし ほりのうち

射水郡大門町 本江 射水市 大門本江 いみずし だいもんほんごう

射水郡大門町 本田 射水市 本田 いみずし ほんでん

射水郡大門町 水戸田 射水市 水戸田 いみずし みとだ

射水郡大門町 安吉 射水市 安吉 いみずし やすよし

射水郡大門町 流通ｾﾝﾀｰ水戸田1丁目 射水市 流通ｾﾝﾀｰ水戸田1丁目 いみずし りゅうつうせんたーみとだ１ちょうめ

射水郡大門町 流通ｾﾝﾀｰ水戸田2丁目 射水市 流通ｾﾝﾀｰ水戸田2丁目 いみずし りゅうつうせんたーみとだ２ちょうめ

射水郡大門町 流通ｾﾝﾀｰ水戸田3丁目 射水市 流通ｾﾝﾀｰ水戸田3丁目 いみずし りゅうつうせんたーみとだ３ちょうめ

射水郡大門町 若林 射水市 若林 いみずし わかばやし

射水郡大島町 赤井 射水市 赤井 いみずし あかい

射水郡大島町 今開発 射水市 今開発 いみずし いまかいほつ

射水郡大島町 北高木 射水市 北高木 いみずし きたたかき

射水郡大島町 北野（小字なし） 射水市 大島北野 いみずし おおしまきたの

射水郡大島町 北野（小字あり） 射水市 北野 いみずし きたの

射水郡大島町 黒河又新 射水市 黒河又新 いみずし くろがわまたしん

射水郡大島町 小島 射水市 小島 いみずし こじま

射水郡大島町 小林 射水市 小林 いみずし こばやし

射水郡大島町 新開発 射水市 新開発 いみずし しんかいほつ

射水郡大島町 島 射水市 島 いみずし しま

射水郡大島町 鳥取 射水市 鳥取 いみずし とっとり

射水郡大島町 中野 射水市 中野 いみずし なかの

射水郡大島町 二口 射水市 二口 いみずし ふたくち

射水郡大島町 本開発 射水市 本開発 いみずし ほんかいほつ

射水郡大島町 南高木 射水市 南高木 いみずし みなみたかき 

射水郡大島町 八塚 射水市 八塚 いみずし やつづか

射水郡大島町 若杉 射水市 若杉 いみずし わかすぎ

射水郡下村 加茂西部 射水市 加茂西部 いみずし かもせいぶ

射水郡下村 加茂中部 射水市 加茂中部 いみずし かもちゅうぶ

射水郡下村 加茂東部 射水市 加茂東部 いみずし かもとうぶ

射水郡下村 小杉 射水市 倉垣小杉 いみずし くらがきこすぎ

射水郡下村 三箇 射水市 下村三箇 いみずし しもむらさんが

射水郡下村 白石 射水市 白石 いみずし しらいし

射水郡下村 摺出寺 射水市 摺出寺 いみずし すりでいじ

射水郡下村 利波 射水市 利波 いみずし となみ

射水郡下村 野寺 射水市 野寺 いみずし のでら

射水郡下村 八講 射水市 八講 いみずし はっこう

射水郡下村 八島 射水市 八島 いみずし やしま

射水郡下村 山屋 射水市 山屋 いみずし やまや
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