
　

この表は、県統計課の資料、主として鳥取県統計書を基にし、官報・県公報等により調査し、整備したものである。

県統計課
分合
形式

鳥取市 明治 22.10.1 市制 邑美郡66町３村 邑美郡 東町，西町，湯所町，栗谷町，江崎町，馬場町，
Tottori 法美郡４町１村 上町，中町，御弓町，大榎町，庖丁人町，掛出
    －Shi 町，大工町頭，寺町，吉方町，元大工町，上魚

町，片原１丁目，同２丁目，同３丁目，豆腐町，

鹿野町，下魚町，下横町，下台町，玄好町，材

木町，鍛冶町，若桜町，本町１丁目，同２丁目，

同３丁目，同４丁目，三軒屋，桶屋町，職人町，

二階町１丁目，同２丁目，同３丁目，同４丁目，

茶町，新町，元魚町１丁目，同２丁目，同３丁

目，魚町尻，川端１丁目，同２丁目，同３丁目，

同４丁目，４丁目尻，藪片原町，川外大工町，

瓦町，今町１丁目，同２丁目，梶川町，南本寺

町，北本寺町，元鋳物師町，新鋳物師町，新品

治町，丹後片原町，薬師町，大森町，川下町，

湯所村，東品治町，吉方村

法美郡 立川１丁目，同２丁目，同３丁目，同４丁目，

立川村

大正 12.5.10 編入 岩美郡富桑村 邑美郡 富桑村 邑美郡 行徳村，西品治村，田島村

昭和 7.4.1 〃 　〃　稲葉村 法美郡 稲葉村 法美郡 卯垣村，小西谷村，滝山村，百谷村，岩倉村

〃 8.4.1 〃 　〃　中ノ郷村 邑美郡 中ノ郷村 邑美郡 覚寺村，円護寺村，浜坂村

〃 8.10.1 〃 　〃　美保村 　〃 美保村 　〃 古市村，富安村，吉成村，大覚寺村，的場村，

宮長村，叶村，数津村

〃 12.2.15 〃 気高郡賀露村 高草郡 賀露村 高草郡 賀露村

〃 28.7.1 〃 岩美郡倉田村 邑美郡 倉田村 邑美郡 蔵田村，国安村，橋本村，八坂村，馬場村，円

通寺村

〃 　〃 〃 　〃　面影村 法美郡 面影村 　〃 新村，雲山村

法美郡 大杙村，今在家村，桜谷村，正蓮寺村

〃 　〃 〃 気高郡神戸村 高草郡＊ 砂見村 高草郡 下砂見村，中砂見村，上砂見村

　　　 大正 7.1.1 合併 　〃 ＊ 岩坪村 　〃 岩坪村

〃 　〃 〃 　〃　大和村 　〃 大和村 　〃 横枕村，玉津村，倭文村，長谷村，赤子田村，

猪子村

〃 　〃 〃 　〃　美穂村 　〃 美穂村 　〃 下味野村，朝月村，上味野村，竹生村，向国安

村，源太村

〃 　〃 〃 　〃　東郷村 　〃 ＊ 東郷村 　〃 本高村，北村，今在家村，篠坂村

　　　 大正 6.9.1 合併 　〃 ＊ 福富村 　〃 中村，有富村，高路村

〃 　〃 〃 　〃　大正村 　〃 ＊ 海徳村 　〃 古海村，徳尾村

　　　 大正 6.10.1 合併 　〃 ＊ 蒲野部村 　〃 菖蒲村，服部村，野寺村

〃 　〃 〃 　〃　千代水村 　〃 千代水村 　〃 徳吉村，安長村，秋里村，江津村，晩稲村，南

隈村

〃 　〃 〃 　〃　豊実村 　〃 豊実村 　〃 野坂村，大桶村，島村，宮谷村，下段村，大塚

村

〃 　〃 〃 　〃　明治村 　〃 ＊ 穏治村 　〃 上段村，尾崎村，上原村，細見村

　　　 大正 3.2.1 合併 　〃 ＊ 明治村 　〃 松上村，槇原村，河内村

昭和 28.7.1 編入 気高郡松保村 高草郡 松保村 高草郡 三山口村，良田村，高住村，桂見村，布勢村，

足山村，里仁村，岩吉村

〃 　〃 〃 　〃　湖山村 　〃 湖山村 　〃 湖山村

〃 　〃 〃 　〃　大郷村 　〃 大郷村 　〃 松原村，金沢村，六反田村，大畑村，福井村

〃 　〃 〃 　〃　吉岡村 　〃 吉岡村 　〃 吉岡村，妙徳寺村，雙六原村，矢矯村，洞谷村，

瀬田蔵村，長柄村

〃 　〃 〃 　〃　末恒村 　〃 末恒村 　〃 伏野村，三津村，内海村，小沢見村，内海中村，

御熊村

昭和 30.7.20 編入 岩美郡米里村 邑美郡＊ 大路村 邑美郡 東大路村，中大路村，西大路村

　　　 大正 7.4.1 合併 　〃 ＊ 三戸古村 　〃 美和村，古郡家村，久末村，越路村

〃 38.4.22 〃 　〃　津ノ井村 法美郡 津ノ井村 法美郡 余戸村，杉崎村，生山村，桂木村，船木村，広

岡村，海蔵寺村，紙子谷村，香取村，禰宜谷村

平成 16.11.1 〃 岩美郡国府町

　〃　福部村

八頭郡河原町

　〃　用瀬町

　〃　佐治村

気高郡気高町

　〃　鹿野町

　〃　青谷町

（注）　この表のうち＊印は組合立村として発足したもの。

　　　平成１７年１０月１日６ 市 町 村 の 変 遷

明治21年当時の郡町村市郡町村
明治22年当時
の市郡町村

年月日 廃置分合の市郡町村



　

６

分合
形式

旧国府町 岩美郡宇倍野村 法美郡＊ 国府村 法美郡 奥谷村，宮下村，町屋村，美歎村，庁村，中郷
Kokufu 昭和 32.1.1 合併 　　　 明治40.4.1 合併 村，安田村，三代寺村，法花寺村，国分寺村
     －Cho 町制 　〃 ＊ 御陵村 　〃 広西村，玉鉾村，岡益村，清水村，山根村

　〃 ＊ 法美村 　〃 麻生村，高岡村，糸谷村，谷村，神垣村

岩美郡大成村　　　   大茅村 　〃 大茅村 　〃 拾石村，楠城村，下木原村，木原村，雨滝村，

　昭和27.11.1合併 栃本村

　　　　　     　　　成器村 　〃 ＊ 登儀村 　〃 新井村，吉野村，松尾村，中河原村，山崎村，

　　　　　　　　　 　 大正7.4.1 殿村，神護村

　　　　　　　　　　　　合併 　〃 ＊ 上舟村 　〃 荒舟村，上荒舟村，上地村

旧福部村 岩美郡服部村 岩井郡 服部村 岩井郡 湯山村，海士村，細川村，岩戸村
Fukube 昭和 3.4.1 合併 　〃　塩見村 　〃 ＊ 元塩見村 　〃 八重原村，箭渓村，高江村，栗谷村
    －Son 　　　 大正 6.9.1 合併 　〃 ＊ 志保美村 　〃 左近村，久志羅村，中村，蔵見村，南田村

旧河原町 八上郡＊ 久長村 八上郡 河原村，渡一木村，谷一木村，長瀬村
Kawahara 八頭郡河原町　　　八頭郡河原村 　〃 ＊ 三保村 　〃 袋河原村，布袋村，稲常村
　　－Cho 　大正15.7.1　　　　明治26.12.1

昭和 30.3.28 合併 　　　町制　　　　　　　合併

　〃　国英村 　〃 国英村 　〃 山手村，郷原村，三谷村，今在家村，徳吉村，

片山村，高福村，釜口村

　〃　八上村　明治44.9.1改称 　〃 ＊ 曳田村 　〃 曳田村，天神原村

　〃　西郷村 　〃 ＊ 五総村 　〃 中井村，本鹿村，牛戸村，神馬村，小河内村

　　　 大正 4.4.1 合併 　〃 ＊ 明治村 　〃 湯谷村，小畑村，弓河内村，北村

　〃　散岐村 　〃 ＊ 佐貫村 　〃 佐貫村，八日市村，和奈見村

　　　 大正 6.10.1 合併 　〃 ＊ 宇戸村 　〃 水根村，山上村，小倉村

旧用瀬町 八頭郡用瀬町 智頭郡＊ 用瀬村 智頭郡 用瀬宿，別所村
Mochigase 昭和 30.3.31 合併 　　　 大正 7.2.11町制
　　－Cho 　〃　社　村 　〃 ＊ 社　村 　〃 金屋村，樟原村，川中村，宮原村，安蔵村，

江波村，屋住村，家奥村，古用瀬村

　〃　大　村 　〃 大　村 　〃 鷹狩村，赤波村，美成村

旧佐治村 八頭郡口佐治村 智頭郡 口佐治村 智頭郡 小原村，葛谷村，刈地村，津無村，古市村，
Saji 昭和 43.1.1 合併 大井村，森坪村
   －Son   〃  中佐治村 　〃 中佐治村 　〃 加瀬木村，高山村，津野村

  〃　上佐治村 　〃 上佐治村 　〃 福園村，加茂村，畑村，舂谷村，河本村，余戸

村，尾際村，中村，杼原村

旧気高郡 明治 29.9.1 統合 高草郡　気多郡 高草郡 気多郡 高草郡
Ketaka 気多郡
　　－Gun

旧気高町 気高郡酒津村 気多郡 酒津村 気多郡 酒津村
Ketaka 昭和 30.7.1 合併   〃  宝木村 　〃 ＊ 宝木村 　〃 奥沢見村，宝木宿，富吉村，常松村
　　－Cho 　　　 大正 3.2.1 合併 　〃 ＊ 光元村 　〃 上光元村，下光元村

  〃  瑞穂村 　〃 瑞穂村 　〃 下坂本村，二本木村，重高村，土居村，宿村，

  〃  浜村町 日光村

　　　 明治23.4.1 町制

　　　　　　　　正条村 　〃 ＊ 正条村 　〃 浜村，勝見村，八幡村，下原村

　　　　　　　　　大正4.6.1合併 　〃 ＊ 八束水村 　〃 八束水村

  〃  逢坂村 　〃 逢坂村 　〃 下石村，殿村，飯里村，上原村，山宮村，睦逢

村，会下村，郡家村，高江村

旧鹿野町 気高郡鹿野町 気多郡 鹿野村 気多郡 広木村，閉野村，鹿野村，末用村，水谷村
Shikano 昭和 30.7.1 合併 　　　 明治32.3.20 町制
　　－Cho   〃  小鷲河村 　〃 小鷲河村 　〃 小別所村，鷲峰村，河内村

  〃  勝谷村 　〃 勝谷村 　〃 今市村，宮方村，岡木村，乙亥正村，寺内村，

中園村

旧青谷町 気高郡青谷町 気多郡 青谷村 気多郡 青谷村，井手村，長和瀬村
Aoya－Cho 昭和 28.7.1 合併 　　　 大正 3.4.1 町制

  〃  中郷村 　〃 中郷村 　〃 鳴滝村，北河原村，山田村，亀尻村，吉川村，

絹見村，露谷村

  〃  日置谷村 　〃 日置谷村 　〃 蔵内村，善田村，大坪村，奥崎村，養郷村

  〃  勝部村 　〃 勝部村 　〃 八葉寺村，田原谷村，紙屋村，楠根村，澄水村，

桑原村

昭和 30.3.31 編入   〃  日置村 　〃 日置村 　〃 早牛村，山根村，河原村，小畑村

明治21年当時の郡町村

市 町 村

年月日 廃置分合の市郡町村
明治22年当時
の市郡町村

市郡町村



　

　の　　変　　遷　　（続き）

県統計課
分合
形式

倉吉市 久米郡 倉吉町 久米郡 湊町，東町，葵町，仲ノ町，荒神町，堺町１丁
Kurayoshi 目，同２丁目，研屋町，新町１丁目，同２丁目，
　   －Shi 　　　　　　　　 　　  倉吉町 同３丁目，福吉町，魚町，東仲町，西仲町，西

　　　　　　　　  　 昭和4.10.1 町，瀬崎町，東岩倉町，西岩倉町，越中町，広

　　　　　　　　　　　  　編入 瀬町，鍛冶町１丁目，同２丁目，河原町，余戸

東伯郡倉吉町 谷町

 昭和26.4.1 町制 　〃 上灘村 　〃 下田中村，円谷村，米田村，駄経寺村，巌城村

 　　　　　　　   　　 小鴨村 　〃 小鴨村 　〃 富海村，下大江村，生田村，岡田村，福守村，

北野村，中河原村，東鴨村，小鴨村，大宮村，

昭和 28.10.1 新設 岩倉村，菅原村

市制   〃  西郷村 河村郡 西郷村 河村郡 大原村，栗尾村，下余戸村，八屋村，伊木村，

山根村，上余戸村

  〃  上井町 　〃 日下村 　〃 上井村，海田村，福庭村，清谷村

　　　 昭和19.7.1 合併

  〃  上小鴨村 久米郡 上小鴨村 久米郡 上古川村，蔵内村，石塚村，福山村，鴨河内村，

広瀬村，耳村

  〃  社村 　〃 社　村 　〃 黒見村，横田村，福光村，国分寺村，秋喜村，

国府村，大谷村，不入岡村，和田村

  〃  上北条村 　〃 上北条村 　〃 中江村，小田村，古川沢村，下古川村，井手畑

村，新田村，大塚村，穴窪村

  〃  北谷村 　〃 北谷村 　〃 尾田村，福富村，福本村，志津村，杉野村，沢

谷村，悴谷村，長谷村，中野村，大河内村，森

村，三江村

  〃　高城村 　〃 ＊ 西志村 　〃 今在家村，服部村，桜村，河来見村

　　　 大正 6.12.1 合併 　〃 ＊ 福米村 　〃 上福田村，下福田村，上米積村，下米積村

　〃 ＊ 東志村 　〃 岡村，大立村，上大立村，立見村，椋波村，般

若村，福積村

東伯郡灘手村の一部 　〃 灘手村 　〃 寺谷村，上神村，尾原村，穴沢村，北面村，別

　大字寺谷・上神 所村，鋤村，谷村，津原村

昭和 30.5.1 編入   〃　灘手村

平成 17.3.22 〃   〃　関金町

旧関金町 東伯郡南谷村 久米郡 南谷村 久米郡
Sekigane 昭和 28.4.1 合併 安歩村，大鳥居村，松河原村，泰久寺村
　　－Cho 町制   〃　矢送村 　〃 矢送村 　〃

関金宿，郡家村，山口村

  〃　山守村 　〃 山守村 　〃

堀村，今西村，明高村，福原村，小泉村，米富

村，野添村

米子市 　　　　　 　  　　西伯郡米子町 会見郡 米子町 会見郡 勝田町，博労町，糀町１丁目，同２丁目，道笑
Yonago－Shi 町，日野町，茶町，塩町，大工町，法勝寺町，

紺屋町，四日市町，東町，堀端町，中町，宮町，

米子市 西町，五十人町，郭内，新博労町，新法勝寺町，

　昭和 2.4.1市制 東倉吉町，西倉吉町，尾高町，岩倉町，天神町

１丁目，同２丁目，内町，立町１丁目，同２丁

目，灘町１丁目，同２丁目，寺町

平成 17.3.31 新設 　　　　　　　　 　〃成実村の一部 　〃 成実村の 　〃 陰田村，長田村，吉谷村

 　　　　　　　　　 大正15.9.10 一部

　　　　　　　　　　　  編入

　西伯郡住吉村　昭和10．9.25 編入 　〃 住吉村 　〃 旗ヶ崎村，安倍村，上後藤村

　　〃　車尾村　昭和11．7.15 〃 　〃 車尾村 　〃 中島村，車尾村，観音寺村

　　〃　加茂村　昭和13．3.17 〃 　〃 加茂村 　〃 両三柳村，河崎村

　　〃　福生村　昭和13．3.17 〃 　〃 福生村 　〃 上福原村，皆生村

　　〃　福米村　昭和13．3.17 〃 　〃 福米村 　〃 西福原村，東福原村，米原村

　　〃　尚徳村　昭和28.10. 1 〃 　〃 尚徳村 　〃 青木村，下安曇村，上安曇村，別所村，兼久村，

榎原村，大袋村

　　〃　五千石村　昭和28.10. 1 〃 　〃 五千石村 　〃 諏訪村，八幡村，福市村

　　〃　彦名村　  昭和29. 6. 1 〃 　〃 彦名村 　〃 彦名村

　　〃　崎津村  　昭和29. 6. 1 〃 　〃 崎津村 　〃 大崎村，葭津村

　　〃　大篠津村　昭和29. 6. 1 〃 　〃 大篠津村 　〃 大篠津村

　　〃　和田村　  昭和29. 6. 1 〃 　〃 和田村 　〃 和田村

　　〃　富益村　  昭和29. 6. 1 〃 　〃 富益村 　〃 富益村

　　〃　夜見村　  昭和29. 6. 1 〃 　〃 夜見村 　〃 夜見村

市郡町村 年月日 廃置分合の市郡町村
明治22年当時
の市郡町村

明治21年当時の郡町村



　

６

分合
形式

米子市 　西伯郡成実村　昭和29．6．1 編入 会見郡 成実村 会見郡 奥谷村，石井村，奈喜良村，日原村，橋本村，
Yonago－Shi 吉市村，新山村，西大谷村，美吉村，宗像村

　　〃　巌村　  昭和29. 6. 1 〃 　〃 巌　村 　〃 二本木村，蚊屋村，今在家村，浦津村，吉岡村， 

熊党村

　　〃　春日村　昭和31. 7.10 〃 　〃 ＊ 古豊千村 　〃 高島村，古豊千村

　　　　　　　　　　明治45.2.1 ＊ 八幡村 　〃 東八幡村，水浜村

　　　　　　　　　　　　合併 ＊ 王子村 　〃 下新印村，赤井手村，一部村，上新印村

　　〃　伯仙町　昭和43. 4. 1 〃 　〃 大高村 　〃 尾高村，岡成村，泉村，下郷村

　　　　　　　　　　明治32.1.1 　〃 県　村 　〃 石洲府村，福万村，日下村，河岡村

　　　　　　　　　　　合併、町制

西伯郡淀江町

旧淀江町 昭和 30.9.1 合併 西伯郡淀江町 汗入郡 淀江町 汗入郡 淀江宿，西原村
Yodoe－Cho 　〃　大和村 会見郡 大和村 会見郡 佐陀村，中間村，小波村，平岡村

　〃　宇田川村 汗入郡 宇田川村 汗入郡 福井村，福頼村，西尾原村，本宮村，富繁村，

　〃　高麗村の一部 中西尾村，高井谷村，稲吉村，福岡村

　　　　　（大字今津）

境港市 西伯郡境町 会見郡 境　町 会見郡 境町
Sakaiminato 昭和 29.8.10 新設 　〃　渡村 　〃 渡　村 　〃 渡村，森岡村
　　　－Shi 　〃　外江町 　〃 外江村 　〃 外江村

　　　 昭和22.11.1 町制

　〃　上道村 　〃 上道村 　〃 上道村

　〃　余子村 　〃 余子村 　〃 福定村，中野村，竹内村，高松村

　〃　中浜町 　〃 中浜町 　〃 小篠津村，新屋村，佐斐神村

昭和 31.4.1 市制

岩美郡 明治 29.9.1 統合 邑美郡，法美郡，岩井郡 邑美郡，法美郡， 邑美郡，法美郡，岩井郡
Iwami－Gun 岩井郡

岩美町 岩美郡東村 岩井郡 東　村 岩井郡 大羽尾村，小羽尾村，陸上村，田河内村
Iwami－Cho 　〃　浦富町　　　　　浦富村 　〃 ＊ 浦富村 　〃 浦富村

明治 29.7.1 新設 　　　　昭和2.6.10　大正14.4.15 　〃 ＊ 牧谷村 　〃 牧谷村，相谷村

　　　　　　町制　　　　合併

　〃　田後村 　〃 田後村 　〃 田後村

　〃　網代村 　〃 網代村 　〃 網代村

　〃　大岩村 　〃 大岩村 　〃 大谷村，岩本村

　〃　本庄村 　〃 本庄村 　〃 太田村，本庄村，新井村，河崎村，恩志村，

高山村

　〃　小田村 　〃 ＊ 新宮村 　〃 岩常村，高住村，長郷村，院内村，荒金村，

　　　　大正 6.9.1 合併 黒谷村

　〃 ＊ 高野村 　〃 池谷村，延興寺村，外村，小田大谷村，大坂村，

唐川村

　〃　蒲生村 　〃 蒲生村 　〃 相山村，蒲生村，馬場村，銀山村，洗井村，

鳥越村

　〃　岩井村 　〃 岩井村 　〃 岩井宿，宇治村，長谷村，真名村，白地村

　　　　昭和 2.6.10 町制

八頭郡 明治 29.4.1 統合 八上郡，八東郡，智頭郡 八上郡，八東郡， 八上郡，八東郡，智頭郡
Yazu－Gun 智頭郡

若桜町 八頭郡若桜町 八東郡＊ 若桜村 八東郡 高野村，若桜宿，三倉村
Wakasa－Cho 昭和 29.3.1 新設 　　　明治42.4.1 合併、町制 　〃 ＊ 赤松村 　〃 赤松村，来見野村，諸鹿村，屋堂羅村，浅井村

　〃 ＊ 菅野村 　〃 大炊村，岸野村，糸白村，根安村，不香田村，

長砂村，湯原村，淵見村，茗荷谷村，舂米村

　〃　池田村 　〃 池田村 　〃 須澄村，岩屋堂村，吉川村，中原村，大野村，

小舟村，落折村

智頭町 大正  3.6.1 町制 八頭郡智頭町 智頭郡＊ 智頭村 智頭郡 市瀬村，智頭宿，南方村
Chizu－Cho 昭和 10.2.20 編入 　〃　那岐町 　〃 ＊ 那岐村 　〃 大屋村，早瀬村，真鹿野村　野原宿，奥本村，

大背村，東宇塚村，西宇塚村，河津原村

〃   〃 〃 　〃　土師村 　〃 中田村 　〃 山根村，三田村，穂見村，木原村，埴師村，

　　　　明治36.2.4 改称 横田村，三吉村，慶所村

〃   〃 〃 　〃　山形村 　〃 ＊ 大内村 　〃 篠坂村，毛谷村，郷原村，西野村，大内村

　　　　明治45.4.1 合併 　〃 ＊ 虫井村 　〃 大呂村，芦津村，八河谷村

〃 11.2.26 〃 　〃　富沢村 　〃 ＊ 富沢村 　〃 岩神村，坂原村，中田村，惣地村，新見村，

〃 29.7.1 〃 　〃　山郷村 口波多村，口宇波村，宇波村，波多村

　〃 ＊ 山郷村 　〃 尾見村，西谷村，中原村，福原村，駒帰宿

廃置分合の市郡町村
明治22年当時
の市郡町村

明治21年当時の郡町村

市 町 村

市郡町村 年月日



　の　　変　　遷　　（続き）

県統計課
分合
形式

八頭町 平成 17.3.31 新設 八頭郡郡家町
Yazu－Cho 　〃　船岡町

　〃　八東町

旧郡家町 　　　　　　　　　 八頭郡郡家町 八上郡 賀茂村 八上郡 郡家村，福本村，下門尾村，門尾村，宮谷村，
Koge－Cho 八頭郡郡家町　　   昭和26.4.1町制 奥谷村，下坂村，稲荷村，井古村

　昭和28.5.5合併 　  〃　国中村 　〃 国中村 　〃 久能寺村，池田村，土師百井村，万代寺村，石

田百井村，米岡村

昭和 32.3.31 合併 　　　　　　　　　   〃　大御門村 八東郡 大御門村 八東郡 西御門村，市谷村，殿村，大門村

　　　　　　　　     〃　下私都村 　〃 下私都村 　〃 花原村，山路村，延命寺村，山上村，大坪村，

上峰寺村，下峰寺村，山田村

　〃　上私都村 　〃 上私都村 　〃 姫路村，明辺村，落岩村，山志谷村，麻生村，

福地村，野町村

　〃　中私都村 　〃 中私都村 　〃 覚王寺村，市場村，上津黒村，下津黒村，別府

村，篠波村

旧船岡町 八頭郡船岡町 八上郡 船岡村 八上郡 船岡村，破岩村，下村，坂田村
Funaoka 昭和 27.11.3 合併 　昭和27.11.3 町制
    －Cho 　〃　隼　村 八東郡 隼　村 八東郡 上野村，郡家村，福井村，見槻中村，西谷村，

見槻村，志子部村

　〃　大伊村 八上郡＊ 伊井田村 八上郡 殿村，水口村，塩上村

　　　 大正 7. 4. 1合併 　〃 ＊ 大江村 　〃 橋木村，下野村，栃谷村

旧八東町 八頭郡丹比村 八東郡＊ 逢郷村 八東郡 徳丸村，重枝村，島村，南村
Hatto－Cho 昭和 34.5.15 合併 　　　 明治38.5.15合併 　〃 ＊ 登米村 　〃 北山村，富枝村，日田村，用呂村，志谷村，中

町制 村，稗谷村，横地村，妻鹿野村

　　　　　　　　　　    安部村 　〃 安部村 　〃 安井宿，新興寺村，小別府村，日下部村

　〃八頭村 　〃 ＊ 八東村 　〃 横田村，茂田村，才代村，東村，皆原村

　昭和31.3.15合併 　    八東村 　〃 ＊ 小畑村 　〃 岩淵村，鍛冶屋村，三浦村，三山口村，清徳村，

　　　　　　　　　大正5.4.1合併 茂谷村，奥野村，柿原村，佐崎村

東伯郡 明治 29.4.1 統合 河村郡，久米郡，八橋郡 河村郡，久米郡， 河村郡，久米郡，八橋郡
Tohaku－Gun 八橋郡

三朝町 東伯郡三朝村 河村郡 三朝村 河村郡 大瀬村，横手村，山田村，三朝村，砂原村
Misasa－Cho 　〃 ＊ 賀茂村 　〃 本泉村，森村，吉尾村，下谷村，福田村，鎌田村

昭和 28.11.1 新設 　〃　旭　村 　〃 ＊ 高勢村 　〃 小河内村，笏賀村，福吉村，柿谷村，鉛山村

町制 　　　 明治40.10.1合併 　〃 ＊ 竹田村 　〃 今泉村，湯谷村，赤松村，大柿村，牧村，恩地

村，久原村，曹源寺村，助谷村

　〃　竹田村 　〃 ＊ 東竹田村 　〃 穴鴨村，加谷村，木地山村

　　　 明治44.1.1合併 　〃 ＊ 西竹田村 　〃 下西谷村，上西谷村，福本村，福山村

　〃　小鹿村 　〃 ＊ 源　村 　〃 大谷村，下畑村，田代村

　　　 大正6.11.1合併 　〃 ＊ 小鹿村 　〃 吉田村，西尾村，高橋村，西小鹿村，東小鹿村

　〃 ＊ 神中村 　〃 神倉村，中津村

　〃　三徳村 　〃 ＊ 県　村 　〃 余戸村，片柴村，坂本村

　　　 大正6.12.1合併 　〃 ＊ 三徳村 　〃 門前村，俵原村

琴浦町 平成 16.9.1 新設 東伯郡東伯町
Kotoura－Cho 　〃　赤碕町

旧東伯町 東伯郡八橋町 八橋郡 八橋村 八橋郡 八橋村，笠見村，田越村，徳万村，保村，丸尾
Tohaku        明治32.5.17町制 村
    －Cho 昭和 29.2.1 合併 　〃　浦安町　　　　　 浦安村 　〃 ＊ 逢束村 　〃 逢束村

　　 昭和2.6.10　　大正14.4.15 　〃 ＊ 市勢村 　〃 上伊勢村，下伊勢村，金市村

　　　　　　町制　　　　　合併 　〃 ＊ 伊勢崎村 　〃 中尾村，槻下村，金屋村

　〃　上郷町 　〃 上郷村 　〃 野田村，福永村，大杉村，山田村，公文村，倉

坂村

　〃　下郷町 　〃 下郷村 　〃 杉下村，森藤村，下大江村，三保村，美好村，

釛村，光好村

　〃　古布庄村 　〃 ＊ 古布庄村 　〃 法万村，杉地村，八段田村，宮場村，矢下村，

　　　 明治33.5.1合併 古長村，別宮村

　〃 ＊ 三本杉村 　〃 三本杉村，中津原村，野井倉村

旧赤碕町 東伯郡赤碕町 八橋郡 赤碕村 八橋郡 赤碕宿，松谷村，別所村
Akasaki        明治33.3.27町制
    －Cho 昭和 29.1.1 合併 　〃　成美村 　〃 ＊ 豊定村 　〃 西宮村，勝田村，出上村

       明治31.7.22合併 　〃 ＊ 保永村 　〃 太一垣村，中村，佐崎村

　〃　安田村 　〃 安田村 　〃 箆津村，梅田村，湯坂村，八幡村，光村，尾張村

　〃　以西村 　〃 以西村 　〃 竹内村，宮木村，高岡村，山川村，大父村

市郡町村 年月日 廃置分合の市郡町村
明治22年当時
の市郡町村

明治21年当時の郡町村



　

６

分合
形式

湯梨浜町 平成 16.10.1 新設 東伯郡羽合町
Yurihama 　〃　泊村
    －Cho 　〃　東郷町

旧羽合町 東伯郡長瀬村 河村郡 長瀬村 河村郡 田後村，水下村，長瀬宿，久留村
Hawai 昭和 28.4.1 合併 　〃　橋津村 　〃 橋津村 　〃 上橋津村，橋津村，宇野村，赤池村
    －Cho 町制 　〃　宇野村

    明治24年10.23橋津村より分離

　〃　浅津村 　〃 浅津村 　〃 光吉村，下浅津村，上浅津村，南谷村

旧泊　村 東伯郡久津賀村 河村郡＊ 久津賀村 河村郡 小浜村，筒地村，石脇村
Tomari 大正 7.1.1 合併 　〃　泊　村 　〃 ＊ 泊　村 　〃 泊宿
    －Son 　〃　三橋村 　〃 ＊ 三橋村 　〃 園村，原村，宇谷村

旧東郷町 東伯郡東郷松崎町 河村郡＊ 東郷村 河村郡 引地村，小鹿谷村，田畑村，国信村，別所村，
Togo－Cho 昭和 28.4.1 合併 　　　 昭和26.3.1合併、町制 方面村，高辻村，川上村，中興寺村，久見村

　〃 ＊ 松崎村 　〃 松崎宿

　〃　舎人村 　〃 舎人村 　〃 藤津村，宮内村，野方村，白石村，方地村，漆

原村，北福村

　〃　花見村 　〃 花見村 　〃 長和田村，長江村，門田村，佐美村，埴見村，

羽衣石村，野花村

北栄町 平成 17.10.1 新設 東伯郡北条町
Hokuei－Cho 　〃　大栄町

旧北条町 昭和 29.6.1 合併 東伯郡中北条村 久米郡 中北条村 久米郡 江北村，国坂村
Hojo－Cho 町制 　〃　下北条村 　〃 下北条村 　〃 弓原村，下神村，松神村，曲村，土下村，米里

村，島村，北尾村，田井村

旧大栄町 　　　　　　　　 東伯郡大誠村 八橋郡＊ 常盤村 八橋郡 島村，原村，西穂波村，穂波村
Daiei－Cho 東伯郡大栄町   　大正6.11.1合併 　〃 ＊ 瑞穂村 　〃 瀬戸村，六尾村，東園村，西園村

昭和 34.4.1 合併 　昭和30.5.1

　　合併、町制　　 〃　栄村 　〃 栄　村 　〃 東高尾村，西高尾村，上種村，下種村，岩坪村，

亀谷村

　〃　由良町 　〃 由良村 　〃 由良宿，妻波村，大谷村

　　　 大正5.3.1町制

西伯郡 明治 29.4.1 統合 汗入郡，会見郡 汗入郡，会見郡 汗入郡
Saihaku－Gun 会見郡

日吉津村 明治 22.10.1 村制 会見郡 日吉津村 会見郡 日吉津村，富吉村，今吉村
Hiezu－Son

大山町 平成 17.3.28 新設 西伯郡大山町
Daisen 　〃　名和町
    －Cho 　〃　中山町

旧大山町 汗入郡 所子村 汗入郡 所子村，末長村，末吉村，国信村，福尾村，上
Daisen 西伯郡大山町 野村，唐王村，平木村，神原村，中高村，野田
    －Cho 昭和 30.11.3 合併 　昭和30.9.1合併、町制 村，清原村

　（高麗村大字今津を除く） 　〃 高麗村 　〃 稲光村，上万村，平田村，保田村，今津村，安

原村，富岡村，妻木村，荘田村，長田村

　〃　大山村 　〃 大山村 　〃 坊領村，佐摩村，今在家村，前村，豊房村，鈑

戸村，大山村，宮内村，平村，赤松村

旧名和町 西伯町庄内村 汗入郡 庄内村 汗入郡 富長村，大塚村，古御堂村，押平村，茶畑村，
Nawa－Cho 昭和 29.4.1 合併 高田村

　〃　名和村 　〃 名和村 　〃 名和村，加茂村，門前村

　〃　御来屋町 　〃 御来屋村 　〃 御来屋宿

　　　 明治32.3.8町制

　〃　光徳村 　〃 光徳村 　〃 豊成村（内字長野を除く），倉谷村，小竹村，

東坪村，西坪村

旧中山町 東伯郡中山村 八橋郡 下中山村 八橋郡 潮音寺村，栄田村，田中村，御崎村，赤坂村，
Nakayama 昭和 32.3.31 合併 　　　 昭和30.4.1合併 下甲村
    －Cho 　〃 上中山村 　〃 羽田井村，束積村，八重村，樋口村，石井垣村，

退休寺村

西伯郡逢坂村 汗入郡 逢坂村 　〃 住吉村

汗入郡 下市村，高橋村，殿河内村，上市村，塩津村，

岡村，松河原村，豊成村の内字長野

明治21年当時の郡町村

市 町 村

市郡町村 年月日 廃置分合の市郡町村
明治22年当時
の市郡町村



　

　の　　変　　遷　　（続き）

県統計課
分合
形式

南部町 平成 16.10.1 新設 西伯郡西伯町
Nanbu－Cho 　〃　会見町

旧西伯町 西伯郡天津村 会見郡 天津村 会見郡 境村，福成村，清水川村，阿賀村
Saihaku 昭和 30.3.31 合併 　〃　大国村 　〃 大国村 　〃 原村，倭村，北方村，猪小路村，与一谷村，西
    －Cho 町制 村，絹屋村，鍋倉村

　〃　法勝寺村 　〃 法勝寺村 　〃 法勝寺宿，落合村，鴨部村，武信村，掛相村，
馬場村，道河内村，徳長村，伐株村，福頼村，
馬佐良村

　〃　東長田村 　〃 ＊ 東長田村 　〃 八金村，中村，東上村
　〃　上長田村 　〃 ＊ 上長田村 　〃 大木屋村，上中谷村，能竹村，下中谷村

旧会見町 西伯郡手間村 会見郡 手間村 会見郡 寺内村，三崎村，天万宿，宮前村，田住村
Aimi－Cho 昭和 30.4.25 合併 　 昭和30.3.31 　〃 幡郷村の

町制     幡郷村大字諸木を編入 一部
　〃　賀野村 　〃 賀野村 　〃 萩名村，市山村，浅井村，高姫村，井上村，御

内谷村，金田村，朝金村，池野村，鶴田村

伯耆町 平成 17.1.1 新設 西伯郡岸本町
Hoki－Cho 日野郡溝口町

旧岸本町 西伯郡大幡村 会見郡 大幡村 会見郡 上細見村，立岩村，吉定村，岸本村，押口村，
Kishimoto 昭和 30.3.31 合併 吉長村，遠藤村
     －Cho 　〃　幡郷村 　〃 幡郷村 　〃 大殿村，岩屋谷村，諸木村，坂長村，小野村，

　　　（大字諸木を除く） 金廻村，小町村
日野郡八郷村 日野郡＊ 日吉村 　〃 福岡村
　　　 明治45.1.1合併 日野郡 清原村，番原村，久古村，口別所村

　〃 ＊ 吉寿村 　〃 丸山村，小林村，大原村，真野村，須村

旧溝口町 　　　　　   　　日野郡溝口村 日野郡＊ 金岩村 日野郡 岩立村，金屋谷村
Mizokuchi  日野郡溝口町　  大正3.2.1合併 　〃 ＊ 溝口村 　〃 大倉村，上野村，長山村，大江村，谷川村，溝
     －Cho 昭和 29.4.1 合併    昭和6.10.1 口宿，宮原村

　　合併、町制 　〃 ＊ 栄　村 　〃 白水村，根雨原村
　　　　　　　　 〃　旭村 　〃 旭　村 　〃 父原村，荘村，中祖村，宇代村，古市村
　〃　二部村 　〃 ＊ 二部村 　〃 二部宿，畑池村，福岡村
　　　 大正10.12.1合併 　〃 ＊ 野上村 　〃 三部村，福吉村，福島村，船越村，福居村，焼

杉村
　〃　日光村 　〃 ＊ 米原村 　〃 大河原村，吉原村，栃原村，大滝村
　　　 大正7.4.1合併 　〃 ＊ 金沢村 　〃 大坂村，富江村，福兼村，添谷村，大内村
　　　（大字大河原、吉原を除く）

日野郡 明治 29.9.1 日野郡 日野郡
Hino－Gun

日南町 　　　　  　　 　日野郡日野上村 日野郡＊ 宮内村 日野郡 河上村，宮内村，矢戸村，三栄村
Nichinan 日野郡伯南町　　 大正10.12.1
    －Cho 昭和 34.4.1 新設  昭和30.5.20　　　　　　 合併 　〃 ＊ 霞　村 　〃 霞村，生山村

  　合併、町制　　 〃　山上村 　〃 山上村 　〃 茶屋村，笠木村，福寿実村，福万来村，佐木谷村

　　　　　　 　　  〃　大宮村 　〃 ＊ 印賀村 　〃 印賀宿，宝谷村，折渡村
日野郡高宮村　  　　大正6.12.1 　〃 ＊ 菅沢村 　〃 菅沢村
 昭和30.6.30合併　　　  　合併
　　　　　　　　　 〃 阿毘縁村 　〃 ＊ 阿毘縁村 　〃 下阿毘縁村，阿毘縁村
　〃　多里村 　〃 多里村 　〃 多里宿，湯河村，萩原村，上萩山村，新屋村
　〃　福栄村 　〃 福栄村 　〃 豊栄村，福塚村，神福村
　〃　石見村 　〃 ＊ 石見村 　〃 上石見村，中石見村，下石見村，三吉村
　　　 大正1.12.28合併 　〃 ＊ 福成村 　〃 神戸上村，花口村

日野町 　　　　　　   　日野郡根雨町 日野郡＊ 根雨村 日野郡 板井原宿，金持村，高尾村，根雨宿，三谷村，
Hino－Cho 日野郡根雨町　  　 大正2.10.17 貝原村

昭和 34.5.1 新設  昭和28.10.1   　　合併、町制 　〃 ＊ 真住村 　〃 三土村，秋縄村，門谷村，濁谷村
　　　合併
　　　　　  　　  〃　日野村 　〃 ＊ 渡　村 　〃 小原村，奥別所村，榎市村，本郷村
　　　　　　   　　大正2.9.1合併 　〃 ＊ 安井村 　〃 下榎村，津地村，野田村，船場村，安原村

　〃　黒坂町　　   〃　黒坂村 　〃 ＊ 黒坂村 　〃 下黒坂村，黒坂宿，久住村，中畑村，下菅村，
 昭和11.1.1   　　 大正2.10.17 小河内村
　　　町制　　　　   　合併 　〃 ＊ 菅福村 　〃 上菅野，福長村

江府町 日野郡江尾町 日野郡 江尾村 日野郡 江尾村，小江尾村，久連村，佐川村，柿原村
Kofu－Cho 昭和 28.6.1 新設 　　　 昭和22.11.3町制

　〃　神奈川村 　〃 神奈川村 　〃 下安井村，洲河崎村，武庫村，俣野村
　〃　米沢村 　〃 米沢村 　〃 御机村，下蚊屋村，助沢村，美用村，杉谷村，

貝田村，宮市村
昭和 29.4.1 編入 　〃　日光村の一部

　　　（大字大河原、吉原）

市郡町村 年月日 廃置分合の市郡町村
明治22年当時
の市郡町村

明治21年当時の郡町村


