
平成21年4月1日現在

佐　久　市

（旧）佐久市 岩村田 長土呂 ながとろ ３８５－００２１

住吉町 すみよしちょう ３８５－００２２

本　町 ほんまち ３８５－００２２

西本町 にしほんまち ３８５－００２２

荒　宿 あらじゅく ３８５－００２２

稲荷町 いなりちょう ３８５－００２２

大和町 やまとちょう ３８５－００２２

花園町 はなぞのちょう ３８５－００２２

上ノ城 うえのじょう ３８５－００２２

相生町 あいおいちょう ３８５－００２２

一本柳 いっぽんやなぎ ３８５－００２２

猿久保 さるくぼ ３８５－００１１

猿久保東 さるくぼひがし ３８５－００１１

小田井 西屋敷 にしやしき ３８５－０００９

小田井下宿 おたいしもじゅく ３８５－０００９

荒　田 あらた ３８５－０００９

平　根 横　根 よこね ３８５－０００１

上平尾 かみひらお ３８５－０００２

下平尾 しもひらお ３８５－０００３

中佐都 赤　岩 あかいわ ３８５－００２５

常　田 ときだ ３８５－００２６

平　塚 ひらつか ３８５－００２４

根々井 ねねい ３８５－００１２

根々井塚原 ねねいつかばら ３８５－００２５

上塚原 かみつかばら ３８５－００２５

下塚原 しもつかばら ３８５－００２５

大　塚 おおつか ３８５－００１２

高　瀬 大和田 おおわだ ３８５－００１６

落　合 おちあい ３８５－００１６

北岩尾 きたいわお ３８５－００１６

南岩尾 みなみいわお ３８５－００１６

今　井 いまい ３８５－００１５

三河田 みかわだ ３８５－００１４

横　和 よこわ ３８５－００１３

白　山 はくさん ３８５－００１３

野　沢 田　町 たまち ３８５－００５３

野沢本町 のざわほんちょう ３８５－００５３

中小屋 なかごや ３８５－００５３

十二町 じゅうにちょう ３８５－００５３

原　上 はらかみ ３８５－００５２

原　中 はらなか ３８５－００５２

原　下 はらしも ３８５－００５２

原　曙 はらあけぼの ３８５－００５２

原宮巻 はらみやまき ３８５－００５２

1-3　大字・町丁名一覧
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原東南 はらとうなん ３８５－００５２

原西南 はらせいなん ３８５－００５２

鍛冶屋 かじや ３８５－００４１

高　柳 たかやぎ ３８５－００４２

取出相生町 とりであいおいちょう ３８５－００４３

取出中 とりでなか ３８５－００４３

取出上 とりでかみ ３８５－００４３

本新町 ほんしんまち ３８５－００４４

跡　部 あとべ ３８５－００５４

三　塚 みちづか ３８５－００５５

泉　野 いずみの ３８５－００５５

桜　井 上桜井 かみざくらい ３８５－００５６

中桜井 なかざくらい ３８５－００５６

下桜井 しもざくらい ３８５－００５６

北桜井 きたざくらい ３８５－００５６

岸　野 今　岡 いまおか ３８５－００６１

下県東 しもがたひがし ３８５－００６１

下県西 しもがたにし ３８５－００６１

相　浜 あいはま ３８５－００６１

平　井 ひらい ３８５－００６２

沓　沢 くつざわ ３８５－００６２

糠　尾 ぬかお ３８５－００６２

日　向 ひなた ３８５－００６２

竹　田 たけた ３８５－００６２

下　平 しもだいら ３８５－００６１

熊久保 くまくぼ ３８５－００６１

東立科 ひがしたてしな ３８５－００６３

前　山 小宮山 こみやま ３８５－００４７

弥生ヶ丘 やよいがおか ３８５－００４７

前山北中 まえやまきたなか ３８５－００４６

前山南 まえやまみなみ ３８５－００４６

洞源 どうげん ３８５－００４６

美　笹 みささ ３８５－００４６

泉 いずみの ３８５－００４６

大　沢 地　家 ぢけ ３８５－００４５

大沢下町 おおさわしもちょう ３８５－００４５

大沢中町 おおさわなかちょう ３８５－００４５

大沢上町 おおさわかみちょう ３８５－００４５

大地堂 おおぢどう ３８５－００４５

大沢新田 おおさわしんでん ３８５－００４５
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中　込 杉ノ木 すぎのき ３８５－００５１

石　神 いしがみ ３８５－００５１

権現堂 ごんげんどう ３８５－００５１

中央区南町 ちゅうおうくみなみちょう ３８５－００５１

中央区北町第一 ちゅうおうくきたまちだいいち ３８５－００５１

中央区北町第二 ちゅうおうくきたまちだいに ３８５－００５１

前　林 まえばやし ３８５－００５１

三　石 みついし ３８５－００５１

三家第一 みつやだいいち ３８５－００５１

三家第二 みつやだいに ３８５－００５１

佐太夫町第一 さだゆうまちだいいち ３８５－００５１

佐太夫町第二 さだゆうまちだいに ３８５－００５１

橋場南 はしばみなみ ３８５－００５１

橋場西 はしばにし ３８５－００５１

橋場東 はしばひがし ３８５－００５１

中込新町 なかごみしんまち ３８５－００５１

平　賀 西耕地 にしこうち ３８５－００３５

瀬戸中 せとなか ３８５－００３５

瀬戸東 せとひがし ３８５－００３５

瀬戸南 せとみなみ ３８５－００３５

北耕地 きたこうち ３８５－００３４

平賀新町 ひらかしんまち ３８５－００３４

太田部 おおたべ ３８５－００３３

常和南 ときわみなみ ３８５－００３２

常和北 ときわきた ３８５－００３２

荒　家 あらや ３８５－００３４

北　口 きたぐち ３８５－００３４

平賀下宿 ひらかしもじゅく ３８５－００３４

平賀中宿 ひらかなかじゅく ３８５－００３４

平賀上宿 ひらかかみじゅく ３８５－００３４

内　山 松　井 まつい ３８５－００３１

町　下 まちしも ３８５－００３１

町　中 まちなか ３８５－００３１

町　上 まちかみ ３８５－００３１

肬　水 いぼみず ３８５－００３１

中　村 なかむら ３８５－００３１

相　立 あいだて ３８５－００３１

苦　水 にがみず ３８５－００３１

大　月 おおつき ３８５－００３１

黒　田 くろだ ３８５－００３１
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三　井 東　地 ひがしち ３８５－０００５

西　地 にしち ３８５－０００５

安　原 やすはら ３８５－０００４

紅雲台 こううんだい ３８５－０００４

伊勢林 いせばやし ３８５－０００７

駒　場 こまば ３８５－０００７

新子田 あらこだ ３８５－０００７

志　賀 五十貫 ごじゅっかん ３８５－０００６

志賀下宿 しがしもじゅく ３８５－０００６

志賀中宿 しがなかじゅく ３８５－０００６

志賀上宿 しがかみじゅく ３８５－０００６

駒　込 こまごめ ３８５－０００６

（旧）臼田町 田口 馬坂 まさか ３８４－０４１２

広川原 ひろがわら ３８４－０４１２

丸山 まるやま ３８４－０４１２

宮代 みやしろ ３８４－０４１２

川原宿 かわらじゅく ３８４－０４１２

田口中町 たぐちなかちょう ３８４－０４１２

下町 しもちょう ３８４－０４１２

清川 きよかわ ３８４－０４１２

大奈良 おおなら ３８４－０４１２

原 はら ３８４－０４１２

上中込 かみなかごみ ３８４－０４１２

下越 しもごえ ３８４－０４１４

竜岡 たつおか ３８４－０４１４

三分 みぶん ３８４－０４１３

青沼 入澤 いりさわ ３８４－０６２１

三条 さんじょう ３８４－０６２１

十日町 とおかまち ３８４－０６２１

岩水 いわみず ３８４－０６２２

切原 滝 たき ３８４－０３０７

湯原 ゆはら ３８４－０３０７

湯原新田 ゆはらしんでん ３８４－０３０７

上小田切西 かみおたぎりにし ３８４－０３０６

上小田切 かみおたぎり ３８４－０３０６

中小田切 なかおたぎり ３８４－０３０５

北川 きたがわ ３８４－０３０４

臼田 横山 よこやま ３８４－０３０３

下小田切 しもおたぎり ３８４－０３０３

泉ヶ丘 いずみがおか ３８４－０３０３

臼田勝間 うすだかつま ３８４－０３０２

城山 しろやま ３８４－０３０１

城下 しろした ３８４－０３０１

宮本 みやもと ３８４－０３０１

4 / 6 ページ



平成21年4月1日現在

佐　久　市

1-3　大字・町丁名一覧

ふりがな 〒町　丁地  区（旧）市町村別

稲荷 いなり ３８４－０３０１

中央 ちゅうおう ３８４－０３０１

臼田中町 うすだなかまち ３８４－０３０１

住吉 すみよし ３８４－０３０１

伊勢 いせ ３８４－０３０１

諏訪 すわ ３８４－０３０１

上荒 かみあら ３８４－０３０１

中荒 なかあら ３８４－０３０１

下荒 しもあら ３８４－０３０１

美里 みさと ３８４－０３０１

旭ヶ丘 あさひがおか ３８４－０３０１

平 だいら ３８４－０３０１

（旧）浅科村 中津 塩名田 しおなだ ３８４－２１０２

御馬寄 みまよせ ３８４－２１０３

駒寄 こまよせ ３８４－２１０３

甲 上原 かみはら ３８４－２１０４

中原 なかはら ３８４－２１０４

下原 しもはら ３８４－２１０４

南御牧 八幡 やわた ３８４－２１０７

御牧原 みまきはら ３８４－２１０１

矢嶋 やしま ３８４－２１０５

（旧）望月町 本牧 長坂・城下 ながさか・しろした ３８４－２２０２

東町 ひがしまち ３８４－２２０２

八千代町 やちよちょう ３８４－２２０２

神田町・末広町 かんだちょう・すえひろちょう ３８４－２２０２

金井町 かないちょう ３８４－２２０２

栄町 さかえちょう ３８４－２２０２

昭明町 しょうめいちょう ３８４－２２０２

本町・上本町 ほんまち・かみほんまち ３８４－２２０２

西町・県町 にしまち・あがたちょう ３８４－２２０２

古宮 こみや ３８４－２２０２

御桐谷町 おとやちょう ３８４－２２０２

吹上町 ふきあげちょう ３８４－２２０２

印内 いんない ３８４－２２０１

印内原 いんないはら ３８４－２２０１

茂田井 もたい ３８４－２２０６

観音寺 かんのんじ ３８４－２２０６

布施 御牧原 みまきはら ３８４－２２０３

百沢 ももざわ ３８４－２２０３

牧布施 まきぶせ ３８４－２２０３

入布施 いりぶせ ３８４－２２０３

式部 しきぶ ３８４－２２０３

抜井 ぬくい ３８４－２２０３

中居 なかい ３８４－２２０３
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雁村 がんむら ３８４－２２０３

大木 おおぎ ３８４－２２０３

藤巻 ふじまき ３８４－２２０３

一の原 いちのはら ３８４－２２０３

長者原 ちょうじゃはら ３８４－２２０３

東長者原 ひがしちょうじゃはら ３８４－２２０３

中石堂 なかいしどう ３８４－２２０３

春日 下之宮 しものみや ３８４－２２０５

善郷寺 ぜんごうじ ３８４－２２０５

高橋 たかはし ３８４－２２０５

北春 ほくしゅん ３８４－２２０５

上新 じょうしん ３８４－２２０５

金井 かない ３８４－２２０５

堀端 ほりばた ３８４－２２０５

大西 おおにし ３８４－２２０５

向反 むかいぞり ３８４－２２０５

竹之城 たけのしろ ３８４－２２０５

新田 しんでん ３８４－２２０５

湯沢 ゆざわ ３８４－２２０５

新町 しんまち ３８４－２２０５

宮之入 みやのいり ３８４－２２０５

三明 みみょう ３８４－２２０５

茂沢 もざわ ３８４－２２０５

入新町 いりしんまち ３８４－２２０５

岩下 いわした ３８４－２２０５

入片倉 いりかたくら ３８４－２２０５

協和 片倉 かたくら ３８４－２２０４

西長者原 にしちょうじゃはら ３８４－２２０４

比田井 ひだい ３８４－２２０４

天神 てんじん ３８４－２２０４

協東 きょうとう ３８４－２２０４

高呂 こうろ ３８４－２２０４

大谷地 おおやち ３８４－２２０４

協西 きょうさい ３８４－２２０４

小平 こだいら ３８４－２２０４

三井 みつい ３８４－２２０４
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