
合併前（表示例） 合併後（表示例）

大川郡津田町津田○○番地 さぬき市津田町津田○○番地

大川郡津田町鶴羽○○番地 さぬき市津田町鶴羽○○番地

大川郡大川町田面○○番地 さぬき市大川町田面○○番地

大川郡大川町富田中○○番地 さぬき市大川町富田中○○番地

大川郡大川町富田西○○番地 さぬき市大川町富田西○○番地

大川郡大川町富田東○○番地 さぬき市大川町富田東○○番地

大川郡大川町南川○○番地 さぬき市大川町南川○○番地

大川郡志度町大字小田○○番地 さぬき市小田○○番地

大川郡志度町大字鴨部○○番地 さぬき市鴨部○○番地

大川郡志度町大字鴨庄○○番地 さぬき市鴨庄○○番地

大川郡志度町大字志度○○番地 さぬき市志度○○番地

大川郡志度町大字末○○番地 さぬき市末○○番地

大川郡寒川町石田西○○番地 さぬき市寒川町石田西○○番地

大川郡寒川町石田東○○番地 さぬき市寒川町石田東○○番地

大川郡寒川町神前○○番地 さぬき市寒川町神前○○番地

大川郡長尾町昭和○○番地 さぬき市昭和○○番地

大川郡長尾町造田乙井○○番地 さぬき市造田乙井○○番地

大川郡長尾町造田是弘○○番地 さぬき市造田是弘○○番地

大川郡長尾町造田野間田○○番地 さぬき市造田野間田○○番地

大川郡長尾町造田宮西○○番地 さぬき市造田宮西○○番地

大川郡長尾町多和字※※○○番地 さぬき市多和※※○○番地

大川郡長尾町西○○番地 さぬき市長尾西○○番地

大川郡長尾町東○○番地 さぬき市長尾東○○番地

大川郡長尾町前山○○番地 さぬき市前山○○番地

（さぬきし）

さぬき市

合併市町の住所表示について

合併市町名
（郡名）

合併期日
合併関係
（旧）市町

町名等の取扱い
住所表示の例

H14.4.1

　｢大川郡」を「さぬき市」に置き
換える。

大川町

志度町
　｢大川郡志度町大字」を「さぬき
市」に置き換える。

寒川町
　｢大川郡」を「さぬき市」に置き
換える。

長尾町

　原則として、　｢大川郡長尾町」
を「さぬき市」に置き換える。
　ただし、字名「西」、「東」、
「名」については、それぞれ「長尾
西」、「長尾東」、｢長尾名」に変
更する。
　また、「多和」については、「大
川郡長尾町多和字」を｢さぬき市多
和」に置き換える。

津田町
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合併前（表示例） 合併後（表示例）

合併市町名
（郡名）

合併期日
合併関係
（旧）市町

町名等の取扱い
住所表示の例

大川郡長尾町名○○番地 さぬき市長尾名○○番地

大川郡引田町馬宿○○番地 東かがわ市馬宿○○番地

大川郡引田町小海○○番地 東かがわ市小海○○番地

大川郡引田町川股○○番地 東かがわ市川股○○番地

大川郡引田町黒羽○○番地 東かがわ市黒羽○○番地

大川郡引田町坂元○○番地 東かがわ市坂元○○番地

大川郡引田町引田○○番地 東かがわ市引田○○番地

大川郡引田町南野○○番地 東かがわ市南野○○番地

大川郡引田町吉田○○番地 東かがわ市吉田○○番地

大川郡白鳥町伊座○○番地 東かがわ市伊座○○番地

大川郡白鳥町帰来○○番地 東かがわ市帰来○○番地

大川郡白鳥町五名○○番地 東かがわ市五名○○番地

大川郡白鳥町白鳥○○番地 東かがわ市白鳥○○番地

大川郡白鳥町西山○○番地 東かがわ市西山○○番地

大川郡白鳥町入野山○○番地 東かがわ市入野山○○番地

大川郡白鳥町東山○○番地 東かがわ市東山○○番地

大川郡白鳥町松原○○番地 東かがわ市松原○○番地

大川郡白鳥町湊○○番地 東かがわ市湊○○番地

大川郡白鳥町与田山○○番地 東かがわ市与田山○○番地

大川郡大内町馬篠○○番地 東かがわ市馬篠○○番地

大川郡大内町大谷○○番地 東かがわ市大谷○○番地

大川郡大内町大内○○番地 東かがわ市大内○○番地

大川郡大内町落合○○番地 東かがわ市落合○○番地

大川郡大内町川東○○番地 東かがわ市川東○○番地

（ひがしかがわ
し）

東かがわ市
H15.4.1

引田町
　｢大川郡引田町」を「東かがわ
市」に置き換える。

白鳥町
　｢大川郡白鳥町」を「東かがわ
市」に置き換える。
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合併前（表示例） 合併後（表示例）

合併市町名
（郡名）

合併期日
合併関係
（旧）市町

町名等の取扱い
住所表示の例

大川郡大内町小磯○○番地 東かがわ市小磯○○番地

大川郡大内町小砂○○番地 東かがわ市小砂○○番地

大川郡大内町三本松○○番地 東かがわ市三本松○○番地

大川郡大内町土居○○番地 東かがわ市土居○○番地

大川郡大内町中筋○○番地 東かがわ市中筋○○番地

大川郡大内町中山○○番地 東かがわ市中山○○番地

大川郡大内町西村○○番地 東かがわ市西村○○番地

大川郡大内町町田○○番地 東かがわ市町田○○番地

大川郡大内町松崎○○番地 東かがわ市松崎○○番地

大川郡大内町水主○○番地 東かがわ市水主○○番地

大川郡大内町三殿○○番地 東かがわ市三殿○○番地

大川郡大内町横内○○番地 東かがわ市横内○○番地

綾歌郡綾歌町岡田上○○番地 丸亀市綾歌町岡田上○○番地

綾歌郡綾歌町岡田下○○番地 丸亀市綾歌町岡田下○○番地

綾歌郡綾歌町岡田西○○番地 丸亀市綾歌町岡田西○○番地

綾歌郡綾歌町岡田東○○番地 丸亀市綾歌町岡田東○○番地

綾歌郡綾歌町栗熊西○○番地 丸亀市綾歌町栗熊西○○番地

綾歌郡綾歌町栗熊東○○番地 丸亀市綾歌町栗熊東○○番地

綾歌郡綾歌町富熊○○番地 丸亀市綾歌町富熊○○番地

綾歌郡飯山町上法軍寺○○番地 丸亀市飯山町上法軍寺○○番地

綾歌郡飯山町川原○○番地 丸亀市飯山町川原○○番地

綾歌郡飯山町真時○○番地 丸亀市飯山町真時○○番地

綾歌郡飯山町下法軍寺○○番地 丸亀市飯山町下法軍寺○○番地

大内町
　｢大川郡大内町」を「東かがわ
市」に置き換える。

（まるがめし）

丸亀市
H17.3.22

丸亀市 　町名や住所表示などは現行と同じ。

綾歌町

「綾歌郡」を「丸亀市」に置き換え
る。

飯山町
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合併前（表示例） 合併後（表示例）

合併市町名
（郡名）

合併期日
合併関係
（旧）市町

町名等の取扱い
住所表示の例

綾歌郡飯山町西坂元○○番地 丸亀市飯山町西坂元○○番地

綾歌郡飯山町東小川○○番地 丸亀市飯山町東小川○○番地

綾歌郡飯山町東坂元○○番地 丸亀市飯山町東坂元○○番地

香川郡塩江町大字上西甲○○番地 高松市塩江町上西甲○○番地

香川郡塩江町大字上西乙○○番地 高松市塩江町上西乙○○番地

香川郡塩江町大字安原上○○番地 高松市塩江町安原上○○番地

香川郡塩江町大字安原上東○○番地 高松市塩江町安原上東○○番地

香川郡塩江町大字安原下○○番地 高松市塩江町安原下○○番地

香川郡塩江町大字安原下第１号○○番地 高松市塩江町安原下第1号○○番地

香川郡塩江町大字安原下第２号○○番地 高松市塩江町安原下第２号○○番地

香川郡塩江町大字安原下第３号○○番地 高松市塩江町安原下第３号○○番地

木田郡牟礼町大字牟礼○○番地 高松市牟礼町牟礼○○番地

木田郡牟礼町大字大町○○番地 高松市牟礼町大町○○番地

木田郡牟礼町大字原○○番地 高松市牟礼町原○○番地

H18.1.10 香川郡香川町大字浅野○○番地 高松市香川町浅野○○番地

香川郡香川町大字大野○○番地 高松市香川町大野○○番地

香川郡香川町大字川内原○○番地 高松市香川町川内原○○番地

香川郡香川町大字川東上○○番地 高松市香川町川東上○○番地

香川郡香川町大字川東下○○番地 高松市香川町川東下○○番地

　町名や住所表示などは現行と同じ。

庵治町
　｢木田郡」を「高松市」に置き換
える。

木田郡庵治町○○番地 高松市庵治町○○番地

（たかまつし）

高松市

H17.9.26

高松市 　町名や住所表示などは現行と同じ。

塩江町
　｢香川郡塩江町大字」を「高松市
塩江町」に置き換える。

高松市

香川町 　｢香川郡香川町大字」を「高松市
香川町」に置き換える。

牟礼町
　「木田郡牟礼町大字」を「高松市
牟礼町」に置きかえる。
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合併前（表示例） 合併後（表示例）

合併市町名
（郡名）

合併期日
合併関係
（旧）市町

町名等の取扱い
住所表示の例

香川郡香川町大字寺井○○番地 高松市香川町寺井○○番地

香川郡香川町大字東谷○○番地 高松市香川町東谷○○番地

香川郡香川町大字安原下第１号○○番地 高松市香川町安原下第1号○○番地

香川郡香川町大字安原下第３号○○番地 高松市香川町安原下第３号○○番地

香川郡香南町大字池内○○番地 高松市香南町池内○○番地

香川郡香南町大字岡○○番地 高松市香南町岡○○番地

香川郡香南町大字西庄○○番地 高松市香南町西庄○○番地

香川郡香南町大字由佐○○番地 高松市香南町由佐○○番地

香川郡香南町大字横井○○番地 高松市香南町横井○○番地

香川郡香南町大字吉光○○番地 高松市香南町吉光○○番地

綾歌郡国分寺町柏原○○番地 高松市国分寺町柏原○○番地

綾歌郡国分寺町国分○○番地 高松市国分寺町国分○○番地

綾歌郡国分寺町新名○○番地 高松市国分寺町新名○○番地

綾歌郡国分寺町新居○○番地 高松市国分寺町新居○○番地

綾歌郡国分寺町福家○○番地 高松市国分寺町福家○○番地

三豊郡大野原町大字青岡○○番地 観音寺市大野原町青岡○○番地

三豊郡大野原町大字大野原○○番地 観音寺市大野原町大野原○○番地

三豊郡大野原町大字五郷有木○○番地 観音寺市大野原町有木○○番地

三豊郡大野原町大字五郷井関○○番地 観音寺市大野原町井関○○番地

三豊郡大野原町大字五郷内野々○○番地 観音寺市大野原町内野々○○番地

三豊郡大野原町大字五郷海老済○○番地 観音寺市大野原町海老済○○番地

三豊郡大野原町大字五郷田野々○○番地 観音寺市大野原町田野々○○番地

三豊郡大野原町大字中姫○○番地 観音寺市大野原町中姫○○番地

国分寺町
　｢綾歌郡」を「高松市」に置き換
える。

香南町
　｢香川郡香南町大字」を「高松市
香南町」に置き換える。

（かんおんじし）

観音寺市
H17.10.11

観音寺市 　町名や住所表示などは現行と同じ。

大野原町

「三豊郡大野原町大字」を「観音寺
市大野原町」に置き換え、字名「五
郷有木」、「五郷井関」、「五郷内
野々」、「五郷海老済」、「五郷田
野々」については、各々「五郷」を
削除する。

5



合併前（表示例） 合併後（表示例）

合併市町名
（郡名）

合併期日
合併関係
（旧）市町

町名等の取扱い
住所表示の例

三豊郡大野原町大字萩原○○番地 観音寺市大野原町萩原○○番地

三豊郡大野原町大字花稲○○番地 観音寺市大野原町花稲○○番地

三豊郡大野原町大字福田原○○番地 観音寺市大野原町福田原○○番地

三豊郡大野原町大字丸井○○番地 観音寺市大野原町丸井○○番地

三豊郡豊浜町大字姫浜○○番地 観音寺市豊浜町姫浜○○番地

三豊郡豊浜町大字箕浦○○番地 観音寺市豊浜町箕浦○○番地

三豊郡豊浜町大字和田○○番地 観音寺市豊浜町和田○○番地

三豊郡豊浜町大字和田浜○○番地 観音寺市豊浜町和田浜○○番地

三豊郡高瀬町大字上麻○○番地 三豊市高瀬町上麻○○番地

三豊郡高瀬町大字上勝間○○番地 三豊市高瀬町上勝間○○番地

三豊郡高瀬町大字上高瀬○○番地 三豊市高瀬町上高瀬○○番地

三豊郡高瀬町大字佐股○○番地 三豊市高瀬町佐股○○番地

三豊郡高瀬町大字下麻○○番地 三豊市高瀬町下麻○○番地

三豊郡高瀬町大字下勝間○○番地 三豊市高瀬町下勝間○○番地

三豊郡高瀬町大字新名○○番地 三豊市高瀬町新名○○番地

三豊郡高瀬町大字羽方○○番地 三豊市高瀬町羽方○○番地

三豊郡高瀬町大字比地○○番地 三豊市高瀬町比地○○番地

三豊郡高瀬町大字比地中○○番地 三豊市高瀬町比地中○○番地

三豊郡山本町大字大野○○番地 三豊市山本町大野○○番地

三豊郡山本町大字神田○○番地 三豊市山本町神田○○番地

三豊郡山本町大字河内○○番地 三豊市山本町河内○○番地

三豊郡山本町大字財田西○○番地 三豊市山本町財田西○○番地

三豊郡山本町大字辻○○番地 三豊市山本町辻○○番地

三豊郡三野町大字大見○○番地 三豊市三野町大見○○番地

豊浜町
　「三豊郡豊浜町大字」を「観音寺
市豊浜町」に置き換える。

高瀬町
　｢三豊郡高瀬町大字」を「三豊市
高瀬町」に置き換える。

山本町
　｢三豊郡山本町大字」を「三豊市
山本町」に置き換える。
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合併前（表示例） 合併後（表示例）

合併市町名
（郡名）

合併期日
合併関係
（旧）市町

町名等の取扱い
住所表示の例

三豊郡三野町大字下高瀬○○番地 三豊市三野町下高瀬○○番地

三豊郡三野町大字吉津○○番地 三豊市三野町吉津○○番地

三豊郡豊中町大字岡本○○番地 三豊市豊中町岡本○○番地

三豊郡豊中町大字笠田笠岡○○番地 三豊市豊中町笠田笠岡○○番地

三豊郡豊中町大字笠田竹田○○番地 三豊市豊中町笠田竹田○○番地

三豊郡豊中町大字上高野○○番地 三豊市豊中町上高野○○番地

三豊郡豊中町大字下高野○○番地 三豊市豊中町下高野○○番地

三豊郡豊中町大字比地大○○番地 三豊市豊中町比地大○○番地

三豊郡豊中町大字本山甲○○番地 三豊市豊中町本山甲○○番地

三豊郡豊中町大字本山乙○○番地 三豊市豊中町本山乙○○番地

三豊郡詫間町大字粟島○○番地 三豊市詫間町粟島○○番地

三豊郡詫間町大字大浜○○番地 三豊市詫間町大浜○○番地

三豊郡詫間町大字香田○○番地 三豊市詫間町香田○○番地

三豊郡詫間町大字志々島○○番地 三豊市詫間町志々島○○番地

三豊郡詫間町大字詫間○○番地 三豊市詫間町詫間○○番地

三豊郡詫間町大字積○○番地 三豊市詫間町積○○番地

三豊郡詫間町大字生里○○番地 三豊市詫間町生里○○番地

三豊郡詫間町大字箱○○番地 三豊市詫間町箱○○番地

三豊郡詫間町大字松崎○○番地 三豊市詫間町松崎○○番地

三豊郡仁尾町大字家の浦○○番地 三豊市仁尾町家の浦○○番地

三豊郡仁尾町大字仁尾○○番地 三豊市仁尾町仁尾○○番地

三豊郡財田町財田上○○番地 三豊市財田町財田上○○番地

三豊郡財田町財田中○○番地 三豊市財田町財田中○○番地

仲多度郡琴南町勝浦○○番地 仲多度郡まんのう町勝浦○○番地

（みとよし）

三豊市
H18.1.1

三野町
　｢三豊郡三野町大字」を「三豊市
三野町」に置き換える。

豊中町
　｢三豊郡豊中町大字」を「三豊市
豊中町」に置き換える。

詫間町
　｢三豊郡詫間町大字」を「三豊市
詫間町」に置き換える。

仁尾町
　｢三豊郡仁尾町大字」を「三豊市
仁尾町」に置き換える。

財田町
　｢三豊郡」を「三豊市」に置き換
える。
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合併前（表示例） 合併後（表示例）

合併市町名
（郡名）

合併期日
合併関係
（旧）市町

町名等の取扱い
住所表示の例

仲多度郡琴南町川東○○番地 仲多度郡まんのう町川東○○番地

仲多度郡琴南町造田○○番地 仲多度郡まんのう町造田○○番地

仲多度郡琴南町中通○○番地 仲多度郡まんのう町中通○○番地

仲多度郡満濃町大字神野○○番地 仲多度郡まんのう町神野○○番地

仲多度郡満濃町大字岸上○○番地 仲多度郡まんのう町岸上○○番地

仲多度郡満濃町大字公文○○番地 仲多度郡まんのう町公文○○番地

仲多度郡満濃町大字五條○○番地 仲多度郡まんのう町五條○○番地

仲多度郡満濃町大字四條○○番地 仲多度郡まんのう町四條○○番地

仲多度郡満濃町大字炭所西○○番地 仲多度郡まんのう町炭所西○○番地

仲多度郡満濃町大字炭所東○○番地 仲多度郡まんのう町炭所東○○番地

仲多度郡満濃町大字長尾○○番地 仲多度郡まんのう町長尾○○番地

仲多度郡満濃町大字西高篠○○番地 仲多度郡まんのう町西高篠○○番地

仲多度郡満濃町大字羽間○○番地 仲多度郡まんのう町羽間○○番地

仲多度郡満濃町大字東高篠○○番地 仲多度郡まんのう町東高篠○○番地

仲多度郡満濃町大字真野○○番地 仲多度郡まんのう町真野○○番地

仲多度郡満濃町大字吉野○○番地 仲多度郡まんのう町吉野○○番地

仲多度郡満濃町大字吉野下○○番地 仲多度郡まんのう町吉野下○○番地

仲多度郡仲南町大字佐文○○番地 仲多度郡まんのう町佐文○○番地

仲多度郡仲南町大字塩入○○番地 仲多度郡まんのう町塩入○○番地

仲多度郡仲南町大字七箇○○番地 仲多度郡まんのう町七箇○○番地

仲多度郡仲南町大字十郷字生間○○番地 仲多度郡まんのう町生間○○番地

仲多度郡仲南町大字十郷字後山○○番地 仲多度郡まんのう町後山○○番地

仲多度郡仲南町大字十郷字大口○○番地 仲多度郡まんのう町大口○○番地

仲多度郡仲南町大字十郷字追上○○番地 仲多度郡まんのう町追上○○番地

仲多度郡仲南町大字十郷字買田○○番地 仲多度郡まんのう町買田○○番地

（なかたどぐんま
んのうちょう）
仲多度郡まんのう

町

H18.3.20

琴南町
　｢琴南町」を「まんのう町」に置
き換える。

満濃町
　｢満濃町大字」を「まんのう町」
に置き換える。

仲南町

　｢仲南町大字」を「まんのう町」
に置き換える。ただし、大字十郷に
ついては、｢仲南町大字十郷字」を
「まんのう町」に置き換え、各字の
上から二文字をとって大字名とし、
残った部分を字名とする。
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合併前（表示例） 合併後（表示例）

合併市町名
（郡名）

合併期日
合併関係
（旧）市町

町名等の取扱い
住所表示の例

仲多度郡仲南町大字十郷字新目○○番地 仲多度郡まんのう町新目○○番地

仲多度郡仲南町大字十郷字帆山○○番地 仲多度郡まんのう町帆山○○番地

仲多度郡仲南町大字十郷字宮田○○番地 仲多度郡まんのう町宮田○○番地

仲多度郡仲南町大字十郷字山脇○○番地 仲多度郡まんのう町山脇○○番地

小豆郡内海町当浜○○番地 小豆郡小豆島町当浜○○番地

小豆郡内海町岩谷○○番地 小豆郡小豆島町岩谷○○番地

小豆郡内海町片城○○番地 小豆郡小豆島町片城○○番地

小豆郡内海町神懸通○○番地 小豆郡小豆島町神懸通○○番地

小豆郡内海町木庄○○番地 小豆郡小豆島町木庄○○番地

小豆郡内海町草壁本町○○番地 小豆郡小豆島町草壁本町○○番地

小豆郡内海町坂手○○番地 （詳しくは内海町役場へお問い合わせください。）

小豆郡内海町橘○○番地 小豆郡小豆島町橘○○番地

小豆郡内海町田浦○○番地 小豆郡小豆島町田浦○○番地

小豆郡内海町西村○○番地 小豆郡小豆島町西村○○番地

小豆郡内海町苗羽○○番地 （詳しくは内海町役場へお問い合わせください。）

小豆郡内海町福田○○番地 小豆郡小豆島町福田○○番地

小豆郡内海町古江○○番地 小豆郡小豆島町古江○○番地

小豆郡内海町堀越○○番地 小豆郡小豆島町堀越○○番地

小豆郡内海町安田○○番地 小豆郡小豆島町安田○○番地

小豆郡内海町吉田○○番地 小豆郡小豆島町吉田○○番地

小豆郡池田町大字池田○○番地 小豆郡小豆島町池田○○番地

小豆郡池田町大字蒲野○○番地 小豆郡小豆島町蒲野○○番地

小豆郡池田町大字蒲生○○番地 小豆郡小豆島町蒲生○○番地

小豆郡池田町大字神浦○○番地 小豆郡小豆島町神浦○○番地

小豆郡池田町大字中山○○番地 小豆郡小豆島町中山○○番地

（しょうずぐん
しょうどしまちょ

う）
小豆郡小豆島町

H18.3.21

内海町
　｢内海町」を「小豆島町」に置き
換える。

池田町 　｢池田町大字」を「小豆島町」に
置き換える。
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合併前（表示例） 合併後（表示例）

合併市町名
（郡名）

合併期日
合併関係
（旧）市町

町名等の取扱い
住所表示の例

小豆郡池田町大字二面○○番地 小豆郡小豆島町二面○○番地

小豆郡池田町大字室生○○番地 小豆郡小豆島町室生○○番地

小豆郡池田町大字吉野○○番地 小豆郡小豆島町吉野○○番地

綾歌郡綾上町牛川○○番地 綾歌郡綾川町牛川○○番地

綾歌郡綾上町枌所西○○番地 綾歌郡綾川町枌所西○○番地

綾歌郡綾上町枌所東○○番地 綾歌郡綾川町枌所東○○番地

綾歌郡綾上町西分○○番地 綾歌郡綾川町西分○○番地

綾歌郡綾上町羽床上○○番地 綾歌郡綾川町羽床上○○番地

綾歌郡綾上町東分○○番地 綾歌郡綾川町東分○○番地

綾歌郡綾上町山田上○○番地 綾歌郡綾川町山田上○○番地

綾歌郡綾上町山田下○○番地 綾歌郡綾川町山田下○○番地

綾歌郡綾南町大字小野○○番地 綾歌郡綾川町小野○○番地

綾歌郡綾南町大字萱原○○番地 綾歌郡綾川町萱原○○番地

綾歌郡綾南町大字北○○番地 綾歌郡綾川町北○○番地

綾歌郡綾南町大字陶○○番地 綾歌郡綾川町陶○○番地

綾歌郡綾南町大字千疋○○番地 綾歌郡綾川町千疋○○番地

綾歌郡綾南町大字滝宮○○番地 綾歌郡綾川町滝宮○○番地

綾歌郡綾南町大字畑田○○番地 綾歌郡綾川町畑田○○番地

綾歌郡綾南町大字羽床下○○番地 綾歌郡綾川町羽床下○○番地

(郵便番号参照はこちら）

※　１　各合併関係市町の大字等は、50音順に掲載しています。

　　２　郵便番号は、原則として変更ありません。

（あやうたぐんあ
やがわちょう）
綾歌郡綾川町

H18.3.21

綾上町
　｢綾上町」を「綾川町」に置き換
える。

綾南町
　｢綾南町大字」を「綾川町」に置
き換える。
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