
合併前の住所表示 現在の住所表示 よみがな

安房郡富浦町青木○○番地 南房総市富浦町青木○○番地 とみうらちょう　あおき
安房郡富浦町居倉○○番地 南房総市富浦町居倉○○番地 とみうらちょう　いぐら
安房郡富浦町大津○○番地 南房総市富浦町大津○○番地 とみうらちょう　おおつ
安房郡富浦町多田良○○番地 南房総市富浦町多田良○○番地 とみうらちょう　ただら
安房郡富浦町手取○○番地 南房総市富浦町手取○○番地 とみうらちょう　てどり
安房郡富浦町豊岡○○番地 南房総市富浦町豊岡○○番地 とみうらちょう　とよおか
安房郡富浦町南無谷○○番地 南房総市富浦町南無谷○○番地 とみうらちょう　なむや
安房郡富浦町丹生○○番地 南房総市富浦町丹生○○番地 とみうらちょう　にゅう
安房郡富浦町原岡○○番地 南房総市富浦町原岡○○番地 とみうらちょう　はらおか
安房郡富浦町深名○○番地 南房総市富浦町深名○○番地 とみうらちょう　ふかな
安房郡富浦町福澤○○番地 南房総市富浦町福澤○○番地 とみうらちょう　ふくざわ
安房郡富浦町宮本○○番地 南房総市富浦町宮本○○番地 とみうらちょう　みやもと

安房郡富山町荒川○○番地 南房総市荒川○○番地 あらかわ
安房郡富山町市部○○番地 南房総市市部○○番地 いちぶ
安房郡富山町犬掛○○番地 南房総市犬掛○○番地 いぬかけ
安房郡富山町井野○○番地 南房総市井野○○番地 いの
安房郡富山町川上○○番地 南房総市川上○○番地 かわかみ
安房郡富山町久枝○○番地 南房総市久枝○○番地 くし
安房郡富山町検儀谷○○番地 南房総市検儀谷○○番地 けぎや
安房郡富山町小浦○○番地 南房総市小浦○○番地 こうら
安房郡富山町合戸○○番地 南房総市合戸○○番地 ごうど
安房郡富山町高崎○○番地 南房総市高崎○○番地 たかさき
安房郡富山町竹内○○番地 南房総市竹内○○番地 たけのうち
安房郡富山町二部○○番地 南房総市二部○○番地 にぶ
安房郡富山町平塚○○番地 南房総市平塚○○番地 ひらつか
安房郡富山町平久里下○○番地 南房総市平久里下○○番地 へぐりしも
安房郡富山町平久里中○○番地 南房総市平久里中○○番地 へぐりなか
安房郡富山町宮谷○○番地 南房総市宮谷○○番地 みやのやつ
安房郡富山町山田○○番地 南房総市山田○○番地 やまだ
安房郡富山町吉沢○○番地 南房総市吉沢○○番地 よしざわ

安房郡三芳村明石○○番地 南房総市明石○○番地 あかし
安房郡三芳村池之内○○番地 南房総市池之内○○番地 いけのうち
安房郡三芳村海老敷○○番地 南房総市海老敷○○番地 えびしき
安房郡三芳村大学口○○番地 南房総市大学口○○番地 おおがくち
安房郡三芳村上滝田○○番地 南房総市上滝田○○番地 かみたきだ
安房郡三芳村上堀○○番地 南房総市上堀○○番地 かみほり
安房郡三芳村川田○○番地 南房総市川田○○番地 かわた
安房郡三芳村下滝田○○番地 南房総市下滝田○○番地 しもたきだ
安房郡三芳村下堀○○番地 南房総市下堀○○番地 しもほり
安房郡三芳村千代○○番地 南房総市千代○○番地 せんだい
安房郡三芳村中○○番地 南房総市中○○番地 なか
安房郡三芳村府中○○番地 南房総市府中○○番地 ふちゅう
安房郡三芳村増間○○番地 南房総市増間○○番地 ますま
安房郡三芳村三坂○○番地 南房総市三坂○○番地 みさか
安房郡三芳村御庄○○番地 南房総市御庄○○番地 みしょう
安房郡三芳村本織○○番地 南房総市本織○○番地 もとおり
安房郡三芳村山下○○番地 南房総市山下○○番地 やました
安房郡三芳村山名○○番地 南房総市山名○○番地 やまな
安房郡三芳村谷向○○番地 南房総市谷向○○番地 やむかい

安房郡白浜町乙浜○○番地 南房総市白浜町乙浜○○番地 しらはまちょう　おとはま
安房郡白浜町白浜○○番地 南房総市白浜町白浜○○番地 しらはまちょう　しらはま
安房郡白浜町滝口○○番地 南房総市白浜町滝口○○番地 しらはまちょう　たきぐち
安房郡白浜町根本○○番地 南房総市白浜町根本○○番地 しらはまちょう　ねもと
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■南房総市の住所表示について
　　◎字の区域については，変更がありません。
　　◎名称については，下記の住所表示一覧表のとおりです。
　　　 なお，番地と枝番の間の「の」は，表記しないことになりました。
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★住所表示一覧表（よみがなは，「みなみぼうそうし」以下のよみです）★住所表示一覧表（よみがなは，「みなみぼうそうし」以下のよみです）★住所表示一覧表（よみがなは，「みなみぼうそうし」以下のよみです）★住所表示一覧表（よみがなは，「みなみぼうそうし」以下のよみです）



合併前の住所表示 現在の住所表示 よみがな

安房郡千倉町宇田○○番地 南房総市千倉町宇田○○番地 ちくらちょう　うだ
安房郡千倉町大川○○番地 南房総市千倉町大川○○番地 ちくらちょう　おおかわ
安房郡千倉町大貫○○番地 南房総市千倉町大貫○○番地 ちくらちょう　おおぬき
安房郡千倉町川合○○番地 南房総市千倉町川合○○番地 ちくらちょう　かわい
安房郡千倉町川口○○番地 南房総市千倉町川口○○番地 ちくらちょう　かわぐち
安房郡千倉町川戸○○番地 南房総市千倉町川戸○○番地 ちくらちょう　かわと
安房郡千倉町北朝夷○○番地 南房総市千倉町北朝夷○○番地 ちくらちょう　きたあさい
安房郡千倉町久保○○番地 南房総市千倉町久保○○番地 ちくらちょう　くぼ
安房郡千倉町忽戸○○番地 南房総市千倉町忽戸○○番地 ちくらちょう　こっと
安房郡千倉町白子○○番地 南房総市千倉町白子○○番地 ちくらちょう　しらこ
安房郡千倉町白間津○○番地 南房総市千倉町白間津○○番地 ちくらちょう　しらまづ
安房郡千倉町瀬戸○○番地 南房総市千倉町瀬戸○○番地 ちくらちょう　せと
安房郡千倉町千田○○番地 南房総市千倉町千田○○番地 ちくらちょう　せんだ
安房郡千倉町平磯○○番地 南房総市千倉町平磯○○番地 ちくらちょう　ひらいそ
安房郡千倉町平舘○○番地 南房総市千倉町平舘○○番地 ちくらちょう　へだて
安房郡千倉町牧田○○番地 南房総市千倉町牧田○○番地 ちくらちょう　まきだ
安房郡千倉町南朝夷○○番地 南房総市千倉町南朝夷○○番地 ちくらちょう　みなみあさい

安房郡丸山町安馬谷○○番地 南房総市安馬谷○○番地 あんばや
安房郡丸山町丸本郷元石神○○番地 南房総市石神○○番地 いしがみ
安房郡丸山町石堂○○番地 南房総市石堂○○番地 いしどう
安房郡丸山町石堂原○○番地 南房総市石堂原○○番地 いしどうはら
安房郡丸山町岩糸○○番地 南房総市岩糸○○番地 いわいと
安房郡丸山町大井○○番地 南房総市大井○○番地 おおい
安房郡丸山町小戸○○番地 南房総市小戸○○番地 おど
安房郡丸山町加茂○○番地 南房総市加茂○○番地 かも
安房郡丸山町川谷○○番地 南房総市川谷○○番地 かわやつ
安房郡丸山町沓見○○番地 南房総市沓見○○番地 くつみ
安房郡丸山町久保○○番地 南房総市久保○○番地 くぼ
安房郡丸山町珠師ケ谷○○番地 南房総市珠師ケ谷○○番地 しゅしがやつ
安房郡丸山町白子○○番地 南房総市白子○○番地 しらこ
安房郡丸山町西原○○番地 南房総市西原○○番地 にしばら
安房郡丸山町海発○○番地 南房総市古川○○番地 ふるかわ
安房郡丸山町前田○○番地 南房総市前田○○番地 まえだ
安房郡丸山町丸本郷○○番地 南房総市丸本郷○○番地 まるほんごう
安房郡丸山町大字平塚○○番地 南房総市丸山平塚○○番地 まるやまひらつか
安房郡丸山町宮下元御子神○○番地 南房総市御子神○○番地 みこがみ
安房郡丸山町峰○○番地 南房総市峰○○番地 みね
安房郡丸山町宮下○○番地 南房総市宮下○○番地 みやした

安房郡和田町石堂○○番地 南房総市和田町石堂○○番地 わだちょう　いしどう
安房郡和田町小川○○番地 南房総市和田町小川○○番地 わだちょう　おがわ
安房郡和田町海発○○番地 南房総市和田町海発○○番地 わだちょう　かいほつ
安房郡和田町上三原○○番地 南房総市和田町上三原○○番地 わだちょう　かみみはら
安房郡和田町上三原飛地○○番地 南房総市和田町上三原飛地○○番地 わだちょう　かみみはらとびち
安房郡和田町黒岩○○番地 南房総市和田町黒岩○○番地 わだちょう　くろいわ
安房郡和田町黒岩飛地○○番地 南房総市和田町黒岩飛地○○番地 わだちょう　くろいわとびち
安房郡和田町五十蔵○○番地 南房総市和田町五十蔵○○番地 わだちょう　ごじゅうくら
安房郡和田町小向○○番地 南房総市和田町小向○○番地 わだちょう　こむかい
安房郡和田町柴○○番地 南房総市和田町柴○○番地 わだちょう　しば
安房郡和田町下三原○○番地 南房総市和田町下三原○○番地 わだちょう　しもみはら
安房郡和田町白渚○○番地 南房総市和田町白渚○○番地 わだちょう　しらすか
安房郡和田町白渚飛地○○番地 南房総市和田町白渚飛地○○番地 わだちょう　しらすかとびち
安房郡和田町磑森○○番地 南房総市和田町磑森○○番地 わだちょう　するすもり
安房郡和田町中三原○○番地 南房総市和田町中三原○○番地 わだちょう　なかみはら
安房郡和田町中三原飛地○○番地 南房総市和田町中三原飛地○○番地 わだちょう　なかみはらとびち
安房郡和田町仁我浦○○番地 南房総市和田町仁我浦○○番地 わだちょう　にがうら
安房郡和田町沼○○番地 南房総市和田町沼○○番地 わだちょう　ぬま
安房郡和田町花園○○番地 南房総市和田町花園○○番地 わだちょう　はなその
安房郡和田町布野○○番地 南房総市和田町布野○○番地 わだちょう　ふの
安房郡和田町松田○○番地 南房総市和田町松田○○番地 わだちょう　まつだ
安房郡和田町真浦○○番地 南房総市和田町真浦○○番地 わだちょう　もうら
安房郡和田町真浦飛地○○番地 南房総市和田町真浦飛地○○番地 わだちょう　もうらとびち
安房郡和田町和田○○番地 南房総市和田町和田○○番地 わだちょう　わだ
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