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　旧３町（吉田町・三間町・津島町）の場合は、従前の「北宇和郡」を「宇和島市」に変更し、その後に続

く町名「吉田町・三間町・津島町」は従前のとおりとし、続く「大字」の表記は削除することとしています。

また、字の名称・区域および地番等については変更ありません。　　

　旧宇和島市の住所表記は、従前と変更ありません。（参考として４～７ページに掲載）

＊郵便番号や電話番号の変更はありません。

　　例えば、吉田支所（旧吉田町役場）の所在地は、宇和島市吉田町東小路甲70番地
　　　　　　三間支所（旧三間町役場）の所在地は、宇和島市三間町宮野下835番地
　　　　　　津島支所（旧津島町役場）の所在地は、宇和島市津島町岩松甲471番地　となります。

　●吉田町

　●三間町

２．合併後の住所表記 

合併前の住所表記 合併後の住所表記 郵便番号
北宇和郡　吉田町　大字浅川 宇和島市　吉田町　浅川 あさかわ 799-3763
北宇和郡　吉田町　大字魚棚 宇和島市　吉田町　魚棚 うおたな 799-3704
北宇和郡　吉田町　大字裡町 宇和島市　吉田町　裡町 うらまち 799-3706
北宇和郡　吉田町　大字沖村 宇和島市　吉田町　沖村 おきむら 799-3751
北宇和郡　吉田町　大字奥浦 宇和島市　吉田町　奥浦 おくうら 799-3772
北宇和郡　吉田町　大字河内 宇和島市　吉田町　河内 かわち 799-3752
北宇和郡　吉田町　大字深浦 宇和島市　吉田町　深浦 ふかうら 799-3743
北宇和郡　吉田町　大字法花津 宇和島市　吉田町　法花津 ほけづ 799-3742
北宇和郡　吉田町　大字本町 宇和島市　吉田町　本町 ほんまち 799-3705
北宇和郡　吉田町　大字北小路 宇和島市　吉田町　北小路 きたこうじ 799-3701
北宇和郡　吉田町　大字白浦 宇和島市　吉田町　白浦 しろうら 799-3741
北宇和郡　吉田町　大字立間 宇和島市　吉田町　立間 たちま 799-3730
北宇和郡　吉田町　大字立間尻 宇和島市　吉田町　立間尻 たちまじり 799-3710
北宇和郡　吉田町　大字知永 宇和島市　吉田町　知永 ちなが 799-3720

北宇和郡　吉田町　大字鶴間 宇和島市　吉田町　鶴間 つるま

799-3707（御殿内）

799-3762（鶴間団地）

799-3761（その他）
北宇和郡　吉田町　大字南君 宇和島市　吉田町　南君 なぎみ 799-3771
北宇和郡　吉田町　大字西小路 宇和島市　吉田町　西小路 にしこうじ 799-3702
北宇和郡　吉田町　大字東小路 宇和島市　吉田町　東小路 ひがしこうじ 799-3703

合併前の住所表記 合併後の住所表記 郵便番号

北宇和郡　三間町　大字大内 宇和島市　三間町　大内 おおうち 798-1136

北宇和郡　三間町　大字大藤 宇和島市　三間町　大藤 おおふじ 798-1101

北宇和郡　三間町　大字音地 宇和島市　三間町　音地 おんじ 798-1141

北宇和郡　三間町　大字金銅 宇和島市　三間町　金銅 かなどう 798-1134

北宇和郡　三間町　大字兼近 宇和島市　三間町　兼近 かねちか 798-1137

北宇和郡　三間町　大字川之内 宇和島市　三間町　川之内 かわのうち 798-1121

北宇和郡　三間町　大字北増穂 宇和島市　三間町　北増穂 きたますお 798-1111

北宇和郡　三間町　大字黒井地 宇和島市　三間町　黒井地 くろいじ 798-1116

北宇和郡　三間町　大字黒川 宇和島市　三間町　黒川 くろかわ 798-1143

北宇和郡　三間町　大字小沢川 宇和島市　三間町　小沢川 こそうがわ 798-1122

北宇和郡　三間町　大字古藤田 宇和島市　三間町　古藤田 ことうだ 798-1135

北宇和郡　三間町　大字是延 宇和島市　三間町　是延 これのぶ 798-1139

北宇和郡　三間町　大字是能 宇和島市　三間町　是能 これよし 798-1105

北宇和郡　三間町　大字則 宇和島市　三間町　則 すなわち 798-1102

北宇和郡　三間町　大字曽根 宇和島市　三間町　曽根 そね 798-1104

北宇和郡　三間町　大字田川 宇和島市　三間町　田川 たがわ 798-1131
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　●三間町

　●津島町

合併前の住所表記 合併後の住所表記 郵便番号
北宇和郡　三間町　大字戸雁 宇和島市　三間町　戸雁 とがり 798-1115
北宇和郡　三間町　大字土居垣内 宇和島市　三間町　土居垣内 どいかきうち 798-1138
北宇和郡　三間町　大字土居中 宇和島市　三間町　土居中 どいなか 798-1125
北宇和郡　三間町　大字中野中 宇和島市　三間町　中野中 なかのなか 798-1133
北宇和郡　三間町　大字波岡 宇和島市　三間町　波岡 なみおか 798-1132
北宇和郡　三間町　大字成家 宇和島市　三間町　成家 なるいえ 798-1103
北宇和郡　三間町　大字迫目 宇和島市　三間町　迫目 はざめ 798-1113
北宇和郡　三間町　大字増田 宇和島市　三間町　増田 ますだ 798-1124
北宇和郡　三間町　大字三間中間 宇和島市　三間町　三間中間 みまなかいだ 798-1142
北宇和郡　三間町　大字宮野下 宇和島市　三間町　宮野下 みやのした 798-1112
北宇和郡　三間町　大字務田 宇和島市　三間町　務田 むでん 798-1114
北宇和郡　三間町　大字元宗 宇和島市　三間町　元宗 もとむね 798-1123

合併前の住所表記 合併後の住所表記 郵便番号
北宇和郡　津島町　岩松 宇和島市　津島町　岩松 いわまつ 798-3301
北宇和郡　津島町　大字高田 宇和島市　津島町　高田 たかた 798-3302
北宇和郡　津島町　大字近家 宇和島市　津島町　近家 ちかいえ 798-3303
北宇和郡　津島町　大字岩渕 宇和島市　津島町　岩渕 いわぶち 798-3311
北宇和郡　津島町　大字増穂 宇和島市　津島町　増穂 ますほ 798-3313
北宇和郡　津島町　大字山財 宇和島市　津島町　山財 さんざい 798-3312
北宇和郡　津島町　大字御内 宇和島市　津島町　御内 みうち 798-3271
北宇和郡　津島町　大字槇川 宇和島市　津島町　槇川 まきがわ 798-3272

北宇和郡　津島町　大字下畑地 宇和島市　津島町　下畑地 しもはたじ
798-3322（上槙）
798-3321（乙を除く）

北宇和郡　津島町　大字上畑地 宇和島市　津島町　上畑地 かみはたじ 798-3323
北宇和郡　津島町　田之浜 宇和島市　津島町　田之浜 たのはま 798-3357
北宇和郡　津島町　曽根 宇和島市　津島町　曽根 そね 798-3356
北宇和郡　津島町　脇 宇和島市　津島町　脇 わき 798-3355
北宇和郡　津島町　田颪 宇和島市　津島町　田颪 たおろし 798-3354
北宇和郡　津島町　泥目水 宇和島市　津島町　泥目水 とろめず 798-3353
北宇和郡　津島町　坪井 宇和島市　津島町　坪井 つぼい 798-3352
北宇和郡　津島町　弓立 宇和島市　津島町　弓立 ゆだち 798-3351
北宇和郡　津島町　鼡鳴 宇和島市　津島町　鼡鳴 ねずなき 798-3346
北宇和郡　津島町　横浦 宇和島市　津島町　横浦 よこうら 798-3345
北宇和郡　津島町　嵐 宇和島市　津島町　嵐 あらし 798-3344
北宇和郡　津島町　針木 宇和島市　津島町　針木 はりぎ 798-3343
北宇和郡　津島町　浦知 宇和島市　津島町　浦知 うらしり 798-3342
北宇和郡　津島町　塩定 宇和島市　津島町　塩定 えんじょう 798-3341
北宇和郡　津島町　柿之浦 宇和島市　津島町　柿之浦 かきのうら 798-3338
北宇和郡　津島町　大浦 宇和島市　津島町　大浦 おおうら 798-3337
北宇和郡　津島町　曲烏 宇和島市　津島町　曲烏 まがらす 798-3336
北宇和郡　津島町　平井 宇和島市　津島町　平井 ひらい 798-3335
北宇和郡　津島町　漁家 宇和島市　津島町　漁家 りょうけ 798-3334
北宇和郡　津島町　成 宇和島市　津島町　成 なる 798-3333
北宇和郡　津島町　須下 宇和島市　津島町　須下 すげ 798-3332
北宇和郡　津島町　後 宇和島市　津島町　後 うしろ 798-3331
北宇和郡　津島町　鰹網代 宇和島市　津島町　鰹網代 かつあじろ －

北宇和郡　津島町　竹ヶ島 宇和島市　津島町　竹ヶ島 たけがしま 798-3358

北宇和郡　津島町　北灘 宇和島市　津島町　北灘 きたなだ

798-3361（甲）
798-3362（乙）
798-3363（丙）
798-3364（丁）
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　●宇和島市

住　　所　　表　　記 郵　便　番　号

宇和津町１丁目 うわつちょう１ちょうめ 798-0043

宇和津町２丁目 うわつちょう２ちょうめ 798-0043

宇和津町３丁目 うわつちょう３ちょうめ 798-0043

愛宕町１丁目 あたごちょう１ちょうめ 798-0042

愛宕町２丁目 あたごちょう２ちょうめ 798-0042

愛宕町３丁目 あたごちょう３ちょうめ 798-0042

笹町１丁目 ささまち１ちょうめ 798-0054

笹町２丁目 ささまち２ちょうめ 798-0054

笹町 ささまち 798-0054

賀古町１丁目 かこちょう１ちょうめ 798-0053

賀古町２丁目 かこちょう２ちょうめ 798-0053

京町 きょうまち 798-0052

広小路 ひろこうじ 798-0051

堀端町 ほりばたちょう 798-0050

桜町 さくらまち 798-0062

御徒町 おかちまち 798-0063

佐伯町１丁目 さいきまち１ちょうめ 798-0064

佐伯町２丁目 さいきまち２ちょうめ 798-0064

天赦公園 てんしゃこうえん 798-0065

御殿町 ごてんまち 798-0061

丸之内１丁目 まるのうち１ちょうめ 798-0060

丸之内２丁目 まるのうち２ちょうめ 798-0060

丸之内３丁目 まるのうち３ちょうめ 798-0060

丸之内４丁目 まるのうち４ちょうめ 798-0060

丸之内５丁目 まるのうち５ちょうめ 798-0060

本町追手１丁目 ほんまちおおて１ちょうめ 798-0041

本町追手２丁目 ほんまちおおて２ちょうめ 798-0041

中央町１丁目 ちゅうおうちょう１ちょうめ 798-0040

中央町２丁目 ちゅうおうちょう２ちょうめ 798-0040

新町１丁目 しんまち１ちょうめ 798-0035

新町２丁目 しんまち２ちょうめ 798-0035

栄町港１丁目 さかえまちみなと１ちょうめ 798-0031

栄町港２丁目 さかえまちみなと２ちょうめ 798-0031

栄町港３丁目 さかえまちみなと３ちょうめ 798-0031

恵美須町１丁目 えびすまち１ちょうめ 798-0032

恵美須町２丁目 えびすまち２ちょうめ 798-0032

鶴島町 つるしまちょう 798-0033

錦町 にしきまち 798-0034

天神町 てんじんまち 798-0036
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住　　所　　表　　記 郵　便　番　号

丸穂町１丁目 まるおちょう1ちょうめ 798-0037

丸穂町２丁目 まるおちょう２ちょうめ 798-0037

丸穂町３丁目 まるおちょう３ちょうめ 798-0037

丸穂町４丁目 まるおちょう４ちょうめ 798-0037

丸穂 まるお 798-0038

大宮町１丁目 おおみやちょう１ちょうめ 798-0039

大宮町２丁目 おおみやちょう２ちょうめ 798-0039

大宮町３丁目 おおみやちょう３ちょうめ 798-0039

野川 のがわ 798-2146（滑床）
798-0044（その他）

大超寺奥 だいちょうじおく 798-0045

妙典寺前 みょうでんじまえ 798-0071

神田川原 じんでんがわら 798-0070

元結掛１丁目 もとゆいぎ１ちょうめ 798-0072

元結掛２丁目 もとゆいぎ２ちょうめ 798-0072

山際１丁目 やまぎわ1ちょうめ 798-0073

山際２丁目 やまぎわ２ちょうめ 798-0073

山際３丁目 やまぎわ３ちょうめ 798-0073

山際４丁目 やまぎわ４ちょうめ 798-0073

新田町１丁目 しんでんちょう1ちょうめ 798-0080

新田町２丁目 しんでんちょう２ちょうめ 798-0080

新田町３丁目 しんでんちょう３ちょうめ 798-0080

新田町４丁目 しんでんちょう４ちょうめ 798-0080

文京町 ぶんきょうちょう 798-0066

明倫町 めいりんちょう 798-0068

明倫町１丁目 めいりんちょう１ちょうめ 798-0068

明倫町２丁目 めいりんちょう２ちょうめ 798-0068

明倫町３丁目 めいりんちょう３ちょうめ 798-0068

明倫町４丁目 めいりんちょう４ちょうめ 798-0068

明倫町５丁目 めいりんちょう５ちょうめ 798-0068

枡形町１丁目 ますがたちょう１ちょうめ 798-0067

枡形町２丁目 ますがたちょう２ちょうめ 798-0067

枡形町３丁目 ますがたちょう３ちょうめ 798-0067

柿原 かきはら 798-0027

伊吹町 いぶきちょう

798-0023（北宇和島町）
798-0024（北通）
798-0025（東通）
798-0022（その他）

泉町１丁目 いずみまち１ちょうめ 798-0026

泉町２丁目 いずみまち２ちょうめ 798-0026

泉町３丁目 いずみまち３ちょうめ 798-0026

泉町４丁目 いずみまち４ちょうめ 798-0026
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和霊東町１丁目 われいひがしまち１ちょうめ 798-0017

和霊東町２丁目 われいひがしまち２ちょうめ 798-0017

和霊東町３丁目 われいひがしまち３ちょうめ 798-0017

和霊中町１丁目 われいなかまち１ちょうめ 798-0016

和霊中町２丁目 われいなかまち２ちょうめ 798-0016

和霊中町３丁目 われいなかまち３ちょうめ 798-0016

和霊元町１丁目 われいもとまち１ちょうめ 798-0015

和霊元町２丁目 われいもとまち２ちょうめ 798-0015

和霊元町３丁目 われいもとまち３ちょうめ 798-0015

和霊元町４丁目 われいもとまち４ちょうめ 798-0015

和霊公園 われいこうえん 798-0014

和霊町 われいちょう 798-0012

御幸町１丁目 みゆきまち１ちょうめ 798-0013

御幸町２丁目 みゆきまち２ちょうめ 798-0013

須賀通 すがどおり 798-0011

藤江 ふじえ 798-0010

北新町 きたしんまち 798-0010

朝日町１丁目 あさひまち１ちょうめ 798-0004

朝日町２丁目 あさひまち２ちょうめ 798-0004

朝日町３丁目 あさひまち３ちょうめ 798-0004

朝日町４丁目 あさひまち４ちょうめ 798-0004

寿町１丁目 ことぶきちょう１ちょうめ 798-0007

寿町２丁目 ことぶきちょう２ちょうめ 798-0007

曙町 あけぼのちょう 798-0030

弁天町１丁目 べんてんちょう１ちょうめ 798-0006

弁天町２丁目 べんてんちょう２ちょうめ 798-0006

弁天町３丁目 べんてんちょう３ちょうめ 798-0006

築地町１丁目 つきじちょう１ちょうめ 798-0005

築地町２丁目 つきじちょう２ちょうめ 798-0005

住吉町１丁目 すみよしちょう１ちょうめ 798-0003

住吉町２丁目 すみよしちょう２ちょうめ 798-0003

住吉町３丁目 すみよしちょう３ちょうめ 798-0003

住吉町 すみよしちょう 798-0003

大浦 おおうら 798-0001（赤松）
798-0002（その他）

蛤 はまぐり 798-0098

百之浦 ひゃくのうら 798-0097

本九島 ほんくしま 798-0096

平浦 ひらうら 798-0095

蕨 わらび 798-0094
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小池 こいけ 798-0093

小浜 こはま 798-0092

石応 こくぼ 798-0091

白浜 しらはま 798-0090

坂下津 さかしづ 798-0087

保手１丁目 ほで１ちょうめ 798-0088

保手２丁目 ほで２ちょうめ 798-0088

保手３丁目 ほで３ちょうめ 798-0088

保手４丁目 ほで４ちょうめ 798-0088

保手５丁目 ほで５ちょうめ 798-0088

高串 たかぐし 798-0020

光満 みつま 798-0021

三浦東 みうらひがし 798-0101

三浦西 みうらにし 798-0102

川内 かわち 798-0076（薬師谷）
798-0075（その他）

並松１丁目 なみまつ１ちょうめ 798-0074

並松２丁目 なみまつ２ちょうめ 798-0074

中沢町１丁目 なかざわちょう１ちょうめ 798-0081

中沢町２丁目 なかざわちょう２ちょうめ 798-0081

夏目町１丁目 なつめちょう１ちょうめ 798-0083

夏目町２丁目 なつめちょう２ちょうめ 798-0083

夏目町３丁目 なつめちょう３ちょうめ 798-0083

長堀１丁目 ながぼり１ちょうめ 798-0082

長堀２丁目 ながぼり２ちょうめ 798-0082

長堀３丁目 ながぼり３ちょうめ 798-0082

別当１丁目 べっとう１ちょうめ 798-0086

別当２丁目 べっとう２ちょうめ 798-0086

別当３丁目 べっとう３ちょうめ 798-0086

別当４丁目 べっとう４ちょうめ 798-0086

別当５丁目 べっとう５ちょうめ 798-0086

別当６丁目 べっとう６ちょうめ 798-0086

宮下 みやした 798-0085

寄松 よりまつ 798-0084

保田 やすだ 798-0077

祝森 いわいのもり 798-0078

下波 したば 798-0104

遊子 ゆす 798-0103

蔣淵 こもぶち 798-0211

戸島 とじま 798-0212

日振島 ひぶりしま 798-0099


