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○赤羽地区の地名変更の遷移について 

 

・明治 22 年 5 月実施 

東京府北豊島郡岩淵町 

 
             ↓      ＊次ページに詳細の表を掲載しています。 

 

   ・大正 15 年実施 

       東京府北豊島郡岩淵町（旧埼玉県北足立郡横曽根村） 

 

             ↓      ＊3 ページ目に詳細の表を掲載しています。 

 

   ・昭和 7 年 10 月 1 日実施 

       東京市王子区（旧岩淵町） 

 
             ↓      ＊４ページ目に詳細の表を掲載しています。 

 
   ・昭和 18 年 7 月 1 日実施 

       東京都王子区 

 

             ↓ 

 

   ・昭和 22 年 3 月 15 日 

       東京都北区 
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北豊島郡岩淵町字名一覧 

             

明治 22 年 5 月実施 

             

地番 地番 地番 地番 
大字 字 

自 至 
字 

自 至 
字 

自 至 
字 

自 至 

吉原 1～118 道女喜 119～252 柳田 253～462 番場 463～759 

寺ノ上 760～1027 梅ノ木 1028～1239 庚塚 1240～1441 島下り 1442～1611 稲付 

出井頭 1612～1800 西山 1801～2058         

沖田 1～174 作田 175～353 下村境 354～650 町並 651～882 
岩淵本宿 

中島 883～966             

南田 1～187 五反田 188～433 江島 434～566 八反田 567～670 

細田 671～735 松ノ木 736～831 北 832～967 宮堀 968～1216 神谷 

塚原 1217～1321 江頭 1322～1437         

居村 1～222 上野 223～289 台畑 290～449 下谷ツ 450～634 

東中丸 635～742 上谷ツ 743～873 西中丸 874～964 殿山 965～994 

大原 995～1226 峡通 1227～1283 堂ノ下 1284～1552 窪田 1553～1894 

宮ノ下 1895～2009 西浦 2010～2245 西河原 2246～2376 中河原 2377～2705 

袋 

東河原 2706～3064             

砂田 1～100 長島 101～233 荒井前 234～407 古屋敷 408～499 

六反田 500～589 池ノ上 590～632 上ノ台 633～701 八幡前 702～765 

八幡谷

ツ 
766～1002 栗原 1003～1114 長畑 1115～1160 西原 1161～1314 

大西原 1315～1407 小豆沢道 1408～1504 中丸 1505～1605 大塚 1606～1724 

赤羽 

道合 1725～1768 大六天 1769～1918 池ノ谷ツ 1919～2149     

作田 1～209 鳶田 210～309 長腐 310～388 田中 389～427 

台田 428～489 七溜 490～540 餅田 541～613 三反田 614～688 

沖田 689～784 谷ノ中 785～857 新溜 858～925 立長町 926～1007 

腰巻 1008～1072 王子免 1073～1144 入龍田 1145～1194 長町 1195～1247 

一ノ坪 1248～1268 小椰木 1269～1349 下堀 1350～1445 江川淵 1446～1488 

新田 1489～1550 志茂 1551～1658 中洲 1659～1733 台 1734～1846 

中住 1847～1956 加美 1957～2035 沼田 2036～2190 大荒久 2191～2319 

宮ノ脇 2320～2366 熊ノ木 2367～2442 大下 2443～2551 本河原 2552～2677 

下 

新河原 2678～3059               

 
注意：表示の都合上、標準字体に変更してあります。本来は旧字・略字を使用していました。 
 



北区役所区民部戸籍住民課作成 - 3 - 

東京府北豊島郡岩淵町字名一覧（旧埼玉県北足立郡横曽根村） 

 

                                                           大正 15 年実施 

 

地番 地番 地番 地番 
大字 字 

自 至 
字 

自 至 
字 

自 至 
字 

自 至 

土橋 1～357 後原 358～627 中原 628～905 下影 1592～1796 
浮間 

西野 1798～2125 前原 2126～2448 下野 2610～2795 中津 2796～2850 

 
  注意：表示の都合上、標準字体に変更してあります。本来は旧字・略字を使用していました。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



北区役所区民部戸籍住民課作成 - 4 - 

東京市王子区（旧岩淵町） 

                                  昭和 7 年 10 月 1 日実施 

 
旧名称 改称町名 

町村名 大字名 字名 

地域及び

地番 (変更後地名) 

  一円 稲付一丁目 

  一円 稲付二丁目 

  一円 稲付三丁目 

  一円 稲付四丁目 

  一円 稲付五丁目 

  一円 稲付庚塚町 

  一円 稲付出井頭町 

  一円 稲付島下町 

  一円 稲付西山町 

  一円 稲付梅木町 

  一円 稲付西町一丁目 

  一円 稲付西町二丁目 

  一円 稲付西町三丁目 

  一円 稲付西町四丁目 

  一円 稲付西町五丁目 

稲付 

  一円 稲付西町六丁目 

  一円 赤羽町一丁目 

  一円 赤羽町二丁目 

  一円 赤羽町三丁目 

  一円 赤羽町四丁目 

赤羽 

  一円 赤羽町五丁目 

  一円 袋町一丁目 

  一円 袋町二丁目 袋 

  一円 袋町三丁目 

浮間   一円 岩淵浮間町 

  一円 岩淵町一丁目 
岩淵本宿 

  一円 岩淵町二丁目 

  一円 志茂町一丁目 

  一円 志茂町二丁目 下 

  一円 志茂町三丁目 

  一円 神谷町一丁目 

岩淵町 

神谷 
  一円 神谷町二丁目 

 


