
中川区関連の村絵図と市町村合併の一覧表　＊一部、他の区に含まれる周辺の村も含みます．

1876年 1878年 1889年 1901年 1904年 1906年 1907年 1917年 1921年 1937年 1944年 1955年
明治9 明治11 明治22 明治34 明治37 明治39 明治40 大正6 大正10 昭和12 昭和19 昭和30

東古渡村 ★現在の中区へ

名古屋区 名古屋市 名古屋市 名古屋市 名古屋市 名古屋市 名古屋市（中区）

西古渡村

1001410068573 113 二女子村　ににょしむら 児3 二女子村

1001310135044 114 五女子村　ごにょしむら 児3 五女子村

1001410068588 132 中野外新田　なかのそとしんでん 19 中野外新田 中野外新田

1001410068585 129 中野村　なかのむら 19 中野村

1001310135048 130 牛立村　うしだてむら 21 牛立村

名古屋区 ★現在の中区へ

日置村

1001410075373 71 牧野村　まきのむら 23 牧野村 牧野村

1001410075372 72 平野村　ひらのむら 23 平野村 平野村

1001410075375 73 米野村　こめのむら 25 米野村 米野村

1001310135032 112 露橋村　つゆはしむら 25 露橋村 露橋村

1001410068572 111 北一色村　きたいっしきむら 27 北一色村 北一色村

1001410075371 79 烏森村　かすもりむら 27 烏森村 烏森村

1001410068562 81 八田村　はったむら 27 八田村 八田村

1001410068571 109 万町村　まんちょうむら 29 万町村 万町村

1001510111627 77 高須賀村　たかすかむら 29 高須賀村 高須賀村

1001510111625 78 岩塚村　いわつかむら 29 岩塚村 岩塚村 岩塚村 岩塚村 岩塚村

1001410068584 128 丸米野村　まるこめのむら 31 丸米野村

1001410068587 131 八ツ屋村　やつやむら 31 八ツ屋村

1001310135046 110 長良村　ながらむら 31 長良村 長良村

1001410068574 115 四女子村　しにょしむら 33 四女子村 四女子村

1001410068575 116 小塚村　こづかむら 33 小塚村

1001410068576 117 本郷村　ほんごうむら 33 本郷村

絵図なし 七女子村　しちにょしむら 七女子村

1001510111618 183 当知新田　とうちしんでん 35 当知新田 当知新田

1001510111621 184 土古山新田　どんこやましんでん 35 土古山新田 土古山新田

熱田古堤亥新田

熱田新田東組 ★現在の港区・熱田区へ

ﾀｲﾄﾙｺｰﾄﾞ No 郡 江戸時代末期の村名（村絵図） 棚

1001410075370 64

愛
知
郡

古渡村　ふるわたりむら 2

名古屋市
（中川区／中村

区）

名古屋市
（中川区／中村

区）

八幡村 八幡村 八幡村 八幡村 八幡村 八幡村

明徳村 明徳村 明徳村

1001410075369 62 日置村　ひおきむら 21 日置村

笈瀬村 笈瀬村

名古屋市
（中区／南区）

名古屋市
（中川区／中村

区）

古渡村

愛知町 愛知町 愛知町

柳森村 柳森村 柳森村

常磐村 常磐村 常磐村篠原村

松葉村 松葉村 松葉村

小本村

愛知町

八熊村

野立村

小碓村
小碓町／
名古屋市

小碓町／
名古屋市絵図なし 熱田古堤亥新田　あつたこづつみいしんでん

熱田新田西組
熱田新田西組

1001410075374 185 熱田新田　あつたしんでん 35



1876年 1878年 1889年 1901年 1904年 1906年 1907年 1917年 1921年 1937年 1944年 1955年

明治9 明治11 明治22 明治34 明治37 明治39 明治40 大正6 大正10 昭和12 昭和19 昭和30

1001310135035 118 高畑村　たかばたむら 41 高畑村 高畑村

1001310135042 127 荒子村　あらこむら 41 荒子村 荒子村

1001410068577 119 打出村　うちでむら 41 打出村 打出村

1001310135040 126 中郷村　ちゅうごうむら 43 中郷村 中郷村

1001410068570 108 野田村　のだむら 43 野田村 野田村

1001510111624 80 横井村　よこいむら 43 横井村 横井村

1001310135037 125 中須村　なかすむら 45 中須村 中須村

1001310135050 135 大蟷螂村　だいとうろうむら 45 大蟷螂村 大蟷螂村

1001410068590 134 法華村　ほっけむら 45 法華村 法華村

1001410068597 142 東起村　ひがしおこしむら 47 東起村 東起村

1001410068589 133 中島新田　なかじましんでん 47 中島新田 中島新田

1001310135052 140 下之一色村　しものいっしきむら 47 下之一色村 下之一色村 下之一色村 下之一色村 下之一色村 下之一色村 下之一色村 下之一色町 下之一色町
名古屋市
（南区→中川区）

1001410068567 105 万場村　まんばむら 49 万場村 万場村

1001410068568 106 長須賀村　ながすかむら 49 長須賀村 長須賀村

1001410068569 107 伏屋村　ふしやむら 49 伏屋村 伏屋村

1001410068583 124 前田村　まえだむら 51 前田村 前田村

1001410068578 120 助光村　すけみつむら 51 助光村 助光村

1001410068579 121 春田村　はるたむら 51 春田村 春田村

1001410068580 122 戸田村　とだむら 53 戸田村 戸田村

1001410068581 123 供米田村　くまいでんむら 53 供米田村 供米田村

1001410068593 137 包里村　かねさとむら 53 包里村 包里村

1001410068592 136 榎津村　よのきづむら 55 榎津村 榎津村

1001410068595 139 富永村　とみながむら 55 富永村 富永村

1001410068594 138 納屋山新田　なややましんでん 55 納屋山新田

1001410068596 141 江松村　えまつむら 57 江松村

1001410068563 101 千音寺村　せんのんじむら 57 千音寺村 千音寺村

1001410068564 102 新家村　にいえむら 57 新家村 新家村

1001410068565 103 服部村　はとりむら 59 服部村

1001410068566 104 松下村　まつしたむら 59 松下村

【参考資料】　『なごやの町名』（名古屋市計画局）　　

★村絵図は、閲覧室の各棚の側面に掲示しています。ご不明の点はお気軽にカウンターでお尋ねください。
　　古紙パルプを含む再生紙を使用しています．

ﾀｲﾄﾙｺｰﾄﾞ No 郡 江戸時代末期の村名（村絵図） 棚

愛
知
郡

荒子村 荒子村

荒子村

荒子村 荒子村 荒子村 名古屋市
（中区／南区）

名古屋市
（中川区／中村
区）

名古屋市
（中川区／中村
区）

名古屋市
（中川区／中村
区）

御厨村 御厨村

一柳村 一柳村 一柳村

海
東
郡

万須田村 万須田村 万須田村

富田村 富田村

豊治村

江松村

赤星村 赤星村 赤星村

正治村

富田村 富田村 富田村 富田町 名古屋市
（中川区）

戸田村 戸田村 戸田村

豊治村 豊治村


	棚番号入りの配布用

