
坂根地名一覧表
県名 旧地名 地名 1/25000 1/5万 出典

1 福島 岩代国耶麻郡 耶麻郡猪苗代町大字八幡字坂根 関都 猪苗代湖 猪苗代町長瀬地区財産区管理会条例　38/8/1

2 愛知 三河国加茂郡 豊田市　御船町 鳥坂根 豊田北部 豊田

3 愛知 尾張国知多郡 常滑市　檜原 半田

4 愛知 尾張国知多郡 知多市　日長 坂根 大野 昭文社県別マップル愛知県

5 京都 丹後国与謝郡 与謝郡加悦町字滝小字坂根 大江山 大江山

6 京都 丹後国与謝郡 与謝郡加悦町字滝小字岡田坂根 大江山 大江山

7 京都 丹後国与謝郡 与謝郡加悦町字金屋小字坂根 大江山 大江山

8 京都 丹後国与謝郡 与謝郡野田川町字四辻小字坂根 四辻 宮津

9 奈良 大和国平群郡添下郡 生駒郡　三郷町 立野北
一級河川大和川水系坂根川
坂根公民館

信貴山 大阪東南部

10 兵庫 摂津国川辺郡 川西市 栄根 伊丹 大阪西北部

11 兵庫 摂津国河邊郡 河邊郡爲奈（猪名）山　別名。坂根山 坂根山 不明 不明 住吉大社神代記

12 兵庫 但馬国朝来郡 朝来郡　山東町 坂根公園 矢名瀬 但馬竹田 1/25000矢名瀬

13 兵庫 但馬国 但馬地方 一級河川坂根川  760m 不明 不明 国交省豊岡河川国道事務所

14 兵庫 播磨国飾東郡飾西郡 飾磨郡　夢前町 寺前 山　崎 1/25000寺前

15 兵庫 播磨国佐用郡 佐用郡南光町 千種川支流大下川　坂根川 三日月 上郡 南光町ＨＰ

16 鳥取 因幡国岩井郡法美郡 鳥取市 一級河川千代川水系坂根川 鳥取南部 鳥取南部 1/25000鳥取南部

17 鳥取 因幡国智頭郡八東郡八上郡 八頭郡　河原町 用瀬 鳥取南部 1/25000用瀬

18 鳥取 伯耆国会見郡汗入郡 西伯郡西伯町福成 坂根公民館 母里 米　子 1/25000母里

19 鳥取 伯耆国河村郡久米郡八橋郡 倉吉市清谷字坂根平　字坂根 倉吉 倉吉 鳥取県公報　13/4/6

20 鳥取 伯耆国河村郡久米郡八橋郡 倉吉市海田東町字坂根　字坂根平 坂根平遺跡 倉吉 倉吉 鳥取県公報　13/4/6

21 鳥取 伯耆国河村郡久米郡八橋郡 倉吉市秋喜字西坂根　字東坂根 倉吉 倉吉 鳥取県公報　13/4/6

22 鳥取 伯耆国河村郡久米郡八橋郡 東伯郡三朝町大字砂原字坂根 三朝 倉吉 鳥取県公報　12/12/5

23 鳥取 伯耆国河村郡久米郡八橋郡 東伯郡東郷町大字方面字坂根 松崎 倉吉 ウラン残土裁判資料

24 鳥取 伯耆国日野郡 日野郡江府町大字小江尾字坂根 江尾 根雨 鳥取県公報　14/3/29

25 鳥取 伯耆国日野郡 日野郡日南町宮内 坂根バス停 上石見 上石見 昭文社県別マップル鳥取県

26 岡山 美作国吉野郡英田郡 英田郡　西粟倉村 境根 坂根 坂根 1/25000坂根

27 岡山 備前国和気郡 備前市 坂根堰 1/25000備前瀬戸

28 岡山 備前国磐梨郡赤坂郡 赤磐郡　瀬戸町 物理坂根城 1/25000備前瀬戸

29 岡山 備中国下道郡 吉備郡　真備町 箭田 玉島 1/25000箭田

30 岡山 備中国阿賀郡哲多郡 阿哲郡　神郷町 芸備線坂根駅 備中矢田 新見 1/25000備中矢田

坂根トンネル 多里 1/25000多里

坂根ダム　木次線出雲坂根駅 下横田 1/25000下横田

32 島根 出雲国仁多郡 仁多郡　仁多町　上阿井 坂根自治会　坂根町自治会 阿井町 頓原 仁田町ＨＰ

33 島根 出雲国意宇郡島根郡秋鹿郡 八束郡　八雲村　大字西岩坂
字坂根
一級河川斐伊川水系桑並川

玉造 松江 島根県河川課資料

34 島根 出雲国意宇郡島根郡秋鹿郡 松江市 坂根峠　旧八束郡本庄村 揖屋 松江 S22/3/30発行1/25000揖屋

簸川郡湖陵町 神西湖 石見大田

飯石郡掛合町 出雲吉田　三瓶山東部 頓原　三瓶山

36 島根 石見国邑智郡 邑智郡　瑞穂町　高原 坂根谷遺跡 不明 赤名 島根県埋蔵文化財センター「まいぶん」2001/4

37 島根 石見国邑智郡 邑智郡　邑智町　千原 野萱 三瓶山 1/25000野萱

半田

備前瀬戸 和気

多里31 出雲国仁多郡

出雲国飯石郡35 明治９年各府県金石試験記

仁多郡　横田町大字八川島根

島根
出雲国飯石郡畑村字坂根塲
（波多村か？）
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坂根地名一覧表
県名 旧地名 地名 1/25000 1/5万 出典

木路原 赤名

川本 川本

39 島根 石見国安濃郡 大田市
石見銀山　坂根谷
坂根口番所跡　坂根坂

仁万 温泉津

40 島根 隠岐国周吉郡 隠岐郡　西郷町　有木 西郷 西郷

41 島根 隠岐国周吉郡 隠岐郡五箇村南方 坂根田の水 酒の仕込み水 北方 西郷 名水大全島根県編

42 広島 備後国三谿郡三次郡 三次市　西酒屋町　十日市町 坂根峠　上坂根池　下坂根池 三次 三次
広島県備北地域事務所農林局平成15年度 公共工事
発注予定一覧

43 広島 備後国三谿郡三次郡 双三郡　作木村 下作木村坂根谷 前川 八　重 1/25000前川

44 広島 備後国奴可郡 比婆郡　西城町 道後山 多里 1/25000道後山

45 広島 備後国神石郡 神石郡　豊松村 油木 油木 1/25000油木

46 広島 備後国神石郡 神石郡　神石町 高蓋 上下 1/25000高蓋

47 広島 備後国芦田郡 府中市　東追 坂根峠　旧石見街道坂根地蔵 不明 府中
府中商工会議所月刊誌「府中けいざい情報」1996/8
原田太郎著　　広島県地域振興部統計管理室資料

48 広島 安芸国山県郡 山県郡　加計町 坪野 加　計 1/25000坪野

49 広島 安芸国山県郡 山県郡　戸河内町 坂根の蝙蝠穴 戸河内 三段峡 1/25000戸河内

50 広島 安芸国山県郡 山県郡　芸北町 大仙原 大朝 昭文社県別マップル広島県

51 広島 安芸国安芸郡 呉市広町　二級峡 大坂根峠 吉浦 呉

52 山口 周防国玖珂郡 柳井市大字柳井字下坂根 黒杭川ダム公園 樽井 柳井 柳井市都市計画課

53 山口 周防国玖珂郡 玖河郡　本郷村 周防本郷 大竹 1/25000周防本郷

54 山口 周防国玖珂郡 玖珂郡　和木町
坂根入口バス停　坂根川
和木町瀬田２丁目

大竹 大竹 和気町町内循環バス

55 山口 周防国都濃郡 都濃郡　鹿野町 坂根川　坂根鉱山 周防鹿野 周防 1/25000周防鹿野

56 山口 周防国熊毛郡都濃郡 新南陽市 坂根町 徳山 徳山 1/25000徳山

57 山口 長門国大津郡 長門市 俵山 西　市 1/25000俵山

58 山口 長門国大津郡 大津郡　油谷町 俵山 西　市 1/25000俵山

59 山口 長門国美禰郡 美祢郡　美東町 旧大田村 不明 山口 1/5万山口

60 山口 長門国阿武郡 阿武郡須佐町大字弥富上字坂根 田万川 長門新市 須佐 山口県統計課　河川資料

61 徳島 阿波国美馬郡 美馬郡　半田町
坂根谷川　坂根小学校
坂根奈良堂

阿波古見 剣山 1/25000阿波古見

62 福岡 筑前国夜須郡 朝倉郡　夜須町 曽根田川支流坂根川 二日市 甘木 1/25000二日市

63 福岡 筑後国上妻郡下妻郡 八女郡　星野村 黒木 久留米 S22/1/30発行1/5万久留米

64 長崎 対馬国上県郡 上県郡　峰町 旧三根郷坂根村 三根 三根

岡山 苫田郡阿波村
竹之下林道終点・作業路阪根
線始点・百々谷林道分岐点
N35ﾟ13'50" E134ﾟ07'58" 629m

大背　美作加茂 智頭

愛知 名古屋市天白区天白町大字野並字境根 名古屋南部 名古屋南部

愛知 名古屋市天白区境根町 名古屋南部 名古屋南部

千葉 千葉県柏市酒井根
葛飾郡と相馬郡の境で境根
（さかいね）の原とも呼ばれ
ていた

松戸 東京東北部

坂根川　矢谷川　江の川水系石見国邑智郡島根38
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