
合併後の住所表示等について 

 
新しい住所表示の例、郵便番号は次のとおりです。なお、郵便番号に変更はございません。 
▼新しい住所表示例 
◆現在、西条市にお住まいの方に変更はありません。 
ただし、地番の後に「の」が付いている場合は削除します。 
（例 西条市明屋敷○○番地の○  ⇒ 西条市明屋敷○○番地○） 
 

◆現在、東予市にお住まいの方の表示例 
現市町 〒 郵便番号 新しい住所表示の例 旧字名 

799－1345 西条市明理川○○番地 明理川 ｱｶﾘｶﾞﾜ 
799－1364 西条市石田○○番地 石田 ｲｼﾀﾞ 
799－1335 西条市石延○○番地 石延 ｲｼﾉﾍﾞ 
799－1362 西条市今在家○○番地 今在家 ｲﾏｻﾞｲｹ 
799－1344 西条市円海寺○○番地 円海寺 ｴﾝｶｲｼﾞ 
799－1342 西条市大新田○○番地 大新田 ｵｵｼﾝﾃﾞﾝ 
799－1312 西条市大野○○番地 大野 ｵｵﾉ 
799－1336 西条市上市○○番地 上市 ｶﾐｲﾁ 
799－1314 西条市河之内○○番地 河之内 ｶﾜﾉｳﾁ 
799－1303 西条市河原津○○番地 河原津 ｶﾜﾗﾂﾞ 
799－1304 西条市河原津新田○○番地 河原津新田 ｶﾜﾗﾂﾞｼﾝﾃﾞﾝ 
799－1343 西条市喜多台○○番地 喜多台 ｷﾀﾀﾞｲ 
799－1302 西条市楠○○番地 楠 ｸｽ 
799－1322 西条市国安○○番地 国安 ｸﾆﾔｽ 
799－1315 西条市黒谷○○番地 黒谷 ｸﾛﾀﾞﾆ 
799－1323 西条市桑村○○番地 桑村 ｸﾜﾑﾗ 
799－1317 西条市実報寺○○番地 実報寺 ｼﾞｯﾎﾟｳｼﾞ 
799－1371 西条市周布○○番地 周布 ｼｭｳ 
799－1325 西条市新市○○番地 新市 ｼﾝｲﾁ 
799－1331 西条市新町○○番地 新町 ｼﾝﾏﾁ 
799－1321 西条市高田○○番地 高田 ﾀｶﾀ 
799－1363 西条市玉之江○○番地 玉之江 ﾀﾏﾉｴ 
799－1313 西条市旦之上○○番地 旦之上 ﾀﾞﾝﾉｳｴ 
799－1341 西条市壬生川○○番地 壬生川 ﾆｭｳｶﾞﾜ 
799－1361 西条市広江○○番地 広江 ﾋﾛｴ 
799－1334 西条市広岡○○番地 広岡 ﾋﾛｵｶ 
799－1316 西条市福成寺○○番地 福成寺 ﾌｸｼﾞｮｳｼﾞ 
799－1354 西条市北条○○番地 北条 ﾎｳｼﾞｮｳ 
799－1351 西条市三津屋○○番地 三津屋 ﾐﾂﾔ 
799－1352 西条市三津屋東○○番 三津屋東 ﾐﾂﾔﾋｶﾞｼ 
799－1353 西条市三津屋南○○番 三津屋南 ﾐﾂﾔﾐﾅﾐ 
799－1311 西条市宮之内○○番地 宮之内 ﾐﾔﾉｳﾁ 
799－1301 西条市三芳○○番地 三芳 ﾐﾖｼ 
799－1333 西条市安用○○番地 安用 ﾔｽﾓﾁ 
799－1332 西条市安用出作○○番地 安用出作 ﾔｽﾓﾁﾃﾞｻｸ 

東 
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799－1372 西条市吉田○○番地 吉田 ﾖｼﾀﾞ 

◎「安用
やすもち

」は東予市と丹原町に同じ字名がありますが、地番の重複がないため、存続します。 
・・・「西条市安用」・「西条市丹原町安用」    

◎地番の後に「の」が付いている場合は削除します。 
◎「高田」の内「正法寺」の郵便番号は「７９９－１３２４」です。 

 



 

◆現在、周桑郡丹原町にお住まいの方の表示例 

現市町 〒 郵便番号 新しい住所表示の例 旧字名 
791－0533 西条市丹原町明穂○○番地 大字明穂 ｱｶｵ 
791－0508 西条市丹原町池田○○番地 大字池田 ｲｹﾀﾞ 
791－0532 西条市丹原町石経○○番地 大字石経 ｲｼｷｮｳ 
791－0503 西条市丹原町今井○○番地 大字今井 ｲﾏｲ 
791－0537 西条市丹原町臼坂○○番地 大字臼坂 ｳｽｻﾞｶ 
791－0525 西条市丹原町川根○○番地 大字川根 ｶﾜﾈ 
791－0502 西条市丹原町願連寺○○番地 大字願連寺 ｶﾞﾝﾚﾝｼﾞ 
791－0523 西条市丹原町北田野○○番地 大字北田野 ｷﾀﾀﾉ 
791－0542 西条市丹原町楠窪○○番地 大字楠窪 ｸｽｸﾎﾞ 
791－0504 西条市丹原町久妙寺○○番地 大字久妙寺 ｸﾐｮｳｼﾞ 
791－0541 西条市丹原町鞍瀬○○番地 大字鞍瀬 ｸﾗｾ 
791－0531 西条市丹原町来見○○番地 大字来見 ｸﾙﾐ 
791－0507 西条市丹原町高知○○番地 大字高知 ｺｳﾁ 
791－0505 西条市丹原町古田○○番地 大字古田 ｺﾀ 
791－0535 西条市丹原町志川○○番地 大字志川 ｼｶﾜ 
791－0527 西条市丹原町関屋○○番地 大字関屋 ｾｷﾔ 
791－0524 西条市丹原町高松○○番地 大字高松 ﾀｶﾏﾂ 
791－0526 西条市丹原町田滝○○番地 大字田滝 ﾀﾀｷ 
791－0522 西条市丹原町田野上方○○番地 大字田野上方 ﾀﾉｳﾜｶﾞﾀ 
791－0510 西条市丹原町丹原○○番地 丹原 ﾀﾝﾊﾞﾗ 
791－0538 西条市丹原町千原○○番地 大字千原 ﾁﾊﾗ 
791－0534 西条市丹原町寺尾○○番地 大字寺尾 ﾃﾗｵ 
791－0506 西条市丹原町徳能○○番地 大字徳能 ﾄｸﾉ 
791－0501 西条市丹原町徳能出作○○番地 大字徳能出作 ﾄｸﾉﾃﾞｻｸ 
791－0521 西条市丹原町長野○○番地 大字長野 ﾅｶﾞﾉ 
791－0543 西条市丹原町明河○○番地 大字明河 ﾐｮｳｶﾞ 
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791－0536 西条市丹原町湯谷口○○番地 大字湯谷口 ﾕﾔｸﾞﾁ 
◎市名と字名の間には「大字」の文字は表記しません。 
◎「明穂」は丹原町と小松町に同じ字名があるが、地番の重複がないため、読み仮名を「あかお」に統一し存続します。 
  ・・・「西条市丹原町明穂」「西条市小松町明穂」 

 

◆現在、周桑郡小松町にお住まいの方の表示例 

現市町 〒 郵便番号 新しい住所表示の例 旧字名 
799－1107 西条市小松町明穂○○番地 大字明穂 ｱｶｵ 
799－1112 西条市小松町石鎚○○番地 大字石鎚 ｲｼﾂﾞﾁ 
799－1105 西条市小松町大郷○○番地 大字大郷 ｵｵｺﾞ 
799－1106 西条市小松町大頭○○番地 大字大頭 ｵｵﾄ 
799－1103 西条市小松町北川○○番地 大字北川 ｷﾀｶﾞﾜ 
799－1101 西条市小松町新屋敷○○番地 大字新屋敷 ｼﾝﾔｼｷ 
799－1102 西条市小松町南川○○番地 大字南川 ﾐﾅﾐｶﾞﾜ 
799－1104 西条市小松町妙口○○番地 大字妙口 ﾐｮｳｸﾞﾁ 
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799－1108 西条市小松町安井○○番地 大字安井 ﾔｽｲ 
◎「石鎚」の内湯浪地区の郵便番号は「７９９－１１１１」、上戸石地区の郵便番号は「７９１－０５６２」です。 
◎市名と字名の間には「大字」の文字は表記しません。 
◎地番の後に「の」が付いている場合は削除します。 

 


