
　　八潮市の大字・町名変遷図(平成27年〈2015〉1月町名変更前)

大字・町名 成 立 年 月 日 面積(ha) 人 口

昭和42年(1967)6月 一部を草加市へ編入

大字八條 明治22年(1889) 4月 1日 大字八條 265.4 3,850 人

(八條村の大字)   ※ 八潮団地を除く

　　昭和43年(1968)9月 一部が新町の一部となる 八潮団地→ 1,969 人

大字鶴ケ曽根 明治22年(1889) 4月 1日 大字鶴ケ曽根 122.5 5,223 人

(八條村の大字)   　　　　　昭和42年(1967)6月 一部を草加市へ編入 　　　 昭和54年(1979)4月 一部を草加市へ編入 　　　　昭和57年(1982)10月 一部が中央一・三丁目の一部となる 　　　　平成10年(1998)11月 一部が緑町一・二丁目の一部となる

大字小作田 明治22年(1889) 4月 1日 大字小作田 2.7 122 人

(八條村の大字)        昭和43年(1968)9月 一部が新町の一部となる 　　　　　　　昭和57年(1982)10月 一部が中央一・三丁目の一部となる 　平成10年(1998)11月 一部が緑町一～五丁目の一部となる
  ※ 伊草団地を除く

 　　　　　　昭和42年(1967)6月 一部を草加市へ編入 　　　　　　　昭和54年(1979)4月 一部を草加市へ編入　草加市稲荷町の一部を編入

大字松之木 明治22年(1889) 4月 1日 大字松之木 0.8 17 人

(八條村の大字)          昭和43年(1968)9月 一部が新町の一部となる
  ※ 伊草団地を除く

     　　　　 昭和42年(1967)6月 一部を草加市へ編入　　　　　　　　　昭和54年(1979)4月 一部を草加市へ編入　草加市稲荷町の一部を編入 　 　　　　　平成10年(1998)11月 一部が緑町一～三・五丁目の一部となる

大字伊草 明治22年(1889) 4月 1日 大字伊草 23.7 1,431 人

(八條村の大字)   ※ 伊草団地を除く

 　　        昭和43年(1968)9月 一部が新町の一部となる 　 平成10年(1998)11月 一部が緑町一・三・五丁目の一部となる 伊草団地→ 1,133 人

大字新町 昭和43年(1968) 9月 1日 大字新町 40.5 1,033 人

(八潮町の大字) 　　　　昭和42年(1967)6月 草加市稲荷町・青柳町・柿木町の各一部を八潮町に編入

大字二丁目 明治22年(1889) 4月 1日 大字二丁目 110.2 3,465 人

(潮止村の大字) 　　　　　　　　　昭和57年(1982)10月 一部が中央一・二丁目の一部となる 　　昭和61年(1986)10月 一部が八潮一～三丁目の一部となる

中央一丁目 昭和57年(1982)10月 2日 中央一丁目 20.9 1,191 人

中央二丁目 昭和57年(1982)10月 2日 中央二丁目 17.3 1,250 人

中央三丁目 昭和57年(1982)10月 2日 中央三丁目 14.7 1,294 人

中央四丁目 昭和57年(1982)10月 2日 中央四丁目 12 978 人

八潮一丁目 昭和61年(1986)10月 4日 八潮一丁目 14.5 977 人

八潮二丁目 昭和61年(1986)10月 4日 八潮二丁目 13.5 1,204 人

八潮三丁目 昭和61年(1986)10月 4日 八潮三丁目 16.4 1,403 人

八潮四丁目 昭和61年(1986)10月 4日 八潮四丁目 15.5 1,677 人

八潮五丁目 昭和61年(1986)10月 4日 八潮五丁目 12.7 475 人

八潮六丁目 昭和61年(1986)10月 4日 八潮六丁目 14.5 1,614 人

八潮七丁目 昭和61年(1986)10月 4日 八潮七丁目 20.9 1,964 人

八潮八丁目 昭和61年(1986)10月 4日 八潮八丁目 11.6 1,059 人

緑町一丁目 平成10年(1998)11月21日 緑町一丁目 17.6 1,782 人

緑町二丁目 平成10年(1998)11月21日 緑町二丁目 15.5 2,590 人

緑町三丁目 平成10年(1998)11月21日 緑町三丁目 14 1,540 人

緑町四丁目 平成10年(1998)11月21日 緑町四丁目 14.9 1,116 人

緑町五丁目 平成10年(1998)11月21日 緑町五丁目 14.8 1,705 人

　　　　　　昭和61年(1986)10月 一部が八潮一～五丁目の一部となる

大字木曽根 明治22年(1889) 4月 1日 大字木曽根 127.3 3,938 人

(潮止村の大字)

大字南川崎 明治22年(1889) 4月 1日 大字南川崎 110.6 4,373 人

(潮止村の大字)

大字伊勢野 明治22年(1889) 4月 1日 大字伊勢野 58.5 3,725 人

(潮止村の大字)

大字大瀬 明治22年(1889) 4月 1日 大字大瀬 140.2 6,024 人

(潮止村の大字)

大字古新田 明治22年(1889) 4月 1日 大字古新田 67.3 2,723 人

(潮止村の大字)  昭和44年(1969)2月 一部を大曽根・浮塚・垳に編入

大字垳 明治22年(1889) 4月 1日 大字垳 49.3 1,519 人

(潮止村の大字) 　　　　　昭和44年(1969)2月 一部を大曽根・浮塚に編入し、古新田・大原・大曽根・浮塚の一部を編入 　　　　　　　　昭和57年(1982)10月 一部が中央一～四丁目の一部となる 　平成10年(1998)11月 一部が緑町二・四丁目の一部となる

大字上馬場 明治22年(1889) 4月 1日 大字上馬場 8.2 464 人

　 (八幡村の大字) 　　　 　　昭和44年(1969)2月 一部を大曽根・大原に編入 　　　　　昭和57年(1982)10月 一部が中央一～四丁目の一部となる 昭和61年(1986)10月 一部が八潮三～八丁目の一部となる 　

大字中馬場 明治22年(1889) 4月 1日 大字中馬場 6.1 553 人

(八幡村の大字) 　　　　　 　昭和44年(1969)2月 一部を垳・大曽根に編入し、中馬場・大曽根の一部を編入 　　  昭和61年(1986)10月 一部が八潮三～七丁目の一部となる

大字大原 明治22年(1889) 4月 1日 大字大原 25.2 465 人

(八幡村の大字) 　　　　　 　昭和44年(1969)2月 一部を垳・大原・浮塚に編入し、古新田・垳・中馬場・大原・浮塚の一部を編入 　　　　　　昭和61年(1986)10月 一部が八潮六・八丁目の一部となる

大字大曽根 明治22年(1889) 4月 1日 大字大曽根 131.6 6,628 人

(八幡村の大字) 　　　　 　昭和44年(1969)2月 一部を垳・大曽根に編入し、大曽根・古新田・垳の一部を編入

大字浮塚 明治22年(1889) 4月 1日 大字浮塚 83.7 3,422 人

(八幡村の大字)  昭和57年(1982)10月 一部が中央四丁目の一部となる 　　　　昭和61年(1986)10月 一部が八潮八丁目の一部となる

大字西袋 明治22年(1889) 4月 1日 大字西袋 87.9 2,324 人

(八幡村の大字) 　　　昭和54年(1979)4月 一部を草加市へ編入 　 平成10年(1998)11月 一部が緑町四・五丁目の一部となる

大字柳之宮 明治22年(1889) 4月 1日 大字柳之宮 21.1 1,245 人

(八幡村の大字) 　　　昭和54年(1979)4月 草加市稲荷町の一部を編入 　　　　　平成10年(1998)11月 一部が緑町五丁目の一部となる

大字南後谷 明治22年(1889) 4月 1日 大字南後谷 58.9 4,144 人

(八幡村の大字)

変　　　　　　　　　　遷　　　　　　　　　　状　　　　　　　　　　況　(　昭　和　31　年　〈　1956　〉　の　八　潮　村　成　立　以　降　)
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注
1）人口以外の出典は以下の通り。
・『平成21年版　統計やしお』2ページ
・遠藤忠「郷土の歴史」の「八潮の地名考」(『広報やしお』第482号以下)　
・小野文雄監修『日本歴史地名大系　第11巻　埼玉県の地名』（平凡社、1993年）
・「角川日本地名大辞典」編纂委員会編『角川日本地名大辞典　11　埼玉県』(角川書店、1980年)
・『埼玉県市町村誌　第2巻』(埼玉県教育委員会、1972年)156ページ
・『埼玉県市町村誌　第17巻』(埼玉県教育委員会、1979年)239～241ページ
・『広報やしお』第168号
・区画整理管理課編『草加都市計画事業八潮第一土地区画整理事業竣功記念誌』(八潮市役所、1983年)
・『草加都市計画事業稲荷伊草第一土地区画整理事業竣功記念誌』(八潮市都市開発部区画整理課、1999年)
・『広報そうか』第314号
・昭和42年(1967年)5月18日自治省告示第100号「市町の境界変更」(『官報』第12124号)
・昭和54年(1979年)3月28日自治省告示第75号「市の境界変更」(『官報』第15656号)
・昭和43年(1968年)8月31日埼玉県告示第755号(『埼玉県報』号外)
・昭和44年(1969年)2月15日埼玉県告示第156号(『埼玉県報』号外)
・昭和54年(1979年)3月30日埼玉県告示第500号(『埼玉県報』第5336号)
・昭和57年(1982年)10月1日埼玉県告示第1484号(『埼玉県報』第5697号)
・昭和61年(1986年)10月3日埼玉県告示第1423号(『埼玉県報』第6110号)
・平成10年(2008年)11月20日埼玉県告示第1492号・1503号(『埼玉県報』第1007号)
2）人口は平成24年(2012年)1月1日現在(八潮市ホームページ〈http://www.city.yashio.lg.jp〉)。
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