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馬渡谷町 大工町 鍛治屋町 油谷町 田谷町 国正町 小印南町

青野町

�� 西在田地区����������������������������������� ���
若井町 大内町 下道山町 上道山町 下万願寺町 上万願寺町

�� 在田地区 ������������������������������������ ���
殿原町 鴨谷町 笹倉町 中富町 越水町 北町 別府町 佐谷町

上野町 広原町 下芥田町 上芥田町

第 �節 加西�地名�特徴 ����������������������������� ���

�� 集落�地名����������������������������������� ���
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垣内 町

�� 寺社関係�地名 �������������������������������� ���
神社�関��地名 寺院�関��地名

�� 農業関係�地名 �������������������������������� ���
耕地 溜池�用水

�� 自然地形�地名 �������������������������������� ���
谷 山 ��他

第 �節 地名�変化�継承 ����������������������������� ��	

	� 地名研究�資料 �������������������������������� ��	
生	
��地名 地名�変化�考�史料

�� 地名�継承����������������������������������� ���
地名�継承 坂本町 池上町 鍛治屋町 青野町

第 �節 主要交通路���利用者 ������������������������� ���

	� 主要交通路����������������������������������� ���
加西市�位置 絵図�見�交通路

�� 市内�通行��人������������������������������� ���
西国巡礼者�記録 柳田国男�記録 ��他

第 �節 市内�道標 ��������������������������������� ��	

	� 道標�町石����������������������������������� ��	
道標 町石 道標�町石�建立場所 道標�建立�維持管理

�� 石造物��
�道標������������������������������ ���
道標�分布�形態 道標�建立年 道標�建立者

�� 道標�目的地���������������������������������� ���
目的地

付 加西�市花�市木� 天然記念物

写真�図�表一覧

執筆者�監修者紹介
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