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 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第５条第６項において準用する同条第

１項の規定により、武雄都市計画区域を次のように変更する。 

  平成 24 年３月 30 日 

               佐賀県知事  古  川     康    

１ 都市計画区域の名称 

  武雄都市計画区域 

２ 新たに都市計画区域に含まれる土地の区域 

市町名 大字 字地番 

武雄市 

山内町 

犬走 字三反田の全域、字六反田の全域、字鳥越の全域、字

晩手の全域、字光り岩の全域、字朝日の全域、字上ノ

原の全域、字渕副の全域、字谷口の全域、字菅牟田の

全域、字後山の全域、字新替の全域、字大前田の全域、

字下ノ原の全域、字室ノ内の全域、字福野の全域、字

牟田の全域、字江島の全域（各字の地先公有水面を含

む。）、字五反田 5637 番１から 5641 番まで、5643 番１

から 5643 番４まで、5648 番、5650 番、5651 番１、5653

番１から 5654 番まで、5656 番１から 5672 番１まで、

5675 番２から 5676 番 10 まで、5678 番１から 5678 番

４まで、5680 番１から 5682 番４まで、5686 番１から

5686 番４まで（各地番の地先公有水面を含む。）、字長

谷 6169 番から 6176 番まで、6178 番、6319 番７（各地

番の地先公有水面を含む。） 

鳥海 字樋谷の全域、字栗林の全域、字舘の全域、字辻の全

域、字堀ノ内の全域、字宿田の全域、字九郎原の全域、
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字黒土原の全域、字上駄地の全域、字下駄地の全域、

字垣副の全域、字前田の全域、字駄地山の全域、字小

谷川内山の全域、字祭手山の全域、字小越の全域、字

小谷川内の全域、字百合草野の全域、字上ノ原の全域、

字古場田の全域、字宮ノ前の全域、字宮ノ後の全域、

字荒牧の全域、字寺ノ前の全域、字悟心庵の全域、字

古子の全域、字明泉寺の全域、字大曲の全域、字引地

の全域、字亀ノ甲の全域、字大石の全域、字中原の全

域、字通り山の全域、字島巡りの全域（各字の地先公

有水面を含む。）、字小川内 12023 番から 12034 番２ま

で、12036 番から 12044 番２まで、12046 番から 12052

番まで、12055 番１、12055 番２、12057 番から 12061

番２まで、12063 番、12064 番、12066 番、12070 番、

12071 番２、12074 番から 12075 番２まで、12078 番か

ら 12080 番まで、12084 番から 12092 番３まで、12094

番１から 12098 番まで、12100 番、12101 番、12103 番、

12104 番、12107 番から 12113 番３まで、12115 番１か

ら 12116 番３まで、12119 番１から 12124 番２まで、

12126 番から 12128 番 10 まで、12130 番２から 12132

番４まで、12134 番から 12137 番まで、12139 番から

12144 番２まで、12146 番１から 12149 番まで、12152

番１から 12154 番まで、12156 番、12157 番、12159 番、

12162 番から 12163 番２まで（各地番の地先公有水面を

含む。） 
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三間坂 字茅場の全域、字松ノ元の全域、字小村の全域、字樋

口の全域、字小ケ倉の全域、字グミノ木の全域、字野

中の全域、字岩ノ口の全域、字子ゴレの全域、字長ノ

坪の全域、字八反田の全域、字牟田の全域、字原中の

全域、字浦田山の全域、字白岳山の全域、字七鴫の全

域、字白水の全域、字丸田原の全域、字鰐口の全域、

字島巡りの全域、字四切田の全域、字長者原の全域、

字網土原の全域、字白岩の全域、字通り山の全域、字

鎮守山の全域、字前田の全域、字三間園の全域、字山

浦の全域、字前ノ原の全域、字猿坊の全域、字柳ノ元

の全域、字馬場の全域、字陣ノ内の全域、字八ツ田の

全域、字堀切の全域、字鶴ノ原の全域（各字の地先公

有水面を含む。） 

大野 字黒尾林の全域、字横枕の全域、字楠ノ木の全域、字

尾崎の全域、字餅ノ木の全域、字信宗寺の全域、字大

野原の全域、字寺ノ下の全域、字阿捨利の全域、字原

の全域、字明覚の全域、字上原の全域、字久保田の全

域、字琵琶首の全域、字薬師前の全域、字浄龍の全域、

字臼ノ久保の全域、字横尾松の全域、字大谷の全域、

字片渕の全域、字鴨ノ巣の全域、字大久保の全域、字

二ツ枝の全域、字十二神の全域、字前平の全域（各字

の地先公有水面を含む。）、字中島 6214 番、6216 番から

6219 番まで、6221 番から 6232 番まで、6234 番１から

6272 番２まで、6275 番から 6276 番４まで、6278 番１
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から 6284 番２まで（各地番の地先公有水面を含む。） 

宮野 字蜂ノ巣の全域、字川良野の全域、字前田の全域、字

宿の全域、字西原の全域、字馬場出の全域、字穂原の

全域、字砂子の全域、字大谷の全域、字堂ノ原の全域、

字平野の全域、字舘の全域、字丸田の全域、字横畑の

全域、字立畑の全域、字山口の全域、字宮ノ元の全域、

字乙宮の全域、字笹原の全域、字大曲の全域、字山手

の全域、字渕ノ上の全域、字垣ノ内の全域、字堀ノ内

の全域、字山下の全域、字久保田の全域、字徳蔵の全

域、字脇田の全域（各字の地先公有水面を含む。）、字

水尾 85 番から 96 番３まで、101 番１から 107 番まで、

110 番４、126 番１から 127 番１まで、131 番１から 133

番まで、139 番、140 番、142 番から 164 番１まで、169

番１、170 番、174 番から 187 番２まで、189 番１から

198 番２まで、201 番３から 214 番まで、217 番２から

221 番２まで、223 番、225 番から 228 番まで、233 番、

235 番から 236 番３まで、238 番１から 244 番２まで、

246 番から 255 番３まで、257 番から 264 番まで、266

番から 310 番まで、313 番から 325 番２まで、327 番第

１から 328 番３まで、330 番１、330 番２、335 番２か

ら 339 番まで、341 番１、341 番２、343 番１、343 番

２、345 番から 353 番３まで、355 番１、357 番から 368

番まで、370 番２、371 番、373 番、375 番１から 377

番まで、380 番１から 384 番２まで、又 87 番、又 194
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番（各地番の地先公有水面を含む。）、字日ノ峯 24261

番２、24274 番２、24274 番３、24276 番１から 24279

番２まで、24279 番６、24279 番８から 24284 番２まで、

24320 番３（各地番の地先公有水面を含む。）、字狩立

24537 番１、24538 番１（各地番の地先公有水面を含

む。）、字原 25409 番１から 25410 番まで、25412 番１か

ら 25420 番まで、25424 番から 25431 番まで、25433 番

から 25434 番５まで、25436 番１、25436 番２、25439

番２、25441 番１から 25450 番７まで、25452 番１、25452

番２、25454 番１から 25454 番４まで、25456 番から

25467 番３まで、25469 番１から 25469 番４まで、25472

番１、25472 番３、25474 番から 25475 番２まで、25477

番、25479 番から 25484 番２まで、25488 番１から 25488

番５まで、25490 番から 25492 番まで、25496 番から

25497 番７まで（各地番の地先公有水面を含む。）、字白

岳 26075 番、26077 番から 26079 番まで、26081 番１か

ら 26104 番４まで、26106 番から 26112 番まで、26117

番１から 26120番まで、26122番１から 26129番２まで、

26131 番１から 26163 番２まで、26166 番１から 26199

番まで、26201 番から 26203 番まで、26205 番、26208

番から 26217 番まで、26220 番、26221 番、26223 番１

から 26225 番まで、26227 番から 26231 番２まで、26234

番、26235 番、26238 番から 26250 番 10 まで（各地番

の地先公有水面を含む。） 
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北方町 志久 字水ノ江の全域、字赤坂の全域、字橋津の全域、字島

ノ内の全域、字東袋の全域、字西東袋の全域、字岩永

の全域、字土井神の全域、字菰牟田の全域、字上丁三

の全域、字下丁三の全域、字丸新ケ江の全域、字野副

の全域、字上掛橋の全域、字下掛橋の全域、字天神免

の全域、字干給の全域、字城ノ平の全域、字広田の全

域、字水町の全域、字六反田の全域、字勘町の全域、

字新ケ江の全域、字猫ノ江の全域、字市場の全域、字

吉原の全域、字餅増の全域、字柳原の全域、字十ノ坪

の全域、字沖ノ田の全域、字熊副の全域、字林崎の全

域、字西堤の全域、字道祖堤の全域、字牟田浦の全域、

字大葉山の全域、字白山の全域、字高野の全域、字木

ノ元の全域、字上干給の全域、字内扇の全域、字烏川

内の全域、字烏川内山の全域、字夕路木の全域、字九

十三把の全域、字清水の全域、字中尾の全域、字追分

の全域、字西ノ浦の全域、字西中ノ谷の全域、字上休

場の全域、字休場仏原の全域、字松浦谷の全域、字火

保田の全域、字下休場の全域、字東中ノ谷の全域、字

野中の全域、字百枚の全域、字池田の全域、字池田谷

道江の全域、字上大峠一ノ坂の全域、字六田の全域（各

字の地先公有水面を含む。）、字牟田 2536 番１から 2536

番４まで、2538 番１から 2540 番２まで、2542 番から

2548 番まで、2550 番、2553 番、2555 番１から 2555 番

３まで、2565 番、2569 番、2570 番、2572 番１、2572
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番３から 2581 番まで、2583 番、2585 番、2586 番１、

2586 番３、2586 番４（各地番の地先公有水面を含む。）、

字中峠 2603 番２、2604 番１、2604 番３から 2606 番２

まで、2607 番３、2607 番４、2608 番２から 2609 番４

まで、2610 番２、2618 番、2623 番２、2623 番４、2626

番１、2626 番３、2627 番、2631 番１、2631 番３から

2631 番５まで、2633 番１、2633 番３から 2636 番３ま

で、2639 番１から 2640 番２まで、2640 番５から 2644

番１まで、2646 番１、2647 番から 2649 番１まで、2650

番１、2650 番３から 2651 番２まで、2653 番、2654 番

１、2655 番１、2655 番３、2656 番、2658 番から 2664

番１まで、2664 番３、2665 番、2667 番、2669 番１、

2670 番１、2671 番、2672 番１、2674 番１、2675 番１

から 2677 番１まで、2677 番３から 2680 番１まで、2680

番３、2681 番１、2694 番１、2694 番３（各地番の地先

公有水面を含む。）、字小原 2799 番２、2806 番２、2809

番２、2810 番２、2816 番２、2818 番３、2818 番４、

2853 番２、2854 番２、2854 番３、2857 番、2864 番１、

2865 番３、2869 番から 2871 番１まで、2872 番から 2874

番まで、2876 番から 2879 番まで、2882 番１から 2896

番２まで、2898 番から 2901 番まで、2903 番から 2914

番１まで、2914 番３、2914 番６から 2915 番２まで、

2916 番から 2918 番１まで、2919 番１、2919 番２、2920

番１、2920 番３、2921 番から 2926 番まで、2930 番１
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から 2930 番３まで、2937 番、2939 番１、2939 番２、

2941 番１から 2943 番１まで、2943 番４、2945 番、2947

番から 2949 番まで、2952 番、2956 番から 2958 番まで、

2964 番１から 2964 番４まで、2976 番、2979 番から 2980

番２まで、2980 番４から 2981 番１まで、2981 番５、

2984 番から 2988 番１まで、2988 番３から 2989 番２ま

で、2992 番、2994 番、3000 番１、3000 番２、3006 番、

3011 番、3020 番、3027 番、3028 番（各地番の地先公

有水面を含む。）、字西川内 3827 番２から 3831 番１ま

で、3831 番３、3832 番１、3832 番３、3832 番４、3836

番、3838 番１から 3844 番まで、3846 番、3851 番１か

ら 3854 番まで、3855 番５、3857 番１、3859 番５から

3866 番まで、3868 番、3869 番、3870 番１、3870 番４

から 3872 番１まで、3872 番３、3873 番１、3874 番１、

3875 番（各地番の地先公有水面を含む。）、字堀切 3878

番から 3882 番２まで、3884 番、3887 番、3888 番、3890

番から 3900 番まで、3903 番１から 3905 番まで、3907

番１、3908 番、3908 番２、3918 番３、3919 番４、3921

番２、3921 番３、3923 番４、3929 番６（各地番の地先

公有水面を含む。）、字山刀口 3954 番１から 3955 番１

まで、3956 番から 3966 番２まで、3968 番、3969 番、

3971 番、3972 番、3973 番７から 3973 番 10 まで、3974

番１、3975 番１から 3986 番まで、3991 番、4005 番１

から 4005 番３まで（各地番の地先公有水面を含む。）、
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字永谷山 4402 番から 4414 番まで、4416 番、4418 番、

4419 番、4421 番から 4442 番まで、4446 番から 4451

番まで、4453 番１、4453 番２、4455 番から 4457 番ま

で、4459 番から 4470 番５まで、4472 番１、4473 番、

4474 番１、4474 番３、4476 番から 4477 番３まで、4478

番２、4479 番２、4480 番２から 4480 番４まで、4483

番１から 4491番３まで、4491番６から 4491番 13まで、

4493 番から 4495 番２まで、4496 番２、4498 番１から

4499 番２まで、4501 番１から 4504 番まで、4506 番か

ら 4514 番まで、4516 番、4517 番、4519 番から 4522

番２まで、4525 番から 4528 番 23 まで、4531 番１から

4532 番まで、4536 番１、4537 番、4539 番１、4541 番

１、4542 番１、4543 番、4544 番１、4545 番１，4546

番、4548 番、4550 番１、4551 番１、4551 番３から 4553

番１まで、4554 番１、4557 番、4558 番、4560 番１か

ら 4563 番１まで、4564 番から 4572 番まで、4574 番５、

4574 番６、4575 番から 4577 番まで、4580 番、4581 番、

4584 番から 4588 番まで、4590 番から 4602 番まで、4605

番、4607 番１から 4610 番まで、4612 番１、4613 番１、

4614 番１、4615 番から 4617 番１まで、4617 番３から

4620 番 13 まで、4624 番、4628 番１、4628 番３から 4628

番 49 まで、4630 番４から 4635 番１まで、4635 番３か

ら 4635 番 82 まで、4640 番１（各地番の地先公有水面

を含む。）、字大峠 4841 番１から 4842 番２まで、4844
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番１から 4845 番２まで、4847 番２、4848 番、4850 番

から 4859 番まで、4861 番から 4863 番３まで、4865 番、

4866 番、4868 番、4870 番１から 4870 番３まで、4872

番１から 4885 番３まで、4887 番から 4891 番まで、4893

番、4894 番、4896 番、4898 番１から 4912 番まで、4914

番１から 4922 番まで、4925 番１から 4925 番５まで、

4927 番１から 4934 番６まで、4936 番、4937 番、4939

番１から 4943 番まで、4946 番、4950 番から 4954 番ま

で、4956 番３、4957 番２、4957 番３、4962 番１、4963

番から 4967 番２まで、4969 番から 4979 番まで（各地

番の地先公有水面を含む。）、字大峠浦谷 4980 番、4982

番から 4987 番１まで、4987 番３から 4988 番２まで、

4989 番１、4999 番２から 5002 番２まで（各地番の地

先公有水面を含む。）、字大峠藤尾 5133 番１、5133 番３、

5136 番２、5138 番、5140 番から 5141 番２まで、5143

番から 5146 番まで、5152 番２から 5156 番６まで、5159

番から 5161 番２まで、5165 番（各地番の地先公有水面

を含む。）、字大峠新開 5167 番、5168 番、5171 番、5172

番、5175 番から 5177 番まで、5180 番から 5183 番まで、

5185 番、5193 番から 5196 番まで、5199 番、5200 番、

5202 番、5203 番、5207 番から 5209 番まで、5212 番、

5213 番、5216 番、5219 番、5221 番から 5225 番２まで、

5228 番、5229 番、5232 番から 5234 番２まで、5237 番、

5238 番、5240 番から 5243 番２まで、5248 番、5250 番
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から 5257 番まで、5259 番１から 5260 番２まで、5264

番、5265 番、5267 番、5267 番２、5269 番２から 5272

番１まで、5272 番４から 5272 番７まで、5273 番２、

5274 番１、5275 番１、5275 番４、5276 番、5285 番２、

5285 番 18、5286 番１から 5286 番 42 まで（各地番の地

先公有水面を含む。）、字笹ケ谷 5315 番、5316 番２から

5326 番１まで、5327 番１から 5328 番２まで、5330 番

２から 5334 番２まで、5334 番４、5335 番１から 5335

番７まで、5336 番２、5336 番４、5337 番１、5337 番

４、5337 番７から 5337 番 33 まで、5346 番１から 5346

番３まで、5346 番 24、5346 番 30（各地番の地先公有

水面を含む。）、字イゲ谷 5347 番、5349 番から 5350 番

６まで、5350 番８、5350 番 11 から 5351 番３まで、5353

番から 5356 番２まで、5358 番１から 5362 番２まで（各

地番の地先公有水面を含む。）、字小通 5904 番から 5913

番２まで、5915 番１から 5918 番７まで、5920 番１、

5920 番２、5923 番１から 5927 番４まで、5930 番、5934

番から 5937 番４まで、5939 番１から 5939 番４まで、

5941 番から 5950 番６まで、5951 番８から 5951 番 11

まで、5951 番 13、5953 番５、5953 番８、5953 番 14、

5953 番 18、5953 番 20 から 5953 番 22 まで、5953 番 24、

5953 番 25、5955 番９、5956 番１から 5961 番４まで（各

地番の地先公有水面を含む。）、字原田 5963 番１から

5965 番２まで、5967 番から 5973 番２まで、5975 番、
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5977 番１から 5982 番まで、5984 番１から 5999 番２ま

で、6001 番から 6009 番４まで、6011 番１から 6013 番

３まで、6022 番１、6022 番６から 6022 番 10 まで、6022

番 14 から 6022 番 16 まで、6029 番４から 6029 番 26

まで、6029 番 126、6029 番 133、6029 番 138、6029 番

140 から 6029 番 142 まで、6029 番 164、6029 番 170、

6029 番 193、6029 番 214、6029 番 218、6030 番９から

6031 番 12 まで、6031 番 21 から 6036 番まで、6038 番

１から 6039 番まで、6041 番、6042 番、6044 番１から

6046 番まで、6056 番１から 6057 番４まで、6059 番４、

6063 番１から 6073 番２まで、6076 番、6079 番、6081

番、6082 番、6085 番１、6089 番１、6094 番から 6097

番２まで、6099 番２から 6099 番７まで、6101 番、6103

番から 6108 番まで、6110 番１から 6111 番まで、6114

番から 6122 番まで、6126 番１から 6129 番２まで、6131

番１から 6134 番３まで、6134 番５、6134 番７から 6135

番２まで（各地番の地先公有水面を含む。）、字上大峠

5053 番から 5054 番３まで、5060 番４、5060 番６、5080

番、5083 番、5085 番、5087 番、5089 番から 5094 番ま

で、5096 番、5098 番から 5100 番まで、5103 番、5107

番、5108 番２、5109 番２、5110 番 42 から 5110 番 44

まで、5110 番 54 から 5110 番 59 まで、5110 番 68、5110

番 77 から 5110 番 81 まで、5110 番 89 から 5110 番 93

まで（各地番の地先公有水面を含む。）、字上大峠木下
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5003 番２、5003 番３、5006 番１、5006 番２、5006 番

４、5013 番２、5023 番１、5023 番３、5034 番１、5034

番４（各地番の地先公有水面を含む。） 

大崎 字舟津の全域、字明ケ淵の全域、字藤ノ下の全域、字

野畑の全域、字二又の全域、字会田の全域、字図師町

の全域、字浮牟田の全域、字扇田の全域、字板取の全

域、字ソーケ田の全域、字殿町の全域、字六ノ坪の全

域、字三ノ坪の全域、字相ノ新ケ江の全域、字塚町の

全域、字清池の全域、字四ノ坪の全域、字城ノ東平の

全域、字城ノ西平の全域、字筒園の全域、字清川の全

域、字清水町の全域、字力正の全域、字丁ノ坪の全域、

字十六の全域、字十町の全域、字梅ノ木町の全域、字

世上町の全域、字七郎ケ坪の全域、字北ノ前の全域、

字白岩の全域、字四本松の全域、字水内の全域、字網

干の全域、字二本松原田の全域、字廿治の全域、字細

工町の全域、字内外町の全域、字中ノ坪の全域、字原

田の全域、字九ノ坪の全域、字八ノ坪の全域、字七ノ

坪の全域、字相ノ浦の全域、字川副の全域、字九羽見

の全域、字勘徳の全域、字小別当の全域、字道ノ辻の

全域、字宮田の全域、字深町の全域、字八反田の全域、

字丁後の全域、字丁三の全域、字龍毛の全域、字面戸

町の全域、字薄井の全域、字六田の全域、字奥瀬町の

全域、字平戸町の全域、字羽瀬町の全域、字水町の全

域、字山田町の全域、字糸別当の全域、字大坪の全域、
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字小深町の全域、字下不用町の全域、字上不用町の全

域、字池田の全域、字耳取の全域、字宮裾町の全域、

字熊本の全域、字柳町の全域、字梅ノ尾の全域、字九

反坪の全域、字今山六田の全域、字笹ノ尾の全域、字

平松の全域、字牟田船の全域、字舘の全域、字犬神の

全域、字苔ノ谷の全域、字永畑の全域、字岩ノ羽佐古

の全域、字八枝の全域、字野副の全域、字丁ノ坪の全

域、字馬場副の全域、字中々の全域、字井手ノ元の全

域、字寺田の全域、字屋敷ノ坪の全域、字大副の全域、

字五ノ坪の全域、字浦田の全域、字二ノ坪の全域、字

桑ノ元の全域、字山ノ神の全域、字岩栄の全域、字岩

名口の全域、字前田の全域、字車田の全域、字室ノ木

の全域、字五反田の全域、字松瀬戸の全域、字神子園

の全域、字高取の全域、字桜木の全域、字西浦の全域、

字経田の全域、字陣内の全域、字下須の全域、字菰町

の全域、字上深町の全域、字下深町の全域、字栗ノ元

の全域、字荒田の全域、字下竹ノ下の全域、字勘徳の

全域、字桜並の全域、字引町の全域、字関戸の全域、

字上竹ノ下の全域、字城ノ平の全域、字牟田の全域、

字猪ノ隈の全域、字向野の全域、字十八の全域、字堀

ノ内の全域、字門田の全域、字川越の全域、字大西の

全域、字八竜の全域、字船木の全域、字萩ノ尾の全域、

字八ツ尾の全域、字榎ノ木町の全域、字不用町の全域、

字竹ノ下の全域（各字の地先公有水面を含む。）、字遅
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焼 2363 番１、2363 番５から 2370 番まで、2372 番２、

2374 番から 2376 番１まで、2376 番６、2380 番４（各

地番の地先公有水面を含む。）、字床並 2512 番１、2512

番６、2516 番２、2517 番１、2519 番、2521 番１、2521

番５、2523 番１、2524 番１、2525 番１、2525 番２、

2525 番５、2525 番６、2539 番２、2540 番１、2540 番

３、2542 番１、2543 番から 2544 番２まで、2547 番か

ら 2551 番まで、2552 番２、2557 番８、2563 番１、2563

番４（各地番の地先公有水面を含む。）、字黒坊 2643 番

１、2643 番３、2643 番４、2644 番３、2644 番４、2646

番１から 2646 番９まで、2648 番から 2654 番４まで、

2657 番から 2662 番まで、2664 番１、2664 番３、2665

番１、2665 番３、2666 番１、2666 番２、2666 番５、

2666 番７から 2671 番４まで、2673 番、2674 番１、2675

番１、2676 番１、2677 番、2679 番１から 2681 番１ま

で、2682 番１から 2685 番まで、2686 番１、2687 番１、

2688 番から 2691 番２まで、2692 番１、2692 番３から

2693 番４まで、2695 番１から 2695 番３まで、2697 番

から 2702 番７まで、2703 番４から 2720 番５まで、2722

番１から 2726 番２まで、2728 番１から 2733 番１まで、

2734 番２、2735 番１、2735 番５、2737 番 15、2739 番

２から 2739 番５まで、2739 番 16 から 2739 番 19 まで、

2741 番２、2741 番４、2741 番５、2742 番１から 2747

番１まで、2748 番から 2750 番４まで、2752 番１から
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2754 番まで（各地番の地先公有水面を含む。）、字水畷

2876 番から 2881 番まで、2883 番から 2885 番７まで、

2888 番１から 2894 番２まで、2895 番２、2895 番３、

2896 番から 2897 番２まで、2900 番１から 2907 番２ま

で、2909 番から 2910 番２まで、2912 番から 2914 番３

まで、2915 番、2917 番１から 2918 番４まで（各地番

の地先公有水面を含む。）、字番道田 2919 番から 2931

番 11 まで、2933 番、2934 番３、2935 番、2940 番、2941

番、2943 番１から 2943 番５まで、2945 番１から 2946

番まで（各地番の地先公有水面を含む。）、字今山 1518

番１、1520 番１から 1527 番１まで、1530 番１、1531

番、1533 番１、1534 番、1536 番１、1537 番１、2971

番１から 2973 番２まで、2975 番から 2983 番５まで、

2985 番１から 2987 番３まで、2989 番、2990 番、2992

番１から 2997 番まで、3000 番、3001 番、3003 番１か

ら 3005 番３まで、3007 番１、3007 番２、3010 番、3013

番から 3017 番２まで、3019 番から 3026 番２まで、3029

番から 3037 番１まで、3040 番から 3043 番まで、3045

番１から 3049 番まで、3051 番１から 3061 番まで、3064

番、3067 番１から 3072 番３まで、3075 番１から 3082

番まで、3084 番から 3095 番まで、3098 番から 3101 番

３まで、3102 番２、3102 番３、3104 番１、3104 番２、

3104 番４、3105 番、3107 番から 3113 番まで、3115 番、

3116 番（各地番の地先公有水面を含む。）、字赤松 3117
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番、3118 番、3120 番から 3122 番まで、3123 番２から

3123 番６まで、3124 番１から 3125 番２まで、3126 番

２から 3126 番４まで、3127 番２、3127 番３、3130 番

２、3130 番３、3130 番６、3134 番１、3134 番３、3135

番から 3141 番１まで、3141 番３、3142 番１、3142 番

３、3143 番（各地番の地先公有水面を含む。）、字大工

殿谷 3144 番、3145 番、3148 番２、3148 番３、3149 番

２、3149 番３、3150 番２から 3152 番２まで、3152 番

４、3153 番２（各地番の地先公有水面を含む。）、字立

山 3319 番２から 3329 番まで、3331 番、3332 番、3338

番２から 3340 番２まで、3342 番から 3344 番１まで、

3344 番３から 3377 番まで、3379 番から 3382 番まで、

3384 番から 3397 番まで、3403 番から 3411 番まで、3413

番から 3415 番まで、3418 番２、3421 番１、3423 番か

ら 3435 番まで（各地番の地先公有水面を含む。）、字蓮

池 3600 番から 3601 番 12 まで、3605 番から 3609 番ま

で、3611 番１から 3613 番まで、3615 番から 3619 番ま

で、3621 番、3622 番、3628 番から 3631 番２まで、3633

番から 3636 番まで、3638 番から 3640 番まで、3642 番

から 3648 番４まで、3649 番３から 3649 番５まで、3650

番２から 3651 番２まで（各地番の地先公有水面を含

む。）、字牧 3652 番、3656 番１、3656 番３から 3658 番

１まで、3658 番５から 3659 番３まで、3660 番５、3686

番、3688 番１、3688 番２（各地番の地先公有水面を含
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む。）、字長谷 3824 番２、3824 番３、3825 番２、3825

番４、3826 番２から 3826 番５まで、3827 番２（各地

番の地先公有水面を含む。）、字松尾口 3835 番２、3838

番２、3841 番３、3842 番１、3842 番３から 3843 番２

まで、3854 番４から 3855 番２まで、3858 番３、3866

番、3868 番１、3868 番４から 3870 番まで、3872 番１、

3872 番３、3872 番４、3874 番、3875 番１、3875 番３、

3876 番１、3876 番３、3876 番４、3878 番１、3878 番

３から 3878 番５まで、3879 番１、3882 番から 3885 番

３まで、3887 番から 3892 番２まで、3895 番から 3897

番１まで、3897 番３、3901 番３（各地番の地先公有水

面を含む。）、字馬場 4014 番１から 4015 番４まで、4017

番１から 4021 番３まで、4022 番２から 4024 番２まで、

4025 番２、4028 番２から 4031 番２まで、4031 番４、

4031 番６、4033 番１から 4034 番３まで、4037 番、4038

番、4042 番から 4047 番まで、4049 番から 4051 番まで、

4053 番から 4084 番７まで、4086 番１から 4087 番まで、

4089 番１から 4090 番２まで、4090 番４、4092 番から

4094 番２まで（各地番の地先公有水面を含む。）、字大

別当 5187 番１、5187 番２、5188 番 2、5194 番 1、5195

番、5196 番 2 から 5196 番７まで、5196 番９から 5199

番２まで、5203 番、5235 番３、5237 番、5238 番、5241

番から 5244番２まで（各地番の地先公有水面を含む。）、

字神水川 5245 番から 5247 番まで、5256 番、5257 番、
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5261 番から 5265 番３まで、5294 番２、5294 番３、5296

番、5297 番１、5298 番２、5298 番４、5299 番、5302

番２から 5302 番４まで、5303 番１、5303 番４、5305

番１、5305 番４から 5308 番まで、5310 番、5313 番１

から 5320 番２まで、5322 番１から 5325 番１まで、5327

番、5329 番、5330 番、5332 番から 5336 番３まで、5339

番１、5341 番１から 5341 番３まで、5343 番３、5343

番４、5345 番５、5346 番２、5346 番５、5350 番２、

5350 番４、5350 番８（各地番の地先公有水面を含む。）、

字小川 5422 番２、5423 番１、5424 番１、5425 番１、

5440 番から 5446 番まで、5448 番から 5452 番まで（各

地番の地先公有水面を含む。） 

３ 都市計画区域から除外される土地の区域 

  なし 

 


