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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、北茂安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 

  みやき都市計画区域 

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 

みやき町 西島 全域（地先公有水面を含む。） 

坂口 〃 

天建寺 〃 

市武 〃 

寄人 〃 

東津 〃 

簑原 字大手木の全域、字水通の全域、字南浦の全域、

字孫左ェ門塚の全域、字迎田の全域、字山ノ内の

全域、字中原の全域、字杉の本の全域、字石崎の

全域、字野田の全域、字植松の全域、字鬼塚の全

域、字前田の全域、字下川原の全域、字上川原の

全域、字本村の全域、字千入道の全域、字富毛の

全域、字中川原の全域、字栗崎の全域、字姫方原

の全域、字宅地の全域、字今宿の全域、字餅投の

全域、字水道西の全域、字町口の全域、字畑山の

全域、字曲金の全域、字八反田の全域、字木ノ本

の全域、字前田原の全域、字吉原の全域（各字の
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地先公有水面を含む。）、字土井丸 3465 番１か

ら 3468 番まで、3470 番から 3487 番１まで、3487

番３、3488 番１、3488 番３、3489 番１、3489 番

３から 3490 番１まで、3490 番３から 3492 番２

まで、3492 番４、3493 番１、3493 番４から 3497

番２まで、3497 番４から 3499 番２まで、3499 番

４から 3500 番１まで、3500 番３、3501 番１、3501

番３、3503 番１から 3512 番３まで、3512 番５、

3513 番２から 3517 番２まで、3517 番４から 3518

番３まで、3520 番１から 3520 番５まで、3522 番

１から 3551 番３まで、3553 番から 3557 番２ま

で、3557 番４、3558 番１から 3559 番まで、3561

番から 3562 番まで、3563 番１から 3572 番１ま

で、3572 番３から 3576 番まで（各地番の地先公

有水面を含む。）、字獅々喰 4452 番、4455 番、

4455 番１、4455 番４から 4456 番１まで、4456

番３から 4456 番６まで、4457 番２、4462 番２か

ら 4462 番４まで、4468 番、4476 番、4477 番、

4479 番１、4479 番３、4484 番６、4487 番１、4487

番４、4488 番１、4491 番３、4492 番１、4493 番、

4494 番１、4494 番３、4494 番７、4494 番８、4527

番、4528 番、4529 番、4534 番１、4540 番、4540

番１、4547 番から 4549 番まで、4569 番２、4572

番、4574 番、4575 番５、4578 番１から 4579 番

２まで、4584 番２から 4588 番２まで、4590 番か
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ら 4595 番２まで、4596 番２、4601 番、4604 番

から 4615 番１まで、4615 番３から 4619 番まで、

4621 番、4622 番、4625 番１、4626 番１、4626

番２、4626 番５、4626 番６（各地番の地先公有

水面を含む。）、字冠石 4086 番から 4090 番２ま

で、4098 番から 4110 番まで、4110 番２から 4111

番まで、4113 番１、4115 番１から 4115 番９まで、

4115 番 11 から 4115 番 16 まで、4115 番 18 から

4115 番 35 まで、4115 番 38 から 4115 番 45 まで、

4115 番 47 から 4115 番 49 まで、4115 番 51 から

4115 番 58 まで、4115 番 61 から 4115 番 86 まで、

4119 番１から 4123 番２まで、4125 番から 4127

番まで、4130 番２、4132 番、4132 番１、4132 番

３から 4140 番まで、4141 番２、4145 番１、4145

番４から 4145 番６まで、4145 番８、4151 番から

4168 番まで、4170 番、4171 番、4176 番、4177

番、4193 番１から 4193 番４まで、4193 番６から

4193 番 13 まで、4193 番 16 から 4193 番 21 まで、

4193 番 26 から 4193 番 31 まで、4196 番１、4197

番から 4198 番１まで、4198 番３、4200 番から

4207 番まで、4210 番３、4210 番４、4212 番２か

ら 4216 番まで、4219 番１、4219 番３から 4219

番 11 まで（各地番の地先公有水面を含む。）、

字内香田 4377 番から 4403 番まで、4405 番から

4411 番まで、4420 番、4421 番、4422 番６から
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4422 番 11 まで、4424 番５、4424 番６、4424 番

11、4438 番、4446 番、4451 番１（各地番の地先

公有水面を含む。）、字目明谷 4220 番１から 4221

番１まで、4221 番３、4222 番から 4232 番２まで、

4234 番１から 4236 番１まで、4236 番３、4237

番から 4248 番１まで、4248 番３、4249 番３、4249

番４、4253 番１、4253 番７、4254 番１から 4254

番６まで、4254 番 10 から 4260 番まで、4260 番

２、4262 番１から 4267 番２まで、4268 番２、4268

番３、4268 番５、4269 番１から 4274 番まで、4276

番から 4278 番１まで、4278 番４、4279 番１から

4292 番１まで、4294 番から 4300 番３まで、4300

番５、4301 番１から 4312 番２まで、4312 番４、

4313 番から 4337 番まで、4339 番から 4343 番ま

で、4345 番、4361 番１、4346 番４から 4351 番

まで、4353 番１、4359 番２から 4360 番２まで、

4361 番２、4362 番３、4363 番３、4363 番５、4363

番９、4365 番１、4365 番２、4370 番１、4370 番

11 から 4370 番 13 まで、4370 番 43 から 4370 番

45 まで、4370 番 52、4370 番 58、4370 番 59、4370

番 68、4370 番 88 から 4370 番 92 まで、4371 番、

4371 番４、4372 番から 4374 番１まで、4374 番

25、4375 番、4376 番（各地番の地先公有水面を

含む。） 
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 原古賀 

 

字黒木の全域、字一反原の全域、字五本黒木の全

域、字二本谷の全域、字一本谷の全域、字六本黒

木の全域、字五本松の全域、字七本黒木の全域、

字六本松の全域、字七本松の全域、字拾徳の全域、

字岩崎の全域、字二本桜の全域、字三本桜の全域、

字三本谷の全域、字四本谷の全域、字五本谷の全

域、字六本谷の全域、字七本谷の全域、字八本谷

の全域、字一本松の全域、字二本松の全域、字三

本松の全域、字前田の全域、字宮の後の全域、字

町南の全域、字一本柳の全域、字二本柳の全域、

字三本柳の全域、字四本柳の全域、字五本柳の全

域、字六本柳の全域、字七本柳の全域、字八本柳

の全域、字宮の前の全域、字古町の全域、字天神

の全域（各字の地先公有水面を含む。）、字八本

松 2094 番から 2102 番 10 まで、2105 番、2108 番

１から 2108 番４まで、2108 番７から 2114 番１

まで、2114 番３、2114 番４、2115 番２、2116 番

１、2116 番３から 2117 番３まで、2118 番２から

2144 番３まで、2146 番１、2147 番１、2147 番３、

2147 番５、2149 番１、2150 番、2152 番１から

2154 番１まで、2155 番１、2155 番５、2155 番７

から 2155 番 11 まで、2156 番２、2157 番、2162

番１から 2163 番まで、2165 番、2166 番、2168

番、2175 番、2179 番、2183 番２、2183 番４、2184
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番１、2184 番２、2185 番２、2185 番４、2188 番

から 2203 番まで、2203 番２から 2211 番２まで、

2211 番５、2211 番 13、2212 番から 2213 番 21 ま

で、2215 番から 2220 番まで、2220 番３、2221

番２から 2223 番２まで、2225 番２から 2226 番

１まで、2226 番３から 2227 番１まで、2227 番３、

2227 番４、2233 番、2234 番から 2237 番２まで、

2240 番、2242 番、2242 番１、2246 番４、2251

番５、2252 番、2256 番、2260 番、2267 番、2268

番、2271 番２、2274 番１、2274 番２、2285 番２

から 2287 番２まで、2287 番５、2290 番から 2291

番まで、2296 番２、2296 番９、2297 番１、2297

番２、2297 番 36、2297 番 43 から 2297 番 49 ま

で、2297 番 63、2297 番 77、2297 番 78、2297 番

82 から 2297 番 84 まで、2297 番 91、2297 番 92、

2297 番 99、2297 番 100、2297 番 102、2298 番３、

2298 番６から 2301 番まで、2301 番３から 2309

番２まで、2311 番から 2329 番まで、2331 番、2331

番２（各地番の地先公有水面を含む。）、字松谷

2332 番１から 2340 番６まで、2341 番、2341 番

２、2341 番６、2341 番７、2342 番から 2347 番

まで、2348 番２、2349 番から 2351 番まで、2354

番１から 2357 番１まで、2357 番３から 2374 番

５まで、2375 番から 2404 番２まで、2405 番２、
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2406 番１から 2409 番２まで、2409 番４、2409

番５、2410 番２から 2410 番６まで、2412 番、2413

番１、2419 番から 2423 番まで、2425 番１から

2469 番まで、2471 番から 2497 番まで、2499 番

から 2511 番 37 まで、2511 番 39 から 2511 番 42

まで、2511 番 44、2511 番 45、2512 番から 2523

番まで、2525 番１、2525 番２、2525 番６、2526

番、2526 番１、2526 番３、2527 番、2528 番１、

2528 番２、2532 番、2535 番、2536 番１、2536

番２、2537 番 19 から 2537 番 61 まで、2537 番

88、2537 番 94、2537 番 95、2537 番 125 から 2537

番 131 まで、2537 番 134、2537 番 138、2537 番

139、2537 番 142、2537 番 146、2537 番 149、2537

番 150、2537 番 154、2537 番 156、2537 番 157、

2537 番 161、2537 番 168、2537 番 171、2537 番

172、2537 番 174、2537 番 177、2537 番 179、2537

番 180、2539 番から 2543 番まで、2545 番から 2550

番まで、2552 番から 2566 番 11 まで（各地番の

地先公有水面を含む。）、字白虎谷 3017 番１か

ら 3017 番８まで、3017 番 13、3018 番２から 3019

番４まで、3021 番１から 3027 番まで、3029 番１

から 3034 番２まで、3035 番２、3037 番１から

3037 番４まで、3039 番から 3041 番３まで、3043

番から 3045 番３まで、3046 番２から 3048 番２
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まで、3049 番２から 3049 番４まで、3050 番２か

ら 3050 番５まで、3053 番２、3055 番１から 3055

番３まで、3055 番５から 3075 番まで、3077 番１

から 3108 番まで、3111 番から 3113 番１まで、

3113 番３から 3157 番まで、3157 番２、3158 番

１から 3163 番２まで、3165 番から 3191 番 15 ま

で、3193 番から 3195 番まで、3197 番、3199 番

から 3218 番１まで、3218 番３から 3232 番まで、

3234 番、3236 番１、3236 番３、3237 番１、3237

番３、3238 番１、3238 番３、3239 番から 3241

番まで、3244 番１、3244 番３、3246 番１から 3247

番１まで、3247 番３から 3253 番２まで、3256 番

３、3256 番５、3259 番１、3260 番、3261 番、3267

番、3270 番、3273 番 17 から 3273 番 19 まで、3277

番 128から 3277番 135まで、3277番 142から 3277

番 153 まで、3277 番 183 から 3277 番 192 まで、

3278 番１、3278 番４から 3280 番８まで（各地番

の地先公有水面を含む。）、字一本桜 3280 番、

3280 番 104、3280 番 110、3284 番から 3287 番ま

で、3287 番２、3288 番から 3288 番２まで、3290

番２、3292 番、3292 番２、3293 番から 3296 番

まで、3310 番、3315 番８から 3315 番 10 まで、

3315 番 15 から 3315 番 26 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 
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  なし 


