
１ 都市計画区域の名称 
大江都市計画区域 

 
２ 都市計画区域に含まれる土地の区域 
  京都府福知山市大江町波美、大江町関、大江町金屋、大江町高津江、大江町在田、大江町上野小字

赤坂、小字家ノ下、小字一本松、小字家ノ上、小字井戸端、小字石代、小字後迫、小字柏谷、小字ヲ

ドロ山、小字小山ノ上、小字五反田、小字コム塚、小字小山ノ浦、小字小山、小字清水、小字繁由里、

小字城山、小字下ヶ市、小字清水坂、小字谷田、小字竹ヶ鼻、小字平、小字大平良、小字谷畑、小字

土取、小字塚元、小字寺田山、小字長刀、小字西石代、小字萩原、小字林ノ下、小字平外、小字風呂

ノ谷、小字風呂谷、小字ボケノ木、小字木瓜ノ木、小字細迫、小字丸山、小字水無、小字道ノ前、小

字ムクノ木、小字ムク木、小字無瀬ノ下、小字山ノ鼻、小字山ノ神、小字宮ノ鼻、小字東井称口、小

字狐塚及び小字的場、大江町河守小字天王、小字城坂、小字遊屋ヶ谷、小字宮ノ谷、小字中町裏、小

字魚屋町、小字向段、小字城山、小字島田垣、小字六反田、小字片又、小字関田、小字角田、小字関、

小字上横田、小字下行田、小字向畑、小字高畑、小字中河原、小字下横田、小字土橋、小字絹田、小

字江ノ田、小字見掛、小字鎌ヶ瀬、小字穴瀬、小字栗田、小字南太田、小字新町、小字本町、小字仲

町、小字下町、小字段、小字茶ヤヶ谷、小字殿町意、小字山形町、小字清水、小字殿町裏、小字公手、

小字城山、小字清水、小字公手城山、小字茶屋ヶ谷、小字宮川、小字加瀬、小字甚三畑、小字甲谷、

小字前嶋、小字清水城山、小字井田、小字大谷、小字崩、小字鳥井ノ内、小字深田、小字松本、小字

添ヶ長、小字漆ヶ長、小字嶋田垣、小字接木畑、小字清水町、小字新町裏、小字三丁縄手、小字田中、

小字赤段、小字赤ノ段、小字黒段及び小字長坂、大江町内宮小字赤岩、小字事谷口、小字沢田、小字

高橋東、小字高橋西、小字下町、小字下向田、小字上向田、小字上杉、小字下ノ岡、小字小山、小字

上ノ岡、小字観音堂、小字熊阪、小字熊坂、小字駒ヶ谷、小字幾堂ヶ由里、小字宇和岸口、小字舟ヶ

谷、小字前田、小字事谷、小字中ノ首、小字中ノ首口、小字西ヶ谷、小字干谷、小字干谷口、小字鶴

節、小字畑ヶ谷、小字畑ヶ谷口、小字向山、小字上ノ向、小字地主、小字幸神、小字宮山、小字石浦、

小字的場川、小字竹ノ下、小字割谷口、小字八兵衛屋敷、小字八兵衛屋シキ、小字清水、小字ヶ谷、

小字廣瀬、小字三角、小字ヒゞノキ、小字ヒビキノ、小字迫田、小字一ツ橋、小字和久ノ内、小字高

札場前、小字下河原、小字跡、小字谷川尻、小字明田、小字中河原、小字城ヶ腰、小字上杉掛及び

小字堂ノ阪、大江町二俣小字高橋、小字笹木谷、小字後迫、小字上河原、小字岡ノ鼻、小字棚原、小

字弥七ヶ谷、小字野口、小字清水山、小字向山、小字中山、小字細迫、小字菖蒲谷、小字岡、小字岡

代、小字八幡田、小字向河原、小字赤畑、小字神社河原、小字田井、小字中村、小字冷田、小字斧前、

小字深田、小字向、小字土藤、小字下河原、小字権現、小字大畑谷、小字下平、小字奥平、小字中平、

小字西平、小字奥ノ谷のうち 1,241 番地、1,242 番地、1,245 番地の 1 から 1,245 番地の 3 まで、1,246
番地の 1 から 1,246 番地の 3 まで、1,248 番地の 2 から 1,248 番地の 4 まで、1,253 番地の 1、1,254
番地の 1、1,254 番地の 2、小字奥谷のうち 1,243 番地、1,244 番地の 1、1,244 番地の 2、1,247 番地

の 1 から 1,247 番地の 3 まで、1,248 番地の 1、1,249 番地の 1 から 1,249 番地の 3 まで、1,251 番地

の 1、1,251 番地の 2、1,252 番地、1,253 番地の 2、1,276 番地、1,277 番地の 1、1,277 番地の 2、
1,278 番地、1,279 番地の 1、1,279 番地の 2、1,280 番地の 1、1,280 番地の 2、1,281 番地の 1、1,281
番地の 2、1,282 番地、1,282 番地の 1、1,282 番地の 2、1,283 番地の 1、1,283 番地の 2、1,284 番

地の 1 から 1,284 番地の 3 まで、1,285 番地、1,285 番地の乙、1,286 番地、1,286 番地の 1、1,286
番地の 2、1,287 番地、1,287 番地の 1、1,288 番地の 1、1,288 番地の 2、1,290 番地から 1,292 番地



まで、1,293 番地の 1、1,293 番地の 2、小字河田のうち 533 番地、892 番地、893 番地の 1、893 番

地の 2、894 番地から 902 番地まで、902 番地の 1、902 番地の 2、903 番地の 1、903 番地の 2、905
番地、905 番地の 1、906 番地から 910 番地まで、911 番地の 1、911 番地の 2、912 番地、913 番地

の 1、913 番地の 2、992 番地の 1 から 992 番地の 3 まで、993 番地の 2、993 番地の 3、994 番地か

ら 996 番地まで、997 番地の 1 から 997 番地の 3 まで、998 番地から 1,002 番地まで、1,003 番地の

1、1,003 番地の 2、1,004 番地から 1,007 番地まで、1,008 番地の 1、1,008 番地の 2、1,009 番地の

1、1,010 番地、1,011 番地、1,011 番地の 1、1,012 番地から 1,018 番地まで、1,019 番地の 1 から 1,019
番地の 3 まで、1,020 番地の 1 から 1,020 番地の 3 まで、1,021 番地、1,022 番地の 1、1,022 番地の

2、1,023 番地、1,023 番地の１、1,024 番地の 1、1,027 番地の 1、1,027 番地の 2、1,028 番地から

1,032 番地まで、1,033 番地・1,035 番地の 2 合地、1,034 番地、1,035 番地、1,035 番地の 1、1,035
番地の 2、1,036 番地の 1、1,036 番地の 2、1,037 番地の 1、1,037 番地の 2、1,038 番地、1,038 番

地の 1、1,039 番地、1,040 番地、1,041 番地の 1 から 1,041 番地の 3 まで、1,042 番地から 1,048 番

地まで、1,049 番地の 1、1,049 番地の 2、1,050 番地の 1、1,050 番地の 2、1,051 番地から 1,054 番

地まで、小字神社のうち 1,319 番地の 1 から 1,319 番地の 3 まで、1,320 番地から 1,322 番地まで、

1,323 番地の 1、1,323 番地の 2、1,324 番地の 1 から 1,324 番地の 4 まで、1,325 番地、1,326 番地

の 1、1,326 番地の 2、1,327 番地から 1,330 番地まで、1,331 番地の 1 から 1,331 番地の 3 まで、1,332
番地の 1、1,332 番地の 2、1,333 番地から 1,335 番地まで、1,336 番地の 1、1,336 番地の 2、1,337
番地から 1,342 番地まで、1,342 番地の 2、1,343 番地、1,344 番地、1,345 番地の 1、1,345 番地の 2、
1,346 番地、1,347 番地の 1、1,347 番地の 2、1,355 番地、1,356 番地の 1、1,356 番地の 2、1,357
番地、1,358 番地、1,358 番地の 1、1,358 番地の 2、1,359 番地・1,360 番地の 1 合地、1,360 番地、

小字大畑のうち 1,361 番地、1,362 番地、1,363 番地の 1、1,363 番地の 2、1,364 番地、1,365 番地の

1、1,365 番地の 2、1,366 番地から 1,370 番地まで、1,371 番地の 1、1,371 番地の 2、1,372 番地の

1 から 1,372 番地の 5 まで、1,373 番地の 1 から 1,373 番地の 3 まで、1,374 番地の 1、1,374 番地の

2、1,375 番地、1,381 番地、1,382 番地、1,384 番地の 1、1,384 番地の 2、1,385 番地、1,386 番地、

1,386 番地の 1、1,386 番地の 2、1,387 番地から 1,389 番地まで、1,390 番地の 2、1,391 番地、1,392
番地の 1、1,392 番地の 2、1,393 番地から 1,396 番地まで、1,397 番地の 1 から 1,397 番地の 9 まで、

1,398 番地の 1、1,398 番地の 2、1,399 番地、1,399 番地の 1、1,400 番地、1,401 番地の 1、1,401
番地の 2、1,402 番地の 1、1,402 番地の 2、1,403 番地、小字馬谷のうち 1,404 番地、1,404 番地の 1、
1,405 番地から 1,409 番地まで、1,409 番地の 1、1,418 番地の 1 から 1,418 番地の 3 まで、1,419 番

地の 1、1,419 番地の 2、1,420 番地から 1,425 番地まで、1,425 番地の 1、1,426 番地、1,427 番地、

1,427 番地の 1、1,427 番地の 2、1,428 番地の 1、1,428 番地の 2、1,429 番地、1,430 番地、1,430
番地の 1、1,431 番地の 1 から 1,431 番地の 4 まで、1,432 番地、1,433 番地の 1、1,433 番地の 2、
1,434 番地の 1、1,434 番地の 2、1,435 番地、1,446 番地、1,447 番地の 1 から 1,447 番地の 3 まで、

1,448 番地、1,449 番地、1,449 番地の 1、1,449 番地の 2、1,450 番地、1,450 番地の 1、1,450 番地

の 2、1,451 番地、1,452 番地、1,452 番地の 1、1,452 番地の 2、1,453 番地から 1,456 番地まで、1,457
番地の 1 から 1,457 番地の 3 まで、1,458 番地から 1,469 番地まで、1,470 番地の 1 から 1,470 番地

の 3 まで、1,478 番地の 1、1,478 番地の 2、1,479 番地、小字小寺谷のうち 111 番地の 3、111 番地

の 4、175 番地、175 番地の 1、176 番地、176 番地の 1、177 番地から 182 番地まで、182 番地の 1、
183 番地から 188 番地まで及び小字大寺谷のうち 110 番地の 4 から 110 番地の 6 まで、161 番地、

162 番地、162 番地の 1、163 番地から 172 番地まで、172 番地の 1、172 番地の 2、173 番地、173



番地の 1、174 番地、大江町天田内小字加瀬、小字東平、小字欠戸、小字権現尾、小字舟岡、小字經

塚、小字船岡山、小字宮前、小字西平、小字向山、小字深田、小字林、小字ウル谷、小字ナル、小字

上向田及び小字下向田、大江町日藤小字境川、小字界川、小字宮越、小字家下、小字楠木、小字楠谷、

小字尾道、小字滝ノ上、小字細田、小字地蔵ノ下タ、小字牛房根、小字地蔵ノ上ヘ、小字段、小字家

ノ浦、小字寺屋敷、小字家ノ上へ、小字三角、小字麻蒔、小字札場前ヘ、小字池ノ渕、小字池ノ上ヘ、

小字池ノ尻、小字滝ノ上、小字ボワ及び小字ヒナタ、大江町千原小字田口、小字尾藤谷、小字上ヶ岡、

小字シヤク、小字江口、小字インタノキ、小字下ヶ岡、小字チサ谷、小字下嶋、小字下島、小字大坂、

小字大阪、小字家下、小字家ノ下、小字小田岡、小字中岡、小字柳原、小字五間割、小字三間割、小

字内中割、小字中割、小字外中割、小字外内割、小字七畝物、小字戸手割、小字後割、小字打出割、

小字打出谷、小字打出シ及び小字戸手、大江町尾藤小字細畑ヶ、小字高由里、小字風呂谷、小字宮ノ

段、小字和田、小字門下、小字六反坪、小字丁田、小字八重坂、小字八重阪、小字大桑、小字中嶋、

小字ミセ、小字小川尻、小字己き、小字中道、小字舟戸及び小字新田、大江町夏間小字麻町、小字麻

町道上、小字麻町道下、小字麻町上、小字麻町下、小字イ子口、小字上路家前、小字上路、小字漆畠、

小字江口、小字江口上、小字老奥、小字大上、小字上島、小字クモブ、小字クゴ、小字荒神ノ段、小

字金剛院畠、小字金剛畠、小字金剛畠道上、小字金剛院畠道下、小字金剛院畠道上、小字金剛畠道下、

小字ゴクンデ、小字ゴクンテ、小字コクンテ、小字五反田、小字五反田上、小字坂田、小字坂、小字

坂ノ上、小字坂ノ下、小字迫田下切、小字迫田、小字迫田口、小字座入、小字三反田上ノ町、小字三

反田、小字下嶋中道下、小字下島、小字下嶋、小字下嶋道下、小字下嶋道上、小字下島道上、小字清

水、小字タナダ、小字平、小字立道、小字町田、小字丁田、小字椿原、小字椿原家前、小字椿原家裏、

小字椿原家ノ下、小字堤、小字堤道上、小字堤口道下、小字寺田、小字中山、小字中、小字中ノ段、

小字中ノ上、小字西ノ岡、小字墓ノ谷、小字蓮池、小字ハソバ、小字八十田、小字ヒルガ谷、小字深

田、小字深田口、小字棒ノ岡、小字棒ノ岡滝ノ下、小字棒ノ下滝ノ下、小字松ヶ端、小字ミクゴ、小

字ミグゴ、小字宮ノ下、小字宮ノ谷、小字森、小字モリ、小字四町田、小字渡場、小字瀬ノ詰、小字

重敷、小字岡ノ坂、小字長田、小字森ノ奥、小字滝ヶ谷、小字イノヲク、小字猪ノ奥、小字クゴ道ノ

上及び小字クゴ道上、大江町南山小字赤坂、小字赤坂向、小字石田、小字イナバ、小字後迫、小字ウ

バヶ谷、小字大麻金重、小字大麻、小字尾入天、小字ヲサ原、小字鬼ヶ城、小字大山、小字金重、小

字川戸、小字片山、小字垣ノ内、小字カナヤ、小字カナヤ大山、小字カクレ谷、小字キタナカ、小字

北ノヲク、小字クレ松、小字梅ヶ迫、小字日ノ倉、小字トタミ谷、小字椿山、小字小谷、小字小迫、

小字小縁堂、小字坂ノ上、小字サヲリ、小字坂ノ下、小字阪ノ下、小字重敷、小字生ブ谷、小字陣取、

小字スナゴ、小字ズヘダ、小字杉山、小字田中、小字ダン、小字平良、小字タキヶ谷、小字瀧ヶ一間、

小字トコ迫、小字丼、小字堂ノヲク、小字堂田、小字堂ノ元、小字中ノ坪、小字中ヶ市、小字西谷、

小字西ヶ迫、小字ハリノキ田、小字畑ヶ谷、小字東谷、小字ヒモン谷、小字フチガ谷、小字渕ヶ谷、

小字フ子ゴ口、小字フ子ゴ、小字大フ子ゴ、小字坊垣、小字坊ノヲク、小字坊ノ奥、小字松山、小字

ミクゴ、小字ミクコ、小字マワリ田、小字光ヶ谷、小字宮ノ谷、小字向イ田、小字室谷、小字向ヶ迫、

小字モリノ、小字モンゼン、小字社田、小字山ノ神、小字休ミバ、小字岩谷、小字弓通、小字ユリノ

下、小字岩ヶ迫、小字横山、小字ランテン、小字ランデン、小字ロクロ谷、小字六ロ谷、小字イモ迫、

小字迫田、小字ナメラ谷、小字丸山、小字東谷口、小字中尾、小字一間口、小字ラクガ谷、小字ハカ

コ田、小字下ダン、小字才ノ本、小字堂田クゴ、小字堂田ナル、小字足ノ倉、小字クゴ、小字古堂、

小字長原、小字中村口、小字金屋、小字セミ迫、小字ダンノナル、小字ダイラ、小字畑谷、小字家ノ

ウラ、小字大末、小字万燈湯、小字中ヶベナ、小字中ヶバナ、小字家ノ下のうち 197 番地の 1、197



番地の 2、416 番地の 1 から 416 番地の 3 まで、417 番地、417 番地の 1、463 番地の 1、463 番地の

2、小字家ノ上のうち 15 番地の 1、15 番地の乙、196 番地、466 番地から 468 番地まで、478 番地、

479 番地、479 番地の 1、480 番地、480 番地の乙、481 番地、481 番地の乙、482 番地、小字家ノマ

エ、小字長畑ヶ、小字ヤクシノダン、小字元屋敷のうち 170 番地から 172 番地まで及び小字大谷のう

ち 821 番地、821 番地の 1、822 番地の 1、822 番地の 2、823 番地から 828 番地まで、828 番地の 1、
829 番地、大江町三河小字坪尾、小字ノノモリ、小字連木谷、小字坪尾弥左衛門谷、小字弥左衛門谷、

小字弥左ヱ門谷、小字弥左ヱ門谷口、小字弥左ヱ門谷奥、小字弥左ヱ門谷口尾、小字スルタ、小字ス

ルタ谷、小字ゼンコウ谷、小字松ノ木前、小字善光谷、小字スルタ谷墓ノサコ、小字船戸、小字舟戸、

小字荒神谷、小字荒神谷通大田、小字荒神通大田、小字大クゴ通り、小字大クゴ通、小字梅ノ木谷、

小字渡り所、小字大田通、小字荒神口、小字芦谷、小字休場、小字徳兵衛谷ヲク、小字大田道、小字

徳兵衛谷西ベライ、小字徳兵衛谷ヤシキノ下、小字徳兵衛谷、小字徳兵衛谷尾、小字石ブロ谷、小字

石ブロ谷口、小字松ノ木前通、小字下嶋、小字下島、小字ウルシザコ、小字谷合、小字松ノ木前下嶋、

小字仲島、小字小鼻、小字石ブロ谷口下、小字石ブロ西ハナ、小字石ブロ西ノ尾、小字善コウ谷上、

小字石ブロ口、小字石ブロ道下、小字石ブロ家下、小字石ブロ家ノ下、小字善光谷口、小字善コラ谷

尾、小字善コヲ谷口、小字善コヲ谷、小字小池ノハタ、小字小鼻上ノヲ、小字大池ハタ、小字油デン、

小字大池バタ、小字川尻、小字油テン、小字大桑ノ木、小字柿ノ木ダン、小字迫畑、小字迫大畑ヶ、

小字東川、小字田ノ尻、小字サクラ木、小字高畑ヶ道下、小字高畑道ノ下、小字高畑道ノ上、小字高

畑、小字アサマキ、小字サクラギ、小字舟戸ヤシキノ下、小字舟戸アサマキ、小字大下、小字稲場、

小字地蔵山ベリ、小字地蔵山西尾、小字舟戸奥、小字アズキ迫、小字アズキ迫尾、小字宮ノ谷、小字

縄手、小字森ヶコシ、小字鶴ヶ岡、小字迫畑口、小字迫畑、小字西谷、小字長尾、小字イヤゲ谷、小

字イヤゲ谷口、小字イヤカ谷、小字イヤケ谷奥、小字イヤゲ谷奥、小字イヤゲ谷ヲク、小字山ノ神向

ヒ、小字山ノ神、小字大畠、小字大畑、小字シキ柿口、小字林ヶ谷口、小字シキ柿、小字アノ坂口、

小字カンジョ垣口、小字林ヶ谷、小字カンジョ垣、小字アノ坂、小字坊主畑、小字ツメリキ、小字湯

舟口、小字湯舟谷、小字湯舟、小字大湯舟谷、小字大湯舟口、小字大湯舟、小字小湯舟谷、小字小湯

舟、小字江戸、小字ドウガユリ、小字スタガ谷、小字ヌタガ谷、小字稲谷、小字三河谷のうち 910 番

地の 1、910 番地の 2、911 番地から 920 番地まで、928 番地から 931 番地まで、938 番地から 947
番地まで、1,001 番地から 1,009 番地まで、小字宮ノ下及び小字岩鼻のうち 679 番地、679 番地の乙、

681 番地、682 番地、683 番地の 1、684 番地の 1、大江町蓼原小字コモ池、小字ヲカ、小字床蒔、小

字クゴ、小字ケヲン、小字谷堀、小字新割、小字公庄前、小字公庄前高畑、小字畑中、小字畑ヶ中、

小字高畑、小字拾分物、小字高ユリ、小字浦ノ谷、小字赤尾下、小字赤尾下タ、小字赤尾、小字一セ

モノ、小字ユリ下、小字サイカセ、小字岡、小字古川、小字タンボリ、小字ハシ元、小字ユリ前、小

字宮ノ段、小字ヲゾ、小字ヲヨ、小字小川尻、小字前田、小字ケラン、小字坂ノ奥及び小字サラ迫、

大江町公庄小字浅谷、小字道ノ下、小字コモ池、小字コモ池道ノ下、小字ヤシキノ下、小字家ノ下、

小字コモ池道ノ上、小字落谷、小字一ノ谷、小字二ノ谷、小字三ノ谷、小字嶽、小字菅谷、小字志筒、

小字石ブロ、小字由里ノ奥、小字寺ノ奥、小字小田ノ上、小字小田上、小字谷河、小字谷川、小字日

向山、小字盛、小字掛ノ内、小字薄浦、小字桃木、小字和田、小字ヒノ口、小字ヒノ口奥、小字スゲ

谷、小字薬師、小字寺山、小字天神、小字天神ノ向、小字天ノ神、小字六日、小字下山、小字大町、

小字蘭戸、小字宮ノ谷、小字楠谷、小字大畑、小字公庄谷、小字寺口、小字寺田、小字白石、小字白

岩、小字小田、小字荒神、小字谷河愛石坂、小字稲口、小字盛口、小字ウスブラ、小字モゝノ木ダワ、

小字ワダ、小字宮ノ前、小字下山口、小字段田、小字丸山、小字棒杭、小字落谷前、小字下嶋、小字



下島、小字寺口前、小字六日口、小字三角、小字常津前、小字中嶋、小字中島、小字下大桑、小字大

桑、小字由里ノ下、小字大角、小字由里前、小字クゴ、小字堀川、小字吾分、小字寺前、小字堀、小

字小田ノ下、小字那小路、小字シボウ、小字志鯔、小字志、小字川尻、小字行綱、小字クルズ、小字

土江ノ内、小字野田、小字田、小字タコダ、小字横田、小字上田、小字上タコダ、小字イダイ、

小字家ノ奥、小字イダ井、小字イタイ、小字内籠、小字堀畑、小字ヒシ岩、小字苅又、小字ヒノ口ノ

下、小字又田尾、小字モケ、小字大橋及び小字新田、大江町北有路小字竹ノ内、小字城山、小字下モ

舟戸、小字城、小字網場、小字高畦、小字稗田、小字下久後、小字上之久後、小字大安寺、小字簗場、

小字仲野、小字麻町、小字小十倉、小字ダブ所、小字丸町、小字鋤ノ先、小字牛ヶ淵、小字牛ヶ渕、

小字枝ヶ鼻、小字鍵畑、小字馬場、小字大畑、小字横枕、小字竹ノ下、小字上ヶ野、小字上ゲ野、小

字権二郎畑、小字横土手、小字竹ノ上、小字住社、小字堂本、小字丸、小字狐尾、小字ワケズ、小

字才ノ脇、小字阿良須、小字細通り、小字小縄手、小字河原田、小字松尾、小字井戸前、小字佐古田、

小字六反田、小字河原、小字上道通り、小字中道通り、小字大和谷、小字大良、小字仲ノ段、小字新

田、小字二ツ石、小字地蔵、小字深田、小字沖ノ田、小字尾後、小字和田ヶ端、小字堤ノ奥、小字休

石、小字町合、小字丁田、小字柳畑、小字藤之木、小字石橋、小字井ノ奥、小字三ヶ村、小字梅谷、

小字引谷、小字国廣、小字細田、小字野畑、小字大坪、小字長井前、小字北之後、小字和田ハナ、小

字菜畑ヶ、小字十倉、小字高畑、小字宮ノ坪、小字宮之坪、小字茶屋ヶ辻、小字茶ヤヶ辻及び小字五

日市のうち 198 番地から 201 番地まで、201 番地の 1、202 番地、202 番地の 1、203 番地、203 番

地、204 番地、205 番地、211 番地、212 番地、213 番地の 1、214 番地、215 番地、217 番地の 1、
217 番地の 5、672 番地から 675 番地まで、676 番地の 1、676 番地の 2、677 番地、739 番地の 1 か

ら 739 番地の 4 まで、740 番地の 1 から 740 番地の 4 まで、741 番地の 1 から 741 番地の 4 まで、

741 番地の内、742 番地、742 番地の 1、742 番地の 2、743 番地の 1、743 番地の 2、744 番地から

746 番地まで、746 番地の内、747 番地から 751 番地まで、752 番地の 1 から 752 番地の 3 まで、753
番地の 1、753 番地の 2、754 番地、755 番地、756 番地・757 番地の 1 合地、756 番地の内、758 番

地、758 番地の内、759 番地の 1、759 番地の 2、760 番地の 1、760 番地の 2、761 番地の 1、761
番地の 2、761 番地の内、762 番地の 1、762 番地の 2、762 番地の内、763 番地の 1、763 番地の 2、
767 番地から 771 番地まで、772 番地の 1、772 番地の 2、772 番地の内、773 番地の 1、773 番地の

2、774 番地、774 番地の内、775 番地、775 番地の 1、776 番地の 1、776 番地の 2、777 番地の 1、
777 番地の 2、778 番地から 781 番地まで、781 番地の乙、782 番地、783 番地、783 番地の 1、783
番地の 2、783 番地の内、784 番地、784 番地の 1、784 番地の 2、784 番地の内、785 番地の 1、785
番地の 2、786 番地の 1、786 番地の 2、787 番地の 1、787 番地の 2、787 番地の内、788 番地、789
番地、790 番地の 1、790 番地の 2、791 番地から 794 番地まで、大江町二箇小字アサノ、小字アモ

カ、小字麻町、小字井戸、小字猪ノ田、小字猪ノ田奥、小字石橋、小字榎迫、小字奥ノ谷、小字大俣、

小字大成地、小字大迫、小字岡崎、小字奥貝、小字岡坂、小字岡、小字大溝、小字大坪、小字梶畑、

小字カゴノ木、小字鎌田、小字桐ヶ谷、小字クハザコ、小字小榎迫、小字小峠、小字小仲畔、小字小

仲、小字小村、小字小山、小字コツ、小字迫田、小字才ヶ迫、小字芝添、小字シミズ、小字清水、小

字下嶋、小字狭迫、小字三河前、小字田尻、小字タチ、小字大門寺、小字町田、小字鳥取、小字ドン

ド、小字ドヘノウエ、小字ナメ石、小字西前、小字ハシリデ、小字ヒノヲ、小字日ノ尾、小字日上り、

小字ヒヘ田、小字藤アミ、小字豊後田、小字ブロ、小字ブロカ、小字仏谷、小字道ノ口、小字宮ノ下、

小字向岡、小字向地、小字焼尾、小字簗ヶ谷、小字簗谷、小字ヤナバ、小字ノ谷、小字矢ノ谷、小

字ユリガ岡、小字柚ノ木カ谷、小字セド田、小字畔、小字ブロロ、小字茗ヶ谷、小字六反田、小字バ



チガサコ及び小字山ノ神のうち 216 番地から 221 番地まで、221 番地の 1、222 番地から 230 番地ま

で、230 番地の 1、231 番地、231 番地の 1、232 番地から 234 番地まで、234 番地の 1、234 番地の

2、235 番地、236 番地、236 番地の 1、237 番地、237 番地の 1、238 番地、238 番地の 1、238 番地

の 2、239 番地から 248 番地まで、248 番地の 1、249 番地、249 番地の 1、250 番地、251 番地、251
番地の 1 から 251 番地の 10 まで、大江町常津小字千原上嶋、小字ミセ、小字ミセ道ノ下、小字ミセ

溝ヨリ向、小字新嶋、小字安田、小字新嶋下ノ切、小字下嶋、小字泓ヶ谷、小字岩ヶ迫、小字土手、

小字トノグワ、小字ナゲコシ、小字横畑ケ、小字ワク、小字ワク道ノ下、小字ワク道ノ上、小字麻蒔、

小字ワク道上ノ切、小字ワク上ノ切、小字下ノ麻蒔、小字下麻蒔、小字尾藤口、小字尾藤口大橋、小

字立平のうち 5 番地から 7 番地まで、8 番地の 1、8 番地の 2、132 番地から 135 番地まで、小字立

平勤岩のうち 119 番地、小字立平鳥ヶ奥、小字家前宮ノ下、小字尾藤ビハガ迫、小字ザイレ、小字下

山、小字丸山築山、小字上麻蒔、小字上麻蒔下モ山、小字宮ノ下、小字宮ノ下麻蒔、小字大畑、小字

丸山、小字横道、小字堀川、小字岩ノ迫キヤノウシロ、小字田和、小字フケ、小字立畑、小字立畑田

和、小字田和クゴ、小字ダン、小字カブト山、小字クケガ谷、小字フケ谷、小字フケノ谷、小字フキ

ヤキ、小字一本松、小字小平田、小字有田ヒルガ谷、小字ヌウ、小字砂畑、小字砂田、小字有田セガ

タ、小字セガタ、小字セノツメ、小字夏間渡バノ上、小字夏間野竹、小字五ノ宮ノ谷、小字夏間五宮

谷、小字五宮下、小字岡ヶ阪、小字岡坂、小字長池、小字出前、小字山下、小字家前、小字家ノ前、

小字宮ノ越、小字沖田、小字サゝノドヘ、小字サゝノベドヘ、小字安田鳥ノ奥、小字ツトメ岩、小字

家前竹田、小字竹田、小字堤ノ谷穴虫、小字穴虫、小字萩ノ花、小字ダン畑、小字堤ノ谷、小字池ノ

谷、小字仲ゾリ、小字タイトダ、小字堤ノ谷仲ゾリ、小字ヤスミバ及び小字池ノ上ヒガクチ並びに大

江町南有路小字由里、小字田口、小字シホラ、小字シボラ、小字谷尻、小字谷垣、小字城山、小字荒

神ヶ迫、小字月ヶ畑ヶ上、小字ブロ、小字尾ガヤ、小字中禅寺、小字綿垣、小字丸山、小字石ヶ迫、

小字口矢津、小字中矢津、小字引地、小字深田のうち 218 番地、218 番地の 1、218 番地の乙、219
番地の 1、219 番地の 2、220 番地、221 番地、221 番地の 1、222 番地、223 番地、223 番地の乙、

224 番地から 226 番地まで、226 番地の 1、227 番地、228 番地の 1、228 番地の 2、228 番地の乙、

229 番地、237 番地、239 番地、239 番地の 1、240 番地の 1 から 240 番地の 3 まで、681 番地から

683 番地まで、684 番地の 1 から 684 番地の 3 まで、684 番地の 4、685 番地から 687 番地まで、688
番地の 1、688 番地の 2、689 番地、689 番地の乙、690 番地、691 番地の 1、691 番地の 2、692 番

地から 697 番地まで、698 番地の 1、698 番地の 2、699 番地から 705 番地まで、708 番地、708 番

地の 1、709 番地、710 番地、710 番地の 1、711 番地、711 番地の 1、712 番地、719 番地、720 番

地の 1、720 番地の 2、726 番地、732 番地、733 番地、734 番地の 1、734 番地の 2、735 番地、756
番地、757 番地の 1、757 番地の 2、757 番地の 6、757 番地の 7、758 番地、758 番地の 1、759 番

地から 766 番地まで、3,036 番地から 3,039 番地まで、3,040 番地の 1、3,040 番地の 2、3,041 番地

から 3,052 番地まで、小字口深田、小字廣岡、小字小谷、小字清所、小字破戸、小字才ノ元、小字浦

筒、小字桂のうち 343 番地から 349 番地まで、349 番地の 1、349 番地の 2、350 番地、小字棒ヶ口、

小字小田ヶ谷、小字梨ノ木、小字茶屋ヶ迫、小字風呂ノ谷、小字久手、小字鶴井、小字寉井、小字丸

山、小字下ノ谷、小字フジ、小字森安、小字岡ノ段、小字宮ノ迫、小字神戸、小字薬師谷、小字上ノ

空、小字鳴戸、小字クルビ迫、小字吉祥寺、小字福料寺、小字城子、小字九日、小字下干し上り、小

字平田、小字折戸、小字横瀬、小字枯木口、小字上嶋、小字上島、小字鶴井奥、小字寉井奥、小字唐

井、小字ヲゴラ、小字中野、小字入町、小字上干し上り、小字黒ノ内、小字沼田、小字野垣、小字野

上、小字丁田、小字干上り、小字麻町、小字タハ、小字入込、小字古地のうち 358 番地、358 番地の



乙、358 番地の丙、820 番地から 830 番地まで、831 番地の 1、831 番地の 2、832 番地から 834 番

地まで、836 番地から 841 番地まで、853 番地、854 番地の 1、854 番地の 2、854 番地の 4、854 番

地の 5、855 番地の 1、855 番地の 3、856 番地、857 番地、857 番地の 1、858 番地、897 番地から

903 番地まで、904 番地の 1、904 番地の 3、905 番地、906 番地の 1、906 番地の 3、907 番地の 1、
907 番地の 3、908 番地の 1、908 番地の 3、909 番地の 1、909 番地の 3、910 番地の 1、910 番地の

2、911 番地、912 番地の 1、912 番地の 2、913 番地、914 番地の 1、914 番地の 3 から 914 番地の

5 まで、915 番地、916 番地の 1、916 番地の 3、917 番地の 1、917 番地の 3、918 番地の 1、919 番

地から 926 番地まで、926 番地の 1、927 番地、928 番地の 1、928 番地の 2、929 番地、930 番地の

1、930 番地の 2、932 番地から 935 番地まで、936 番地の 1、936 番地の 3、937 番地の 1、937 番

地の 3、938 番地の 1、938 番地の 3、939 番地の 1、939 番地の 3、940 番地の 1、940 番地の 3、941
番地から 944 番地まで、946 番地、947 番地、948 番地の 1、949 番地、949 番地の 1、950 番地、950
番地の 1、951 番地から 954 番地まで、954 番地の 1、955 番地から 963 番地まで、963 番地の乙、

964 番地、965 番地、974 番地、974 番地の 1、1,168 番地から 1,175 番地まで、1,175 番地の乙、1,176
番地から 1,181 番地まで、1,181 番地の 1、1,182 番地から 1,184 番地まで、1,185 番地の 1、1,185
番地の 2、1,186 番地から 1,196 番地まで、1,197 番地の 1、1,197 番地の 2、1,205 番地から 1,212
番地まで、1,212 番地の 1、1,213 番地の 1 から 1,213 番地の 3 まで、1,214 番地から 1,217 番地まで、

1,219 番地から 1,222 番地まで、1,222 番地の乙、1,223 番地から 1,227 番地まで、1,229 番地、1,230
番地、2,979 番地から 2,997 番地まで、2,998 番地の 1 から 2,998 番地の 3 まで、2,999 番地の 1、2,999
番地の 2、3,000 番地から 3,005 番地まで、3,006 番地の 1、3,006 番地の 2、3,007 番地から 3,035
番地まで及び小字上麻町 

 
 
 
 
 


