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告 示

鳥取県告示第500号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 都市計画事業の事業計画の変更を認可し

たので､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により､ 次のとおり告示する｡

平成14年９月27日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 施行者の名称

鳥取市

２ 都市計画事業の種類及び名称

鳥取都市計画下水道事業 鳥取市公共下水道

３ 事業施行期間

昭和47年２月18日から平成21年３月31日まで

(変更前 昭和47年２月18日から平成19年３月31日まで)

４ 事業地

(１) 収用の部分

追加する部分 鳥取市湖山町西一丁目

変更する部分 鳥取市幸町

削除する部分 鳥取市相生町一丁目､ 相生町二丁目､ 相生町三丁目､ 相生町四丁目､ 青葉町一丁目､ 青葉

町二丁目､ 青葉町三丁目､ 秋里字向土居､ 字西土居､ 字上土居､ 字埋立､ 字西須原､ 字下大

石橋､ 字下壹町ヶ坪､ 字上壹町ヶ坪､ 字古宮ノ下､ 字上六反物､ 字下六反物､ 字南古宮､ 字

西古宮､ 字松ノ下､ 字東皆竹､ 字藪ヶ土手､ 字三嶋､ 字皆竹畑､ 字村ノ下､ 字外河原､ 字瀬

戸田及び字宮出ノ口､ 今町一丁目､ 今町二丁目､ 岩倉字沢山､ 字坂谷､ 字下澤､ 字井後､ 字

棚田､ 字百金､ 字植田､ 字下樋掛､ 字上樋掛､ 字柏木､ 字犬島赤田､ 字下土居､ 字北谷､ 字

中山田､ 字奥土居､ 字上土居､ 字犬島､ 字顕國寺及び字梨子木谷､ 永楽温泉町､ 江崎町､ 江

津字上江津､ 字下土居､ 字前田､ 字新田､ 字上土居､ 字中瀬､ 字神妙､ 字堀､ 字大縄､ 字榎､

字藪ノ内､ 字三嶋河原一､ 字外河原､ 字王橋､ 字三嶋河原二､ 字三嶋河原三､ 字西高矢倉､
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字東高矢倉､ 字西皆竹及び字水押通､ 戒町､ 円護寺字上前田､ 字御蔵下､ 字渡り上り､ 字赤

土田､ 字荒神ノ下､ 字芳原､ 字坊主ヶ谷､ 字地蔵ノ元､ 字五反田､ 字継子､ 字居屋敷､ 字下

屋敷田､ 字舟山､ 字栃田､ 字中河原､ 字屋敷田､ 字濱田､ 字土手ノ内､ 字庵屋敷､ 字町分､

字坂ノ下､ 字下前田及び字稲荷ノ下､ 扇町､ 大榎木町､ 大杙字小向､ 字吉野田､ 字壱町田､

字壱本木､ 字五万田､ 字馬草田､ 字安養田､ 字六反田､ 字五反田､ 字谷口､ 字湯草田､ 字田

中土居､ 字狭間､ 字下八町､ 字横長､ 字上八町､ 字下土居､ 字上土居､ 字下中嶋､ 字上中島､

字下堀岨裏､ 字堤谷､ 字鐘鋳谷､ 字大谷及び字奥大谷､ 桶屋町､ 面影一丁目､ 御弓町､ 覚寺

字水取山､ 字上隈ノ内､ 字下隈ノ内､ 字堤下ノ一､ 字堤下ノ三､ 字畦倉､ 字縄手､ 字石前､

字正福寺山､ 字坪ノ下､ 字上今井手､ 字土居ノ前､ 字下土居､ 字城戸､ 字古家､ 字上土居､

字大背戸､ 字西尾田､ 字拾工､ 字庵ヶ崎､ 字上町田及び字目当､ 掛出町､ 鍛治町､ 片原一丁

目､ 片原二丁目､ 片原三丁目､ 片原四丁目､ 片原五丁目､ 叶字八反田､ 字五反田､ 字河原口､

字朝町田､ 字茶屋敷､ 字瀬戸田､ 字下土居､ 字三牧､ 字寺田､ 字上土居､ 字平木､ 字外河原､

字上河原､ 字大向､ 字大高瀬､ 字狭間､ 字岡畑､ 字下井原､ 字四反田､ 字風呂合､ 字上井原､

字前田､ 字道ノ下及び字岸ノ前､ 叶一丁目､ 上魚町､ 上町､ 川端町一丁目､ 川端町二丁目､

川端町三丁目､ 川端町四丁目､ 川端町五丁目､ 瓦町､ 北園一丁目､ 北園二丁目､ 行徳一丁目､

行徳二丁目､ 行徳三丁目､ 雲山字中沢､ 字道上､ 字田村田､ 字大道下､ 字背戸田､ 字栗坪､

字小金田､ 字細田､ 字待居､ 字土居､ 字鵯尾､ 字岩ノ下､ 字小金崎､ 字茶山､ 字金尾､ 字荒

神山､ 字中尾､ 字立岩､ 字南尾､ 字八幡谷､ 字大谷､ 字小谷､ 字川上､ 字捨井､ 字横屋田､

字大池田､ 字五反田､ 字隠里､ 字山崎及び字前田､ 栗谷町､ 国安字一里塚及び字高土手､ 玄

好町､ 興南町､ 小西谷字堤谷､ 字村ノ内及び字村ノ下谷､ 寿町､ 材木町､ 栄町､ 尚徳町､ 正

連寺字西ノ谷､ 字小丸山､ 字細谷､ 字背戸山､ 字隠里及び字フケ､ 職人町､ 新字七反田通､

字下大樋井､ 字大石橋､ 字新村､ 字上大樋井及び字上沢､ 新品治町､ 新町､ 末広温泉町､ 大

覚寺字井古田､ 字前田､ 字思案橋､ 字山王､ 字稲荷廻り､ 字田中前､ 字隈ノ内､ 字七反口､

字蔵ノ欠､ 字沢､ 字雲山田､ 字穴田､ 字長隈通及び字刈屋ヶ坪､ 大工町頭､ 滝山字出川向､

字殿屋敷､ 字越塚下､ 字流シ田､ 字越塚上､ 字比丘尼谷､ 字穴谷､ 字小西谷口､ 字下前田及

び字下土居､ 田島字松下､ 字猿尾打越ノ壱､ 字猿尾打越ノ二､ 字土手外ノ壱､ 字土手外ノ二､

字西土居､ 字上土居､ 字東土居､ 字前畑ケ及び字前田､ 立川町一丁目､ 立川町二丁目､ 立川

町三丁目､ 立川町四丁目､ 立川町五丁目､ 立川町六丁目､ 立川町七丁目､ 茶町､ 寺町､ 田園

町一丁目､ 田園町二丁目､ 田園町三丁目､ 田園町四丁目､ 天神町､ 富安字池田向､ 字池田､

字下土居､ 字土居中､ 字茶屋廻､ 字村中､ 字前田及び字昆布ノ木､ 富安一丁目､ 富安二丁目､

中大路字西前下タ､ 字西前､ 字土居､ 字前田､ 字向山､ 字山崎及び字石橋､ 中町､ 二階町一

丁目､ 二階町二丁目､ 二階町三丁目､ 二階町四丁目､ 西大路字樋詰､ 字土居及び字土居下､

西品治字土手外ノ一､ 字土手外ノ二､ 字土手外ノ四､ 字新白土居､ 字柳原､ 字土手下ノ一､

字土手下ノ二､ 字土手下ノ三､ 字土手下ノ四､ 字新白畑､ 字猿尾間ノ一､ 字猿尾間ノ二､ 字

行徳西前､ 字御棚ノ内弐､ 字御棚ノ内､ 字木戸ノ外､ 字外新田､ 字行徳廻り土手ノ外､ 字行

徳乗越､ 字田島前ノ一､ 字田島前ノ二､ 字高瀬､ 字下狭間､ 字上狭間､ 字新茶屋､ 字雁津､

字新品治町北側､ 字向品治､ 字新白下井後､ 字新白上井後及び字一乗寺裏､ 西町一丁目､ 西

町二丁目､ 西町三丁目､ 西町四丁目､ 西町五丁目､ 馬場町､ 浜坂字伴山､ 字柳茶屋､ 字岩ヶ

前､ 字大手町､ 字監井手､ 字皿久保田､ 字穴井後､ 字東藪ノ内､ 字北裏山､ 字越ツ前､ 字實

黒､ 字加路田､ 字長代､ 字大シヤウゴ､ 字井ツナシ及び字上ノ山弐､ 浜坂一丁目､ 浜坂二丁

目､ 浜坂三丁目､ 浜坂四丁目､ 浜坂五丁目､ 浜坂六丁目､ 浜坂七丁目､ 浜坂八丁目､ 浜坂東

一丁目､ 東今在家字畑ヶ田､ 字一本木､ 字下向､ 字中向､ 字上向､ 字段子瀬､ 字土居ノ下､

字屋敷通､ 字下中瀬､ 字三反長､ 字主水渕､ 字中瀬､ 字五反田､ 字上中瀬及び字横枕､ 東大

路字家之前､ 字前田､ 字土居､ 字橋詰及び字塚ノ前､ 東品治町､ 東町一丁目､ 東町二丁目､
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東町三丁目､ 古市字土手ノ外､ 字田ノ向､ 字中河原､ 字村之後口､ 字屋敷､ 字西八ッ口､ 字

南八ッ口､ 字嶋田､ 字西ノ田､ 字上寺屋敷､ 字下寺屋敷､ 字塚ノ本､ 字上前田､ 字下前田及

び字西御堂､ 卯垣字上河田､ 字植田､ 字分木及び字上植田､ 卯垣一丁目､ 卯垣二丁目､ 卯垣

三丁目､ 卯垣四丁目､ 卯垣五丁目､ 庖丁人町､ 本町一丁目､ 本町二丁目､ 本町三丁目､ 本町

四丁目､ 本町五丁目､ 松並町一丁目､ 松並町二丁目､ 松並町三丁目､ 的場字小寺､ 字下坪､

字背戸田､ 字槍橋､ 字中野､ 字寺後口､ 字屋敷､ 字寺廻り､ 字高橋､ 字前田及び字大隈､ 的

場一丁目､ 的場二丁目､ 的場三丁目､ 的場四丁目､ 丸山町､ 南町､ 南吉方一丁目､ 南吉方二

丁目､ 南吉方三丁目､ 宮長字大膳､ 字土手ノ下タ､ 字高畑ケ､ 字長堀､ 字畑田､ 字宮ノ下モ､

字北畑ケ､ 字北屋敷､ 字大土手､ 字宮ノ後､ 字前屋敷､ 字土居ノ前､ 字下坪､ 字上坪､ 字大

坪､ 字竹ヶ鼻､ 字管田､ 字亀渕､ 字上宝殿､ 字井出中才､ 字下宝殿､ 字井原､ 字五反田､ 字

以後畑､ 字棚田及び字先井後､ 幸町､ 元魚町一丁目､ 元魚町二丁目､ 元魚町三丁目､ 元魚町

四丁目､ 元大工町､ 元町､ 薬師町､ 弥生町､ 湯所町一丁目､ 湯所町二丁目､ 吉方､ 吉方温泉

一丁目､ 吉方温泉二丁目､ 吉方温泉三丁目､ 吉方温泉四丁目､ 吉方町一丁目､ 吉方町二丁目､

吉成字上池田､ 字下池田､ 字大橋詰､ 字下以後､ 字打明､ 字鰯田､ 字内記田､ 字若宮､ 字高

畑､ 字迷川､ 字六膳､ 字石堂､ 字柳ヶ坪､ 字下坪､ 字中坪､ 字西ノ沢､ 字分木､ 字上分木､

字稲場､ 字東井手口､ 字山王､ 字高木､ 字上井原､ 字下出口､ 字下井原､ 字八向､ 字下沢､

字宮沢､ 字中沢､ 字七反田通､ 字大樋井､ 字大曲り､ 字土崎下り､ 字西土崎､ 字市土居ノ上､

字財ノ木､ 字東土崎､ 字出合､ 字上り立､ 字長畝､ 字西井手越及び字東井手越､ 吉成一丁目､

吉成二丁目､ 吉成三丁目､ 吉成南町一丁目､ 吉成南町二丁目､ 若桜町､ 岩吉字ハタチ､ 字細

工田､ 字賀露田､ 字仲間岩室､ 字岩室村屋敷､ 字岩室､ 字疊田､ 字大坪､ 字下吉山､ 字中嶋

及び字箕浦､ 晩稲字下陳後､ 字上陳後､ 字東土居､ 字西土居､ 字前田馬上免､ 字宮分､ 字追

後､ 字柿免追後､ 字白毛､ 字下赤田､ 字中赤田､ 字下総斗田､ 字上赤田及び字船晩戸､ 桂見

字中帆城灘､ 字中帆城､ 字先帆城､ 字上河原､ 字下河原､ 字五反田及び字臼田､ 賀露町字中

瀬ノ壱､ 字中瀬ノ三､ 字東外河原､ 字西今津畑方､ 字東今津畑方､ 字東河原､ 字北川渕､ 字

大山寺､ 字溝狭､ 字七隈田､ 字美濃隈､ 字殿免､ 字摩尼田､ 字十八十九､ 字西野菜､ 字中野

菜､ 字西横江､ 字東横江､ 字東三五田､ 字高縄手､ 字小物尾､ 字西横枕､ 字東長源寺､ 字八

ツ割､ 字津田方､ 字大津和､ 字塩入及び字松林､ 賀露町北一丁目､ 賀露町北二丁目､ 賀露町

北三丁目､ 賀露町北四丁目､ 賀露町西一丁目､ 賀露町西三丁目､ 賀露町西四丁目､ 賀露町南

一丁目､ 賀露町南二丁目､ 賀露町南三丁目､ 賀露町南四丁目､ 賀露町南五丁目､ 賀露町南六

丁目､ 五反田町､ 湖山町北一丁目､ 湖山町北二丁目､ 湖山町北三丁目､ 湖山町北四丁目､ 湖

山町北五丁目､ 湖山町北六丁目､ 湖山町西一丁目､ 湖山町西四丁目､ 湖山町東一丁目､ 湖山

町東二丁目､ 湖山町東三丁目､ 湖山町東四丁目､ 湖山町東五丁目､ 湖山町南一丁目､ 湖山町

南二丁目､ 湖山町南三丁目､ 湖山町南四丁目､ 湖山町南五丁目､ 商栄町､ 足山字屋敷､ 字家

ノ前､ 字南稲場､ 字大所及び字山ノ下､ 千代水一丁目､ 千代水二丁目､ 千代水三丁目､ 千代

水四丁目､ 徳吉字沢田､ 字三嶋､ 字壹町坪､ 字六反田､ 字道登り､ 字墓原､ 字梶田､ 字奥中

沢及び字下崎高下､ 伏野字河原ノ一､ 字河原ノ二､ 字焼山ノ二､ 字駅前､ 字内河原､ 字深沢､

字駅前山崎､ 字駅前溝河､ 字駅前溝河塚松､ 字渡り上り一､ 字渡り上り二､ 字渡り上り三､

字渡り上り四､ 字塚松ノ上､ 字山崎塚松､ 字塚松ノ下､ 字中ノ茶屋裏､ 字中ノ茶屋､ 字長者

石及び字長者石中ノ茶屋裏､ 布勢字大段､ 字仁王堂､ 字前田､ 字眞崎東分､ 字眞崎西分､ 字

村土居､ 字河徳及び字水入､ 三津字泡ヶ谷､ 字下モ灘ノ壹､ 字下モ灘ノ貳､ 字乗越ノ壹､ 字

乗越ノ貳､ 字西傍示ノ壹､ 字桃木谷､ 字カハコ谷､ 字辻堂谷､ 字鴻尾及び字石原､ 緑ヶ丘一

丁目､ 緑ヶ丘二丁目､ 緑ヶ丘三丁目､ 南隈字北浦宮分､ 字浄土田､ 字西土居､ 字東土居､ 字

早免､ 字鉄砲田､ 字西折返､ 字東折返､ 字爪隈､ 字五輪､ 字曽崎及び字総斗田､ 南安長一丁

目､ 南安長二丁目､ 南安長三丁目､ 美萩野一丁目､ 美萩野二丁目､ 美萩野三丁目､ 美萩野四

鳥 取 県 公 報 (号外)第130号平成14年９月27日 金曜日 �



丁目並びに安長字上赤田､ 字平森､ 字梅登､ 字正ヶ坪､ 字竪田､ 字行水､ 字秋里田､ 字洲ヶ

本､ 字池田ノ壹､ 字樋詰､ 字池中､ 字懸ヶ内､ 字懸ヶ内古川､ 字池田ノ貳､ 字中畦､ 字北土

居ノ一､ 字北土居ノ二､ 字早稲田寺土居､ 字前内ノ壱､ 字堀田､ 字前内ノ貳､ 字河原口､ 字

渡後ノ一､ 字渡後ノ二及び字長丁

(２) 使用の部分

追加する部分 鳥取市相生町一丁目､ 相生町二丁目､ 相生町三丁目､ 相生町四丁目､ 青葉町一丁目､ 青葉

町二丁目､ 青葉町三丁目､ 秋里字向土居､ 字西土居､ 字上土居､ 字埋立､ 字西須原､ 字下大

石橋､ 字下壹町ヶ坪､ 字上壹町ヶ坪､ 字古宮ノ下､ 字上六反物､ 字下六反物､ 字南古宮､ 字

西古宮､ 字松ノ下､ 字東皆竹､ 字藪ヶ土手､ 字三嶋､ 字皆竹畑､ 字村ノ下､ 字外河原､ 字瀬

戸田及び字宮出ノ口､ 今町一丁目､ 今町二丁目､ 岩倉字沢山､ 字坂谷､ 字下澤､ 字井後､ 字

棚田､ 字百金､ 字植田､ 字下樋掛､ 字上樋掛､ 字柏木､ 字犬島赤田､ 字下土居､ 字北谷､ 字

中山田､ 字奥土居､ 字上土居､ 字犬島､ 字顕國寺及び字梨子木谷､ 永楽温泉町､ 江崎町､ 江

津字上江津､ 字下土居､ 字前田､ 字新田､ 字上土居､ 字中瀬､ 字神妙､ 字堀､ 字大縄､ 字榎､

字藪ノ内､ 字三嶋河原一､ 字外河原､ 字王橋､ 字三嶋河原二､ 字三嶋河原三､ 字西高矢倉､

字東高矢倉､ 字西皆竹及び字水押通､ 戒町､ 円護寺字上前田､ 字御蔵下､ 字渡り上り､ 字赤

土田､ 字荒神ノ下､ 字芳原､ 字坊主ヶ谷､ 字地蔵ノ元､ 字五反田､ 字継子､ 字居屋敷､ 字下

屋敷田､ 字舟山､ 字栃田､ 字中河原､ 字屋敷田､ 字濱田､ 字土手ノ内､ 字庵屋敷､ 字町分､

字坂ノ下､ 字下前田及び字稲荷ノ下､ 扇町､ 大榎木町､ 大杙字小向､ 字吉野田､ 字壱町田､

字壱本木､ 字五万田､ 字馬草田､ 字安養田､ 字六反田､ 字五反田､ 字谷口､ 字湯草田､ 字田

中土居､ 字狭間､ 字下八町､ 字横長､ 字上八町､ 字下土居､ 字上土居､ 字下中嶋､ 字上中島､

字下堀岨裏､ 字堤谷､ 字鐘鋳谷､ 字大谷及び字奥大谷､ 桶屋町､ 面影一丁目､ 御弓町､ 覚寺

字水取山､ 字上隈ノ内､ 字下隈ノ内､ 字堤下ノ一､ 字堤下ノ三､ 字畦倉､ 字縄手､ 字石前､

字正福寺山､ 字坪ノ下､ 字上今井手､ 字土居ノ前､ 字下土居､ 字城戸､ 字古家､ 字上土居､

字大背戸､ 字西尾田､ 字拾工､ 字庵ヶ崎､ 字上町田及び字目当､ 掛出町､ 鍛治町､ 片原一丁

目､ 片原二丁目､ 片原三丁目､ 片原四丁目､ 片原五丁目､ 叶字八反田､ 字五反田､ 字河原口､

字朝町田､ 字茶屋敷､ 字瀬戸田､ 字下土居､ 字三牧､ 字寺田､ 字上土居､ 字平木､ 字外河原､

字上河原､ 字大向､ 字大高瀬､ 字狭間､ 字岡畑､ 字下井原､ 字四反田､ 字風呂合､ 字上井原､

字前田､ 字道ノ下及び字岸ノ前､ 叶一丁目､ 上魚町､ 上町､ 川端町一丁目､ 川端町二丁目､

川端町三丁目､ 川端町四丁目､ 川端町五丁目､ 瓦町､ 北園一丁目､ 北園二丁目､ 行徳一丁目､

行徳二丁目､ 行徳三丁目､ 雲山字中沢､ 字道上､ 字田村田､ 字大道下､ 字背戸田､ 字栗坪､

字小金田､ 字細田､ 字待居､ 字土居､ 字鵯尾､ 字岩ノ下､ 字小金崎､ 字茶山､ 字金尾､ 字荒

神山､ 字中尾､ 字立岩､ 字南尾､ 字八幡谷､ 字大谷､ 字小谷､ 字川上､ 字捨井､ 字横屋田､

字大池田､ 字五反田､ 字隠里､ 字山崎及び字前田､ 栗谷町､ 国安字一里塚及び字高土手､ 玄

好町､ 興南町､ 小西谷字堤谷､ 字村ノ内及び字村ノ下谷､ 寿町､ 材木町､ 栄町､ 尚徳町､ 正

連寺字西ノ谷､ 字小丸山､ 字細谷､ 字背戸山､ 字隠里及び字フケ､ 職人町､ 新字七反田通､

字下大樋井､ 字大石橋､ 字新村､ 字上大樋井及び字上沢､ 新品治町､ 新町､ 末広温泉町､ 大

覚寺字井古田､ 字前田､ 字思案橋､ 字山王､ 字稲荷廻り､ 字田中前､ 字隈ノ内､ 字七反口､

字蔵ノ欠､ 字沢､ 字雲山田､ 字穴田､ 字長隈通及び字刈屋ヶ坪､ 大工町頭､ 滝山字出川向､

字殿屋敷､ 字越塚下､ 字流シ田､ 字越塚上､ 字比丘尼谷､ 字穴谷､ 字小西谷口､ 字下前田及

び字下土居､ 田島字松下､ 字猿尾打越ノ壱､ 字猿尾打越ノ二､ 字土手外ノ壱､ 字土手外ノ二､

字西土居､ 字上土居､ 字東土居､ 字前畑ケ及び字前田､ 立川町一丁目､ 立川町二丁目､ 立川

町三丁目､ 立川町四丁目､ 立川町五丁目､ 立川町六丁目､ 立川町七丁目､ 茶町､ 寺町､ 田園

町一丁目､ 田園町二丁目､ 田園町三丁目､ 田園町四丁目､ 天神町､ 富安字池田向､ 字池田､

字下土居､ 字土居中､ 字茶屋廻､ 字村中､ 字前田及び字昆布ノ木､ 富安一丁目､ 富安二丁目､
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中大路字西前下タ､ 字西前､ 字土居､ 字前田､ 字向山､ 字山崎及び字石橋､ 中町､ 二階町一

丁目､ 二階町二丁目､ 二階町三丁目､ 二階町四丁目､ 西大路字樋詰､ 字土居及び字土居下､

西品治字土手外ノ一､ 字土手外ノ二､ 字土手外ノ四､ 字新白土居､ 字柳原､ 字土手下ノ一､

字土手下ノ二､ 字土手下ノ三､ 字土手下ノ四､ 字新白畑､ 字猿尾間ノ一､ 字猿尾間ノ二､ 字

行徳西前､ 字御棚ノ内弐､ 字御棚ノ内､ 字木戸ノ外､ 字外新田､ 字行徳廻り土手ノ外､ 字行

徳乗越､ 字田島前ノ一､ 字田島前ノ二､ 字高瀬､ 字下狭間､ 字上狭間､ 字新茶屋､ 字雁津､

字新品治町北側､ 字向品治､ 字新白下井後､ 字新白上井後及び字一乗寺裏､ 西町一丁目､ 西

町二丁目､ 西町三丁目､ 西町四丁目､ 西町五丁目､ 馬場町､ 浜坂字伴山､ 字柳茶屋､ 字岩ヶ

前､ 字大手町､ 字監井手､ 字皿久保田､ 字穴井後､ 字東藪ノ内､ 字北裏山､ 字越ツ前､ 字實

黒､ 字加路田､ 字長代､ 字大シヤウゴ､ 字井ツナシ及び字上ノ山弐､ 浜坂一丁目､ 浜坂二丁

目､ 浜坂三丁目､ 浜坂四丁目､ 浜坂五丁目､ 浜坂六丁目､ 浜坂七丁目､ 浜坂八丁目､ 浜坂東

一丁目､ 東今在家字畑ヶ田､ 字一本木､ 字下向､ 字中向､ 字上向､ 字段子瀬､ 字土居ノ下､

字屋敷通､ 字下中瀬､ 字三反長､ 字主水渕､ 字中瀬､ 字五反田､ 字上中瀬及び字横枕､ 東大

路字家之前､ 字前田､ 字土居､ 字橋詰及び字塚ノ前､ 東品治町､ 東町一丁目､ 東町二丁目､

東町三丁目､ 古市字土手ノ外､ 字田ノ向､ 字中河原､ 字村之後口､ 字屋敷､ 字西八ッ口､ 字

南八ッ口､ 字嶋田､ 字西ノ田､ 字上寺屋敷､ 字下寺屋敷､ 字塚ノ本､ 字上前田､ 字下前田及

び字西御堂､ 卯垣字上河田､ 字植田､ 字分木及び字上植田､ 卯垣一丁目､ 卯垣二丁目､ 卯垣

三丁目､ 卯垣四丁目､ 卯垣五丁目､ 庖丁人町､ 本町一丁目､ 本町二丁目､ 本町三丁目､ 本町

四丁目､ 本町五丁目､ 松並町一丁目､ 松並町二丁目､ 松並町三丁目､ 的場字小寺､ 字下坪､

字背戸田､ 字槍橋､ 字中野､ 字寺後口､ 字屋敷､ 字寺廻り､ 字高橋､ 字前田及び字大隈､ 的

場一丁目､ 的場二丁目､ 的場三丁目､ 的場四丁目､ 丸山町､ 南町､ 南吉方一丁目､ 南吉方二

丁目､ 南吉方三丁目､ 宮長字大膳､ 字土手ノ下タ､ 字高畑ケ､ 字長堀､ 字畑田､ 字宮ノ下モ､

字北畑ケ､ 字北屋敷､ 字大土手､ 字宮ノ後､ 字前屋敷､ 字土居ノ前､ 字下坪､ 字上坪､ 字大

坪､ 字竹ヶ鼻､ 字管田､ 字亀渕､ 字上宝殿､ 字井出中才､ 字下宝殿､ 字井原､ 字五反田､ 字

以後畑､ 字棚田及び字先井後､ 幸町､ 元魚町一丁目､ 元魚町二丁目､ 元魚町三丁目､ 元魚町

四丁目､ 元大工町､ 元町､ 薬師町､ 弥生町､ 湯所町一丁目､ 湯所町二丁目､ 吉方､ 吉方温泉

一丁目､ 吉方温泉二丁目､ 吉方温泉三丁目､ 吉方温泉四丁目､ 吉方町一丁目､ 吉方町二丁目､

吉成字上池田､ 字下池田､ 字大橋詰､ 字下以後､ 字打明､ 字鰯田､ 字内記田､ 字若宮､ 字高

畑､ 字迷川､ 字六膳､ 字石堂､ 字柳ヶ坪､ 字下坪､ 字中坪､ 字西ノ沢､ 字分木､ 字上分木､

字稲場､ 字東井手口､ 字山王､ 字高木､ 字上井原､ 字下出口､ 字下井原､ 字八向､ 字下沢､

字宮沢､ 字中沢､ 字七反田通､ 字大樋井､ 字大曲り､ 字土崎下り､ 字西土崎､ 字市土居ノ上､

字財ノ木､ 字東土崎､ 字出合､ 字上り立､ 字長畝､ 字西井手越及び字東井手越､ 吉成一丁目､

吉成二丁目､ 吉成三丁目､ 吉成南町一丁目､ 吉成南町二丁目､ 若桜町､ 岩吉字ハタチ､ 字細

工田､ 字賀露田､ 字仲間岩室､ 字岩室村屋敷､ 字岩室､ 字疊田､ 字大坪､ 字下吉山､ 字中嶋

及び字箕浦､ 晩稲字下陳後､ 字上陳後､ 字東土居､ 字西土居､ 字前田馬上免､ 字宮分､ 字追

後､ 字柿免追後､ 字白毛､ 字下赤田､ 字中赤田､ 字下総斗田､ 字上赤田及び字船晩戸､ 桂見

字中帆城灘､ 字中帆城､ 字先帆城､ 字上河原､ 字下河原､ 字五反田及び字臼田､ 賀露町字中

瀬ノ壱､ 字中瀬ノ三､ 字東外河原､ 字西今津畑方､ 字東今津畑方､ 字東河原､ 字北川渕､ 字

大山寺､ 字溝狭､ 字七隈田､ 字美濃隈､ 字殿免､ 字摩尼田､ 字十八十九､ 字西野菜､ 字中野

菜､ 字西横江､ 字東横江､ 字東三五田､ 字高縄手､ 字小物尾､ 字西横枕､ 字東長源寺､ 字八

ツ割､ 字津田方､ 字大津和､ 字塩入及び字松林､ 賀露町北一丁目､ 賀露町北二丁目､ 賀露町

北三丁目､ 賀露町北四丁目､ 賀露町西一丁目､ 賀露町西三丁目､ 賀露町西四丁目､ 賀露町南

一丁目､ 賀露町南二丁目､ 賀露町南三丁目､ 賀露町南四丁目､ 賀露町南五丁目､ 賀露町南六

丁目､ 五反田町､ 湖山町北一丁目､ 湖山町北二丁目､ 湖山町北三丁目､ 湖山町北四丁目､ 湖
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山町北五丁目､ 湖山町北六丁目､ 湖山町西一丁目､ 湖山町西四丁目､ 湖山町東一丁目､ 湖山

町東二丁目､ 湖山町東三丁目､ 湖山町東四丁目､ 湖山町東五丁目､ 湖山町南一丁目､ 湖山町

南二丁目､ 湖山町南三丁目､ 湖山町南四丁目､ 湖山町南五丁目､ 商栄町､ 足山字屋敷､ 字家

ノ前､ 字南稲場､ 字大所及び字山ノ下､ 千代水一丁目､ 千代水二丁目､ 千代水三丁目､ 千代

水四丁目､ 徳吉字沢田､ 字三嶋､ 字壹町坪､ 字六反田､ 字道登り､ 字墓原､ 字梶田､ 字奥中

沢及び字下崎高下､ 伏野字河原ノ一､ 字河原ノ二､ 字焼山ノ二､ 字駅前､ 字内河原､ 字深沢､

字駅前山崎､ 字駅前溝河､ 字駅前溝河塚松､ 字渡り上り一､ 字渡り上り二､ 字渡り上り三､

字渡り上り四､ 字塚松ノ上､ 字山崎塚松､ 字塚松ノ下､ 字中ノ茶屋裏､ 字中ノ茶屋､ 字長者

石及び字長者石中ノ茶屋裏､ 布勢字大段､ 字仁王堂､ 字前田､ 字眞崎東分､ 字眞崎西分､ 字

村土居､ 字河徳及び字水入､ 三津字泡ヶ谷､ 字下モ灘ノ壹､ 字下モ灘ノ貳､ 字乗越ノ壹､ 字

乗越ノ貳､ 字西傍示ノ壹､ 字桃木谷､ 字カハコ谷､ 字辻堂谷､ 字鴻尾及び字石原､ 緑ヶ丘一

丁目､ 緑ヶ丘二丁目､ 緑ヶ丘三丁目､ 南隈字北浦宮分､ 字浄土田､ 字西土居､ 字東土居､ 字

早免､ 字鉄砲田､ 字西折返､ 字東折返､ 字爪隈､ 字五輪､ 字曽崎及び字総斗田､ 南安長一丁

目､ 南安長二丁目､ 南安長三丁目､ 美萩野一丁目､ 美萩野二丁目､ 美萩野三丁目､ 美萩野四

丁目並びに安長字上赤田､ 字平森､ 字梅登､ 字正ヶ坪､ 字竪田､ 字行水､ 字秋里田､ 字洲ヶ

本､ 字池田ノ壹､ 字樋詰､ 字池中､ 字懸ヶ内､ 字懸ヶ内古川､ 字池田ノ貳､ 字中畦､ 字北土

居ノ一､ 字北土居ノ二､ 字早稲田寺土居､ 字前内ノ壱､ 字堀田､ 字前内ノ貳､ 字河原口､ 字

渡後ノ一､ 字渡後ノ二及び字長丁
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