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東南海・南海地震防災対策推進基本計画の一部修正について 

 津波による指定基準の見直し及び市町村合併による東南海・南海地震防災対策推進地域の拡大

により、東南海・南海地震防災対策推進基本計画（平成16年３月中央防災会議決定）中の別表（第

３章第１節関連）東南海・南海地震防災対策計画を作成して津波に関する防災対策を講ずべき者

に係る区域を下記のとおり改めたので、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特

別措置法（平成14年法律第92号）第５条第３項において準用する災害対策基本法（昭和36年法律

第223号）第34条第２項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表する。 
 平成19年4月16日 

中央防災会議会長 安倍 晋三 
 
別表（第３章第１節関連）東南海・南海地震防災対策計画を作成して津波に関する防災対策を講

ずべき者に係る区域 
 
東京都 
小笠原村 字大根山、字西町、字東町、字清瀬、字奥村、字屏風谷、字扇浦 

 
静岡県 
静岡市駿河区 広野五丁目（市道用宗広野２２号線から用宗漁港間の市道用宗広野２９号線

から海側の区域に限る。） 
静岡市清水区 袖師町（JR 東海道本線から海側の市道０１４８号線及び袖師臨港道路以東

の区域に限る。）、横砂（袖師臨港道路から袖師第二埠頭二号道路間の区域に

限る。）、横砂南町（JR 東海道本線から市道７０８１号線及び袖師臨港道路

間の市道０２４６号線以西の区域に限る。）、興津中町（一般国道１号静清バ

イパスから海側の区域に限る。） 
浜松市 三新町（一般国道１５０号以南の区域に限る。）、江之島町（一般国道１５０

号から海側の区域に限る。）、村櫛※１町（県道村櫛三方原線及び市道庄和村

櫛線から浜名湖岸間の区域に限る。）、並びに庄和町、協和町、白洲町及び平

松町の各区域（県道村櫛三方原線から浜名湖岸間の区域に限る。）、和地町（県

道舘山寺鹿谷線及び県道細江舞阪線から浜名湖岸間の区域に限る。）、並びに

佐浜町、大人見町及び古人見町の各区域（県道細江舞阪線から浜名湖岸間の

区域に限る。）、舞阪（字砂町、字西町、字蓬莱園及び字千鳥園の各区域に限

る。） 
沼津市 本字千本港口（沼津港以南の観音川以西の区域に限る。）、江浦、多比、口野、

内浦重寺、内浦小海、内浦三津、内浦長浜、内浦重須、西浦木負、西浦久連、

戸田 
磐田市 豊浜（前川以南の区域に限る。） 
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焼津市 新屋、石津港町、鰯ヶ島、北浜通、城之腰、中港二丁目、中港三丁目、中港

五丁目、中港六丁目、小川（一般国道１５０号から海側の区域に限る。）、石

津（木屋川以東の区域に限る。） 
掛川市 西大渕（字前新田（２５９３番地の区域に限る。）及び字浪打（２６０７番

地の区域に限る。）の各区域に限る。）、沖之須字濱砂（２７２０番地の区域

に限る。） 
御前崎市 港、御前崎（字下御前、字元根、字日向子、字砂下及び字燈明の各区域に限

る。） 
牧之原市 片浜、大江、相良及び波津（一般国道１５０号から海側の区域に限る。）、須々

木（静岡御前崎自転車道線から海側の区域に限る。）、落居（市道地代地頭方

線から海側の区域に限る。）、地頭方（市道地代地頭方線及び県道薄原地頭方

線から海側の区域に限る。）、新庄（県道薄原地頭方線から海側の区域に限

る。） 
浜名郡新居町 大字新居字向島（一般国道１号以南の区域（町道向島弁天線以東及び東門橋

以北の区域に限る。）に限る。） 
※１ 櫛（くし）は旧字 
 
愛知県 
名古屋市港区 油屋町、惟信町、いろは町、稲永、入船一丁目、遠若町、大手町、木場町、

幸町、魁町、佐野町、潮凪町、品川町、十一屋町、十一屋、神宮寺、甚兵衛

通、砂美町、善進町、善進本町、善南町、善北町、高木町、多加良浦町、千

鳥二丁目、築盛町、築三町、築地町、中川本町、中之島通、錦町、西倉町、

野跡、東築地町、宝神町、宝神、港町、名港二丁目、名四町、竜宮町 
名古屋市南区 観音町、五条町、七条町、泉楽通、忠次、堤町、道徳新町、道徳通、戸部下、

豊田、豊田町字汐遊、南陽通、豊二丁目、豊三丁目、豊四丁目、六条町 
豊橋市 西浜町、梅藪西町、梅藪町（字西神、字屋敷、字上屋敷、字折地、字浜田及

び字老松の各区域に限る。）、吉前町、青竹町、高洲町、富久縞町、神野新田

町、問屋町、小向町（県道豊橋環状線以西の区域に限る。）、馬見塚町、前芝

町（字西、字堤上、字北堤、字東塩、字塩田、字稲場、字青木、字西青、字

浜新田、字外浜、字山内、字宇塚、字西塩、字加藤及び字西鶴の各区域に限

る。）、新栄町（字南小向（県道豊橋環状線以西の区域に限る。）及び字汐焼

の各区域に限る。）、牟呂町（字内田、字東明治郷下、字東明治川添、字東明

治橋下、字東明治圦裏、字東明治沖坪、字西明治源助堀、字西明治大道下、

字西明治沖坪、字西明治圦添、字西明治川東、字西明治新右前、字松島東、

字北汐田及び字南汐田の各区域に限る。）、王ヶ崎町字北欠下、駒形町（字南

欠下及び字中欠下の各区域に限る。）、大山町（字五分取、字下青尻及び字上

青尻の各区域に限る。）、杉山町（字中藻及び字新々田の各区域に限る。） 
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半田市 川崎町一丁目、川崎町三丁目、川崎町四丁目、新浜町、亀崎町一丁目（市道

亀崎８２号線以北の区域に限る。）、州の崎町 
碧南市 
 
 
 

雨池町、伊勢町二丁目、伊勢町三丁目、伊勢町四丁目、稲荷町、入船町、江

口町、河方町、川口町、権現町、権田町、塩浜町八丁目、潮見町、中江町、

中田町、浜田町三丁目、浜田町四丁目、前浜町、岬町、宮町七丁目、葭生町、

若松町二丁目、若松町三丁目、明石町 
刈谷市 
 

小垣江町（大津崎及び御茶屋下の各区域並びに古浜田、塩浜及び本郷下の各

区域（主要地方道名古屋碧南線から海側の区域に限る。）に限る。）、衣崎町

一丁目、中川町二丁目、中川町三丁目、浜町一丁目、浜町二丁目、浜町三丁

目、浜町四丁目、浜町五丁目、浜町六丁目、浜町七丁目、港町四丁目、港町

五丁目、港町七丁目、港町八丁目 
西尾市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中畑町（稲洲、卯新田上及び卯新田下の各区域に限る。）、平坂町（平坂入り

江及び堀割川以西の区域に限る。）、西小梛町、小栗町、奥田町、西奥田町、

南奥田町、寺津町（一ノ割、五ノ割横道西、五ノ割道東、三ノ割、三ノ割横

道東、西一割、二ノ割、浜南（寺津漁港の区域に限る。）、東一割、四ノ割横

道西及び四ノ割横道東の各区域に限る。）、巨海町（北河原（寺津漁港の区域

に限る。）、一沖、一高、三沖、三高、池田、大口、中割、西古川、西割、東

古川、東割、下縄及び中縄の各区域に限る。）、中根町、刈宿町（後畑、蒲田、

上浜田、下浜田、下川田、長割及び東長の各区域に限る。）、行用町、八ヶ尻

町、下道目記町、針曽根町（荒井側、大上ミ、海老池、風山、北側、九佐山、

米竹、寸曽、清六山、長池、中上ミ、中道、鼠池、古川及び丸山の各区域に

限る。）、長縄町（揚畑、落合、鍵島、玉屋及び流レの各区域に限る。）、熱池

町（落、桜池及び道下の各区域に限る。）、上道目記町（宝六及び四縄の各区

域に限る。）、市子町（大宮西、大宮東、落合、折戸、酒屋乾地、塩田、新田、

惣作、出薮、西蓑手、平加、真菰瀬及び薬師の各区域に限る。）、平口町（奥

川、新田東、神明東、天王前、仏照伝及び向の各区域に限る。） 
蒲郡市 
 

大塚町（鎌倉、岸脇及び西屋敷の各区域に限る。）、三谷町（二舗、五舗、七

舗、八舗、魚町通、大島、水神町通、東前、船町通、松前、港町通、弥生三

丁目及び若宮の各区域に限る。）、鹿島町浅井新田、浜町、形原町（春日浦、

下音羽、下川原、三浦町及び港町の各区域に限る。）、西浦町（赤浜、大知柄、

大塚、大戸、蟹沢、北前浜、下地、空ヶ谷、中屋敷、西浜田、浜田、前浜、

南ヶ坪及び門戸山の各区域に限る。） 
常滑市 
 

大野町、小倉町一丁目（県道大野停車場線以北の市道１６０５号線以西の区

域及び市道１６０３号線以西の区域に限る。）、小倉町五丁目、小倉町六丁目、

小倉町七丁目（市道１７３０号線以西の区域に限る。）、西之口一丁目、西之

口二丁目、西之口三丁目、西之口六丁目（市道１１１５号線以北の市道１１

０４号線以西の区域に限る。）、西之口七丁目、西之口八丁目、住吉町一丁目、
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住吉町二丁目、小林町一丁目、小林町三丁目及び蒲池町一丁目（市道１１７

３号線以西の区域に限る。）、蒲池町二丁目、蒲池町三丁目、新田町一丁目、

新田町二丁目、新田町三丁目（市道１２１５号線以西の区域に限る。）、港町

一丁目、港町二丁目、港町三丁目、港町四丁目、新浜町一丁目、新浜町二丁

目、新浜町三丁目、末広町一丁目、末広町二丁目、末広町三丁目、多屋町二

丁目（市道１３７０号線以西の区域に限る。）、多屋町三丁目、多屋町四丁目、

鯉江本町一丁目（市道２００３号線以西の区域に限る。）、鯉江本町三丁目、

鯉江本町四丁目、鯉江本町五丁目（市道２０５９号線以西の区域に限る。）、

新開町一丁目、新開町二丁目、新開町三丁目（市道２０７５号線から南西側

の区域に限る。）、新開町四丁目、新開町五丁目、新開町六丁目、栄町五丁目、

本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、市場町一丁目、市場町二丁目、市場

町三丁目（市道中央線以西の市道２２４０号線以北の区域に限る。）、保示町

一丁目、保示町三丁目、保示町四丁目、保示町五丁目、保示町六丁目、樽水

町一丁目（県道大府常滑線以西の区域に限る。）、樽水町二丁目、塩田町一丁

目、塩田町五丁目、阿野町一丁目、阿野町二丁目、唐崎町一丁目、唐崎町二

丁目、熊野町、古場町一丁目、古場町四丁目、古場町五丁目、古場町六丁目、

苅屋町一丁目（市道３２４８号線以西の区域に限る。）、苅屋町三丁目、苅屋

町四丁目（市道３２４８号線以西の区域に限る。）、大谷（字浜條及び字奥条

（一般国道２４７号以西の区域に限る。）の各区域に限る。）、小鈴谷（字赤

松、字亀井戸及び字へり地の各区域（県道小鈴谷河和線以西の区域に限る。）

並びに字盛田の区域に限る。）、坂井（字西側、字落田、字北浜田（市道３６

１８号線以北の区域に限る。）の各区域に限る。） 
東海市 
 
 

新宝町（市道新宝３号線以西の市道新宝２号線以北の区域に限る。）、大田町

川北新田（農道川北新田１０号線以南の区域に限る。）、高横須賀町成宝新田

（市道元浜線以西の市道成宝新田１号線以南の区域に限る。）、横須賀町天宝

新田（市道天宝新田２号線、市道元浜線及び一般国道１５５号で囲まれた区

域に限る。） 
知多市 
 
 

日長（字森下（名古屋鉄道常滑線以西の区域に限る。）、字神山畔及び字江口

の各区域に限る。）、新舞子（字浜田、字郷戸、字西畑ケ、字竜及び字大瀬の

各区域に限る。）、大草（字大瀬（市道大草線以西の区域に限る。）及び字四

方田（名古屋鉄道常滑線以西の区域に限る。）の各区域に限る。） 
高浜市 
 

新田町、芳川町一丁目、芳川町三丁目、芳川町四丁目、青木町一丁目、碧海

町一丁目、田戸町一丁目 
田原市 
 

谷熊町（谷熊下（市道江縄川尻線以北の区域に限る。）、川尻（市道寺新田川

尻線以西の区域に限る。）及び西輪（市道寺新田川尻線以西の区域に限る。）

の各区域に限る。）、豊島町（神垣、安原、今田（一般国道２５９号以北の区

域に限る。）、城下新田、西新田及び道南（県道田原赤羽根線以北の区域に限
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る。）の各区域に限る。）、神戸町大坪（県道田原赤羽根線以北の区域に限る。）、

田原町（汐見（市道汐見築出線以北の区域に限る。）及び南新地の各区域に

限る。）、吉胡町（中新地、北新地、下屋敷（市道郷中下屋敷線以東の区域に

限る。）及び吉胡下の各区域に限る。）、浦町（愛三及び東田の各区域に限る。）、

緑が浜一号（市道波瀬前南瀬古線以西の区域に限る。）、片浜町姫島、白浜一

号、白谷町（中畑（主要地方道豊橋渥美線以北の区域に限る。）、清水（市道

清水中畑線から海側（北西側）の区域に限る。）及び谷津（市道谷津３号線

から犬喰平松線間の区域に限る。）の各区域に限る。）、白磯（主要地方道豊

橋渥美線以西の区域に限る。）、仁崎町（前州、前田（主要地方道豊橋渥美線

から海側の区域に限る。）及び浜辺の各区域に限る。）、野田町（木ノ皮山及

び宮下の各区域並びに井戸藪及び田尻の各区域（市道仲瀬古田尻線から海側

の区域に限る。）並びに建長平芝（市道仲瀬古田尻線から海側の区域に限

る。）、坂下（主要地方道豊橋渥美線から海側の区域に限る。）及び西山（一

般国道２５９号から海側の市道湊田小山１号線以西の区域に限る。）の各区

域に限る。）、赤羽根町（西（市道吹出諏訪線から海側の区域に限る。）、大西

（市道大西線以西の区域に限る。）、池尻田及び浜田（市道浜田猪荒線から市

道浜田美之手田線間の市道浜田北線から海側の区域に限る。）の各区域に限

る。）、池尻町（下り畑、向山（一般国道４２号から海側の区域に限る。）、精

進川（一般国道４２号以南で市道池尻中瀬古３号線以東の区域に限る。）及

び下り瀬古（市道池尻中瀬古線から精進川間の市道向山下り瀬古線以東の区

域に限る。）の各区域に限る。）、和地町（砂場及び川尻の各区域に限る。）、

小塩津町（里瀬古の区域に限る。）、堀切町（風除、新堀東、新堀西及び浜薮

の各区域に限る。）、日出町（浜、又三畑及び広畑の各区域に限る。）、伊良湖

町（恋路浦、古山、宮下、白川及び飛越の各区域に限る。）、中山町（大松上、

岬、日ノ出、小森、北礎畑、小新田、磯畑、菱池、下本田及び藤太夫森の各

区域に限る。）、小中山町（藤原、一膳松、久エ森、立馬崎、八幡上、西山、

一分、北浜新田、山二新田、後江小砂、田端、南郷、北郷、一本松、新田一

本松下、塚土、深田、曲尺手、水門及び沖田の各区域に限る。）、西山町（西

山の区域に限る。）、福江町（医王寺、梔原、鴻ノ巣、新御坊及び日比浜の各

区域に限る。）、向山町（郷、上前田、前田、浜畑、塩浜、下前田、新々田及

び上清水の各区域に限る。）、古田町（郷中、像木間及び背戸山の各地区に限

る。）、折立町（折立及び背戸山の各区域に限る。）、高木町（西田、亀井、羽

広及び東田の各区域に限る。）、石神町（一般国道２５９号から海側の区域に

限る。）、夕陽が浜、伊川津町（横津新田、伊井新田、大島、横浜、貝ノ浜及

び下地の各区域に限る。）、江比間町（一般国道２５９号から海側の区域に限

る。）、宇津江町（一般国道２５９号から海側の区域に限る。） 
愛西市 福原新田町（郷前の区域に限る。） 
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弥富市 
 
 

五明町（土袋、二間城、西亀具、蒲原及び九郎治の各区域に限る。）、小島町

（半兵衛分、上新田及び下新田の各区域に限る。）、森津十丁目、森津十五丁

目、芝井三丁目、芝井五丁目、寛延二丁目、間崎一丁目、間崎二丁目、稲元

二丁目、稲吉、加稲、三好、狐地、狐地町（上一ノ割の区域に限る。）、操出

二丁目、操出三丁目、操出四丁目、操出五丁目、操出六丁目、操出七丁目、

操出八丁目、操出九丁目、操出十丁目、操出十一丁目、操出十二丁目、稲狐、

三稲、稲荷崎、加稲山町、境町、富島、富島町、中原、中原町、鍋田町、駒

野町、大縄場町、上野町、西末広、栄南町、大藤町、東末広二丁目、東末広

三丁目、東末広四丁目、東末広六丁目 
海部郡飛鳥村 大字梅之郷（字東之割、字宮東及び字中梅の各区域（一般国道３０２号以東

の区域に限る。）並びに字東梅の区域に限る。）、大字飛鳥新田（字梅之郷東

之割（一般国道３０２号以東の区域に限る。）の区域に限る。）、大字新政成

（字未之切及び字戌之切の各区域（一般国道３０２号以東の区域に限る。）

並びに字亥之切の区域に限る。） 
知多郡東浦町 
 
 
 
 
 
 

大字石浜（字南成実（一般国道３６６号バイパス以東の区域に限る。）の区

域に限る。）、大字生路（字生栄三区、字新々田、字生栄四区、字生栄五区、

字五号地及び字鍋屋新田の各区域（一般国道３６６号バイパス以東の区域に

限る。）に限る。）、大字藤江（字稲栄二区、字五号地、字鍋屋新田、字ヤン

チャ、字稲栄三区、字亥子新田、字午新田、字川北、字皆栄町、字皆栄新田

及び字南栄町の各区域（一般国道３６６号バイパス以東の区域に限る。）に

限る。） 
知多郡南知多町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大字内海（字西郷、字東郷、字浜岡部、字新田、字浦向及び字一色の各区域

に限る。）、大字山海（字橋詰（町道２０９１号線以南の区域に限る。）、字屋

敷、字松生、字天神西及び字天神東（町道２１５５号線以南の区域に限る。）

の各区域に限る。）、大字豊浜（字西之浦、字中之浦及び字半月の各区域（一

般国道２４７号以南の区域に限る。）並びに字石之浦、字月之浦、字中村、

字鳥居（一般国道２４７号以南の区域に限る。）、字相筆、字新居（一般国道

２４７号以南の区域に限る。）、字打合（一般国道２４７号以西の区域に限

る。）の各区域並びに字峠、字泊り及び字豊浦の各区域（一般国道２４７号

以南の区域に限る。）に限る。）、大字豊丘（字東浜、字葭野、字かに川及び

字神戸の各区域に限る。）、大字大井（字真向、字北側及び字小浜（一般国道

２４７号以東の区域に限る。）の各区域に限る。）、大字片名（字新師崎（町

道６０８８号線以東の区域及び町道６０９１号線以北の区域に限る。）及び

字郷中の各区域に限る。）、大字師崎（字天神山、字明神山、字的場（一般国

道２４７号以南の区域に限る。）、字向島、字朝日町及び字林崎の各区域に限

る。）、大字篠島（字浦磯及び字神戸（町道９００９号線以北の区域に限る。）

の各区域に限る。）、大字日間賀島（字新井浜（日間賀島漁港道路（第３号）
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以北の区域に限る。）、字上海、字浜側、字広地（町道８００１号線以北の区

域に限る。）、字亀井戸、字薮ノ鼻及び字北地（町道８００１号線以東の区域

に限る。）の各区域に限る。） 
知多郡美浜町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大字布土（字梅之木及び字北浜田の各区域（一般国道２４７号から海側の区

域に限る。）並びに字郷下の区域に限る。）、大字河和（字北屋敷、字上前田

及び字六反田の各区域（一般国道２４７号から海側の区域に限る。）に限

る。）、新浦戸二丁目及び新浦戸三丁目の各区域（一般国道２４７号から海側

の区域に限る。）、大字浦戸（字森下の区域に限る。）、大字古布（字屋敷の区

域（一般国道２４７号から海側の区域に限る。）に限る。）、大字豊丘（字原

子及び字浜（一般国道２４７号から海側の区域に限る。）の各区域に限る。）、

大字小野浦（字福島（町道５２７５号線及び町道５２７６号線から海側の区

域に限る。）、字東川（町道５２８１号線から海側の区域に限る。）、字西川及

び字風宮崎（一般国道２４７号から海側の区域に限る。）の各区域に限る。）、

大字奥田（字天野（町道３１７９号線から海側の区域に限る。）、字砂原、字

儀路及び字石畑の各区域（一般国道２４７号から海側の区域に限る。）に限

る。） 
知多郡武豊町 字竜宮 
幡豆郡一色町 
 
 

大字赤羽（字内川、字後田、字遠ノ子、字大戸前川向、字上郷中、字上割、

字河田、字北荒子、字郷中、字下郷中、字下川田、字城ヶ下、字西下浜、字

浜田、字浜割、字稗田、字二ッ合、字本川、字水出及び字南荒子の各区域に

限る。）、大字味浜（字後田、字江向、字上川田、字上長割、字上浜、字古新、

字下川田、字下郷、字堤西、字堤東、字中乾地、字中切、字中長割、字長割、

字成輪、字西乾地、字東下浜、字屋敷割及び字屋下の各区域に限る。）、大字

生田、大字池田（字池丑新田、字丑新田、字埋田、字大野内、字上河田、字

郷戸後、字権現、字三町田、字下河田、字須合、字反渕、字寺西、字天神西、

字永筬、字西荒子、字西八反、字二反田、字八王寺、字東八反、字松原、字

松節、字宮前、字宮回、字御堂回、字弥惣及び字友伝の各区域に限る。）、大

字一色（字亥新田、字市助、字五町分、字下屋敷、字中屋敷、字西荒子、字

西塩浜、字西屋敷、字番城、字東荒子、字東上二割、字東下二割、字東塩浜、

字東前新田、字未荒子、字船入、字前新田、字松荒子、字間浜畑、字南屋敷、

字宮添及び字山荒子の各区域に限る。）、大字大塚、大字開正、大字小薮、大

字坂田新田、大字酒手島、大字佐久島（字入ケ浦、字江名、字中屋敷、字西

側、字西屋敷、字東屋敷及び字前田の各区域に限る。）、大字治明、大字千間、

大字惣五郎、大字対米、大字中外沢、大字野田、大字藤江、大字細川、大字

前野、大字松木島、大字養ヶ島 
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幡豆郡吉良町 
 
 
 

大字吉田、大字大島、大字富好新田（字井戸後、字蔵井戸、字中川並、字川

並、字下川並、字新開、字紺屋堀、字井戸東、字四縄、字役地、字三角、字

四反地、字田中、字沢西、字森根、字西青鳥、字青鳥及び字地領の各区域に

限る。）、大字乙川（字道下、字北辰新、字南辰新、字西落、字寺前、字源四

及び字経前の各区域に限る。）、大字白浜新田、大字宮崎（字馬道及び字法蓮

坊（町道保定１８３号線から海側の区域に限る。）の各区域、並びに字西部

田、字中部田、字部田及び字東部田の各区域（町道保定７６号線から海側の

区域に限る。）の各区域に限る。）、大字荻原（字七曲、字埋畑、字小野、字

渡辺、字細畑、字御用田、字大貝戸、字川中、字川畑、字座甲、字上丁田、

字下丁田、字中重田、字城下、字烏帽子、字大道通、字新池、字割田、字下

川田、字大堀合、字桐杭、字秋箱、字亀池、字金畑、字牛池、字斧田洗、字

早渡、字百度荒子、字小入道、字外川田、字小川尻、字一番割及び字浜田の

各区域に限る。）、大字富田、大字八幡川田、大字下横須賀（字池田、字横枕、

字須、字高徳、字網坪、字六人、字須前及び字須西の各区域に限る。）、大字

酒井（字丸池、字竹ノ子及び字寺後の各区域に限る。）、大字饗庭（字向川田

の区域に限る。） 
幡豆郡幡豆町 
 
 
 
 

大字東幡豆（字緑ヶ崎の区域並びに字洲崎、字小浜及び字中ノ浜の各区域（県

道東幡豆蒲郡線から海側の区域に限る。）、字中柴、字宮後（県道東幡豆蒲郡

線から海側の区域に限る。）及び字東浜の各区域並びに字小見行田、字浦和、

字本郷及び字崎ノ畑の各区域（町道１号線から海側の区域に限る。）並びに

字烏帽子ヶ丘及び字琵琶浦の各区域に限る。）、大字寺部（字西浦の区域に限

る。）、大字鳥羽（字出崎の区域に限る。） 
宝飯郡小坂井町 大字伊奈（字汐田の区域に限る。） 
宝飯郡御津町 
 
 

大字下佐脇（字洗出、字義郎、字浜道、字仲荒、字仲ノ坪、字梅田、字都、

字八尻、字平次、字引通、字天神、字新梅田、字新洗出及び字御所（町道鎌

田天神線及び町道御所平次線以西の区域に限る。）の各区域に限る。）、大字

下佐脇新田、大字御馬（字膳田（町道仲田膳田線以南の区域に限る。）、字中

島、字流田、字川端、字仲田、字向道、字梅田、字東、字浜田、字塩入、字

塩浜、字長床（町道加美長床線以南の町道長床膳田線以西の区域に限る。）

及び字西（町道西２号線以西の町道野添塩入線以南の区域に限る。）の各区

域に限る。）、大字西方（字揚浜、字常ノ口、字広田、字下浜道、字入浜及び

字浜田の各区域に限る。）、大字泙野（字浜新田、字楠木、字餅田（町道西方

赤根線以南の区域に限る。）、字柳原、字村崎、字六反田（町道西方赤根線以

南の区域に限る。）の各区域に限る。）、大字大草（字外新田、字新田、字東

郷、字上竹（町道西方赤根線以南の区域に限る。）及び字西浜の各区域に限

る。）、大字赤根（字前浜の区域に限る。） 
 
三重県 
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津市 白塚町、栗真町屋町、栗真中山町、栗真小川町、栗真白塚、一身田平野、一

身田豊野、一身田中野、栄町二丁目、栄町三丁目、栄町四丁目、桜橋一丁目、

桜橋二丁目、桜橋三丁目、島崎町、上浜町一丁目、上浜町二丁目、上浜町三

丁目、上浜町五丁目、江戸橋一丁目、江戸橋二丁目、江戸橋三丁目、住吉町、

高洲町、末広町、海岸町、港町、津南、津興、藤枝、藤方、高茶屋小森上野

町、高茶屋小森町、雲出本郷町、雲出長常町、雲出伊倉津町、雲出鋼管町、

河芸町東千里、河芸町上野、河芸町中別保、河芸町一色、河芸町影重、河芸

町中瀬、香良洲町 
四日市市 天カ須賀一丁目、天カ須賀二丁目、天カ須賀三丁目、天カ須賀四丁目、天カ

須賀五丁目、天カ須賀新町、住吉町、平町、松原町、富州原町、富田一色町、

富田一丁目、富田二丁目、富田三丁目、富田四丁目、東富田町、南富田町、

富双一丁目、富双二丁目、浜園町、富田浜元町、富田浜町、茂福町、東茂福

町、大字茂福（市道阿倉川西富田線以東の区域に限る。）、霞一丁目、霞二丁

目、並びに大字羽津、大字羽津甲及び大字羽津乙の各区域（市道阿倉川西富

田線以東の区域に限る。）、午起三丁目、三郎町、大協町一丁目、大協町二丁

目、稲葉町、高砂町、尾上町、千歳町、末広町、大浜町、東邦町、石原町、

三田町、三田町地先（四日市港管理組合埋立中）、塩浜町、川合町、大字塩

浜（一般国道２３号以東の区域に限る。）、楠町南五味塚、楠町北五味塚、楠

町小倉、楠町吉崎 
伊勢市 東大淀町、村松町、有滝町、東豊浜町、西豊浜町、樫原町、大湊町、馬瀬町、

下野町、神社港、竹ケ鼻町、楠部町、朝熊町、磯町、二見町松下、二見町江、

二見町茶屋、二見町三津、二見町山田原、二見町光の街、二見町溝口、二見

町荘、二見町西、二見町今一色、御薗町新開、御薗町上條、御薗町小林 
松阪市 六軒町、松崎浦町、松ヶ島町、新松ヶ島町、猟師町、町平尾町、大口町、高

須町、西黒部町、松名瀬町、東黒部町、乙部町、垣内田町、神守町、牛草町、

蓮花寺町、柿木原町、出間町、土古路町、大垣内町、東久保町、市場庄町、

曽原町、中道町、小津町、喜多村新田町、笠松町、星合町、五主町 
桑名市 東鍋屋町、西鍋屋町、北鍋屋町、掛樋、一色町、鍛冶町、大央町、新築町、

常盤町、三栄町、八間通、末広町、堤原、参宮町、蓮見町、新屋敷、新町、

萱町、伝馬町、八幡町、柳原、外堀、入江葭町、紺屋町、吉津屋町、伊賀町、

北寺町、南寺町、京橋町、京町、内堀、相生町、清水町、今中町、今片町、

今北町、住吉町、元赤須賀、吉之丸、三之丸、南魚町、船馬町、太一丸、矢

田磧、中央町一丁目、中央町三丁目、中央町四丁目、中央町五丁目、寿町一

丁目、寿町二丁目、寿町三丁目、桑栄町、福島新町、有楽町、駅元町、川口

町、江戸町、片町、宮通、職人町、油町、本町、風呂町、北魚町、田町、殿

町、三崎通、宝殿町、春日町、大字福岡町、大字太平町、大字立田町、大字

小貝須、並びに大字江場及び大字大福の各区域（一般国道１号以東の区域に
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限る。）、大字桑名（近畿日本鉄道名古屋線以東の区域に限る。）、大字赤須賀、

大字福島、大字播磨（近畿日本鉄道名古屋線以東の区域に限る。）、大字東方

（近畿日本鉄道名古屋線以東及び市道福島深谷線以東の区域に限る。）、大字

上之輪新田、大字地蔵、大字東野、大字蛎塚新田（一般国道２５８号以東の

区域に限る。）、大字東汰上（一般国道２５８号以東の区域（市道福島深谷線

以西及び近畿日本鉄道名古屋線以西を除く区域に限る。）に限る。）、大字下

深谷部（一般国道２５８号以東の区域に限る。）、大字上深谷部（一般国道２

５８号以東の区域に限る。）、大字今島、大字福地、大字福江、大字小泉、大

字大貝須、大字和泉、大字萱町、大字安永（一般国道１号以東の区域に限る。）、

長島町赤池、長島町浦安、長島町大倉、長島町大島、長島町押付、長島町鎌

ケ地、長島町上坂手、長島町北殿名、長島町源部外面、長島町高座、長島町

小島、長島町駒江、長島町下坂手、長島町新所、長島町杉江、長島町千倉、

長島町出口、長島町十日外面、長島町殿名、長島町中川、長島町長島萱町、

長島町長島下町、長島町長島中町、長島町西川、長島町西外面、長島町西外

面市街、長島町白鶏、長島町東殿名、長島町平方、長島町福豊、長島町福吉、

長島町又木、長島町又木市街、長島町松蔭、長島町松ケ島、長島町松之木、

長島町間々、長島町横満蔵、長島町葭ケ須、長島町老松 
鈴鹿市 長太新町三丁目、長太新町四丁目、長太旭町六丁目、長太栄町四丁目、長太

栄町五丁目、南長太町字鎗添、下箕田町字八握、下箕田町字氷室、下箕田町

字瑞垣、中箕田町字鈴鳴、北堀江町（近畿日本鉄道名古屋線以東の区域に限

る。）、下箕田一丁目、下箕田二丁目、下箕田三丁目、下箕田町（近畿日本鉄

道名古屋線以東の区域に限る。）、下箕田町字老松、北若松町（近畿日本鉄道

名古屋線以東の区域に限る。）、若松北三丁目、若松東一丁目、若松東二丁目、

若松東三丁目、若松中一丁目、中若松町、南若松町（県道四日市楠鈴鹿線以

東の区域に限る。）、東江島町、江島本町、白子本町、白子一丁目、白子町（近

畿日本鉄道名古屋線以東の区域に限る。）、寺家町（近畿日本鉄道名古屋線以

東の区域に限る。）、寺家一丁目、寺家二丁目、寺家三丁目、寺家四丁目、磯

山町（近畿日本鉄道名古屋線以東の区域に限る。）、東磯山一丁目、東磯山二

丁目、東磯山三丁目、東磯山四丁目、磯山一丁目、磯山二丁目、磯山三丁目

尾鷲市 北浦町、北浦東町、北浦西町、宮ノ上町、坂場町、野地町、栄町、中井町、

港町、朝日町、中村町、中央町、林町、瀬木山町、小川東町、中川、国市松

泉町、大字天満浦、矢浜一丁目、矢浜三丁目、矢浜四丁目、矢浜大道、大字

向井、大字大曽根浦、大字行野浦、須賀利町、九鬼町、早田町、盛松、三木

浦町、小脇町、名柄町、三木里町、古江町、賀田町、曽根町、梶賀町 
鳥羽市 堅神町、池上町、小浜町、鳥羽一丁目、鳥羽二丁目、鳥羽三丁目、鳥羽四丁

目、鳥羽五丁目、船津町、大明西町、大明東町、安楽島町、浦村町、石鏡町、

国崎町、相差町、畔蛸町、千賀町、堅子町、神島町、答志町、菅島町、桃取
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町、坂手町 
熊野市 須野町、甫母町、二木島里町、二木島町、遊木町、新鹿町、波田須町、磯崎

町、大泊町、木本町、井戸町、有馬町、久生屋町 
志摩市 浜島町浜島、浜島町南張、浜島町桧山路、浜島町塩屋、浜島町迫子、大王町

波切、大王町船越、大王町名田、大王町畔名、志摩町和具、志摩町片田、志

摩町布施田、志摩町越賀、志摩町御座、阿児町鵜方、阿児町神明、阿児町立

神、阿児町志島、阿児町甲賀、阿児町国府、阿児町安乗、磯部町下之郷、磯

部町飯浜、磯部町穴川、磯部町坂崎、磯部町三ヶ所、磯部町渡鹿野、磯部町

的矢 
桑名郡木曽岬町 全域 
三重郡朝日町 大字縄生、大字小向、大字柿 
三重郡川越町 全域 
多気郡明和町 大字大淀、大字大淀甲、大字大淀乙、大字山大淀、大字大堀川新田、大字南

藤原、大字北藤原、大字川尻、大字中村、大字養川甲、大字養川乙、大字内

座、大字濱田、大字八木戸、大字根倉、大字養川 
度会郡大紀町 錦 
度会郡南伊勢町 五ヶ所浦、船越、飯満、中津浜浦、神津佐、下津浦、木谷、泉、宿浦、田曽

浦、内瀬、伊勢路、迫間浦、礫浦、相賀浦、新桑竈、棚橋竈、古和浦、栃木

竈、小方竈、方座浦、村山、神前浦、河内、東宮、奈屋浦、贄浦、慥柄浦、

道方、道行竈、大江、阿曽浦、大方竈 
北牟婁郡紀北町 紀伊長島区三浦、紀伊長島区道瀬、紀伊長島区海野、紀伊長島区古里、紀伊

長島区長島、紀伊長島区東長島、海山区相賀、海山区小山浦、海山区引本浦、

海山区矢口浦、海山区白浦、海山区島勝浦 
南牟婁郡御浜町 大字阿田和、大字下市木、大字志原 
南牟婁郡紀宝町 井田、成川、鮒田、北檜杖、鵜殿 

 
大阪府 
大阪市福島区 全域 

大阪市此花区 朝日一丁目、朝日二丁目、春日出北一丁目、春日出北二丁目、春日出北三丁

目、春日出中一丁目、春日出中二丁目、春日出中三丁目、春日出南一丁目、

春日出南二丁目、春日出南三丁目、桜島一丁目、桜島二丁目、四貫島一丁目、

四貫島二丁目、島屋一丁目、島屋二丁目、島屋三丁目、島屋四丁目、島屋五

丁目、島屋六丁目、高見一丁目、高見二丁目、高見三丁目、伝法一丁目、伝

法二丁目、伝法三丁目、伝法四丁目、伝法五丁目、伝法六丁目、酉島一丁目、

酉島二丁目、酉島三丁目、酉島四丁目、酉島五丁目、酉島六丁目、西九条一

丁目、西九条二丁目、西九条三丁目、西九条四丁目、西九条五丁目、西九条

六丁目、西九条七丁目、梅香一丁目、梅香二丁目、梅香三丁目 



 12

大阪市西区 安治川一丁目、安治川二丁目、立売堀五丁目、立売堀六丁目、川口一丁目、

川口三丁目、川口四丁目、北堀江四丁目、九条一丁目、九条二丁目、九条三

丁目、九条南一丁目、九条南二丁目、九条南三丁目、九条南四丁目、境川一

丁目、境川二丁目、新町四丁目、千代崎一丁目、千代崎二丁目、千代崎三丁

目、本田一丁目、本田二丁目、本田三丁目、本田四丁目、南堀江四丁目 
大阪市港区 市岡一丁目、市岡二丁目、市岡三丁目、市岡四丁目、市岡元町一丁目、市岡

元町二丁目、市岡元町三丁目、池島二丁目、池島三丁目、磯路一丁目、磯路

二丁目、磯路三丁目、海岸通一丁目、海岸通二丁目、海岸通三丁目、海岸通

四丁目、港晴一丁目、港晴二丁目、港晴三丁目、港晴四丁目、港晴五丁目、

築港一丁目、築港二丁目、築港三丁目、築港四丁目、波除一丁目、波除二丁

目、波除三丁目、波除四丁目、波除五丁目、波除六丁目、福崎二丁目、福崎

三丁目、弁天四丁目、弁天五丁目、弁天六丁目、南市岡一丁目、南市岡二丁

目、南市岡三丁目、八幡屋一丁目、八幡屋二丁目、八幡屋三丁目、八幡屋四

丁目、夕凪一丁目 
大阪市大正区 全域 

大阪市浪速区 木津川一丁目、木津川二丁目、久保吉二丁目、桜川四丁目 

大阪市西淀川区 歌島一丁目、歌島二丁目、歌島三丁目、歌島四丁目、大和田一丁目、大和田

二丁目、大和田三丁目、大和田四丁目、大和田五丁目、大和田六丁目、大野

一丁目、大野二丁目、大野三丁目、柏里一丁目、柏里二丁目、柏里三丁目、

竹島一丁目、竹島二丁目、竹島三丁目、竹島四丁目、竹島五丁目、千船一丁

目、千船二丁目、千船三丁目、佃一丁目、佃二丁目、佃三丁目、佃四丁目、

佃五丁目、佃六丁目、佃七丁目、出来島一丁目、出来島二丁目、出来島三丁

目、中島一丁目、西島一丁目、野里一丁目、野里二丁目、野里三丁目、花川

一丁目、花川二丁目、姫里一丁目、姫里二丁目、姫里三丁目、姫島一丁目、

姫島二丁目、姫島三丁目、姫島四丁目、姫島五丁目、姫島六丁目、百島一丁

目、百島二丁目、福町一丁目、福町二丁目、福町三丁目、御幣島一丁目、御

幣島二丁目、御幣島三丁目、御幣島四丁目、御幣島五丁目、御幣島六丁目 
大阪市西成区 北津守一丁目、北津守二丁目、北津守三丁目、北津守四丁目、津守一丁目、

津守二丁目、津守三丁目、南津守二丁目、南津守五丁目 
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大阪市淀川区 加島一丁目、加島二丁目、加島三丁目、加島四丁目、木川西一丁目、木川西

二丁目、木川西三丁目、木川西四丁目、木川東一丁目、木川東二丁目、木川

東三丁目、木川東四丁目、十三東一丁目、十三東二丁目、十三東三丁目、十

三東四丁目、十三東五丁目、十三本町一丁目、十三本町二丁目、十三本町三

丁目、十三元今里一丁目、十三元今里二丁目、十三元今里三丁目、新北野一

丁目、新北野二丁目、新北野三丁目、田川一丁目、田川二丁目、田川三丁目、

田川北一丁目、田川北二丁目、田川北三丁目、塚本一丁目、塚本二丁目、塚

本三丁目、塚本四丁目、塚本五丁目、塚本六丁目、新高一丁目、新高二丁目、

西中島二丁目、西中島四丁目、西中島六丁目、西中島七丁目、西宮原一丁目、

西宮原二丁目、野中北一丁目、野中北二丁目、野中南一丁目、野中南二丁目、

三国本町一丁目、三国本町二丁目、三津屋北一丁目、三津屋北二丁目、三津

屋北三丁目、三津屋中一丁目、三津屋中二丁目、三津屋中三丁目、三津屋南

一丁目、三津屋南二丁目、三津屋南三丁目、宮原三丁目 
大阪市住之江区 北加賀屋四丁目、北加賀屋五丁目、柴谷一丁目、平林北一丁目、平林北二丁

目 
大阪市北区 梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、大深町、大淀北一丁目、大淀北二丁

目、大淀中一丁目、大淀中二丁目、大淀中三丁目、大淀中四丁目、大淀中五

丁目、大淀南一丁目、大淀南二丁目、大淀南三丁目、角田町、小松原町、芝

田一丁目、芝田二丁目、曽根崎二丁目、曽根崎新地一丁目、曽根崎新地二丁

目、茶屋町、鶴野町、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、

堂島浜二丁目、豊崎三丁目、豊崎五丁目、中津一丁目、中津二丁目、中津三

丁目、中津四丁目、中津五丁目、中津六丁目、中津七丁目、中之島一丁目、

中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目

大阪市中央区 今橋一丁目、北浜一丁目、高麗橋四丁目、道修町四丁目、平野町四丁目 
堺市堺区 戎島町五丁、大浜北町四丁、大浜北町五丁、大浜西町、大浜中町三丁、大浜

南町三丁、北波止町、塩浜町、築港南町、築港八幡町、出島西町 
堺市西区 築港浜寺町、築港浜寺西町、浜寺石津町西三丁、浜寺石津町西四丁、浜寺石

津町西五丁、浜寺公園町一丁、浜寺公園町二丁、浜寺公園町三丁、浜寺公園

町四丁、浜寺諏訪森町西一丁、浜寺諏訪森町西二丁、浜寺諏訪森町西三丁、

浜寺諏訪森町西四丁 
泉大津市 助松町四丁目、臨海町一丁目 

高石市 高砂一丁目、高砂二丁目、高砂三丁目、高師浜丁、羽衣二丁目、羽衣四丁目、

羽衣五丁目、羽衣公園丁 
阪南市 箱作（南海電気鉄道南海線以北の区域に限る。） 

泉南郡岬町 淡輪（南海電気鉄道南海線以北の区域に限る。）、多奈川谷川（府道岬加太港

線以北の区域に限る。） 
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兵庫県 
神戸市東灘区 魚崎西町１丁目、魚崎浜町、魚崎南町１丁目、魚崎南町２丁目、魚崎南町３

丁目、魚崎南町４丁目、魚崎南町５丁目、青木１丁目、青木２丁目、青木３

丁目、青木４丁目、青木５丁目、住吉浜町、住吉南町１丁目、深江北町４丁

目、深江北町５丁目、深江浜町、深江本町２丁目、深江本町３丁目、深江本

町４丁目、深江南町１丁目、深江南町２丁目、深江南町３丁目、深江南町４

丁目、深江南町５丁目、御影浜町 
神戸市灘区 大石南町１丁目、大石南町２丁目、新在家南町１丁目、新在家南町２丁目、

新在家南町３丁目、新在家南町４丁目、新在家南町５丁目、灘浜町、灘浜東

町、摩耶海岸通１丁目、摩耶埠頭 
神戸市兵庫区 芦原通１丁目、芦原通２丁目、磯之町、今出在家町１丁目、今出在家町２丁

目、今出在家町３丁目、今出在家町４丁目、入江通１丁目、小河通１丁目、

小河通２丁目、笠松通５丁目、笠松通６丁目、笠松通７丁目、笠松通８丁目、

笠松通９丁目、笠松通１０丁目、鍛冶屋町１丁目、鍛冶屋町２丁目、上庄通

１丁目、上庄通２丁目、上庄通３丁目、北逆瀬川町、切戸町、金平町１丁目、

金平町２丁目、小松通２丁目、小松通３丁目、小松通４丁目、小松通５丁目、

小松通６丁目、佐比江町、七宮町１丁目、七宮町２丁目、島上町１丁目、島

上町２丁目、神明町、須佐野通１丁目、大開通４丁目、大開通５丁目、大開

通６丁目、高松町、塚本通３丁目、塚本通４丁目、塚本通５丁目、塚本通６

丁目、築地町、出在家町１丁目、出在家町２丁目、遠矢町１丁目、遠矢町２

丁目、遠矢浜町、中之島１丁目、中之島２丁目、中道通５丁目、中道通６丁

目、西出町、西出町１丁目、西出町２丁目、西仲町、西宮内町、西柳原町、

羽坂通１丁目、羽坂通２丁目、羽坂通３丁目、浜中町１丁目、浜中町２丁目、

浜山通１丁目、浜山通２丁目、浜山通３丁目、浜山通４丁目、浜山通５丁目、

浜山通６丁目、東出町１丁目、東出町２丁目、東出町３丁目、東柳原町、兵

庫町１丁目、兵庫町２丁目、船大工町、本町１丁目、本町２丁目、松原通１

丁目、三川口町１丁目、三川口町２丁目、三川口町３丁目、御崎町１丁目、

御崎町２丁目、御崎本町１丁目、御崎本町２丁目、御崎本町３丁目、御崎本

町４丁目、水木通４丁目、水木通５丁目、水木通６丁目、三石通１丁目、三

石通２丁目、三石通３丁目、湊町１丁目、南逆瀬川町、南仲町、門口町、吉

田町１丁目、吉田町２丁目、吉田町３丁目、和田崎町１丁目、和田崎町２丁

目、和田崎町３丁目、和田宮通２丁目、和田宮通３丁目、和田宮通４丁目、

和田宮通５丁目、和田宮通６丁目、和田宮通７丁目、和田宮通８丁目 
神戸市長田区 苅藻島町１丁目、苅藻島町２丁目、苅藻島町３丁目、苅藻通７丁目、駒ヶ林

町２丁目、駒ヶ林町３丁目、駒ヶ林町４丁目、駒ヶ林町５丁目、駒ヶ林南町、

浜添通７丁目、浜添通８丁目、東尻池町９丁目、東尻池町１０丁目、南駒栄

町 
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神戸市須磨区 須磨浦通１丁目、須磨浦通２丁目、須磨浦通３丁目、須磨浦通４丁目、須磨

浦通５丁目、須磨浦通６丁目、外浜町１丁目、外浜町２丁目、外浜町３丁目、

外浜町４丁目、若宮町１丁目 
神戸市垂水区 塩屋町１丁目、西舞子１丁目、平磯１丁目、平磯３丁目、平磯４丁目、宮本

町 
神戸市中央区 小野浜町、海岸通、海岸通１丁目、海岸通２丁目、海岸通３丁目、海岸通４

丁目、海岸通５丁目、海岸通６丁目、新港町、波止場町、東川崎町１丁目、

東川崎町２丁目、東川崎町３丁目、東川崎町４丁目、東川崎町５丁目、東川

崎町６丁目、東川崎町７丁目、港島１丁目、港島２丁目、港島３丁目、港島

４丁目、港島５丁目、港島６丁目、港島７丁目、港島８丁目、港島９丁目、

港島中町１丁目、港島中町２丁目、港島中町３丁目、港島中町４丁目、港島

中町５丁目、港島中町６丁目、港島中町７丁目、港島中町８丁目、港島南町

１丁目、港島南町２丁目、港島南町３丁目、港島南町４丁目、港島南町５丁

目、港島南町６丁目、港島南町７丁目 
姫路市 網干区網干浜、網干区大江島（一般国道２５０号以南の区域に限る。）、網干

区興浜（一般国道２５０号以南の区域及び一般国道２５０号以北の市道網干

１２９号線以東の区域に限る。）、網干区垣内西町（県道２９号網干たつの線

以西の区域に限る。）、並びに網干区新在家及び網干区浜田の各区域（一般国

道２５０号以南の区域に限る。）、網干区余子浜（一般国道２５０号以南の区

域及び一般国道２５０号以北の県道２９号網干たつの線以西の区域に限

る。）、大塩町（市道大塩１０９号線及び市道大塩１２３号線以南の区域に限

る。）、大津区勘兵衛町五丁目、大津区吉美（一般国道２５０号以南の区域に

限る。）、木場（市道八木１６号線以南の区域に限る。）、飾磨区今在家、飾磨

区入船町、飾磨区須加、飾磨区中島（一般国道２５０号以南の市道幹第６９

号線以東の区域に限る。）、飾磨区細江（一般国道２５０号以南の区域に限

る。）、飾磨区妻鹿常盤町、飾磨区妻鹿日田町（市道妻鹿２８号線及び市道妻

鹿２９号線以南の区域に限る。）、白浜町甲（一般国道２５０号、市道白浜１

７号線及び市道白浜１５０号線以南の区域に限る。）、白浜町丙、白浜町灘浜、

広畑区富士町、的形町福泊（市道八木１６号線以南の区域に限る。）、的形町

的形（市道八木１６号線及び市道的形３５号線以南の区域に限る。）、家島町

宮字田ノ浜、家島町宮（２１６５番地、２１６５番地２、２１６５番地３、

２１６５番地４、２１６５番地８、２１６５番地９、２１６５番地１０、２

１６５番地１３、２１６５番地１４及び２１６５番地１５の各区域に限

る。）、家島町真浦（字高内、字猫面及び字小高内の各区域に限る。） 
尼崎市 末広町１丁目及び末広町２丁目の各区域（関電末広堤防から海側の区域に限

る。）、鶴町（第１線堤防から海側の区域に限る。） 
明石市 魚住町西岡（字川田、字才田及び字浜端の各区域に限る。）、二見町東二見（字
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一番地、字二番地、字六番地及び字七番地の各区域に限る。） 
西宮市 西波止町（西波止堤防から海側の区域に限る。）、浜町（浜町堤防から海側

の区域に限る。） 
洲本市 海岸通一丁目、海岸通二丁目、山手一丁目（市道三熊山支線、県道７６号洲

本灘賀集線、市道大浜栄町線、市道山下町線及び市道税務所西横線で囲まれ

た区域に限る。）、並びに本町一丁目及び本町二丁目の各区域（市道中央線以

北の区域に限る。）、並びに本町五丁目及び本町六丁目の各区域（市道幸町線

以北の区域に限る。）、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、港、塩屋一丁

目、塩屋二丁目（一般国道２８号以東の区域に限る。）、炬口一丁目、小路谷

（県道７６号洲本灘賀集線から海側の区域に限る。）、並びに由良一丁目、由

良二丁目、由良三丁目及び由良四丁目の各区域（市道由良中央線から海側の

区域に限る。）、由良町由良（天川、市道天川線、市道由良山手線及び県道７

６号洲本灘賀集線で囲まれた区域並びに市道由良中央線及び県道７６号洲

本灘賀集線から海側の区域に限る。）、由良町内田（市道内田線から海側の区

域に限る。）、中川原町厚浜（一般国道２８号から海側の区域並びに市道東中

道線、市道厚浜学校線、市道石ケ谷厚浜線、市道名古線及び一般国道２８号

で囲まれた区域に限る。）、安乎町平安浦（一般国道２８号から海側の区域に

限る。）、五色町都志（市道都志中央線から海側の区域に限る。）、五色町都志

万歳（県道２３１号都志港線及び市道都志中央線から海側の区域に限る。）、

五色町鳥飼浦（市道西の脇線以南の県道３１号福良江井岩屋線から海側の区

域に限る。） 
相生市 相生四丁目、相生（字小丸、字甲崎、字鷲ケ巣、字小坪、字柳、字葛ケ浜及

び字桜ケ丘の各区域に限る。）、野瀬（字岩本新田の区域に限る。） 
加古川市 別府町港町、金沢町（出荷橋北詰以西の区域に限る。） 
赤穂市 加里屋（字西沖、字東沖手、字沖手、字前川、字南及び字八田の各区域に限

る。）、中広（字東沖、字古廣門、字尾崎道下、字大向、字内海及び字南の各

区域に限る。）、塩屋（字大土手濱の区域に限る。）、折方（字大土手、字シダ

嶋、字恋濱及び字綱崎の各区域に限る。）、鷆和（字恋ノ濱、字藤原新田、字

沖銭島、字戸嶋及び字古濱の各区域に限る。）、福浦（字綱崎、字五渡鼻、字

入電、字八軒屋、字潮遊、字砂田、字野道及び字古池の各区域に限る。）、尾

崎（字丸山、字向山及び字池ケ谷の各区域（県道３２号坂越御崎加里屋線か

ら海側の区域に限る。）、字外新田及び字内新田の各区域に限る。）、御崎（字

大塚、字万五郎谷、字東福浦、字西福浦及び字三崎山の各区域（市道御崎加

里屋線から海側の区域に限る。）、並びに字唐船槨の区域に限る。）、坂越（字

毎田、字小島、字名切、字大黒、字陰山、字犬戻、字潮見、字宮本、字本町、

字八祖、字海雲寺、字乳下、字湯殿町、字洞留、字大柴垣、字大泊及び字丸

山の各区域に限る。） 
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高砂市 高砂町向島町（市道宮前幹線道路高砂大橋以南の区域に限る。） 
南あわじ市 松帆古津路、松帆慶野、松帆北浜、湊、福良（県道２５号阿万福良湊線（潮

美台交差点から県道２５号阿万福良湊線と県道２３７号鳴門観潮線との交

会点間）及び県道２３７号鳴門観潮線以南の区域に限る。）、阿万塩屋町、阿

万吹上町、阿万西町（県道７６号洲本灘賀集線から海側の区域に限る。）、阿

万東町（市道東町地野線から海側の区域に限る。）、沼島 
淡路市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

塩尾、塩田新島、志筑（市道志筑旧国道線以東の区域並びに県道８８号志筑

郡家線、市道志筑環状線及び市道志筑旧国道線で囲まれた区域に限る。）、志

筑新島、生穂（一般国道２８号以東の区域に限る。）、生穂新島、並びに大谷

及び佐野の各区域（一般国道２８号以東の区域に限る。）、佐野新島、岩屋（一

般国道２８号、県道３１号福良江井岩屋線及び市道神ノ前９号線で囲まれた

区域に限る。）、舟木、野島轟木及び野島平林の各区域（県道３１号福良江

井岩屋線から海側の区域に限る。）、野島蟇浦（県道３１号福良江井岩屋線及

び市道野島本町線から海側の区域に限る。）、並びに野島大川及び野島江崎の

各区域（県道３１号福良江井岩屋線から海側の区域に限る。）、富島（県道３

１号福良江井岩屋線及び市道富島本町線から海側の区域に限る。）、並びに浅

野南及び浅野神田の各区域（県道３１号福良江井岩屋線から海側の区域に限

る。）、斗ノ内（県道３１号福良江井岩屋線及び市道斗ノ内本町線から海側の

区域に限る。）、育波（県道３１号福良江井岩屋線及び市道育波本町線から海

側の区域に限る。）、室津（県道３１号福良江井岩屋線及び市道室津本町線か

ら海側の区域に限る。）、尾崎（県道３１号福良江井岩屋線から東側２００ｍ

以西の区域に限る。）、並びに郡家及び多賀の各区域（県道３１号福良江井岩

屋線から東側２００ｍ以西の区域並びに県道３１号福良江井岩屋線、県道８

８号志筑郡家線、市道郡家中央線、市道郡家河合線及び市道河合安星１号線

で囲まれた区域に限る。）、並びに江井、草香北、明神、草香、南及び深草の

各区域（県道３１号福良江井岩屋線から東側２００ｍ以西の区域に限る。）、

釜口、下田、谷及び仮屋の各区域（一般国道２８号以東の区域（一般国道２

８号、市道仮屋４８号線、市道仮屋３４号線、市道仮屋３９号線及び市道津

田・大北線で囲まれた区域を除く。）に限る。）、並びに久留麻及び浦の各

区域（一般国道２８号以東の区域（一般国道２８号、市道宮前・平松線、市

道浦１号線及び市道仮屋１１８号線で囲まれた区域並びに一般国道２８号、

市道高塚畠田線、市道仮屋１３９号線、仮屋漁港内道路及び市道仮屋４８号

線で囲まれた区域を除く。）に限る。）、並びに楠本、大磯、小磯及び浜の

各区域（一般国道２８号以東の区域に限る。） 
たつの市 
 
 

御津町岩見（字蛭子ノ本、字浜屋敷及び字家ノ浜の各区域に限る。）、御津町

黒崎（字東綾部の区域に限る。）、御津町室津（字一町目、字二町目、字三町

目、字四町目、字五町目、字六町目、字七町目、字八町目及び字大浦の各区
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域に限る。） 
加古郡播磨町 本荘（字宮ノ東の区域に限る。） 

 
和歌山県 
和歌山市 大川字材坪、深山（字阿振、字野谷口の各区域に限る。）、加太（字田尾、字

北之町、字北仲、字南仲、字蛭子、字向町、字北濱場、字新田及び字淡島谷

の各区域に限る。）、磯の浦（字大井谷、字萩原下、字焼山下、字西畑毛、字

外濱開及び字海崖の各区域に限る。）、本脇（字川尻坪、字海岸、字宮後坪、

字浜中坪、字並松原、字於村毛坪及び字村中坪の各区域に限る。）、西庄（字

中浜、字外浜、字オムラゲ、字西出、字才ノ辻、字蔵前、字西福寺、字戒垣

内、字医徳寺前、字中小路、字北小路、字岡畑、字東畑、字中開、字長開、

字新開及び字海面空地の各区域に限る。）、古屋（字松原、字ウルス、字海面

空地及び字新畑の各区域に限る。）、松江（字外鵜ノ島、字内鵜ノ島、字中鵜

ノ島、字北鵜ノ島、字鵜ノ島、字海面、字東浜及び字向鵜ノ島の各区域に限

る。）、松江東１丁目、湊（字谷ノ坪、字口ノ坪、字奥ノ坪、字御膳松坪、字

浜ノ坪、字中州坪及び字堤外坪の各区域に限る。）、湊１丁目、湊３丁目、湊

４丁目、湊５丁目、北島（字鵜ノ島、字鵜南之坪及び字新畑の各区域に限る。）、

福島字向、船所字新田、毛見（字馬瀬、字琴ノ浦、字南浜端、字北浜端、字

南里ノ内、字北里ノ内、字中地、字樋先畑及び字出口の各区域に限る。）、布

引（字角太、字川口、字宇太、字尾寄、字南出、字笠松、字東畑及び字北出

の各区域に限る。）、内原（字福井原、字向畑、字下濱、字中濱、字大垣内、

字寺下、字里ノ内、字外垣内、字堀之塞、字番田、字垣内、字藤原、字牛神、

字中道、字南谷川及び字前濱の各区域に限る。）、紀三井寺（字南谷川、字楠

木、字奥垣内、字南出口、字高畑、字向谷川、字向半斉、字半斉、字畑根、

字南垣内、字北垣内、字南前濱、字中浜新畑、字太田川、字鷹場新田、字東

浜、字中州浜、字中浜、字沖濱、字大輪町、字寄州郷、字北向畑、字大垣内

及び字中州新畑の各区域に限る。）、三葛（字大南方、字川原、字南方、字塩

畑、字下ノ濱、字北向濱、字南向濱、字前畑、字中場、字藪下、字装東松、

字的場、字野々浦、字東垣内、字東畑、字樋ノ免、字北開ヶ地、字樋ノ口、

字中ノ濱、字上ノ濱、字熊ヶ崎、字坂口、字荒代、字前浜、字新濱及び字北

山の各区域に限る。）、田尻（字中句及び字地ノ池の各区域に限る。）、中島（字

東浜、字中浜、字南浜、字西ノ浜及び字荒代新田の各区域に限る。）、小雑賀

（字東浜畑、字中浜畑、字西浜畑、字小物成、字垣内、字跡新田、字前新田

及び字雑賀浜の各区域に限る。）、打越町、塩屋１丁目、塩屋２丁目、塩屋３

丁目、塩屋４丁目、塩屋５丁目、塩屋６丁目、和歌川町、和歌浦南１丁目、

和歌浦南２丁目、和歌浦南３丁目、和歌浦東１丁目、和歌浦東２丁目、和歌

浦東３丁目、和歌浦東４丁目、和歌浦中１丁目、和歌浦中２丁目、和歌浦中
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３丁目、和歌浦西１丁目、和歌浦西２丁目、新和歌浦（字新和歌浦の区域に

限る。）、田野（字畎浦の区域に限る。）、雑賀崎（字東、字雑賀崎及び字泊り

新開の各区域に限る。）、西浜（字郷西ノ坪、字大浦ノ坪、字中川向ノ坪、字

下川向ヒノ坪及び字中川向ヒノ坪の各区域に限る。）、関戸２丁目、湊（字湊

薬畑ノ坪、字湊薬畑坪、字湊葮原坪、字青岸ノ坪及び字青岸の各区域に限

る。）、築港１丁目、築港２丁目、築港３丁目、築港４丁目、築港５丁目、築

港６丁目、湊御殿１丁目、湊御殿２丁目、舟津町１丁目、舟津町２丁目、加

納町、西河岸町、植松丁、材木丁、久保丁４丁目、網屋町、上町、小野町３

丁目 
海南市 船尾（字中浜、字矢ノ嶋及び字大船尾の各区域に限る。）、日方（字上芦原、

字下芦原、字井松原、字今市、字新出及び字新浜の各区域に限る。）、名高（字

大須賀、字井引、字涌水、字寄川、字上ノ川、字中須賀、字馬上免、字里中、

字赤倉、字宮ノ浜及び字浜町の各区域に限る。）、築地（字築地の区域に限

る。）、鳥居（字出口及び字船津の各区域に限る。）、藤白（字橋詰、字浜端、

字有田屋浜及び字紫ノ浜の各区域に限る。）、冷水（字大谷、字榎谷、字中ノ

浦及び字西ノ浦の各区域に限る。）、下津町下津（字沖山、字神出浦、字メ木、

字宮西、字宮前、字外瀬、字西新田、字神前、字神田、字東新田、字脇ノ浜

及び字楠戸の各区域に限る。）、下津町方（字硯、字白濱、字新塩浜、字ヨコ

アジロ、字馬瀬及び字丸尾の各区域に限る。）、下津町大崎（字白木山、字風

穴、字在所南、字在所中、字在所奥、字玉谷、字大新谷、字中尾、字向井、

字白神及び字大和田の各区域に限る。）、下津町丸田（字網代灘及び字戸坂の

各区域に限る。）、下津町塩津（字露浦、字山下、字蛭子丁、字鈴山、字妙見、

字塚穴及び字宇津の各区域に限る。） 
有田市 初島町浜（字西之浜及び字砂浜の各区域に限る。）、港町（字西ノ浜、字新屋

敷、字五軒家、字出崎、字三味坪、字東川及び字赤岩の各区域に限る。）、箕

島（字浜田、字湊、字西側、字福島、字西、字中、字川田、字宮ノ間及び字

南広瀬の各区域に限る。）、新堂（字広瀬及び字川原の各区域に限る。）、宮崎

町（字女ノ浦、字矢櫃、字男浦、字逢井、字辰ヶ浜、字上森新田、字外新田、

字箕川及び字明見の各区域に限る。）、古江見（字西坪及び字中坪の各区域に

限る。）、千田（字高田及び字高田南原の各区域に限る。） 
御坊市 薗、御坊、名屋、名屋町一丁目、名屋町二丁目、名屋町三丁目、島（字籠田、

字田中、字石橋、字竹馬、字天目山、字後川、字出店、字堤ノ元、字溝端、

字上新田、字中新田、字桑木下新田、字外新田及び字外川原の各区域に限

る。）、湯川町財部（字瀬崎、字藤免、字細田、字森崎、字堂の前、字清水本、

字南林田、字磯田、字左津鍋、字北林田、字亀田、字南奈津、字北奈津、字

神田、字大水口、字岡之段、字南樋巻、字藪田、字北庄弥、字能田、字立野、

字西角、字川原田、字北無栗、字中露、字南庄弥、字平田、字小付田、字堅
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田、字砂取、字深田、字分田、字南無栗、字伊勢田、字四ツ枝、字北尻戸、

字九文明、字野田、字南尻戸、字畑ヶ田及び字市之坪の各区域に限る。）、湯

川町小松原（字瀬崎坪、字南早雲坪及び字北早雲坪の各区域に限る。）、湯川

町丸山（字袋、字久保田、字大町、字寺田、字幸田及び字高皿の各区域に限

る。）、湯川町富安（字八ヶ坪、字秋ヶ坪、字冷ヶ洲及び字佃の各区域に限る。）、

藤田町吉田（字出島の区域に限る。）、塩屋町北塩屋（字川原、字北湊、字湊、

字上ノ芝、字かうろぎ、字岩崎、字溝端、字北濱、字東畑、字中濱、字井戸

ノ本、字辻ノ本、字南濱、字新浜、字宮山畑、字屋瀬、字西惣毛、字東惣毛、

字平田、字柳ヶ坪、字黒免、字洪水原、字姥免、字松葉嶋、字岡崎、字寺尾、

字川端、字向田、字宇路山、字千原、字西垣内、字猪ノ野端、字芋ヶ原及び

字矢田口の各区域に限る。）、塩屋町南塩屋（字塩浜、字東大人、字西大人、

字松下、字西上畠、字東上畠、字新屋垣内、字藤殿畠、字須佐ノ本、字須佐

ノ上、字濱ノ上、字井ノ上、字宮の前、字菖蒲ヶ本、字町田、字和喜田、字

掇宝田、字嘉尓田、字富那免、字紫端田、字池尻、字横枕、字天ノ谷、字空

ヶ谷、字講田、字牛飼、字後田、字宝長、字林の前、字九反坪及び字道場田

の各区域に限る。）、名田町野島（字古谷、字塚原、字前畑、字西ノ芝、字深

美、字壁崎、字後ヶ芝、字馬地、字壁川、字笹山及び字山下の各区域に限る。）、

名田町上野（字津梅、字反方、字中ノ岡、字東畑、字森畑、字浜畑、字西垣

内、字西ノ庵及び字清水の各区域に限る。）、名田町楠井（字向田、字尾ノ岡

及び字坂本の各区域に限る。） 
田辺市 新庄町（字北鳥の巣、字北内の浦、字東内の浦、字西内の浦、字東跡の浦、

字西跡の浦、字名喜里、字出井、字新田、字田中、字成川、字土手内及び字

西橋谷の各区域に限る。）橋谷、文里一丁目、文里二丁目、磯間、扇ケ浜、

湊（字松原畑の区域に限る。）、末広町、新屋敷町、中屋敷町、上屋敷一丁目、

上屋敷二丁目、上屋敷三丁目、片町、本町、福路町、栄町、紺屋町、今福町、

江川、上の山二丁目、天神崎、目良、芳養町（字南松原、字東松原、字西松

原、字方原、字井原、字東井原及び字七石の各区域に限る。） 
新宮市 三輪崎、三輪崎１丁目、三輪崎３丁目、三輪崎（字高野坂及び字大峪の各区

域に限る。）、佐野、佐野１丁目、新宮（字広角及び字松山の各区域に限る。）、

清水元２丁目、王子町３丁目 
有田郡湯浅町 大字湯浅（字港、字新屋敷、字北町、字浜町、字中町、字鍛治町、字道町、

字岩崎、字南道、字中川原、字元本町、字島之内、字南川原、字天神後、字

脇田、字殿田、字走上り、字馬止、字高岸、字西凢山、字向島、字東凢山、

字宮川、字浜田及び字宮西の各区域に限る。）、大字田（字滝ケ谷、字宮の内、

字北代、字内代、字下垣内、字南ノ代及び字小浜の各区域に限る。）、大字栖

原（字下池、字苅萩、字丸山、字家中、字山下及び字前山の各区域に限る。）、

大字別所（字西垣内及び字南代の各区域に限る。） 



 21

有田郡広川町 大字広、大字和田、大字山本（字森崎、字黒岩、字大谷、字天神谷、字江上、

字白木、字奧白木、字小浦奧及び字小浦の各区域に限る。）、大字西広（字柄

杓井、字樫長、字大場、字濱前、字石原、字砂川及び字恥方の各区域に限る。）、

大字唐尾（字東濱、字須川、字丹波、字王子田、字森下、字若宮、字樋尻、

字城山、字宮代、字塩釜、字山畑及び字鈴河西原の各区域に限る。）、大字南

金屋（字陰ノ岸及び字堀ノ内の各区域に限る。）、大字名島（字四ツ辻の区域

に限る。） 
日高郡美浜町 大字三尾（字西浜、字浜添、字垣内、字倉谷、字片山、字中ノ浜、字早稲田、

字浜出、字後出、字前出、字松葉、字津呂、字磯辺及び字大谷の各区域に限

る。）、大字和田（字大濱、字京田地免、字千町、字松成、字能力、字深田、

字鶴泊里、字王子ノ西、字河原瀬、字横田、字地開、字志賀増、字芦原、字

法師子、字打延、字汐田、字大谷、字内稗田及び字王子ノ前の各区域に限る。）、

大字吉原（字大濱、字新浜、字丁之坪、字横田、字長通、字北田、字久保田、

字寺田、字河ノ上、字郷地及び字松原の各区域に限る。）、大字田井（字上鍬、

字一之坪、字中鍬、字下鍬、字大西、字久保田、字豊田、字斎津呂、字川添、

字上垣内、字東前田、字西前田、字釜井戸、字土和賀、字西沼、字一楽、字

宮垣内、字下垣内、字堂之前、字東畑、字番留、字中畑、字西畑、字堀田坪、

字濱之瀬、字切戸及び字向ヒ田の各区域に限る。）、大字浜ノ瀬（字浜、字上

濱、字上外濱、字下外濱、字上中通、字下中通、字上東端及び字下東端の各

区域に限る。） 
日高郡日高町 大字志賀（字岩戸、字石灘、字越ヶ谷、字名草、字壱町田、字神田、字古小

杭及び字小杭の各区域に限る。）、大字方杭（字新出、字中出、字宮ノ前及び

字南谷の各区域に限る。）、大字小浦（字小浦後、字奈瀬ヶ谷、字新地、字新

出、字中通、字東出、字大溝及び字町通の各区域に限る。）、大字津久野（字

久知良、字端ノ瀬、字中筋及び字南山の各区域に限る。）、大字比井（字後山、

字新出、字波戸ノ内、字西出、字北出、字濵田、字向井、字神田、字溝手及

び字川添の各区域に限る。）、大字産湯（字大江原、字向井、字中北、字松原、

字森後、字初湯河、字川尻及び字小初湯の各区域に限る。）、大字阿尾（字大

代、字小代、字向井濵、字本濵、字畠ノ尾、字尾﨑、字岡ヶ峯、字後田、字

洲野、字渡り川、字早稲田、字樋ノ口、字馳出、字大谷、字鉾突、字清水ヶ

谷、字釜ヶ内、字小谷、字下出及び字御野脇の各区域に限る。） 
日高郡由良町 大字阿戸（字岩戸、浦須賀、字下崎、字桶田、字白木坪、字秀、字田中、字

木場坪、字谷熊及び字中洲坪の各区域に限る。）、大字網代（字築地及び字網

代の各区域に限る。）、大字里（字枇杷河谷、字中洲、字三土佐、字宮ノ前、

字南垣内、字北垣内及び字濱田の各区域に限る。）、大字江ノ駒（字南坪、字

南ノ坪、字角坪、字中ノ坪、字汐入坪、字池下坪、字北ノ坪、字西ノ坪及び

字永井坪の各区域に限る。）、大字吹井（字永井新地、字永井、字弁天新地、
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字濱田、字跡田、字尾林、字三宅谷、字須崎及び字重山の各区域に限る。）、

大字神谷（字重山、字寺谷、字前田、字井戸尻、字戎尻、字池尻、字大垣内、

字中筋、字和田垣内、字小浦及び字小浦道の各区域に限る。）、大字大引（字

土生ヶ田和、字皆森、字神田、字出島、字濱須賀、字元田、字中出、字西出、

字芦山及び字白崎の各区域に限る。）、大字小引（字岸ノ上、字濱ノ庄、字中

筋及び字南山の各区域に限る。）、大字戸津井（字めづ、字戸津井中筋及び字

場地の各区域に限る。）、大字衣奈（字戸津井坂、字のノ浦、字里神、字粟谷

口、字前田坪、字前田川東、字獄坪、字川代坪及び字はい上りの各区域に限

る。） 
日高郡印南町 大字津井（字西ノ崎、字中尾、字宮ノ前、字向垣内、字千束、字本浜、字中

浜及び字西浜の各区域に限る。）、大字印南（字南畑野、字北畑野平、字箱屋

平、字弓場平、字中ノ尾、字水越谷、字西浜端、字西ノ平、字城之元、字丸

山、字塩附、字三代、字森後、字権現、字野田、字梅ノ坪、字出口、字河原、

字宇杉谷坪、字平田前、字高皿、字白井谷、字宮ノ上、字平方、字本郷、字

川口、字西ノ崎、字内垣内、字下河原、字輿三垣内、字風早、字外ケ浜及び

字内ケ浜の各区域に限る。）、大字西ノ地（字上風早、字中風早、字下風早、

字南風早、字妙法寺、字南浦坂、字本村西浜側、字本村中浜、字本村東浜、

字本村南、字本村東、字本村中、字本村西、字北浦坂、字鳥ノ畑、字為、字

為ノ岡、字橋本、字羽戸、字松川、字上真田、字中真田、字丸山外、字下真

田海地、字見指本、字竹ノ添、字四反田、字太田及び字下川原の各区域に限

る。）、大字島田（字小谷口、字井尻口、字市場、字天王本、字津木、字畑毛

田、字中ノ坪、字柳ノ坪、字東新田、字鰻川、字瀬戸川、字嶋田北側、字嶋

田南側、字西川原、字前川原、字汐入、字尾崎、字堤ノ内、字中尾、字神子

谷、字魚尾、字川口、字尾路垣内、字井ノ谷、字下廣芝、字崎山、字本谷、

字由留木、字藤ケ谷、字角附、字瀧谷、字中ノ谷、字浜松、字橋ケ谷、字水

込、字寺ノ岡、字浜畑及び字浪際の各区域に限る。） 
日高郡みなべ町 堺（字森崎、字出口、字袖摺、字道筋、字横浦及び字二川の各区域に限る。）、

埴田（字二川谷、字二川平、字見崎、字磯崎、字皆浦、字拝殿、字濱畑及び

字勝栄谷の各区域に限る。）、芝（字松原、字松原添、字岩後及び字椋之本の

各区域に限る。）、北道、南道、東吉田（字梅田及び字砂取の各区域に限る。）、

気佐藤（字高田、字高田久保、字大年、字井附、字長通、字新殿開、字中砂、

字新中通、字下川原、字浜畑、字町筋、字中通及び字新中通の各区域に限る。）、

山内（字西魚崎、字東魚崎、字茶屋、字上川原、字下川原、字前川原、字中

川原、字外川原、字外新田、字下井、字内川原、字越嶋、字汐入、字榎木段、

字垣添、字下湊、字鳥免、字小目津、字大目津泊り、字大目津口、字大目津

中、字芦ヶ谷、字千里谷口、字西御所ヶ谷、字片倉口及び字浜の岡の各区域

に限る。）、東岩代（字天神谷、字広田、字木場及び字橋之本の区域に限る。）、
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西岩代（字野添、字尾崎、字赤坂、字結、字西垣内及び字平ノ前の区域に限

る。） 
西牟婁郡白浜町 字崎ノ北、字崎ノ南、字築屋敷、字嵓屋峠、字九郎右衛門谷、字御殿谷、字

白濱、字田尻濱、字田尻口、字洲崎、字田野々、字川下リ、字濱口、字廻リ、

字龍頭、字河向ヒ、字瀬堂向ヒ、字越口、字東谷、字大阪田、字小阪田、字

月崎、字堂ノ谷、字足継、字馬目谷、字元田、字阪本前、字島前、字大井戸、

字西シ、字中、字田尻本、字鍛冶屋部家、字中地本、字下地、字打越シ、字

三反田、字稲荷下、字三軒家、字白島、字三軒家ノ鼻、字丸山、字中島、字

宮前、字下堀、字清水、字上堀、字井ノ芝、字矢倉、字小谷口、字寺谷口、

字台田奥、字瓦屋口、字喩加平下タ、字喩加平、字小ケ浦、字垣谷、字垣谷

口、字垣谷東峠、字垣谷口峠、字瓦屋向ヒ、字弓場峠、字大浦上浜田、字大

浦西谷川上、字行幸芝、字浜通リ、字湯之上、字湯ノ谷上ミ、字湯ノ谷、字

砿谷、字①鞴町、字海山、字立谷口、字立谷、字中ノ谷、字初退谷、字寒サ

浦、字横浦、字大谷、字上白河、字下白河、堅田（字鴻ノ巣、字畑崎、字細

野及び字箱島の各区域に限る。）、才野（字鴨居西ケ谷、字鴨居、字住居、字

鴨居本谷、字安久川、字脇ノ谷、字開キ及び字権現平の各区域に限る。）、中

（字江崎、字大森、字小森、字上小森、字汐田、字碁石濱、字上地、字大濱、

字中村、字前川、字中芝、字川原、字古川、字犬ノ馬場及び字日根の各区域

に限る。）、栄（字川原畑、字中新田、字古川及び字下柳原の各区域に限る。）、

富田（字藤藪、字河口、字大高瀬、字舩附、字下河原、字角之亟谷、字西谷、

字袋谷、字稼谷及び字石堂の各区域に限る。）、椿（字小濱、字見草、字見草

沖田、字出嶋、字塩路、字中之納サ、字沖田、字平見、字椿、字新畑、字新

田、字伊勢ケ谷及び字小浦の各区域に限る。）、日置（字向ヒ、字地下、字目

戸ノ谷、字上ミ谷、字地下、字下谷、字西ノ川、字蛇原、字中田、字中津川、

字濱、字広小路、字町、字前川及び字中芝の各区域に限る。）、塩野（字名立、

字伊古木西谷及び字長谷の各区域に限る。） 
西牟婁郡すさみ

町 
大字周参見（字小泊り、字向ヒ、字清水口、字中ノ谷、字上ノ谷、字西ノ谷、

字天神下タ、字平松前、字山崎前、字宮ノ前、字向芝、字横町、字中之町、

字後口地、字会所前、字下之町、字下地、字砂子、字東浜及び字下モ山の各

区域に限る。）、大字口和深（字下ノ谷、字濱口、字大濱地、字西濱口及び字

椿原の各区域に限る。）、大字見老津（字長井濱、字西平見、字西地下、字大

亀谷、字中地及び字東地下の各区域に限る。）、大字江住（字崎山、字西地、

字中地、字東地、字戎平見、字松ノ内、字法師、字西津浦西側、字西津浦東

側、字鳥越、字井谷、字中村地及び字浜地の各区域に限る。）、大字里野（字

西地下モ、字西地中及び字濱地の各区域に限る。） 
東牟婁郡那智勝

浦町 
大字宇久井（字殿和田、字出見世、字中芝、字里、字寺前、字御殿場、字大

唐地、字須崎の各区域に限る。）、大字狗子ノ川（字狗子浦の区域に限る。）、
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大字浜の宮（字東浜田、字下浜田、字上北地、字下夕北地、字小面地、字宮

ノ本、字墓前、字下モ墓前、字中須岩本、字中須道下及び字中須江崎の各区

域に限る。）、大字川関（字下モ川面ラの区域に限る。）、大字天満（字中村丸

山前、字中村前田、字中村、字橋ノ本、字上奥地道、字上地、字下地、字下

奥地道、字木戸浦、字堀切、字三軒屋、字東野中、字須崎、字西野中、字川

口及び字芝崎の各区域に限る。）、天満１丁目、朝日２丁目、朝日３丁目、朝

日４丁目、大字勝浦、北浜１丁目、北浜２丁目、北浜３丁目、築地１丁目、

築地２丁目、築地３丁目、築地４丁目、築地５丁目、築地６丁目、築地７丁

目、築地８丁目、大字湯川（字甫子浦、字越瀬、字平見及び字福井の各区域

に限る。）、大字二河（字高州、字大島、字古河及び字屋敷ノ上の各区域に限

る。）、大字下里（字東、字西、字南、字北、字間所、字下川原、字天満及び

字高芝の各区域に限る。）、大字八尺鏡野（字和泉地の区域に限る。）、大字粉

白（字二ツ合、字口地、字橋ノ本、字汐入り及び字明石作の各区域に限る。）、

大字浦神 
東牟婁郡太地町 大字太地（字網代崎、字神ノ浦、字南通谷、字先平見、字西地、字常渡、字

東大長井、字美代取、字水ノ浦、字寄子路、字新屋敷、字小東、字大東、字

向山、字暖海及び夏山の各区域に限る。） 
東牟婁郡串本町 串本（字大水崎水尻生、字大水崎生、字小森生、字江川小谷、字矢倉谷、字

沖ノ芝生、字宮川生、字沖ノ元生、字細田生、字向屋敷、字串本谷生、字袋

寺ノ元、字地藏道、字古狐里谷生、字岡之鼻、字寺前生、字北地生、字中地

生、字岡地生、字西田生、字須賀生、字五輪ヶ谷、字大須賀生、字池ノ生、

字南地生、字堀生、字大久保生、字堀南生、字笠嶋生、字笠嶋谷、字尾ノ浦

生、字神田生、字清水生、字菖蒲田、字片江生、字高岸生、字上浦及び字串

本の各区域に限る。）、二色（字又謝谷、字本郷、字砂汲崎、字袋崎及び字袋

の各区域に限る。）、高富（字坂本、字濱根ノ本、字釜郷原、字炭床、字長吉

谷、字高濱谷、字地蔵谷及び字仲山の各区域に限る。）、鬮野川（字寄地、字

五地ヶ谷、字汐入、字大水崎セギノ裏、字大浦之谷、字馬目山、字タタナリ、

字高畑、字九兵衛谷、字狭間ノ谷、字道免谷、字ノフ嶋駆出シ、字牛越及び

字埋立地の各区域に限る。）、潮岬（字上見及び字波之浦の各区域に限る。）、

出雲（字中地、字向地、字和田、字居家之下及び字須賀の各区域に限る。）、

有田（字入谷、字西地、字江郷、字東地、字稲村及び字錆浦の各区域に限る。）、

田並（字廣田、字中之谷、字下モ野②、字同行、字田ノ崎前場、字円光寺前、

字西ノ峯及び字屋敷元の各区域に限る。）、江田（字小嵐、字志古谷、字加多

井、字汐入、字加利畑、字西畑、字庄司前、字南畑及び字塔ノ谷の各区域に

限る。）、田子（字濱地、字大追平、字瀬江濱、字嵐西谷及び字嵐片蓋の各区

域に限る。）、和深（字東羅浦、字雨嶋川、字雨嶋平見、字熊谷川、字菅之宇

井、字船並、字和田崎、字岩ノ平見、字横畑平、字金崎、字ウツボ谷及び字
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下小田子の各区域に限る。）、大島（字北地、字南地、字打越及び字田代の各

区域に限る。）、須江（字濱須賀及び字白野の各区域に限る。）、樫野（字アノ

キ及び字大樫野の各区域に限る。）、姫（字崩、字上地、字向地、字久保、字

作畑、字ゴウラ及び字沖地の各区域に限る。）、伊串（字池ノ谷、字鳥居鼻及

び字浜地の各区域に限る。）、神野川（字南の硲、字あざみ原、字寺ノ前及び

字山尾スの各区域に限る。）、西向（字カジヤ谷、字フジ原、字竹ノ鼻、字カ

チ山、字土井、字後の背戸、字江川、字タンサイ、字上ヶ地、字原町通、字

松の後、字横畑、字目津郷、字野原及び字大浦郷の各区域に限る。）、中湊（字

右東谷、字和田、字三ノ露、字江川及び字弁財天の各区域に限る。）、古座（字

上ノ丁、字中ノ丁、字下ノ丁、字狼煙、字鎌ヶ谷及び字昭和丁の各区域に限

る。）、津荷（字ドウメキ、字南、字地下及び字東の各区域に限る。）、田原（字

城道吹上ヶ、字和田ノ前、字濱、字上地、字坊、字渡瀬、字荒船、字山谷、

字東向、字中屋、字中ノ川、字五平、字ヘクサビ及び字宝島の各区域に限る。）

①「革」へんに「廬」のまだれを除いたもの 
②さんずいへんに「和」 
 
岡山県 
岡山市 飽浦（字汐田、字前田、字西新田、字一本松、字清水及び字東新田の各区域

に限る。）、浅越、阿津（字新田、字北峠、字畑新田、字鼻面、字西、字大浦、

字天王、字六郎左衛門新田、字藤兵衛新田及び字西原新開の各区域に限る。）、

犬島、浦安西町、浦安本町、浦安南町、江崎（一番字一ノ割、八番字二ノ割、

九番字三ノ割、十五番字四ノ割、十六番字五ノ割及び廿一番字六ノ割の各区

域に限る。）、江並（字七割、字八割西、字九割西、字十割西、字十一割西及

び字十二割西の各区域に限る。）、大多羅町（字長介新田、字當摩地、字並池、

字廻シ田、字立通、字角田、字土手敷、字川田、字池尻、字山弱、字砂田、字

外横田、字一町新田、字内並池、字西新田、字丸池、字四方田、字薬新田、

字横田、字邊利、字渡り所及び字川筋の各区域に限る。）、沖元（字沖堤下ノ

一及び字沖堤下ノ二の各区域に限る。）、邑久郷（字吉塔前濱田、字紅岸寺西、

字松江西濱、字松江、字内濱田、字島路浦、字石ノ端、字松江前濱田、字下

濱田、字濱田及び字宮ノ谷の各区域に限る。）、乙子（字水門、字埋田、字開、

字前田、字五藤、字沖須賀、字多平野、字番屋、字長田、字亀甲、字分木外、

字分木内、字砂田、字大岩、字五ノ割、字二ノ割、字三ノ割、字四ノ割、字

石地、字一ノ割及び字浜堤の各区域に限る。）、海岸通一丁目、海岸通二丁目、

可知一丁目、可知二丁目、可知三丁目、可知四丁目、可知五丁目、金岡西町、

金岡東町一丁目、金岡東町二丁目、金岡東町三丁目、金田、神崎町（字吉塔

浜、字外浜、字前浜、字大樋東、字前田、字野田、字中島、字荒神浜、字西

浜、字北山、字橋本、字高田、字亀ノ甲東西、字亀ノ甲、字射越田、字北田、
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字一町田、字新村界、字鶴垣、字四ツ屋及び字外深の各区域に限る。）、北浦

（字西波止ノ上、字波止ノ上、字西、字猪窪、字大塚、字八幡、字森、字松

江、字赤阪、字礒、字松村、字東、字射ノ場、字小山、字若宮、字岡分、字

公儀山、字宮下、字前新開及び字箱崎の各区域に限る。）、北幸田、君津、久々

井（字宮ノ谷、字西浜、字東中小路、字中小路、字東小路、字新開、字眞礒

及び字中端の各区域に限る。）、九蟠、桑野（字沖堤の区域に限る。）、光津、

郡（字八幡山下、字大濱、字赤井坊、字西小路、字中小路、字東小路及び字

網干の各区域並びに小字のない区域に限る。）、小串（字相引、字網立浦、字

東米崎、字米崎、字米崎新開、字片ケ崎、字寶録山、字明神山、字新濱、字

大浦、字岡濱、字小浦及び字西ノ奥の各区域に限る。）、西大寺新、西大寺射

越（字松ノ木、字後田、字長丁、字柳田、字和田、字南庄司及び字本村の各

区域に限る。）、西大寺金岡、西大寺川口、西大寺五明、西大寺新地、西大寺

中一丁目、西大寺中二丁目、西大寺中三丁目、西大寺中野、西大寺中野本町、

西大寺浜、西大寺松崎（字濱、字中開、字一ノ町、字五反地、字唐笠野、字

小林、字一町所、字垣原、字倉羅、字西松井、字釜田及び字東松井の各区域

に限る。）、西大寺南一丁目、西大寺南二丁目、西大寺門前、市場一丁目、新

築港、水門町、築港栄町、築港緑町二丁目、築港元町、当新田、豊田、中川

町（字南庄木、字十ノ坪、字内藁田、字三反川田、字辰巳、字西新田、字溝

尻、字東ヘラ田、字高田、字五反新田、字上畑黒、字ゴミ田、字下畑黒、字

西ヘラ田、字畑ノ北、字畑ノ下、字南通り松、字宮ノ前、字角田、字前田、

字宮田、字十三町、字宮東、字上砂場、字十九町、字印免、字五反新田、字

下折橋、字下砂場、字西折橋、字下四反田、字上折橋、字上四反田、字小割、

字太行田及び字中市場の各区域に限る。）、長沼（字松殿向、字中野、字銭請、

字重冨、字白鶴、字古関、字法事、字髙堤、字旨本、字ダケノ下、字東前川、

字前川、字頼母田、字前田、字木ノ下、字土手ノ下、字磯及び字今関の各区

域に限る。）、西片岡（字沖濱東ノ切、字沖濱中ノ切、字沖濱西ノ切、字岩グ

ロ及び字サガミ山の各区域に限る。）、西幸西、東片岡（字平田、字古濱田及

び字沖濱田の各区域に限る。）、東幸西、東幸崎（字九ノ坪、字八ノ坪、字四

ノ坪、字五ノ坪、字六ノ坪、字十ノ坪及び字十一ノ坪の各区域に限る。）、平

井（字一ノ割、字二ノ割及び字八段地の各区域に限る。）、広谷、福島二丁目、

福島四丁目、福田（字三ノ割、字三ノ下、字四ノ割、字五ノ割、字六ノ割、

字七ノ割、字八ノ割及び字九ノ割の各区域に限る。）、藤田錦、藤田錦六区、

富士見町一丁目、宝伝（字赤石山、字奥ノ口、字馬場谷、字向山、字向山西

浦、字濱屋敷、字原、字西ノ端及び字田坪の各区域に限る。）、正儀（字郷邊、

字掛座、字平岩、字大川池尻、字石ノ町、字市助町、字北濱、字大工町山、

字三軒屋山、字沖浦開墾及び字小新田濱の各区域に限る。）、政津、升田、益

野町、松新町、南水門町、宮浦（字西干川、字東干川、字雨塚、字向坂、字

古新田、字前新田、字隆玄新開、字立町、字東川、字伊恵門新開、字小川及
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び字高島の各区域に限る。）、米倉（字五反地、字③ノ尾、字中島及び字大樋

西の各区域に限る。）、灘崎町西七区、灘崎町北七区 
倉敷市 片島町（高梁川橋りょうから片島浄水場間の高梁川左岸河川敷の区域に限

る。）、西阿知町西原、（船穂橋から高梁川橋りょう間の高梁川左岸河川敷の

区域並びに字上拾弐貫及び字埋川の各区域に限る。）、潮通１丁目、潮通２丁

目、潮通３丁目、福田町南畝、南畝１丁目、南畝４丁目、水島福崎町、水島

海岸通１丁目、水島海岸通２丁目、水島海岸通３丁目、水島海岸通４丁目、

水島海岸通５丁目、水島川崎通１丁目、連島町鶴新田（字弘化開屋舗割、字

弘化開元割、字弘化開壱ノ割、字弘化開弐ノ割、字弘化開参ノ割、字弘化開

四ノ割、字弘化開五ノ割、字弘化開六ノ割、字弘化開七ノ割、字弘化開八ノ

割、字弘化開九ノ割、字弘化開十ノ割、字弘化開十一ノ割、字弘化開十二ノ

割、字弘化開十三ノ割、字弘化開十四ノ割、字弘化開十五ノ割、字弘化開西

岡崎、字弘化開東岡崎、字弘化開新屋舗割、字天保開壱ノ割、字天保開三ノ

割、字天保開四ノ割、字天保開五ノ割、字天保開六ノ割、字天保開七ノ割、

字天保開八ノ割、字文政開壱ノ割、字文政開弐ノ割、字文政開三ノ割、字文

政開四ノ割、字文政開五ノ割、文化開南ノ割、字串ノ山下開、字串ノ山、字

蕪崎、字大縄及び字弁財天の各区域に限る。）、亀島２丁目、連島中央５丁目、

鶴の浦１丁目、鶴の浦２丁目、鶴の浦３丁目、連島町西之浦（字大崎の区域

に限る。）、玉島上成（字堤内添、字堤外添、字土手下、字上前田、字中前田、

字横縄、字下前田、字丸町、字三丁目、字尻無し、字東鉾島前、字鉾島前、

字東鉾島東、字鉾島東、字南尻無し、字中高須、字下高須、字東中寄、字北

中寄、字南中寄、字上成前、字南黒岩、字北黒岩、字北新堀、字南新堀、字

吉浦、字上吉浦前、字上高須及び字中吉浦の各区域に限る。）、玉島爪崎（字

鉾島山東、字鉾島山西、字鉾島北壱丁目、字鉾島北弐丁目、字鉾島北参丁目、

字鉾島北四丁目、字西壱丁目、字西八丁目、字鍬嵜壱丁目、字鍬嵜弐丁目、

字鍬嵜参丁目、字鍬嵜四丁目、字鍬嵜五丁目、字鍬嵜六丁目及び字鍬嵜七丁

目の各区域に限る。）、新倉敷駅前１丁目、新倉敷駅前２丁目、新倉敷駅前３

丁目、新倉敷駅前４丁目、新倉敷駅前５丁目、玉島（字川中大道西、字十六

割、字大西道、字汐貫堀南、字釣樋、字鯉ノ頭、字丸川南、字下吉浦前、字

吉浦、字狐島、字長割、字押上土取場、字柏場、字中瀉壱丁目、字中瀉弐丁

目、字洲崎及び字中瀉参丁目の各区域に限る。）、玉島一丁目、玉島二丁目、

玉島三丁目、玉島八島（字大鳴、字牛鍬嵜、字玉淵壱丁目、字玉淵弐丁目、

字玉淵参丁目、字大畑、字島山弐丁目、字島山参丁目、字横割、字二畝割、

字四平太、字大鳴埋田、字新堀之上、字埋田、字今度割、字中須賀、字糸崎

弐丁目、字島山東弐丁目、字尻田、字塩田、字乙作、字乙作田、字糸崎山地、

字糸崎山東、字糸崎山、字糸崎山下、字小山崎、字乗越山、字乗越山東、字

乗越山南、字乗越山西、字乗越山北、字栄畑、字茶山、字茶山下、字茶山西、
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字茶山南下、字大岸下、字玄竹、字島山、字島山南、字揚り山、字揚り山下、

字中山、字中山端、字中山下、字神道山、字神道山下、字上竹割、字下竹割、

字前田、字孫介田及び字山西ミオ東の各区域に限る。）、玉島阿賀崎一丁目、

玉島阿賀崎二丁目、玉島阿賀崎三丁目、玉島阿賀崎四丁目、玉島阿賀崎五丁

目、玉島阿賀崎（字六丁須、字八丁須、字西町、字庭瀬、字南町、字横町、

字丸山及び字仲買町の各区域に限る。）、玉島中央町一丁目、玉島中央町二丁

目、玉島中央町三丁目、玉島柏島字戸山、玉島柏島（字稲荷町、字天満、字

森本、字満所、字水主町、字原、字宮本及び字八幡前の各区域に限る。）、玉

島勇崎（字東方、字西方、字宝亀、字二丁目及び字甲内の各区域に限る。）、

玉島黒崎（字大土手通、字古新田、字小原、字矢崎、字入汐、字布原、字四

軒屋、字八幡脇、字諏訪脇、字西之濱、字堀明、字水尻、字官林下、字キク

ドシ、字三軒屋、字山王、字岩屋、字帆嵜、字明治、字弐、字亀尻、字天神

前、字西ノ脇、字寶壽、字小柄杓島、字大柄杓島、字下水島及び新町の各区

域に限る。）、玉島乙島（字城、字松濱、字渡里、字高後沖、字岡新開、字焼

山沖、字沖浦、字沖浦前、字白銀下及び字新湊の各区域に限る。）、児島元浜

町、児島駅前１丁目、児島駅前２丁目、児島駅前３丁目、児島駅前４丁目、

児島赤崎１丁目、児島小川町、児島味野、児島下の町１丁目、児島下の町２

丁目、児島下の町９丁目、児島下の町１０丁目、児島田の口、児島田の口１

丁目、児島田の口５丁目、児島田の口６丁目、児島田の口７丁目、児島唐琴

４丁目、大畠１丁目、大畠２丁目、大畠、下津井田の浦、下津井田の浦１丁

目、下津井田の浦２丁目、下津井吹上１丁目、下津井吹上２丁目、下津井１

丁目、下津井２丁目、下津井４丁目、下津井５丁目、下津井、下津井（字松

島、字六口島、字釜島、字水島、字大杓島、字小杓島、字イザ口濃地島、字

細濃地島、字太濃地島及び字上濃地島の各区域に限る。）、児島塩生、児島通

生（字湊、字高室及び字浜の各区域に限る。）、宇野津、呼松町 
玉野市 田井一丁目、田井三丁目、田井五丁目、田井六丁目、築港一丁目、築港四丁

目、築港五丁目、宇野一丁目、宇野三丁目、宇野四丁目、玉一丁目、玉三丁

目、御崎二丁目、向日比二丁目、深井町、明神町、日比四丁目、日比五丁目、

日比六丁目、渋川二丁目、渋川三丁目、渋川四丁目、山田、東野崎、沼、後

閑、大藪、東七区、南七区、東高崎、用吉、槌ケ原、西田井地、東田井地、

胸上、番田、石島 
笠岡市 笠岡、中央町、金浦、生江浜、吉浜、十一番町、大島中、西大島、西大島新

田、美の浜、入江、横島、平成町、カブト東町、カブト西町、カブト南町、

神島、神島外浦、拓海町、港町、鋼管町、高島、飛島、白石島、北木島町、

真鍋島、六島 
備前市 浦伊部（字長濱、字一ノ坪、字二ノ坪、字古川、字耕整、字操上、字沖、字

杓子山及び字砂ヶ鼻の各区域に限る。）、久々井（字久々井越、久々井字鹿毛
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立、字生崎、字亀井浦、字国司、字天神前、字木場、字大瀬、字猪ノ浦、字

赤地、字大砂及び字臍尾の各区域に限る。）、西片上（字福浦北、字濱先、字

内座及び字長濱の各区域に限る。）、東片上（字沖浦､字向及び字沖新田の各

区域に限る。）、穂浪（字越鳥、字高座、字小柳、字長泉、字小松、字築地、

字東ヶ谷、字西ヶ谷、字掛道、字大星、字長尾、字明石、字神投、字塚本及

び字地蔵ヶ鼻の各区域に限る。）、鶴海（字掛上、字砂場、字上ヶ浜、字新浜、

字北浦、字笑坂、字首乢、字坂田北浦、字船附、字坂田、字中西、字中西東

平、字高目、字唐島、字横島及び字住吉島の各区域に限る。）、日生町日生（字

東栄町、字西栄町、字吉ケ浦、字建古瀬、字日南奥、字日陽小路、字南小路、

字元椿、字遊所、字椿ノ浦、字松ヶ鼻、字楠戸、字小トロ谷、字西、字入鹿、

字外輪、字狸穴、字福ケ浜、字外菰、字外菰ノ上、字中④ノ上、字水④ノ上、

字鹿久居島、字鴻島及び字曽島の各区域に限る。）、日生町寒河（字峠ノ前、

字片磯、字鵜ノ糞、字深谷、字笹スリ、字スワ、字カケ鼻、字倉山、字梶谷、

字都部路、字御飯山、字梅灘及び字焼野の各区域に限る。）、日生町大多府（字

町並、字宇曽越、字波戸ノ上、字水呑浜、字中西、字二本松及び字亥ノ子④

の各区域に限る。） 
瀬戸内市 牛窓町牛窓（字紺浦、字栄町、字綾浦、字中浦、字関町、字西町、字本町、

字東町、字大浦、字幡、字師楽及び字前島の各区域に限る。）、牛窓町鹿忍（字

沖、字小向、字西浜、字西脇及び字子父雁の各区域に限る。）、牛窓町長浜（字

粟利郷、字上、字浜、字下及び字弁天の各区域に限る。）、邑久町福中、邑久

町福山、邑久町北島、邑久町東谷、邑久町尻海、邑久町福谷、邑久町虫明 
浅口市 寄島町（主要地方道倉敷長浜笠岡線から海側の区域に限る。） 

③「魚」へんに「潭」のさんずいへんを除いたもの 
④「山」へんに「鼻」 
 
広島県 
呉市 宝町、築地町、光町、若葉町、広末広一丁目、広末広二丁目、川尻町東二丁

目、音戸町坪井三丁目、音戸町北隠渡一丁目、音戸町高須三丁目、音戸町波

多見一丁目、音戸町波多見二丁目、音戸町波多見五丁目、音戸町波多見六丁

目、音戸町波多見九丁目、音戸町波多見十丁目、音戸町波多見十一丁目、音

戸町畑一丁目、音戸町畑三丁目、音戸町有清一丁目、音戸町先奥二丁目、音

戸町先奥三丁目、音戸町藤脇二丁目、音戸町藤脇三丁目、音戸町早瀬一丁目、

音戸町早瀬二丁目、音戸町早瀬三丁目、音戸町田原一丁目、音戸町田原二丁

目、音戸町田原三丁目、音戸町渡子一丁目、音戸町渡子二丁目、音戸町渡子

三丁目 
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竹原市 吉名町宗越、吉名町大平方、吉名町平方沖、吉名町小平方、吉名町西柏新開、

吉名町東柏新開、吉名町誠、吉名町水場、吉名町沖辺、吉名町西ヶ崎、下野

町吉良崎、竹原町吉良崎、竹原町明神、塩町一丁目、港町一丁目、港町二丁

目、港町三丁目、港町四丁目、港町五丁目、高崎町中浦、高崎町西大乗新開、

福田町堂沖尻、福田町東新畑、忠海長浜一丁目、忠海長浜二丁目、忠海長浜

三丁目、忠海床浦一丁目、忠海中町一丁目、忠海東町一丁目、忠海東町五丁

目 
三原市 木原町（ＪＲ山陽本線から海側の区域に限る。）、糸崎南一丁目、糸崎南二丁

目、並びに糸崎四丁目、糸崎七丁目及び糸崎八丁目の各区域（ＪＲ山陽本線

から海側の区域に限る。）、古浜一丁目、古浜二丁目、古浜三丁目、城町三丁

目、港町三丁目、円一町一丁目、円一町二丁目、円一町三丁目、和田沖町、

貝野町（一般国道１８５号から海側の区域に限る。）、並びに須波町及び須波

西町の各区域（ＪＲ呉線から海側の区域に限る。）、幸崎町（ＪＲ呉線から海

側の区域及びＪＲ呉線と一般国道１８５号の交会点から竹原市境間の一般

国道１８５号から海側の区域に限る。）、鷺浦町、旭町一丁目、旭町二丁目 
尾道市 正徳町、古浜町、新浜一丁目、新浜二丁目、東御所町、西御所町、土堂一丁

目、土堂二丁目、十四日元町、久保一丁目、久保二丁目、久保三丁目、尾崎

本町、山波町、東尾道、高須町西新涯、高須町東新涯、百島町、浦崎町、向

東町彦ノ上二区、向東町彦ノ上三区、向東町肥浜、向東町天女浜、向東町矢

立、向東町新開、向東町歌、向東町古江浜、向東町大町、向島町西富浜、因

島田熊町竹長区、因島田熊町本町区、因島田熊町中央区、因島田熊町須鼻区、

因島田熊町金山区、因島土生町江ノ内区、因島土生町安郷区 
福山市 高西町南、南今津町、今津町七丁目、南松永町一丁目、南松永町二丁目、南

松永町三丁目、南松永町四丁目、松永町六丁目、松永町七丁目、柳津町字市

場沖、柳津町一丁目、柳津町三丁目、柳津町四丁目、金江町金見（字樋ノ堂、

字灘辺、字外浦、字一番浜、字二番浜及び字三番浜の各区域に限る。）、藤江

町（字五番浜、字六番浜、字浦之浜、字前之浜、字御堂山、字池浜、字郷頭

及び字姫戸の各区域に限る。）、箕島町（字敷綱、字瀬戸、字楠谷、字釣ヶ端

及び字釈迦端の各区域に限る。）、箕沖町、水呑町（字宮崎、字カタチ谷、字

宮山及び字竹ヶ端の各区域に限る。）、田尻町（字丸山、字石ノ塔南灘、字石

ノ塔、字灘、字浜上、字沖土居、字沖新涯、字久助、字西高浜、字東高浜、

字麦迫、字東谷及び字二ノ浦の各区域に限る。）、新涯町二丁目、一文字町、

新浜町一丁目、新浜町二丁目、曙町二丁目、南手城町一丁目、南手城町二丁

目、南手城町三丁目、南手城町四丁目、港町一丁目、港町二丁目、松浜町三

丁目、東川口町一丁目、東手城町二丁目、引野町（字沖浦の区域に限る。）、

鋼管町、大門町三丁目、大門町四丁目、大門町五丁目、大門町野々浜（字沖

浦及び字沖浦山の各区域に限る。）、内海町（字馬場崎、字小箱、字箱崎、字
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原、字横山、字明神、字鬼ノ釜、字二本松、字古屋、字小用地、字大小路、

字大越西、字小畑、字小畑奥、字大畑、字西ヶ硝、字沖浦山、字明見、字八

ツ谷、字崎畑、字寺巡、字町、字曽根、字番川原、字小番川原、字船津、字

大組船津、字大西組、字郷中、字宮脇、字白崎、字大西頭、字天満、字ズシ、

字高崎、字高崎山、字立畑、字釜谷、字小釜谷、字黒越、字内ノ浦、字新涯、

字戎岩、字白橋、字西橋、字白箸、字寺山、字牛ノ首、字烏谷、字矢ノ島、

字坊地、字浜沖、字脇、字浜ノ上、字志垣、字新道、字横引、字岩谷北平、

字岩谷、字深谷尻、字小脇、字大浜磯、字大浜畑、字大浜越、字釜戸、字越

後、字横山、字巳ノ浜、字巳ノ浜東平、字グイビ、字小坊志、字小入僧、字

入双南平、字入双、字向、字家廻、字江ノ口及び字当木の各区域に限る。）、

鞆町後地（字室浜、字樋ノ口、字小室浜、字狐崎、字扇浦、字室城、字宮ノ

前、字久保、字大明神、字村内、字陰平、字御幸町、字白茅、字仙酔島（皇

后島、下加味島、躑躅島を含む。）、字弁天島、字津軽島及び字玉津島の各区

域に限る。）、鞆町鞆（字江之浦、字西町、字道越町、字古城跡、字関町、字

石井町、字鍛冶町及び字原町の各区域に限る。）、走島町（字道閑、字走山、

字浜、字端脇、字浦友、字唐船、字走山之内金山、字宇治島、字袴島及び字

鍛冶島の各区域に限る。）、沼隈町常石（字後山、字原山、字宮ノ前、字辻、

字浜、字端田新開、字下根引、字根引、字尾越浜、字沖浦及び字敷名中の各

区域に限る。）、沼隈町草深（字新涯、字茂美島及び字横引の各区域に限る。）、

沼隈町能登原（字小桜及び字明神の各区域に限る。） 
 
山口県 
大島郡周防大島

町 
大字椋野（字新山下、字山下、字下庄財家及び字蟻塚第三の各区域に限る。）、

大字小松開作（字下浜の区域に限る。）、大字小松（字新浜、字御開作、字北

町、字世並津及び字平原の各区域に限る。）、大字伊保田（字東脇、字東脇二、

字東一、字東弐、字東浜、字東浜上、字中浜、字なはて、字西浜、字宮下、

字宮崎、字泊り浜及び字平岩の各区域に限る。）、大字油宇（字中浜、字樋口、

字おも田、字泊、字国友東、字国友西、字吉上、字板ノ越東及び字板ノ越の

各区域に限る。）、大字和田（字慰子、字矢尻及び字穴戸の各区域に限る。）、

大字内入（字穴戸及び字穴戸西の各区域に限る。）、大字小泊（字中浜、字西

浜、字小泊、字天神下及び字天神浜の各区域に限る。）、大字和佐（字磯、字

東浜、字中浜及び字西浜の各区域に限る。）、大字森（字上入浜、字中入浜、

字西盛及び字東盛の各区域に限る。）、大字平野（字祇園、字祇園浜、字塩屋、

字片村、字片添、字上花草及び字下花草の各区域に限る。）、大字西方（字中

礒下、字瀬戸平下、字大積、字川尻、字小磯、字長崎東、字長崎、字高田、

字神田、字角田、字下田沖、字下田西沖及び字江尻の各区域に限る。）、大字

外入（字大泊、字弁才天及び字三下の各区域に限る。）、大字地家室（字江上、
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字江上中、字浜西、字浜、字佐連及び字佐連浦の各区域に限る。）、大字沖家

室島（字洲崎鼻、字洲崎中、字刈山下、字峠ノ下及び字向城の各区域に限る。）、

大字浮島（字戸井出、字田布及び字樽見西の各区域に限る。）、大字油良（字

樋口、字南及び字門の各区域に限る。）、大字土居（字浜東、字布施及び字川

西の各区域に限る。）、大字日前（字塩浜、字白鳥及び字浜西の各区域に限

る。）、大字東安下庄（字西浦、字東浦、字古城、字船倉、字屋敷、字砂畠及

び字向佐連の各区域に限る。）、大字西安下庄（字三ツ松東、字三ツ松中、字

三ツ松西、字真宮、字庄浜東、字庄浜中、字庄浜西及び字三原の各区域に限

る。） 
 
徳島県 
徳島市 安宅二丁目、安宅三丁目、応神町古川東、応神町古川井利の元、応神町古川

戎子野、応神町古川日ノ上、大原町小神子、大原町小神子山、大原町浜、金

沢一丁目、金沢二丁目、上助任町天神、上吉野町一丁目、上吉野町三丁目、

川内町旭野、川内町加賀須野（今切工業団地を除く区域に限る。）、川内町金

岡、川内町上別宮東、川内町上別宮南、川内町北原、川内町小松北、川内町

小松西、川内町小松東、川内町下別宮西、川内町下別宮東、川内町鈴江南、

川内町鶴島、川内町富久、川内町富吉、川内町平石流通団地、川内町平石若

宮、川内町松岡、川内町米津、北沖洲二丁目、北沖洲三丁目、北沖洲四丁目、

昭和町八丁目、新浜町四丁目、新南福島一丁目、末広一丁目、末広四丁目、

助任本町七丁目、住吉四丁目、住吉五丁目、住吉六丁目、津田海岸町、津田

町一丁目、津田町二丁目、津田町三丁目、津田町四丁目、津田西町二丁目、

津田浜之町、津田本町一丁目、津田本町二丁目、津田本町三丁目、津田本町

四丁目、東吉野町一丁目、東吉野町二丁目、東吉野町三丁目、南沖洲一丁目、

南沖洲二丁目、南沖洲三丁目、南沖洲四丁目、南沖洲五丁目、南末広町、論

田町中開 
鳴門市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撫養町南浜（字東浜、字浜田、字馬目木及び字大工野の各区域に限る。）、撫

養町斎田（字大堤、字東発及び字西発の各区域に限る。）、撫養町黒崎（字松

島、字磯崎及び字清水の各区域に限る。）、撫養町大桑島（字北ノ浜及び字濘

岩浜の各区域に限る。）、撫養町小桑島（字前浜及び字前組の各区域に限る。）、

撫養町林崎（字北殿町（妙見山公園を除く区域に限る。）及び字南殿町の各

区域に限る。）、撫養町北浜（字宮の東及び字宮の西の各区域に限る。）、撫養

町弁財天（字本丁、字三ツ井丁、字ハマ及び字派名の各区域に限る。）、撫養

町岡崎（字二等道路東及び字二等道路西の各区域に限る。）、撫養町立岩（字

内田、字原田、字元地、字芥原、字四枚、字五枚、字六枚及び字七枚の各区

域に限る。）、里浦町里浦（字花面、字坂田（市道里浦坂田北６号線から市道

里浦坂田北４号線間の区域を除く。）、字平松、字片桐、字西浜、字小高塚、
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字梅原、字大久保、字恵美寿及び字中島の各区域に限る。）、里浦町粟津（字

西開、字西浜、字中島及び字堤外の各区域に限る。）、大津町吉永（字三石野

の区域に限る。）、大津町長江（字北蛭子、字東蛭子、字東大黒及び字大手外

の各区域に限る。）、大津町徳長（字水神ノ越、字前浦ノ越、字前ノ越、字川

向西ノ越、字川向中ノ越及び字川向東ノ越の各区域に限る。）、大津町木津野

（字池ノ内、字養父の内及び字東川田の各区域に限る。）、大津町矢倉（字六

ノ越（市道矢倉東西線及び市道矢倉六ノ越東線から旧吉野川間の区域に限

る。）、字南及び字東堤（市道矢倉六ノ越東線から旧吉野川間の区域に限る。）

の各区域に限る。）、鳴門町三ツ石（字南大手、字江尻山、字芙蓉山下及び字

八軒浜の各区域に限る。）、鳴門町高島（字中島、字山路、字北、字南、字浜

中及び字竹島の各区域に限る。）、鳴門町土佐泊浦（字土佐泊、字高砂、字黒

山、字大毛、字福池（65 番地、65 番地の３、65 番地の８、65 番地の 18、
65 番地の 53 を除く区域に限る。）及び字田ノ浦の各区域に限る。）、瀬戸町

明神（字弐軒家、字楠谷、字水汲谷、字板屋島（鳴門複合産業団地を除く区

域に限る。）、字鳴谷、字越浦、字丸山、字下本城及び字上本城の各区域に限

る。）、瀬戸町堂浦（字地廻り壱、字地廻り弐、字地廻り参、字大日出、字日

出及び字阿波井（72 番地を除く区域に限る。）の各区域に限る。）、瀬戸町北

泊（字北泊（市道北泊南山手線終点から県道亀浦港・櫛木線及び市道北泊北

山線の瀬戸漁港北泊地区新港外防波堤西側見通し以西の区域を除く。）及び

字小海の各区域に限る。）、瀬戸町大島田（字小池の区域に限る。）、瀬戸町小

島田（字船隠及び字上戸の各区域に限る。）、瀬戸町室（字本村、字中ケ谷及

び字田ノ浦の各区域に限る。）、瀬戸町撫佐（字口ノ谷及び字本村の各区域に

限る。）、瀬戸町湊谷、北灘町櫛木（字浜田、字八谷、字井ノ尻及び字西山の

各区域に限る。）、北灘町粟田（字大岸、字湊、字東傍示、字西傍示及び字ハ

シカ谷の各区域に限る。）、北灘町大浦（字元内、字向山ノ上及び字東浦の各

区域に限る。）、北灘町宿毛谷（字相ケ谷、字クロハエ及び字宿毛谷の各区域

に限る。）、北灘町鳥ケ丸（字トノムラの区域に限る。）、北灘町折野（字上東

地、字東地、字屋敷、字桜井及び字三津の各区域に限る。）、北灘町大須（字

東添、字西添及び字長浜の各区域に限る。）、大麻町牛屋島（字水門脇及び字

中須の各区域に限る。）、大麻町東馬詰（字川縁及び字泉の尻の各区域に限

る。） 
小松島市 松島町、堀川町、南小松島町、横須町、金磯町、赤石町、中田町（字上浜田、

字根井、字東山、字浜田、字脇谷及び字山ノ神の各区域に限る。）、小松島町

（字北浜、字元根井、字新港、字房浜、字外開、字網渕、字北開、字港口、

字中筋、字今開、字高須、字東堀川及び字南開の各区域に限る。）、日開野町

（字高須、字井理守及び字行地の各区域に限る。）、横須町（字今開の区域に

限る。）、田野町（字勢合、字赤石北、字赤石南、字高田及び字赤石中の各区
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域に限る。）、芝生町（字赤石の区域に限る。）、豊浦町、赤石町（字緑松、字

野神南及び字赤石の各区域に限る。）、大林町（字金島、字鎌須、字蛭子免、

字中津及び字森ノ本の各区域に限る。）、和田津開町（字東土手添、字ヒガシ、

字鵜ノ松、字屋敷裏、字居屋敷、字藪ノ下、字屋敷ノ西、字緑松、字緑町、

字三ツ合及び字北の各区域に限る。）、間新田町（字ヤケ木の区域に限る。）、

坂野町（字か里や開、字島の内、字湊、字湊ノ下、字北大久保、字風穴、字

浜田、字神長、字高塚、字大原、字松の、字野房、字中道、字本道、字千田

塚、字林崎、字尾道、字楠塚、字南大久保、字大野、字野神、字大野溜り、

字中岸、字落出及び字大久保の各区域に限る。）、和田島町（字東浜手、字東

大野、字元開、字東新開、字明神北、字明神東、字前塩田、字山のはな、字

塚ノ間、字勢以元、字外開、字浜田、字遠見、字洲端、字西林、字西浜手、

字平見、字浜塚、字松田新田及び字無番地の各区域に限る。） 
阿南市 伊島町瀬戸、大潟町、学原町居内、学原町壱丁地、学原町内畑、学原町大深

田、学原町上カヤ野、学原町三度川原、学原町下カヤ野、学原町高池、学原

町中西、学原町深田、学原町松ノ久保、黒津地町山下、黒津地町中じた、才

見町荒井ケ内、才見町石橋、才見町牛屋崎、才見町石花田、才見町上才見、

才見町上水門、才見町亀ノ内、才見町鴨田、才見町木戸張、才見町古りき、

才見町三本松、才見町蜆田、才見町下水門、才見町高池、才見町田中、才見

町戸留、才見町堂ノ本、才見町中水門、才見町弐反地、才見町野神ノ本、才

見町野中、才見町浜田、才見町浜塚、才見町浜戸、才見町光の大地、才見町

髭作り、才見町平野、才見町藤池、才見町藤田前、才見町細田、才見町前開

キ、才見町三瀬待田、才見町屋那婆、才見町鎧石、橘町青木、橘町江ノ浦、

橘町大浦（阿南市立橘小学校を除く区域に限る。）、橘町大坪、橘町北新田、

橘町鵠、橘町久保、橘町荒神ノ上、橘町小勝、橘町幸田、橘町幸野、橘町塩

田、橘町汐谷、橘町汐谷山、橘町関地、橘町土井崎、橘町豊浜、橘町中浦、

橘町中尾、橘町鍋浦、橘町西浦、橘町西浜、橘町袴傍示、橘町東中浜、橘町

日開谷、橘町南新田、辰己町、津乃峰町戎山、津乃峰町新浜、津乃峰町長浜、

津乃峰町中分、津乃峰町西分、津乃峰町東分、椿町大江、椿町大瀬井、椿町

大深原、椿町大曲り、椿町蒲生田、椿町加茂前、椿町楠ケ浦、椿町楠木、椿

町黒田、椿町香、椿町小杭、椿町小曲り、椿町五郎丸、椿町地蔵ケ谷、椿町

庄田、椿町尻杭、椿町須屋西側、椿町須屋東側、椿町瀬井、椿町高岸、椿町

高瀬、椿町田ノ浦、椿町谷、椿町谷ノ浦、椿町那波江、椿町浜、椿町平松西

側、椿町平松東側、椿町船瀬（船瀬温泉保養施設を除く区域に限る。）、椿町

宮ケ谷、椿町横尾、椿泊町東（市道椿泊線以南の区域に限る。）、椿泊町寺谷、

椿泊町出島、椿泊町糠塚、椿泊町小吹川原、豊益町大手、豊益町古開、豊益

町よし田、中林町青イハリ、中林町蛭子浜、中林町大切、中林町大浜、中林

町上川、中林町古浜、中林町下モ川、中林町戸留、中林町飛入、中林町中塚、
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中林町浜戸、中林町原、中林町東、中林町平山、中林町南林、中林町横手、

中林町吉原、原ヶ崎町居屋敷、原ヶ崎町堤内、原ヶ崎町本原ヶ崎、畭町亀崎、

畭町三田、畭町新はり、日開野町居内、日開野町谷田、日開野町筒路（市道

領家・学原線以東の区域に限る。）、日開野町中居内、日開野町西居内、日開

野町南居内、日開野町宮原、福井町赤崎、福井町大谷、福井町大戸、福井町

大西、福井町大原、福井町大宮、福井町寒谷、福井町北棚田、福井町小袴、

福井町棚田、福井町露口、福井町出見、福井町土井ケ崎、福井町中内、福井

町袴、福井町浜田、福井町平田、福井町舟端（四国電力作業車道路以北の区

域に限る。）、福井町古津（一般国道５５号以西の区域に限る。）、福井町湊、

福井町宮宅、福井町山下、福村町北筋、福村町南筋、見能林町青木、見能林

町沖ノ須賀、見能林町柏野、見能林町上かうや、見能林町かやの、見能林町

北野、見能林町九反ケ坪、見能林町小山の北、見能林町境、見能林町貞成、

見能林町塩屋、見能林町下かうや、見能林町新ばり、見能林町堤ノ内、見能

林町寺ノ前、見能林町長池ノ北、見能林町中かうや、見能林町中村、見能林

町西内、見能林町西添、見能林町念仏免、見能林町浜浦、見能林町林崎、見

能林町東野、見能林町古江、見能林町南浜田、見能林町南林、見能林町宮ノ

内、見能林町宮田、見能林町六々、見能林町渡り瀬、向原町下ノ浜、那賀川

町島尻（667～913、990～1352 番地に限る。）、那賀川町小延（124～460 番

地に限る。）、那賀川町敷地（40～57、126～199 番地に限る。）、那賀川町苅

屋（185～258、454～507、552～584 番地に限る。）、那賀川町上福井（藤島、

元畭、南川渕及び下ノ川の各区域に限る。）、那賀川町中島（1～1627、1872
～1891、1949～2018 番地に限る。）、那賀川町今津浦（喜来、宮面、東野神、

免許、有田津及び養老の各区域に限る。）、那賀川町色ケ島、那賀川町江野島、

那賀川町芳崎、那賀川町工地、那賀川町豊香野 
海部郡牟岐町 
 
 

大字中村（字本村、字杉谷、字大谷、字大戸、字山田及び字清水の各区域に

限る。）、大字灘（字宮田、字西ノ山、字中山、字下浜辺、字東谷及び字大

牟岐田の各区域に限る。）、大字牟岐浦（字宮ノ本、字浜崎、字馬地、字八

幡山及び字出羽島の各区域に限る。）、大字内妻（字島屋敷、字丸山、字古

江及び字白木の各区域に限る。）、大字川長（字天神前、字関、字新光寺及

び字大坪の各区域に限る。） 
海部郡美波町 
 

伊座利（字奥地及び字向山の各区域に限る。）、阿部（字東谷、字西奥、字

西谷、字八軒屋、字向江及び字常陸谷の各区域に限る。）、志和岐（字中ノ

谷、字天王及び字田井ヶ浦の各区域に限る。）、東由岐（字本村、字大池及

び字由宇の各区域に限る。）、西の地（字東地、字西地及び字谷裏の各区域

に限る。）、港町（字東及び字西の各区域に限る。）、西由岐（字東、字西及

び字愛宕山の各区域に限る。）、田井（字小川、字原田、字白鳥、字久保、

字南尻、字宮田、字中田尻、字西谷、字沢、字川尻、及び字小野の各区域に
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限る。）、木岐（字白浜、字南白浜、字北白浜、字東町、字西町、字カタ及

び字本村の各区域に限る。）、恵比須浜字田井、恵比須浜、日和佐浦（日和佐

城及び県道日和佐小野線と町道国民宿舎取合線との交会点から県道日和佐

小野線を経て恵比須浜字田井の字界間の海側を除く区域に限る。）、奥河内字

本村、奥河内字寺前、奥河内字井ノ上、奥河内字弁才天、奥河内字櫛ヶ谷 
海部郡海陽町 
 
 

浅川（字粟浦奥、字粟浦口、字イナ、字入口、字大砂、字大田、字大畑、字

加島、字鍛冶屋、字片山、字カミノ、字川ヨリ西、字川ヨリ東、字小鯖瀬口、

字鯖瀬口、字新田、字高畠、字天神前、字堂ノ本、字中相、字中川、字西、

字ノドロ、字広畠、字福良、字別当、字仏ノ尾、字松田屋敷、字港町、字宮

ノ後、字柳内及び字海老ヶ池の各区域に限る。）、大里（字五反田の区域に

限る。）、鞆浦（字東町、字南町、字仲町、字高倉（31 番地の１、47 番地の

４、47 番地の５、63 番地の５を除く区域に限る。）、字北町、字立岩、字山

下、字那佐、字大宮及び字東光寺谷の各区域に限る。）、宍喰浦（字宍喰、字

那佐、字松原、字正梶、字中角、字古目、字金目、字三反田及び字竹ヶ島の

各区域に限る。）、久保（字安養寺、字板取（一般国道５５号と阿佐海岸鉄道

阿佐東線の交会点以南の区域に限る。）、字北田、字久保、字松本及び字中角

の各区域に限る。）、日比原（字大野、字正田、字馳馬、字日比原及び字中川

原の各区域に限る。） 
板野郡松茂町 
 
 
 
 

広島（字北川向一ノ越、字北川向二ノ越、字北川向三ノ越、字北川向四ノ越、

字南ハリ、字南川向、字浜ノ須及び字丸須の各区域に限る。）、長岸（字五

反野及び字群恵の各区域に限る。）、中喜来（字蔵野、字中瀬堤外及び字福

有開拓の各区域に限る。）、満穂（字満穂開拓の区域に限る。）、豊久（字豊

久開拓の区域に限る。）、豊岡（字豊岡開拓、字鴨洲、字芦田鶴、字小金洲

及び字山ノ手の各区域に限る。）、住吉（字住吉開拓及び字松久の各区域に

限る。）、豊中（字豊年及び字戎野の各区域に限る。）、笹木野（字八山開拓、

字山上、字山東、字山下及び字山南の各区域に限る。）、長原（字長洲、字

中洲、字宮ノ内及び字月見ヶ丘の各区域に限る。） 
板野郡北島町 
 
 

中村（字角地、字鍬の先、字河原、字岸ノ上、字井利ノ口下、字前須、字本

須、字東堤内及び字牛飼原の各区域に限る。）、江尻（字内中須及び字川中

須の各区域に限る。） 
 
香川県 
高松市 朝日町一丁目、朝日町二丁目、朝日町三丁目、朝日町四丁目、朝日町五丁

目、朝日町六丁目、朝日新町、生島町（市道生島海岸線及び市道生島海岸

線以西の県道高松王越坂出線から海側の区域に限る。）、男木町（字殿畑及

び字大井の各区域に限る。）、木太町（県道牟礼中新線以北の区域に限る。）、

北浜町、香西北町（市道神在港線以東の市道香西北町２号線以北の区域並
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びに市道香西北町６号線及び市道香西北町２８号線以東の県道高松王越坂

出線（北側）から海側の区域（市道香西北町３１号線以西の区域に限る。）

に限る。）、香西東町（県道高松王越坂出線、県道高松善通寺線及び都市計

画道路郷東檀紙西線で囲まれた区域に限る。）、香西本町（県道高松王越坂

出線(北側)以北の区域及び都市計画道路香西東臨港線以東の県道高松王越

坂出線(南側)以北の区域に限る。）、郷東町（県道高松王越坂出線以北の区域

及び県道高松王越坂出線以南の都市計画道路郷東檀紙西線以西の区域に限

る。）、サンポート、城東町一丁目、城東町二丁目、新北町、神在川窪町（市

道神在川窪１号線及び市道神在川窪１号線以東の市道生島神在川窪線から

海側の区域並びに市道神在川窪１０号線及び市道神在川窪１０号線以東の

市道神在港線から海側の区域に限る。）、瀬戸内町、玉藻町、亀水町（県道

高松王越坂出線から海側の区域に限る。）、鶴屋町、西町（四国旅客鉄道高

松運転所以北の市道西浜町１号線以西の区域に限る。）、浜ノ町、福岡町一

丁目、福岡町二丁目、福岡町三丁目、福岡町四丁目、本町、松島町二丁目、

松島町三丁目、女木町（字家ノ上、字東ノ口、字宮ノ上、字石神、字分田、

字牛カケ、字奥ノ浜及び字榎谷の各区域に限る。）、屋島西町（市道屋島東

山崎線及び市道屋島東山崎線以北の県道屋島停車場屋島公園線から海側の

区域並びに相引川以南の県道屋島停車場屋島公園線及び市道新川東堤防線

以西の区域に限る。）、屋島東町（字網寄場、字間家、字北石場、字南石場、

字立石及び字四通の各区域（県道屋島停車場屋島公園線から海側の区域に

限る。）に限る。）、牟礼町大町（字役戸、字下川西の各区域並びに字川東及

び字塩屋の各区域（一般国道１１号から海側の区域に限る。）に限る。）、牟

礼町原（字石ヶ町及び字辻の各区域（一般国道１１号から海側の区域に限

る。）に限る。）、庵治町字荒濱 
丸亀市 富士見町一丁目、富士見町五丁目、蓬⑤町、昭和町、本島町泊（県道本島

循環線から海側の区域に限る。）、本島町小阪（字小阪の区域に限る。）、本

島町福田、牛島（字小浦の区域に限る。）、広島町釜の越、広島町甲路（県

道広島循環線から海側の区域に限る。）、広島町青木（県道広島循環線から

海側の区域に限る。）、広島町茂浦（県道広島循環線以東の区域に限る。）、

広島町小手島、手島町（字村中の区域に限る。） 
坂出市 旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、入船町一丁目、江尻町（市道坂江

橋林田線から海側の区域に限る。）、王越町木沢（県道高松王越坂出線から

海側の区域に限る。）、王越町乃生（県道高松王越坂出線から海側の区域に

限る。）、青海町（字揺ノ元、字浜ノ枕、字浜新開及び字南代の各区域に限

る。）、大屋冨町（字浜ノ枕、字浜新開、字須加端、字橋の本、字南新開、

字須加、字川端、字堀切、字内間、字中須加、字外新開、字北須加、字釜

屋浦及び字満ノ尻（市道満ノ尻中須加線以西の区域に限る。）の各区域に限
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る。）、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、久米町一丁目（市道東大浜

８号線、市道東大浜２０号線及び市道東大浜２６号線で囲まれた区域に限

る。）、久米町二丁目、寿町二丁目、寿町三丁目、御供所町一丁目、御供所

町二丁目（市道荒神社線及び市道宮武御供所線以南の区域に限る。）、御供

所町三丁目（県道瀬居坂出港線以北の区域に限る。）、駒止町一丁目、沙弥

島（字南通のうち市道沙弥線以西の区域に限る。）、昭和町一丁目、昭和町

二丁目、白金町一丁目、白金町二丁目、白金町三丁目、高屋町（字川西上、

字川西下、字浜西、字浜東、字下新開及び字松ヶ浦の各区域に限る。）、谷

町一丁目、谷町二丁目、築港町二丁目、中央町、常磐町一丁目（県道瀬居

坂出港線以北の区域に限る。）、西大浜北一丁目（県道大屋富築港宇多津線

以北の区域に限る。）西大浜南一丁目（市道西大浜南１０号線以南の区域に

限る。）、西大浜南二丁目（市道西大浜南１０号線以南の区域に限る。）、西

大浜南三丁目、八幡町一丁目（市道西部小学校八幡町線以北の区域に限

る。）、林田町（県道高松坂出線及び県道大屋富築港宇多津線（さぬき浜街

道部分）から海側の区域に限る。）、文京町一丁目（市道文京町４号線以北

及び市道文京町６号線以西の区域に限る。）、本町一丁目、本町二丁目、本

町三丁目、宮下町、室町一丁目、室町二丁目、室町三丁目、元町一丁目（市

道田町通り１号線以東及び市道田町通り２号線以北の区域及び市道京町線

以南の区域に限る。）、元町二丁目、元町三丁目（市道元町１号線以西の区

域に限る。）、元町四丁目（市道元町１３号線以南の区域に限る。）、横津町

一丁目、横津町二丁目、横津町三丁目、与島町（字東方及び字小与島の各

区域に限る。） 
観音寺市 観音寺町（字下津（ＪＲ予讃線以北の区域に限る。）、字加茂、字内新田、

字洲ノ内及び字下柳の各区域に限る。）、有明町（琴弾山を除く区域に限

る。）、南町一丁目、南町四丁目、南町五丁目、三本松町一丁目、三本松町

二丁目、三本松町三丁目、三本松町四丁目、琴浪町一丁目、琴浪町二丁目、

瀬戸町一丁目、瀬戸町二丁目、瀬戸町三丁目、瀬戸町四丁目、室本町（字

七宝（県道丸亀詫間豊浜線から海側の区域に限る。）、字宮ノ元（市道室本

１号線及び市道宮ノ元１号線から海側の区域に限る。）、字内浜、字有明（苧

扱川以南の区域に限る。）の各区域に限る。）、柞田町（字塩田及び字南新開

の各区域に限る。）、大野原町花稲（字東新海、字中新海、字西新海及び字

切戸の各区域、並びに字大末、字砂、字松の木及び字流畑の各区域（県道

丸亀詫間豊浜線から海側の区域に限る。）の各区域に限る。）、豊浜町和田浜

（字原畑及び蛭子下の各区域（市道港町中之町線から海側の区域に限る。）、

字高須賀、字宮ノ後、字宮ノ前、字宮隅の各区域に限る。）、豊浜町姫浜（字

切戸（県道先林姫浜線から海側の区域に限る。）の区域、並びに字宮前後、

字新屋敷及び字大屋敷の各区域（一般国道１１号線から海側の区域に限
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る。）、並びに字竹塚及び字芝原の各区域（県道丸亀詫間豊浜線から海側の

区域に限る。）の各区域に限る。）、豊浜町和田（字荒神面及び字大平木（市

道本町堀切線から海側の区域に限る。）の各区域に限る。）、豊浜町箕浦（字

西浜、字森谷、字東道下、字中道下、字西道下及び字大道下の各区域に限

る。） 
さぬき市 鴨庄（字小方、字東泊、字西泊、字白方、字浦手箱、字西新開、字新開、

字明神、字林中及び字神明谷の各区域に限る。）、志度（字越窓、字珠橋、

字御所、字田中、字寺町、字玉浦、字塩屋、字石立及び字堂林の各区域に

限る。）、津田町津田（字北原、字汐田及び字流田の各区域に限る。） 
三豊市 詫間町大字松崎（字水出及び字北浦の各区域（県道丸亀詫間豊浜線から海

側の区域に限る。）に限る。）、詫間町大字粟島（字潟の奥（県道京浜下新田

線から海側の区域に限る。）、字潟（市道粟島８号線から海側の区域に限る。）

及び字久保（市道粟島８号線及び市道粟島５号線から海側の区域に限る。）

の各区域に限る。）、詫間町大字生里（字本郷の市道生里８号線から貞政川

までの区域に限る。） 
小豆郡土庄町 字床ノ鼻甲、字吉ヶ浦甲、字大木戸沖甲、字畝木東甲、字東元浜甲、字洲

鼻甲、字王子前甲、字廻り池甲、字半ノ池甲、字堀切甲、字堀切上甲、字

沼ノ内甲、字落甲、字鹿島甲、字番川原甲、字蓮ヶ池甲、字柳東甲、字柳

甲、字柳西甲、字千軒東甲、字千軒甲、字千軒西甲、字東滝甲、字蛇谷甲、

字小瀬甲、字平尾甲、渕崎（字西浜上甲、字西岡甲、字赤石甲、字尼谷甲、

字山ノ内甲及び字大谷道下甲の各区域に限る。）、伊喜末（字西山甲、字東

山甲及び字赤崎甲の各区域に限る。）、小江（字浜中甲、字赤崎甲、字村内

甲及び字沖島甲の各区域に限る。）、長浜（字岡林甲、字ウズエ甲及び字明

座甲の各区域に限る。）、滝宮（字目島甲の区域に限る。）、馬越（字元目甲

及び字前浜甲の各区域に限る。）、屋形崎（字江ノ上甲の区域に限る。）、見

目（字浜ノ脇甲の区域に限る。）、小海（字中筋甲及び字ヲソゴヘ甲の各区

域に限る。）、大部（字黒谷甲、字浜畠甲、字田井甲、字亀原甲、字市ノ坪

甲及び字浜庄甲の各区域に限る。）、小部（字西ノ坪甲、字野手甲、字東ノ

坪甲及び字脇ノ窪甲の各区域に限る。）、豊島家浦（字宮ノ中甲、字宮ノ中

乙、字硯甲、字星崎甲、字神子ヶ浜甲及び字柚甲の各区域に限る。）、豊島

唐櫃（字高下甲及び字浜田甲の各区域に限る。）、豊島甲生（字下条甲及び

字尾子甲の各区域に限る。） 
小豆郡小豆島町 池田（字平木（一般国道４３６号線以南の区域に限る。）及び字濱条の各区

域に限る。）、二面（字浜畑の区域に限る。）、蒲野（字沖田の県道三都港平

木線以東の区域に限る。）、片城字甲内浜、草壁本町（字竹荒、字下川西及

び字松山の各区域に限る。）、馬木(字甲石井及び字甲宮山の各区域に限る。)、
苗羽（字甲宮山、字甲カチ山、字甲中筋及び字甲川向の各区域に限る。）、
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西村（字甲清水、字甲久徳及び字甲明神の各区域に限る。）、安田（字甲植

松及び字甲大川の各区域に限る。） 
香川郡直島町 琴反地（県道北風戸積浦線及び町道積浦３４号線から海側の区域に限る。）

綾歌郡宇多津町 浜一番丁、浜三番丁（町道新宇多津北第７号線以東の区域に限る。）、字平

山（県道大屋富築港宇多津線から海側の区域に限る。）、字吉田 
仲多度郡多度津

町 
堀江五丁目 

⑤「莱」の「来」のところが「來」 

 
愛媛県 
松山市 堀江町（一般国道１９６号松山市堀江町小川境から堀江交差点間海側の区域

及び一般国道１９６号堀江交差点から市道堀江７３号馬木橋間海側の区域

に限る。）、和気町二丁目、勝岡町、高浜町一丁目（松山港線県道１９号から

海側の区域に限る。）、高浜町二丁目、高浜町三丁目、高浜町四丁目、高浜町

五丁目、高浜町六丁目、梅津寺町（松山港線県道１９号から海側の区域に限

る。）、港山町、辰巳町（松山港線県道１９号から海側の区域に限る。）、中須

賀三丁目（市道宮前１４３号から松山東部環状線県道４０号間海側の区域に

限る。）、並びに三杉町、住吉一丁目及び住吉二丁目の各区域（松山東部環状

線県道４０号から海側の区域に限る。）、三津一丁目、三津二丁目（市道三津

浜４８号から市道三津浜２６号を経て一般国道４３７号間海側の区域に限

る。）、三津三丁目（市道三津浜５４号から海側の区域に限る。）、三津ふ頭、

梅田町（市道三津浜５４号から海側の区域に限る。）、海岸通、大可賀三丁目、

北吉田町（県道伊予・松山港線から市道生石４０号を経て市道生石５７号間

海側の区域に限る。）、南吉田町（市道生石９２号から市道生石１８８号を経

て市道生石１８４号間海側の区域に限る。）、西垣生町（帝人松山事業所南地

区正門から市道垣生４４号、市道垣生４６号及び市道垣生２６号を経て重信

川右岸道路間海側（南側）の区域に限る。）、門田町、由良町、泊町、浅海本

谷、浅海原、大浦、下難波、北条、北条辻及び土手内（ＪＲ予讃線から海側

の区域に限る。）、安居島、柳原、並びに府中、片山、河野中須賀、苞木、鹿

峰、久保、粟井河原、和田、磯河内及び小川の各区域（ＪＲ予讃線から海側

の区域に限る。）、中島大浦、小浜、長師、宮野、神浦、宇和間、吉木、饒、

中島粟井、上怒和、津和地、睦月、熊田、畑里、野忽那、二神、元怒和 
今治市 桜井（字大崎、字廣谷、字浦手、字浦手石風呂、字江口石風呂、字虎ヶ鼻、

字菖蒲、字浦手山、字長尾、字塔ヶ谷、字長尾下、字大綱崎、字梅ノ木畑、

字坂手ヶ原、字仲ノ池、字笹山、字沖浦、字蛭地、字蛭地谷、字釣沖浦、字

瓦ヶ谷、字江口及び字虎ヶ谷の各区域に限る。）、桜井 1 丁目、桜井 4 丁目、

桜井 5 丁目、桜井 6 丁目、孫兵衛作（字菖蒲谷、字福井、字釣及び字沖浦の
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各区域に限る。）、古国分 1 丁目、東村 1 丁目、東村 2 丁目、東村 3 丁目、東

村南 1 丁目、富田新港 1 丁目、富田新港 2 丁目、喜田村 1 丁目、喜田村 2
丁目、喜田村 3 丁目、喜田村 4 丁目、喜田村 6 丁目、衣干町 1 丁目、衣干町

2 丁目、衣干町 3 丁目、北高下町 1 丁目、南高下町 1 丁目、南高下町 2 丁目、

北鳥生町 1 丁目、南鳥生町 1 丁目、東鳥生町 1 丁目、東鳥生町 2 丁目、東鳥

生町 3 丁目、東鳥生町 4 丁目、東鳥生町 5 丁目、東門町 1 丁目、東門町 2
丁目、東門町 3 丁目、東門町 4 丁目、東門町 5 丁目、東門町 6 丁目、天保山

町 1 丁目、天保山町 2 丁目、天保山町 3 丁目、天保山町 4 丁目、天保山町 5
丁目、天保山町 6 丁目、枝堀町 1 丁目、枝堀町 2 丁目、枝堀町 3 丁目、美須

賀町 1 丁目、美須賀町 2 丁目、美須賀町 3 丁目、美須賀町 4 丁目、黄金町 1
丁目、黄金町 2 丁目、黄金町 3 丁目、黄金町 4 丁目、黄金町 5 丁目、恵美須

町 1 丁目、恵美須町 2 丁目、恵美須町 3 丁目、通町 1 丁目、通町 2 丁目、通

町 3 丁目、末広町 1 丁目、末広町 2 丁目、末広町 3 丁目、常盤町 1 丁目、常

盤町 2 丁目、常盤町 3 丁目、本町 1 丁目、本町 2 丁目、本町 3 丁目、本町 4
丁目、本町 5 丁目、本町 6 丁目、中浜町 1 丁目、中浜町 2 丁目、中浜町 3
丁目、中浜町 4 丁目、風早町 1 丁目、風早町 2 丁目、風早町 3 丁目、風早町

4 丁目、室屋町 1 丁目、室屋町 2 丁目、室屋町 3 丁目、室屋町 4 丁目、室屋

町 5 丁目、室屋町 6 丁目、栄町 1 丁目、栄町 2 丁目、栄町 3 丁目、栄町 4
丁目、共栄町 1 丁目、共栄町 2 丁目、共栄町 3 丁目、共栄町 4 丁目、共栄町

5 丁目、片原町 1 丁目、片原町 2 丁目、片原町 3 丁目、片原町 4 丁目、片原

町 5 丁目、米屋町 1 丁目、米屋町 2 丁目、米屋町 3 丁目、米屋町 4 丁目、美

保町 1 丁目、美保町 2 丁目、美保町 3 丁目、北浜町、大新田町 1 丁目、湊町

1 丁目、湊町 2 丁目、大浜町 1 丁目、大浜町 2 丁目、大浜町 3 丁目、砂場町

1 丁目、砂場町 2 丁目、小浦町 1 丁目、小浦町 2 丁目、波止浜、波止浜 3 丁

目、波止浜 4 丁目、中堀 1 丁目、内堀 1 丁目、馬島、来島、波方町波方（字

里、字谷、字宮の下、字北の手、字石持、字大浦、字西浦、字黒磯及び字岡

の各区域に限る。）、波方町森上（字本谷及び字浜辺の各区域に限る。）、波方

町馬刀潟（字西浜及び字東浜の各区域に限る。）、波方町宮崎（字船越、字高

浜、字小鯛ヶ浦、字中浦、字於泊及び字本谷の各区域に限る。）、波方町小部

（字大北、字中通、字上通、字山崎、字丸田及び字大谷の各区域に限る。）、

大西町九王（市道鴨池線２から海側の区域に限る。）、大西町新町（県道大西

波止浜港線から海側の区域に限る。）、大西町大井浜（県道大西波止浜港線と

市道大井浜線の交わる線から海側の区域に限る）、大西町脇（県道大西波止

浜港線から海側の区域に限る。）、菊間町佐方、菊間町種、菊間町浜及び田之

尻（ＪＲ予讃線から海側の区域に限る。）、大三島町宮浦、大三島町台、大三

島町口総 
宇和島市 曙町、寿町二丁目、栄町港二丁目、新田町四丁目、文京町、明倫町一丁目、
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桝形町二丁目、桝形町三丁目、朝日町二丁目、朝日町三丁目、朝日町四丁目、

弁天町二丁目、築地町二丁目、住吉町一丁目、住吉町二丁目、住吉町三丁目、

住吉町、大浦、蛤、百之浦、本九島、平浦、蕨、小池、小浜、石応、白浜、

保手一丁目、保手二丁目、坂下津、遊子、日振島、戸島、蒋渕、下波、三浦

東、三浦西、立間尻、裡町、本町、魚棚、鶴間、南君、岩松、近家、北灘、

田之浜、曽根、脇、田颪、泥目水、坪井、弓立、鼡鳴、横浦、嵐、針木、浦

知、塩定、柿之浦、曲烏、平井、漁家、成、須下、後、竹ヶ島 
八幡浜市 字沖新田、字海老崎、字戎堂沖、字湊町、字松本町、字白浜、字新地、字港

口、字新町、字横浦、北浜一丁目、向灘、栗野浦、舌間、合田、川上町白石、

川上町川名津、川上町上泊、真網代、穴井、大島、保内町川之石本町、保内

町川之石赤網代、保内町川之石内之浦、保内町川之石雨井、保内町川之石西

町、保内町川之石楠町、保内町川之石和田町 
新居浜市 大島、多喜浜二丁目、多喜浜三丁目、多喜浜六丁目、黒島一丁目、黒島二丁

目、黒島、荷内町、阿島一丁目、阿島二丁目（県道新居浜土居線から海側の

区域に限る）、阿島三丁目（県道新居浜土居線から海側の区域に限る）、阿島

四丁目（県道新居浜土居線から海側の区域に限る）、阿島（県道新居浜土居

線から海側の区域に限る）、垣生三丁目、垣生五丁目、垣生六丁目、八幡二

丁目、宇高町四丁目、松の木町、清水町、菊本町一丁目、菊本町二丁目、大

江町、港町、西町、中須賀町二丁目、西原町二丁目、西原町三丁目、新田町

一丁目、惣開町、磯浦町（県道壬生川新居浜野田線及び市道磯浦中新田線か

ら海側の区域に限る。） 
西条市 氷見、禎瑞、喜多川、樋之口、朔日市、船屋の各区域（県道壬生川新居浜野

田線から海側の区域に限る。）、港、ひうち、河原津（一般国道１９６号から

海側の区域に限る。）、河原津新田、三芳（一般国道１９６号から海側の区域

に限る。）、高田（一般国道１９６号から海側の区域に限る。）、壬生川（ＪＲ

予讃線から海側の区域に限る。）、大新田、三津屋（ＪＲ予讃線から海側の区

域に限る。）、三津屋東、三津屋南、北条（一般国道１９６号から海側の区域

に限る。）、広江、今在家 
大洲市 長浜町出海、長浜町晴海、長浜町拓海、長浜町青島、長浜、長浜町黒田 

伊予市 森、本郡、尾崎、灘町、米湊（一般国道３７８号から海側の区域に限る。）、

下吾川（一般国道３７８号から県道伊予・松山港線間海側の区域に限る。）、

湊町、双海町上灘、双海町髙岸 
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四国中央市 村松町、三島紙屋町及び三島宮川１丁目の各区域（一般国道 11 号以北の区

域に限る。）、三島中央１丁目（一般国道 11 号以北の区域（市道陣屋金子線

起点以西は市道陣屋金子線以北の区域に限る。）に限る。）、三島金子１丁目

（市道陣屋金子線及び市道国道海岸線以北の区域に限る。）、中之庄町（市道

国道海岸線及び市道金子豊岡海岸線以北の区域に限る。）、並びに具定町、寒

川町、豊岡町大町、豊岡町豊田及び豊岡町長田の各区域（ＪＲ予讃線以北の

区域に限る。）、土居町天満（県道 13 号線以北の区域に限る。）、土居町蕪崎

（県道 13 号線以北の区域に限る。）、土居町藤原（３番耕地、４番耕地、５

番耕地、６番耕地、７番耕地、８番耕地及び９番耕地の区域に限る。）、並び

に土居町津根及び土居町野田（ＪＲ予讃線以北の区域に限る。） 
 
西予市 

三瓶町周木、三瓶町垣生、三瓶町朝立、三瓶町有網代、三瓶町蔵貫浦、三瓶

町皆江、明浜町俵津、明浜町渡江、明浜町狩浜、明浜町高山、明浜町宮野浦、

明浜町田之浜 
越智郡上島町 弓削下弓削、弓削佐島 
伊予郡松前町 大字北川原、大字筒井、大字浜及び大字北黒田の各区域（県道松山松前伊予

線及び県道松山松前伊予線終点以南の県道伊予・松山港線から海側の区域に

限る。） 
西宇和郡伊方町 湊浦、小中浦、中浦、川永田、九町１番耕地、九町３番耕地、三机、塩成、

大久、川之浜、正野、串、三崎、高浦、佐田、大佐田、井野浦 
南宇和郡愛南町 柏、柏崎、須ノ川、平碆、家串、油袋、魚神山、網代、御荘菊川、御荘平山、

御荘長洲、御荘平城、防城成川、御荘深泥、赤水、高畑、中浦、猿鳴、久良、

鯆越、深浦、垣内、岩水、敦盛、脇本、満倉、越田、弓立、小浦、樫月、船

越、久家、下久家、樽見、大成川、小成川、福浦、麦ケ浦、武者泊、外泊、

中泊、内泊、鹿島 
 
高知県 
高知市 唐人町、与力町、本町一丁目、本町二丁目、帯屋町一丁目、帯屋町二丁目、

追手筋一丁目、追手筋二丁目、廿代町、永国寺町、中の島、九反田、菜園場

町、農人町、城見町、堺町、南はりまや町一丁目、南はりまや町二丁目、弘

化台、桜井町一丁目、桜井町二丁目、はりまや町一丁目、はりまや町二丁目、

はりまや町三丁目、宝永町、弥生町、丸池町、小倉町、東雲町、日の出町、

知寄町一丁目、知寄町二丁目、知寄町三丁目、青柳町、稲荷町、若松町、高

埇、杉井流、北金田、南金田、札場、南御座、北御座、南川添、北川添、北

久保、南久保、海老ノ丸、中宝永町、南宝永町、二葉町、愛宕町一丁目、愛

宕町二丁目、大川筋一丁目、大川筋二丁目、駅前町、相生町、江陽町、北本

町一丁目、北本町二丁目、北本町三丁目、北本町四丁目、栄田町、新本町一

丁目、新本町二丁目、昭和町、和泉町、塩田町、比島町一丁目、比島町二丁
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目、比島町三丁目、比島町四丁目、土居町、役知町、潮新町一丁目、潮新町

二丁目、仲田町、北新田町、新田町、南新田町、梅ノ辻、桟橋通一丁目、桟

橋通二丁目、桟橋通三丁目、桟橋通四丁目、桟橋通五丁目、桟橋通六丁目、

天神町、筆山町、塩屋崎町一丁目、塩屋崎町二丁目、百石町一丁目、百石町

二丁目、百石町三丁目、百石町四丁目、南ノ丸町、南竹島町、竹島町、北竹

島町、北高見町、高見町、六泉寺町、孕東町、孕西町、深谷町、南中山、北

中山、萩町一丁目、萩町二丁目、池、仁井田、種崎、十津一丁目、十津二丁

目、十津三丁目、十津五丁目、十津六丁目、吸江、五台山、屋頭、高須、葛

島一丁目、葛島二丁目、葛島三丁目、葛島四丁目、高須新町一丁目、高須新

町二丁目、高須新町三丁目、高須新町四丁目、高須本町、高須新木、高須一

丁目、高須二丁目、高須三丁目、高須東町、高須大島、高須大谷、高須絶海、

高須西町、高須砂地、布師田、一宮、薊野北町一丁目、薊野北町二丁目、薊

野東町、薊野中町、薊野南町、薊野西町一丁目、薊野西町二丁目、薊野西町

三丁目、東秦泉寺、愛宕山南町、秦南町一丁目、秦南町二丁目、長浜、横浜、

瀬戸東町一丁目、横浜西町、横浜東町、瀬戸一丁目、御畳瀬、浦戸、大津乙、

介良乙、介良丙 
室戸市 
 

大字佐喜浜町（字尾崎、字都呂、字南町、字北町、字中町、字西町、字根丸

及び字入木の各区域に限る。）、大字室戸岬町（字椎名、字三津、字高岡、字

坂本、字宮の前、字新町、字中町、字東上町、字長屋町、字西上町、字西下

町、字東川原町、字西河原町、字高浜、字東菜生、字西菜生及び字耳崎の各

区域に限る。）、大字室津（字後免、字水尻、字室津東町、字室津中町、字室

津西町東、字室津西町西、字境町上及び字境町下の各区域に限る。）、大字浮

津（字古戸上、字古戸下、字浮津下町東、字浮津下町西、字浮津東町、字浮

津西町東、字浮津西町中、字浮津西町西、字浮津三番町、字奈良師東及び字

奈良師西の各区域に限る。）、大字元（字岩戸、字上の内、字脇地、字行当東、

字行当西及び字新村の各区域に限る。）、大字吉良川町（字黒耳、字傍士、字

東町、字宮の内、字中町、字西町、字西宮、字西灘及び字立石の各区域に限

る。）、大字羽根町（字平田岩、字東船場、字西船場、字新田、字戎町、字尾

僧、字西の浜、字田の中、字明神川、字東坂本、字中坂本及び字西坂本の各

区域に限る。） 
安芸市 
 

港町一丁目、港町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、日ノ出町、寿町、清和

町、千歳町、津久茂町、大字赤野（字潮干潟、字桜浜、字堂免、字妙楽、字

高田、字入江、字後藤、字古川、字松原、字堂ノ田、字土渕、字外浜田、字

三反田、字松ノ下、字久保田、字石ノ尾、字舞前、字立田、字内浜田、字住

吉、字柿添、字川久保、字クボヤシキ、字浜田、字クボノシバ、字久保ノ前、

字下川原、字サセブハラ、字北岡ヤシキ、字谷口、字神ノ前、字ウリジリ、

字新田川原、字和田、字垂渦及び字ハンノスの各区域に限る。）、大字穴内（字
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西ノ浜、字八流、字堀切浜、字川口、字湊、字城、字下田、字ドロ岩、字窪

田、字浜田、字ナメラ、字磯山、字新城、字新城浜及び字五軒屋の各区域に

限る。）、大字西浜（字下ノ濱及び字新城下の各区域に限る。）、大字東浜（字

ハタケダ及び字除ノ外の各区域に限る。）、大字川北（字沖ノ島、字溝尻、字

大松、字塩切、字入口、字湊島、字除ノ外、字川向、字千如嶋、字新町、字

馬越、字渡場、字新田、字下張、字辻ノ前、字藤邸、字門前、字土手内、字

八作、字南片町、字北門、字黍尻、字大開、字北片町、字中筋、字北中筋、

字午蒡尻、字鐘手、字下橋本、字家地、字新川尻、字馬場、字大グロ、字枦

木、字中川原、字西弓場、字神母、字西島、字州鼻、字角田、字道跨、字村

上、字下糸川、字丸田及び字寒地の各区域に限る。）、大字伊尾木（字境浜、

字内ケ浜、字千寿潟、字明石、字洞ケ浜、字有井浜、字有井西浜、字伊尾木

浜、字伊尾木中浜、字伊尾木西浜、字酒井、字東久保、字ホヲノスカ、字常

盤井、字三反地、字等教寺、字洞ノ南、字東前久保、字木上ゲ場、字沖代、

字池の端、字小松鼻、字五本松ノ南、字ドンドノ西、字井戸ノ本、字西沖代、

字小松鼻西、字鰕地ノ東、字鰕地、字鮒ケ渕、字東湊島、字西湊島、字助太

ノ浜及び字葭ケ内の各区域に限る。）、大字下山（字松ノ本、字ハケダシ、字

石ノ本、字八代地、字水除ケ、字瀬戸、字ホウジ、字左次郎地、字立テ石、

字ナツナノシリ、字佛サキ、字ドメキ、字東江見、字長田、字ヤグラ、字水

谷、字メノトノシリ、字橋ノ本、字柳ノ本、字ナムラ、字カシ原、字ヤブ田、

字ツロノ表、字エビス地、字西ノ浜、字西ノ窪、字大ツンバイ、字下モサテ、

字アジロ、字コメ山、字山口、字姫始メ、字ヒレヅカ、字源七、字トヲシロ

ハエ、字黒ハエ、字前久保、字島塒、字ヒコダ、字ツンギリ、字京サデ、字

岩家、字ヒキ岩、字河野、字引ステ、字ツエ山、字高見、字カシ谷、字タン

ゴ、字不動、字ノボリ道、字坂ノ下タ、字大師谷、字竹ノハナ、字坂ノ上、

字黒松、字瀧ノ下、字飛渡、字白馬、字古塚、字水シリ及び字ドウマンの各

区域に限る。） 
南国市 
 

大字十市（字山根、字耳下り、字芦ヶ端、字右曽前、字扇田、字石土、字八

丁、字札場前、字小森、字丸山、字西阿戸、字石土前、字大浜、字札場、字

浜田前、字丸山ノ前、字阿戸、字石井前、字小浜、字坪池前、字丸山ノ根、

字浜地及び字馳出前の各区域に限る。）、大字稲生（字仁井田汐田、字十三代、

字伊藤屋敷、字裏汐田、字西コシメリ、字中コシメリ、字コシメリ、字東裏

汐田、字惣左エ門、字川久保、字八切田、字清水、字船戸、字林谷、字茶屋

床橋、字向イ代、字オイハリ塩田、字ツルギョウ堤、字桜木、字中谷、字片

吹耕、字川原口及び字瀧之東の各区域に限る。）、大字浜改田（字釼田、字神

ノ前、字草化ケ、字外浦、字野司、字団助開、字蛭子堂、字二本松、字鰯灘、

字孫八田、字栄松、字岩坂、字流田、字掛桶、字ムセガ元、字池田、字本邑、

字中田、字八松、字細工所、字中ノ町、字東場、字大久保、字蓼原、字伊瀬
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ノ前、字三本松、字馬場先、字境場及び字鰺窪の各区域に限る。）、三和琴平

一丁目、三和琴平二丁目、三和琴平三丁目、大字里改田（字長谷、字亀木、

字大間、字土居、字野添、字飛石、字西ノ芝、字小路口、字岡田、字俏屋敷、

字ヲケイ、字チサ木、字門田、字大掴、字ノラ田及び字堤崎の各区域に限る。）、

大字前浜（字浜西、字浜中、字浜窪、字境目橋詰、字鳥喰、字中屋敷、字末

久、字窪屋敷、字苅谷、字新田江渕、字葛城、字公家ノ前、字秀重、字司例

田、字本吉、字藤緑田、字蔵作、字三ノ戸、字金田及び字江田の各区域に限

る。）、大字久枝（字西塩浜、字中塩浜、字西浜、字松風、字小港、字開田、

字カコ田、字新基地、字新関、字西港、字堅町、字辻渕、字南堂面、字村上、

字西溢、字東町、字中浜、字東塩浜、字西堂、字中溢、字江渕、字大港、字

東溢、字恵美須堂及び字射朶崎の各区域に限る。）、大字下島（字新上、字切

戸、字場南、字突出し、字割畑、字木ノ前、字久枝杉ケ久保、字新田及び字

前浜境丙の各区域に限る。） 
土佐市 大字宇佐町宇佐（字十郎谷、字灘、字トヲセンノ前、字新改、字汐ノ田、字

福島、字渭浜、字鍛治屋敷、字八丁割、字地藏カ原、字夜明、字三島ノ原、

字西松岡、字下ノ堀割、字清水、字岡ノ畑、字真福寺、字上堀割、字北松岡、

字東松岡、字外西浜、字西浜、字内西浜、字西カキノ内、字北西浜、字高松、

字外沢、字内沢、字滝ケ谷、字中谷口、字名ノ内、字上高松、字大畑、字西

濱東ノ丁、字西新町、字地藏屋式、字頭田、字寺ノ前、字ヱンマ、字間、字

宮ノ前、字柳ケ坪、字柿ノ木、字井口、字楠ノ本、字竹カ下、字政池、字神

母屋敷、字北新町、字新町、字中町、字北中町、字土居、字引地、字近安、

字東中町、字東町、字高見、字上ハ屋敷、字川原田、字保光、字宮田、字池

ノ頭、字新在家、字後ロ田、字曲り田、字西隅屋、字芝ケ端、字橋田、字菴

ノ谷、字渦尻、字東隅屋、字町田、字黒岩、字針田、字乳母谷、字大川内、

字元越、字荻﨑、字橋田浜、字新﨑浜、字宇佐浜、字松岡浜、字鳥ケ巣、字

鳥ケ巣浜、字汐浜、字坪栗、字岩﨑、字観音谷、字藥師谷、字東町浜及び字

海部の各区域に限る。）、大字宇佐町福島（字外原地、字西原地、字中原地、

字東原地及び字灘の各区域に限る。）、大字宇佐町渭浜（字渡場の区域に限

る。）、大字宇佐町井尻（字南渡り上り、字北渡り上り、字港上り、字村中、

字宮﨑、字仙月、字山下屋敷、字日ノ谷口、字日ノ谷、字小宇津賀、字宇津

賀山、字東宇津賀及び字西宇津賀の各区域に限る。）、大字宇佐町竜（字坂ノ

口西、字脇屋敷、字畑ケ田、字新開、字石佛、字頭地、字青竜寺、字山下、

字山ノ神、字サコシリ、字蟹ケ池、字東新開、字東山下、字窪、字関ノ裏、

字奥屋敷、字北屋敷、字後川、字北新濱及び字南新濱の各区域に限る。）、大

字新居（字小倉、字池ノ浦、字立石、字甫渕、字大東、字湊、字南渡瀬、字

南汐走、字川ノ上、字臺場、字台場、字鍛冶屋外、字夷堂、字大前、字大荒、

字平松、字堀、字西堀、字ウシバエ、字坂本、字池イエ、字北ノ坊、字鳥井
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本、字寺使、字法持坊、字竹下、字芝崎、字十僧、字若宮神田、字正林、字

太夫屋鋪、字門屋鋪、字土器屋鋪、字八幡林、字宮下、字ヲミタライ、字小

島、字学校前、字学校裏、字尻弘、字馬場崎、字平石石引、字本村前、字芝

分、字クヅレ岸、字亀尻、字横枕、字岩井田、字須賀崎、字北ノホキ、字吉

田屋鋪、字吉田前、字山ノ前、字石成、字門田、字越坂、字東光寺、字南浦、

字川原田、字江フチ、字光吉、字寺中、字セセラギ、字太子、字和田、字北

ノ浦、字踊リ堂、字茶屋敷、字下ノ川内、字渡り上り、字長丁、字弘岡前、

字江添、字山ノ神、字長崎、字足原、字山下、字丁免、字奥谷、字板谷、字

中ノ丸、字姥懐、字北ノ丸、字弘岡西谷、字ビワクビ、字畑ノ下、字北谷、

字鍛冶屋敷、字北川、字石橋、字土居屋舗、字古津、字渡場、字ヲロノ内、

字中久保、字渡場ノ内、字セイゲ、字高川原、字中高川原、字吉川、字下高

川原、字田所分、字田處分、字吉川分、字平屋、字両道、字吉元、字タノヤ

シキ、字セセラキ堤外、字新堀、字川原崎、字ツキワタシ、字元屋舗、字裏

判地、字棚川、字下棚川、字大新田、字高見、字長江ノ上、字釣井床、字行

弘、字廣畠、字結城分、字塩走、字別當地、字戊田、字八反地、字扇畑、字

カエチ畑、字九反丸、字鍵畑、字新堀口、字捨五代地、字前島外、字六反地、

字一ツ橋、字井ルノウラ、字一ツ橋ノウラ、字甫渕後口、字渡瀬、字長江、

字中須、字先須賀、字下中須、字平床、字湊内、字川尻、字池浦山及び字城

戸裏の各区域に限る。）、大字用石（字新改、字瀬掛田、字村上、字小森ノ東、

字長畑、字森ノ前、字甫喜ノ向ヒ、字萬願寺ノ前、字下ノ谷、字萬願寺、字

甫喜ノ元、字森、字サハイノ元、字小森ノ元、字山王ノ前、字岸ノ上、字五

反田、字沖山﨑、字アイノス、字萬願寺ノ外、字下ノ谷ノ外、字ザゼンノ外、

字四ツ輪久、字五反切、字西割、字中西割、字上西割、字上東割、字中東割、

字下東割、字下外割、字中外割、字上外割、字中新開キ、字上新開キ及び字

アイノス山の各区域に限る。） 
須崎市 大字安和（字田ノ浦、字六道、字宇津尻、字越下、字中間、字岡、字中越、

字弘畑、字亀ノ久保、字南生林、字中生林、字走上、字竈ケ窪、字弘坪、字

西屋敷、字ヒビノキ、字山本、字中ノ川内、字瀬古谷、字下坪、字札場、字

岡在家、字小岡、字黒石、字新開、字松ノ内、字櫻木、字六分一、字北生林、

字立畝、字立道、字川尻、字石神、字浜田、字西久保宇津及び字領地の各区

域に限る。）、大字下分乙（字池田、字新川、字大黒、字大谷、字坂ノ前、字

鼠ノ木、字水越、字五郎前、字内堤、字野添、字中田、字松木ノ久保、字木

ノ下、字堂口、字船倉、字前川原、字国広、字櫻ノ久保、字中川原、字奥ノ

谷、字堂面、字池添、字下田、字久保、字大原、字鍛治屋敷、字立田、字松

ノ木、字船床、字山蔭、字汲田、字道場、字札場、字チヤガシバ、字矢ノ谷、

字ノツゴノ前、字エゲロ、字北ノ久保、字竹原、字椿、字堤添、字山脇、字

梅ノ本、字西中川原、字田中、字広坪、字小屋敷、字柳ケ久保、字川添、字
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西垣内、字内井田及び字外井田の各区域に限る。）、大字下郷（字中ノ川原、

字国見越、字中ノ島、字神母原、字森鹿野、字六地蔵、字福岡、字井出口、

字土居、字頭田、字岡端、字幸道、字林崎、字四反田及び字大久保の各区域

に限る。）、大字下分甲（字関詰、字外田、字堀田、字ゲンパク、字六反地、

字上ノ島、字中ノ島、字尾崎、字前窪、字ヒノモト、字馬海、字古川、字ト

モシゲ、字真中、字大畠、字オヲゼマチ、字ヒノクチ、字イナバ、字大窪、

字橋ノ元、字ヒシイケ、字シノツボ、字落合、字豕ケ市、字宮岡、字如意庵、

字井ノ元、字山添、字三滝ノ前、字日比ノ木、字堀切、字土田、字秋葉、字

中島、字外田、字渡場、字馬越、字吉井、字大岩、字金ノ久保、字堂ケ市、

字福井、字九反地、字南久保及び字大木戸の各区域に限る。）、大字池ノ内（字

池ノ内、字和泉谷、字ヒエジリ、字ハエノワキ、字松崎、字ツルイジリ、字

中居、字神母、字蔭畑、字城ケ谷、字春日田、字京田、字広坪、字土居、字

芝ノ前、字藤崎ノ西、字清水、字ヒノ口、字モチデン、字藤崎、字菖蒲ノ木、

字大道ノ上及び字一ツ風呂の各区域に限る。）、大字須崎（字永田、字池山永

田及び字向山の各区域に限る。）、港町、原町１丁目、原町２丁目、鍛治町、

東糺町、西糺町、新町１丁目、新町２丁目、青木町、東古市町、西古市町、

浜町１丁目、浜町２丁目、南古市町、横町、栄町、幸町、中町１丁目、中町

２丁目、西町１丁目、西町２丁目、泉町、大字多ノ郷甲（字岩永、字山下、

字八幡田、字神楽田、字正ノ岡、字末実、字鳥居木本、字大道内、字中川、

字泉本、字浜田、字安次、字クボタ、字大坪、字大神田、字竹ノ鼻、字釜ノ

坪、字神宮寺、字助房、字サルダ、字宮ノ前、字サヤマ、字小田ノ池、字久

行、字郷ノ内、字大クボ、字金堂、字中郷及び字矢羽田の各区域に限る。）、

大字多ノ郷乙（字大峰、字白岩、字フルタ、字今網代、字城ケ浦、字磯ブチ、

字南畑、字クロハエ、字船着、字銀八屋敷、字ハセデ、字七反地、字中ノ谷、

字汐木、字上ノ川、字瀬助山、字サガノ谷、字猫神、字箕越及び字古宮床の

各区域に限る。）、大字押岡（字大法、字浜田、字花岡、字中氏、字国近、字

中須賀、字小路口、字串ノカゲ、字近清、字行本、字カゲノヂ、字柳ケ通、

字土居ノ谷、字是藤、字久保ノ前、字久保ノ上、字大畑、字成久、字池ノ久

保、字中島、字寺崎及び字源蔵の各区域に限る。）、大字神田（字草ケ内、字

大峰前、字堂ノ岡、字稲葉谷、字桜川瀬、字汐木、字ハノ切レ、字開、字横

割、字下切レ、字汐木割、字新町屋敷、字イノ切レ、字中切レ、字ロノ切レ、

字道添、字南ノ前、字末石、字天神、字松ノ木、字松島、字内汐田、字町屋

敷、字壱町田、字中島、字末正、字古川、字七ツ割、字九反田、字新川渡上、

字五反田、字有ノ木、字下和田、字和田ノ前、字末延、字上和田、字丸山端、

字渡り上り、字張城口、字ヤモチ、字フケ、字保木、字保木ノ前、字国永、

字下川内、字貞光、字武久、字清次、字吉末、字田ノ尻、字西ノ川原、字尾

崎、字草端、字六地蔵、字行清、字丁ノ岡、字太カ内、字クロノモト、字船

戸、字三反地、字横田、字池ノ谷、字宗利、字小田ノクボ、字岡、字火打岩、
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字守時、字サンデン、字神母ノ内及び字ドウジガヲカの各区域に限る。）、大

字久通（字坂本、字長井、字立畑及び字宮ノ上の各区域に限る。）、大間西町、

山手町、潮田町、大間本町、大間東町、赤崎町、緑町、西崎町、妙見町、土

崎町、大字大谷（字三名谷、字神子河内、字扇田、字船尾嶋、字上屋敷、字

立畑、字宮ノ東、字宮ノ西、字港、字河原、字西ノ谷、字長田、字西ノ谷山、

字井立、字神母ケ和田、字赤崎山、字佐和ケ浦、字小室戸、字小長岬、字大

室戸、字中ノ島、字戸島、字主屋敷、字ヒビノ木、字駿岐山、字駿岐東谷、

字駿岐、字坂本、字東勢井、字東ノ谷、字西ノ谷及び字西勢井の各区域に限

る。）、大字野見（字北山、字神明ノ下、字蛭子崎、字皿谷山、字日ノ見山、

字南山及び字金ナ山の各区域に限る。）、大字吾井ノ郷甲（字為貞及び字丁免

の各区域に限る。）、大字吾井郷乙（字池ノクボ、字常貞、字竹崎前、大字吾

井ノ郷乙字川愈、字神母ノ木、字井口、字下村、字奈路、字時包、字越後谷、

字土器田、字岩永前、字細工屋、字清次及び字森屋敷の各区域に限る。）、大

字浦ノ内東分（字ナカノウラナカシヲタ、字オオボシジヲタ、字ヒオラシオ

タ、字シイノキワダ、字横浪汐田、字東横浪、字トヒガス、字キタゴボウ、

字ゴホオタニ、字オトナシ、字シヲナダ、字ハマダヲシジヲタ、字コワダ、

字フナコシジヲタ、字マルダ、字ヒガシヲヂ、字オヂシオタ、字コサキ、字

マツノシタ、字ホリコシ及び字フカウラの各区域に限る。）、大字浦ノ内西分

（字大星、字ウコン田、字コヤガ谷、字菅浜、字菅汐田、字平林、字市楽及

び字大嶋の各区域に限る。）、大字浦ノ内立目摺木（字芝ノ前、字摺木、字西

塩田、字カキノ下、字平田、字ウヅ尻、字小光松、字光松及び字クスノ浦の

各区域に限る。）、大字浦ノ内出見（字新崎、字汐ヤ崎、字拂川及び字芝崎の

各区域に限る。）、大字浦ノ内塩間（字白石、字登りサコ、字船附、字中田、

字小谷口、字西香宗、字家ノ向、字ヤマミチ、字ナダ、字佛石、字西ノ内、

字宮ノ前、字東ノ谷及び字藤ケサコの各区域に限る。）、大字浦ノ内灰方（字

長ハエ、字西弘浦、字弘浦、字馬ゼキ、字松ケ崎、字東裏梅木、字東裏佐古、

字宮ケ和田、字谷屋敷、字坂本浜、字小少床、字横網代、字田条及び字茅畦

の各区域に限る。）、大字浦ノ内下中山（字堂ノ浦、字松ケ崎、字弘浦山、字

入戸、字白鷺及び字大崎の各区域に限る。）、大字浦ノ内今川内（字浦場、字

大鹿、字長山及び字潮田の各区域に限る。）、大字浦ノ内福良（字古田、字東

福良、字船付、字大坪及び字池田の各区域に限る。）、大字浦ノ内須ノ浦（字

新屋敷、字中山、字大千原、字神母ノ前、字深戸、字南深戸及び字大和田の

各区域に限る。） 
宿毛市 大字栄喜（字外ノ浦、字内ノ浦谷、字九兵谷、字シビアジロ、字寺ノ谷、字

松魚アジロ、字チヤノ谷、字ヲワイダ、字ヲノハナ、字大谷口、字大谷、字

サンブツヤシキ、字西平山、字北イワシアジロ、字西イワシアジロ、字天河

原口、字畑田、字下口田、字柳ヶ浦、字ツナホス浦、字綱ホス浦及び字スダ
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カ浦の各区域に限る。）、大字福良（字若宮ノ前、字堤内、字和田、字南地、

字水谷、字二代地、字高岡、字本モ谷、字下モ谷、字高岡東、字下モ谷上、

字上角田、字和シ和田、字芝ノ上、字下屋シキ、字シウシ、字古谷、字大井

平ヤシキ、字小尾ノ谷、字栗木谷山、字平串、字平口、字瀧山ノ下、字下江

後、字サイ原、字大井平、字古ヤシキ、字市中原、字中畑田表、字姉山西、

字姉山、字源ヨクヤシキ、字ハサコノ前、字野中、字政所、字堂ノ前、字西

ウラ、字大田、字カヂヤシキ南平、字鍛冶屋敷、字カヂヤシキ北平、字山ノ

下、字ハサコノ森、字田郷及び字ウヅシリの各区域に限る。）、大字小筑紫（字

水谷道上、字後山、字タデ場、字六地蔵、字尾崎山、字水谷、字南岡屋敷、

字南ヲリツキ、字浜屋敷、字南ノ谷、字沖屋式、字下後山、字岡屋式、字北

ヲリツキ、字七日島、字北ノ谷、字岡上山、字小越道ノ下、字古越大道ノ上、

字間口、字青瀬山、字長谷、字南汐田、字小馬地口及び字馬碆谷の各区域に

限る。）、大字湊（字汐入、字大馬目木、字馬越、字浅堂、字池ノ丸、字松ヶ

谷及び字シウシウ谷の各区域に限る。）、大字呼崎（字下モ呼崎、字濱田、字

六郎田、字中スカ、字下モ谷、字ワタキ、字クシヒキ及び字小深浦山の各区

域に限る。）、大字内外の浦（字中ノ浦、字大中ノ浦、字東ノ鼻、字坂ノ本、

字井ノ脇、字カイモウ、字濱ノ上及び字国木山の各区域に限る。）、大字田ノ

浦（字芝、字反田、字六地蔵、字樋ノ木、字牛ヶ谷山、字長田、字ヨシナダ、

字濱田、字大久保山、字奥ノ谷、字火打ヶ浦、字ヤクシ谷、字馬場屋敷、字

竹ノ口、字アムラ田、字柳ヶ内、字西岡田、字北谷、字ヤキゾエ、字ウルシ

カサコ、字称明寺、字田ブチ、字中屋畑及び字橋ノ本の各区域に限る。）、大

字小浦（字大亀駄場、字寺床、字藪ノ谷、字城床、字ナダ山、字井ノ谷、字

井ノ口、字坂ノ下、字長田、字櫻山、字室ノ西及び字室ノ上の各区域に限る。）、

大字坂ノ下（字北船場、字船場、字下リ松、字フタマタ谷、字中川原、字小

松屋敷、字イナヤ屋敷、字シラスカ、字奥谷口、字土居谷、字仲間屋敷、字

イナヤノマエ、字シンカイ、字松ノ本、字丸田及び字池田の各区域に限る。）、

大字藻津（字西脇山、字下傍示、字滝ノ山、字塩屋、字港山、字向山、字木

下、字久保屋式、字西後田、字下畑、字貝ヶ崎山、字蛭子鼻山、字貝崎、字

南大和田及び字大和田の各区域に限る。）、大字宇須々木（字赤八ヶ山、字金

掘場、字土居屋敷、字西尾ノ上、字三ツ碆山、字室谷政所、字国沢畑、字西

村畑、字三嶋山、字脇畑、字浦田、字河原田、字港、字阿瀬知山及び字川後

ノ谷山の各区域に限る。）、大字樺（字平ハエ山、字西平ハエ、字濱ノ下、字

大樺口、字鳥首西谷及び字キウチヶ谷の各区域に限る。）、大字池島（字舩隠、

字川後ノ谷山、字池ノ浦、字大谷及び字西行の各区域に限る。）、西町一丁目、

西町二丁目、西町三丁目、大字大深浦（字地ノ鼻山、字志澤濱渕、字下ノ谷、

字赤ハゲ、字新井流、字カキカセト、字船場山、字東岸ノ内、字三反地及び

字古屋場の各区域に限る。）、大字小深浦（字丸山赤穂島、字切度、字赤穂島、

字小井流、字壱町五反地、字西又山、字長畑、字沖田、字長田、字本谷口、
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字東岸ノ外、字舩倉、字墓ノ鼻、字弥左衛門、字新田、字東濱、字福蔵寺山、

字小手串、字寺ノ後、字岡ノ下、字箕ノ腰、字太刀打場、字箕腰山、字大串、

字太刀打場山、字濱田屋式、字太刀打場前、字モモノキサコ、字走リ下リ山

及び字田ノ代の各区域に限る。）、大字錦（字小串山、字入戸浦、字錦口、字

小串、字大澤山、字濱裾姫錦、字井流ノ谷、字井流ノ内及び字舩倉の各区域

に限る。）、大字大島（字内ノ浦、字主屋敷、字水ヶ浦、字馬取、字マナカツ

オ、字太田ノコ、字小道越、字ウドノワキ、字大島屋敷及び字龍王の各区域

に限る。）、片島、西片島、大字宿毛（字瀬下、字挟田、字女法寺、字ケント

井流、字妙法田、字袋田、字又右エ門ヤシキ、字与左エ門瀬、字隠シ田、字

中ノ瀬、字ツユ田、字露田中スカ、字流橋、字ヤイト川、字外塩田、字新塩

田、字外塩田渡リ上リ、字三反地、字中畑、字中ヨセ、字長田、字新堤ノ裏、

字田中ノ後、字千光坊、字梅田屋式、字上外荒瀬、字新三郎屋敷、字下外荒

瀬、字田中、字内屋式、字堂源田、字逆溝、字池ノ内、字新八反地、字飛鳥

瀬、字實盛、字沖ヨセ、字上ノ瀬、字薮ノ前、字平助屋式、字松ノ本、字樋

ノ表、字小車田、字大車田、字畠田、字薮ノ後及び字中塩田の各区域に限る。）、

高砂、駅前町一丁目、駅前町二丁目、貝塚、長田町、幸町、中央１丁目、中

央２丁目、中央３丁目、中央４丁目、中央５丁目、中央６丁目、中央７丁目、

中央８丁目、南沖須賀、大字母島（字トウノ鼻山、字母島、字恵美濱神社及

び字寺ノ下の各地域に限る。）、大字弘瀬（字弘瀬及び字新弘瀬の各地域に限

る。）、大字鵜来島（字小浦及び字小浦山の各地域に限る。） 
土佐清水市 
 

大字立石（字浜松、字トノカモリ、字池田山、字塩田、字濱田、字池田及び

字蕨川の各区域に限る。）、大字布（字荒濱、字浦屋敷、字西屋敷、字カンス

ケ谷口、字ツルベ谷山、字屋敷田、字古寺、字神母原、字池田山、字市カ谷

上ミ、字市力谷、字池田、字小向ヒ、字ドヲノ前、字松ガハナ、字セキノモ

ト、字沖ノ川、字タデワラ、字高手ハナ、字高手、字高手ノ前、字新川、字

コヲケ谷口山、字コヲケ谷、字塩田及び字谷ノ上の各区域に限る。）、大字下

ノ加江（字南松原、字北松原、字入江の上、字小串、字西高岡、字南浜屋敷

下タ小路、字南浜屋敷上ハ小路、字三島町、字北浜屋敷下タ小路、字北浜屋

敷上ハ小路、字下船場、字井ノ上、字中船場、字松ヶ島、字石橋、字船倉沖

切、字船倉岡切、字ヒヤシ、字上船場、字小山、字大首、字久保田、字下澤、

字清水谷口、字汲田、字竹ノ下、字ヨコ田、字小方、字船倉外堀、字岸ノ下、

字岸ノ上、字小方下タ小路、字小方上ハ小路、字西谷田、字大和田、字観音

山、字竹ノ鼻、字下カキウチ、字大苗代、字下屋式、字森ノ元、字若狭、字

大ナロ、字上ハスカサキ、字ヒシリデン、字下タスカサキ、字宮ノ前、字五

味谷、字五味須賀、字神母ノ沖、字平口、字上久保屋式、字仏ノ沖、字島ノ

木、字イカダチ、字野々木、字佐古ノ谷、字佐古ノ前、字新改、字イモガ谷、

字キライ、字防田、字セキ切、字馬路、字西川、字島井デ、字城ノ下タ、字
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スクノセ、字正谷、字ツルヰ、字井口、字入方、字摺木谷、字西川成、字東

川成、字堂ヶ市、字堂ヶ谷、字石崎、字浜芝及び字塩屋ヶ谷の各区域に限る。）、

大字久百々（字東濱屋敷、字西濱屋敷、字下ドバ、字上ドバ及び字上ミ久万

の各区域に限る。）、大字大岐（字的畑、字濱垣、字吾郎丸、字上港、字上屋

舗田、字下屋舗田、字タモヤシキ、字東光畠、字宮ノ前、字奈呂新田、字鈴

ノ木、字葛ヶ谷、字土居向、字長尾、字ユルギヲ、字大ムネ川、字仲ヶ市、

字歌舞伎畑、字千代田、字仲原、字流田、字下仲原、字上仲原、字谷屋敷、

字千光寺、字内澤、字竹ノ後、字宮ノ向、字沖代、字浜田、字切替畑、字秋

森、字中芝、字本田、字浜林、字大岐濱林、字大岐濱、字甘蔗畑、字上塩田、

字中窪、字大田、字清水ヶ本、字竹ノ鼻、字下和田、字上和田、字和田ノ前、

字白皇谷、字新田、字山田、字塩田及び字下港谷の各区域に限る。）、大字以

布利（字中小路、字谷ノ口、字木戸浦谷、字井戸ノ上、字イエノ下、字ヨコ

田、字太田、字樋ノ口、字神田、字イシカセマチ、字ヲサキ、字ニシマツ、

字ウハツグロ、字タチバナ木、字重次、字カキノウチ、字中島、字ウドノ上、

字名本屋敷、字古寺、字クダシノ口及び字クダシノヲクの各区域に限る。）、

大字窪津（字三社浜、字日の出ヤシキ及び字勘助嶋の各区域に限る。）、大字

大浜（字長吉開、字ヲキヤシキ、字口鳥越、字坂ノ下、字ナリトヲ及び字エ

ミトヲの各区域に限る。）、大字中浜（字谷前、字音無川東地、字音無川西地、

字坂ノ本及び字西ダバの各区域に限る。）、浦尻、大字浦尻（字中山の区域に

限る。）、厚生町、緑ヶ丘、旭町、元町、天神町、栄町、戎町、市場町、寿町、

幸町、越前町、小江町、浜町、汐見町、西町、加久見入沢町、大字加久見（字

加久見、字吹越、字前ノ濱、字松崎及び字灘山の各区域に限る。）、大字下益

野（字濱、字瀧ノ下、字アミダヤシキ、字芝ノ内、字宮ノ内、字シヲツケ、

字西クチナシキ、字酒屋ノ前、字明治及び字寺尾の各区域に限る。）、三崎浦

一丁目、三崎浦二丁目、三崎浦三丁目、三崎浦四丁目、竜串、大字三崎（字

馬屋ノシリ、字藤ノ瀬、字カマタ、字鎌田、字給地谷、字船倉、字舟倉、字

稗田、字西稗田、字龍串、字屏風、字片白、字大師谷、字アタゴ前、字今芝、

字中鶴尾、字西ケ谷、字立場、字本屋敷、字大今、字太田、字濱三郎、字堀

切、字エジリ及び字ホリコシの各区域に限る。）、大字爪白（字長嶋、字小七

屋式、字向屋敷、字濱林、字丸田、字丸セマチ、字サクハンダ及び字ブクデ

ンの各区域に限る。）、大字下川口（字前ノ浜、字中須賀、字下モ町、字上町、

字谷屋敷、字西ノ久保、字坂本、字渡り上り、字家ノ前、字門田、字大久保、

字岡田ヤシキ、字風呂ノ本、字大堀田、字横田、字早稲ジリ、字高城、字井

手ノ詰、字樋元及び字クタシガスクの各区域に限る。）、大字片粕（字東浜、

字片粕谷、字片粕浜林、字中スカ、字川ナヤ畠及び字歯朶ノ浦の各区域に限

る。）、大字貝ノ川（字市平屋敷、字王屋敷ノダバ、字東脇野山、字湊、字中

川原、字岡崎ノハナ、字岡田屋式、字中小路、字川久保、字中村屋式、字ツ

キ池ノ上、字宗前寺ノ前、字宗善寺屋舗、字下モノ谷、字横浜、字ヲクチ新
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開、字畠ノダバ、字丸田、字中ヲサ、字ヒエジリ、字畠ケ田、字宮ノ谷東、

字防ノ下、字宮ノウシロ、字コビヤガ谷、字南屋式及び字松木下の各区域に

限る。）、大字大津（字大ジロ向前、字神辺畑、字南下モ前、字北下モ前、字

家ノ下、字下地及び字寺ノソラの各区域に限る。） 
四万十市 大字下田（字中ズ、字中ノ中ズ、字上松野山、字下松野山、字船町、字秋葉

町、字串ノ江、字愛宕町、字琴平町、字鍜治ヶ谷、字濱側町、字魚市場、字

上鵜ノ碆、字下鵜ノ碆、字大渕、字塚ノ下、字丸岩、字上海士ヶ浦、字竹ノ

内、字紺屋道下、字雲雀崎、字中道、字橋本、字内ズカ、字汐田脇、字海士

脇、字汐田、字和田、字瀧ノ上、字瀧ノ山、字権権山、字東貴船谷、字三六

井戸、字松岡屋敷、字甲杷山、字法雲山、字海福山、字北郡倉麻、字帯屋山、

字上谷、字下駄場、字子ノ首、字安房堀、字帰来横堀、字材木場、字歯朶納

家、字堀川渕、字青砂島、字本川詰、字台場ツケ、字新屋敷、字沖ノ濱、字

沖ノ浜、字南ホヲロク谷山、字貴船山、字虎杖山、字道崎山、字錦藪岡浜林、

字錦藪、字台場山及び字宝町の各区域に限る。）、大字鍋島（字下定次郎、字

ナバタ、字上定次郎、字下櫻木、字下桜木、字井ルノ口、字上新川、字ホッ

ポ、字中小瀬、字水越、字下上崎、字中上ミ崎、字上ミ上崎、字外ズカ、字

小島、字下小島、字南川原、字中南川原、字下モ南川原、字ミコノハナ、字

西ナカズ、字東ナカズ、字下モ中ヶ市、字万兵衛谷、字上ミ中ヶ市、字ミヤ

バタ山、字下モノハナ、字上ミノハナ、字アサカ山、字カキナガシ、字名本

屋式、字峯ノ山、字山ギハ、字内スカ、字上内スカ、字城ノ下、字ハザマ、

字サギガトマリ、字城山、字フクナシ、字上フクナシ、字善藏山、字宮ノ前、

字中櫻木、字中桜木、字境松山、字万兵衛谷山、字イタヅリ谷山、字與七山、

字与七山、字フクナン、字下新川、字上崎及び字桜木の各区域に限る。）、大

字竹島（字上崎、字村上、字榎ダバ、字スカバタ及び字ハタ田の各区域に限

る。）、大字双海（字ワニ石、字井長山、字ゴマ尻谷、字馬ノ打上ダバ、字セ

ドノ谷、字古宅山、字池ノ谷、字大磯ダバ、字茶ダバ、字上ヤシキ、字中屋

式、字中屋敷、字タツハリ、字沖ノダバ、字ツル井ノ谷、字釜ノ口、字ダバ

ヲリト、字米ヶ谷、字少分、字黒ノ表、字平野山、字金ヶ濱、字濱ノ上、字

タテバエ、字大久保、字下タノ濱、字中ノ岸、字上ノ岸濱、字水尻山、字城

山、字大磯山、字吉平山、字鳥首ダバ、字吾平山、字平ノ山ノ一、字道沖平

ノ山、字ホツコ山、字ホツコ及び字平ノ山の各区域に限る。）、大字実崎（字

オウテギ、字ヒタノバタケ、字スギノキノマエ、字ウワノバタケ、字ミヤサ

キヤシキ、字カンヌシヤシキ、字ウハノバタケ、字宮崎屋式及び字神主屋式

の各区域に限る。）、大字山路（字江渕、字亀ノ甲、字ブクデン、字キウメイ

ダ、字クボタ、字クモデ、字古アン、字トビ谷、字中ノ谷、字扇田、字ミノ

コシ、字二反地、字穴坂、字大岩、字井流ノ上、字下モ小原、字上ミ小原、

字下モ木戸、字磯畑、字スミヤシキ、字上ボキ、字上ホギ、字池渕、字上池
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渕、字ホヲノ木原及び字木ヲノ木原の各区域に限る。）、大字間崎（字拾代地、

字フタ谷田、字ミセマチダ、字コヲダ、字コモリ、字ヲカハナ、字マツガタ

ニ、字イハガタニヤマ、字イハガタニ口、字トリゴエ、字ナカノ、字フルバ

シ、字ナキリ、字ニシノシバ、字ナカキレ、字アサヒナダ、字クダシノシリ、

字カドグチ、字茶屋床ノウシロ、字カリヤノハナ、字ヲヲマエヤシキ、字ミ

ノコシ、字大前屋式ノ上エ、字二種ダバ、字カガミイド、字トロイケ、字鉄

右衛門分、字ミヤノマエ、字ススキバイ、字沖ノ洲、字沖洲、字寺島、字ト

ロノフチ、字スカ、字マルタ、字ウシロダ、字堂ノ前、字フルヤシキ、字ゴ

ヲデン、字ナルタキ、字橋ノ上、字イチナイダニ、字テンマ、字中洲、字タ

カゾ子、字出来島、字道ヶ谷山、字岩ヶ谷山及び字高ゾ子の各区域に限る。）、

大字初崎（字前田、字大江、字長畑、字⑥芝、字コゴエ、字清水ヶ本、字入

道山、字アサヒ山、字松バエ山及び字ミナト山の各区域に限る。）、大字名鹿

（字ドヲサキ、字ドヲサキ山、字小名鹿、字弥吉開、字サブガ谷、字上ミサ

ブガ谷、字大割、字宮ノ前、字馬イラズ、字スス神、字畑田、字濱、字サル

サコ、字磯畑、字ハソダバ、字イタヅリ谷及び字エミの各区域に限る。）、大

字津蔵渕（字スルギ、字ミゾカケ、字コモリ、字ハツクリ、字アイノタ、字

ナ切、字ナカツチヨ、字松ノ澤、字松ノ澤クボ、字町田、字松ノ前、字松ノ

澤口、字松ノ沢口、字シヲ入谷、字ナカマ、字モリノモト、字イリヲ、字北

川、字原中、字丸田、字下免許、字船附、字船付、字タニダ、字ミルミチ、

字クリハラ、字ヘイクチ、字出来島、字ヲキノス、字小ヶ島、字ヤツクリ、

字ムカイヤマ及び字ムカイ山の各区域に限る。） 
香南市 大字赤岡町（字松ヶ瀬一ノ丸、字松ヶ瀬二ノ丸、字松ヶ瀬三ノ丸、字松ヶ瀬

四ノ丸、字松ヶ瀬五ノ丸、字松ヶ瀬六ノ丸、字松ヶ瀬七ノ丸、字坂分一ノ丸、

字坂分二ノ丸、字坂分三ノ丸、字坂分四ノ丸、字坂分五ノ丸、字坂分六ノ丸、

字シゲ、字北町ノ北、字横町ノ西、字南町ノ西、字南町ノ北、字南町ノ南、

字西浜、字東荒、字裏町北ノ西、字裏町北ノ東、字本町北ノ西、字本町北ノ

東、字本町南ノ西、字本町南ノ東、字中浜ノ西、字中浜ノ東、字岡ノ後、字

江見、字松ノ本、字柳ノ本、字松ノ下、字浜松、字鎮守、字山崎ノ前、字青

木、字道角、字川久保、字西沢、字龍山、字新佐古、字四反地、字三拾五代、

字二拾五代、字戎田、字一ノ坪、字堀田、字城山前、字北ワイタ、字原田、

字御所ノ前、字宮ノ前、字田中、字殿田、字江ノ久保、字拾六代、字内田、

字上高田、字大東、字佐々良川、字六反地、字森本、字丸田、字サザラ、字

宮寺、字高田、字ハリノモト、字ヲザル、字西井戸、字東井戸、字窪国、字

青井、字マガリ、字坂本、字住吉田、字末国、字深田、字別所山、字金子、

字車瀬、字東汐田、字飛鳥神田、字鳥川神田及び字クグツの各区域に限る。）、

大字赤岡町徳王子（字高田の区域に限る。）、大字香我美町岸本（字イノ丸、

字ニノ丸、字タノ丸、字ヨノ丸、字ラノ丸、字リノ丸、字チノ丸、字ホノ丸、
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字ワノ丸、字ヌノ丸、字トノ丸、字ヘノ丸、字ヲノ丸、字カノ丸、字ムノ丸、

字ウノ丸、字ノノ丸、字ヰノ丸、字ケノ丸、字ルノ丸、字マノ丸及び字スノ

丸の各区域に限る。）、大字香我美町徳王子（字花宴、字若紫、字夕顔、字紅

葉賀及び字末摘花の各区域に限る。）、大字野市町下井（字ムノ丸及び字ウノ

丸の各区域に限る。）、大字夜須町坪井（字辰ノ口、字岸ヶ岡、字丸山、字泉

田、字コヤト、字行出原、字クチナシキ、字山根土居、字中町、字山根、字

道バタヤシキ、字イノシリ、字門田、字壱町田、字シヲ田、字福本、字スミ

ノ角、字吉田、字クツ田、字蔵本、字久保ノ前、字坂目、字クヒ田、字岡ノ

ハナ、字塚水、字下樋田、字成相前、字上樋田、字千本田、字下針原、字コ

モノ本、字熊崎、字畑田、字申田、字内田、字イタチ及び字石田の各区域に

限る。）、大字夜須町西山（字ミドロ、字赤井、字馬場崎、字内田、字明見田、

字大田、字樋詰、字桑原、字宮ノ原、字鞠、字流、字荒、字三反地、字俵ケ

内、字西ノ内及び字高ツイの各区域に限る。）、大字夜須町十ノ木（字俵川原、

字石蔵根、字端隈及び字上尾田の各区域に限る。）、大字夜須町出口（字下尾

田、字篠裏、字木ノ下、字中ノ内、字岡崎、字嶋ノ前、字エボシ形、字カロ

ヲト、字城ノ門、字船渡シ、字ス川、字梶ケ向ヒ、字宝田ノ下、字上中代、

字堀町、字ツクダ及び字口槇ケ谷の各区域に限る。）、大字夜須町千切（字ナ

カダイ、字堀町、字カリタ、字槇ケ谷、字マガリ、字ハツタ、字ウサイ田、

字坪、字横田、字伊尾木谷口、字内新田、字下横田、字櫻木、字新町、字外

ト新町、字松崎北丸、字松崎西丸、字松崎南丸、字松崎中丸、字松崎東丸、

字内砂、字北谷、字中洲、字ウドノ口及び字外浜の各区域に限る。）、大字夜

須町手結（字西ノ岡、字新町、字登町、字下子イリ、字福島、字南谷、字海

光庵、山字下塩谷、山字狩股、山字西池尻、山字中池尻、山字東池尻、山字

丸田及び山字浜竹久の各区域に限る。）、大字吉川町吉原（字神楽畠、字下七

反、字西土居辻、字養蔵、字住吉畠、字四反地、字下大境、字泉神社丸、字

住吉丸、字新濱、字戎堂ノ北、字住吉前、字津野畠、字長畠、字下町端、字

釜場、字浜口、字番匠屋敷、字八反畠、字的田屋敷、字西畑、字孝善寺屋敷、

字井ノ上、字修善寺屋敷前、字修善寺屋敷、字久保防、字北ノ口横屋敷、字

土居屋敷廻、字射場屋敷、字東野口、字西野口、字南野口、字新養寺屋敷、

字有井キ、字モツカレ、字古城ノ前、字黒﨑、字柳田、字東近藤、字澤、字

松ノ下、字下田、字東角田、字古市、字豆田、字フレイタ、字園、字堀ノ内、

字久保田、字半成、字永田、字寺畑、字松原、字東松原、字井流場西、字東

前川、字中前川、字松ケ端、字西前川、字本中、字濱地、字外前川、字台場

丸、字大濱、字源内畑、字中洲、字西中洲、字濱出、字小松ケ内、字棒ケ端、

字エビラタ、字ゴスイデン、字南狭間、字東狭間、字横田、字テロウシロ、

字北狭間、字下久保、字ビンヅラ、字刎原、字シノブ、字西福、字才田、字

カタブキ、字ヲドロキ、字川原田、字下松木、字キミノ木、字前田、字村田、

字花ノ木、字神母ノ西、字島、字ヒラマツ、字鍛治屋敷、字朴ノ木、字八反
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地、字岸ノ下、字東島堤添、字芝原、字今川原、字西大境、字蛇渕、字芳渕、

字川渕、字飛濱田、字西濱、字川尻、字ハタ前、字汐濱、字漁濱、字新畑、

字東濱、字東浜松及び字エンカクの各区域に限る。）、大字吉川町古川（字龍

山前、字龍山前東高見、字千法師、字横手、字龍山前西高見、字横高見、字

池ノ元、字八幡前長田、字北新田、字八幡前加門、字八幡前石ケ元、字中ノ

坪、字井流ケ本、字廣ノ本、字八幡東谷、字下土、字下土ノ西、字青木谷下、

字ヒヂ、字政処、字神主屋式、字与市屋敷、字衝傅屋敷、字九六ノ前、字両

菊、字三木、字六兵衛、字泉屋式、字源六、字芝屋敷、字バラ畑、字川﨑、

字太郎三郎、字前塩田、字南前塩田、字外前塩田、字外松ケ瀬、字南松ケ瀬、

字松ケ瀬、字南中曽、字北中曽、字沖野、字大辻、字八屋式、字松ノ内、字

西バラ畑、字川口、字五月繪屋式、字横屋敷、字南邸、字堂ノ本、字亦右衛

門邸、字大将軍、字大邸、字長畑、字小屋敷、字庄兵衛屋敷、字北野及び字

寺屋敷の各区域に限る。） 
安芸郡東洋町 大字甲浦（字浅宇津、字甲山、字古城山、字超願寺、字唐人ヶ鼻、字中町、

字西町、字東股及び字東町の各区域に限る。）、大字河内（字船蔵、字水谷、

字イヒチ、字王子田、字王子前、字小川原、字角元、字玉泉、字小池、字高

良前、字三反田、字白浜境、字数珠ノ木、字チチウ、字浜田、字原大道北、

字原大道南、字平田、字船越、字宮ノ西及び字向山の各区域に限る。）、大字

白浜（字白浜、字地蔵ノ西、字住吉突抜、字船頭町、字星ノ森、字前町及び

字森ノ下の各区域に限る。）、大字生見（字生見浜、字内丸、字大田、字御乳

母田、字上勘定、字上畠、字川渕、字北谷、字倉ヶ谷、字駒詰、字塩フケ、

字下勘定、字野根谷及び字宮ノ東の各区域に限る。）、大字野根丙（字相間浜、

字浦漠及び字海浜の各区域に限る。）、大字野根甲（字中ノ谷、字番家谷、字

伏越、字平六谷及び字港谷の各区域に限る。） 
安芸郡奈半利町 字西川原、字元ナカズ、字ナカズ後、字堅横町、字水門、字ナマキ、字東浜、

字法恩寺、字塩田、字セイゲ柴、字ヲリ付、字小持石、字西十市、字十市、

字車、字西分、字小須川、字小須川東、字一本松、字スベリ石、字大西、字

西中村、字夷浦、字中村、字鳥越、字大浦、字大岩 
安芸郡田野町 字家石、字西柳谷、字東柳谷、字東海浜、字浜田町、字八幡馬場南、字住吉

南、字浄土寺西、字浜田後町、字浜ノ後、字石橋、字浄土寺東、字橋本西、

字蔵屋敷、字制札場、字東海浜、字中島南、字東中島、字東町、字東町南角、

字西町南角、字西町、字松本、字下島田、字下椽ノ下、字上椽ノ下、字長田

杭、字宮田南、字安田分、字上島田、字木ノ下、字垣ノ内、字開水神、字島

ノ前、字経田、字南水神、字南経田、字堤ノ内、字岩原、字目後町、字内町、

字芝町、字五軒町、字中芝、字土居ノ下、字東土居ノ下、字枦地、字巽枦地

安芸郡安田町 大字安田（字家石、字三ツ石、字チョウガ谷、字ナタレノハマ、字不動、字

瀧ノ裾、字堂ノ脇、字女夫岩、字向ヱ、字山ノ神、字谷ノ裾、字上ミ庄田、
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字下モ庄田、字上ミ本町、字下モ本町、字堀川裾、字東新町、字西新町、字

薬師浜及び字西薬師浜の各区域に限る。）、大字唐浜（字ヤコガハナ、字長ハ

エ、字南一本松、字マカリ田、字田ノ尻、字長池、字礒田、字松ノ元及び字

谷ノ口の各区域に限る。） 
安芸郡芸西村 大字和食（字琴ノ浦、字叶木日裏浜林、字村松、字江川、字叶木、字北江川、

字長田、字八代、字シルデン、字島、字江渡、字橋ノ本、字西千原、字中千

原、字佃、字西佃、字南下ツ江、字黒坪、字両圓、字西ヶ芝、字井ノ上、字

ウサイ谷及び字丸山の各区域に限る。）、大字西分（字浜松林ハセヨリ東浜林、

字浜松林堀切西浜林、字新在家、字南新沢池、字井ノ本及び字東井ノ本の各

区域に限る。） 
吾川郡春野町 大字西諸木（字岩渕、字枝川、字小島、字北崎、字国吉、字竹ト端、字土居

及び字中川原の各区域に限る。）、大字東諸木（字上田、字安後、字池ノ上、

字池ノ尻、字神母畑、字石崎、字石橋、字大島、字垣添、字柏木、字上東山

分、字北頭、字酒屋口、字正楽、字霜月田、字新橋、字其口、字高田、字瀧

ノ下、字戸原西ノ窪、字中久保、字中野、字仲野、字名村、字西川、字西広

瀬、字西宮田、字子ギノ前、字子ギヤシキ、字八子分、字東広瀬、字平岩、

字弘方西、字弘方東、字福間、字藤崎、字古江、字堀田、字南落山、字南浜、

字宮ノ前及び字門戸の各区域に限る。）、大字秋山（字石見、字猪野子ヶ市、

字後ロヶ市、字梅ノ木谷、字江口、字円明寺、字岡ノ瀬、字株田口、字下江

田、字城屋敷、字西谷、字西ノ芝、字番匠屋、字松ノ本、字溝田、字宮ノ内

及び字諸木瀬の各区域に限る。）、大字甲殿（字岩ノ本、字岩屋、字大島、字

大屋敷、字置上ヶ、字奥屋敷、字上中江、字上ノ鼻、字腰前、字塩浜、字下

モ中江、字下ノ鼻、字スハナ、字住吉山、字竹ノ鼻、字達道、字坪江、字中

江口、字中島、字中ノ内、字菜切、字西浜、字西ホケ、字西港田、字ハスハ、

字馳織、字東浜、字東ホケ、字東港田、字引廻し、字樋ノ谷口、字堀越、字

坊、字丸田、字水取及び字横枕の各区域に限る。）、大字仁ノ（字青木ヶ下、

字穴田、字池ノ下、字神母谷、字市ノ橋、字井ノ久保、字井ノ本、字馬田、

字大畔田、字大田、字大平田、字大間瀬、字沖、字尾崎、字小島、字尾中、

字柏尾畑、字鍛治屋畑、字上宮田、字苅谷田、字菊尾、字岸ノ上、字岸ノ下、

字久保田、字小松、字小松崎、字五才田、字五反田、字三本松、字四之坪、

字支配田、字島ノ本、字下宮田、字新階、字新塩田、字十代田、字水門割、

字須崎、字高添、字出口、字トツコ石、字鳥羽殿、字友重、字土居、字堂所、

字堂屋敷、字中江、字中州、字中土居、字中ノ割、字西坊田、字西山、字根

頃畑、字ハエノ森、字ハエノ窪、字間、字原添、字東川内、字彦右エ門須、

字節ノ本、字紅子分、字細田、字坊田、字松続、字松ノ本、字松屋敷、字的

場、字丸田、字水谷、字宮ノ前、字見渡、字森田、字門ノ前、字弥代ハナ、

字弥代向イ、字山入レ、字弓場及び字横田の各区域に限る。）、大字西畑（字
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アマウズノ上、字壱反割、字石神ノ前割、字市ヤシキノ外、字入江ノ上、字

ウキイワノ向ヒ、字ウシロ田、字大上、字大上ノ外、字大上ノ前、字大道ノ

表、字小田ノ前、字堅割、字上川原割、字上ミフケ、字岸割、字北ヶ市、字

北キシノ割、字北竪割、字サヨ次郎、字塩渡ノ裏、字下フケ、字城ノ前、字

城の前、字城ノ前ノ外、字新割、字十代割、字十八間割、字菅ノ前割、字菅

ノ前割北ノ丁、字須崎割、字スズレ、字スズレ下モ、字スズレノ外、字西庵、

字外川原割、字外川原割北ノ丁、字ソリノ木、字ゾヲゼン、字高川原、字高

川原ノ表、字高川原割、字竹ヶ下、字タヂョヲ、字タナベ、字田之裏須賀、

字田之裏須賀ノ外、字寺ヶ谷、字寺が谷の前、字鳥首の前、字土居屋敷、字

中キシノ割、字中須、字中百坪割、字ナツメ寺中、字百坪割、字東百坪割、

字平床割、字ふなと、字本割、字萬願寺、字溝割、字南竪割、字山の手の前、

字行次第割、字行弘割、字横関ノ内、字横関ノ外、字横割及び字渡シ場ノ岡

の各区域に限る。）、大字森山（字ヲリトノ西、字神母箱、字ウヅシリ、字大

中須賀、字沖太郎、字上須賀、字西河岸、字下須賀、字田ノ浦口、字大師堂

ノ西、字中須賀、字西中道、字東中道、字堀捨、字棒道、字山ノ下、字与三

須賀及び字渡シリ上の各区域に限る。） 
高岡郡中土佐町 大字久礼（字ヒソ、字サイレ屋式、字切石、字イゲノ木、字小谷口、字フチ

ノ本、字堀田、字ナカマ、字土居屋式、字松ヶ谷、字水畑、字小鳥越、字小

松堀、字井流ノ本、字石橋ノ本、字久禮地谷、字船付、字宮ノ後、字ツイチ

添、字デセビガ谷、字大鳥越、字ミノコシ、字東ガマ、字ヨシノ本、字カヤ

ケ谷、字東ノクボ、字北カヤガ谷、字岸ノ下タ、字吹出ノ端、字四郎兵衛谷、

字大名谷、字神ノ奥、字ハイ原越、字鎌田清水ヶ本、字小鎌田、字下和田、

字上和田、字猿毛神社下タ、字ツチブチ、字土渕口、字キャウザ、字カリヤ

ガクボ、字イヤガ谷口、字桑木サコ、字チヨガ谷、字松ガ渕、字ムロヤシキ、

字天神畠、字大門、字北大門、字茶ガ市、字コウワンバタ、字和田ノ川、字

ゴホヲアン、字トギヤシキ、字竹ノ内、字坪ノ内、字ヲゴウダ、字大棚下新

改、字大棚、字薬王寺、字谷口、字下カゲンダ、字大棚上新改、字川崎谷口、

字城ノ下、字西山口、字住吉山、字西ウラ、字青雲ノ奥、字ヤカシロ、字森

ノ下、字七代、字新田、字岡ノ谷、字上カゲン田、字岩渕、字池ノ谷、字大

井神ノハナ、字圓津井口、字升屋地、字スミノ谷、字上土居屋式、字上沢、

字中谷、字清水田、字喜助屋式、字植木ノ本、字松ノ本、字姥屋式、字如秀

院、字奥ノ谷、字ヲクノ谷、字中野、字マトバ、字カナヤ、字口落合、字新

刎、字下新改、字南新改、字中町、字定光寺、字中島、字東中島、字築屋舗、

字下町、字上町、字八幡宮ノ前、字松原、字宮林ノ南、字イヤノ外、字宮ノ

西、字サエンバ、字サエンバノ南、字中ノ通、字西町、字三反切、字下澤、

字土居ノ前、字土居、字土居ノ前、字岡ノ前、字下池田、字奥ノ谷、字上池

田、字古谷、字古寺、字中畑、字姥ヶ懐、字柚ノ浦、字立目、字上ノ戸、字
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カマゲタ、字二ツ石、字元谷濱添、字元谷、字少々草及び字小々草の各区域

に限る。）、大字上ノ加江（字シンガイ、字シンガイ谷、字ホウドウ、字山添、

字梅ノ木下、字植松、字地蔵堂、字稲荷ヶ濱、字笹場稲荷北林、字笹場稲荷

南林、字トコロ谷、字竈ノ久保、字宮ノ久保、字濱田、字淀、字神田、字岡

ノ前、字清水、字コブチ、字柳本、字クボタ、字シヨイヤ谷、字土居ノ谷、

字カヂ屋敷、字シヨヂ、字古屋、字サコヤシキ、字マキノハナ、字若瀬、字

寺ヶ谷、字大サギタ、字小サギタ、字下サギタ、字落合、字池田、字バソコ

谷、字中屋敷、字仲間ヶ谷、字内匠田、字エンヅ、字押岡濱、字村上、字入

川内、字古屋ヶ谷、字カマダ、字一之又、字高樋、字唐人畑、字汐満、字岡

屋敷ノ丸、字タアトイヤシキ、字宮ノ久保、字竹ノ下、字カヂヤ、字源吉刎、

字ヲモイデ、字ハザ、字野添、字酒出屋敷、字上ノ平、字眞願寺、字本越、

字一重ヶ崎、字石橋、字ハチノクボ、字中澤、字奥澤東谷、字奥澤西谷、字

シブキタ、字マガタ、字横田、字イリズミノ丸、字馬木川渕、字和田ノ丸、

字地蔵堂、字松ノ本、字ニノヘ、字谷口、字ゴハイマキ、字草萩原、字越ノ

谷、字皿ヶ峯、字皿ヶ峯下、字湊代、字湊、字山崎中町、字九番小路、字三

番小路、字十三番小路、字上川久保、字川久保、字島ノ内、字大坪、字沖代、

字垣渕、字神ノ谷口、字城山、字楠ノ木ノ本、字砂田ノ本、字和田、字砂田

ノ丸、字ハト枝、字石橋、字小湊、字濱添、字湊、字梅ノ窪、字ミトモリ、

字池山、字ヲロセノ本、字梅ノ木谷、字サルハシリ、字上ノ加江濱林、字ア

ジロ、字姥ヶ谷、字アジロ人家後林、字小城、字黒龍、字釜ノ窪、字溜池ノ

脇林、字池、字中谷、字神谷及び字ヤタベの各区域に限る。）、大字矢井賀（字

サガリ松、字二ツ石、字シヲトコ、字東田、字シヲ田、字釜ノ本、字川渕、

字トヲナイ、字仲西、字窪屋敷、字谷ノ前、字谷、字竹ノハナ、字ヒラキ、

字宮ノ前、字大谷、字沖ヤシキ、字宮ノ西、字モチ谷、字上中坪、字根無シ

谷、字弘畑、字鴻田、字山路、字志和谷、字柿木谷、字口柿木谷、字奥柿ノ

木谷、字濱カウ、字中嶋、字南山下、字ホキ本、字蔵屋敷、字馬越、字沖芝、

字ブロヤ、字恵美須崎、字釜ノ本、字荒神ノ東、字荒神ノ西、字松尾谷、字

宮ノ西及び字下和田の各区域に限る。） 
高岡郡四万十町 大字興津（字元脇、字呉石、字上木戸、字森ノ前、字里屋敷、字岡ノ前、字

松ノ前、字内船倉、字神母野、字東屋敷、字角屋敷、字古川、字馬場屋式、

字中新開、字芳ヶ谷、字松崎、字新川、字水主屋敷、字大財野、字石橋ノ前、

字小室、字立花谷、字田代、字山崎、字大島戸及び字小島戸の各区域に限る。）、

大字志和（字柚ノ木谷口、字川原畑、字古城ノ下、字湖水谷、字天神ノ下タ、

字小宮床ノ北、字和田、字船頭、字南磯辺、字シホ田、字クモテン、字才能、

字イナバ、字吹口、字吹ヶ谷奥、字柳尾、字神主田、字下島ヶ内、字上島ヶ

内、字和田前、字大蛇フチ、字笠ヶ谷口、字中町屋敷、字西ノ窪、字岡崎ノ

下、字西ノ前、字旧薬師寺門前、字浜屋敷及び字堂ヶ原の各区域に限る。）、
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大字小鶴津（字横川、字スナタ、字イノ谷及び字浜添の各区域に限る。）、大

字大鶴津（字セキノモト、字松原屋敷及び字浜添の各区域に限る。） 
幡多郡大月町 大字芳ノ沢（字タツチ、字十二セマチ及び字蛤潟の各区域に限る。）、大字龍

ケ迫（字籠ヤブ、字マキガウラ、字タツガサコ及び字白崎の各区域に限る。）、

大字泊浦（字古泊、字ホヲデン、字ム子ントウ、字シロノ峰、字濱田、字南

ヤシキ、字キビナゴ網代及び字弦場の各区域に限る。）、大字橘浦（字ツルバ

山、字ロクロヲ、字椎ノ浦、字天神森、字山ノ下、字田中、字ヲイゴ、字ム

ラキミヤシキ、字下轟山、字アジロ谷、字浜屋式、字中峯、字今城及び字高

望山の各区域に限る。）、大字安満地（字里峰山、字荒浜、字船寄、字大浦山、

字宮添、字神地、字村都及び字釜ノ谷の各区域に限る。）、大字一切（字チリ

林、字鹿ケ谷、字辷堂山及び字松ケ鼻の各区域に限る。）、大字柏島（字渡場、

字大堂山、字波戸場ノ脇、字波戸場山、字庚申堂、字網代山、字村君屋敷、

字町前、字東崎、字寺口、字鎗ノ段及び字寺ノ上の各区域に限る。）、大字古

満目（字赤泊山、字赤トマリ、字住吉、字クラノ谷、字アシロ山、字林泉庵

寺中、字古満目向及び字春日山の各区域に限る。）、大字平山（字濱田、字駒

ノ前及び字住吉谷の各区域に限る。）、大字頭集（字浦尻、字一ノ坂及び字赤

高の各区域に限る。）、大字周防形（字浜ヤシキ、字前田、字西本モ田、字ヲ

モダ、字古川、字渡り上ミ、字サコノ谷、字岩井崎及び字岩井崎山の各区域

に限る。）、大字樫ノ浦（字網代山、字ハマヤシキ、字中間ヤシキ、字立石山、

字天神山、字愛宕山及び字今在家の各区域に限る。）、大字西泊（字宮ノ谷、

字宝願寺谷、字スルギ谷及び字スルギ山の各区域に限る。）、大字赤泊（字大

シマド及び字白王山の各区域に限る。）、大字大浦（字巾着山、字西ヤシキ、

字東屋敷、字住吉ヒラ、字檍ケ崎、字東山、字倉ケ谷、字アタゴバタ、字比

良畑、字芳岡、字ヨシ山、字アタゴ下、字マツチダ、字ウラジロ、字道ノ下

タ、字梶原、字下ナカチ、字上ナカチ、字川越、字中キレ及び字カクチイン

の各区域に限る。）、大字才角（字牛路、字馬路、字天満宮、字浜林、字ハセ

ヂ、字カタエブチ、字エブチ、字発ザキ、字松崎、字新田、字岩崎、字公文

田、字石崎、字フクデン、字小島崎、字ニシザワ、字香島、字小島、字コチ

サワ、字アチサワ、字ワダ、字中ノ坪及び字竹ノ内の各区域に限る。）、大字

小才角（字西浜田、字東浜田、字フセヂ平、字西ホドヲカ、字東ホドヲカ、

字ネノクビ、字古川、字竹添及び字井ノ谷の各区域に限る。） 
幡多郡黒潮町 鈴（字上灘山、字ヲモ谷ハマ崎、字東谷山、字海蔵寺下、字浜ヤシキ、字ゴ

ミノクボ、字小鈴浜崎、字熊野浦続キ山、字スガルハマサキ及び字スガル新

五ヤシキの各区域に限る。）、熊野浦（字上灘山、字ナバエ、字大田、字東浜

崎、字カタシ谷山、字西谷口、字西谷セイ元及び字久保浦山の各区域に限

る。）、佐賀（字上灘山、字小浜、字戎ヶ森、字長畝、字五反地、字城山、字

海雲寺、字明神、字シヲ付、字会所、字大カゴ、字門前、字大和田山、字大
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和田、字サイノヲ、字新田口、字浜町、字大町、字本村片町、字ホソ田、字

野添、字シバ、字ドヲガハナ、字小町尾、字堂免、字柳原、字林ノ下タ、字

オカチタケ山、字拾六代、字フケノ沢、字中切、字シロザイ、字川原田、字

中角屋敷、字中角、字記念地、字穴ノ内、字宮ノナロ、字坂折、字橘サコ、

字橘サコ丸田、字ドオノヒラ、字小馬地、字大馬地、字ヘイ坂山、字イカダ

セ、字下イカダセ、字中川原、字新ガイ、字横浜、字ウドヤ、字大谷口、字

追切山、字海中巌石及び字鹿島の各区域に限る。）、白浜（字中浦、字屋敷田、

字西浜屋敷、字神ノ前、字宮ノ鼻、字小鯛浦、字大中浦、字小中浦及び字ト

ヲカ市の各地域に限る。）、灘（字古満目崎、字新二郎谷、字新貝、字辰巳尻、

字地藏堂免、字釼山、字トイノ元、字流田、字南屋式、字本ハエ及び字山際

の各区域に限る。）、伊田（字オリイデン、字カマ池、字片ツラタ、字川原田、

字上川原、字サコノ下タ、字下シタン田、字ソヲキウ、字辻堂、字中野、字

長田、字西沢、字西ノツボ、字野中、字濱屋式、字橋ノ本、字原囲、字原町、

字フロノモト、字ホコデン、字前磯、字南濱平、字南橋ノ本及び字六反田の

各区域に限る。）、有井川（字イケス、字イケス畝、字池田、字イ子カ市、字

ウロ、字宇呂沖、字エブクロ、字大クボ、字小入道、字塩屋カ原、字下ノ田、

字新田、字竹ノクボ、字トンノクホ、字長尾ノ前、字ハシノ下タ、字東濱林、

字深田、字ホキノ前、字松ヶ本、字森ノ下タ、字来面、字西ハマ及び字沖ノ

川原の各区域に限る。）、上川口（字イヌホヲシ、字ウドウ田、字岡ノ地、字

大谷口西ノ山、字大梨子谷口、字上天地ヤシキ、字上ミチ々ウタ、字上神ノ

前、字カジヤシキ、字上大向、字クボノ前、字久保屋敷、字国沢、字下天地

ヤシキ、字下チチウタ、字嶋田、字下神ノ前、字下大向、字ダバダノ口チ、

字椿ノ本、字トヲケノモト、字鳥羽、字鳥羽道添、字中ノ谷浜口、字西原屋

敷、字兵庫、字東原屋敷、字深木田、字船倉、字前田、字待王坂山、字待王

坂、字松カ谷口、字ミノコシ、字道下山、字和田及び字ヲノハナの各区域に

限る。）、浮鞭（字イモシリ、字厳島ノ後、字石神前、字浮津西分、字浮津東

分、字尾崎、字大横浜、字カロヲト坂、字北中島、字北馬場、字北馬詰、字

北曽我、字北八反芝、字北尾崎、字小犬ケ原、字越前、字越前浜、字越前山、

字崎浜、字七九谷、字代僧、字棚田、字ツエ土、字土居ノ前、字中馬詰、字

中々島橋詰、字中川原、字西中島橋詰、字西唐人山、字西クグウ、字西ヤモ

ウヂ、字西奥尾、字ニガタ、字八反芝、字東中島橋詰、字東唐人山、字東ク

グウ、字東ヤモウヂ、字東八反芝、字福田、字船場浜、字防子畠、字丸田、

字南馬詰、字南馬場、字南田城、字南曽我、字水タレ山、字水タレ浜、字名

チン、字休場、字横浜、字ヲヲビデン谷、字堂佛、字野々下タ、字社及び字

新田の各区域に限る。）、口湊川（字上伴内、字上大田、字下大田及び字伴内

の各区域に限る。）、加持（字岩崎ノダバ、字池田、字イデノ表、字浦松、字

小川丸田、字サノハナ、字サゝノ下タ、字下黒間、字田村鼻、字寺田、字中

ノ前、字小川、字平和、字三島及び字三栄の各区域に限る。）、入野（字浅ケ
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谷、字一本松、字石本、字井ノ谷、字岩合、字池床東、字厩尻、字馬爪、字

大久保、字折橋、字岡ハナ、字大和田、字沖ノ前、字大谷、字神崎、字神ノ

前、字上万行、字神上、字川窪、字仮家ノ下、字上風深、字カナヤシキ、字

上北田、字北清水ケ本、字北町、字切田、字北神上、字木根田、字北早崎、

字北ヒジリ、字小島灘、字小松崎、字五本松、字サツペイ、字咲田、字清水

ケ本、字霜月田、字芝、字下坊、字七貫、字汐カラタ、字下風深、字多歩、

字宅庵、字タバタ、字タコンブン、字立石、字月見浜、字十割、字トヲロデ

ン、字長沢、字中井、字長川、字西ノ宮、字二本松、字西浜田、字西町竹ノ

下、字西沖ノ前、字西松崎、字西ノ芝、字西後田、字西ヒジリ、字子ギ沢、

字浜松林、字西浜林、字浜田、字八幡屋敷、字原木、字潘下、字浜ノ宮、字

早咲、字ハスノ町、字東浜松、字東浜田、字東後田、字東早崎、字東ヒジリ、

字古塚崎、字松中、字松ケハナ、字万行、字町口、字前沢、字松本、字松崎、

字前ノ川、字水溜、字南町、字南ヒジリ、字ミアゲ、字向エゾリ、字柳、字

柳原、字井流ノ口、字横浜、字龍王、字六地蔵、字ヲイマモリ、字新明、字

横ノ浜、字弓場及び字山手の各区域に限る。）、上田の口（字上エゴ、字荒神

ノ下タ、字下エゴ、字新屋田、字下新田、字ミ子ノ下、字ワカサワ及び字エ

ゴの各区域に限る。）、下田の口（字アカハゲ、字アカサカ、字アナダ、字石

崎、字池ノ谷、字馬ノ野、字カキウチ、字カキウチ谷、字カシワ、字カキゾ

エ、字上シホタ、字北大戸、字五百田、字五反田、字コイカド、字サキタ、

字サコ、字下汐田、字シハツキ、字シホ田谷、字スリギ、字ツホ子タ、字天

神谷、字トコロバタ、字トリコエ、字苗代、字中汐田、字ナカ丁、字西大戸、

字野川、字東ダイモン、字ヒノ下タ、字フクヲカジヲタ、字南大戸、字カキ

セ、字岩合代、字オキヤシキ及び字西持代の各区域に限る。）、田野浦（字ア

ンケ谷、字飯積田、字稲ケ市、字家ノ前、字打越、字上江切、字馬路、字大

ミサゝイ、字釜ノ口、字カリ戸口、字カキゼ、字北本ノ駄場、字小屋床、字

三拾田上切、字沢ノ久保、字島ノ本、字ダキカ本、字ヂイカモト、字堤ノ内、

字土山、字土居、字中ノ屋式、字西ケ鼻、字西ノ上、字浜田、字萩ノ森東ヒ

ラ、字八本松、字森ノ脇、字山見崎、字横瀬屋式、字ワラビ岡田、字赤ハゲ、

字西間、字塩入、字スルバチ、字ヤリガサヤ、字中ノ谷及び字本田の各区域

に限る。）、出口（字大田、字沖ノ田、字風吹ケ、字門屋式、字観蔵寺、字コ

ヒラミ、字ゴマジリ濱ノ上ヘ、字城山、字スリ木口、字ダババタ、字高町堀

リ、字鉄砲田、字濵ノ岸、字濱畑、字畠田、字橋ノ上、字浜松林、字畑山、

字菱池、字風呂ケ谷、字松ノ下タ川、字山沖ノ谷、字ヤマメタ、字新頭地及

び字新東谷の各区域に限る。） 
⑥「タ」へんに「十」 
 
大分県 
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大分市 大字神崎（字鳴川、字ウト、字前田、字通羅火、字大間、字祓田及び字神地

の各区域に限る。）、生石港町二丁目、生石五丁目、王子港町、大字駄ノ原（字

豊久北浦の区域に限る。）、大字勢家（字春日浦、字芦崎及び字京泊の各区域

に限る。）、新川町二丁目、弁天二丁目、豊海一丁目、豊海二丁目、豊海三丁

目、豊海四丁目、豊海五丁目、西新地一丁目、大字西ノ州、大字中ノ州、大

字一ノ州、大字青崎、大字大在、大字日吉原、向原沖二丁目、向原沖三丁目、

原川三丁目、三川新町一丁目、三川上一丁目、乙津港町二丁目、大字三佐（字

浜新地、字仲州、字八幡島、字遠見及び字新港の各区域に限る。）、大字海原

（字地浜、字池田、字川久保、字鶴及び字久世ヶ瀬の各区域に限る。）、三佐

一丁目、三佐二丁目、三佐六丁目、大字鶴崎（字西浜の区域に限る。）、大字

家島（字上西川及び字横郷の各区域に限る。）、大字志村（字村山の区域に限

る。）、大字坂ノ市（字浜中の区域に限る。）、久原北、大字久原（字江川の区

域に限る。）、大字細（字濱田、字濱屋敷及び字数ノ平の各区域に限る。）、大

字馬場（字下馬場、字天神原及び字東通の各区域に限る。）、大字本神崎（字

来ル島、字古川及び字天ヶ原の各区域に限る。）、大字佐賀関（字東町、字西

町及び字山田の各区域に限る。）、大字白木（字秋の江の区域に限る。） 
別府市 大字内竈（字北新田の区域に限る。）、亀川浜田町、亀川東町、上人ヶ浜町、

大字北石垣（字鴈屋澤津の区域に限る。）、船小路町、新港町、若草町、北浜

一丁目、元町、浜脇一丁目 
中津市 字小祝、小祝新町、大字角木（字三百間、字鱗形及び字沖土手下の各区域に

限る。）、大字東浜（字イバイバ、字茶屋、字屋敷田及び字浦山の各区域に限

る。）、大字大新田（字三番通り、字六番通り、字七番通り、字八番通り、字

九番通り、字拾番通り及び字大土手の各区域に限る。）、大字田尻崎、大字鍋

島（字京泊り、字西川原、字向及び字ソヲタイの各区域に限る。） 
佐伯市 大字二栄（晞干区及び古江区の各区域に限る。）、大字護江（風無区、宮の内

区及び指夫区の各区域に限る。）、大字狩生（車区、狩生区、中川原区及び小

福良区の各区域に限る。）、大字霞ヶ浦（代後区及び笹良目区の各区域に限

る。）、大字戸穴（大宮区の区域に限る。）、大字海崎（置場区、海崎上区、海

崎下区、片山区、百枝区及び駅前区の各区域に限る。）、大字鶴望（坂の浦区

の区域に限る。）、葛港、春日町、日の出町、駅前一丁目、駅前二丁目、蟹田

区、鶴谷町一丁目、鶴谷町二丁目、鶴谷町三丁目、中江町、野岡町一丁目、

東町、東浜、西浜、南浜、女島区、新女島区、長島町一丁目、長島町二丁目、

長島町三丁目、長島町四丁目、来島町、大字池田（下久部区及び蛇崎区の各

区域に限る。）、大字大江灘（上灘区及び東灘区の各区域に限る。）、大字守後

浦（守後区の区域に限る。）、大字石間浦（石間区の区域に限る。）、大字荒網

代浦（荒網代西区及び荒網代東区の各区域に限る。）、大字片神浦（塩内区、

竹ヶ谷区及び片神区の各区域に限る。）、大字久保浦（久保浦区の区域に限
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る。）、大字高松浦（高松区の区域に限る。）、大字日向泊浦（日向泊区の区域

に限る。）、大字浅海井浦（字地下及び字地下屋敷の各区域に限る。）、大字津

井浦（字東小路及び字中小路の各区域に限る。）、大字吹浦（字昭和新地の区

域に限る。）、大字地松浦（字外河原、字内河原、字井ノ谷、字西ノ平及び字

中ノ坪の各区域に限る。）、大字沖松浦（字江口、字赤﨑、字小椎ヶ谷、字観

音山及び字北ノ浦の各区域に限る。）、大字有明浦（字地下ワキ、字地下、字

権現ワキ及び字戸ノ上の各区域に限る。）、大字浦代浦（字久保浦、字ワラク

ラ、字沖吉山ノ下、字東ノ端、字影の浦、字田鶴音及び字間越の各区域に限

る。）、大字色利浦（字宮ノ下、字東風網代、字苅野、字中江、字横浜、字廣

岡、字西谷、字尾鼻、字菴ノ前、字中村、字中ノ鼻、字関網及び字聖松の各

区域に限る。）、大字宮野浦（字西ノ浦、字宮ノ脇、字地下、字東濱、字波戸、

字聖松、字隅田、字東、字平⑦、字平⑦ノ上、字ウバメ山下及び字内越浦の

各区域に限る。）、大字竹野浦（字西尾浦、字地下、字向イ及び字東向イの各

区域に限る。）、大字小浦（字柏ノ浦、字本小浦、字蛭子鼻及び楠ノ浦の各区

域に限る。）、大字森崎浦（字大江川、字曲り、字田ノ上、字大榎、字大松、

字大堺、字園地後、字木場ノ上、字山野ノ下、字古木場、字国木、字ヤシキ、

字前ノハマ、字向ノ方、字横野、字古森崎、字カリトク浦及び字越田尾の各

区域に限る。）、大字丸市尾浦（字田尾ノ下、字番所、字天神前、字芋迫、字

芹川、字地下、字通り山、字田久保、字中須賀、字榎津留、字江川、字中島、

字スゲ谷、字五郎坂、字浦ノ迫及び字日野浦の各区域に限る。）、大字葛原浦

（字蒲ノ元、字清水谷、字白ケサコ、字カシゴウ、字中ツル、字森下及び字

地下の各区域に限る。）、大字波当津浦（字小松ヶ谷、字椿原、字木場、字貝

ノ浦、字塩入砂田、字小塩田、字波張、字久分、字下村、字塩田及び字三ノ

泊りの各区域に限る。）、大字蒲江浦（字丈ノ後、字鮪ノ目、字濱スカ、字井

手ノ尻、字長津留、字中村、字熊野、字地下、字西ノサキ、字ハマスカ、字

深島、字向浜、字清水、字竹野浦、字前津留、字地下、字宮ノ脇、字宇戸ヶ

迫、字尾崎、字鷲谷、字小水ヶ浦、字田ノ浦、字長畑ケ、字砂畑及び字テン

ジヶ浦の各区域に限る。）、大字猪串浦（字長崎山、字火問屋、字古浦、字橘

花迫、字内ノ浦、字南猪串、字中村、字前田、字尾バナ、字クウラシ及び字

丸山の各区域に限る。）、大字竹野浦河内（字長ハエ、字寺浦、字ヒメミギ、

字内浦、字ハセジ、字宮路ヶ谷、字西中浜、字東中浜、字山下、字久保浦、

字元猿、字元猿舟付、字丸ハエ及び字一本松の各区域に限る。）、大字西野浦

（字名護屋、字ビル浦、字和田ノハナ、字越ノ浦、字ハナノサキ、字西村、

字中村、字東村、字小網代、字小網代ノ上、字中河原、字神崎、字日ノ浦、

字古小浦、字古久保、字古川才、字老ノ久保及び字スノモトの各区域に限

る。）、大字畑野浦（字宮路ヶ浦、字畑ノ浦浜、字平バイ、字山ノ鼻、字小浦

浜下ノハゲ、字小浦浜、字浜村、字田中村、字新地、字ムカイ、字釜ヶ浦、

字長畑、字ゴサイ網代、字下ゴサイ網代、字泊りヶ浦、字松ヶ鼻、字カマス
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網代、字マ竹原、字ホウバエ及び字真浦の各区域に限る。）、大字楠本浦（字

大向、字小向、字大江津留、字地下、字下ノ谷、字平バイ、字船付及び字河

内の各区域に限る。） 
臼杵市 尾本、桑原、藤田、店、大間、黒岩、浦、中津浦、大浜、津留、若葉、昭和、

花園、大橋、新地、下市浜、中須賀、洲崎、駅前、板知屋、大泊、風成、坪

江、深江、柿ノ浦、久保浦、苙場、破磯、清水、泊ヶ内 
津久見市 大字長目（字無垢島、字天子ケ浦、字小楠屋、字楠屋奥、字村奥、字屋敷、

字船着、字天神上、字伊崎、字久保浦、字釜戸ダイゴ、字小浦、字長目、字

リ東、字平原、字広浦、字広浦川西、字浦代及び字鯖網代の各区域に限る。）、

大字堅浦（字立花、字横浦、字久保浦、字内名、字羽迫、字太田津留、字門

田及び字西丸の各区域に限る。）、徳浦宮町、合ノ元町、大字徳浦（字船付、

字ツムロギ西平、字中津浦、字中津浦東及び字シヨシケ浦の各区域に限る。）、

入船東町、セメント町、港町、中央町、高洲町、大字津久見浦（字福及び字

鯛網代の各区域に限る。）、大字千怒（字広浦、字堂崎、字芝ノ花、字天地花、

字ヲリト、字清水、字新地、字旭、字カバガ浦及び字千怒崎の各区域に限る。）、

大字日見（字田ノ浦、字小浦、字本地下及び字坪井戸の各区域に限る。）、大

字網代（字向ノ平、字恩地、字津井越、字向ノ平、字刈野、字鳩越、字ハナ

ワキ、字小場及び字奥の各区域に限る。）、大字四浦（字八重石、字荒代、字

鳩浦、字赤崎、字刀自ケ浦、字久保泊、字深良津、字貝ノ浦、字仁宅、字落

ノ浦、字鹿ノ浦、字田ノ浦、字天神ケ浦、字摺木、字由ケ浦、字三ノ泊、字

内ケ浦、字狩床、字後浜、字満越、字高井、字大元、字後ノ谷、字東、字桜

ケ谷、字間元、字高浜及び字小谷の各区域に限る。）、大字保戸島（字串ケ脇、

字長目及び字長砠の各区域に限る。） 
豊後高田市 呉崎（字呉崎新開、字塩部、字直入及び字南桂の各区域に限る。）、西真玉（字

潮見の区域に限る。）、中真玉（字浜透留新田、字浜小松原、字浜藏ノ上及び

字浜西の各区域に限る。）、臼野（字板敷、字藤後、字不知、字鵜泊、字浜、

字東浜田、字西浜田、字存出、字猫部、字高鼻及び字下大江平の各区域に限

る。）、堅来（字西浜田、字浜田、字東浜田、字日平及び字石場の各区域に限

る。）、羽根（字西ノ磯、字中塚及び字松津の各区域に限る。）、香々地（字松

津、字尾崎、字脇、字松原及び字中塚の各区域に限る。）、見目（字宮岬、字

浜磯、字浜田、字江ノ上及び字高島の各区域に限る。） 
杵築市 大字奈多（字志口、字駄廻、字御馬出、字徳永、字寺田、字室屋、字岡山、

字古町、字六本木、字尾福面及び字亀山の各区域に限る。）、大字狩宿（字鉈

田、字行安、字三塚、字臼石、字御塔、字札場、字御野及び字下松の各区域

に限る。）、大字守江（字黒石、字池ノ口、字町中、字浜、字神場、字浜平、

字田内、字盛松、字平畑、字東王子、字王子、字江ノ平、字塩屋原、字徳永、

字浜町、字大西及び字大内崎の各区域に限る。）、大字大内（字下ノ原、字天
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神元、字塩浜及び字立岩の各区域に限る。）、大字杵築（字北浜、字城鼻及び

字六軒町の各区域に限る。）、大字猪尾（字中島の区域に限る。）、大字片野（字

鳩崎、字浦屋敷、字三月田及び字御堂ノ前の各区域に限る。）、大字熊野（字

平原、字尾本、字竹ノ曲り、字駒ヶ迫、字浪崎、字戸渡、字ハジ山、字小無

田、字小無田原、字梶ヶ浜、字下ノ山、字小迫、字見栄寺、字前田、字古戸、

字明神、字西ヶ迫、字鳥居原、字原台及び字久保田の各区域に限る。） 
宇佐市 大字岩保新田（字大西、字西及び字南蛮前の各区域に限る。）、大字長洲（字

小松原、字西浜及び字三本松の各区域に限る。）、大字神子山新田（字大洲、

字亀田、字真鶴、字川添、字秋本、字広富、字福居、字千石、字相生、字松

本、字梅田、字竹中及び字樋之口の各区域に限る。）、大字江須賀（字福富の

区域に限る。）、大字住江（字弁財、字浜田、字新田及び字広末の各区域に限

る。）、大字郡中新田（字原口組、字末広、字見松田、字松林、字浜田尻、字

御許山及び字正覚寺組の各区域に限る。）、大字高砂新田（字小州堤、字小州、

字外浜田、字福田、字一文字下、字蓬莱、字富田、字集り、字樋ノ口、字境

松、字芝山、字会所及び字御用場の各区域に限る。）、大字下乙女（字広末の

区域に限る。）、大字順風新田（字福有、字大穀、字広田及び字黒川添の各区

域に限る。）、大字下庄（字東磯、字浜山、字吹出、字布津部、字根筈、字下

川原、字浜田及び字蟹喰の各区域に限る。）、大字宮熊（字東浜及び字下浜の

各区域に限る。） 
国東市 国見町竹田津（字大高島及び字江尻の各区域に限る。）、国見町中字浜手、国

見町伊美（字友安、字町及び字入江島の各区域に限る。）、国見町櫛来（字亥

新田、字小崎及び字古江の各区域に限る。）、国見町岐部（字イソ及び字長瀬

の各区域に限る。）、国見町小熊毛（字楠戸及び字面木の各区域に限る。）、国

見町大熊毛（字浜ノ上及び字御手洗の各区域に限る。）、国見町向田（字北浜

及び字内名切の各区域に限る。）、国東町浜（字新々田及び字鼓の各区域に限

る。）、国東町深江（字浜松及び字江尻の各区域に限る。）、国東町田深（字下

川の区域に限る。）、国東町鶴川（字浮殿の区域に限る。）、武蔵町糸原（字行

者原及び字勝手迫の各区域に限る。）、武蔵町古市（字川口、字下川原、及び

字藤本浜の各区域に限る。）、武蔵町池ノ内（字浜の区域に限る。）、安岐町下

原（字マグミ、字金ユリ川、字カツラヲ、字裏門、字本丸、字ホキ、字脇田、

字ミナト及び字川原の各区域に限る。）、安岐町塩屋（字脇田、字ハマ及び字

水呉の各区域に限る。） 
東国東郡姫島村 字追崎、字達磨、字堂ノ下、字風越、字北、字南、字松原、字用作、字迫、

字下小屋、字道佛、字明石前、字西大海、字東大海、字板屋、字呉岩、字タ

ルミ、字金、字両瀬、字稲積 
速見郡日出町 大字川崎（字小浜の区域に限る。） 
⑦「石」へんに「併」のにんべんを除いたもの 
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宮崎県 
宮崎市 大字塩路（字浜山の区域に限る。）、山崎町浜山、阿波岐原町前浜、新別府町

前浜、新別府町久保田、新別府町薦藁、新別府町船戸、新別府町池開、新別

府町川新田、新別府町上和田、港１丁目、港２丁目、港３丁目、港東１丁目、

港東２丁目、港東３丁目、大字田吉（字東前島、字番所下及び字浜畑の各区

域に限る。）、大字赤江（字飛江田の区域に限る。）、大字郡司分（字外蠣原の

区域に限る。）、大字熊野（字藤兵衛中洲、字島山、字正蓮寺、字新正蓮寺及

び字外新正蓮寺の各区域に限る。）、大字加江田（字曽山寺、字小園、字峯崎

及び字松添の各区域に限る。）、青島１丁目、青島２丁目、青島３丁目、青島

４丁目、青島５丁目、青島６丁目、大字折生迫（字海添、字松添、字名切、

字上白浜、字下白浜、字黒石、字坂元、字五丁坂及び字戸崎の各区域に限る。）、

大字内海（字前坂、字町、字前田、字鉢屋平、字渡瀬、字島及び字須崎の各

区域に限る。）、並びに鶴島１丁目、鶴島２丁目及び鶴島３丁目の各区域（高

松橋から橘橋間の大淀川左岸河川敷の護岸の範囲内の区域に限る。）、大塚町

鵜島（平和台大橋から宮崎大橋間の大淀川右岸河川敷の護岸の範囲内の区域

に限る。）、大字田吉中ノ又（小戸之橋から一ツ葉大橋間の大淀川右岸河川敷

の護岸の範囲内の区域に限る。）、佐土原町下田島（字鷺島、字六ヶ所、字上

六ヶ所、字下六ヶ所、字徳ヶ渕、字庄屋田、字栄後口、字下伝宗、字福島中

須、字福島川原、字浜田、字後川、字二ッ建中須、字寺下、字大川俣、字稲

荷島、字二ッ建、字二ッ建池上、字渡り瀬、字山伏須、字浜上及び字河添の

各区域に限る。）、佐土原町下那珂（字明神山及び字川添の各区域に限る。）

延岡市 安井町、浦城町、須美江町、熊野江町、島浦町、東海町、神戸町、水尻町、

二ッ島町、大武町、牧町、無鹿町２丁目、川原崎町、昭和町２丁目、昭和町

３丁目、紺屋町、祇園町、北小路、船倉町、須崎町、方財町、浜町、緑ヶ丘

１丁目、緑ヶ丘２丁目、緑ヶ丘３丁目、緑ヶ丘４丁目、緑ヶ丘５丁目、別府

町、長浜町４丁目、平原町５丁目、東浜砂町、塩浜町１丁目、塩浜町２丁目、

塩浜町３丁目、塩浜町４丁目、沖田町、新浜町１丁目、新浜町２丁目、旭ヶ

丘３丁目、石田町、伊形町、上伊形町、下伊形町、松原町１丁目、松原町２

丁目、松原町３丁目、松原町４丁目、土々呂町１丁目、土々呂町２丁目、土々

呂町３丁目、土々呂町４丁目、土々呂町５丁目、土々呂町６丁目、櫛津町、

妙見町、鯛名町、赤水町、北浦町古江（宇和路、宮ノ脇、宮ノ前、渕ノ元、

太田、古江浜、浜松原、曽根、鍛冶屋敷、壱町畠、本村、西ノ脇、荻原、中

港、下洗出、車地、野地久保畠、鶴山、尻浦、ハイ、阿蘇東谷、阿蘇西谷、

下阿蘇、嵐高吹崎及び波瀬川原の各区域に限る。）、北浦町市振（鍋田、本村、

丸山、清水、蝉、太田、古浦、上直海及び下直海の各区域に限る。）、北浦町

宮野浦（殿川原、小谷、穂本、浜場、沖田、下ノ迫、早鷹、大間、高島、赤

浦、犬内及び斗桝の各区域に限る。） 
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日南市 大堂津２丁目、大堂津３丁目、大堂津４丁目、大堂津５丁目、大字下方（字

塩田の区域に限る。）、大字隈谷甲（字山王坂、字遠目ヶ穴及び字山王の各区

域に限る。）、油津（字石河及び字林光寺の各区域に限る。）、西町１丁目、西

町２丁目、油津２丁目、油津３丁目、油津４丁目、大字平野（字大節の区域

に限る。）、梅ヶ浜１丁目、梅ヶ浜２丁目、大字油津平野（字梅ヶ浜の区域に

限る。）、大字平山（字丸山外及び字松花の各区域に限る。）、大字風田（字元

弓場及び字浜山新木場の各区域に限る。）、大字宮浦（字立石、字村田、字大

浦、字垣内、字村下、字中頭、字東平及び字宮浦の各区域に限る。）、大字富

土（字小目井、字空浦、字金ヶ脇、字溝下、字桑鶴及び字野中田の各区域に

限る。）、大字伊比井（字港平、字江郷ノ元、字塩入、字塩屋ノ元、字坂口、

字向鶯巣、字永迫及び字鶯巣の各区域に限る。） 
日向市 船場町、梶木町１丁目、竹島町、新生町１丁目、新生町２丁目、南町、山下

町１丁目、大字日知屋（字大迫、字天神ノ前、字イヌク、字椎木ヶ花、字大

浜、字亀新開、字堀川、字新開、字貞平開、字畑浦、字西ノ原、字越ノ元、

字前畑、字塩田、古田町、字古田、字平野、字深溝、字伊勢道、字櫛ノ山、

字前田、字山下及び字松ノ下の各区域に限る。）、大字細島（字地蔵町、字八

坂町、字八幡町、字伊勢町、字宮ノ上及び字浜ノ上の各区域に限る。）、大字

財光寺（字山下、字渡場、字一ノ田、字枦場、字枦場ノ下、字長江、字下ヶ

浜、字桝立、字外池、字尻無川及び字小松崎の各区域に限る。）、大字平岩（字

赤岩、字スルギ、字土々呂毛、字小松崎、字池開、字宮ノ上浜、字上船人、

字クボ田、字松添、字石ノ田、字砂田、字カジヤカ平及び字境川の各区域に

限る。）、大字幸脇（字ドテノ内、字千鳥、字港柱通及び字幸木の各区域に限

る。）、美々津町（字上町、字下町、字中町、字崎田町、字北石並、字川尻、

字浜山、字清水ヶ谷、字松ノ本、字日志原及び字新川の各区域に限る。） 
南那珂郡南郷町 大字中村（字前田、字磯崎、字平之焏、字狼ケ鼻、字目井、字上目井、字松

崎、字下栄松、字栄松、字観音崎、字空也ケ迫、字尾崎、字新開、字疣石、

字門脇、字鳥越下及び字達磨之前の各区域に限る。）、大字脇本（字塩浜、字

小屋之前、字塩入、字鐙之元及び字井手之元の各区域に限る。）、南町、大字

潟上（字地浦の区域に限る。） 
児湯郡新富町 大字上富田（字井ノ前、字大渕、字大渕下、字大渕川原及び字東猿ヶ瀬の各

区域に限る。）、大字下富田（字井ノ前、字今島、字王子、字万田給、字東山、

字小島江、字横江下、字二ッ立浦及び字福島川原の各区域に限る。）、大字日

置（字池田及び字浜の各区域に限る。） 
東臼杵郡門川町 大字庵川（字塩屋敷、字右松、字桜井及び字西迫の各区域に限る。）、庵川西

１丁目、庵川５丁目、庵川６丁目、須賀崎１丁目、加草１丁目、加草２丁目、

加草３丁目、加草４丁目、加草５丁目、大字加草（字沖松原、字鴨原、字松

尾、字迫ノ前、字鳴子大道下及び字大道上の各区域に限る。）、東栄町１丁目、
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東栄町２丁目、東栄町３丁目、東栄町４丁目、宮ヶ原１丁目、宮ヶ原２丁目、

宮ヶ原３丁目、宮ヶ原４丁目、宮ヶ原５丁目、大字門川尾末（字尻無川、字

上納屋、字下納屋、字尾末東、字中屋敷、字北原山、字中原及び字南原山の

各区域に限る。）、中須１丁目、中須４丁目、中須５丁目 
※この表に掲げる区域は、それぞれ平成１９年３月３１日における行政区画その他の区域又は道

路、河川、鉄道その他のものによって表示されたものとする。 


