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告 示

島根県告示第762号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第101条第１項の規定により、平成21年11月25日定例県議会を松江市に招集するの

で、同条第５項の規定により告示する。

平成21年11月10日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県告示第763号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者及び同法第53条第１項の指定介護予防サ

ービス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条第１号及び第115条の10第１号の規定により告示する。

平成21年11月10日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事業者の名称又は氏名 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

株式会社 原商 福祉用具貸与 株式会社 原商 出雲事 出雲市神門810－１ 平成21年11月１日

業所

株式会社 原商 介護予防福祉用具 株式会社 原商 出雲事 出雲市神門810－１ 平成21年11月１日

貸与 業所

株式会社 原商 特定福祉用具販売 株式会社 原商 出雲事 出雲市神門810－１ 平成21年11月１日

業所

株式会社 原商 特定介護予防福祉 株式会社 原商 出雲事 出雲市神門810－１ 平成21年11月１日

用具販売 業所

島根県告示第764号

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定したので、同法第85条

第１号の規定により告示する。

平成21年11月10日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

雲南福祉サービス株式 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業所 雲南市加茂町南加茂706－ 平成21年11月１日

会社 加茂の郷 ４

島根県告示第765号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の医師を次のとおり指定したので、身体障害者福祉法施行細

則（昭和34年島根県規則第17号）第２条の規定により告示する。

平成21年11月10日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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医師の氏名 診療科目 指定年月日
従事する医療機関

名 称 所 在 地

門脇 智子 内科 公立邑智病院 邑智郡邑南町中野3848－２ 平成21年10月30日

安田 謙二 小児科 島根大学医学部附属病院 出雲市塩冶町89－１ 平成21年10月30日

龍河 敏行 呼吸器科 松江市立病院 松江市乃白町32 平成21年10月30日

辻 靖博 小児科 松江市立病院 松江市乃白町32 平成21年10月30日

島根県告示第766号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第6条第1項の規定により、

次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域として指定するので、同条第４項の規定により告示する。

平成21年11月10日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

雲南市

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

⑴ 急傾斜地の崩壊

青木原橋東Ａ、青木原橋東Ｂ、青木原橋東Ｃ、明石Ａ、明石Ｂ、明石緑ヶ丘公園北Ａ、明石緑ヶ丘公園北Ｂ、明石

緑ヶ丘公園西、明石緑ヶ丘公園東Ａ、明石緑ヶ丘公園東Ｂ、赤奏神社北、秋葉神社北、秋葉橋南、朝日、朝日２、朝

日が丘、旭町二、朝原Ａ、朝原Ｂ、朝原Ｃ、朝原Ｄ、朝原Ｅ、足尾神社西Ａ、足尾神社西Ｂ、足尾神社西Ｃ、足尾神

社東、芦谷Ａ、芦谷Ｂ、芦谷Ｃ、芦谷大橋南Ａ、芦谷大橋南Ｂ、芦谷大橋南Ｃ、芦谷大橋南Ｄ、東橋南１、東橋南２

Ａ、東橋南４、愛宕Ａ、愛宕Ｂ、愛宕Ｃ、愛宕Ｄ、愛宕神社北Ａ、愛宕神社北Ｂ、愛宕神社北Ｃ、愛宕神社南Ａ、愛

宕神社南Ｂ、愛宕神社南Ｃ、案田原、穴ノ谷、穴見Ａ、穴見Ｂ、穴見Ｃ、穴見Ｄ、穴見Ｅ、穴見Ｆ、穴見Ｇ、穴見

Ｈ、穴見Ｉ、穴見Ｊ、穴見谷橋北、穴見谷橋南Ａ、穴見谷橋南Ｂ、荒井町Ａ、荒井町Ｂ、荒井町Ｃ、荒井町公民館

北、荒井町公民館南１、荒田、粟谷、粟谷郷Ａ、粟谷郷Ｂ、粟谷神社北、粟谷神社南、粟谷谷公民館北Ａ、粟谷谷公

民館北Ｂ、粟谷谷公民館北Ｃ、粟谷谷公民館北Ｄ、粟谷谷公民館南、粟原Ｂ、案内Ａ、案内Ｂ、案内Ｃ、案内谷、飯

石小学校西、飯石小学校東、飯石神社東、飯石橋西Ａ、飯石橋西Ｂ、飯石橋東Ａ、飯石橋東Ｂ、飯石橋東Ｃ、飯石森

谷、飯石郵便局東、伊萱Ａ、伊萱Ｂ、伊萱下谷Ａ、伊萱下谷Ｂ、伊萱橋南、井草神社東Ａ、井草神社東Ｂ、井草神社

東Ｃ、伊佐山神社北、石井谷、石井谷１、石井谷４、石上神社北Ａ、石上神社北Ｂ、石上神社北Ｃ、石上神社北Ｄ、

石上神社北Ｅ、石上神社西、石上神社東、石上神社南、伊志見谷、泉谷Ａ、泉谷Ｂ、泉谷Ｃ、泉谷Ｄ、出雲井神社

西、出雲サンヨー三刀屋店東Ａ、出雲サンヨー三刀屋店東Ｂ、井谷橋南、板屋、板屋北、市井原会館北、市井原会館

南Ａ、市井原会館南Ｂ、一乗寺南３、市場Ａ、市場Ｂ、一里山、井戸、糸谷尻橋西、糸谷尻橋東Ａ、糸谷尻橋東Ｂ、

糸谷橋西Ａ、糸谷橋西Ｂ、井之奥橋南、猪尾南ヶ廻、今谷、今用地、芋ヶ山、井羅原橋東、入間Ａ、入間Ｂ、入間小

学校南、岩倉大成、岩倉椎の木、岩倉清ヶ廻、岩倉土井、岩倉平田、石壷Ａ、石壷Ｂ、石壺神社北、石壺神社東、岩

根神社東、上山Ａ、上山Ｂ、上山Ｃ、上山Ｄ、上山愛宕神社南、海潮神社東、宇治堤廻、艮神社北、艮神社南１、後

ヶ谷橋南、後川、後谷Ａ、後谷Ｂ、後谷Ｃ、後谷Ｄ、後谷Ｅ、後谷Ｆ、後谷Ｇ、後谷Ｈ、後谷Ｉ、後谷上Ｂ、後谷公

民館西、後谷公民館南Ａ、後谷公民館南Ｂ、後谷下Ａ、後谷下Ｂ、後谷下Ｃ、後谷下Ｄ、後谷集会所西Ａ、後谷集会

所西Ｂ、後谷集会所南、後谷中継ポンプ所北、後谷中継ポンプ所南、後谷配水池西、後根波Ａ、後根波Ｂ、後根波

Ｃ、後根波Ｄ、後根波Ｆ、後山Ａ、後山Ｂ、後山Ｃ、後山Ｄ、後山Ｅ、後山Ｆ、宇谷、宇谷橋北、宇谷橋東Ａ、宇谷

橋東Ｂ、内江橋西、内江橋東、乳母ヶ廻、菟原１、菟原２、菟原３、菟原Ａ、菟原Ｂ、梅木Ａ、梅木Ｂ、梅木Ｃ、梅

木Ｄ、梅木Ｅ、梅木Ｆ、梅木Ｇ、梅木Ｈ、梅木Ｉ、梅木Ｊ、梅木Ｋ、梅田屋橋、梅田屋橋西、梅田屋橋東Ａ、梅田屋
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橋東Ｂ、梅の木田、宇山Ａ、宇山Ｂ、宇山Ｃ、宇山Ｄ、宇山Ｅ、宇山Ｆ、宇山Ｇ、宇山公民館東、宇山自治会館北

Ａ、宇山自治会館北Ｂ、宇山自治会館西Ａ、宇山自治会館西Ｂ、潤谷Ａ、潤谷Ｂ、潤谷Ｃ、潤谷Ｄ、潤谷Ｅ、雲母橋

北、栄福寺南、駅前、駅前Ａ、駅前Ｂ、枝次、遠所１、遠所２、円通寺、円通寺北、円通寺西、王子神社北、王守神

社西、王守神社東、王守神社南、大井Ａ、大井Ｂ、大井Ｃ、大井Ｄ、大井Ｅ、大井Ｆ、大井Ｇ、大井Ｈ、大井Ｉ、大

井神社西Ａ、大井神社西Ｂ、大井神社東、大井神社南、大川上Ａ、大川下、大倉Ａ、大倉Ｂ、大倉Ｃ、大倉公民館上

熊谷分館西Ａ、大倉公民館上熊谷分館西Ｂ、大倉公民館北Ａ、大倉公民館北Ｂ、大倉公民館北Ｃ、大倉公民館北Ｄ、

大倉公民館北Ｅ、大倉公民館西、大倉公民館東Ａ、大倉公民館東Ｂ、大倉公民館東Ｃ、大倉公民館南Ａ、大倉公民館

南Ｂ、大崎、大崎小廻、大廻、大迫Ａ、大迫Ｂ、大志戸Ａ、大志戸Ｂ、大島Ａ、大島Ｂ、太田、大宝、大竹上、大竹

下、大竹下山崎、大竹不動尊東、大谷Ａ、大谷Ｂ、大谷Ｃ、大谷Ｄ、大谷Ｅ、大谷自治会公民館北、大谷自治会公民

館西Ａ、大谷自治会公民館西Ｂ、大谷自治会公民館西Ｃ、大谷自治会公民館南、大谷橋南、太田橋南、大塚、大月神

社西、大歳神社、大原、大原橋北Ａ、大原橋北Ｂ、大原橋西、大原橋東、大向、大向橋南Ａ、大向橋南Ｂ、大吉田

Ａ、大吉田Ｂ、大吉田Ｃ、大吉田Ｄ、大吉田Ｅ、大吉田Ｆ、大吉田Ｇ、大吉田Ｈ、大吉田Ｉ、大吉田Ｊ、大吉田Ｋ、

大吉田Ｌ、大吉田集会所北Ａ、大吉田集会所北Ｂ、大吉田集会所南Ａ、大吉田集会所南Ｂ、大吉田集会所南Ｃ、大吉

田集会所南Ｄ、大吉田集会所南Ｅ、大吉田橋北Ａ、大吉田橋北Ｂ、大吉田橋南Ａ、大吉田橋南Ｂ、大万木橋西、大万

木橋南Ａ、大万木橋南Ｂ、岡Ａ、岡Ｂ、岡Ｃ、小川内Ａ、小川内Ｂ、小川内Ｃ、小川内Ｄ、小川上Ａ、小川上Ｂ、小

川上Ｃ、小川上Ｄ、小川上Ｅ、小川上Ｆ、小川上Ｇ、小川上Ｈ、小川公会所北、小川尻橋南Ａ、小川尻橋南Ｂ、小

木、奥遠所Ａ、奥遠所Ｂ、奥遠所Ｃ、奥遠所Ｄ、奥遠所Ｅ、奥遠所公民館西１、奥遠所公民館西２、奥遠所公民館

南、奥小河内公会所北Ａ、奥小河内公会所北Ｂ、奥廻田、奥澄水、奥原橋西、奥深谷橋西、奥深谷橋東Ａ、奥深谷橋

東Ｂ、奧明Ａ、奧明Ｂ、奧明Ｃ、奧明公会堂北、奥山、奥山尻橋南、奥山橋東Ｂ、尾崎、尾崎上、尾崎上公民館西

Ａ、尾崎上公民館西Ｂ、尾崎上公民館西Ｃ、尾崎上公民館東Ａ、尾崎上公民館東Ｂ、尾崎上公民館東Ｃ、尾崎公民館

北１、尾崎公民館北２、尾崎下Ａ、尾崎橋西Ａ、尾崎橋西Ｂ、尾崎橋西Ｃ、男鹿橋西、御城山Ａ、御城山Ｂ、御城山

集会所北、落合橋北、落合橋西Ａ、落合橋西Ｂ、乙加宮、小原Ａ、小原Ｂ、小原Ｃ、小原Ｄ、小原Ｅ、小原橋北、表

佐世Ａ、表佐世Ｂ、表佐世Ｃ、表佐世Ｄ、表佐世Ｅ、表佐世Ｆ、表佐世Ｇ、織部Ａ、織部Ｂ、織部Ｃ、陰地Ａ、陰地

Ｂ、陰地Ｃ、温泉、温泉上、温泉上橋西、温泉上橋東、温泉小学校北、温泉神社北、温泉神社東Ａ、温泉神社東Ｂ、

温泉橋南、恩谷会館西、恩谷会館東Ａ、賀々谷、海谷、楓垣、柿坂Ａ、柿坂Ｂ、柿坂Ｃ、掛合、掛屋Ａ、掛屋Ｂ、掛

合西谷Ａ、掛合西谷Ｂ、掛合松尾Ａ、掛合松尾Ｂ、掛合松尾Ｃ、掛合松尾Ｄ、加食田郷上、加食田郷下、数ヶ畑、霞

町Ａ、霞町Ｂ、加多神社北１、片山、門Ａ、門Ｂ、角庄、金谷橋西Ａ、金谷橋西Ｂ、金谷橋東、金原Ａ、金原Ｂ、金

原、金成上Ａ、金成上Ｂ、金成上Ｃ、金成上Ｄ、金成下Ａ、金成下Ｂ、金成橋西Ａ、金成橋西Ｂ、かのと橋東、上宇

山Ａ、上宇山Ｂ、上宇山Ｃ、上海老屋、上大志戸橋北、上乙多田Ａ、上乙多田Ｂ、上乙多田Ｃ、上ヶ原橋北、上ヶ原

橋西、上ヶ原橋東、上ヶ原橋南、上萱原、上口Ａ、上口Ｂ、上口Ｃ、上口Ｄ、上口Ｅ、上口Ｆ、上久野コミュニティ

ー消防センター東、上久野橋北、上久野橋西Ａ、上久野橋西Ｂ、上熊橋北Ａ、上熊橋北Ｂ、上熊橋南、上組、上佐

中、上多根上Ａ、上多根上Ｂ、上多根上Ｃ、上多根上Ｄ、上多根上Ｅ、上多根下Ａ、上多根下Ｂ、上多根下Ｃ、上多

根下Ｄ、上多根下Ｅ、上多根下Ｆ、上多根下Ｇ、上出来山橋西、上刀根Ａ、上刀根Ｂ、上刀根Ｃ、上刀根Ｄ、上刀根

Ｅ、上刀根Ｆ、上仁和寺、上ノ段Ｂ、上ノ段二公民館北、上舟津橋西Ａ、上舟津橋西Ｂ、上舟津橋西Ｃ、上町、紙屋

Ａ、紙屋Ｂ、紙屋Ｃ、紙屋Ｄ、紙屋Ｅ、紙屋Ｆ、紙屋橋西、神谷橋東４、神代Ａ、神代Ｂ、神代Ｃ、亀山、加茂神社

北Ａ、加茂神社北Ｂ、加茂神社西、加茂神社東Ａ、加茂神社東Ｂ、加茂神社東Ｃ、加茂神社南Ａ、加茂神社南Ｂ、加

茂町畑Ａ、加茂町畑Ｂ、加茂町畑Ｃ、加茂町畑Ｄ、萱野Ａ、萱野Ｂ、萱野Ｃ、萱野Ｄ、萱野Ｅ、萱野Ｆ、萱野Ｇ、萱

野Ｈ、萱野Ｉ、萱野Ｊ、萱野Ｋ、柄栗Ａ、柄栗Ｂ、ガリガリ、刈畑Ａ、刈畑Ｂ、刈畑公民館南Ａ、刈畑公民館南Ｂ、

刈畑橋西、刈畑橋東、刈畑橋南Ａ、刈畑橋南Ｂ、狩場橋東、狩山、狩山八幡宮西、川内神社西、川上Ａ、川上Ｂ、川

上下Ａ、川上下Ｂ、川上下Ｃ、川上橋北Ａ、川上橋北Ｂ、川尻Ａ、川尻Ｂ、川尻Ｃ、川尻Ｄ、川筋Ａ、川筋Ｂ、川筋

Ｃ、川筋Ｄ、川筋Ｅ、川筋公民館西、川西Ａ、川西Ｂ、川西Ｃ、川原神社北Ａ、川原神社北Ｂ、川原神社西Ｂ、川原

神社東Ａ、川原神社東Ｂ、川平、川原町Ａ、川原町Ｂ、川原町Ｃ、川原町Ｄ、川原町Ｅ、川原町Ｆ、川原町Ｇ、川原
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町Ｈ、願正寺、神門橋西、神原堤廻、神原東Ａ、神原東Ｂ、神原東Ｃ、木次工業団地、木次神社、北側、北迫Ａ、北

迫Ｂ、北迫Ｃ、北迫Ｄ、北迫Ｅ、北大西、北村Ａ、北村Ｂ、北村Ｃ、北村Ｄ、北村Ｅ、城名樋山、木の廻Ａ、木の廻

Ｂ、木の廻Ｃ、木の廻Ｄ、木ノ下Ａ、木ノ下Ｂ、木ノ下Ｃ、木ノ下Ｄ、木ノ下Ｅ、木ノ下Ｆ、木ノ下Ｇ、木ノ下Ｈ、

木ノ下Ｉ、木ノ下Ｊ、木ノ下Ｋ、木ノ下Ｌ、木ノ下Ｍ、木ノ下Ｎ、木ノ下Ｏ、木ノ下Ｐ、木ノ下大橋西、木ノ下大橋

南、木曲橋北、木曲橋西、木曲橋南、京良谷橋西、京良谷橋東Ａ、京良谷橋東Ｂ、共和Ａ、共和Ｂ、共和Ｃ、共和

Ｄ、玉泉寺西、清滝神社北Ａ、清滝神社東、工田、久野川大橋西、久の元、熊野神社北、熊野神社西、熊野神社西

Ａ、熊野神社西Ｂ、熊野神社西Ｄ、熊野神社東Ａ、熊野神社東Ｂ、熊野神社東Ｅ、熊野神社東Ｆ、熊野神社東Ｇ、熊

野神社東Ｈ、熊野神社南、雲見滝橋北Ａ、雲見滝橋北Ｂ、栗谷橋東、栗谷橋南、九量、九量公民館北、黒子、郷Ａ、

郷Ｂ、郷Ｃ、郷Ｄ、弘安寺、神代公民館西、神代神社北、香積寺北、香積寺南Ａ、香積寺南Ｂ、香積寺南Ｃ、好善寺

東、高徳寺南Ａ、高徳寺南Ｂ、高峰Ａ、高峰Ｂ、高峰Ｃ、弘法屋橋北Ａ、弘法屋橋北Ｂ、弘法屋橋北Ｃ、弘法屋橋北

Ｄ、弘法屋橋南Ａ、弘法屋橋南Ｂ、光明寺、高領橋西Ａ、高領橋西Ｂ、郡、郡橋西Ａ、郡橋西Ｂ、小鍛冶屋橋南、越

戸３、越戸Ａ、越戸Ｂ、越前Ａ、越前Ｂ、越前Ｃ、古城、古城Ａ、古城Ｂ、古城Ｃ、古城後谷Ａ、古城後谷Ｂ、古城

後谷Ｃ、古城配水池南Ａ、古城配水池南Ｂ、五反田、小南、小西、小西北、小林橋北Ａ、小林橋北Ｂ、小林橋西Ａ、

小林橋西Ｂ、小林橋南、こぶし橋東、薦沢Ａ、薦沢Ｂ、薦沢Ｃ、薦沢Ｄ、薦沢Ｅ、薦沢Ｆ、薦沢Ｇ、薦沢Ｈ、薦沢

Ｉ、薦沢Ｊ、薦沢Ｋ、薦沢Ｌ、古森神社東Ａ、古森神社東Ｂ、古森神社東Ｃ、子安、西善寺山、才明寺、才明寺西、

境橋西、坂水Ａ、坂水Ｂ、坂本、坂本口、坂本公民館南Ａ、坂本公民館南Ｂ、坂本神社北Ａ、坂本神社北Ｂ、坂本神

社北Ｃ、坂本神社北Ｄ、坂本神社北Ｅ、坂本神社北Ｆ、坂本神社北Ｇ、坂本神社東、坂本神社南Ａ、坂本神社南Ｂ、

坂本橋北、坂本森谷Ａ、坂本森谷Ｂ、坂本森谷Ｃ、嵯光寺南、笹谷、里方、里方Ａ、里方Ｂ、里方Ｃ、里方中組、里

坊後Ａ、里坊後Ｂ、里坊後生活改善センター北Ａ、里坊後生活改善センター北Ｂ、里坊郷上、里坊郷下Ｂ、里坊郷下

Ｃ、里坊郷下Ｄ、里坊郷下Ｅ、里坊郷下集落振興会館南、里坊畑Ａ、里坊畑Ｂ、里坊畑Ｃ、里坊畑Ｄ、猿渡、猿渡橋

東、三月田、山光橋北Ａ、山光橋北Ｂ、山王Ａ、山王Ｂ、山内生活伝承館北、山王寺、山王寺本郷Ａ、山王寺本郷

Ｂ、山王寺本郷Ｃ、山王寺本郷Ｄ、山王寺本郷Ｅ、山王寺本郷Ｆ、山王寺本郷Ｇ、山王寺本郷Ｈ、山王寺本郷Ｉ、山

王寺本郷Ｊ、山王寺本郷Ｋ、山王寺本郷Ｌ、椎ノ木、地王Ａ、地王Ｂ、塩田Ａ、塩田Ｃ、塩田Ｄ、塩田Ｅ、塩田橋西

Ａ、志食Ａ、志食Ｂ、志食橋西、志食橋東Ａ、志食橋東Ｂ、地蔵前橋北、漆仁Ａ、漆仁Ｂ、師弟Ａ、師弟Ｂ、師弟

Ｃ、師弟Ｄ、師弟Ｅ、師弟Ｆ、篠淵、四本松、澄水橋南、下粟原、下案内谷、下宇山、下宇山Ａ、下宇山Ｂ、下宇山

公会所北Ａ、下宇山公会所北Ｂ、下宇山公会所南、下遠所Ａ、下遠所Ｂ、下岡Ａ、下岡Ｂ、下岡Ｃ、下小河内、下小

河内集会所南Ａ、下小河内集会所南Ｂ、下小河内集会所南Ｃ、下小河内集会所南Ｄ、下乙多田Ａ、下乙多田Ｂ、下萱

原、下神原Ａ、下神原Ｂ、下神原Ｃ、下区Ａ、下区Ｂ、下区Ｃ、下区Ｄ、下区Ｅ、下区Ｆ、下口Ａ、下口Ｂ、下口

Ｃ、下口Ｄ、下口Ｅ、下口Ｆ、下熊谷、下熊谷Ａ、下熊谷Ｂ、下熊谷上１Ａ、下熊谷上１Ｂ、下熊谷上１Ｃ、下熊谷

上２Ａ、下熊谷上２Ｂ、下熊谷上３Ａ、下熊谷上３Ｂ、下熊谷上３Ｃ、下熊谷下１、下熊谷下２、下熊谷下３、下

組、下組Ａ、下組Ｂ、下組Ｃ、下組Ｄ、下組公会堂南、下佐中、下谷、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、下谷Ｄ、下谷Ｅ、

下谷Ｆ、下谷中、下多根、下刀根Ａ、下刀根Ｂ、下刀根集会所北、下刀根集会所西Ａ、下刀根集会所西Ｂ、下刀根集

会所東Ａ、下刀根集会所東Ｂ、下刀根集会所東Ｃ、下刀根集会所南、下鵯Ａ、下鵯Ｂ、下鵯Ｃ、下前橋南、下町、下

宮内、尺井渡橋北、珠善谷、松映橋北、松映橋西Ａ、松映橋西Ｂ、松映橋東、城角Ａ、城角Ｂ、城角Ｃ、城角Ｄ、成

覚寺西、成覚寺東、成覚寺南Ａ、成覚寺南Ｂ、成覚寺南Ｃ、城ヶ谷、焼却場西、城山Ａ、城山Ｂ、城跡公園北、城東

橋西、城東橋東、浄土寺、城之越Ａ、城之越Ｂ、城之越Ｃ、城之越Ｄ、勝負廻、正理Ａ、正理Ｂ、正理Ｃ、寺領小学

校Ａ、寺領小学校Ｂ、新市、新市上、新市下、新市東、新市東Ａ、新市東下Ａ、新市東下Ｂ、新市東下Ｃ、新井羅原

橋南、新川上橋西Ａ、新川上橋西Ｂ、新川上橋東、新宮神社北Ａ、新宮神社北Ｂ、新宮神社北Ｃ、新宮神社北Ｄ、新

宮神社北Ｅ、新宮神社北Ｆ、新宮中田、新宮西の奥、新宮ひえざこ、宍道谷、新庄西Ａ、新庄西Ｂ、新庄東１、新庄

東２、新庄東３、新庄東４、新庄東７、新庄南Ａ、新庄南Ｂ、新鍋山橋西、新鍋山橋東、真福寺北、須賀Ａ、須賀

Ｂ、須賀Ｃ、須賀Ｄ、須賀Ｅ、須賀Ｆ、須賀Ｇ、須賀Ｈ、須賀Ｉ、須賀Ｊ、須賀Ｋ、須賀Ｌ、須賀Ｍ、須賀Ｎ、須賀

下、須賀下橋北、菅谷Ａ、菅谷Ｂ、菅谷Ｃ、菅谷Ｄ、菅谷Ｅ、菅谷Ｆ、菅谷Ｇ、菅谷Ｈ、菅谷Ｉ、菅谷Ｊ、菅谷Ｋ、
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菅谷後谷Ａ、菅谷後谷Ｂ、菅谷後谷Ｃ、菅谷集会所北Ａ、菅谷集会所北Ｂ、菅谷八幡宮西、菅谷八幡宮東Ａ、菅谷八

幡宮東Ｂ、菅原Ａ、菅原Ｂ、菅原Ｃ、菅原Ｄ、菅原Ｅ、菅原Ｆ、菅原集会所南、杉谷Ａ、杉谷Ｂ、杉戸Ａ、杉戸Ｂ、

杉戸Ｃ、杉戸集会所北、杉ノ谷Ａ、杉ノ谷Ｂ、スクモ塚橋北Ａ、スクモ塚橋東Ｂ、スクモ塚橋東Ｃ、須所、須所大橋

北、須所上Ａ、須所上Ｂ、須所上Ｃ、須所上Ｄ、須所上Ｅ、須所下Ａ、須所下Ｂ、須所下Ｃ、須所下Ｄ、須所下Ｅ、

須所下Ｆ、砂子原上峠、砂子原上天場、砂子原上向田、砂子原上向前田、砂子原下、砂子原下廻田、砂子原下新垣、

砂子原下高垣、砂子原下曲り、砂子原中小廻、寸丸、諏訪神社西Ｂ、生活改善センター北Ａ、生活改善センター北

Ｂ、清岸寺東Ａ、清岸寺東Ｂ、清岸寺南、清久上Ａ、清久上Ｂ、清久上Ｃ、清久上Ｄ、清久下Ａ、清久下Ｂ、清久下

Ｃ、清久下Ｄ、清久下Ｅ、清久下Ｆ、清久下Ｇ、清久下Ｈ、生協しまね雲南支所北、正禅寺西、清田３、清田Ａ、清

田Ｂ、清田Ｃ、清田Ｄ、瀬の谷Ａ、瀬の谷Ｂ、瀬の谷Ｃ、瀬の谷Ｄ、芹谷Ａ、芹谷Ｂ、芹谷Ｃ、芹谷Ｄ、芹谷Ｅ、芹

谷Ｆ、禅定Ａ、禅定Ｂ、禅定Ｃ、禅定Ｄ、禅定Ｅ、禅定Ｆ、禅定Ｇ、禅定Ｈ、禅定公民館北、禅定公民館東Ａ、禅定

公民館東Ｂ、専応寺北Ａ、専応寺北Ｂ、専応寺西、宗円寺西、總覚寺東Ａ、總覚寺東Ｃ、總覚寺東Ｄ、總覚寺東Ｆ、

曹洞宗寿福寺南、素鵞神社南、曽木Ａ、曽木Ｂ、曽木Ｃ、曽木Ｄ、曽木橋北Ａ、曽木橋北Ｂ、曽木橋北Ｃ、第一殿河

内橋東、第三殿河内橋南、太聖Ａ、太聖Ｂ、太聖Ｃ、太聖Ｄ、太聖Ｅ、大東下分、第二殿河内橋北、大門、大林寺、

高木橋南、高窪配水池南、高麻Ａ、高麻Ｂ、高城、高畦、高殿Ａ、高殿Ｂ、高殿橋南Ａ、高殿橋南Ｂ、高平橋西、高

見Ａ、田上Ａ、高見Ｂ、田上Ｂ、高見Ｃ、田上Ｃ、田上Ｄ、田上Ｅ、田上橋南、多賀毛利神社北、滝坂橋南、滝尻橋

西、滝谷Ａ、滝谷Ｂ、滝谷Ｃ、滝谷Ｄ、滝谷Ｅ、滝谷Ｆ、滝谷Ｇ、滝谷Ｈ、滝谷Ｉ、滝谷川北、滝谷川南、多久和、

武内神社東１、武内神社東２、嶽神社南、竹之尾Ａ、竹之尾Ｂ、竹之尾公会堂東、竹之尾橋東、竹の子谷、鈩、鈩谷

Ａ、鈩谷Ｂ、鈩橋北、立原、立石、立石橋南Ａ、立石橋南Ｂ、田中奥、田中上、田中上１Ａ、田中上１Ｂ、田中上２

Ａ、田中上２Ｂ、田中下Ａ、田中下Ｂ、田中下Ｃ、田中下Ｄ、多根Ａ、多根Ｂ、多根小学校西、多根小学校東、多根

小学校南、多根神社西Ａ、多根神社西Ｂ、玉ノ尾Ａ、玉ノ尾Ｂ、垰Ａ、垰Ｂ、垰Ｃ、垰Ｄ、垰Ｅ、垰Ｆ、段原Ａ、段

原Ｂ、段部、近松Ａ、近松Ｂ、中学校後、長厳寺北、長鳥橋北Ａ、長鳥橋北Ｂ、長鳥橋南、作り石Ａ、作り石Ｂ、作

り石Ｃ、土井、土井トンネル西Ａ、土井トンネル西Ｂ、土井トンネル西Ｃ、土井トンネル東、つづら畑橋南、剣神社

北、剣神社東Ａ、剣神社東Ｂ、剣神社南、出来山Ａ、出来山Ｂ、出来山Ｃ、出来山Ｄ、出来山Ｅ、寺廻、寺谷Ａ、三

刀屋町寺谷Ａ、寺谷Ｂ、三刀屋町寺谷Ｂ、寺谷Ｃ、寺谷上、寺谷上Ａ、寺谷上Ｂ、寺谷上Ｃ、寺谷上Ｄ、寺谷上Ｅ、

寺谷下Ａ、寺谷下Ｂ、寺谷下Ｃ、寺谷下Ｄ、寺谷下Ｅ、寺谷下Ｆ、寺谷下Ｇ、寺谷生活改善センター西Ａ、寺谷生活

改善センター西Ｂ、寺谷生活改善センター西Ｃ、天神橋北Ａ、天神橋北Ｂ、天神橋西、天神橋東、天殿Ａ、天殿Ｂ、

天殿Ｃ、土井橋北、十日市Ａ、十日市Ｂ、十日市Ｃ、洞光寺、洞光寺山、洞光寺山Ａ、洞光寺山Ｂ、洞光寺山Ｃ、堂

々Ａ、堂々Ｂ、堂々Ｃ、堂々Ｄ、堂々Ｅ、堂々集会所南Ａ、堂々集会所南Ｂ、堂々集会所南Ｃ、塔の村、塔の村Ａ、

塔の村団地、戸谷橋東、等等呂吉神社北Ｂ、等等呂吉神社北Ｃ、等等呂吉神社北Ｄ、等等呂吉神社北Ｅ、等等呂吉神

社北Ｆ、等等呂吉神社南、殿居敷、殿上集会所西、殿河内、飛石、飛石神社北、とびいわ歩道橋南、兔比神社東、登

尾橋北、登尾橋東、登尾橋南、都間土建生コン工場、鳥目橋西、鳥目槇原Ａ、鳥目槇原Ｃ、直屋、直屋ウルシ目、直

屋丸廻、中井、中井谷、中岩根１、中遠所Ａ、中遠所Ｂ、中給下、中給下上、中給下中、中久野橋北、中組、中組

Ａ、中組Ｂ、中組Ｃ、中組Ｄ、中組Ｅ、中組会館北１、中組会館北２、中組公民館西２、長迫Ａ、長迫Ｂ、長迫Ｃ、

長迫Ｄ、中佐中、中筋Ａ、中筋Ｂ、中筋Ｃ、中筋Ｄ、中筋Ｅ、仲田Ａ、仲田Ｂ、仲田Ｃ、仲田Ｄ、仲田Ｅ、長谷Ａ、

長谷Ｂ、長谷Ｃ、中谷上公会所北Ａ、中谷上公会所北Ｂ、中谷上公会所北Ｃ、中谷上公会所東Ａ、中谷上公会所東

Ｂ、中谷上公会所東Ｃ、中谷上公会所東Ｄ、中谷上公会所東Ｅ、中谷上公会所南Ａ、中谷上公会所南Ｂ、中谷上公会

所南Ｃ、中谷下Ａ、中谷下Ｂ、中谷下Ｃ、中谷下Ｄ、長谷橋東、中多根Ａ、中多根Ｂ、中多根Ｃ、中多根Ｄ、中多根

Ｅ、中多根Ｆ、中多根Ｇ、中多根Ｈ、中多根Ｉ、中多根Ｊ、中多根改善センター南、中田橋西、中ノ滝橋西Ａ、中ノ

滝橋西Ｂ、中ノ滝橋西Ｃ、中ノ滝橋東Ａ、中ノ滝橋東Ｂ、中ノ滝橋東Ｃ、中ノ滝橋東Ｄ、中狭、中町、中村上石田、

中村上坂上、中村下叶廻、中村下金丸、中村下平、中村中吉野谷、中本屋、中盛Ａ、中盛Ｂ、中盛Ｃ、中盛Ｄ、中屋

Ａ、中屋Ｂ、中屋谷、中屋東、中山Ａ、中山Ｂ、成木下津原、成Ａ、成Ｂ、成Ｃ、成Ｄ、成Ｅ、成畑、新殿Ａ、新殿

Ｂ、新殿Ｃ、新殿Ｄ、仁王寺北、苦竹、西案内、西大橋北、西側Ａ、西側Ｂ、西側Ｃ、西側Ｄ、西側Ｆ、西廻２、西
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廻Ａ、西廻Ｂ、西廻Ｃ、西廻Ｄ、西廻Ｅ、西廻会館北、西廻会館西１、西廻会館西３、西廻会館南１、西谷Ａ、西谷

Ｂ、西谷公民館北１、西谷公民館北３、西谷公民館南１、西谷公民館南２、西日登小学校、西日登小学校東Ａ、西日

登小学校東Ｂ、西利太神社北１、仁和寺１、仁和寺２、仁和寺上組Ａ、仁和寺上組Ｂ、仁和寺上組Ｃ、根波別所、能

間、望み橋南Ｂ、野谷、野田橋西、野田橋東、延野、延野定本、延野滝谷、延野西、延野本町、延山神社西Ａ、延山

神社西Ｂ、延山神社東、箱淵Ａ、箱淵Ｂ、波多、波多Ａ、畑Ａ、波多Ｂ、畑Ｂ、畑Ｃ、畑Ｄ、畑Ｅ、畑杭、波多小学

校南、波多神社西、波多神社南、波多駐在所北、畑鵯、畑鵯神社東、波多宮内Ａ、波多宮内Ｂ、波多宮内Ｃ、幡屋、

幡屋下組Ａ、幡屋下組Ｂ、幡屋下組Ｃ、八幡宮西、八所Ａ、八所Ｂ、八所Ｃ、八所Ｄ、八所Ｅ、八所Ｆ、八所Ｇ、八

所Ｈ、八所Ｉ、八所Ｊ、八所Ｋ、八所Ｌ、八所Ｍ、馬田寺、花塚橋北、花塚橋西２、花塚橋西３、花塚橋東、馬場

Ａ、馬場Ｂ、馬場Ｃ、浜谷Ａ、浜谷Ｂ、浜谷Ｃ、浜谷Ｄ、浜谷Ｅ、浜谷Ｆ、林の奥、原口Ａ、原口Ｂ、原口Ｃ、原口

Ｄ、原口Ｅ、原口Ｆ、原口Ｇ、針江Ａ、針江Ｂ、春殖神社南１、春殖神社南２、春殖神社南３、春殖神社南４、半瀬

橋東、半瀬橋南、半田、半戸Ａ、半戸Ｂ、半戸Ｃ、半戸Ｄ、半戸Ｅ、半戸Ｆ、半戸Ｇ、番所、稗廻、東大谷、東大谷

公会所東Ａ、東大谷公会所東Ｂ、東大谷公会所南Ａ、東大谷公会所南Ｂ、東大谷公会所南Ｃ、東上Ａ、東上Ｂ、東上

Ｃ、東上Ｄ、東谷々Ａ、東谷々Ｂ、東谷々Ｃ、東谷々狼谷、東谷々門平、東谷々金原、東谷々口、東谷々小谷尻、東

谷々天端、東谷梨子木、東谷南、東町、光、引坂Ａ、引坂Ｂ、引坂Ｃ、引野、引野上、引野下、日倉神社北、日倉橋

北、日倉橋東、菱屋橋南Ａ、菱屋橋南Ｂ、菱屋橋南Ｃ、桧杉谷、日向Ａ、日南Ａ、日向Ｂ、日南Ｂ、日向Ｃ、日南

Ｃ、日向Ｄ、日南Ｄ、日向Ｅ、日の出、日の出橋東、日登八幡西、日登八幡東、日原神社西、日焼田、鵯Ａ、鵯Ｂ、

鵯Ｃ、平岩、平岩Ａ、平田Ａ、平田Ｂ、平田大橋北、平田大橋西、平乃垣内、蛭児神社北Ａ、蛭児神社北Ｂ、蛭児神

社北Ｃ、蛭児神社東Ａ、蛭児神社東Ｂ、蛭児神社南Ａ、蛭児神社南Ｂ、蛭児神社南Ｃ、蛭児神社南Ｄ、蛭児神社南

Ｅ、広畑、深田、深田下、深谷上Ａ、深谷上Ｂ、深谷上Ｃ、深谷上Ｄ、深谷上Ｅ、深谷上Ｆ、深谷上Ｇ、深谷上Ｈ、

深谷上公会堂西Ａ、深谷上公会堂西Ｂ、深谷上公会堂西Ｃ、深谷上公会堂西Ｄ、深谷上公会堂東Ａ、深谷上公会堂東

Ｂ、深谷下、深谷橋北、深野Ａ、深野Ｂ、深野Ｃ、深野Ｄ、深野Ｅ、深野Ｆ、深野Ｇ、深野神社南、深野橋西、深野

橋南Ａ、深野橋南Ｂ、福田Ａ、福田Ｂ、福田Ｃ、福田Ｄ、福谷、福谷川Ａ、福谷川Ｂ、福谷川東、福富Ａ、福富Ｂ、

福庭書店グループ、福原大橋西、福原大橋南、普賢院北Ａ、普賢院北Ｂ、普賢院西、二又、船岡、舟津、船林神社

西、宝蔵寺、保関谷Ａ、保関谷Ｂ、保関谷Ｃ、保関谷Ｄ、保関谷Ｅ、保関谷Ｆ、堀越橋東、本岩根、本覚寺東、本郷

Ａ、本郷Ｂ、本郷上口Ａ、本郷上口Ｂ、本郷下口Ａ、本郷下口Ｂ、本郷下口Ｃ、本谷Ａ、本谷Ｂ、本谷Ｃ、本谷Ｄ、

本谷Ｅ、本谷Ｆ、本谷Ｇ、本谷Ｈ、本谷Ｉ、本谷Ｊ、本谷下、本谷集会所北Ａ、本谷集会所北Ｂ、本谷集会所東Ａ、

本谷集会所東Ｂ、本谷集会所東Ｃ、本谷集会所東Ｄ、本谷中Ａ、本谷中Ｂ、前大竹、前谷公民館西、前谷公民館東、

前根波上、前根波公民館南Ａ、前根波公民館南Ｂ、前根波公民館南Ｃ、前根波下、前根波中Ａ、前根波中Ｂ、前根波

中Ｃ、前根波中公民館北、前根波中公民館西、前根波中公民館東、松尾Ａ、松尾Ｂ、松尾公民館北１、松尾公民館北

２、松尾公民館西、松尾橋西Ａ、松尾橋西Ｂ、松賀、松笠、松笠下組Ａ、松笠下組Ｂ、松笠中組Ａ、松笠中組Ｂ、松

笠中組Ｃ、松笠中組Ｄ、松原橋東、松本、的場、真野、真野大橋北Ａ、真野大橋北Ｂ、真野大橋南Ａ、真野大橋南

Ｂ、真野大橋南Ｃ、丸廻、丸谷、万場Ａ、万場Ｂ、満福寺、万福寺西、満福寺南、三笠橋南、右谷Ａ、右谷Ｂ、右谷

Ｃ、右谷Ｄ、水原、瑞穂神社西、三峠Ａ、三峠Ｂ、三谷Ａ、三谷Ｂ、三谷Ｄ、三谷Ｅ、三谷Ｇ、三谷地区集会所北

Ａ、三谷地区集会所北Ｂ、三谷地区集会所西、三谷地区集会所南、三谷橋東、三田原、三田原橋南、三日谷橋西、三

刀屋小学校、三刀屋小学校西、三刀屋小学校南、三刀屋新大橋北、三刀屋団地、三刀屋町神代Ａ、三刀屋町神代Ｂ、

三刀屋町神代Ｃ、三刀屋町神代Ｄ、三刀屋町神代Ｅ、三刀屋町神代Ｆ、三刀屋町神代Ｇ、三刀屋町神代Ｈ、三刀屋町

古城Ａ、三刀屋町古城Ｂ、三刀屋町古城大谷Ａ、三刀屋町古城大谷Ｂ、三刀屋町坂本坂本神社東、三刀屋町多久和上

口Ａ、三刀屋町多久和上口Ｂ、三刀屋町多久和上口Ｃ、三刀屋町三刀屋滝谷Ａ、三刀屋町三刀屋滝谷Ｂ、三刀屋南大

橋北、三刀屋南大橋西、緑ヶ丘、南大橋北、南加茂西、南加茂西宮ノ下、南加茂東、南側、南側橋北、南大西Ａ、南

大西Ｂ、南本町、南村Ａ、南村Ｂ、南村Ｃ、南村Ｄ、南村Ｅ、南村Ｆ、南村Ｇ、峰Ａ、峰Ｂ、峰Ｃ、峯寺Ａ、峯寺

Ｂ、峯寺南、宮内Ａ、宮内Ｂ、宮内Ｃ、宮内Ｄ、宮内公民館北、宮内谷、宮内谷公民館西、宮内橋東、宮上Ａ、宮上

Ｂ、宮上Ｃ、宮上Ｄ、宮上Ｅ、宮上Ｆ、宮上Ｇ、宮崎、宮崎Ａ、宮下Ａ、宮下Ｂ、宮下Ｃ、宮谷、宮ノ下、宮ノ谷
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Ａ、宮ノ谷Ｂ、宮ノ谷Ｃ、宮之谷公民館北、宮畑Ａ、宮畑Ｂ、宮畑Ｃ、宮畑Ｄ、宮畑Ｅ、宮畑Ｆ、宮畑Ｇ、宮畑Ｈ、

妙覚寺、妙覚寺北、明賀ソ根橋南、明賀谷Ａ、明賀谷Ｂ、明賀谷Ｃ、明賀谷Ｄ、明賀谷Ｅ、明山Ａ、明山Ｂ、明山大

橋北Ａ、明山大橋北Ｂ、明山大橋西、明山大橋東、明山大橋南、明泉寺西、明谷、民谷Ａ、民谷Ｂ、民谷Ｃ、民谷

Ｄ、民谷Ｅ、民谷Ｆ、民谷Ｇ、民谷公会堂南Ａ、民谷公会堂南Ｂ、六重上Ａ、六重上Ｂ、六重上Ｃ、六重上Ｄ、六重

上Ｅ、六重下Ａ、六重下Ｂ、六重中Ａ、六重中Ｂ、向山、室谷Ａ、室谷Ｂ、室谷Ｃ、室谷Ｄ、明伝名、女鹿山、免別

Ａ、免別Ｂ、免別Ｃ、免別Ｄ、免別Ｅ、免別Ｆ、免別Ｇ、免別Ｈ、元江橋東Ａ、元江橋東Ｂ、元江橋東Ｃ、元天神、

桃の木橋北Ａ、桃の木橋北Ｂ、桃の木橋西、桃の木橋南Ａ、森木Ａ、森木Ｂ、森木川北Ａ、森木川北Ｂ、森木川北

Ｃ、森木川北Ｄ、森木川東Ａ、森木川東Ｂ、森木川南、森谷川西Ａ、森谷川西Ｂ、森谷川東、森政栃木、森脇、八重

滝Ａ、八重滝Ｂ、八重滝神社南、矢谷Ａ、矢谷Ｂ、矢谷Ｃ、矢谷Ｄ、矢谷Ｅ、矢谷Ｆ、八戸、八戸西、屋内加圧ポン

プ場南Ａ、屋内加圧ポンプ場南Ｂ、屋内上Ａ、屋内上Ｂ、屋内上Ｃ、屋内公民館西Ａ、屋内公民館西Ｂ、屋内公民館

南、屋内西Ａ、屋内西Ｂ、屋内東Ａ、屋内東Ｂ、屋内東Ｃ、矢入Ａ、矢入Ｂ、矢入Ｃ、矢入Ｄ、矢入Ｅ、矢入集会所

東Ａ、矢入集会所東Ｂ、矢入集会所東Ｃ、山神神社西、山地神社西、山根、山根橋北、山根橋西、山根橋東、山根橋

南、ゆけむり大橋北Ａ、ゆけむり大橋北Ｂ、湯神社、湯村、湯村大橋東Ａ、湯村大橋東Ｂ、湯屋谷Ａ、湯屋谷Ｂ、養

賀、八日市秋葉山、養賀上組Ａ、養賀上組Ｂ、養賀上組Ｃ、養賀上組Ｄ、養賀下組Ａ、養善寺、養善寺西、養善寺

東、除川神社北Ａ、除川神社北Ｂ、除川神社南Ａ、除川神社南Ｂ、横貝橋北Ａ、横貝橋北Ｂ、横貝橋西Ａ、横貝橋西

Ｂ、横貝橋東、横貝橋南、横手谷Ａ、横手谷Ｂ、横手谷Ｃ、横手谷Ｄ、横手谷Ｅ、横手谷Ｆ、横手谷Ｇ、吉井上Ａ、

吉井上Ｂ、吉井下Ａ、吉井下Ｂ、吉井下Ｃ、吉田芦谷Ａ、吉田芦谷Ｂ、吉田上町Ａ、吉田上町Ｂ、吉田公園北、吉田

下町Ａ、吉田下町Ｂ、吉田総合センター、吉田総合センター北、吉田町、論田、若木Ａ、若木Ｂ、若木Ｃ、若木Ｄ、

若木本郷、若月、若宮Ａ、若宮Ｂ、若宮神社西Ａ、若宮神社西Ｂ、若宮神社東、和田橋西、和田橋東Ａ、和田橋東

Ｂ、和野Ａ、和野Ｂ、和野Ｃ、和野Ｄ、和野Ｅ、和野神楽会館西Ａ、和野神楽会館西Ｂ、和野神楽会館西Ｃ、和野橋

南、２６区Ａ、２６区Ｂ、２６区Ｃ、３０区、４区、８区

⑵ 土石流

明石一、明石二、明石三、明石四、明石Ａ、赤地谷、赤目谷一、赤目谷二、赤目谷三、赤目谷四Ａ、赤目谷四Ｂ、

赤目谷四Ｃ、赤目谷四Ｄ、上り奥谷、朝野屋、朝山Ａ、朝原Ａ、朝原Ｂ、朝原Ｃ、朝原Ｄ、芦谷、芦原Ａ、芦原Ｂ、

芦原Ｃ、案田原下Ａ、案田原下Ｂ、穴釜谷川、穴地蔵Ａ、穴地蔵Ｂ、穴見谷、穴見中屋、姉ヶ谷、雨谷奥谷Ａ、雨谷

奥谷Ｂ、雨谷奥谷Ｃ、洗町、荒景、荒敷谷川左支渓Ａ、荒敷谷川左支渓Ｂ、新田、荒田川、荒田谷、栗谷、粟谷四

Ａ、粟谷四Ｂ、粟谷五、粟谷六、粟谷郷一Ａ、粟谷郷一Ｂ、粟谷郷二、粟谷郷Ａ、粟谷郷Ｃ、粟谷谷一、粟谷谷二、

粟谷谷Ｂ、粟原、粟原Ａ、粟原Ｂ、粟原Ｃ、粟原Ｄ、安徳Ａ、安徳Ｂ、案内、案内谷、案内中沢、飯石森谷Ａ、飯石

森谷Ｂ、家ノ上、家ノ奥、家の谷、家之奥、家の奧谷川、家ノ奥の上、伊萱上一、伊萱上二、伊萱上三、伊萱上五、

伊萱上六、伊萱上Ａ、伊萱下谷Ａ、伊萱下谷Ｂ、伊萱下谷Ｃ、伊萱寺谷Ａ、伊萱寺谷Ｂ、井儀一、井儀三、井儀Ａ、

生谷上谷、池之谷Ａ、池之谷Ｂ、池の谷川、以後畑、隠紺屋川、石金屋谷、石迫川Ａ、石迫川Ｂ、石迫川Ｃ、石迫川

Ｄ、石迫川Ｅ、石迫川Ｆ、石塚Ａ、石塚Ｂ、石飛屋、石畑、石原川、石原川１、石原川２、石曲谷Ａ、石曲谷Ｂ、伊

勢奥、市場Ａ、市場Ｂ、市場Ｃ、壱貫田奥Ａ、壱貫田奥Ｂ、一篇水谷、井出口、井手谷、井寺谷川Ａ、井寺谷川Ｂ、

井手の上奥、井手之谷、井戸ヶ廻、井戸谷、糸谷Ａ、糸谷Ｂ、糸谷Ｃ、糸谷川、井戸ノ奥川、糸原川、糸原下、稲刈

廻、稲刈廻下Ａ、稲刈廻下Ｂ、井之奥川Ａ、井之奥川Ｂ、猪の奧谷川、井の谷、猪の谷川、井原谷、井原谷川、今谷

上Ａ、今谷上Ｂ、今谷下、今屋敷、今用地川、入江谷、入間尾原、入間寺谷川、入間和田Ａ、入間和田Ｂ、岩ヶ谷

川、岩倉丸谷川、岩谷、岩根、岩広谷、岩向川、隠居、隠居之向、印瀬谷、上田屋、上ノ原、上山Ａ、上山Ｂ、上山

本谷、潮屋谷Ａ、潮屋谷Ｂ、牛ヶ谷川Ａ、牛ヶ谷川Ｂ、宇治上、牛谷、後ヶ谷、後谷一、後谷二、後谷三、後谷上

Ａ、後谷上Ｂ、後谷川、後天満尻、後根波、後根波下、後原、ウネジ谷川、宇根平、乳母谷川、菟原川、梅木Ａ、梅

木Ｂ、梅木新谷、梅木田、梅木中谷、梅出屋、梅ノ木廻、梅の木谷、宇山Ａ、宇山Ｂ、宇山Ｃ、宇山屋敷谷、嬉シキ

谷Ａ、嬉シキ谷Ｂ、会下、榎廻川、エノツヤ谷、エノツヤ谷北、大上谷Ａ、大上谷Ｂ、大上谷Ｃ、王袋谷川、大案

内、大井Ａ、大井Ｂ、大井Ｃ、大井Ｄ、大井Ｅ、大井Ｆ、大岩谷尻川、大内谷、大奧峠、大ケ原、大坂谷、大廻、大
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廻川、大志戸、大志戸川左支渓、大島、大下奥、大滝、大竹熱田沢Ａ、大竹熱田沢Ｂ、大竹下、大谷一、大谷二、大

谷三Ａ、大谷三Ｂ、大谷五、大谷六、大谷七、大谷八、大谷Ａ、大谷上り廻、大仁川、大西奥、大ノ尾、大の谷川

Ａ、大の谷川Ｂ、大畑川、大畑、大畑谷川、大林谷、大原、大原谷、大平、大向Ｂ、大向Ｃ、大向Ｄ、大矢神Ａ、大

矢神Ｂ、大柳一、大柳川、大吉田Ａ、大吉田Ｂ、大吉田Ｃ、岡、岡田屋、オカノ奥、小河内Ａ、小河内Ｂ、小河内

Ｃ、小河内Ｄ、小河内Ｅ、小河内Ｆ、小河内Ｇ、小河内Ｈ、小河内Ｉ、小河内Ｊ、小河内Ｋ、小河内Ｌ、小河内Ｍ、

小河内Ｎ、小河内Ｏ、小河内Ｐ、小河内Ｑ、小河内川、小川内沢、小川上Ａ、小川上Ｂ、小木迫谷、小木迫谷Ａ、小

木迫谷Ｂ、オキノ下、奥ケ谷、奥志谷、奥澄水川、奥の谷、奥峯、奧明Ａ、奧明Ｂ、奥山Ａ、奥山Ｂ、奥山Ｃ、奥山

Ｄ、奥山Ｅ、奥山Ｆ、奥山川、奥山南川、尾崎上、小佐谷、御城山一Ａ、御城山一Ｂ、御城山二、小田上奥、小田

屋、小田原谷、落合、小原、尾原、小原Ａ、小原奥谷Ａ、小原奥谷Ｂ、小原谷川、折坂奥、温泉、賀々谷川、海津和

谷、ヶ市、ヶ市上、ヶ市下、加々場、柿廻Ａ、柿廻Ｂ、垣根奥上、垣根奥下、垣ノ木谷、柿之木谷、角宗奥谷、角宗

川、かくまかり、掛地、掛地下、掛地中、掛合大畑、掛合大畑谷川、掛合川上、掛合長畑、影山、景山、掛合松尾、

傘屋奥、鹿子尾、風ヶ峠谷、加食田郷、カシ木原谷、樫ノ木Ａ、樫ノ木Ｂ、鍛治屋奥Ａ、鍛治屋奥Ｂ、鍛冶屋奥谷

Ａ、鍛冶屋奥谷Ｂ、鍛冶屋奥谷Ｃ、鍛冶屋奥谷Ｄ、鍛冶屋奥谷川、鍛冶屋谷川、鍛冶屋原、かじや元、かじらが谷、

春日、霞村谷、勝田井谷、桂川、加藤、門上、門谷、門之上、門之上下、金井谷川、金井原川、叶谷、叶原、金ク

ソ、金谷、金谷下Ａ、金谷下Ｂ、金谷中、鉄穴地、金渕奥、金丸、カナヤゴ谷奥、金屋子前、金輪山、金井子原、金

成川、叶廻Ａ、叶廻Ｂ、叶廻Ｃ、釜石川、鎌迫、釜ヶ谷Ａ、釜ヶ谷Ｂ、釜が谷川、鎌倉谷、加満寿谷、上大神原、上

大神原谷、上大谷Ａ、上大谷Ｂ、上大畑谷Ａ、上大畑谷Ｂ、上大畑谷Ｃ、上乙多田二、上乙多田Ａ、上乙多田Ｂ、上

乙多田Ｃ、上乙多田Ｄ、上乙多田Ｅ、上金糞谷、上口一、上口二、上口三、上口四、上口Ａ、上口Ｂ、上口Ｃ、上熊

谷Ａ、上熊谷大平、上組Ａ、上組Ｂ、上郡、上小丸、上佐中川、上シ家の奥、上城ヶ廻、上正理川、上多根、湯村上

槻、西日登上槻、上刀根Ｅ、上刀根Ｆ、上刀根下Ｂ、上殿河内一Ａ、上殿河内一Ｂ、上殿河内二、上中奥、上ノ段二

Ａ、上ノ段二Ｂ、上ノ段三、上ノ段四、上ノ段五、上ノ段Ａ、神畑、上町ナメラ谷、紙屋Ａ、紙屋Ｂ、紙屋谷Ａ、紙

屋谷Ｂ、上米田奥、萱野川左支渓Ａ、萱野川左支渓Ｂ、萱野川右支渓、萱野深谷川右支渓、柄栗川Ａ、柄栗川Ｂ、刈

畑Ａ、刈畑Ｂ、刈畑Ｃ、狩場谷Ａ、狩場谷Ｂ、カリヤヶ廻、川井金谷、川上Ａ、川上Ｂ、川上上、川上川、川手川

平、川手鈩谷、川西Ａ、川西Ｂ、川向Ａ、川向Ｂ、かんがら谷、神田屋、寒梅谷、木地谷川、北畑川、北村Ａ、北村

Ｂ、北村Ｃ、北村Ｄ、北村下小谷、木戸谷、木村、九才谷、清田谷Ａ、清田谷Ｂ、桐之木廻、久吾田Ａ、久吾田Ｂ、

九才谷川、草尾Ａ、草尾Ｂ、草谷Ａ、草谷Ｂ、国魂、久の元川、久の元尻川、熊野川、熊野川上、久村谷、蔵屋谷、

栗屋谷、九量、黒川、桑の木迫谷、桑の木田川、桂子廻川、化生谷、小池谷、郷、郷Ｂ、神代一、神代二Ａ、神代二

Ｂ、神代二Ｃ、神代二Ｄ、神代二Ｅ、神代三、神代四Ａ、神代四Ｂ、神代五、神代六、神代Ａ、神代Ｂ、神代Ｃ、神

代Ｄ、郷谷Ａ、郷谷Ｂ、合ノ峠、郷原、弘法屋奥谷Ａ、弘法屋奥谷Ｂ、越峠上、越峠下、越峠中Ａ、越峠中Ｂ、古尾

根谷、郡、小欠、小川南平、小廻川、小廻谷Ａ、小廻谷Ｂ、越木谷、古城後谷Ａ、古城後谷Ｃ、古城後谷Ｄ、古城

谷、小僧谷、小僧谷奥、小僧谷下、小ゾリ、小滝谷、小谷、小谷奥、小谷川、五反田、小原一、木挽南平、薦沢Ａ、

薦沢Ｂ、薦沢Ｃ、薦沢Ｄ、薦沢Ｅ、薦沢谷Ａ、薦沢谷Ｂ、紺屋谷、才かし川Ａ、才かし川Ｂ、妻之木、才ノ木、才の

木谷、才之峠川、才道谷Ａ、佐エ門屋敷、栄原Ａ、栄原Ｂ、坂口、坂中谷Ａ、坂中谷Ｂ、坂根奥、坂根川、坂根川左

支渓Ａ、坂根川左支渓Ｂ、坂根谷、坂の向谷、坂平、坂水上Ａ、坂水上Ｂ、坂水下Ａ、坂水下Ｂ、坂本口谷、坂本郷

一、坂本郷二、坂本郷Ｂ、坂山１、下がり谷Ａ、下がり谷Ｂ、下がり谷Ｃ、桜谷、迫、廻Ｂ、迫奥川、迫奥谷、迫

田、廻田頭、迫谷、迫奥、笹ヶ谷川、笹谷川、笹谷川下、笹屋、笹屋谷、佐世川Ａ、佐世川Ｂ、定本川Ａ、定本川

Ｂ、里坊Ａ、里坊Ｂ、猿石谷、猿目谷、猿渡Ａ、猿渡Ｂ、猿渡Ｃ、沢、沢池川Ａ、沢池川Ｂ、沢田、沢屋谷Ａ、沢屋

谷Ｂ、三反田、椎ノ木谷川、塩田Ａ、塩田Ｂ、塩田Ｃ、塩田Ｄ、塩田Ｅ、塩田Ｆ、塩田Ｇ、塩田Ｈ、塩田Ｉ、塩田

Ｊ、塩田坂口、塩田坂口下、塩田下小谷、塩田原奥、塩野Ａ、塩野Ｂ、塩野奥、志谷、芝原、澄水、澄水川、清水

谷、澄水谷、下梅ノ木、下大神原、下大山、下乙多田、下乙多田Ａ、下乙多田Ｂ、下鍛冶屋、下神原、下口一Ａ、下

口一Ｂ、下口Ａ、下口Ｂ、下熊谷Ａ、下熊谷段原、下熊谷長畑、下組、下佐中川、下寸丸、下滝谷、下谷、下谷川

Ａ、下谷川Ｂ、下谷川Ｃ、下谷川Ｄ、下槻、下刀根Ａ、下刀根Ｂ、下刀根Ｃ、下刀根Ｄ、下刀根Ｅ、下刀根Ｆ、下刀
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根Ｇ、下野奥、下の谷、下ノ谷、下半瀬、下檜谷、下村、下別所、下仏田、下前、下前奥Ａ、下前奥Ｂ、下町、下宮

内、下室谷、下横屋、下吉井、蛇谷、蛇谷川、蛇法垣地、修理免谷川、殊善谷川、浄円寺谷川、城角、常の廻、城の

谷Ａ、城の谷Ｂ、城の谷Ｃ、庄原奥、勝負廻奥、菖蒲谷、庄屋、城山谷Ａ、城山谷Ｂ、正理川、正理南沢、尻無川、

寺領Ａ、寺領Ｂ、寺領小谷、寺領才の峠Ａ、寺領才の峠Ｂ、城越、城の谷川、城山一、新市、新市Ａ、新市滝尻川、

新市中奥尻、新宮西沢、新庄Ａ、新庄Ｂ、神田原Ａ、新田後谷Ａ、新田後谷Ｂ、新梨子、新馬場、新林、新町、新屋

奥、新屋敷谷、須賀Ａ、須賀Ｂ、須賀Ｃ、須賀Ｄ、菅谷Ａ、菅谷Ｂ、菅谷木村、菅谷谷、菅谷谷上、菅谷福田屋Ａ、

菅谷福田屋Ｂ、杉ヶ平、杉谷川、杉戸Ａ、杉戸Ｂ、杉戸Ｃ、杉戸Ｄ、杉戸Ｅ、杉戸Ｆ、杉戸Ｇ、杉戸鈩谷Ａ、杉戸鈩

谷Ｂ、杉ノ谷Ａ、杉ノ谷Ｂ、雀、須谷Ａ、須谷Ｂ、須谷Ｃ、須谷Ｄ、砂子原上面廻、寸丸、諏訪原、諏訪原下、清久

上、清久下Ａ、清久下Ｂ、清久下Ｃ、清久下Ｄ、清田川、瀬の谷、責鞍谷川、線右工門釜、禅定一、禅定二、禅定

三、禅定四、禅定Ａ、禅定Ｂ、禅定Ｃ、船頭垣、添谷、曽木坂根谷、ソバ谷Ａ、ソバ谷Ｂ、空輪、大工屋谷、太聖

Ａ、太聖Ｂ、太聖Ｃ、大坊谷川、大門Ａ、大門Ｂ、大門町一Ａ、大門町一Ｂ、大門町Ａ、高石Ａ、高石Ｂ、高岩、高

麻谷川、多賀社、高瀬奥、高畦川左支渓、高平、田上Ａ、田上Ｂ、田上Ｃ、田上Ｄ、田上川右支渓Ａ、田上川右支渓

Ｂ、田上下Ａ、田上下Ｂ、田上下Ｄ、滝尻川、滝尻川Ａ、滝谷Ａ、三刀屋町滝谷Ａ、滝谷Ｂ、滝谷川、滝谷川左支

渓、滝の谷、竹ノ内、竹之尾川、竹之尾川右支渓、竹岫、田尻、鈩迫、たたら谷川、鈩谷川、立ヶ迫、立原鈩谷川、

立原宮ノ谷川、立平、田中、谷上、谷下、多根向田、田之原谷Ａ、田之原谷Ｂ、玉ノ尾谷川、たる蔵奥川、峠谷、垰

谷一Ａ、垰谷一Ｂ、垰谷Ａ、垰谷Ｂ、段の奥、段畑、段原、反部川Ａ、反部川Ｂ、反部川Ｃ、反部川Ｄ、反部川Ｅ、

反部川Ｆ、反部川Ｇ、反部川Ｈ、千箭川Ａ、千箭川Ｂ、千箭谷、千代原奥、チラリ垣内、土屋Ａ、土屋Ｂ、堤廻、提

谷、堤谷川、ツヅラ谷、ツヅラ谷上１、ツヅラ谷上２、ツヅラ谷上３、椿谷、出来山Ｄ、出来山川左支渓、出来山川

右支渓Ａ、出来山川右支渓Ｂ、寺奥、寺奥谷、寺廻Ａ、寺廻Ｂ、寺廻Ｃ、寺谷、寺谷川、寺谷川一Ａ、寺谷川一Ｂ、

寺谷川ニ、寺谷川右支渓Ａ、寺谷川左支渓、寺床、天神川Ａ、天神川Ｂ、天神谷川Ａ、天神谷川Ｂ、天満坂、戸井ヶ

谷、土井谷、土井の奥谷川、十日市、峠川、東光寺、堂廻川、陶山川Ａ、陶山川Ｂ、陶山川Ｃ、堂々一Ａ、堂々一

Ｂ、堂々三、堂々Ａ、堂々Ｄ、堂々掘北、塔之奥、塔之奥下、堂ノ奥谷、堂の廻、堂原、堂廻Ｂ、戸底、戸底谷川、

戸地崎、栃山川、栃山下谷、殿ノ奥谷、殿垣内谷Ａ、殿垣内谷Ｂ、殿河内上、殿之奥、殿之奥上、飛石、飛高川、飛

出谷、飛出谷川、寅屋上谷、寅屋下谷、鳥目峠、鳥目槇原Ａ、鳥目槇原Ｂ、中、中遠所、中垣谷、中神、仲上空、中

組Ａ、中組Ｂ、中子屋谷、長迫Ａ、長廻川、長迫川、長廻尻谷、中城子Ａ、中城子Ｂ、中田、永田谷川、永谷奥、中

谷上Ａ、中谷上Ｂ、中谷川、長谷川、中谷川左支渓、中谷川右支渓、中谷下Ａ、中谷下Ｂ、中多根Ｂ、中富屋、仲之

奥、中之谷、中之谷Ａ、中之谷Ｂ、中之谷Ｃ、中の谷川、中ノ原谷、中ノ屋、中畑、長畑、中林、中原、中原奥、中

原谷、長見原、中村、中屋Ａ、中屋Ｂ、中屋Ｃ、中屋Ｄ、中屋Ｅ、中屋Ｆ、中屋Ｇ、中屋敷、中屋敷Ａ、中屋敷Ｂ、

中屋敷Ｃ、中屋谷、名古田谷、名古田東沢、梨の木原谷、七夕、ナメラ谷、成木・下津原、成、成Ａ、成畑Ａ、成畑

Ｂ、成左谷Ａ、成左谷Ｂ、仁井屋、仁井屋奥、仁井屋谷、苦竹川、西案内、西井原谷、西奥、西奥谷川、西川、西側

Ａ、西側Ｂ、西川左支渓、西川右支渓、西地、西下谷二、西下谷三、西谷２Ａ、西谷２Ｂ、西谷川、西之奥、西日登

大内谷、西平木挽谷、西平木挽谷川、西利太前谷、二反田谷、二保谷上、二保谷川、入道廻、入道谷Ａ、能間奥、能

間谷、野竹谷、野谷Ａ、野谷Ｂ、野武士奥、延野、灰谷一Ａ、灰谷一Ｂ、灰谷二Ａ、灰谷二Ｂ、バカ谷、場ヶ谷、箱

淵Ａ、箱淵Ｂ、畑Ａ、畑Ｂ、畑Ｃ、畑ヶ迫、幡ヶ谷川、畑杭１、畑杭２、波多迫、畑谷、幡屋川Ａ、幡屋川Ｂ、葉

月、八所Ａ、八所Ｂ、八所Ｃ、八所Ｄ、八所Ｅ、八所Ｆ、八所奥、浜、浜Ａ、浜奥川、濱子谷、林谷、林の奥川、原

川、原田谷、原屋敷、春石川Ａ、春石川Ｂ、春石川Ｃ、ひえざこ川、東下谷１、東下谷２、東谷川、東谷北、東谷滝

谷川右支渓、東原谷、東日登Ａ、東日登Ｂ、東日登Ｃ、東日登叶谷、引坂川Ａ、引坂川Ｂ、引坂川Ｃ、引地原下谷、

引那岐川Ａ、引那岐川Ｂ、引那岐川Ｃ、ひしや、檜杉谷一、桧杉谷四、桧杉谷Ａ、左谷、一ツ久保、日向、桧谷川、

桧屋、樋之谷、樋ノ谷Ａ、樋ノ谷Ｂ、樋ノ谷Ｃ、火ノ谷川、火野谷川、火ノ谷川下、日の出上、日原、日原上、日焼

Ａ、日焼Ｂ、平岩、平岩Ａ、平奥、平奥下、平奥中、平ヶ市、平垣内、平田Ａ、平ノ廻、平家之奥、広屋、便坂、深

サＡ、深サＢ、深谷二、深谷三・深谷四、深谷上Ａ、深谷上Ｃ、深谷上Ｄ、深谷上Ｅ、深谷川、深谷下Ｂ、深谷下

Ｃ、深坪谷、深野大上、深野迫谷Ａ、深野迫谷Ｂ、福島屋、福竹奥、福谷一、福谷二・福谷三、福谷四、福谷五、福
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谷六、福谷七、福谷川、福田屋、ふけの上、富士田、藤谷Ａ、藤谷Ｂ、藤野屋、藤原川Ａ、藤原川Ｂ、二又Ａ、二又

Ｂ、舟谷、舟津、舟津Ａ、古城谷奥、古殿、古屋、古屋川、古屋敷、古屋敷後谷、ふれあい、法印谷、芳樹庵、法正

谷Ａ、法正谷Ｂ、法正谷Ｃ、法正谷Ｄ、法正谷Ｅ、法正谷Ｆ、法正谷Ｇ、保関谷川、保関谷川左支渓、保関谷川右支

渓、堀頭Ａ、堀頭Ｂ、堀越、本覚寺Ａ、本覚寺Ｂ、本金谷、本谷、本谷Ａ、本谷川、本谷中、前側、前谷Ａ、前田屋

Ｂ、前根波中Ａ、前根波中Ｂ、前平田、真金谷Ａ、真金谷Ｂ、真金谷Ｃ、真金谷Ｄ、牧谷奥Ａ、牧谷奥Ｂ、枡ヶ谷、

又下、松尾、松尾谷、松ヶ廻、松ヶ谷、松ヶ谷上、松廻谷、松原、マド峠谷、真野川、萬歳、政所、万所谷、万場谷

川、右谷、右谷Ａ、右谷Ｂ、右谷Ｅ、三崎谷、御崎谷Ａ、御崎谷Ｂ、御崎谷川、御崎原、三沢、ミシマＡ、ミシマ

Ｂ、水頭、水谷川、瑞穂、三谷川、三谷川Ａ、三谷川Ｂ、三谷川Ｃ、三谷川Ｄ、三谷瀬、三谷南谷、三田原川Ａ、三

田原川Ｂ、南大谷、道の上、道の下、三刀屋町粟谷戸井ヶ谷、三刀屋町伊萱中屋谷、三刀屋町乙加宮本谷川、緑ヶ

丘、南加茂東、南原後谷Ａ、南原後谷Ｂ、南村Ａ、南村Ｂ、南村Ｃ、南村Ｄ、南村Ｅ、南村Ｆ、南村Ｇ、南屋、見晴

屋、三保谷、宮内一、宮内二、宮内Ａ、掛合町宮内Ａ、宮内Ｂ、掛合町宮内Ｂ、宮垣谷、宮ヶ谷、宮崎、宮下川、宮

田川、宮谷、宮谷一、宮谷奥、宮谷川、宮ノ下奥、宮の前上、宮の前下、宮の前中、宮ノ脇下、宮畑、宮畑川、明員

谷、明ヶソ根、妙見谷Ａ、妙見谷Ｂ、明山、妙法寺谷、民谷Ａ、民谷Ｂ、民谷Ｃ、民谷藤原沢、六重上一Ａ、六重上

一Ｂ、六重上二、六重上Ａ、六重上Ｃ、六重上Ｄ、六重下、六重下Ａ、六重下Ｂ、六重下Ｃ、六重下Ｅ、六重中二

Ａ、六重中Ａ、六重中Ｂ、麦谷、向谷奥、向名古田谷、向福間奥Ａ、向福間奥Ｂ、向山川、村上川１、村上川２、村

上川Ａ、村上川Ｂ、室地、室谷Ａ、室谷Ｂ、室谷Ｃ、室谷Ｄ、室谷Ｅ、室谷Ｆ、室谷家奥、室屋谷川、室屋谷川左支

渓Ａ、室屋谷川左支渓Ｂ、室屋谷川左支渓Ｃ、毛利谷Ａ、毛利谷Ｂ、持田奥谷、籾田、桃木谷、森奥、森木Ａ、森木

Ｂ、森木Ｃ、森木Ｄ、森谷一、森谷二、森谷川Ａ、森谷川Ｂ、森谷川Ｃ、森田屋谷、森ノ前、森山廻、森脇、八重滝

谷、屋敷谷、安川、矢谷川Ａ、矢谷川Ｂ、屋内上Ｂ、屋内東、矢之谷、八幡平、山尾、山尾川、山方、山口、山崎

峠、山田長畑、山田屋谷、山根奥谷、山之神、山ノ神下、山の田奥、山屋谷、八幡、有通屋、湯ヶ谷Ａ、湯ヶ谷Ｂ、

湯村鈩谷、湯村寺奥、湯村本郷、八日市、横手谷川Ａ、横手谷川Ｂ、吉ヶ原谷、吉田景山沢、吉床川Ａ、吉床川Ｂ、

吉床川Ｃ、吉由屋谷、米原奥、羅保谷、羅保谷上１、羅保谷上２、羅保谷上３、竜権地、蓮花寺川、六郎谷、若宮

Ａ、若宮Ｂ、和田、和田２、和野Ａ、和野Ｂ、和野Ｃ、ワラビ迫

３ 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県雲南県土整備事務所及び雲南市役所において一般の縦覧に供する。）

島根県告示第767号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同

条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成21年11月10日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 施行者の名称

安来市

２ 都市計画事業の種類及び名称

松江圏都市計画下水道事業

安来市公共下水道

３ 事業施行期間

昭和52年４月１日から平成28年３月31日まで

４ 事業地

⑴ 収用の部分

変更なし
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⑵ 使用の部分

昭和52年島根県告示第247号、昭和58年島根県告示第1,238号、平成元年島根県告示第470号、平成２年島根県告示

第715号、平成５年島根県告示第220号、平成５年島根県告示第858号、平成７年島根県告示第805号、平成８年島根県

告示第376号、平成12年島根県告示第604号、平成15年島根県告示第12号、平成21年島根県告示第168号の事業地に安

来市吉佐町字殿屋、字町通り、字モガンハ、字客、字岡畑、字桑垣、字角屋敷、字ハガキ、字元屋敷、字原田、字神

田、字郷ノ坪、字三斗堀、字宮下、字御境、中海町地内において事業地を変更する。

公 告

住民基本台帳法施行条例（平成14年島根県条例第41号）第５条の規定により、平成20年４月１日から平成21年３月31日

までの間における本人確認情報の利用及び提供の状況（同期間内に利用及び提供の実績があったものに限る。）につい

て、次のとおり公表する。

平成21年11月10日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 本人確認情報の利用

事 務 の 内 容 利用件数

367
恩給法（大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。）の規定による年金の給付を受

ける権利を有する者等の生存の事実等の確認に関する事務

26
消防法（昭和23年法律第186号）の規定による危険物取扱者免状又は消防設備士免状の交付等の申請に係

る事実についての審査等に関する事務

旅券法（昭和26年法律第267号）の規定による一般旅券の発給等の申請に係る事実についての審査等に関
6,242

する事務

1,329
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）の規定による医療特別手当又は葬祭

料の支給に係る事実についての審査等に関する事務

420
島根県心身障害者扶養共済制度条例（昭和45年島根県条例第16号）の規定による加入の承認、脱退一時

金の支給、又は死亡若しくは現況の届出に関する事務

職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）の規定による職業訓練指導員の免許の申請等又は技能検定
３

の合格証書の再交付の申請に係る事実についての審査等に関する事務

１
家畜商法（昭和24年法律第208号）の規定による家畜商の免許又は登録の申請に係る事実の審査等に関す

る事務

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（平成13年法律第64号）の規定に

よる第一種フロン類回収業者の登録又はフロン破壊業者の許可の申請等に係る事実の審査等に関する事 ２

務

221
電気工事士法（昭和35年法律第139号）の規定による特殊電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者

認定証の交付の申請等に係る事実の審査等に関する事務

３
不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号）の規定による不動産鑑定士又は不動産鑑定業者

の登録の申請等に係る事実についての審査等に関する事務

地方税法（昭和25年法律第226号）、島根県県税条例（昭和51年島根県条例第10号）又は島根県産業廃棄

物減量税条例（平成16年島根県条例第34号）の規定による県民税等の賦課徴収に際しての納税義務者等 10,146

の生存の事実等の確認に関する事務
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島根県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年島根県条例第39号）の規定による浄化槽保守
30

点検業者の登録等の申請等に係る事実についての確認等に関する事務

94
県行治水造林条例（昭和10年島根県条例第６号）の規定による分収に係る造林の契約に係る土地所有者

等の生存の事実等の確認に関する事務

６
島根県漁業協同組合連合会が設置する島根県漁業就業者確保育成センターが県の補助を受けて行う新た

な県内において自営漁業の就労を希望する者に対する漁業研修事業に関する事務

中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律（平成11年法律第222

号）附則第４条の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業設備近代化資金の貸付けを受け 22

た者等の生存の事実等の確認に関する事務

３
独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成14年法律第147号）の規定による中小企業高度化資金の貸付

けを受けた者等の生存の事実等の確認に関する事務

採石法（昭和25年法律第291号）の規定による採石業者の登録の届出に係る事実の確認等に関する事務 ３

２ 本人確認情報の提供

提供先 事 務 の 内 容 利用件数

島根県教育委員会奨学資金貸与規則を廃止する規則（平成14年島根県規則第16号）附則

教育委員会 １
第２項の規定によりなお従前の例によることとされる島根県教育委員会奨学資金貸与規

則（昭和57年島根県規則第64号）による氏名又は住宅の変更の届出等に係る事実につい

ての審査に関する事務

監査委員 11
地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定による住民監査請求に係る事実についての審

査等に関する事務

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計画を変更

しようとするので、同法第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画

の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案については、縦覧の期間満了の日までに意見書を提出することができる。

平成21年11月10日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 都市計画の種類

横田都市計画道路

２ 都市計画を変更する土地の区域

仁多郡奥出雲町横田及び中村地内

３ 縦覧場所

島根県土木部都市計画課及び奥出雲町役場

４ 縦覧期間

平成21年11月10日から平成21年11月24日まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
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