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２
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大規模小売店舗立地法の規定による大規模小売店舗廃止の届出
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４

土砂災害警戒区域の指定の解除
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する規則
島根県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
【告

示】

【特定調達公告】
島根県立浜田水産高等学校小型実習船「あわしま」建造工事に係る一般競争入札
の落札者等
情報保護システムの賃貸借及び附帯する導入業務委託に係る一般競争入札の落札

察

本

部）

者等
【選管告示】
地方自治法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく選挙権を有す

29

る者の総数の50分の１及び３分の１の数
個人演説会を開催することができる施設の変更

30

個人演説会を開催することができる施設の指定の取消し

30

【正

誤】

令和２年３月31日付け島根県報第93号中

（砂

防

課）

30

令和３年２月26日付け島根県報第186号中

（

〃

）
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令和３年３月９日付け島根県報第189号中

（

〃

）
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公布された条例等のあらまし
◇知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部を改正する規則（規則第120号）
１

規則の概要
行政手続における押印等の見直しに係る様式の整備（様式第１号―様式第21号・様式第23号―様式第25号関係）

２

施行期日
公布の日から施行することとした。

◇島根県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則（規則第121号）
１

規則の概要
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う引用する条項及び様式
の整理（第６条・様式第１号関係）
その他規定の整理

２

施行期日
令和３年10月１日から施行することとした。ただし、

については、公布の日から施行することとした。

規

則

知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
令和３年９月14日
島根県知事

丸

山

達 也

島根県規則第120号
知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部を改正する規則
知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則（平成３年島根県規則第41号）の一部を次のように
改正する。
様式第１号から様式第21号まで及び様式第23号から様式第25号までの様式中「 」を削る。
附 則
（施行期日）
１

この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）

２

この規則による改正前の知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の規定により作成した用
紙でこの規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用す
ることができる。

島根県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。
令和３年９月14日
島根県知事

丸

山

島根県規則第121号
島根県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
島根県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成15年島根県規則第109号）の一部を次のように改正する。
第６条第２項第５号中「第10条第１項」を「第17条第１項」に、「第12条」を「第19条」に改める。
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第６条の２中「第９号」を「第10号」に、「第８号」を「第９号」に改める。
様式第１号の３の表の（注）８中「第12条」を「第19条」に、「第10条第１項」を「第17条第１項」に改める。
附 則
この規則は、令和３年10月１日から施行する。ただし、第６条の２の改正規定は、公布の日から施行する。

告

示

島根県告示第574号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示す
る。
令和３年９月14日
島根県知事
１

丸

山

達 也

保安林予定森林の所在場所
邑智郡川本町大字川本2892−１、2892−２、2941−１、2941−７

２

指定の目的
かん

水源の涵養
３

指定施業要件
立木の伐採の方法
ア

主伐に係る伐採種は、定めない。

イ

主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。
ウ

間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び川本町役場に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第575号
次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。
令和３年９月14日
島根県知事
１

丸

山

達 也

保安林予定森林の所在場所
松江市八雲町東岩坂2822、2823

２

指定の目的
かん

水源の涵養
３

指定施業要件
立木の伐採の方法
ア

主伐に係る伐採種は、定めない。

イ

主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。
ウ

間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。
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（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第576号
大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定による届出があったので、同条第６項の規定により
次のとおり告示する。
令和３年９月14日
島根県知事
１

丸

山

達 也

届出の概要
大規模小売店舗の名称及び所在地
松江タウンスクエア

キャスパル

島根県松江市黒田町427番地

大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
協同組合松江ショッピングプラザ

代表理事

山口

研二 島根県松江市黒田町字下ノ原427番地

大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計
9,536平方メートル
大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計
０平方メートル
大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となった日
令和３年４月18日
２

届出年月日
令和３年９月３日

島根県告示第577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７条第１項の規定によ
り、平成21年島根県告示第766号、平成25年島根県告示第733号、平成29年島根県告示第303号及び平成30年島根県告示第
664号で指定された土砂災害警戒区域に係る指定を次のとおり解除するので、同条第６項において準用する同条第４項の
規定により告示する。
令和３年９月14日
島根県知事
１

丸

山

達 也

解除に係る市町村の名称
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解除に係る土砂災害警戒区域の名称
急傾斜地の崩壊
田中上１Ａ、田中上２Ａ、新庄東７、新庄東４、新庄東３、新庄東１、新庄東２、新庄西Ａ、新庄西Ｂ、田中上、
田中上１Ｂ、田中上２Ｂ、田中下Ａ、万福寺西、田中下Ｂ、織部Ａ、織部Ｂ、古城Ａ、古城Ｂ、越戸Ａ、西大橋北、
越戸３、越戸Ｂ、古城Ｃ、加多神社北１、織部Ｃ、岩根神社東、田中下Ｃ、田中下Ｄ、新庄南Ａ、東橋南２Ａ、東橋
南１、東橋南４、新庄南Ｂ、武内神社東１、武内神社東２、清田３、神谷橋東４、清田Ａ、清田Ｂ、西利太神社北
１、かのと橋東、清田Ｃ、清田Ｄ、金成下Ａ、金成上Ａ、金成上Ｂ、金成上Ｃ、金成上Ｄ、大月神社西、金成下Ｂ、
光、東町、金成橋西Ａ、金成橋西Ｂ、稗廻、南本町、越戸Ｃ、畑Ａ、畑Ｂ、畑Ｃ、川内神社西、畑Ｄ、畑Ｅ、山地神
社西、芦谷Ａ、畑鵯、瑞穂神社西、松尾公民館北２、高峰Ｂ、高峰Ｃ、馬場Ａ、馬場Ｂ、城之越Ａ、城之越Ｂ、城之
越Ｃ、城之越Ｄ、荒井町公民館南１、春殖神社南４、春殖神社南３、山王Ａ、山王Ｂ、大東下分、馬田寺、駅前Ａ、
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駅前Ｂ、泉谷Ａ、泉谷Ｂ、泉谷Ｃ、素鵞神社南、泉谷Ｄ、柿坂Ａ、柿坂Ｂ、柿坂Ｃ、養賀上組Ａ、養賀上組Ｂ、養賀
上組Ｃ、養賀上組Ｄ、宮ノ下、養賀、養賀下組Ａ、越前Ａ、越前Ｂ、越前Ｃ、春殖神社南２、春殖神社南１、針江
Ａ、針江Ｂ、荒井町Ａ、荒井町公民館北、荒井町Ｂ、荒井町Ｃ、尺井渡橋北、玉泉寺西、馬場Ｃ、松尾公民館西、松
尾公民館北１、松尾Ａ、松尾Ｂ、下鵯Ａ、下鵯Ｂ、下鵯Ｃ、奥遠所公民館南、芦谷Ｂ、芦谷Ｃ、鵯Ａ、鵯Ｂ、畑鵯神
社東、鵯Ｃ、養賀下組Ｂ、奥遠所Ａ、奥遠所Ｂ、奥遠所Ｃ、奥遠所Ｄ、奥遠所公民館西２、奥遠所公民館西１、奥遠
所Ｅ、中遠所Ａ、艮神社北、艮神社南１、中遠所Ｂ、遠所２、高木橋南、下遠所Ａ、一乗寺南３、遠所１、伊佐山神
社北、下遠所Ｂ、八幡宮西、仁和寺上組Ａ、尾崎公民館北１、尾崎公民館北２、尾崎、仁和寺２、西廻Ａ、西廻会館
南１、西廻会館西３、西廻Ｂ、西廻会館西１、西廻２、西廻Ｃ、仁和寺１、西廻Ｄ、西廻Ｅ、西廻会館北、九量公民
館北、九量、中岩根１、本岩根、上仁和寺、仁和寺上組Ｂ、仁和寺上組Ｃ、幡屋下組Ａ、幡屋下組Ｂ、花塚橋西２、
石井谷４、石井谷１、幡屋、石井谷、花塚橋西３、中組公民館西２、花塚橋北、幡屋下組Ｃ、花塚橋東、宮ノ谷Ａ、
宮之谷公民館北、宮ノ谷Ｂ、宮ノ谷Ｃ、中組、中組会館北２、宮内谷、宮内谷公民館西、西谷Ａ、中組会館北１、西
谷Ｂ、西谷公民館南２、西谷公民館北３、西谷公民館南１、西谷公民館北１、下遠所Ｃ、宮ノ谷Ｄ、石井谷Ａ、下遠
所Ｄ、宮内谷Ａ、宮内谷Ｂ、宮内谷Ｃ、宮内谷Ｄ、宮内谷Ｅ、宮内谷Ｆ、原口Ｂ、原口Ｃ、原口Ｄ、中筋Ａ、中筋
Ｂ、中筋Ｃ、中筋Ｄ、狩山、狩山八幡宮西、潤谷Ａ、潤谷Ｃ、潤谷Ｄ、杉谷Ａ、潤谷Ｅ、杉谷Ｂ、神代Ａ、神代Ｂ、
神代Ｃ、川筋Ａ、後谷Ａ、後谷Ｂ、後谷Ｃ、後谷Ｄ、後谷Ｅ、後谷Ｆ、後谷Ｇ、後谷Ｈ、川筋Ｂ、川筋公民館西、川
筋Ｃ、川筋Ｄ、師弟Ａ、師弟Ｂ、師弟Ｃ、師弟Ｄ、師弟Ｅ、師弟Ｆ、若木Ａ、若木Ｂ、若木Ｃ、若木Ｄ、若木本郷、
本郷Ｂ、峰Ａ、陰地Ａ、陰地Ｂ、日南Ａ、日南Ｂ、峰Ｂ、日南Ｃ、峰Ｃ、日南Ｄ、陰地Ｃ、表佐世Ａ、表佐世Ｂ、表
佐世Ｃ、表佐世Ｄ、宮上Ａ、城山Ａ、城山Ｂ、表佐世Ｆ、表佐世Ｇ、宮上Ｂ、宮上Ｃ、宮上Ｄ、宮下Ａ、宮上Ｅ、宮
上Ｆ、宮上Ｇ、宮下Ｂ、宮下Ｃ、半戸Ａ、半戸Ｂ、半戸Ｃ、半戸Ｄ、半戸Ｅ、半戸Ｆ、半戸Ｇ、免別Ａ、免別Ｂ、免
別Ｃ、免別Ｄ、免別Ｅ、免別Ｆ、免別Ｇ、免別Ｈ、中筋Ｅ、原口Ｅ、原口Ｆ、芹谷Ａ、芹谷Ｂ、芹谷Ｃ、芹谷Ｄ、芹
谷Ｅ、芹谷Ｆ、城山Ｃ、来西寺橋西２、三峠Ａ、三峠Ｂ、掛屋Ａ、掛屋Ｂ、横手谷Ａ、横手谷Ｂ、横手谷Ｃ、横手谷
Ｄ、横手谷Ｅ、横手谷Ｆ、福富Ａ、福富Ｂ、宮内Ａ、横手谷Ｇ、宮内Ｂ、宮内Ｃ、宮内Ｄ、東上Ａ、東上Ｂ、東上
Ｃ、清久下Ａ、清久下Ｂ、清久下Ｃ、清久上Ａ、清久上Ｂ、清久上Ｃ、清久上Ｄ、清久下Ｄ、清久下Ｅ、清久下Ｆ、
清久下Ｇ、清久下Ｈ、東上Ｄ、明賀谷Ａ、明賀谷Ｂ、明賀谷Ｃ、明賀谷Ｄ、明賀谷Ｅ、中盛Ａ、中盛Ｂ、中盛Ｃ、中
盛Ｄ、下岡Ａ、下岡Ｂ、下岡Ｃ、川西Ａ、川西Ｂ、川西Ｃ、久野川大橋西、下組Ａ、下組Ｂ、下組Ｃ、殿居敷、中組
Ａ、糸谷尻橋西、糸谷尻橋東Ａ、糸谷尻橋東Ｂ、諏訪神社西Ａ、諏訪神社西Ｂ、中久野橋北、下区Ａ、上久野橋西
Ａ、上久野橋西Ｂ、上久野橋北、上久野コミュニティー消防センター東、長谷Ａ、長谷橋東、大井Ａ、大井Ｄ、大井
Ｅ、大井Ｆ、總覚寺東Ａ、總覚寺東Ｂ、總覚寺東Ｃ、總覚寺東Ｄ、總覚寺東Ｆ、中日向橋西、日向Ａ、日向Ｂ、日向
Ｄ、日向Ｅ、太聖Ａ、嶽神社南、太聖Ｃ、太聖Ｄ、太聖Ｅ、大井Ｇ、大井Ｈ、井之奥橋南、大井Ｉ、長谷Ｂ、長谷
Ｃ、下区Ｂ、下区Ｃ、下区Ｄ、下区Ｅ、下区Ｆ、望み橋南Ｂ、上組、井谷橋南、中組Ｂ、中組Ｃ、中組Ｄ、中組Ｅ、
段原Ａ、栄福寺南、こぶし橋東、段原Ｂ、下組Ｄ、大東久野郵便局西、ゆけむり大橋北Ａ、ゆけむり大橋北Ｂ、飛
石、湯神社、温泉上橋西、半瀬橋南、紙屋橋西、桃の木橋南Ａ、桃の木橋西、山王寺本郷Ａ、桃の木橋北Ａ、桃の木
橋北Ｂ、中屋Ａ、中屋Ｂ、船林神社西、船岡、小林橋南、小林橋西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、小林橋西Ｂ、小林橋北Ａ、小林橋北Ｂ、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、和野Ａ、山王寺本郷Ｋ、山王寺本郷Ｌ、北村Ａ、北村Ｂ、北村Ｃ、真福寺北、須賀
下、須賀Ａ、須賀Ｂ、須賀Ｃ、和野Ｂ、和野橋南、須賀Ｄ、和野Ｃ、和野Ｄ、和野Ｅ、須賀Ｅ、普賢院西、須賀Ｆ、
普賢院北Ａ、坂本神社南Ａ、須賀Ｇ、須賀Ｈ、和野神楽会館西Ａ、和野神楽会館西Ｂ、和野神楽会館西Ｃ、薦沢Ａ、
薦沢Ｂ、坂本神社北Ａ、坂本神社北Ｂ、薦沢Ｃ、坂本神社北Ｃ、薦沢Ｄ、坂本神社北Ｄ、薦沢Ｅ、薦沢Ｆ、薦沢Ｇ、
坂本神社北Ｅ、坂本神社北Ｆ、坂本神社北Ｇ、薦沢Ｈ、薦沢Ｉ、薦沢Ｊ、引坂Ａ、引坂Ｂ、引坂Ｃ、坂本神社東、薦
沢Ｋ、坂本神社南Ｂ、普賢院北Ｂ、普賢院北Ｃ、須賀Ｉ、須賀Ｊ、須賀Ｋ、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、小畑橋南、八所Ｋ、八所Ｌ、八所Ｍ、須賀Ｌ、須賀下橋北、狩場橋
東、須賀Ｍ、明賀ソ根橋南、北村Ｄ、北村Ｅ、秋葉橋南、南村Ａ、南大橋北、南村Ｂ、森谷川西Ａ、森谷川東、森谷
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川西Ｂ、南村Ｃ、南村Ｄ、下小河内、海潮神社東、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、川原神社西Ａ、除川神社南Ａ、除川神社南Ｂ、除川神社北Ａ、除川神社北Ｂ、奥小河内公
会所北Ａ、奥小河内公会所北Ｂ、川原神社西Ｂ、川原神社北Ａ、川原神社北Ｂ、川原神社東Ａ、川原神社東Ｂ、刈畑
橋東、刈畑Ａ、刈畑橋南Ａ、京良谷橋東Ａ、刈畑公民館南Ａ、京良谷橋東Ｂ、刈畑公民館南Ｂ、滝谷川北、滝谷川
南、滝谷川東、奥山橋東Ａ、奥山橋東Ｂ、森木川北Ａ、森木川南、森木川北Ｂ、森木川北Ｃ、森木川北Ｄ、森木Ａ、
森木川東Ａ、森木川東Ｂ、森木Ｂ、下前橋南、奥山、元江橋東Ａ、元江橋東Ｂ、元江橋東Ｃ、中田橋西、奥山尻橋
南、刈畑公民館南Ｃ、刈畑公民館南Ｄ、京良谷橋西、刈畑Ｂ、山神神社西、刈畑橋南Ｂ、刈畑橋西、三笠橋南、弘安
寺、高平橋西、南村Ｅ、南村Ｆ、南村Ｇ、中屋東、日原神社西、半瀬橋東、温泉上橋東、室谷Ａ、室谷Ｂ、室谷Ｃ、
室谷Ｄ、温泉上、温泉橋南、温泉、とびいわ歩道橋南、須賀Ｎ、森木Ｃ、秋葉神社北Ａ、薦沢Ｍ、薦沢Ｎ、薦沢Ｏ、
八所Ｎ、等等呂吉神社北Ｂ、等等呂吉神社北Ｃ、等等呂吉神社北Ｄ、等等呂吉神社南、香積寺北、香積寺南Ａ、香積
寺南Ｂ、香積寺南Ｃ、等等呂吉神社北Ｅ、等等呂吉神社北Ｆ、笹谷、糸谷橋西Ａ、糸谷橋西Ｂ、金谷橋西Ａ、金谷橋
西Ｂ、箱淵Ｂ、篠淵、清滝神社北Ａ、塩田橋西Ａ、塩田橋西Ｂ、下組、足尾神社西Ａ、足尾神社西Ｂ、塩田Ａ、塩田
Ｂ、足尾神社東、熊野神社西Ａ、熊野神社西Ｂ、熊野神社東Ａ、熊野神社東Ｂ、熊野神社東Ｅ、スクモ塚橋北Ａ、塩
田Ｃ、スクモ塚橋東Ｂ、スクモ塚橋東Ｃ、スクモ塚橋東Ｄ、熊野神社東Ｆ、熊野神社東Ｇ、熊野神社東Ｈ、塩田Ｄ、
熊野神社西Ｄ、足尾神社西Ｃ、塩田Ｅ、清滝神社東、金谷橋東、中山Ａ、中山Ｂ、城ヶ谷、伊志見谷、岩倉清ヶ廻、
宍道谷、四本松、角庄、勝負廻、松賀、東谷々口、東谷々Ａ、東谷々天端、中狭、東谷々狼谷、東谷Ｃ、高畦、東谷
々小谷尻、東谷々Ｂ、東谷々Ｃ、東谷々門平、東谷々金原、東谷梨子木、向山、東谷南、中村下平、中村下金丸、中
村下叶廻、黒子、中村中吉野谷、森政栃木、新宮西の奥、新宮ひえざこ、的場、新宮中田、直屋Ａ、直屋、直屋丸
廻、直屋ウルシ目、金原Ａ、砂子原上向前田、金原Ｂ、砂子原上天場、湯屋谷Ａ、砂子原上向田、湯屋谷Ｂ、砂子原
上峠、日焼田、砂子原中小廻、広畑、梅の木田、砂子原下、砂子原下高垣、砂子原下廻田、砂子原下曲り、砂子原下
新垣、二又、中村上石田、中村上坂上、古城、片山、水原、宝蔵寺、若月、奥廻田、山根、立石、北大西、下谷、中
井、高麻Ａ、高麻Ｂ、芋ヶ山、八戸西、八戸、論田、工田、近松Ｂ、南加茂東、数ヶ畑、枝次、南加茂西宮ノ下、南
加茂西、明伝名、仁王寺北、亀山、宇治堤廻、神原東Ａ、神原東Ｃ、神原堤廻、高城、丸廻、深田、深田下、高見
Ａ、高見Ｃ、乳母ヶ廻、川平、愛宕Ａ、愛宕Ｂ、愛宕Ｃ、愛宕Ｄ、三月田、高見Ｂ、後川、段部、岡Ａ、楓垣、岡
Ｂ、岡Ｃ、下神原Ａ、下神原Ｂ、下神原Ｃ、大廻、大竹不動尊東、玉ノ尾Ａ、玉ノ尾Ｂ、寺谷Ａ、光明寺、寺谷Ｂ、
寺谷Ｃ、鈩谷Ａ、鈩谷Ｂ、穴ノ谷、杉ノ谷Ｂ、杉ノ谷Ａ、赤奏神社北、大竹上、大竹下、賀々谷、大竹下山崎、前大
竹、延野定本、延野本町、林の奥、延野滝谷、丸谷、延野西、延野、才明寺西、才明寺、大崎、寺廻、今用地、大崎
小廻、板屋北、板屋、一里山、猪尾南ヶ廻、小西、小西北、正禅寺西、苦竹、岩倉大成、岩倉椎の木、岩倉土井、岩
倉平田、加茂町畑Ａ、加茂町畑Ｂ、加茂町畑Ｃ、加茂町畑Ｄ、加茂町立原Ａ、高見Ｄ、高見Ｅ、高見Ｆ、高見Ｇ、南
加茂東Ａ、南加茂東Ｂ、南加茂東Ｃ、小西Ａ、大竹Ａ、砂子原中Ａ、砂子原下廻田Ａ、加茂町東谷Ａ、加茂町猪尾
Ａ、加茂町猪尾Ｂ、東谷々Ｄ、中村上石田Ａ、大崎小廻Ａ、数ヶ畑Ａ、原口Ａ、上口Ａ、上口Ｂ、上口Ｃ、上口Ｄ、
上口Ｅ、上口Ｆ、浜谷Ａ、浜谷Ｂ、浜谷Ｃ、浜谷Ｄ、浜谷Ｅ、浜谷Ｆ、竹の子谷、小南、菟原１、菟原Ａ、菟原２、
菟原Ｂ、共和Ａ、共和Ｂ、共和Ｃ、共和Ｄ、菟原３、里方中組、子安、北側、地蔵前橋北、朝日２、朝日、城名樋
山、木次工業団地、朝日が丘、里方Ａ、里方Ｂ、里方Ｃ、共和Ｅ、共和Ｆ、上口Ｇ、木次工業団地２、浜谷Ｇ、浜谷
Ｈ、浜谷Ｉ、浜が丘、そら山１、そら山２、北側２、朝日が丘２、尺ノ内流通工業団地、北側３、木次道の駅、塔の
村団地、30区、里方、塔の村Ａ、塔の村、下案内谷、洞光寺山Ａ、洞光寺山、洞光寺山Ｂ、洞光寺山Ｃ、案内谷、西
善寺山、８区、珠善谷、洞光寺、26区Ａ、26区Ｂ、26区Ｃ、４区、八日市秋葉山、木次神社、奥澄水、日の出、新市
東Ａ、新市東、新市東下Ａ、新市東下Ｂ、新市東下Ｃ、新市、新市下、新市上、下熊谷上１Ａ、下熊谷上１Ｂ、願正
寺、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、上海老屋、下熊谷上３Ｃ、下熊
谷、下熊谷下１、下熊谷下２、下熊谷下３、塔の村Ｂ、市井原会館北、宇谷、市井原会館南Ａ、市井原会館南Ｂ、仲
田Ａ、仲田Ｂ、仲田Ｃ、仲田Ｄ、仲田Ｅ、本谷集会所東Ａ、本谷集会所東Ｂ、本谷中Ａ、本谷中Ｂ、本谷集会所北
Ａ、本谷集会所北Ｂ、本谷集会所東Ｃ、本谷集会所東Ｄ、本谷下、宇谷橋東Ａ、宇谷橋東Ｂ、宇谷橋北、中谷下Ａ、
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中谷下Ｂ、中谷下Ｃ、中谷下Ｄ、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、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、
川上下Ａ、川上下Ｂ、川上下Ｃ、大原橋北Ａ、大原橋北Ｂ、大原橋西、大原橋東、王守神社西、王守神社南、真野、
王守神社東、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、荒田、坂水Ａ、東大谷公
会所南Ａ、東大谷公会所東Ａ、東大谷公会所東Ｂ、木の廻Ａ、木の廻Ｂ、木の廻Ｃ、木の廻Ｄ、東大谷、天殿Ａ、天
殿Ｂ、天殿Ｃ、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、大川上Ａ、駅前、寺領
小学校Ａ、新殿Ａ、新殿Ｂ、新殿Ｃ、新殿Ｄ、妙覚寺、妙覚寺北、小川公会所北、大林寺、井戸、田中奥、坂本口、
日登八幡東、万場Ａ、万場Ｂ、澄水橋南、寺領小学校Ｂ、ガリガリ、大川下、日の出橋東、下宇山、上宇山Ａ、上宇
山Ｂ、上宇山Ｃ、宇山公民館東、下宇山公会所南、下宇山公会所北Ａ、下宇山公会所北Ｂ、下宇山Ａ、下宇山Ｂ、城
角Ａ、城角Ｂ、城角Ｃ、城角Ｄ、東大谷公会所南Ｂ、東大谷公会所南Ｃ、坂水Ｂ、小川上Ｉ、古殿１、吉井下Ａ、吉
井下Ｂ、吉井上Ａ、吉井上Ｂ、上熊橋北Ａ、上熊橋北Ｂ、能間、満福寺南、満福寺、西案内、案内Ａ、案内Ｂ、案内
Ｃ、日登八幡西、西日登小学校、西日登小学校東Ａ、西日登小学校東Ｂ、久の元、瀬の谷Ａ、瀬の谷Ｂ、瀬の谷Ｃ、
瀬の谷Ｄ、蛭児神社東Ａ、蛭児神社東Ｂ、蛭児神社北Ａ、蛭児神社北Ｂ、蛭児神社北Ｃ、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、今谷、引野上、引野、引野下、大島Ａ、古森神社東Ａ、古森神社
東Ｂ、古森神社東Ｃ、上熊橋南、正理Ａ、正理Ｂ、正理Ｃ、吉井下Ｃ、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、加茂神社北Ａ、加茂神社北Ｂ、加茂神社
東Ａ、加茂神社東Ｂ、加茂神社西、加茂神社南Ａ、加茂神社南Ｂ、加茂神社東Ｃ、石壷Ａ、石壷Ｂ、石壺神社北、石
壺神社東、大原、平田大橋北、平田Ａ、平田Ｂ、後ヶ谷橋南、平田大橋西、温泉小学校北、野谷、小原橋北、門Ａ、
門Ｂ、愛宕神社北Ａ、愛宕神社南Ａ、愛宕神社南Ｂ、愛宕神社南Ｃ、土井橋北、漆仁Ａ、漆仁Ｂ、湯村、湯村大橋東
Ａ、湯村大橋東Ｂ、温泉神社東Ａ、温泉神社東Ｂ、温泉神社北、養善寺東、養善寺、養善寺西、猿渡、猿渡橋東、愛
宕神社北Ｂ、愛宕神社北Ｃ、門Ｃ、下熊谷Ａ、生協しまね雲南支所北、地王Ａ、三刀屋団地、地王Ｂ、三谷Ａ、三谷
Ｂ、三谷Ｄ、三谷Ｅ、三谷Ｇ、三刀屋町三刀屋滝谷Ａ、三刀屋町三刀屋滝谷Ｂ、旭町二、浄土寺、椎ノ木、下萱原、
上萱原、五反田、三刀屋南大橋北、畑杭、三刀屋新大橋北、地王Ｃ、成畑、伊萱橋南、長厳寺北、下谷中、伊萱下谷
Ａ、伊萱下谷Ｂ、伊萱Ａ、三刀屋町寺谷Ａ、寺谷上、中井谷、中屋谷、伊萱Ｂ、井草神社東Ａ、井草神社東Ｂ、井草
神社東Ｃ、都間土建生コン工場、若宮Ａ、若宮Ｂ、三刀屋町寺谷Ｂ、峯寺Ａ、峯寺Ｂ、峯寺南、中給下中、中給下、
中給下上、三刀屋小学校、三刀屋小学校西、後谷中継ポンプ所北、後谷中継ポンプ所南、三刀屋小学校南、松本、三
刀屋町古城Ｂ、福庭書店グループ、大門、元天神、尾崎下Ａ、城跡公園北、男鹿橋西、前谷公民館東、三刀屋町古城
Ａ、専応寺北Ｂ、古城後谷Ｃ、古城後谷Ａ、古城後谷Ｂ、専応寺北Ａ、専応寺西、前谷公民館西、尾崎橋西Ｂ、尾崎
上、尾崎橋西Ｃ、尾崎橋西Ａ、尾崎上公民館東Ｃ、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Ｂ、尾崎上公民館東Ａ、三刀屋町古城大谷Ｂ、大谷自治会公民館南、三刀屋町古城大谷Ａ、大谷自治会公
民館北、大谷自治会公民館西Ｃ、大谷自治会公民館西Ｂ、大谷自治会公民館西Ａ、古城配水池南Ｂ、古城配水池南
Ａ、高窪配水池南、屋内加圧ポンプ場南Ｂ、屋内加圧ポンプ場南Ａ、屋内上Ｃ、屋内上Ｂ、飛石神社北、屋内公民館
南、屋内上Ａ、屋内公民館西Ｂ、屋内公民館西Ａ、屋内西Ｂ、屋内西Ａ、屋内東Ｂ、屋内東Ｃ、後谷下Ａ、後谷下
Ｄ、後谷公民館南Ａ、後谷公民館南Ｂ、後谷公民館西、後谷上Ｂ、後谷配水池西、後谷下Ｃ、延山神社東、延山神社
西Ｂ、延山神社西Ａ、後谷下Ｅ、尾崎下Ｂ、前谷、第三殿河内橋南、粟谷郷Ａ、粟谷神社北、粟谷谷公民館北Ｄ、粟
谷神社南、粟谷郷Ｂ、下口Ａ、下口Ｂ、下口Ｃ、堀越橋東、下口Ｅ、下口Ｄ、大倉公民館西、大倉公民館北Ｅ、大倉
公民館北Ｄ、大倉公民館北Ｃ、大倉公民館北Ｂ、大倉公民館北Ａ、大倉Ｂ、大倉公民館東Ｃ、大倉Ａ、大倉公民館東
Ｂ、大倉公民館東Ａ、大倉公民館南Ａ、大倉公民館南Ｂ、大倉Ｃ、上ノ段二公民館北、大倉公民館上熊谷分館西Ａ、
上ノ段Ｂ、大倉公民館上熊谷分館西Ｂ、垰Ａ、多久和、垰Ｂ、垰Ｃ、垰Ｄ、垰Ｅ、垰Ｆ、飯石橋東Ｃ、飯石橋東Ｂ、
市場Ａ、下口Ｆ、飯石橋東Ａ、飯石郵便局東、飯石橋西Ａ、飯石橋西Ｂ、飯石小学校東、福谷、三刀屋町多久和上口
Ｃ、雲見滝橋北Ｂ、雲見滝橋北Ａ、曹洞宗寿福寺南、飯石小学校西、三刀屋町多久和上口Ａ、三刀屋町多久和上口
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Ｂ、福谷川Ａ、福谷川Ｂ、明石緑ヶ丘公園東Ａ、明石緑ヶ丘公園東Ｂ、明石Ｂ、飯石森谷、明石Ａ、明石緑ヶ丘公園
北Ｂ、高徳寺南Ｂ、高徳寺南Ａ、粟谷、粟谷谷公民館南、粟谷谷公民館北Ｃ、粟谷谷公民館北Ｂ、粟谷谷公民館北
Ａ、三刀屋南大橋西、里坊後生活改善センター北Ｂ、里坊後Ａ、里坊後Ｂ、里坊後生活改善センター北Ａ、若宮神社
西Ｂ、若宮神社西Ａ、里坊郷上、出雲サンヨー三刀屋店東Ａ、里坊郷下Ｂ、里坊郷下集落振興会館南、里坊郷下Ｃ、
里坊郷下Ｄ、禅定Ａ、禅定Ｂ、禅定公民館北、禅定公民館東Ｂ、禅定Ｃ、禅定公民館東Ａ、乙加宮、禅定Ｄ、禅定
Ｅ、禅定Ｆ、里坊畑Ｄ、里坊畑Ｃ、里坊畑Ｂ、出雲サンヨー三刀屋店東Ｂ、里坊畑Ａ、成木下津原、第二殿河内橋
北、御城山Ｂ、第一殿河内橋東、殿河内、出雲井神社西、殿上集会所西、日倉神社北、御城山集会所北、御城山Ａ、
太田橋南、太田、明石緑ヶ丘公園北Ａ、下宮内、宮内公民館北、大塚、新鍋山橋西、禅定Ｇ、雲母橋北、加食田郷
下、加食田郷上、大歳神社、宮内橋東、井羅原橋東、明石緑ヶ丘公園西、新鍋山橋東、下粟原、粟原Ｂ、鳥目槇原
Ａ、鳥目槇原Ｃ、下乙多田Ａ、和田橋東Ａ、和田橋東Ｂ、小川尻橋南Ａ、桧杉谷、梅田屋橋、梅田屋橋東Ａ、梅田屋
橋東Ｂ、梅田屋橋西、小川尻橋南Ｂ、南側橋北、南側、坂本公民館南Ａ、坂本公民館南Ｂ、須所大橋北、三刀屋町坂
本坂本神社東、坂本、嵯光寺南、上乙多田Ｃ、上乙多田Ｂ、上乙多田Ａ、下乙多田Ｂ、坂本橋北、和田橋西、新井羅
原橋南、鳥目橋西、深谷橋北、深谷下、奥深谷橋東Ｂ、奥深谷橋東Ａ、深谷上Ｅ、深谷上Ｈ、深谷上Ｇ、深谷上Ｆ、
深谷上公会堂西Ｄ、深谷上公会堂西Ａ、深谷上公会堂西Ｂ、深谷上Ａ、深谷上Ｂ、深谷上公会堂西Ｃ、深谷上Ｃ、深
谷上公会堂東Ｂ、深谷上公会堂東Ａ、深谷上Ｄ、奥深谷橋西、後根波Ｆ、後根波Ｃ、後根波Ｄ、剣神社南、剣神社
北、根波別所、剣神社東Ａ、後根波Ａ、後根波Ｂ、剣神社東Ｂ、作り石Ｃ、前根波下、下組公会堂南、前根波公民館
南Ａ、前根波公民館南Ｂ、作り石Ａ、前根波中公民館西、前根波公民館南Ｃ、前根波中Ｂ、前根波中公民館東、前根
波中Ａ、前根波中公民館北、前根波上、大井神社南、大井神社西Ａ、大井神社東、大井神社西Ｂ、前根波中Ｃ、里坊
郷下Ｅ、井儀、福谷川東、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、山根橋東、山根橋北、下谷Ｄ、山根橋南、宮畑Ａ、宮畑Ｃ、宮
畑Ｅ、宮畑Ｇ、宮畑Ｂ、宮畑Ｄ、宮谷、宮畑Ｆ、紙屋Ａ、成覚寺南Ａ、成覚寺西、成覚寺南Ｂ、成覚寺南Ｃ、紙屋
Ｄ、紙屋Ｅ、成覚寺東、六重下Ｂ、横貝橋西Ａ、横貝橋東、六重下Ａ、横貝橋北Ｂ、横貝橋北Ａ、滝坂橋南、三刀屋
町神代Ａ、三刀屋町神代Ｂ、神代公民館西、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、神代神社北、横貝橋南、飯石神社東、栗谷橋東、六重上Ａ、六重上Ｂ、六重上
Ｃ、六重上Ｄ、熊野神社南、熊野神社西、熊野神社北、六重上Ｅ、栗谷橋南、六重中Ｂ、六重中Ａ、横貝橋西Ｂ、紙
屋Ｃ、堂々集会所南Ｂ、堂々Ｄ、堂々Ｅ、堂々集会所南Ａ、堂々Ｃ、堂々Ａ、紙屋Ｂ、宮畑Ｈ、須所、須所下Ｄ、須
所下Ｅ、須所下Ｆ、須所上Ｂ、坂本森谷Ｃ、坂本森谷Ｂ、須所上Ｅ、坂本森谷Ａ、須所上Ｄ、須所上Ｃ、須所上Ａ、
須所下Ｂ、須所下Ａ、須所下Ｃ、下谷Ｆ、山根橋西、紙屋Ｆ、須所Ａ、下谷Ｇ、三刀屋町神代Ｉ、熊野神社東、須所
Ｂ、大宝、小木、寸丸、海谷、三谷地区集会所北Ａ、三谷地区集会所北Ｂ、三谷地区集会所南、三谷橋東、三谷地区
集会所西、土井、土井トンネル西Ａ、土井トンネル西Ｂ、土井トンネル東、土井トンネル西Ｃ、深野Ａ、深野Ｂ、深
野Ｃ、案田原、平乃垣内、深野神社南、深野Ｄ、深野橋西、奥原橋西、深野Ｅ、深野Ｆ、深野橋南Ａ、深野橋南Ｂ、
後山Ａ、後山Ｂ、後山Ｃ、後山Ｄ、後山Ｅ、後山Ｆ、女鹿山、大迫Ａ、大迫Ｂ、本郷上口Ａ、本郷下口Ａ、本郷下口
Ｂ、本郷下口Ｃ、本郷上口Ｂ、小川内Ａ、小川内Ｂ、小川内Ｃ、小川内Ｄ、上山愛宕神社南、上山Ａ、上山Ｂ、上山
Ｃ、上山Ｄ、矢入集会所東Ａ、矢入集会所東Ｂ、矢入集会所東Ｃ、曽木Ａ、矢入Ａ、矢入Ｂ、矢入Ｃ、矢入Ｄ、矢入
Ｅ、明山Ａ、明山Ｂ、登尾橋南、登尾橋北、明山大橋西、明山大橋北Ａ、登尾橋東、明山大橋南、明山大橋東、半
田、曽木橋北Ａ、曽木橋北Ｂ、曽木橋北Ｃ、曽木Ｂ、曽木Ｃ、曽木Ｄ、上山Ｅ、川手、土井トンネル西Ｄ、上山愛宕
神社南Ｂ、矢入集会所東Ｄ、上大志戸橋北、菅谷後谷Ａ、後谷集会所西Ａ、後谷集会所西Ｂ、後谷集会所南、菅谷後
谷Ｂ、菅谷後谷Ｃ、高殿Ａ、鈩、高殿Ｂ、高殿橋南Ａ、菅谷Ａ、秋葉神社北、山内生活伝承館北、菅谷八幡宮西、菅
谷Ｂ、菅谷集会所北Ａ、菅谷Ｃ、菅谷Ｄ、菅谷集会所北Ｂ、菅谷Ｅ、菅谷Ｆ、菅谷八幡宮東Ａ、菅谷Ｇ、菅谷Ｈ、菅
谷八幡宮東Ｂ、菅谷Ｊ、高殿橋南Ｂ、梅木Ａ、梅木Ｂ、兔比神社東、梅木Ｃ、梅木Ｄ、三田原橋南、三田原、戸谷橋
東、梅木Ｅ、梅木Ｆ、梅木Ｇ、梅木Ｈ、梅木Ｉ、菱屋橋南Ａ、梅木Ｊ、菱屋橋南Ｂ、菱屋橋南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、長鳥橋北Ａ、長鳥橋北Ｂ、吉田芦谷Ｂ、長鳥橋南、杉戸Ａ、上ヶ原橋
北、上ヶ原橋東、上ヶ原橋南、上ヶ原橋西、木曲橋北、木曲橋西、木曲橋南、多賀毛利神社北、野田橋東、野田橋
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西、杉戸集会所北、杉戸Ｂ、杉戸Ｃ、大万木橋西、大万木橋南Ａ、大万木橋南Ｂ、鈩橋北、大吉田Ａ、木ノ下Ａ、大
吉田Ｂ、大吉田Ｃ、大吉田Ｄ、大吉田集会所南Ａ、大吉田Ｅ、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Ｆ、大吉田Ｇ、大吉田集会所北Ａ、大吉田集会所南Ｅ、大吉田Ｈ、大吉田集会所北Ｂ、大吉田橋南Ａ、
大吉田橋南Ｂ、大吉田Ｉ、大吉田Ｋ、大吉田橋北Ａ、大吉田橋北Ｂ、大吉田Ｌ、川原町Ａ、川原町Ｂ、川原町Ｃ、川
原町Ｄ、中学校後、川原町Ｅ、川原町Ｆ、吉田総合センター、川原町Ｇ、吉田総合センター北、川原町Ｈ、吉田上町
Ａ、吉田上町Ｂ、吉田町、吉田公園北、吉田下町Ａ、吉田下町Ｂ、木ノ下Ｂ、木ノ下Ｃ、木ノ下Ｄ、木ノ下Ｅ、木ノ
下Ｇ、木ノ下Ｈ、木ノ下Ｉ、木ノ下Ｊ、木ノ下Ｌ、木ノ下大橋南、木ノ下Ｍ、木ノ下Ｎ、木ノ下Ｏ、木ノ下Ｐ、木ノ
下大橋西、弘法屋橋南Ａ、弘法屋橋南Ｂ、弘法屋橋北Ａ、弘法屋橋北Ｂ、川尻Ｂ、川尻Ｃ、内江橋東、内江橋西、境
橋西、川尻Ｄ、木ノ下Ｑ、高殿、芦谷大橋北、大万木橋西２、長鳥橋北３、梅木２、菱屋橋北、吉田Ａ、大吉田集会
所南Ｆ、民谷Ａ、民谷Ｃ、民谷Ｄ、民谷Ｅ、民谷Ｆ、中本屋、民谷公会堂南Ａ、民谷公会堂南Ｂ、小鍛冶屋橋南、民
谷Ｇ、番所、つづら畑橋南、宇山Ａ、宇山Ｂ、宇山Ｃ、立石橋南Ａ、立石橋南Ｂ、宇山Ｄ、宇山自治会館西Ａ、宇山
自治会館西Ｂ、宇山Ｅ、清岸寺南、宇山Ｆ、清岸寺東Ａ、清岸寺東Ｂ、宇山Ｇ、明谷、宇山自治会館北Ａ、宇山自治
会館北Ｂ、民谷橋南、民谷公会堂Ｃ、民谷公会堂Ｄ、吉田小学校民谷分校西、吉田小学校民谷分校北Ｂ、天神橋北
Ｂ、松尾橋西Ａ、松尾橋西Ｂ、掛合松尾Ｄ、掛合松尾Ｃ、掛合松尾Ｂ、掛合松尾Ａ、掛合西谷Ｂ、掛合西谷Ａ、奧明
公会堂北、奧明Ａ、奧明Ｂ、奧明Ｃ、掛合、大志戸Ａ、松原橋東、神門橋西、青木原橋東Ａ、青木原橋東Ｂ、青木原
橋東Ｃ、大志戸Ｂ、金原、下佐中、中佐中、上佐中、山光橋北Ｂ、穴見谷橋北、穴見谷橋南Ｂ、穴見谷橋南Ａ、松映
橋東、松映橋西Ｂ、松映橋西Ａ、松映橋北、山光橋北Ａ、平岩Ａ、日倉橋北、日倉橋東、平岩、城東橋西、城東橋
東、大向橋南Ａ、大向橋南Ｂ、大向、中ノ滝橋東Ｂ、中ノ滝橋東Ｃ、中ノ滝橋東Ｄ、中ノ滝橋東Ａ、中ノ滝橋西Ｃ、
中ノ滝橋西Ｂ、中ノ滝橋西Ａ、川上橋北Ａ、川上橋北Ｂ、川上Ａ、新川上橋東、新川上橋西Ａ、新川上橋西Ｂ、上
町、中町、宗円寺西、西側Ｆ、西側Ｅ、西側Ｄ、西側Ｂ、西側Ａ、下町、緑ヶ丘、郡橋西Ｂ、郡、十日市Ｃ、十日市
Ｂ、十日市Ａ、掛合西谷Ｃ、多根Ａ、萱野Ｃ、萱野Ｄ、萱野Ｆ、萱野Ｇ、萱野Ｉ、萱野Ｈ、萱野Ｊ、萱野Ｋ、萱野
Ｅ、萱野Ｂ、円通寺北、萱野Ａ、舟津、上舟津橋西Ａ、上舟津橋西Ｃ、上舟津橋西Ｂ、霞町Ｂ、下多根、多根小学校
東、森脇、多根小学校南、多根小学校西、霞町Ａ、志食Ａ、志食橋東Ａ、志食Ｂ、志食橋西、長迫Ｄ、長迫Ｃ、長迫
Ａ、長迫Ｂ、円通寺西、円通寺、中多根Ｂ、中多根Ｅ、中多根改善センター南、中多根Ｊ、中多根Ｉ、中多根Ｆ、中
多根Ｇ、中多根Ｈ、中多根Ｃ、中多根Ｄ、中多根Ａ、上多根下Ｃ、上多根下Ｅ、上多根下Ｇ、上多根下Ｆ、上多根下
Ｄ、滝尻橋西、上多根下Ａ、上多根下Ｂ、上多根上Ａ、上多根上Ｄ、上多根上Ｅ、上多根上Ｃ、上多根上Ｂ、多根神
社西Ｂ、多根神社西Ａ、保関谷Ｂ、保関谷Ｄ、保関谷Ｆ、保関谷Ｅ、保関谷Ｃ、保関谷Ａ、松笠中組Ａ、松笠、松笠
中組Ｂ、松笠中組Ｃ、松笠中組Ｄ、天神橋北Ａ、松笠下組Ｂ、天神橋東、天神橋西、松笠下組Ａ、北迫Ａ、北迫Ｅ、
北迫Ｄ、北迫Ｃ、北迫Ｂ、滝谷Ａ、生活改善センター北Ａ、滝谷Ｂ、滝谷Ｅ、滝谷Ｄ、滝谷Ｈ、滝谷Ｉ、滝谷Ｇ、滝
谷Ｆ、高領橋西Ｂ、高領橋西Ａ、滝谷Ｃ、生活改善センター北Ｂ、矢谷Ａ、矢谷Ｂ、矢谷Ｆ、矢谷Ｅ、矢谷Ｃ、矢谷
Ｄ、明泉寺西、大谷Ｅ、大谷Ｄ、大谷Ｃ、大谷Ｂ、大谷Ａ、菅原Ａ、菅原Ｂ、菅原Ｃ、菅原Ｄ、菅原集会所南、菅原
Ｅ、菅原Ｆ、柄栗Ａ、柄栗Ｂ、福田Ｂ、福田Ｃ、福原大橋西、福田Ｄ、朝原Ｅ、朝原Ｄ、朝原Ｃ、好善寺東、朝原
Ａ、朝原Ｂ、福原大橋南、焼却場西、上刀根Ａ、上刀根Ｅ、恩谷会館東Ａ、恩谷会館東Ｂ、恩谷会館西、上刀根Ｄ、
下刀根集会所東Ｂ、上刀根Ｂ、上刀根Ｃ、下刀根集会所西Ｂ、上刀根Ｆ、下刀根集会所東Ｃ、下刀根集会所北、下刀
根集会所西Ａ、下刀根Ａ、下刀根集会所東Ａ、下刀根Ｂ、下刀根集会所南、波多宮内Ａ、波多宮内Ｂ、波多神社西、
波多神社南、波多宮内Ｃ、波多小学校南、波多、波多Ａ、波多Ｂ、郷Ａ、本覚寺東、波多駐在所北、郷Ｄ、郷Ｃ、郷
Ｂ、小原Ａ、小原Ｂ、小原Ｃ、小原Ｄ、小原Ｅ、田上Ａ、田上橋南、田上Ｅ、田上Ｄ、田上Ｃ、田上Ｂ、成Ａ、成
Ｂ、成Ｄ、成Ｅ、成Ｃ、田上Ｆ、田上Ｇ、穴見Ａ、穴見Ｂ、右谷Ｃ、穴見Ｊ、右谷Ｄ、穴見Ｉ、穴見Ｇ、穴見Ｈ、穴
見Ｆ、右谷Ｂ、右谷Ａ、穴見Ｃ、落合橋北、落合橋西Ｂ、落合橋西Ａ、穴見Ｅ、穴見Ｄ、出来山Ａ、上出来山橋西、
出来山Ｂ、出来山Ｃ、出来山Ｄ、出来山Ｅ、八重滝Ａ、八重滝Ｂ、八重滝神社南、竹之尾Ａ、竹之尾橋東、竹之尾公
会堂東、竹之尾Ｂ、三日谷橋西、宮崎Ａ、本谷Ａ、本谷Ｂ、本谷Ｃ、宮崎、入間Ａ、本谷Ｉ、本谷Ｊ、本谷Ｇ、本谷
Ｈ、本谷Ｆ、入間小学校南、本谷Ｅ、本谷Ｄ、寺谷下Ａ、寺谷下Ｂ、入間Ｂ、寺谷下Ｇ、寺谷下Ｆ、寺谷下Ｅ、寺谷
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下Ｄ、寺谷下Ｃ、寺谷上Ａ、寺谷生活改善センター西Ｃ、寺谷生活改善センター西Ａ、寺谷生活改善センター西Ｂ、
寺谷上Ｂ、寺谷上Ｃ、寺谷上Ｄ、寺谷上Ｅ、寺谷上Ｆ
土石流
反部川Ａ、反部川Ｂ、反部川Ｃ、反部川Ｄ、山尾川、井手の上奥、家の谷、新庄Ａ、新庄Ｂ、反部川Ｅ、久吾田
Ａ、久吾田Ｂ、又下、平垣内、反部川Ｆ、反部川Ｇ、反部川Ｈ、紙屋谷Ａ、紙屋谷Ｂ、中城子Ａ、中城子Ｂ、古城谷
奥、古城谷、二又Ａ、二又Ｂ、入道谷Ａ、叶廻Ａ、叶廻Ｂ、叶廻Ｃ、陶山川Ａ、陶山川Ｂ、陶山川Ｃ、石塚Ａ、石塚
Ｂ、安徳Ａ、安徳Ｂ、宮ノ下奥、山ノ神下、段の奥、清田川、西利太前谷、金成川、大西奥、加藤、宮ノ脇下、家ノ
奥、家ノ奥の上、堤廻、新屋奥、井出口、森ノ前、瑞穂、高石Ａ、高石Ｂ、松尾、大畑川、寺廻Ａ、寺廻Ｂ、寺廻
Ｃ、草尾Ａ、草尾Ｂ、深サＡ、深サＢ、城越、山田長畑、堂廻Ｂ、松ヶ廻、廻Ｂ、雀、郷原、芦谷、麦谷、平ノ廻、
ソバ谷Ａ、ソバ谷Ｂ、越木谷、六郎谷、稲刈廻、稲刈廻下Ａ、稲刈廻下Ｂ、下別所、菖蒲谷、畑谷、薦沢谷Ａ、薦沢
谷Ｂ、中遠所、下組、九量、岩根、室地、堂々掘北、西谷２Ａ、西谷２Ｂ、幡屋川Ａ、カリヤヶ廻、大ケ原、幡屋川
Ｂ、畑谷Ａ、森脇、奥峯、佐世川Ａ、佐世川Ｂ、猿石谷、郷谷Ａ、郷谷Ｂ、東谷川、横手谷川Ａ、横手谷川Ｂ、蓮花
寺川、宮内Ａ、宮内Ｂ、才ノ木、便坂、石畑、米原奥、火ノ谷川下、火ノ谷川、石原川、清久上、川上川、吉床川
Ａ、吉床川Ｂ、吉床川Ｃ、千代原奥、川井金谷、本金谷、金谷中、金谷下Ａ、金谷下Ｂ、大内谷、空輪、清久下Ａ、
清久下Ｂ、清久下Ｃ、船頭垣、折坂奥、清久下Ｄ、神畑、中畑、大畑谷川、高瀬奥、小谷、川西Ａ、川西Ｂ、塔之奥
下、塔之奥、小僧谷下、小僧谷、小僧谷奥、才かし川Ａ、才かし川Ｂ、国魂、蔵屋谷、叶谷、中原奥、糸谷Ａ、糸谷
川、糸谷Ｂ、糸谷Ｃ、下前、明員谷、後原、諏訪原下、諏訪原、三沢、牛ヶ谷川Ａ、牛ヶ谷川Ｂ、鎌倉谷、竜権地、
大廻、新馬場、和田、和田２、大井Ａ、加々場、大井Ｂ、鈩谷川、羅保谷、羅保谷上１、羅保谷上２、羅保谷上３、
大井Ｃ、大井Ｄ、南大谷、大井Ｅ、大井Ｆ、平奥下、平奥中、平奥、日向、石原川２、石原川１、春石川Ａ、春石川
Ｂ、春石川Ｃ、太聖Ａ、太聖Ｂ、太聖Ｃ、井之奥川Ａ、井之奥川Ｂ、長谷川、鍛治屋奥川Ａ、鍛治屋奥川Ｂ、西平木
挽谷川、西平木挽谷、木挽南平、村上川１、村上川２、化生谷、カシ木原谷、上組Ａ、上組Ｂ、段原、中組Ａ、中組
Ｂ、八幡、新田、殿之奥上、殿之奥、仲之奥、寺谷、叶原、永谷奥、岩ヶ谷川、大井Ｇ、大井Ｉ、春石川、長谷川
Ｆ、木挽南平Ａ、木挽南平Ｂ、掛地下、掛地中、掛地、西之奥、飛石、池之谷Ａ、池之谷Ｂ、オキノ下、オカノ奥、
温泉、中屋Ａ、中屋Ｂ、山尾、隠居之向、寺床、長畑、福谷川、柿之木谷、高岩、中屋Ｃ、小ゾリ、中屋Ｄ、中屋
Ｅ、中屋Ｆ、滝の谷、ふけの上、かじや元、かくまかり、金クソ、牧谷奥Ａ、牧谷奥Ｂ、樋之谷、松尾谷、八幡平、
西地、七夕、上小丸、北村Ａ、井戸ヶ廻、北村Ｂ、北村Ｃ、大畑、北村Ｄ、枡ヶ谷、北村下小谷、西奥、寺奥、向福
間奥Ａ、向福間奥Ｂ、庄原奥、須賀Ａ、飛出谷、金渕奥、門之上、門之上下、和野Ａ、和野Ｂ、和野Ｃ、須賀Ｂ、須
賀Ｃ、須賀Ｄ、薦沢Ａ、沢池川Ａ、沢、沢池川Ｂ、薦沢Ｂ、薦沢Ｃ、薦沢Ｄ、塩野奥、塩野Ａ、塩野Ｂ、村上川Ａ、
村上川Ｂ、引坂川Ａ、引坂川Ｂ、引坂川Ｃ、薦沢Ｅ、梅木田、糸原川、糸原下、八所Ａ、八所奥、鉄穴地、八所Ｂ、
八所Ｃ、八所Ｄ、八所Ｅ、八所Ｆ、狩場谷Ａ、狩場谷Ｂ、中之谷、明ヶソ根、上米田奥、たる蔵奥川、飛出谷川、南
村Ａ、南村Ｂ、南村Ｃ、松ヶ谷、松ヶ谷上、森谷川Ａ、森谷川Ｂ、森谷川Ｃ、大下奥、南村Ｄ、小河内Ｔ、小河内
Ａ、小河内Ｂ、引那岐川Ａ、小河内川、小河内Ｃ、小河内Ｒ、小河内Ｄ、小河内Ｅ、小河内Ｆ、小河内Ｓ、小田上
奥、才之峠川、小河内Ｇ、小河内Ｈ、小河内Ｉ、古屋、古屋川、小河内Ｊ、引那岐川Ｂ、引那岐川Ｃ、小河内Ｋ、小
河内Ｌ、小河内Ｍ、大谷上り廻、小河内Ｎ、小河内Ｏ、小河内Ｐ、小河内Ｑ、栗谷、原屋敷、木地谷川、新梨子、添
谷、下滝谷、奥山川、桐之木廻、小滝谷、森木Ａ、森木Ｂ、小谷奥、森木Ｃ、森木Ｄ、戸井ヶ谷、今屋敷、奥山Ａ、
竹岫、奥山Ｂ、奥山Ｃ、奥山Ｄ、奥山南川、下前奥Ａ、下前奥Ｂ、奥山Ｅ、坂口、中之谷Ａ、中之谷Ｂ、中之谷Ｃ、
奥山Ｆ、木村、刈畑Ａ、刈畑Ｂ、刈畑Ｃ、南村Ｅ、南村Ｆ、鹿子尾、南村Ｇ、仲上空、日原上、日原、伊勢奥、中屋
Ｇ、下半瀬、須谷Ａ、須谷Ｂ、須谷Ｃ、須谷Ｄ、門上、森奥、後ヶ谷、室谷Ａ、室谷Ｂ、室谷Ｃ、妻之木、室谷Ｄ、
家之奥、室谷Ｅ、室谷家奥、室谷Ｆ、ナメラ谷、湯ヶ谷Ａ、湯ヶ谷Ｂ、峠谷、桂川、上中奥、引那岐川Ｄ、添谷Ｂ、
添谷Ｃ、添谷Ｄ、森木Ｅ、森木Ｆ、森木Ｇ、室谷Ｇ、室谷Ｈ、御崎谷Ａ、大平、御崎谷Ｂ、平ヶ市、戸底谷川、戸
底、笹ヶ谷川、笹谷川、笹谷川下、姉ヶ谷、有通屋、山之神、上城ヶ廻、箱淵Ａ、箱淵Ｃ、塩田坂口下、塩田坂口、
井手之谷、黒川、塩田Ａ、塩田Ｂ、大仁川、塩田下小谷、久村谷、藤原川Ａ、藤原川Ｂ、木戸谷、塩田Ｃ、熊野川、
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熊野川上、ヶ市下、ヶ市、ヶ市上、エノツヤ谷北、塩田Ｄ、平家之奥、塩田Ｅ、塩田Ｆ、カナヤゴ谷奥、ツヅラ谷上
３、ツヅラ谷上２、ツヅラ谷上１、ツヅラ谷、エノツヤ谷、塩田Ｇ、塩田Ｈ、塩田Ｉ、塩田Ｊ、鍛冶屋奥谷Ａ、鍛冶
屋奥谷Ｂ、鍛冶屋奥谷Ｃ、鍛冶屋奥谷川、鍛冶屋奥谷Ｄ、小廻谷Ａ、小廻谷Ｂ、景山、井手谷、箱淵Ｂ、上シ家の
奥、金谷、塩田Ｋ、塩田Ｍ、東谷北、岩向川、東谷滝谷川右支渓、九才谷川、高畦川左支渓、新宮西沢、榎廻川、向
山川、ひえざこ川、荒景、砂子原上面廻、井戸ノ奥川、穴釜谷川、峠川、小廻川、堂廻川、長廻川、釜石川、隠紺屋
川、高麻谷川、立原宮ノ谷川、立原鈩谷川、会下、南加茂東、宇治上、桂子廻川、岡、下神原、大廻川、玉ノ尾谷
川、寺谷川右支渓Ａ、寺谷川、大竹熱田沢Ａ、大竹熱田沢Ｂ、寺谷川左支渓、たたら谷川、杉ノ谷Ａ、杉ノ谷Ｂ、王
袋谷川、宮谷川、宮田川、大竹下、賀々谷川、延野、定本川Ａ、定本川Ｂ、林の奥川、幡ヶ谷川、滝谷川、ウネジ谷
川、池の谷川、今用地川、苦竹川、西奥谷川、土井の奥谷川、岩倉丸谷川、畑Ａ、畑Ｂ、桑の木田川、畑Ｃ、釜石川
Ａ、釜石川Ｂ、桂子廻川Ａ、今用地川Ａ、今用地川Ｂ、岩向川Ｂ、岩倉丸谷川Ａ、滝谷川Ａ、丸谷川Ｂ、湯後谷川
Ｂ、畑Ｄ、菟原川、提谷、妙見谷Ａ、妙見谷Ｂ、城の谷Ａ、城の谷Ｂ、城の谷Ｃ、北側、城山谷Ａ、城山谷Ｂ、杉谷
川、責鞍谷川、案内谷、谷上、澄水、東光寺、殊善谷川、谷下、八日市、澄水谷、大坂谷、奥澄水川、堤谷川、澄水
川、傘屋奥、田尻、小池谷、新市Ａ、新市滝尻川、新市中奥尻、新市、正理川、バカ谷、蛇法垣地、古尾根谷、深谷
川、嬉シキ谷Ａ、嬉シキ谷Ｂ、穴地蔵Ａ、穴地蔵Ｂ、猿目谷、下熊谷長畑、下熊谷Ａ、梅ノ木廻、森山廻、下熊谷段
原、勝田井谷、本谷中、堂の廻、庄屋、籾田、中谷下Ａ、中谷下Ｂ、古屋敷、中谷上Ａ、中谷上Ｂ、城角、日の出
上、加満寿谷、坂根奥、古殿、奥ケ谷、寺領小谷、真金谷Ａ、真金谷Ｂ、真金谷Ｃ、真金谷Ｄ、草谷Ａ、草谷Ｂ、寺
領Ａ、寺領Ｂ、大原谷、日焼Ａ、日焼Ｂ、川上上、寺領才の峠Ａ、寺領才の峠Ｂ、川上Ａ、川上Ｂ、荒田川、荒田
谷、真野川、深坪谷、坂水下Ａ、坂水下Ｂ、壱貫田奥Ａ、塩田原奥、小川上Ａ、小川上Ｂ、入道廻、釜が谷川、天満
坂、坂平、坂本口谷、合ノ峠、東日登叶谷、安川、東日登Ａ、万場谷川、東日登Ｂ、越峠上、越峠中Ａ、越峠中Ｂ、
越峠下、東日登Ｃ、大岩谷尻川、持田奥谷、金輪山、壱貫田奥Ｂ、坂水上Ａ、坂水上Ｂ、生谷上谷、下吉井、鎌迫、
芝原、毛利谷Ａ、毛利谷Ｂ、能間谷、能間奥、仁井屋奥、段畑、案内、案内中沢、常の廻、大案内、道の上、道の
下、西案内、水谷川、久の元尻川、久の元川、勝負廻奥、印瀬谷、瀬の谷、大の谷川Ａ、大の谷川Ｂ、金屋子前、西
日登大内谷、福竹奥、火野谷川、西日登上槻、下野奥、今谷上Ｂ、今谷上Ａ、今谷下、猿渡Ａ、宮の前上、宮の前
下、垣根奥上、垣根奥下、後谷川、堀頭Ａ、堀頭Ｂ、大島、滝尻川、滝尻川Ａ、土井谷、上熊谷大平、正理南沢、上
正理川、上熊谷Ａ、吉井川、吉井川Ａ、西日登久の元川、湯村上槻、杉ヶ平、湯村寺奥、一ツ久保、柿廻Ａ、柿廻
Ｂ、下槻、法印谷、新林、尾原、大原、門谷、中林、平田Ａ、線右工門釜、家ノ上、迫、小川南平、野谷Ａ、野谷
Ｂ、立ヶ迫、畑ヶ迫、二保谷上、三保谷、二保谷川、小木迫谷、山方、小木迫谷Ａ、小木迫谷Ｂ、小佐谷、濱子谷、
宇根平、湯村鈩谷、かじらが谷、下がり谷Ａ、下がり谷Ｂ、飛高川、前側、本谷川、湯村本郷、萬歳、岩谷、猿渡
Ｂ、小欠、猿渡Ｃ、三谷川、三谷川Ａ、三谷川Ｂ、三谷川Ｃ、三谷川Ｄ、九才谷、妙法寺谷、井の谷、椎ノ木谷川、
天神谷川Ａ、天神谷川Ｂ、天神川Ａ、天神川Ｂ、長廻尻谷、宮垣谷、三刀屋町滝谷Ａ、滝谷Ｂ、蛇谷、五反田、成畑
Ａ、成畑Ｂ、畑杭１、畑杭２、樫ノ木Ａ、樫ノ木Ｂ、坂山１、宮谷奥、赤地谷、伊萱下谷Ａ、伊萱下谷Ｂ、下谷川
Ａ、下谷川Ｂ、下谷川Ｃ、下谷川Ｄ、伊萱下谷Ｃ、寺谷川ニ、寺谷川一Ａ、寺谷川一Ｂ、伊萱寺谷Ａ、中の谷川、伊
萱寺谷Ｂ、三刀屋町伊萱中屋谷、伊萱上Ａ、伊萱上二、伊萱上五、三田原川Ａ、三田原川Ｂ、伊萱上三、伊萱上六、
伊萱上一、若宮Ａ、小原谷川、小原一、蛇谷川、若宮Ｂ、大坊谷川、尻無川、修理免谷川、猪の谷川、山屋谷、才道
谷Ａ、場ヶ谷、宮谷、宮谷一、宮下川、古城後谷Ａ、後谷三、古城後谷Ｃ、古城後谷Ｄ、後谷一、大門町Ａ、大門町
一Ａ、大門町一Ｂ、大門Ａ、大門Ｂ、城山一、前谷Ａ、中垣谷、椿谷、大谷七、尾崎上、大谷六、大谷五、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、大谷Ａ、石曲谷Ａ、石曲谷Ｂ、大谷三Ａ、大
谷三Ｂ、大谷二、大谷一、屋内上Ｂ、屋内東、後谷上Ａ、後谷上Ｂ、後谷二、大谷八、桃木谷、三刀屋町粟谷戸井ヶ
谷、三崎谷、粟谷郷Ａ、粟谷郷一Ａ、粟谷郷一Ｂ、下口Ａ、下口Ｂ、上ノ段Ａ、下ノ谷、岩広谷、上ノ段五、石迫川
Ａ、石迫川Ｂ、石迫川Ｃ、石迫川Ｄ、市場Ａ、廻田頭、石迫川Ｅ、石迫川Ｆ、垰谷Ａ、垰谷Ｂ、上ノ段二Ａ、上ノ段
二Ｂ、上ノ段三、上ノ段四、垰谷一Ａ、垰谷一Ｂ、市場Ｃ、上口四、市場Ｂ、殿ノ奥谷、上口Ａ、上口一、上口二、
上口三、福谷五、福谷四、福谷二・福谷三、上口Ｂ、飯石森谷Ａ、飯石森谷Ｂ、福谷六、福谷七、上口Ｃ、森谷一、
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森谷二、樋ノ谷Ａ、樋ノ谷Ｂ、樋ノ谷Ｃ、明石三、明石Ａ、明石二、明石一、下口一Ａ、下口一Ｂ、粟谷郷二、粟谷
谷二、粟谷郷Ｃ、粟谷谷一、浜奥川、大柳川、大柳一、里坊Ｂ、御崎谷川、井儀三、禅定Ａ、禅定Ｂ、禅定二、禅定
三、禅定四、井戸谷、戸地崎、上殿河内二、上殿河内一Ａ、上殿河内一Ｂ、成木・下津原、御城山二、御城山一Ａ、
御城山一Ｂ、一篇水谷、明石四、宮内一、下宮内、浜Ａ、井儀Ａ、宮内二、井儀一、禅定一、山崎峠、浜、灰谷二
Ａ、灰谷二Ｂ、粟原、粟原Ａ、粟原Ｂ、粟原Ｃ、粟原Ｄ、灰谷一Ａ、灰谷一Ｂ、禅定Ｃ、郷、迫奥谷、金井谷川、加
食田郷、下乙多田Ａ、下乙多田Ｂ、下乙多田、桧杉谷Ａ、檜杉谷一、桧杉谷四、坂本郷一、坂本郷二、坂本郷Ｂ、上
乙多田Ａ、上乙多田Ｂ、上乙多田Ｃ、小谷川、三刀屋町乙加宮本谷川、上乙多田Ｄ、上乙多田Ｅ、上乙多田二、鳥目
峠、鳥目槇原Ａ、堂ノ奥谷、舟谷、鳥目槇原Ｂ、深谷二、深谷下Ｂ、深谷三・深谷四、深谷下Ｃ、赤目谷一、赤目谷
二、深谷上Ｃ、深谷上Ｄ、赤目谷四Ａ、赤目谷四Ｂ、赤目谷四Ｃ、赤目谷四Ｄ、深谷上Ｅ、赤目谷三、後根波、東下
谷１、東下谷２、福谷一、北畑川、紙屋Ａ、紙屋Ｂ、六重下Ａ、六重下、六重下Ｃ、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、神代一、神代五、神代Ａ、神代六、神代Ｂ、神代Ｃ、神代
Ｄ、六重上Ａ、六重上Ｃ、粟谷四Ａ、粟谷四Ｂ、粟谷五、粟谷六、六重下Ｅ、六重上Ｄ、六重中Ｂ、六重上一Ａ、六
重上一Ｂ、六重上二、六重中二Ａ、堂々Ａ、堂々一Ａ、堂々一Ｂ、堂々三、宮畑川、宮畑、西下谷二、西下谷三、宮
畑Ａ、沢田、川手鈩谷、下寸丸、寸丸、川手川平、三谷瀬、三谷南谷、落合、案田原下Ｂ、案田原下Ａ、入江谷、深
野大上、山根奥谷、大ノ尾、深野迫谷Ａ、深野迫谷Ｂ、迫奥川、立平、梅の木谷、野武士奥、ワラビ迫、上山Ａ、金
井子原、小川内沢、水頭、上山本谷、上山Ｂ、大工屋谷、マド峠谷、曽木坂根谷、宮ヶ谷、垣ノ木谷、明山、前平
田、チラリ垣内、三谷瀬Ａ、上山Ｅ、湯村西沢、淵平谷、マブ谷、中ノ垣内、宮ヶ谷Ａ、垣ノ木谷Ａ、宮ヶ谷Ｂ、宮
ヶ谷Ｃ、大工屋谷Ａ、大工屋谷Ｂ、宮ヶ谷Ｄ、大宝沢、卯日谷、矢之谷、上金糞谷、菅谷Ａ、菅谷谷、菅谷谷上、南
原後谷Ａ、南原後谷Ｂ、東原谷、向谷奥、雨谷奥谷Ａ、雨谷奥谷Ｂ、雨谷奥谷Ｃ、菅谷Ｂ、寺奥谷、上町ナメラ谷、
栃山川、上り奥谷、矢谷川Ａ、矢谷川Ｂ、梅木Ａ、下の谷、中屋谷、梅木中谷、梅木新谷、松原、川向Ａ、川向Ｂ、
ひしや、西井原谷、梨の木原谷、奥の谷、梅木Ｂ、林谷、紺屋谷、杉戸Ａ、中子屋谷、杉戸Ｂ、杉戸Ｃ、迫奥、牛
谷、山の田奥、杉戸Ｄ、杉戸Ｅ、杉戸Ｆ、杉戸鈩谷Ａ、杉戸鈩谷Ｂ、杉戸Ｇ、下谷、笹屋谷、森田屋谷、大林谷、大
吉田Ａ、殿垣内谷Ａ、殿垣内谷Ｂ、吉田景山沢、山田屋谷、新屋敷谷、清田谷Ａ、清田谷Ｂ、清水谷、千箭谷、千箭
川Ａ、千箭川Ｂ、大吉田Ｂ、大吉田Ｃ、芦原Ａ、芦原Ｂ、芦原Ｃ、下町、二反田谷、奥志谷、志谷、栃山下谷、引地
原下谷、名古田谷、向名古田谷、古屋敷後谷、才の木谷、名古田東沢、吉ヶ原谷、坂の向谷、菅谷木村、田之原谷
Ａ、田之原谷Ｂ、菅谷福田屋Ｂ、菅谷福田屋Ａ、新田後谷Ａ、新田後谷Ｂ、上大畑谷Ａ、上大畑谷Ｂ、上大畑谷Ｃ、
梅木Ｆ、中子屋谷Ｃ、栃山下谷Ａ、谷川、上り奥谷Ａ、上り奥谷Ｂ、梅木中谷Ａ、大吉田Ｄ、吉田景山沢Ａ、オコナ
デ川、鉄尾沢、中子屋谷Ａ、梅ノ木原谷、中子屋谷Ｂ、芦谷川二、長鳥東谷、ケヤキ谷、長鳥東谷Ａ、千箭谷Ｃ、中
子屋谷Ｄ、風ヶ峠谷、民谷Ａ、民谷藤原沢、民谷Ｂ、小田原谷、民谷Ｃ、宇山屋敷谷、中ノ原谷、寅屋下谷、寅屋上
谷、中原谷、原田谷、下室谷、吉由屋谷、万所谷、宇山Ａ、宇山Ｂ、宇山Ｃ、佐エ門屋敷、藤谷Ａ、藤谷Ｂ、八重滝
谷、民谷Ｄ、民谷Ｅ、民谷Ｆ、下室谷Ａ、大谷川上、国大原谷、大谷川、梅ヶ峠四、梅ヶ峠五、室谷、下室谷Ｃ、下
室谷Ｄ、国大原奥、民谷Ｇ、丸山川、諷ヶ峠谷三、諷ヶ峠谷四、民谷Ｈ、諷ヶ峠谷五、民谷Ｉ、土居ノ表、中ノ屋、
奧明Ｂ、奧明Ａ、かんがら谷、十日市、大志戸、大志戸川左支渓、下佐中川、上佐中川、沢屋谷Ａ、沢屋谷Ｂ、穴見
谷、平岩、石金屋谷、平岩Ａ、大向Ｂ、掛合大畑谷川、大向Ｄ、大向Ｃ、掛合大畑、掛合川上、大奧峠、井原谷、釜
ヶ谷Ａ、釜ヶ谷Ｂ、井原谷川、鍛冶屋原、下鍛冶屋、竹ノ内、掛合長畑、石飛屋、金井原川、角宗川、角宗奥谷、西
側Ｂ、西側Ａ、緑ヶ丘、上郡、乳母谷川、郡、坂中谷Ａ、坂中谷Ｂ、掛合松尾、松廻谷、萱野深谷川右支渓、萱野川
左支渓Ｂ、野竹谷、西谷川、家の奧谷川、長迫川、寒梅谷、長迫Ａ、多根向田、下仏田、霞村谷、中多根Ｂ、芳樹
庵、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、上多根、猪の奧谷川、西川左支渓、西
川、西川右支渓、坂根川、坂根川左支渓Ａ、坂根川左支渓Ｂ、舟津、舟津Ａ、萱野川右支渓、萱野川左支渓Ａ、保関
谷川右支渓、保関谷川、保関谷川左支渓、海津和谷、上田屋、岡田屋、鍛冶屋谷川、福田屋、中神、上ノ原、隠居、
中原、滝谷川左支渓、長見原、滝谷Ａ、朝野屋、笹屋、本谷、上大谷Ｂ、上大谷Ａ、中田、中谷川右支渓、中谷川、
中谷川左支渓、柄栗川Ｂ、柄栗川Ａ、神田原Ａ、葉月、屋敷谷、中屋敷、土屋Ａ、土屋Ｂ、新町、桧屋、城の谷川、
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浄円寺谷川、永田谷川、下大神原、朝原Ｄ、朝原Ｃ、朝原Ｂ、上大神原、上大神原谷、堂原、洗町、朝原Ａ、南屋、
中、下横屋、桧谷川、下刀根Ｂ、下刀根Ａ、鈩迫、栄原Ｂ、栄原Ａ、堀越、前田屋Ｂ、大上谷Ｂ、大上谷Ａ、大上谷
Ｃ、山口、上刀根Ｅ、福島屋、下大山、上刀根下Ｂ、桜谷、上刀根Ｆ、波多迫、迫谷、下刀根Ｃ、政所、下刀根Ｄ、
下刀根Ｅ、田上下Ｄ、田上下Ｂ、田上下Ａ、田上川右支渓Ｂ、田上川右支渓Ａ、中富屋、下刀根Ｆ、下刀根Ｇ、三反
田、掛合町宮内Ａ、掛合町宮内Ｂ、小原Ａ、田上Ｄ、田上Ｃ、小原奥谷Ｂ、小原奥谷Ａ、田上Ｂ、田上Ａ、成左谷
Ｂ、成左谷Ａ、ふれあい、成Ａ、成、小原、広屋、郷Ｂ、本覚寺Ｂ、本覚寺Ａ、仁井屋、見晴屋、仁井屋谷、原川、
迫田、下村、右谷Ｅ、大矢神Ｂ、大矢神Ａ、小田屋、栗屋谷、出来山Ｄ、大滝、梅出屋、下梅ノ木、出来山川左支
渓、中屋敷Ｃ、中屋敷Ｂ、中屋敷Ａ、春日、潮屋谷Ａ、潮屋谷Ｂ、本谷Ａ、以後畑、入間尾原、宮崎、神田屋、荒敷
谷川左支渓Ａ、荒敷谷川左支渓Ｂ、高平、井寺谷川Ｂ、井寺谷川Ａ、坂根谷、入間和田Ａ、多賀社、影山、入間寺谷
川、藤野屋、入間和田Ｂ、朝山Ａ、桑の木迫谷、田中、竹之尾川右支渓、竹之尾川、金丸、富士田、出来山川右支渓
Ｂ、出来山川右支渓Ａ、中村、右谷Ｂ、穴見中屋、右谷、右谷Ａ、御崎原、左谷、下檜谷
３

解除に係る区域
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578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７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。
令和３年９月14日
島根県知事
１

丸

山

達 也

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
急傾斜地の崩壊
田中上１Ａ、田中上２Ａ、新庄東７、新庄東４、新庄東３、新庄東１、新庄東２、新庄西Ａ、新庄西Ｂ、田中上、
田中上１Ｂ、田中上２Ｂ、田中下Ａ、万福寺西、田中下Ｂ、織部Ａ、織部Ｂ、古城Ａ、古城Ｂ、越戸Ａ、西大橋北、
越戸３、越戸Ｂ、古城Ｃ、加多神社北１、織部Ｃ、岩根神社東、田中下Ｃ、田中下Ｄ、新庄南Ａ、東橋南２Ａ、東橋
南１、東橋南４、新庄南Ｂ、武内神社東１、武内神社東２、清田３、神谷橋東４、清田Ａ、清田Ｂ、西利太神社北
１、かのと橋東、清田Ｃ、清田Ｄ、金成下Ａ、金成上Ａ、金成上Ｂ、金成上Ｃ、金成上Ｄ、大月神社西、金成下Ｂ、
光、東町、金成橋西Ａ、金成橋西Ｂ、稗廻、南本町、越戸Ｃ、畑Ａ、畑Ｂ、畑Ｃ、川内神社西、畑Ｄ、畑Ｅ、山地神
社西、芦谷Ａ、畑鵯、瑞穂神社西、松尾公民館北２、高峰Ｂ、高峰Ｃ、馬場Ａ、馬場Ｂ、城之越Ａ、城之越Ｂ、城之
越Ｃ、城之越Ｄ、荒井町公民館南１、春殖神社南４、春殖神社南３、山王Ａ、山王Ｂ、大東下分、馬田寺、駅前Ａ、
駅前Ｂ、泉谷Ａ、泉谷Ｂ、泉谷Ｃ、素鵞神社南、泉谷Ｄ、柿坂Ａ、柿坂Ｂ、柿坂Ｃ、養賀上組Ａ、養賀上組Ｂ、養賀
上組Ｃ、養賀上組Ｄ、宮ノ下、養賀、養賀下組Ａ、越前Ａ、越前Ｂ、越前Ｃ、春殖神社南２、春殖神社南１、針江
Ａ、針江Ｂ、荒井町Ａ、荒井町公民館北、荒井町Ｂ、荒井町Ｃ、尺井渡橋北、玉泉寺西、馬場Ｃ、松尾公民館西、松
尾公民館北１、松尾Ａ、松尾Ｂ、下鵯Ａ、下鵯Ｂ、下鵯Ｃ、奥遠所公民館南、芦谷Ｂ、芦谷Ｃ、鵯Ａ、鵯Ｂ、畑鵯神
社東、鵯Ｃ、養賀下組Ｂ、奥遠所Ａ、奥遠所Ｂ、奥遠所Ｃ、奥遠所Ｄ、奥遠所公民館西２、奥遠所公民館西１、奥遠
所Ｅ、中遠所Ａ、艮神社北、艮神社南１、中遠所Ｂ、遠所２、高木橋南、下遠所Ａ、一乗寺南３、遠所１、伊佐山神
社北、下遠所Ｂ、八幡宮西、仁和寺上組Ａ、尾崎公民館北１、尾崎公民館北２、尾崎、仁和寺２、西廻Ａ、西廻会館
南１、西廻会館西３、西廻Ｂ、西廻会館西１、西廻２、西廻Ｃ、仁和寺１、西廻Ｄ、西廻Ｅ、西廻会館北、九量公民
館北、九量、中岩根１、本岩根、上仁和寺、仁和寺上組Ｂ、仁和寺上組Ｃ、幡屋下組Ａ、幡屋下組Ｂ、花塚橋西２、
石井谷４、石井谷１、幡屋、石井谷、花塚橋西３、中組公民館西２、花塚橋北、幡屋下組Ｃ、花塚橋東、宮ノ谷Ａ、
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宮之谷公民館北、宮ノ谷Ｂ、宮ノ谷Ｃ、中組、中組会館北２、宮内谷、宮内谷公民館西、西谷Ａ、中組会館北１、西
谷Ｂ、西谷公民館南２、西谷公民館北３、西谷公民館南１、西谷公民館北１、下遠所Ｃ、宮ノ谷Ｄ、石井谷Ａ、下遠
所Ｄ、宮内谷Ａ、宮内谷Ｂ、宮内谷Ｃ、宮内谷Ｄ、宮内谷Ｅ、宮内谷Ｆ、原口Ｂ、原口Ｃ、原口Ｄ、中筋Ａ、中筋
Ｂ、中筋Ｃ、中筋Ｄ、狩山、狩山八幡宮西、潤谷Ａ、潤谷Ｃ、潤谷Ｄ、杉谷Ａ、潤谷Ｅ、杉谷Ｂ、神代Ａ、神代Ｂ、
神代Ｃ、川筋Ａ、後谷Ａ、後谷Ｂ、後谷Ｃ、後谷Ｄ、後谷Ｅ、後谷Ｆ、後谷Ｇ、後谷Ｈ、川筋Ｂ、川筋公民館西、川
筋Ｃ、川筋Ｄ、師弟Ａ、師弟Ｂ、師弟Ｃ、師弟Ｄ、師弟Ｅ、師弟Ｆ、若木Ａ、若木Ｂ、若木Ｃ、若木Ｄ、若木本郷、
本郷Ｂ、峰Ａ、陰地Ａ、陰地Ｂ、日南Ａ、日南Ｂ、峰Ｂ、日南Ｃ、峰Ｃ、日南Ｄ、陰地Ｃ、表佐世Ａ、表佐世Ｂ、表
佐世Ｃ、表佐世Ｄ、宮上Ａ、城山Ａ、城山Ｂ、表佐世Ｆ、表佐世Ｇ、宮上Ｂ、宮上Ｃ、宮上Ｄ、宮下Ａ、宮上Ｅ、宮
上Ｆ、宮上Ｇ、宮下Ｂ、宮下Ｃ、半戸Ａ、半戸Ｂ、半戸Ｃ、半戸Ｄ、半戸Ｅ、半戸Ｆ、半戸Ｇ、免別Ａ、免別Ｂ、免
別Ｃ、免別Ｄ、免別Ｅ、免別Ｆ、免別Ｇ、免別Ｈ、中筋Ｅ、原口Ｅ、原口Ｆ、芹谷Ａ、芹谷Ｂ、芹谷Ｃ、芹谷Ｄ、芹
谷Ｅ、芹谷Ｆ、城山Ｃ、来西寺橋西２、三峠Ａ、三峠Ｂ、掛屋Ａ、掛屋Ｂ、横手谷Ａ、横手谷Ｂ、横手谷Ｃ、横手谷
Ｄ、横手谷Ｅ、横手谷Ｆ、福富Ａ、福富Ｂ、宮内Ａ、横手谷Ｇ、宮内Ｂ、宮内Ｃ、宮内Ｄ、東上Ａ、東上Ｂ、東上
Ｃ、清久下Ａ、清久下Ｂ、清久下Ｃ、清久上Ａ、清久上Ｂ、清久上Ｃ、清久上Ｄ、清久下Ｄ、清久下Ｅ、清久下Ｆ、
清久下Ｇ、清久下Ｈ、東上Ｄ、明賀谷Ａ、明賀谷Ｂ、明賀谷Ｃ、明賀谷Ｄ、明賀谷Ｅ、中盛Ａ、中盛Ｂ、中盛Ｃ、中
盛Ｄ、下岡Ａ、下岡Ｂ、下岡Ｃ、川西Ａ、川西Ｂ、川西Ｃ、久野川大橋西、下組Ａ、下組Ｂ、下組Ｃ、殿居敷、中組
Ａ、糸谷尻橋西、糸谷尻橋東Ａ、糸谷尻橋東Ｂ、諏訪神社西Ａ、諏訪神社西Ｂ、中久野橋北、下区Ａ、上久野橋西
Ａ、上久野橋西Ｂ、上久野橋北、上久野コミュニティー消防センター東、長谷Ａ、長谷橋東、大井Ａ、大井Ｄ、大井
Ｅ、大井Ｆ、總覚寺東Ａ、總覚寺東Ｂ、總覚寺東Ｃ、總覚寺東Ｄ、總覚寺東Ｆ、中日向橋西、日向Ａ、日向Ｂ、日向
Ｄ、日向Ｅ、太聖Ａ、嶽神社南、太聖Ｃ、太聖Ｄ、太聖Ｅ、大井Ｇ、大井Ｈ、井之奥橋南、大井Ｉ、長谷Ｂ、長谷
Ｃ、下区Ｂ、下区Ｃ、下区Ｄ、下区Ｅ、下区Ｆ、望み橋南Ｂ、上組、井谷橋南、中組Ｂ、中組Ｃ、中組Ｄ、中組Ｅ、
段原Ａ、栄福寺南、こぶし橋東、段原Ｂ、下組Ｄ、大東久野郵便局西、ゆけむり大橋北Ａ、ゆけむり大橋北Ｂ、飛
石、湯神社、温泉上橋西、半瀬橋南、紙屋橋西、桃の木橋南Ａ、桃の木橋西、山王寺本郷Ａ、桃の木橋北Ａ、桃の木
橋北Ｂ、中屋Ａ、中屋Ｂ、船林神社西、船岡、小林橋南、小林橋西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、小林橋西Ｂ、小林橋北Ａ、小林橋北Ｂ、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、和野Ａ、山王寺本郷Ｋ、山王寺本郷Ｌ、北村Ａ、北村Ｂ、北村Ｃ、真福寺北、須賀
下、須賀Ａ、須賀Ｂ、須賀Ｃ、和野Ｂ、和野橋南、須賀Ｄ、和野Ｃ、和野Ｄ、和野Ｅ、須賀Ｅ、普賢院西、須賀Ｆ、
普賢院北Ａ、坂本神社南Ａ、須賀Ｇ、須賀Ｈ、和野神楽会館西Ａ、和野神楽会館西Ｂ、和野神楽会館西Ｃ、薦沢Ａ、
薦沢Ｂ、坂本神社北Ａ、坂本神社北Ｂ、薦沢Ｃ、坂本神社北Ｃ、薦沢Ｄ、坂本神社北Ｄ、薦沢Ｅ、薦沢Ｆ、薦沢Ｇ、
坂本神社北Ｅ、坂本神社北Ｆ、坂本神社北Ｇ、薦沢Ｈ、薦沢Ｉ、薦沢Ｊ、引坂Ａ、引坂Ｂ、引坂Ｃ、坂本神社東、薦
沢Ｋ、坂本神社南Ｂ、普賢院北Ｂ、普賢院北Ｃ、須賀Ｉ、須賀Ｊ、須賀Ｋ、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、小畑橋南、八所Ｋ、八所Ｌ、八所Ｍ、須賀Ｌ、須賀下橋北、狩場橋
東、須賀Ｍ、明賀ソ根橋南、北村Ｄ、北村Ｅ、秋葉橋南、南村Ａ、南大橋北、南村Ｂ、森谷川西Ａ、森谷川東、森谷
川西Ｂ、南村Ｃ、南村Ｄ、下小河内、海潮神社東、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、川原神社西Ａ、除川神社南Ａ、除川神社南Ｂ、除川神社北Ａ、除川神社北Ｂ、奥小河内公
会所北Ａ、奥小河内公会所北Ｂ、川原神社西Ｂ、川原神社北Ａ、川原神社北Ｂ、川原神社東Ａ、川原神社東Ｂ、刈畑
橋東、刈畑Ａ、刈畑橋南Ａ、京良谷橋東Ａ、刈畑公民館南Ａ、京良谷橋東Ｂ、刈畑公民館南Ｂ、滝谷川北、滝谷川
南、滝谷川東、奥山橋東Ａ、奥山橋東Ｂ、森木川北Ａ、森木川南、森木川北Ｂ、森木川北Ｃ、森木川北Ｄ、森木Ａ、
森木川東Ａ、森木川東Ｂ、森木Ｂ、下前橋南、奥山、元江橋東Ａ、元江橋東Ｂ、元江橋東Ｃ、中田橋西、奥山尻橋
南、刈畑公民館南Ｃ、刈畑公民館南Ｄ、京良谷橋西、刈畑Ｂ、山神神社西、刈畑橋南Ｂ、刈畑橋西、三笠橋南、弘安
寺、高平橋西、南村Ｅ、南村Ｆ、南村Ｇ、中屋東、日原神社西、半瀬橋東、温泉上橋東、室谷Ａ、室谷Ｂ、室谷Ｃ、
室谷Ｄ、温泉上、温泉橋南、温泉、とびいわ歩道橋南、須賀Ｎ、森木Ｃ、秋葉神社北Ａ、薦沢Ｍ、薦沢Ｎ、薦沢Ｏ、
八所Ｎ、等等呂吉神社北Ｂ、等等呂吉神社北Ｃ、等等呂吉神社北Ｄ、等等呂吉神社南、香積寺北、香積寺南Ａ、香積
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寺南Ｂ、香積寺南Ｃ、等等呂吉神社北Ｅ、等等呂吉神社北Ｆ、笹谷、糸谷橋西Ａ、糸谷橋西Ｂ、金谷橋西Ａ、金谷橋
西Ｂ、箱淵Ｂ、篠淵、清滝神社北Ａ、塩田橋西Ａ、塩田橋西Ｂ、下組、足尾神社西Ａ、足尾神社西Ｂ、塩田Ａ、塩田
Ｂ、足尾神社東、熊野神社西Ａ、熊野神社西Ｂ、熊野神社東Ａ、熊野神社東Ｂ、熊野神社東Ｅ、スクモ塚橋北Ａ、塩
田Ｃ、スクモ塚橋東Ｂ、スクモ塚橋東Ｃ、スクモ塚橋東Ｄ、熊野神社東Ｆ、熊野神社東Ｇ、熊野神社東Ｈ、塩田Ｄ、
熊野神社西Ｄ、足尾神社西Ｃ、塩田Ｅ、清滝神社東、金谷橋東、中山Ａ、中山Ｂ、城ヶ谷、伊志見谷、岩倉清ヶ廻、
宍道谷、四本松、角庄、勝負廻、松賀、東谷々口、東谷々Ａ、東谷々天端、中狭、東谷々狼谷、東谷Ｃ、高畦、東谷
々小谷尻、東谷々Ｂ、東谷々Ｃ、東谷々門平、東谷々金原、東谷梨子木、向山、東谷南、中村下平、中村下金丸、中
村下叶廻、黒子、中村中吉野谷、森政栃木、新宮西の奥、新宮ひえざこ、的場、新宮中田、直屋Ａ、直屋、直屋丸
廻、直屋ウルシ目、金原Ａ、砂子原上向前田、金原Ｂ、砂子原上天場、湯屋谷Ａ、砂子原上向田、湯屋谷Ｂ、砂子原
上峠、日焼田、砂子原中小廻、広畑、梅の木田、砂子原下、砂子原下高垣、砂子原下廻田、砂子原下曲り、砂子原下
新垣、二又、中村上石田、中村上坂上、古城、片山、水原、宝蔵寺、若月、奥廻田、山根、立石、北大西、下谷、中
井、高麻Ａ、高麻Ｂ、芋ヶ山、八戸西、八戸、論田、工田、近松Ｂ、南加茂東、数ヶ畑、枝次、南加茂西宮ノ下、南
加茂西、明伝名、仁王寺北、亀山、宇治堤廻、神原東Ａ、神原東Ｃ、神原堤廻、高城、丸廻、深田、深田下、高見
Ａ、高見Ｃ、乳母ヶ廻、川平、愛宕Ａ、愛宕Ｂ、愛宕Ｃ、愛宕Ｄ、三月田、高見Ｂ、後川、段部、岡Ａ、楓垣、岡
Ｂ、岡Ｃ、下神原Ａ、下神原Ｂ、下神原Ｃ、大廻、大竹不動尊東、玉ノ尾Ａ、玉ノ尾Ｂ、寺谷Ａ、光明寺、寺谷Ｂ、
寺谷Ｃ、鈩谷Ａ、鈩谷Ｂ、穴ノ谷、杉ノ谷Ｂ、杉ノ谷Ａ、赤奏神社北、大竹上、大竹下、賀々谷、大竹下山崎、前大
竹、延野定本、延野本町、林の奥、延野滝谷、丸谷、延野西、延野、才明寺西、才明寺、大崎、寺廻、今用地、大崎
小廻、板屋北、板屋、一里山、猪尾南ヶ廻、小西、小西北、正禅寺西、苦竹、岩倉大成、岩倉椎の木、岩倉土井、岩
倉平田、加茂町畑Ａ、加茂町畑Ｂ、加茂町畑Ｃ、加茂町畑Ｄ、加茂町立原Ａ、高見Ｄ、高見Ｅ、高見Ｆ、高見Ｇ、南
加茂東Ａ、南加茂東Ｂ、南加茂東Ｃ、小西Ａ、大竹Ａ、砂子原中Ａ、砂子原下廻田Ａ、加茂町東谷Ａ、加茂町猪尾
Ａ、加茂町猪尾Ｂ、東谷々Ｄ、中村上石田Ａ、大崎小廻Ａ、数ヶ畑Ａ、原口Ａ、大工屋、上口Ａ、上口Ｂ、上口Ｃ、
上口Ｄ、上口Ｅ、上口Ｆ、浜谷Ａ、浜谷Ｂ、浜谷Ｃ、浜谷Ｄ、浜谷Ｅ、浜谷Ｆ、竹の子谷、小南、菟原１、菟原Ａ、
菟原２、菟原Ｂ、共和Ａ、共和Ｂ、共和Ｃ、共和Ｄ、菟原３、里方中組、子安、北側、地蔵前橋北、朝日２、朝日、
城名樋山、木次工業団地、朝日が丘、里方Ａ、里方Ｂ、里方Ｃ、共和Ｅ、共和Ｆ、上口Ｇ、木次工業団地２、浜谷
Ｇ、浜谷Ｈ、浜谷Ｉ、浜が丘、そら山１、そら山２、北側２、朝日が丘２、尺ノ内流通工業団地、北側３、木次道の
駅、塔の村団地、30区、里方、塔の村Ａ、塔の村、下案内谷、洞光寺山Ａ、洞光寺山、洞光寺山Ｂ、洞光寺山Ｃ、案
内谷、西善寺山、８区、珠善谷、洞光寺、26区Ａ、26区Ｂ、26区Ｃ、４区、八日市秋葉山、木次神社、奥澄水、日の
出、新市東Ａ、新市東、新市東下Ａ、新市東下Ｂ、新市東下Ｃ、新市、新市下、新市上、下熊谷上１Ａ、下熊谷上１
Ｂ、願正寺、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、上海老屋、下熊谷上３
Ｃ、下熊谷、下熊谷下１、下熊谷下２、下熊谷下３、塔の村Ｂ、市井原会館北、宇谷、市井原会館南Ａ、市井原会館
南Ｂ、仲田Ａ、仲田Ｂ、仲田Ｃ、仲田Ｄ、仲田Ｅ、本谷集会所東Ａ、本谷集会所東Ｂ、本谷中Ａ、本谷中Ｂ、本谷集
会所北Ａ、本谷集会所北Ｂ、本谷集会所東Ｃ、本谷集会所東Ｄ、本谷下、宇谷橋東Ａ、宇谷橋東Ｂ、宇谷橋北、中谷
下Ａ、中谷下Ｂ、中谷下Ｃ、中谷下Ｄ、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、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、川上下Ａ、川上下Ｂ、川上下Ｃ、大原橋北Ａ、大原橋北Ｂ、大原橋西、大原橋東、王守神社西、王守神社
南、真野、王守神社東、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、荒田、坂水
Ａ、東大谷公会所南Ａ、東大谷公会所東Ａ、東大谷公会所東Ｂ、木の廻Ａ、木の廻Ｂ、木の廻Ｃ、木の廻Ｄ、東大
谷、天殿Ａ、天殿Ｂ、天殿Ｃ、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、大川上
Ａ、駅前、寺領小学校Ａ、新殿Ａ、新殿Ｂ、新殿Ｃ、新殿Ｄ、妙覚寺、妙覚寺北、小川公会所北、大林寺、井戸、田
中奥、坂本口、日登八幡東、万場Ａ、万場Ｂ、澄水橋南、寺領小学校Ｂ、ガリガリ、大川下、日の出橋東、下宇山、
上宇山Ａ、上宇山Ｂ、上宇山Ｃ、宇山公民館東、下宇山公会所南、下宇山公会所北Ａ、下宇山公会所北Ｂ、下宇山
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Ａ、下宇山Ｂ、城角Ａ、城角Ｂ、城角Ｃ、城角Ｄ、東大谷公会所南Ｂ、東大谷公会所南Ｃ、坂水Ｂ、小川上Ｉ、古殿
１、吉井下Ａ、吉井下Ｂ、吉井上Ａ、吉井上Ｂ、上熊橋北Ａ、上熊橋北Ｂ、能間、満福寺南、満福寺、西案内、案内
Ａ、案内Ｂ、案内Ｃ、日登八幡西、西日登小学校、西日登小学校東Ａ、西日登小学校東Ｂ、久の元、瀬の谷Ａ、瀬の
谷Ｂ、瀬の谷Ｃ、瀬の谷Ｄ、蛭児神社東Ａ、蛭児神社東Ｃ、蛭児神社北Ａ、蛭児神社北Ｂ、蛭児神社北Ｃ、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、今谷、引野上、引野、引野下、大島Ａ、古森神
社東Ａ、古森神社東Ｂ、古森神社東Ｃ、上熊橋南、正理Ａ、正理Ｂ、正理Ｃ、吉井下Ｃ、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、加茂神社北Ａ、加茂神社
北Ｂ、加茂神社東Ａ、加茂神社東Ｂ、加茂神社西、加茂神社南Ａ、加茂神社南Ｂ、加茂神社東Ｃ、石壷Ａ、石壷Ｂ、
石壺神社北、石壺神社東、大原、平田大橋北、平田Ａ、平田Ｂ、後ヶ谷橋南、平田大橋西、温泉小学校北、野谷、小
原橋北、門Ａ、門Ｂ、愛宕神社北Ａ、愛宕神社南Ａ、愛宕神社南Ｂ、愛宕神社南Ｃ、土井橋北、漆仁Ａ、漆仁Ｂ、湯
村、湯村大橋東Ａ、湯村大橋東Ｂ、温泉神社東Ａ、温泉神社東Ｂ、温泉神社北、養善寺東、養善寺、養善寺西、猿
渡、猿渡橋東、愛宕神社北Ｂ、愛宕神社北Ｃ、門Ｃ、下熊谷Ａ、生協しまね雲南支所北、地王Ａ、三刀屋団地、地王
Ｂ、三谷Ａ、三谷Ｂ、三谷Ｄ、三谷Ｅ、三谷Ｇ、三刀屋町三刀屋滝谷Ａ、三刀屋町三刀屋滝谷Ｂ、旭町二、浄土寺、
椎ノ木、下萱原、上萱原、五反田、三刀屋南大橋北、畑杭、三刀屋新大橋北、地王Ｃ、成畑、伊萱橋南、長厳寺北、
下谷中、伊萱下谷Ａ、伊萱下谷Ｂ、伊萱Ａ、三刀屋町寺谷Ａ、寺谷上、中井谷、中屋谷、伊萱Ｂ、井草神社東Ａ、井
草神社東Ｂ、井草神社東Ｃ、都間土建生コン工場、若宮Ａ、若宮Ｂ、三刀屋町寺谷Ｂ、峯寺Ａ、峯寺Ｂ、峯寺南、中
給下中、中給下、中給下上、三刀屋小学校、三刀屋小学校西、後谷中継ポンプ所北、後谷中継ポンプ所南、三刀屋小
学校南、松本、三刀屋町古城Ｂ、福庭書店グループ、大門、元天神、尾崎下Ａ、城跡公園北、男鹿橋西、前谷公民館
東、三刀屋町古城Ａ、専応寺北Ｂ、古城後谷Ｃ、古城後谷Ａ、古城後谷Ｂ、専応寺北Ａ、専応寺西、前谷公民館西、
尾崎橋西Ｂ、尾崎上、尾崎橋西Ｃ、尾崎橋西Ａ、尾崎上公民館東Ｃ、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Ｂ、尾崎上公民館東Ａ、三刀屋町古城大谷Ｂ、大谷自治会公民館南、三刀屋町古城大谷
Ａ、大谷自治会公民館北、大谷自治会公民館西Ｃ、大谷自治会公民館西Ｂ、大谷自治会公民館西Ａ、古城配水池南
Ｂ、古城配水池南Ａ、高窪配水池南、屋内加圧ポンプ場南Ｂ、屋内加圧ポンプ場南Ａ、屋内上Ｃ、屋内上Ｂ、飛石神
社北、屋内公民館南、屋内上Ａ、屋内公民館西Ｂ、屋内公民館西Ａ、屋内西Ｂ、屋内西Ａ、屋内東Ｂ、屋内東Ｃ、後
谷下Ａ、後谷下Ｄ、後谷公民館南Ａ、後谷公民館南Ｂ、後谷公民館西、後谷上Ｂ、後谷配水池西、後谷下Ｃ、延山神
社東、延山神社西Ｂ、延山神社西Ａ、後谷下Ｅ、尾崎下Ｂ、前谷、第三殿河内橋南、粟谷郷Ａ、粟谷神社北、粟谷谷
公民館北Ｄ、粟谷神社南、粟谷郷Ｂ、下口Ａ、下口Ｂ、下口Ｃ、堀越橋東、下口Ｅ、下口Ｄ、大倉公民館西、大倉公
民館北Ｅ、大倉公民館北Ｄ、大倉公民館北Ｃ、大倉公民館北Ｂ、大倉公民館北Ａ、大倉Ｂ、大倉公民館東Ｃ、大倉
Ａ、大倉公民館東Ｂ、大倉公民館東Ａ、大倉公民館南Ａ、大倉公民館南Ｂ、大倉Ｃ、上ノ段二公民館北、大倉公民館
上熊谷分館西Ａ、上ノ段Ｂ、大倉公民館上熊谷分館西Ｂ、垰Ａ、多久和、垰Ｂ、垰Ｃ、垰Ｄ、垰Ｅ、垰Ｆ、飯石橋東
Ｃ、飯石橋東Ｂ、市場Ａ、下口Ｆ、飯石橋東Ａ、飯石郵便局東、飯石橋西Ａ、飯石橋西Ｂ、飯石小学校東、福谷、三
刀屋町多久和上口Ｃ、雲見滝橋北Ｂ、雲見滝橋北Ａ、曹洞宗寿福寺南、飯石小学校西、三刀屋町多久和上口Ａ、三刀
屋町多久和上口Ｂ、福谷川Ａ、福谷川Ｂ、明石緑ヶ丘公園東Ａ、明石緑ヶ丘公園東Ｂ、明石Ｂ、飯石森谷、明石Ａ、
明石緑ヶ丘公園北Ｂ、高徳寺南Ｂ、高徳寺南Ａ、粟谷、粟谷谷公民館南、粟谷谷公民館北Ｃ、粟谷谷公民館北Ｂ、粟
谷谷公民館北Ａ、三刀屋南大橋西、高徳寺南Ｃ、里坊後生活改善センター北Ｂ、里坊後Ａ、里坊後Ｂ、里坊後生活改
善センター北Ａ、若宮神社西Ｂ、若宮神社西Ａ、里坊郷上、出雲サンヨー三刀屋店東Ａ、里坊郷下Ｂ、里坊郷下集落
振興会館南、里坊郷下Ｃ、里坊郷下Ｄ、禅定Ａ、禅定Ｂ、禅定公民館北、禅定公民館東Ｂ、禅定Ｃ、禅定公民館東
Ａ、乙加宮、禅定Ｄ、禅定Ｅ、禅定Ｆ、里坊畑Ｄ、里坊畑Ｃ、里坊畑Ｂ、出雲サンヨー三刀屋店東Ｂ、里坊畑Ａ、成
木下津原、第二殿河内橋北、御城山Ｂ、第一殿河内橋東、殿河内、出雲井神社西、殿上集会所西、日倉神社北、御城
山集会所北、御城山Ａ、太田橋南、太田、明石緑ヶ丘公園北Ａ、下宮内、宮内公民館北、大塚、新鍋山橋西、禅定
Ｇ、雲母橋北、加食田郷下、加食田郷上、大歳神社、宮内橋東、井羅原橋東、明石緑ヶ丘公園西、新鍋山橋東、下粟
原、粟原Ｂ、鳥目槇原Ａ、鳥目槇原Ｃ、下乙多田Ａ、和田橋東Ａ、和田橋東Ｂ、小川尻橋南Ａ、桧杉谷、梅田屋橋、
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梅田屋橋東Ａ、梅田屋橋東Ｂ、梅田屋橋西、小川尻橋南Ｂ、南側橋北、南側、坂本公民館南Ａ、坂本公民館南Ｂ、須
所大橋北、三刀屋町坂本坂本神社東、坂本、嵯光寺南、上乙多田Ｃ、上乙多田Ｂ、上乙多田Ａ、下乙多田Ｂ、坂本橋
北、和田橋西、新井羅原橋南、鳥目橋西、深谷橋北、深谷下、奥深谷橋東Ｂ、奥深谷橋東Ａ、深谷上Ｅ、深谷上Ｈ、
深谷上Ｇ、深谷上Ｆ、深谷上公会堂西Ｄ、深谷上公会堂西Ａ、深谷上公会堂西Ｂ、深谷上Ａ、深谷上Ｂ、深谷上公会
堂西Ｃ、深谷上Ｃ、深谷上公会堂東Ｂ、深谷上公会堂東Ａ、深谷上Ｄ、奥深谷橋西、後根波Ｆ、後根波Ｃ、後根波
Ｄ、剣神社南、剣神社北、根波別所、剣神社東Ａ、後根波Ａ、後根波Ｂ、剣神社東Ｂ、作り石Ｃ、前根波下、下組公
会堂南、前根波公民館南Ａ、前根波公民館南Ｂ、作り石Ａ、前根波中公民館西、前根波公民館南Ｃ、前根波中Ｂ、前
根波中公民館東、前根波中Ａ、前根波中公民館北、前根波上、大井神社南、大井神社西Ａ、大井神社東、大井神社西
Ｂ、前根波中Ｃ、里坊郷下Ｅ、井儀、福谷川東、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、山根橋東、山根橋北、下谷Ｄ、山根橋
南、宮畑Ａ、宮畑Ｃ、宮畑Ｅ、宮畑Ｇ、宮畑Ｂ、宮畑Ｄ、宮谷、宮畑Ｆ、紙屋Ａ、成覚寺南Ａ、成覚寺西、成覚寺南
Ｂ、成覚寺南Ｃ、紙屋Ｄ、紙屋Ｅ、成覚寺東、六重下Ｂ、横貝橋西Ａ、横貝橋東、六重下Ａ、横貝橋北Ｂ、横貝橋北
Ａ、滝坂橋南、三刀屋町神代Ａ、三刀屋町神代Ｂ、神代公民館西、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、神代神社北、横貝橋南、飯石神社東、栗谷橋東、六重上
Ａ、六重上Ｂ、六重上Ｃ、六重上Ｄ、熊野神社南、熊野神社西、熊野神社北、六重上Ｅ、栗谷橋南、六重中Ｂ、六重
中Ａ、横貝橋西Ｂ、紙屋Ｃ、堂々集会所南Ｂ、堂々Ｄ、堂々Ｅ、堂々集会所南Ａ、堂々Ｃ、堂々Ａ、紙屋Ｂ、宮畑
Ｈ、須所、須所下Ｄ、須所下Ｅ、須所下Ｆ、須所上Ｂ、坂本森谷Ｃ、坂本森谷Ｂ、須所上Ｅ、坂本森谷Ａ、須所上
Ｄ、須所上Ｃ、須所上Ａ、須所下Ｂ、須所下Ａ、須所下Ｃ、下谷Ｆ、山根橋西、紙屋Ｆ、須所Ａ、下谷Ｇ、三刀屋町
神代Ｉ、熊野神社東、須所Ｂ、六重中Ｃ、六重中Ｄ、六重中Ｅ、大宝、小木、寸丸、海谷、三谷地区集会所北Ａ、三
谷地区集会所北Ｂ、三谷地区集会所南、三谷橋東、三谷地区集会所西、土井、土井トンネル西Ａ、土井トンネル西
Ｂ、土井トンネル東、土井トンネル西Ｃ、深野Ａ、深野Ｂ、深野Ｃ、案田原、平乃垣内、深野神社南、深野Ｄ、深野
橋西、奥原橋西、深野Ｅ、深野Ｆ、深野橋南Ａ、深野橋南Ｂ、後山Ａ、後山Ｂ、後山Ｃ、後山Ｄ、後山Ｅ、後山Ｆ、
女鹿山、大迫Ａ、大迫Ｂ、本郷上口Ａ、本郷下口Ａ、本郷下口Ｂ、本郷下口Ｃ、本郷上口Ｂ、小川内Ａ、小川内Ｂ、
小川内Ｃ、小川内Ｄ、上山愛宕神社南、上山Ａ、上山Ｂ、上山Ｃ、上山Ｄ、矢入集会所東Ａ、矢入集会所東Ｂ、矢入
集会所東Ｃ、曽木Ａ、矢入Ａ、矢入Ｂ、矢入Ｃ、矢入Ｄ、矢入Ｅ、明山Ａ、明山Ｂ、登尾橋南、登尾橋北、明山大橋
西、明山大橋北Ａ、登尾橋東、明山大橋南、明山大橋東、半田、曽木橋北Ａ、曽木橋北Ｂ、曽木橋北Ｃ、曽木Ｂ、曽
木Ｃ、曽木Ｄ、上山Ｅ、川手、土井トンネル西Ｄ、上山愛宕神社南Ｂ、矢入集会所東Ｄ、上大志戸橋北、菅谷後谷
Ａ、後谷集会所西Ａ、後谷集会所西Ｂ、後谷集会所南、菅谷後谷Ｂ、菅谷後谷Ｃ、高殿Ａ、鈩、高殿Ｂ、高殿橋南
Ａ、菅谷Ａ、秋葉神社北、山内生活伝承館北、菅谷八幡宮西、菅谷Ｂ、菅谷集会所北Ａ、菅谷Ｃ、菅谷Ｄ、菅谷集会
所北Ｂ、菅谷Ｅ、菅谷Ｆ、菅谷八幡宮東Ａ、菅谷Ｇ、菅谷Ｈ、菅谷八幡宮東Ｂ、菅谷Ｊ、高殿橋南Ｂ、梅木Ａ、梅木
Ｂ、兔比神社東、梅木Ｃ、梅木Ｄ、三田原橋南、三田原、戸谷橋東、梅木Ｅ、梅木Ｆ、梅木Ｇ、梅木Ｈ、梅木Ｉ、菱
屋橋南Ａ、梅木Ｊ、菱屋橋南Ｂ、菱屋橋南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、長鳥橋
北Ａ、長鳥橋北Ｂ、吉田芦谷Ｂ、長鳥橋南、杉戸Ａ、上ヶ原橋北、上ヶ原橋東、上ヶ原橋南、上ヶ原橋西、木曲橋
北、木曲橋西、木曲橋南、多賀毛利神社北、野田橋東、野田橋西、杉戸集会所北、杉戸Ｂ、杉戸Ｃ、大万木橋西、大
万木橋南Ａ、大万木橋南Ｂ、鈩橋北、大吉田Ａ、木ノ下Ａ、大吉田Ｂ、大吉田Ｃ、大吉田Ｄ、大吉田集会所南Ａ、大
吉田Ｅ、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Ｆ、大吉田Ｇ、大吉田集会所北Ａ、大吉
田集会所南Ｅ、大吉田Ｈ、大吉田集会所北Ｂ、大吉田橋南Ａ、大吉田橋南Ｂ、大吉田Ｉ、大吉田Ｋ、大吉田橋北Ａ、
大吉田橋北Ｂ、大吉田Ｌ、川原町Ａ、川原町Ｂ、川原町Ｃ、川原町Ｄ、中学校後、川原町Ｅ、川原町Ｆ、吉田総合セ
ンター、川原町Ｇ、吉田総合センター北、川原町Ｈ、吉田上町Ａ、吉田上町Ｂ、吉田町、吉田公園北、吉田下町Ａ、
吉田下町Ｂ、木ノ下Ｂ、木ノ下Ｃ、木ノ下Ｄ、木ノ下Ｅ、木ノ下Ｇ、木ノ下Ｈ、木ノ下Ｉ、木ノ下Ｊ、木ノ下Ｌ、木
ノ下大橋南、木ノ下Ｍ、木ノ下Ｎ、木ノ下Ｏ、木ノ下Ｐ、木ノ下大橋西、弘法屋橋南Ａ、弘法屋橋南Ｂ、弘法屋橋北
Ａ、弘法屋橋北Ｂ、川尻Ｂ、川尻Ｃ、内江橋東、内江橋西、境橋西、川尻Ｄ、木ノ下Ｑ、高殿、芦谷大橋北、大万木
橋西２、長鳥橋北３、梅木２、菱屋橋北、吉田Ａ、大吉田集会所南Ｆ、民谷Ａ、民谷Ｃ、民谷Ｄ、民谷Ｅ、民谷Ｆ、
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中本屋、民谷公会堂南Ａ、民谷公会堂南Ｂ、小鍛冶屋橋南、民谷Ｇ、番所、つづら畑橋南、宇山Ａ、宇山Ｂ、宇山
Ｃ、立石橋南Ａ、立石橋南Ｂ、宇山Ｄ、宇山自治会館西Ａ、宇山自治会館西Ｂ、宇山Ｅ、清岸寺南、宇山Ｆ、清岸寺
東Ａ、清岸寺東Ｂ、宇山Ｇ、明谷、宇山自治会館北Ａ、宇山自治会館北Ｂ、民谷橋南、民谷公会堂Ｃ、民谷公会堂
Ｄ、吉田小学校民谷分校西、吉田小学校民谷分校北Ｂ、天神橋北Ｂ、松尾橋西Ａ、松尾橋西Ｂ、掛合松尾Ｄ、掛合松
尾Ｃ、掛合松尾Ｂ、掛合松尾Ａ、掛合西谷Ｂ、掛合西谷Ａ、奧明公会堂北、奧明Ａ、奧明Ｂ、奧明Ｃ、掛合、大志戸
Ａ、松原橋東、神門橋西、青木原橋東Ａ、青木原橋東Ｂ、青木原橋東Ｃ、大志戸Ｂ、金原、下佐中、中佐中、上佐
中、山光橋北Ｂ、穴見谷橋北、穴見谷橋南Ｂ、穴見谷橋南Ａ、松映橋東、松映橋西Ｂ、松映橋西Ａ、松映橋北、山光
橋北Ａ、平岩Ａ、日倉橋北、日倉橋東、平岩、城東橋西、城東橋東、大向橋南Ａ、大向橋南Ｂ、大向、中ノ滝橋東
Ｂ、中ノ滝橋東Ｃ、中ノ滝橋東Ｄ、中ノ滝橋東Ａ、中ノ滝橋西Ｃ、中ノ滝橋西Ｂ、中ノ滝橋西Ａ、川上橋北Ａ、川上
橋北Ｂ、川上Ａ、新川上橋東、新川上橋西Ａ、新川上橋西Ｂ、上町、中町、宗円寺西、西側Ｆ、西側Ｅ、西側Ｄ、西
側Ｂ、西側Ａ、下町、緑ヶ丘、郡橋西Ｂ、郡、十日市Ｃ、十日市Ｂ、十日市Ａ、掛合西谷Ｃ、多根Ａ、萱野Ｃ、萱野
Ｄ、萱野Ｆ、萱野Ｇ、萱野Ｉ、萱野Ｈ、萱野Ｊ、萱野Ｋ、萱野Ｅ、萱野Ｂ、円通寺北、萱野Ａ、舟津、上舟津橋西
Ａ、上舟津橋西Ｃ、上舟津橋西Ｂ、霞町Ｂ、下多根、多根小学校東、森脇、多根小学校南、多根小学校西、霞町Ａ、
志食Ａ、志食橋東Ａ、志食Ｂ、志食橋西、長迫Ｄ、長迫Ｃ、長迫Ａ、長迫Ｂ、円通寺西、円通寺、中多根Ｂ、中多根
Ｅ、中多根改善センター南、中多根Ｊ、中多根Ｉ、中多根Ｆ、中多根Ｇ、中多根Ｈ、中多根Ｃ、中多根Ｄ、中多根
Ａ、上多根下Ｃ、上多根下Ｅ、上多根下Ｇ、上多根下Ｆ、上多根下Ｄ、滝尻橋西、上多根下Ａ、上多根下Ｂ、上多根
上Ａ、上多根上Ｄ、上多根上Ｅ、上多根上Ｃ、上多根上Ｂ、多根神社西Ｂ、多根神社西Ａ、保関谷Ｂ、保関谷Ｄ、保
関谷Ｆ、保関谷Ｅ、保関谷Ｃ、保関谷Ａ、松笠中組Ａ、松笠、松笠中組Ｂ、松笠中組Ｃ、松笠中組Ｄ、天神橋北Ａ、
松笠下組Ｂ、天神橋東、天神橋西、松笠下組Ａ、北迫Ａ、北迫Ｅ、北迫Ｄ、北迫Ｃ、北迫Ｂ、滝谷Ａ、生活改善セン
ター北Ａ、滝谷Ｂ、滝谷Ｅ、滝谷Ｄ、滝谷Ｈ、滝谷Ｉ、滝谷Ｇ、滝谷Ｆ、高領橋西Ｂ、高領橋西Ａ、滝谷Ｃ、生活改
善センター北Ｂ、矢谷Ａ、矢谷Ｂ、矢谷Ｆ、矢谷Ｅ、矢谷Ｃ、矢谷Ｄ、明泉寺西、大谷Ｅ、大谷Ｄ、大谷Ｃ、大谷
Ｂ、大谷Ａ、菅原Ａ、菅原Ｂ、菅原Ｃ、菅原Ｄ、菅原集会所南、菅原Ｅ、菅原Ｆ、菅原Ｇ、柄栗Ａ、柄栗Ｂ、福田
Ｂ、福田Ｃ、福原大橋西、福田Ｄ、朝原Ｅ、朝原Ｄ、朝原Ｃ、好善寺東、朝原Ａ、朝原Ｂ、福原大橋南、焼却場西、
上刀根Ａ、上刀根Ｅ、恩谷会館東Ａ、恩谷会館東Ｂ、恩谷会館西、上刀根Ｄ、下刀根集会所東Ｂ、上刀根Ｂ、上刀根
Ｃ、下刀根集会所西Ｂ、上刀根Ｆ、下刀根集会所東Ｃ、下刀根集会所北、下刀根集会所西Ａ、下刀根Ａ、下刀根集会
所東Ａ、下刀根Ｂ、下刀根集会所南、波多宮内Ａ、波多宮内Ｂ、波多神社西、波多神社南、波多宮内Ｃ、波多小学校
南、波多、波多Ａ、波多Ｂ、郷Ａ、本覚寺東、波多駐在所北、郷Ｄ、郷Ｃ、郷Ｂ、小原Ａ、小原Ｂ、小原Ｃ、小原
Ｄ、小原Ｅ、田上Ａ、田上橋南、田上Ｅ、田上Ｄ、田上Ｃ、田上Ｂ、成Ａ、成Ｂ、成Ｄ、成Ｅ、成Ｃ、田上Ｆ、田上
Ｇ、朝原Ｆ、穴見Ａ、穴見Ｂ、右谷Ｃ、穴見Ｊ、右谷Ｄ、穴見Ｉ、穴見Ｇ、穴見Ｈ、穴見Ｆ、右谷Ｂ、右谷Ａ、穴見
Ｃ、落合橋北、落合橋西Ｂ、落合橋西Ａ、穴見Ｅ、穴見Ｄ、出来山Ａ、上出来山橋西、出来山Ｂ、出来山Ｃ、出来山
Ｄ、出来山Ｅ、八重滝Ａ、八重滝Ｂ、八重滝神社南、竹之尾Ａ、竹之尾橋東、竹之尾公会堂東、竹之尾Ｂ、三日谷橋
西、宮崎Ａ、本谷Ａ、本谷Ｂ、本谷Ｃ、宮崎、入間Ａ、本谷Ｉ、本谷Ｊ、本谷Ｇ、本谷Ｈ、本谷Ｆ、入間小学校南、
本谷Ｅ、本谷Ｄ、寺谷下Ａ、寺谷下Ｂ、入間Ｂ、寺谷下Ｇ、寺谷下Ｆ、寺谷下Ｅ、寺谷下Ｄ、寺谷下Ｃ、寺谷上Ａ、
寺谷生活改善センター西Ｃ、寺谷生活改善センター西Ａ、寺谷生活改善センター西Ｂ、寺谷上Ｂ、寺谷上Ｃ、寺谷上
Ｄ、寺谷上Ｅ、寺谷上Ｆ
土石流
反部川Ａ、反部川Ｂ、反部川Ｃ、反部川Ｄ、山尾川、井手の上奥、家の谷、新庄Ａ、新庄Ｂ、反部川Ｅ、久吾田
Ａ、久吾田Ｂ、又下、平垣内、反部川Ｆ、反部川Ｇ、反部川Ｈ、紙屋谷Ａ、紙屋谷Ｂ、中城子Ａ、中城子Ｂ、古城谷
奥、古城谷、二又Ａ、二又Ｂ、入道谷Ａ、叶廻Ａ、叶廻Ｂ、叶廻Ｃ、陶山川Ａ、陶山川Ｂ、陶山川Ｃ、石塚Ａ、石塚
Ｂ、安徳Ａ、安徳Ｂ、宮ノ下奥、山ノ神下、段の奥、清田川、西利太前谷、金成川、大西奥、加藤、宮ノ脇下、家ノ
奥、家ノ奥の上、堤廻、新屋奥、井出口、森ノ前、瑞穂、高石Ａ、高石Ｂ、松尾、大畑川、寺廻Ａ、寺廻Ｂ、寺廻
Ｃ、草尾Ａ、草尾Ｂ、深サＡ、深サＢ、城越、山田長畑、堂廻Ｂ、松ヶ廻、廻Ｂ、雀、郷原、芦谷、麦谷、平ノ廻、
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ソバ谷Ａ、ソバ谷Ｂ、越木谷、六郎谷、稲刈廻、稲刈廻下Ａ、稲刈廻下Ｂ、下別所、菖蒲谷、畑谷、薦沢谷Ａ、薦沢
谷Ｂ、中遠所、下組、九量、岩根、室地、堂々掘北、西谷２Ａ、西谷２Ｂ、幡屋川Ａ、カリヤヶ廻、大ケ原、幡屋川
Ｂ、畑谷Ａ、森脇、奥峯、佐世川Ａ、佐世川Ｂ、猿石谷、郷谷Ａ、郷谷Ｂ、東谷川、横手谷川Ａ、横手谷川Ｂ、蓮花
寺川、宮内Ａ、宮内Ｂ、才ノ木、便坂、石畑、米原奥、火ノ谷川下、火ノ谷川、石原川、清久上、川上川、吉床川
Ａ、吉床川Ｂ、吉床川Ｃ、千代原奥、川井金谷、本金谷、金谷中、金谷下Ａ、金谷下Ｂ、大内谷、空輪、清久下Ａ、
清久下Ｂ、清久下Ｃ、船頭垣、折坂奥、清久下Ｄ、神畑、中畑、大畑谷川、高瀬奥、小谷、川西Ａ、川西Ｂ、塔之奥
下、塔之奥、小僧谷下、小僧谷、小僧谷奥、才かし川、国魂、蔵屋谷、叶谷、中原奥、糸谷Ａ、糸谷川、糸谷Ｂ、糸
谷Ｃ、下前、明員谷、後原、諏訪原下、諏訪原、三沢、牛ヶ谷川Ａ、牛ヶ谷川Ｂ、鎌倉谷、竜権地、大廻、新馬場、
和田、和田２、大井Ａ、加々場、大井Ｂ、鈩谷川、羅保谷、羅保谷上１、羅保谷上２、羅保谷上３、大井Ｃ、大井
Ｄ、南大谷、大井Ｅ、大井Ｆ、平奥下、平奥中、平奥、日向、石原川２、石原川１、春石川Ａ、春石川Ｂ、春石川
Ｃ、太聖Ａ、太聖Ｂ、太聖Ｃ、井之奥川Ａ、井之奥川Ｂ、長谷川、鍛治屋奥川、西平木挽谷川、西平木挽谷、木挽南
平、村上川１、村上川２、化生谷、カシ木原谷、上組Ａ、上組Ｂ、段原、中組Ａ、中組Ｂ、八幡、新田、殿之奥上、
殿之奥、仲之奥、寺谷、叶原、永谷奥、岩ヶ谷川、大井Ｇ、大井Ｈ、春石川、長谷川Ｆ、木挽南平Ａ、木挽南平Ｂ、
掛地下、掛地中、掛地、西之奥、飛石、池之谷Ａ、池之谷Ｂ、オキノ下、オカノ奥、温泉、中屋Ａ、中屋Ｂ、山尾、
隠居之向、寺床、長畑、福谷川、柿之木谷、高岩、中屋Ｃ、小ゾリ、中屋Ｄ、中屋Ｅ、中屋Ｆ、滝の谷、ふけの上、
かじや元、かくまかり、金クソ、牧谷奥Ａ、牧谷奥Ｂ、樋之谷、松尾谷、八幡平、西地、七夕、上小丸、北村Ａ、井
戸ヶ廻、北村Ｂ、北村Ｃ、大畑、北村Ｄ、枡ヶ谷、北村下小谷、西奥、寺奥、向福間奥Ａ、向福間奥Ｂ、庄原奥、須
賀Ａ、飛出谷、金渕奥、門之上、門之上下、和野Ａ、和野Ｂ、和野Ｃ、須賀Ｂ、須賀Ｃ、須賀Ｄ、薦沢Ａ、沢池川
Ａ、沢、沢池川Ｂ、薦沢Ｂ、薦沢Ｃ、薦沢Ｄ、塩野奥、塩野Ａ、塩野Ｂ、村上川Ａ、村上川Ｂ、引坂川Ａ、引坂川
Ｂ、引坂川Ｃ、薦沢Ｅ、梅木田、糸原川、糸原下、八所Ａ、八所奥、鉄穴地、八所Ｂ、八所Ｃ、八所Ｄ、八所Ｅ、八
所Ｆ、狩場谷Ａ、狩場谷Ｂ、中之谷、明ヶソ根、上米田奥、たる蔵奥川、飛出谷川、南村Ａ、南村Ｂ、南村Ｃ、松ヶ
谷、松ヶ谷上、森谷川Ａ、森谷川Ｂ、森谷川Ｃ、大下奥、南村Ｄ、小河内Ｔ、小河内Ａ、小河内Ｂ、引那岐川Ａ、小
河内川、小河内Ｃ、小河内Ｒ、小河内Ｄ、小河内Ｅ、小河内Ｆ、小河内Ｓ、小田上奥、才之峠川、小河内Ｇ、小河内
Ｈ、小河内Ｉ、古屋、古屋川、小河内Ｊ、引那岐川Ｂ、引那岐川Ｃ、小河内Ｋ、小河内Ｌ、小河内Ｍ、大谷上り廻、
小河内Ｎ、小河内Ｏ、小河内Ｐ、小河内Ｑ、栗谷、原屋敷、木地谷川、新梨子、添谷、下滝谷、奥山川、桐之木廻、
小滝谷、森木Ａ、森木Ｂ、小谷奥、森木Ｃ、森木Ｄ、戸井ヶ谷、今屋敷、奥山Ａ、竹岫、奥山Ｂ、奥山Ｃ、奥山Ｄ、
奥山南川、下前奥Ａ、下前奥Ｂ、奥山Ｅ、坂口、中之谷Ａ、中之谷Ｂ、中之谷Ｃ、奥山Ｆ、木村、刈畑Ａ、刈畑Ｂ、
刈畑Ｃ、南村Ｅ、南村Ｆ、鹿子尾、南村Ｇ、仲上空、日原上、日原、伊勢奥、中屋Ｇ、下半瀬、須谷Ａ、須谷Ｂ、須
谷Ｃ、須谷Ｄ、門上、森奥、後ヶ谷、室谷Ａ、室谷Ｂ、室谷Ｃ、妻之木、室谷Ｄ、家之奥、室谷Ｅ、室谷家奥、室谷
Ｆ、ナメラ谷、湯ヶ谷Ａ、湯ヶ谷Ｂ、峠谷、桂川、上中奥、引那岐川Ｄ、添谷Ｂ、添谷Ｃ、添谷Ｄ、森木Ｅ、森木
Ｆ、森木Ｇ、室谷Ｇ、室谷Ｈ、御崎谷Ａ、大平、御崎谷Ｂ、平ヶ市、戸底谷川、戸底、笹ヶ谷川、笹谷川、笹谷川
下、姉ヶ谷、有通屋、山之神、上城ヶ廻、箱淵Ａ、箱淵Ｃ、塩田坂口下、塩田坂口、井手之谷、黒川、塩田Ａ、塩田
Ｂ、大仁川、塩田下小谷、久村谷、藤原川Ａ、藤原川Ｂ、木戸谷、塩田Ｃ、熊野川、熊野川上、ヶ市下、ヶ市、ヶ市
上、エノツヤ谷北、塩田Ｄ、平家之奥、塩田Ｅ、塩田Ｆ、カナヤゴ谷奥、ツヅラ谷上３、ツヅラ谷上２、ツヅラ谷上
１、ツヅラ谷、エノツヤ谷、塩田Ｇ、塩田Ｈ、塩田Ｉ、塩田Ｊ、鍛冶屋奥谷Ａ、鍛冶屋奥谷Ｂ、鍛冶屋奥谷Ｃ、鍛冶
屋奥谷川、鍛冶屋奥谷Ｄ、小廻谷Ａ、小廻谷Ｂ、景山、井手谷、箱淵Ｂ、上シ家の奥、金谷、塩田Ｋ、塩田Ｍ、東谷
北、岩向川、東谷滝谷川右支渓、九才谷川、高畦川左支渓、新宮西沢、榎廻川、向山川、ひえざこ川、荒景、砂子原
上面廻、井戸ノ奥川、穴釜谷川、峠川、小廻川、堂廻川、長廻川、釜石川、隠紺屋川、高麻谷川、立原宮ノ谷川、立
原鈩谷川、会下、南加茂東、宇治上、桂子廻川、岡、下神原、大廻川、玉ノ尾谷川、寺谷川右支渓Ａ、寺谷川、大竹
熱田沢Ａ、大竹熱田沢Ｂ、寺谷川左支渓、たたら谷川、杉ノ谷Ａ、杉ノ谷Ｂ、王袋谷川、宮谷川、宮田川、大竹下、
賀々谷川、延野、定本川Ａ、定本川Ｂ、林の奥川、幡ヶ谷川、滝谷川、ウネジ谷川、池の谷川、今用地川、苦竹川、
西奥谷川、土井の奥谷川、岩倉丸谷川、畑Ａ、畑Ｂ、桑の木田川、畑Ｃ、釜石川Ａ、釜石川Ｂ、桂子廻川Ａ、今用地
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川Ａ、今用地川Ｂ、岩向川Ｂ、岩倉丸谷川Ａ、滝谷川Ａ、丸谷川Ｂ、湯後谷川Ｂ、畑Ｄ、菟原川、提谷、妙見谷Ａ、
妙見谷Ｂ、城の谷Ａ、城の谷Ｂ、城の谷Ｃ、北側、城山谷Ａ、城山谷Ｂ、杉谷川、責鞍谷川、案内谷、谷上、澄水、
東光寺、殊善谷川、谷下、八日市、澄水谷、大坂谷、奥澄水川、堤谷川、澄水川、傘屋奥、田尻、小池谷、新市Ａ、
新市滝尻川、新市中奥尻、新市、正理川、バカ谷、蛇法垣地、古尾根谷、深谷川、嬉シキ谷Ａ、嬉シキ谷Ｂ、穴地蔵
Ａ、穴地蔵Ｂ、猿目谷、下熊谷長畑、下熊谷Ａ、梅ノ木廻、森山廻、下熊谷段原、勝田井谷、本谷中、堂の廻、庄
屋、籾田、中谷下Ａ、中谷下Ｂ、古屋敷、中谷上Ａ、中谷上Ｂ、城角、日の出上、加満寿谷、坂根奥、古殿、奥ケ
谷、寺領小谷、真金谷Ａ、真金谷Ｂ、真金谷Ｃ、真金谷Ｄ、草谷Ａ、草谷Ｂ、寺領Ａ、寺領Ｂ、大原谷、日焼Ａ、日
焼Ｂ、川上上、寺領才の峠Ａ、寺領才の峠Ｂ、川上Ａ、川上Ｂ、荒田川、荒田谷、真野川、深坪谷、坂水下Ａ、坂水
下Ｂ、壱貫田奥Ａ、塩田原奥、小川上Ａ、小川上Ｂ、入道廻、釜が谷川、天満坂、坂平、坂本口谷、合ノ峠、東日登
叶谷、安川、東日登Ａ、万場谷川、東日登Ｂ、越峠上、越峠中Ａ、越峠中Ｂ、越峠下、東日登Ｃ、大岩谷尻川、持田
奥谷、金輪山、壱貫田奥Ｂ、坂水上Ａ、坂水上Ｂ、生谷上谷、下吉井、鎌迫、芝原、毛利谷Ａ、毛利谷Ｂ、能間谷、
能間奥、仁井屋奥、段畑、案内、案内中沢、常の廻、大案内、道の上、道の下、西案内、水谷川、久の元尻川、久の
元川、勝負廻奥、印瀬谷、瀬の谷、大の谷川Ａ、大の谷川Ｂ、金屋子前、西日登大内谷、福竹奥、火野谷川、西日登
上槻、下野奥、今谷上Ｂ、今谷上Ａ、今谷下、猿渡Ａ、宮の前上、宮の前下、垣根奥上、垣根奥下、後谷川、堀頭
Ａ、堀頭Ｂ、大島、滝尻川、滝尻川Ａ、土井谷、上熊谷大平、正理南沢、上正理川、上熊谷Ａ、吉井川、吉井川Ａ、
西日登久の元川、湯村上槻、杉ヶ平、湯村寺奥、一ツ久保、柿廻Ａ、柿廻Ｂ、下槻、法印谷、新林、尾原、大原、門
谷、中林、平田Ａ、線右工門釜、家ノ上、迫、小川南平、野谷Ａ、野谷Ｂ、立ヶ迫、畑ヶ迫、二保谷上、三保谷、二
保谷川、小木迫谷、山方、小木迫谷Ａ、小木迫谷Ｂ、小佐谷、濱子谷、宇根平、湯村鈩谷、かじらが谷、下がり谷
Ａ、下がり谷Ｂ、飛高川、前側、本谷川、湯村本郷、萬歳、岩谷、猿渡Ｂ、小欠、猿渡Ｃ、三谷川、三谷川Ａ、三谷
川Ｂ、三谷川Ｃ、三谷川Ｄ、九才谷、妙法寺谷、井の谷、椎ノ木谷川、天神谷川Ａ、天神谷川Ｂ、天神川Ａ、天神川
Ｂ、長廻尻谷、宮垣谷、三刀屋町滝谷Ａ、滝谷Ｂ、蛇谷、五反田、成畑Ａ、成畑Ｂ、畑杭１、畑杭２、樫ノ木Ａ、樫
ノ木Ｂ、坂山１、宮谷奥、赤地谷、伊萱下谷Ａ、伊萱下谷Ｂ、下谷川Ａ、下谷川Ｂ、下谷川Ｃ、下谷川Ｄ、伊萱下谷
Ｃ、寺谷川ニ、寺谷川一Ａ、寺谷川一Ｂ、伊萱寺谷Ａ、中の谷川、伊萱寺谷Ｂ、三刀屋町伊萱中屋谷、伊萱上Ａ、伊
萱上二、伊萱上五、三田原川Ａ、三田原川Ｂ、伊萱上三、伊萱上六、伊萱上一、若宮Ａ、小原谷川、小原一、蛇谷
川、若宮Ｂ、大坊谷川、尻無川、修理免谷川、猪の谷川、山屋谷、才道谷Ａ、場ヶ谷、宮谷、宮谷一、宮下川、古城
後谷Ａ、後谷三、古城後谷Ｃ、古城後谷Ｄ、後谷一、大門町Ａ、大門町一Ａ、大門町一Ｂ、大門Ａ、大門Ｂ、城山
一、前谷Ａ、中垣谷、椿谷、大谷七、尾崎上、大谷六、大谷五、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、大谷Ａ、石曲谷Ａ、石曲谷Ｂ、大谷三Ａ、大谷三Ｂ、大谷二、大谷一、屋内上Ｂ、屋内
東、後谷上Ａ、後谷上Ｂ、後谷二、大谷八、桃木谷、三刀屋町粟谷戸井ヶ谷、三崎谷、粟谷郷Ａ、粟谷郷一Ａ、粟谷
郷一Ｂ、下口Ａ、下口Ｂ、上ノ段Ａ、下ノ谷、岩広谷、上ノ段五、石迫川Ａ、石迫川Ｂ、石迫川Ｃ、石迫川Ｄ、市場
Ａ、廻田頭、石迫川Ｅ、石迫川Ｆ、垰谷Ａ、垰谷Ｂ、上ノ段二Ａ、上ノ段二Ｂ、上ノ段三、上ノ段四、垰谷一Ａ、垰
谷一Ｂ、市場Ｃ、上口四、市場Ｂ、殿ノ奥谷、上口Ａ、上口一、上口二、上口三、福谷五、福谷四、福谷二・福谷
三、上口Ｂ、飯石森谷Ａ、飯石森谷Ｂ、福谷六、福谷七、上口Ｃ、森谷一、森谷二、樋ノ谷Ａ、樋ノ谷Ｂ、樋ノ谷
Ｃ、明石三、明石Ａ、明石二、明石一、下口一Ａ、下口一Ｂ、粟谷郷二、粟谷谷二、粟谷郷Ｃ、粟谷谷一、浜奥川、
大柳川、大柳一、里坊Ｂ、御崎谷川、井儀三、禅定Ａ、禅定Ｂ、禅定二、禅定三、禅定四、井戸谷、戸地崎、上殿河
内二、上殿河内一Ａ、上殿河内一Ｂ、成木・下津原、御城山二、御城山一Ａ、御城山一Ｂ、一篇水谷、明石四、宮内
一、下宮内、浜Ａ、井儀Ａ、宮内二、井儀一、禅定一、山崎峠、浜、灰谷二Ａ、灰谷二Ｂ、粟原、粟原Ａ、粟原Ｂ、
粟原Ｃ、粟原Ｄ、灰谷一Ａ、灰谷一Ｂ、禅定Ｃ、郷、迫奥谷、金井谷川、加食田郷、下乙多田Ａ、下乙多田Ｂ、下乙
多田、桧杉谷Ａ、檜杉谷一、桧杉谷四、坂本郷一、坂本郷二、坂本郷Ｂ、上乙多田Ａ、上乙多田Ｂ、上乙多田Ｃ、小
谷川、三刀屋町乙加宮本谷川、上乙多田Ｄ、上乙多田Ｅ、上乙多田二、鳥目峠、鳥目槇原Ａ、堂ノ奥谷、舟谷、鳥目
槇原Ｂ、深谷二、深谷下Ｂ、深谷三・深谷四、深谷下Ｃ、赤目谷一、赤目谷二、深谷上Ｃ、深谷上Ｄ、赤目谷四Ａ、
赤目谷四Ｂ、赤目谷四Ｃ、赤目谷四Ｄ、深谷上Ｅ、赤目谷三、後根波、東下谷１、東下谷２、福谷一、北畑川、紙屋
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Ａ、紙屋Ｂ、六重下Ａ、六重下、六重下Ｃ、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、神代一、神代五、神代Ａ、神代六、神代Ｂ、神代Ｃ、神代Ｄ、六重上Ａ、六重上Ｃ、粟谷四Ａ、粟谷
四Ｂ、粟谷五、粟谷六、六重下Ｅ、六重上Ｄ、六重中Ｂ、六重上一Ａ、六重上一Ｂ、六重上二、六重中二Ａ、堂々
Ａ、堂々一Ａ、堂々一Ｂ、堂々三、宮畑川、宮畑、西下谷二、西下谷三、宮畑Ａ、沢田、川手鈩谷、下寸丸、寸丸、
川手川平、三谷瀬、三谷南谷、落合、案田原下Ｂ、案田原下Ａ、入江谷、深野大上、山根奥谷、大ノ尾、深野迫谷
Ａ、深野迫谷Ｂ、迫奥川、立平、梅の木谷、野武士奥、ワラビ迫、上山Ａ、金井子原、小川内沢、水頭、上山本谷、
上山Ｂ、大工屋谷、マド峠谷、曽木坂根谷、宮ヶ谷、垣ノ木谷、明山、前平田、チラリ垣内、三谷瀬Ａ、上山Ｅ、湯
村西沢、淵平谷、マブ谷、中ノ垣内、宮ヶ谷Ａ、垣ノ木谷Ａ、宮ヶ谷Ｂ、宮ヶ谷Ｃ、大工屋谷Ａ、大工屋谷Ｂ、宮ヶ
谷Ｄ、大宝沢、卯日谷、矢之谷、上金糞谷、菅谷Ａ、菅谷谷、菅谷谷上、南原後谷Ａ、南原後谷Ｂ、東原谷、向谷
奥、雨谷奥谷Ａ、雨谷奥谷Ｂ、雨谷奥谷Ｃ、菅谷Ｂ、寺奥谷、上町ナメラ谷、栃山川、上り奥谷、矢谷川Ａ、矢谷川
Ｂ、梅木Ａ、下の谷、中屋谷、梅木中谷、梅木新谷、松原、川向Ａ、川向Ｂ、ひしや、西井原谷、梨の木原谷、奥の
谷、梅木Ｂ、林谷、紺屋谷、杉戸Ａ、中子屋谷、杉戸Ｂ、杉戸Ｃ、迫奥、牛谷、山の田奥、杉戸Ｄ、杉戸Ｅ、杉戸
Ｆ、杉戸鈩谷Ａ、杉戸鈩谷Ｂ、杉戸Ｇ、下谷、笹屋谷、森田屋谷、大林谷、大吉田Ａ、殿垣内谷Ａ、殿垣内谷Ｂ、吉
田景山沢、山田屋谷、新屋敷谷、清田谷Ａ、清田谷Ｂ、清水谷、千箭谷、千箭川Ａ、千箭川Ｂ、大吉田Ｂ、大吉田
Ｃ、芦原Ａ、芦原Ｂ、芦原Ｃ、下町、二反田谷、奥志谷、志谷、栃山下谷、引地原下谷、名古田谷、向名古田谷、古
屋敷後谷、才の木谷、名古田東沢、吉ヶ原谷、坂の向谷、菅谷木村、田之原谷Ａ、田之原谷Ｂ、菅谷福田屋Ｂ、菅谷
福田屋Ａ、新田後谷Ａ、新田後谷Ｂ、上大畑谷Ａ、上大畑谷Ｂ、上大畑谷Ｃ、梅木Ｆ、中子屋谷Ｃ、栃山下谷Ａ、谷
川、上り奥谷Ａ、上り奥谷Ｂ、梅木中谷Ａ、大吉田Ｄ、吉田景山沢Ａ、オコナデ川、鉄尾沢、中子屋谷Ａ、梅ノ木原
谷、中子屋谷Ｂ、芦谷川二、長鳥東谷、ケヤキ谷、長鳥東谷Ａ、千箭谷Ｃ、中子屋谷Ｄ、風ヶ峠谷、民谷Ａ、民谷藤
原沢、民谷Ｂ、小田原谷、民谷Ｃ、宇山屋敷谷、中ノ原谷、寅屋下谷、寅屋上谷、中原谷、原田谷、下室谷、吉由屋
谷、万所谷、宇山Ａ、宇山Ｂ、宇山Ｃ、佐エ門屋敷、藤谷Ａ、藤谷Ｂ、八重滝谷、民谷Ｄ、民谷Ｅ、民谷Ｆ、下室谷
Ａ、大谷川上、国大原谷、大谷川、梅ヶ峠四、梅ヶ峠五、室谷、下室谷Ｃ、下室谷Ｄ、国大原奥、民谷Ｇ、丸山川、
諷ヶ峠谷三、諷ヶ峠谷四、民谷Ｈ、諷ヶ峠谷五、民谷Ｉ、土居ノ表、中ノ屋、奧明Ｂ、奧明Ａ、かんがら谷、十日
市、大志戸、大志戸川左支渓、下佐中川、上佐中川、沢屋谷Ａ、沢屋谷Ｂ、穴見谷、平岩、石金屋谷、平岩Ａ、大向
Ｂ、掛合大畑谷川、大向Ｄ、大向Ｃ、掛合大畑、掛合川上、大奧峠、井原谷、釜ヶ谷Ａ、釜ヶ谷Ｂ、井原谷川、鍛冶
屋原、下鍛冶屋、竹ノ内、掛合長畑、石飛屋、金井原川、角宗川、角宗奥谷、西側Ｂ、西側Ａ、緑ヶ丘、上郡、乳母
谷川、郡、坂中谷Ａ、坂中谷Ｂ、掛合松尾、松廻谷、萱野深谷川右支渓、萱野川左支渓Ｂ、野竹谷、西谷川、家の奧
谷川、長迫川、寒梅谷、長迫Ａ、多根向田、下仏田、霞村谷、中多根Ｂ、芳樹庵、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、上多根、猪の奧谷川、西川左支渓、西川、西川右支渓、坂根川、坂根川左支渓
Ａ、坂根川左支渓Ｂ、舟津、舟津Ａ、萱野川右支渓、萱野川左支渓Ａ、保関谷川右支渓、保関谷川、保関谷川左支
渓、海津和谷、上田屋、岡田屋、鍛冶屋谷川、福田屋、中神、上ノ原、隠居、中原、滝谷川左支渓、長見原、滝谷
Ａ、朝野屋、笹屋、本谷、上大谷Ｂ、上大谷Ａ、中田、中谷川右支渓、中谷川、中谷川左支渓、柄栗川Ｂ、柄栗川
Ａ、神田原Ａ、葉月、屋敷谷、中屋敷、土屋Ａ、土屋Ｂ、新町、桧屋、城の谷川、浄円寺谷川、永田谷川、下大神
原、朝原Ｄ、朝原Ｃ、朝原Ｂ、上大神原、上大神原谷、堂原、洗町、朝原Ａ、南屋、中、下横屋、桧谷川、下刀根
Ｂ、下刀根Ａ、鈩迫、栄原Ｂ、栄原Ａ、堀越、前田屋Ｂ、大上谷Ｂ、大上谷Ａ、大上谷Ｃ、山口、上刀根Ｅ、福島
屋、下大山、上刀根下Ｂ、桜谷、上刀根Ｆ、波多迫、迫谷、下刀根Ｃ、政所、下刀根Ｄ、下刀根Ｅ、田上下Ｄ、田上
下Ｂ、田上下Ａ、田上川右支渓Ｂ、田上川右支渓Ａ、中富屋、下刀根Ｆ、下刀根Ｇ、三反田、掛合町宮内Ａ、掛合町
宮内Ｂ、小原Ａ、田上Ｄ、田上Ｃ、小原奥谷Ｂ、小原奥谷Ａ、田上Ｂ、田上Ａ、成左谷Ｂ、成左谷Ａ、ふれあい、成
Ａ、成、小原、広屋、郷Ｂ、本覚寺Ｂ、本覚寺Ａ、仁井屋、見晴屋、仁井屋谷、原川、迫田、下村、右谷Ｅ、大矢神
Ｂ、大矢神Ａ、小田屋、栗屋谷、出来山Ｄ、大滝、梅出屋、下梅ノ木、出来山川左支渓、中屋敷Ｃ、中屋敷Ｂ、中屋
敷Ａ、春日、潮屋谷Ａ、潮屋谷Ｂ、本谷Ａ、以後畑、入間尾原、宮崎、神田屋、荒敷谷川左支渓Ａ、荒敷谷川左支渓
Ｂ、高平、井寺谷川Ｂ、井寺谷川Ａ、坂根谷、入間和田Ａ、多賀社、影山、入間寺谷川、藤野屋、入間和田Ｂ、朝山
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Ａ、桑の木迫谷、田中、竹之尾川右支渓、竹之尾川、金丸、富士田、出来山川右支渓Ｂ、出来山川右支渓Ａ、中村、
右谷Ｂ、穴見中屋、右谷、右谷Ａ、御崎原、左谷、下檜谷
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579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９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特別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。
令和３年９月14日
島根県知事
１

丸

山

達 也

土砂災害特別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特別警戒区域の名称
急傾斜地の崩壊
田中上１Ａ、田中上２Ａ、新庄東７、新庄東４、新庄東３、新庄東１、新庄東２、新庄西Ａ、新庄西Ｂ、田中上、
田中上１Ｂ、田中上２Ｂ、田中下Ａ、万福寺西、田中下Ｂ、織部Ａ、織部Ｂ、古城Ａ、古城Ｂ、越戸Ａ、西大橋北、
越戸３、越戸Ｂ、古城Ｃ、加多神社北１、織部Ｃ、岩根神社東、田中下Ｃ、田中下Ｄ、新庄南Ａ、東橋南２Ａ、東橋
南１、東橋南４、新庄南Ｂ、武内神社東１、武内神社東２、清田３、神谷橋東４、清田Ａ、清田Ｂ、西利太神社北
１、かのと橋東、清田Ｃ、清田Ｄ、金成下Ａ、金成上Ａ、金成上Ｂ、金成上Ｃ、金成上Ｄ、大月神社西、金成下Ｂ、
光、東町、金成橋西Ａ、金成橋西Ｂ、稗廻、南本町、越戸Ｃ、畑Ａ、畑Ｂ、畑Ｃ、川内神社西、畑Ｄ、畑Ｅ、山地神
社西、芦谷Ａ、畑鵯、瑞穂神社西、松尾公民館北２、高峰Ｂ、高峰Ｃ、馬場Ａ、馬場Ｂ、城之越Ａ、城之越Ｂ、城之
越Ｃ、城之越Ｄ、荒井町公民館南１、春殖神社南４、春殖神社南３、山王Ａ、山王Ｂ、大東下分、馬田寺、駅前Ａ、
駅前Ｂ、泉谷Ａ、泉谷Ｂ、泉谷Ｃ、素鵞神社南、泉谷Ｄ、柿坂Ａ、柿坂Ｂ、柿坂Ｃ、養賀上組Ａ、養賀上組Ｂ、養賀
上組Ｃ、養賀上組Ｄ、宮ノ下、養賀、養賀下組Ａ、越前Ａ、越前Ｂ、越前Ｃ、春殖神社南２、春殖神社南１、針江
Ａ、針江Ｂ、荒井町Ａ、荒井町公民館北、荒井町Ｂ、荒井町Ｃ、尺井渡橋北、玉泉寺西、馬場Ｃ、松尾公民館西、松
尾公民館北１、松尾Ａ、松尾Ｂ、下鵯Ａ、下鵯Ｂ、下鵯Ｃ、奥遠所公民館南、芦谷Ｂ、芦谷Ｃ、鵯Ａ、鵯Ｂ、畑鵯神
社東、鵯Ｃ、養賀下組Ｂ、奥遠所Ａ、奥遠所Ｂ、奥遠所Ｃ、奥遠所Ｄ、奥遠所公民館西２、奥遠所公民館西１、奥遠
所Ｅ、中遠所Ａ、艮神社北、艮神社南１、中遠所Ｂ、遠所２、高木橋南、下遠所Ａ、一乗寺南３、遠所１、伊佐山神
社北、下遠所Ｂ、八幡宮西、仁和寺上組Ａ、尾崎公民館北１、尾崎公民館北２、尾崎、仁和寺２、西廻Ａ、西廻会館
南１、西廻会館西３、西廻Ｂ、西廻会館西１、西廻２、西廻Ｃ、仁和寺１、西廻Ｄ、西廻Ｅ、西廻会館北、九量公民
館北、九量、中岩根１、本岩根、上仁和寺、仁和寺上組Ｂ、仁和寺上組Ｃ、幡屋下組Ａ、幡屋下組Ｂ、花塚橋西２、
石井谷４、石井谷１、幡屋、石井谷、花塚橋西３、中組公民館西２、花塚橋北、幡屋下組Ｃ、花塚橋東、宮ノ谷Ａ、
宮之谷公民館北、宮ノ谷Ｂ、宮ノ谷Ｃ、中組、中組会館北２、宮内谷、宮内谷公民館西、西谷Ａ、中組会館北１、西
谷Ｂ、西谷公民館南２、西谷公民館北３、西谷公民館南１、西谷公民館北１、下遠所Ｃ、宮ノ谷Ｄ、石井谷Ａ、下遠
所Ｄ、宮内谷Ａ、宮内谷Ｂ、宮内谷Ｃ、宮内谷Ｄ、宮内谷Ｅ、宮内谷Ｆ、原口Ｂ、原口Ｃ、原口Ｄ、中筋Ａ、中筋
Ｂ、中筋Ｃ、中筋Ｄ、狩山、狩山八幡宮西、潤谷Ａ、潤谷Ｃ、潤谷Ｄ、杉谷Ａ、潤谷Ｅ、杉谷Ｂ、神代Ａ、神代Ｂ、
神代Ｃ、川筋Ａ、後谷Ａ、後谷Ｂ、後谷Ｃ、後谷Ｄ、後谷Ｅ、後谷Ｆ、後谷Ｇ、後谷Ｈ、川筋Ｂ、川筋公民館西、川
筋Ｃ、川筋Ｄ、師弟Ａ、師弟Ｂ、師弟Ｃ、師弟Ｄ、師弟Ｅ、師弟Ｆ、若木Ａ、若木Ｂ、若木Ｃ、若木Ｄ、若木本郷、
本郷Ｂ、峰Ａ、陰地Ａ、陰地Ｂ、日南Ａ、日南Ｂ、峰Ｂ、日南Ｃ、峰Ｃ、日南Ｄ、陰地Ｃ、表佐世Ａ、表佐世Ｂ、表
佐世Ｃ、表佐世Ｄ、宮上Ａ、城山Ａ、城山Ｂ、表佐世Ｆ、表佐世Ｇ、宮上Ｂ、宮上Ｃ、宮上Ｄ、宮下Ａ、宮上Ｅ、宮
上Ｆ、宮上Ｇ、宮下Ｂ、半戸Ａ、半戸Ｂ、半戸Ｃ、半戸Ｄ、半戸Ｅ、半戸Ｆ、半戸Ｇ、免別Ａ、免別Ｂ、免別Ｃ、免
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別Ｄ、免別Ｅ、免別Ｆ、免別Ｇ、免別Ｈ、中筋Ｅ、原口Ｅ、原口Ｆ、芹谷Ａ、芹谷Ｂ、芹谷Ｃ、芹谷Ｄ、芹谷Ｅ、芹
谷Ｆ、城山Ｃ、来西寺橋西２、三峠Ａ、三峠Ｂ、掛屋Ａ、掛屋Ｂ、横手谷Ａ、横手谷Ｂ、横手谷Ｃ、横手谷Ｄ、横手
谷Ｅ、横手谷Ｆ、福富Ａ、福富Ｂ、宮内Ａ、横手谷Ｇ、宮内Ｂ、宮内Ｃ、宮内Ｄ、東上Ａ、東上Ｂ、東上Ｃ、清久下
Ａ、清久下Ｂ、清久下Ｃ、清久上Ａ、清久上Ｂ、清久上Ｃ、清久上Ｄ、清久下Ｄ、清久下Ｅ、清久下Ｆ、清久下Ｇ、
清久下Ｈ、東上Ｄ、明賀谷Ａ、明賀谷Ｂ、明賀谷Ｃ、明賀谷Ｄ、明賀谷Ｅ、中盛Ａ、中盛Ｂ、中盛Ｃ、中盛Ｄ、下岡
Ａ、下岡Ｂ、下岡Ｃ、川西Ａ、川西Ｂ、川西Ｃ、久野川大橋西、下組Ａ、下組Ｂ、下組Ｃ、殿居敷、中組Ａ、糸谷尻
橋西、糸谷尻橋東Ａ、糸谷尻橋東Ｂ、諏訪神社西Ａ、諏訪神社西Ｂ、中久野橋北、下区Ａ、上久野橋西Ａ、上久野橋
西Ｂ、上久野橋北、上久野コミュニティー消防センター東、長谷Ａ、長谷橋東、大井Ａ、大井Ｄ、大井Ｅ、大井Ｆ、
總覚寺東Ａ、總覚寺東Ｂ、總覚寺東Ｃ、總覚寺東Ｄ、總覚寺東Ｆ、中日向橋西、日向Ａ、日向Ｂ、日向Ｄ、日向Ｅ、
太聖Ａ、嶽神社南、太聖Ｃ、太聖Ｄ、太聖Ｅ、大井Ｇ、大井Ｈ、井之奥橋南、大井Ｉ、長谷Ｂ、長谷Ｃ、下区Ｂ、下
区Ｃ、下区Ｄ、下区Ｅ、下区Ｆ、望み橋南Ｂ、上組、井谷橋南、中組Ｂ、中組Ｃ、中組Ｄ、中組Ｅ、段原Ａ、栄福寺
南、こぶし橋東、段原Ｂ、下組Ｄ、大東久野郵便局西、ゆけむり大橋北Ａ、ゆけむり大橋北Ｂ、飛石、湯神社、温泉
上橋西、半瀬橋南、紙屋橋西、桃の木橋南Ａ、桃の木橋西、山王寺本郷Ａ、桃の木橋北Ａ、桃の木橋北Ｂ、中屋Ａ、
中屋Ｂ、船林神社西、船岡、小林橋南、小林橋西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、
小林橋西Ｂ、小林橋北Ａ、小林橋北Ｂ、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、和野Ａ、山王寺本郷Ｋ、山王寺本郷Ｌ、北村Ａ、北村Ｂ、北村Ｃ、真福寺北、須賀下、須賀Ａ、須賀
Ｂ、須賀Ｃ、和野Ｂ、和野橋南、須賀Ｄ、和野Ｃ、和野Ｄ、和野Ｅ、須賀Ｅ、普賢院西、須賀Ｆ、普賢院北Ａ、坂本
神社南Ａ、須賀Ｇ、須賀Ｈ、和野神楽会館西Ａ、和野神楽会館西Ｂ、和野神楽会館西Ｃ、薦沢Ａ、薦沢Ｂ、坂本神社
北Ａ、坂本神社北Ｂ、薦沢Ｃ、坂本神社北Ｃ、薦沢Ｄ、坂本神社北Ｄ、薦沢Ｅ、薦沢Ｆ、薦沢Ｇ、坂本神社北Ｅ、坂
本神社北Ｆ、坂本神社北Ｇ、薦沢Ｈ、薦沢Ｉ、薦沢Ｊ、引坂Ａ、引坂Ｂ、引坂Ｃ、坂本神社東、薦沢Ｋ、坂本神社南
Ｂ、普賢院北Ｂ、普賢院北Ｃ、須賀Ｉ、須賀Ｊ、須賀Ｋ、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、小畑橋南、八所Ｋ、八所Ｌ、八所Ｍ、須賀Ｌ、須賀下橋北、狩場橋東、須賀Ｍ、明賀
ソ根橋南、北村Ｄ、北村Ｅ、秋葉橋南、南村Ａ、南大橋北、南村Ｂ、森谷川西Ａ、森谷川東、森谷川西Ｂ、南村Ｃ、
南村Ｄ、下小河内、海潮神社東、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、川原神社西Ａ、除川神社南Ａ、除川神社南Ｂ、除川神社北Ａ、除川神社北Ｂ、奥小河内公会所北Ａ、奥小河内
公会所北Ｂ、川原神社西Ｂ、川原神社北Ａ、川原神社北Ｂ、川原神社東Ａ、川原神社東Ｂ、刈畑橋東、刈畑Ａ、刈畑
橋南Ａ、京良谷橋東Ａ、刈畑公民館南Ａ、京良谷橋東Ｂ、刈畑公民館南Ｂ、滝谷川北、滝谷川南、滝谷川東、奥山橋
東Ａ、奥山橋東Ｂ、森木川北Ａ、森木川南、森木川北Ｂ、森木川北Ｃ、森木川北Ｄ、森木Ａ、森木川東Ａ、森木川東
Ｂ、森木Ｂ、下前橋南、奥山、元江橋東Ａ、元江橋東Ｂ、元江橋東Ｃ、中田橋西、奥山尻橋南、刈畑公民館南Ｃ、刈
畑公民館南Ｄ、京良谷橋西、刈畑Ｂ、山神神社西、刈畑橋南Ｂ、刈畑橋西、三笠橋南、弘安寺、高平橋西、南村Ｅ、
南村Ｆ、南村Ｇ、中屋東、日原神社西、半瀬橋東、温泉上橋東、室谷Ａ、室谷Ｂ、室谷Ｃ、室谷Ｄ、温泉上、温泉橋
南、温泉、とびいわ歩道橋南、須賀Ｎ、森木Ｃ、秋葉神社北Ａ、薦沢Ｍ、薦沢Ｎ、薦沢Ｏ、八所Ｎ、等等呂吉神社北
Ｂ、等等呂吉神社北Ｃ、等等呂吉神社北Ｄ、等等呂吉神社南、香積寺北、香積寺南Ａ、香積寺南Ｂ、香積寺南Ｃ、等
等呂吉神社北Ｅ、等等呂吉神社北Ｆ、笹谷、糸谷橋西Ａ、糸谷橋西Ｂ、金谷橋西Ａ、金谷橋西Ｂ、箱淵Ｂ、篠淵、清
滝神社北Ａ、塩田橋西Ａ、塩田橋西Ｂ、下組、足尾神社西Ａ、足尾神社西Ｂ、塩田Ａ、塩田Ｂ、足尾神社東、熊野神
社西Ａ、熊野神社西Ｂ、熊野神社東Ａ、熊野神社東Ｂ、熊野神社東Ｅ、スクモ塚橋北Ａ、塩田Ｃ、スクモ塚橋東Ｂ、
スクモ塚橋東Ｃ、スクモ塚橋東Ｄ、熊野神社東Ｆ、熊野神社東Ｇ、熊野神社東Ｈ、塩田Ｄ、熊野神社西Ｄ、足尾神社
西Ｃ、塩田Ｅ、清滝神社東、金谷橋東、中山Ａ、中山Ｂ、城ヶ谷、伊志見谷、岩倉清ヶ廻、宍道谷、四本松、角庄、
勝負廻、松賀、東谷々口、東谷々Ａ、東谷々天端、中狭、東谷々狼谷、東谷Ｃ、高畦、東谷々小谷尻、東谷々Ｂ、東
谷々Ｃ、東谷々門平、東谷々金原、東谷梨子木、向山、東谷南、中村下平、中村下金丸、中村下叶廻、黒子、中村中
吉野谷、森政栃木、新宮西の奥、新宮ひえざこ、的場、新宮中田、直屋Ａ、直屋、直屋丸廻、直屋ウルシ目、金原
Ａ、砂子原上向前田、金原Ｂ、砂子原上天場、湯屋谷Ａ、砂子原上向田、湯屋谷Ｂ、砂子原上峠、日焼田、砂子原中
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小廻、広畑、梅の木田、砂子原下、砂子原下高垣、砂子原下廻田、砂子原下曲り、砂子原下新垣、二又、中村上石
田、中村上坂上、古城、片山、水原、宝蔵寺、若月、奥廻田、山根、立石、北大西、下谷、中井、高麻Ａ、高麻Ｂ、
芋ヶ山、八戸西、八戸、論田、工田、近松Ｂ、南加茂東、数ヶ畑、枝次、南加茂西宮ノ下、南加茂西、明伝名、仁王
寺北、亀山、宇治堤廻、神原東Ａ、神原東Ｃ、神原堤廻、高城、丸廻、深田、深田下、高見Ａ、高見Ｃ、乳母ヶ廻、
川平、愛宕Ａ、愛宕Ｂ、愛宕Ｃ、愛宕Ｄ、三月田、高見Ｂ、後川、段部、岡Ａ、楓垣、岡Ｂ、岡Ｃ、下神原Ａ、下神
原Ｂ、下神原Ｃ、大廻、大竹不動尊東、玉ノ尾Ａ、玉ノ尾Ｂ、寺谷Ａ、光明寺、寺谷Ｂ、寺谷Ｃ、鈩谷Ａ、鈩谷Ｂ、
穴ノ谷、杉ノ谷Ｂ、杉ノ谷Ａ、赤奏神社北、大竹上、大竹下、賀々谷、大竹下山崎、前大竹、延野定本、延野本町、
林の奥、延野滝谷、丸谷、延野西、延野、才明寺西、才明寺、大崎、寺廻、今用地、大崎小廻、板屋北、板屋、一里
山、猪尾南ヶ廻、小西、小西北、正禅寺西、苦竹、岩倉大成、岩倉椎の木、岩倉土井、岩倉平田、加茂町畑Ａ、加茂
町畑Ｂ、加茂町畑Ｃ、加茂町畑Ｄ、加茂町立原Ａ、高見Ｄ、高見Ｅ、高見Ｆ、高見Ｇ、南加茂東Ａ、南加茂東Ｂ、南
加茂東Ｃ、小西Ａ、大竹Ａ、砂子原中Ａ、砂子原下廻田Ａ、加茂町東谷Ａ、加茂町猪尾Ａ、加茂町猪尾Ｂ、東谷々
Ｄ、中村上石田Ａ、大崎小廻Ａ、数ヶ畑Ａ、原口Ａ、大工屋、上口Ａ、上口Ｂ、上口Ｃ、上口Ｄ、上口Ｅ、上口Ｆ、
浜谷Ａ、浜谷Ｂ、浜谷Ｃ、浜谷Ｄ、浜谷Ｅ、浜谷Ｆ、竹の子谷、小南、菟原１、菟原Ａ、菟原２、菟原Ｂ、共和Ａ、
共和Ｂ、共和Ｃ、共和Ｄ、里方中組、子安、北側、地蔵前橋北、朝日２、朝日、城名樋山、木次工業団地、朝日が
丘、里方Ａ、里方Ｂ、里方Ｃ、共和Ｅ、共和Ｆ、上口Ｇ、木次工業団地２、浜谷Ｇ、浜谷Ｈ、浜谷Ｉ、浜が丘、そら
山１、そら山２、北側２、朝日が丘２、尺ノ内流通工業団地、北側３、木次道の駅、塔の村団地、30区、里方、塔の
村Ａ、塔の村、下案内谷、洞光寺山Ａ、洞光寺山、洞光寺山Ｂ、洞光寺山Ｃ、案内谷、西善寺山、８区、珠善谷、洞
光寺、26区Ａ、26区Ｂ、26区Ｃ、４区、八日市秋葉山、木次神社、奥澄水、日の出、新市東Ａ、新市東、新市東下
Ａ、新市東下Ｂ、新市東下Ｃ、新市、新市下、新市上、下熊谷上１Ａ、下熊谷上１Ｂ、願正寺、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、上海老屋、下熊谷上３Ｃ、下熊谷、下熊谷下１、下熊谷下
３、塔の村Ｂ、市井原会館北、宇谷、市井原会館南Ａ、市井原会館南Ｂ、仲田Ａ、仲田Ｂ、仲田Ｃ、仲田Ｄ、仲田
Ｅ、本谷集会所東Ａ、本谷集会所東Ｂ、本谷中Ａ、本谷中Ｂ、本谷集会所北Ａ、本谷集会所北Ｂ、本谷集会所東Ｃ、
本谷集会所東Ｄ、本谷下、宇谷橋東Ａ、宇谷橋東Ｂ、宇谷橋北、中谷下Ａ、中谷下Ｂ、中谷下Ｃ、中谷下Ｄ、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、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、川上下Ａ、川上下Ｂ、川上下Ｃ、大原橋
北Ａ、大原橋北Ｂ、大原橋西、大原橋東、王守神社西、王守神社南、真野、王守神社東、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、荒田、坂水Ａ、東大谷公会所南Ａ、東大谷公会所東Ａ、東大谷公
会所東Ｂ、木の廻Ａ、木の廻Ｂ、木の廻Ｃ、木の廻Ｄ、東大谷、天殿Ａ、天殿Ｂ、天殿Ｃ、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、大川上Ａ、駅前、寺領小学校Ａ、新殿Ａ、新殿Ｂ、新殿Ｃ、新
殿Ｄ、妙覚寺、妙覚寺北、小川公会所北、大林寺、井戸、田中奥、坂本口、日登八幡東、万場Ａ、万場Ｂ、澄水橋
南、寺領小学校Ｂ、ガリガリ、大川下、日の出橋東、下宇山、上宇山Ａ、上宇山Ｂ、上宇山Ｃ、宇山公民館東、下宇
山公会所南、下宇山公会所北Ａ、下宇山公会所北Ｂ、下宇山Ａ、下宇山Ｂ、城角Ａ、城角Ｂ、城角Ｃ、城角Ｄ、東大
谷公会所南Ｂ、東大谷公会所南Ｃ、坂水Ｂ、小川上Ｉ、古殿１、吉井下Ａ、吉井下Ｂ、吉井上Ａ、吉井上Ｂ、上熊橋
北Ａ、上熊橋北Ｂ、能間、満福寺南、満福寺、西案内、案内Ａ、案内Ｂ、案内Ｃ、日登八幡西、西日登小学校、西日
登小学校東Ａ、西日登小学校東Ｂ、久の元、瀬の谷Ａ、瀬の谷Ｂ、瀬の谷Ｃ、瀬の谷Ｄ、蛭児神社東Ａ、蛭児神社東
Ｃ、蛭児神社北Ａ、蛭児神社北Ｂ、蛭児神社北Ｃ、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、今谷、引野上、引野、引野下、大島Ａ、古森神社東Ａ、古森神社東Ｂ、古森神社東Ｃ、上熊橋南、正理
Ａ、正理Ｂ、正理Ｃ、吉井下Ｃ、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、加茂神社北Ａ、加茂神社北Ｂ、加茂神社東Ａ、加茂神社東Ｂ、加茂神社西、加茂
神社南Ａ、加茂神社南Ｂ、加茂神社東Ｃ、石壷Ａ、石壷Ｂ、石壺神社北、石壺神社東、大原、平田大橋北、平田Ａ、
平田Ｂ、後ヶ谷橋南、平田大橋西、温泉小学校北、野谷、小原橋北、門Ａ、門Ｂ、愛宕神社北Ａ、愛宕神社南Ａ、愛
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宕神社南Ｂ、愛宕神社南Ｃ、土井橋北、漆仁Ａ、漆仁Ｂ、湯村、湯村大橋東Ａ、湯村大橋東Ｂ、温泉神社東Ａ、温泉
神社東Ｂ、温泉神社北、養善寺東、養善寺、養善寺西、猿渡、猿渡橋東、愛宕神社北Ｂ、愛宕神社北Ｃ、門Ｃ、下熊
谷Ａ、生協しまね雲南支所北、地王Ａ、三刀屋団地、地王Ｂ、三谷Ａ、三谷Ｂ、三谷Ｄ、三谷Ｅ、三谷Ｇ、三刀屋町
三刀屋滝谷Ａ、三刀屋町三刀屋滝谷Ｂ、旭町二、浄土寺、椎ノ木、下萱原、上萱原、五反田、三刀屋南大橋北、畑
杭、三刀屋新大橋北、地王Ｃ、成畑、伊萱橋南、長厳寺北、下谷中、伊萱下谷Ａ、伊萱下谷Ｂ、伊萱Ａ、三刀屋町寺
谷Ａ、寺谷上、中井谷、中屋谷、伊萱Ｂ、井草神社東Ａ、井草神社東Ｂ、井草神社東Ｃ、都間土建生コン工場、若宮
Ａ、若宮Ｂ、三刀屋町寺谷Ｂ、峯寺Ａ、峯寺Ｂ、峯寺南、中給下中、中給下、中給下上、三刀屋小学校、三刀屋小学
校西、後谷中継ポンプ所北、後谷中継ポンプ所南、三刀屋小学校南、松本、三刀屋町古城Ｂ、福庭書店グループ、大
門、元天神、尾崎下Ａ、城跡公園北、男鹿橋西、前谷公民館東、三刀屋町古城Ａ、専応寺北Ｂ、古城後谷Ｃ、古城後
谷Ａ、古城後谷Ｂ、専応寺北Ａ、専応寺西、前谷公民館西、尾崎橋西Ｂ、尾崎上、尾崎橋西Ｃ、尾崎橋西Ａ、尾崎上
公民館東Ｃ、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Ｂ、尾崎上公民館東Ａ、三
刀屋町古城大谷Ｂ、大谷自治会公民館南、三刀屋町古城大谷Ａ、大谷自治会公民館北、大谷自治会公民館西Ｃ、大谷
自治会公民館西Ｂ、大谷自治会公民館西Ａ、古城配水池南Ｂ、古城配水池南Ａ、高窪配水池南、屋内加圧ポンプ場南
Ｂ、屋内加圧ポンプ場南Ａ、屋内上Ｃ、屋内上Ｂ、飛石神社北、屋内公民館南、屋内上Ａ、屋内公民館西Ｂ、屋内公
民館西Ａ、屋内西Ｂ、屋内西Ａ、屋内東Ｂ、屋内東Ｃ、後谷下Ａ、後谷下Ｄ、後谷公民館南Ａ、後谷公民館南Ｂ、後
谷公民館西、後谷上Ｂ、後谷配水池西、後谷下Ｃ、延山神社東、延山神社西Ｂ、延山神社西Ａ、後谷下Ｅ、尾崎下
Ｂ、前谷、第三殿河内橋南、粟谷郷Ａ、粟谷神社北、粟谷谷公民館北Ｄ、粟谷神社南、粟谷郷Ｂ、下口Ａ、下口Ｂ、
下口Ｃ、堀越橋東、下口Ｅ、下口Ｄ、大倉公民館西、大倉公民館北Ｅ、大倉公民館北Ｄ、大倉公民館北Ｃ、大倉公民
館北Ｂ、大倉公民館北Ａ、大倉Ｂ、大倉公民館東Ｃ、大倉Ａ、大倉公民館東Ｂ、大倉公民館東Ａ、大倉公民館南Ａ、
大倉公民館南Ｂ、大倉Ｃ、上ノ段二公民館北、大倉公民館上熊谷分館西Ａ、上ノ段Ｂ、大倉公民館上熊谷分館西Ｂ、
垰Ａ、多久和、垰Ｂ、垰Ｃ、垰Ｄ、垰Ｅ、垰Ｆ、飯石橋東Ｃ、飯石橋東Ｂ、市場Ａ、下口Ｆ、飯石橋東Ａ、飯石郵便
局東、飯石橋西Ａ、飯石橋西Ｂ、飯石小学校東、福谷、三刀屋町多久和上口Ｃ、雲見滝橋北Ｂ、雲見滝橋北Ａ、曹洞
宗寿福寺南、飯石小学校西、三刀屋町多久和上口Ａ、三刀屋町多久和上口Ｂ、福谷川Ａ、福谷川Ｂ、明石緑ヶ丘公園
東Ａ、明石緑ヶ丘公園東Ｂ、明石Ｂ、飯石森谷、明石Ａ、明石緑ヶ丘公園北Ｂ、高徳寺南Ｂ、高徳寺南Ａ、粟谷、粟
谷谷公民館南、粟谷谷公民館北Ｃ、粟谷谷公民館北Ｂ、粟谷谷公民館北Ａ、三刀屋南大橋西、高徳寺南Ｃ、里坊後生
活改善センター北Ｂ、里坊後Ａ、里坊後Ｂ、里坊後生活改善センター北Ａ、若宮神社西Ｂ、若宮神社西Ａ、里坊郷
上、出雲サンヨー三刀屋店東Ａ、里坊郷下Ｂ、里坊郷下集落振興会館南、里坊郷下Ｃ、里坊郷下Ｄ、禅定Ａ、禅定
Ｂ、禅定公民館北、禅定公民館東Ｂ、禅定Ｃ、禅定公民館東Ａ、乙加宮、禅定Ｄ、禅定Ｅ、禅定Ｆ、里坊畑Ｄ、里坊
畑Ｃ、里坊畑Ｂ、出雲サンヨー三刀屋店東Ｂ、里坊畑Ａ、成木下津原、第二殿河内橋北、御城山Ｂ、第一殿河内橋
東、殿河内、出雲井神社西、殿上集会所西、日倉神社北、御城山集会所北、御城山Ａ、太田橋南、太田、明石緑ヶ丘
公園北Ａ、下宮内、宮内公民館北、大塚、新鍋山橋西、禅定Ｇ、雲母橋北、加食田郷下、加食田郷上、大歳神社、宮
内橋東、井羅原橋東、明石緑ヶ丘公園西、新鍋山橋東、下粟原、粟原Ｂ、鳥目槇原Ａ、鳥目槇原Ｃ、下乙多田Ａ、和
田橋東Ａ、和田橋東Ｂ、小川尻橋南Ａ、桧杉谷、梅田屋橋、梅田屋橋東Ａ、梅田屋橋東Ｂ、梅田屋橋西、小川尻橋南
Ｂ、南側橋北、南側、坂本公民館南Ａ、坂本公民館南Ｂ、須所大橋北、三刀屋町坂本坂本神社東、坂本、嵯光寺南、
上乙多田Ｃ、上乙多田Ｂ、上乙多田Ａ、下乙多田Ｂ、坂本橋北、和田橋西、新井羅原橋南、鳥目橋西、深谷橋北、深
谷下、奥深谷橋東Ｂ、奥深谷橋東Ａ、深谷上Ｅ、深谷上Ｈ、深谷上Ｇ、深谷上Ｆ、深谷上公会堂西Ｄ、深谷上公会堂
西Ａ、深谷上公会堂西Ｂ、深谷上Ａ、深谷上Ｂ、深谷上公会堂西Ｃ、深谷上Ｃ、深谷上公会堂東Ｂ、深谷上公会堂東
Ａ、深谷上Ｄ、奥深谷橋西、後根波Ｆ、後根波Ｃ、後根波Ｄ、剣神社南、剣神社北、根波別所、剣神社東Ａ、後根波
Ａ、後根波Ｂ、剣神社東Ｂ、作り石Ｃ、前根波下、下組公会堂南、前根波公民館南Ａ、前根波公民館南Ｂ、作り石
Ａ、前根波中公民館西、前根波公民館南Ｃ、前根波中Ｂ、前根波中公民館東、前根波中Ａ、前根波中公民館北、前根
波上、大井神社南、大井神社西Ａ、大井神社東、大井神社西Ｂ、前根波中Ｃ、里坊郷下Ｅ、井儀、福谷川東、下谷
Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、山根橋東、山根橋北、下谷Ｄ、山根橋南、宮畑Ａ、宮畑Ｃ、宮畑Ｅ、宮畑Ｇ、宮畑Ｂ、宮畑
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Ｄ、宮谷、宮畑Ｆ、紙屋Ａ、成覚寺南Ａ、成覚寺西、成覚寺南Ｂ、成覚寺南Ｃ、紙屋Ｄ、紙屋Ｅ、成覚寺東、六重下
Ｂ、横貝橋西Ａ、横貝橋東、六重下Ａ、横貝橋北Ｂ、横貝橋北Ａ、滝坂橋南、三刀屋町神代Ａ、三刀屋町神代Ｂ、神
代公民館西、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、神代神社北、横貝橋南、飯石神社東、栗谷橋東、六重上Ａ、六重上Ｂ、六重上Ｃ、六重上Ｄ、熊野神社南、熊野
神社西、熊野神社北、六重上Ｅ、栗谷橋南、六重中Ｂ、六重中Ａ、横貝橋西Ｂ、紙屋Ｃ、堂々集会所南Ｂ、堂々Ｄ、
堂々Ｅ、堂々集会所南Ａ、堂々Ｃ、堂々Ａ、紙屋Ｂ、宮畑Ｈ、須所、須所下Ｄ、須所下Ｅ、須所下Ｆ、須所上Ｂ、坂
本森谷Ｃ、坂本森谷Ｂ、須所上Ｅ、坂本森谷Ａ、須所上Ｄ、須所上Ｃ、須所上Ａ、須所下Ｂ、須所下Ａ、須所下Ｃ、
下谷Ｆ、山根橋西、紙屋Ｆ、須所Ａ、下谷Ｇ、三刀屋町神代Ｉ、熊野神社東、須所Ｂ、六重中Ｃ、六重中Ｄ、六重中
Ｅ、大宝、小木、寸丸、海谷、三谷地区集会所北Ａ、三谷地区集会所北Ｂ、三谷地区集会所南、三谷橋東、三谷地区
集会所西、土井、土井トンネル西Ａ、土井トンネル西Ｂ、土井トンネル東、土井トンネル西Ｃ、深野Ａ、深野Ｂ、深
野Ｃ、案田原、平乃垣内、深野神社南、深野Ｄ、深野橋西、奥原橋西、深野Ｅ、深野Ｆ、深野橋南Ａ、深野橋南Ｂ、
後山Ａ、後山Ｂ、後山Ｃ、後山Ｄ、後山Ｅ、後山Ｆ、女鹿山、大迫Ａ、大迫Ｂ、本郷上口Ａ、本郷下口Ａ、本郷下口
Ｂ、本郷下口Ｃ、本郷上口Ｂ、小川内Ａ、小川内Ｂ、小川内Ｃ、小川内Ｄ、上山愛宕神社南、上山Ａ、上山Ｂ、上山
Ｃ、上山Ｄ、矢入集会所東Ａ、矢入集会所東Ｂ、矢入集会所東Ｃ、曽木Ａ、矢入Ａ、矢入Ｂ、矢入Ｃ、矢入Ｄ、矢入
Ｅ、明山Ａ、明山Ｂ、登尾橋南、登尾橋北、明山大橋西、明山大橋北Ａ、登尾橋東、明山大橋南、明山大橋東、半
田、曽木橋北Ａ、曽木橋北Ｂ、曽木橋北Ｃ、曽木Ｂ、曽木Ｃ、曽木Ｄ、上山Ｅ、川手、土井トンネル西Ｄ、上山愛宕
神社南Ｂ、矢入集会所東Ｄ、上大志戸橋北、菅谷後谷Ａ、後谷集会所西Ａ、後谷集会所西Ｂ、後谷集会所南、菅谷後
谷Ｂ、菅谷後谷Ｃ、高殿Ａ、鈩、高殿Ｂ、高殿橋南Ａ、菅谷Ａ、秋葉神社北、山内生活伝承館北、菅谷八幡宮西、菅
谷Ｂ、菅谷集会所北Ａ、菅谷Ｃ、菅谷Ｄ、菅谷集会所北Ｂ、菅谷Ｅ、菅谷Ｆ、菅谷八幡宮東Ａ、菅谷Ｇ、菅谷Ｈ、菅
谷八幡宮東Ｂ、菅谷Ｊ、高殿橋南Ｂ、梅木Ａ、梅木Ｂ、兔比神社東、梅木Ｃ、梅木Ｄ、三田原橋南、三田原、戸谷橋
東、梅木Ｅ、梅木Ｆ、梅木Ｇ、梅木Ｈ、梅木Ｉ、菱屋橋南Ａ、梅木Ｊ、菱屋橋南Ｂ、菱屋橋南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、長鳥橋北Ａ、長鳥橋北Ｂ、吉田芦谷Ｂ、長鳥橋南、杉戸Ａ、上ヶ原橋
北、上ヶ原橋東、上ヶ原橋南、上ヶ原橋西、木曲橋北、木曲橋西、木曲橋南、多賀毛利神社北、野田橋東、野田橋
西、杉戸集会所北、杉戸Ｂ、杉戸Ｃ、大万木橋西、大万木橋南Ａ、大万木橋南Ｂ、鈩橋北、大吉田Ａ、木ノ下Ａ、大
吉田Ｂ、大吉田Ｃ、大吉田Ｄ、大吉田集会所南Ａ、大吉田Ｅ、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Ｆ、大吉田Ｇ、大吉田集会所北Ａ、大吉田集会所南Ｅ、大吉田Ｈ、大吉田集会所北Ｂ、大吉田橋南Ａ、
大吉田橋南Ｂ、大吉田Ｉ、大吉田Ｋ、大吉田橋北Ａ、大吉田橋北Ｂ、大吉田Ｌ、川原町Ａ、川原町Ｂ、川原町Ｃ、川
原町Ｄ、中学校後、川原町Ｅ、川原町Ｆ、吉田総合センター、川原町Ｇ、吉田総合センター北、川原町Ｈ、吉田上町
Ａ、吉田上町Ｂ、吉田町、吉田公園北、吉田下町Ａ、吉田下町Ｂ、木ノ下Ｂ、木ノ下Ｃ、木ノ下Ｄ、木ノ下Ｅ、木ノ
下Ｇ、木ノ下Ｈ、木ノ下Ｉ、木ノ下Ｊ、木ノ下Ｌ、木ノ下大橋南、木ノ下Ｍ、木ノ下Ｎ、木ノ下Ｏ、木ノ下Ｐ、木ノ
下大橋西、弘法屋橋南Ａ、弘法屋橋南Ｂ、弘法屋橋北Ａ、弘法屋橋北Ｂ、川尻Ｂ、川尻Ｃ、内江橋東、内江橋西、境
橋西、川尻Ｄ、木ノ下Ｑ、高殿、芦谷大橋北、大万木橋西２、長鳥橋北３、梅木２、菱屋橋北、吉田Ａ、大吉田集会
所南Ｆ、民谷Ａ、民谷Ｃ、民谷Ｄ、民谷Ｅ、民谷Ｆ、中本屋、民谷公会堂南Ａ、民谷公会堂南Ｂ、小鍛冶屋橋南、民
谷Ｇ、番所、つづら畑橋南、宇山Ａ、宇山Ｂ、宇山Ｃ、立石橋南Ａ、立石橋南Ｂ、宇山Ｄ、宇山自治会館西Ａ、宇山
自治会館西Ｂ、宇山Ｅ、清岸寺南、宇山Ｆ、清岸寺東Ａ、清岸寺東Ｂ、宇山Ｇ、明谷、宇山自治会館北Ａ、宇山自治
会館北Ｂ、民谷橋南、民谷公会堂Ｃ、民谷公会堂Ｄ、吉田小学校民谷分校西、吉田小学校民谷分校北Ｂ、天神橋北
Ｂ、松尾橋西Ａ、松尾橋西Ｂ、掛合松尾Ｄ、掛合松尾Ｃ、掛合松尾Ｂ、掛合松尾Ａ、掛合西谷Ｂ、掛合西谷Ａ、奧明
公会堂北、奧明Ａ、奧明Ｂ、奧明Ｃ、掛合、大志戸Ａ、松原橋東、神門橋西、青木原橋東Ａ、青木原橋東Ｂ、青木原
橋東Ｃ、大志戸Ｂ、金原、下佐中、中佐中、上佐中、山光橋北Ｂ、穴見谷橋北、穴見谷橋南Ｂ、穴見谷橋南Ａ、松映
橋東、松映橋西Ｂ、松映橋西Ａ、松映橋北、山光橋北Ａ、平岩Ａ、日倉橋北、日倉橋東、平岩、城東橋西、城東橋
東、大向橋南Ａ、大向橋南Ｂ、大向、中ノ滝橋東Ｂ、中ノ滝橋東Ｃ、中ノ滝橋東Ｄ、中ノ滝橋東Ａ、中ノ滝橋西Ｃ、
中ノ滝橋西Ｂ、中ノ滝橋西Ａ、川上橋北Ａ、川上橋北Ｂ、川上Ａ、新川上橋東、新川上橋西Ａ、新川上橋西Ｂ、上
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町、中町、宗円寺西、西側Ｆ、西側Ｅ、西側Ｄ、西側Ｂ、西側Ａ、下町、緑ヶ丘、郡橋西Ｂ、郡、十日市Ｃ、十日市
Ｂ、十日市Ａ、掛合西谷Ｃ、多根Ａ、萱野Ｃ、萱野Ｄ、萱野Ｆ、萱野Ｇ、萱野Ｉ、萱野Ｈ、萱野Ｊ、萱野Ｋ、萱野
Ｅ、萱野Ｂ、円通寺北、萱野Ａ、舟津、上舟津橋西Ａ、上舟津橋西Ｃ、上舟津橋西Ｂ、霞町Ｂ、下多根、多根小学校
東、森脇、多根小学校南、多根小学校西、霞町Ａ、志食Ａ、志食橋東Ａ、志食Ｂ、志食橋西、長迫Ｄ、長迫Ｃ、長迫
Ａ、長迫Ｂ、円通寺西、円通寺、中多根Ｂ、中多根Ｅ、中多根改善センター南、中多根Ｊ、中多根Ｉ、中多根Ｆ、中
多根Ｇ、中多根Ｈ、中多根Ｃ、中多根Ｄ、中多根Ａ、上多根下Ｃ、上多根下Ｅ、上多根下Ｇ、上多根下Ｆ、上多根下
Ｄ、滝尻橋西、上多根下Ａ、上多根下Ｂ、上多根上Ａ、上多根上Ｄ、上多根上Ｅ、上多根上Ｃ、上多根上Ｂ、多根神
社西Ｂ、多根神社西Ａ、保関谷Ｂ、保関谷Ｄ、保関谷Ｆ、保関谷Ｅ、保関谷Ｃ、保関谷Ａ、松笠中組Ａ、松笠、松笠
中組Ｂ、松笠中組Ｃ、松笠中組Ｄ、天神橋北Ａ、松笠下組Ｂ、天神橋東、天神橋西、松笠下組Ａ、北迫Ａ、北迫Ｅ、
北迫Ｄ、北迫Ｃ、北迫Ｂ、滝谷Ａ、生活改善センター北Ａ、滝谷Ｂ、滝谷Ｅ、滝谷Ｄ、滝谷Ｈ、滝谷Ｉ、滝谷Ｇ、滝
谷Ｆ、高領橋西Ｂ、高領橋西Ａ、滝谷Ｃ、生活改善センター北Ｂ、矢谷Ａ、矢谷Ｂ、矢谷Ｆ、矢谷Ｅ、矢谷Ｃ、矢谷
Ｄ、明泉寺西、大谷Ｅ、大谷Ｄ、大谷Ｃ、大谷Ｂ、大谷Ａ、菅原Ａ、菅原Ｂ、菅原Ｃ、菅原Ｄ、菅原集会所南、菅原
Ｅ、菅原Ｆ、菅原Ｇ、柄栗Ａ、柄栗Ｂ、福田Ｂ、福田Ｃ、福原大橋西、福田Ｄ、朝原Ｅ、朝原Ｄ、朝原Ｃ、好善寺
東、朝原Ａ、朝原Ｂ、福原大橋南、焼却場西、上刀根Ａ、上刀根Ｅ、恩谷会館東Ａ、恩谷会館東Ｂ、恩谷会館西、上
刀根Ｄ、下刀根集会所東Ｂ、上刀根Ｂ、上刀根Ｃ、下刀根集会所西Ｂ、上刀根Ｆ、下刀根集会所東Ｃ、下刀根集会所
北、下刀根集会所西Ａ、下刀根Ａ、下刀根集会所東Ａ、下刀根Ｂ、下刀根集会所南、波多宮内Ａ、波多宮内Ｂ、波多
神社西、波多神社南、波多宮内Ｃ、波多小学校南、波多、波多Ａ、波多Ｂ、郷Ａ、本覚寺東、波多駐在所北、郷Ｄ、
郷Ｃ、郷Ｂ、小原Ａ、小原Ｂ、小原Ｃ、小原Ｄ、小原Ｅ、田上Ａ、田上橋南、田上Ｅ、田上Ｄ、田上Ｃ、田上Ｂ、成
Ａ、成Ｂ、成Ｄ、成Ｅ、成Ｃ、田上Ｆ、田上Ｇ、朝原Ｆ、穴見Ａ、穴見Ｂ、右谷Ｃ、穴見Ｊ、右谷Ｄ、穴見Ｉ、穴見
Ｇ、穴見Ｈ、穴見Ｆ、右谷Ｂ、右谷Ａ、穴見Ｃ、落合橋北、落合橋西Ｂ、落合橋西Ａ、穴見Ｅ、穴見Ｄ、出来山Ａ、
上出来山橋西、出来山Ｂ、出来山Ｃ、出来山Ｄ、出来山Ｅ、八重滝Ａ、八重滝Ｂ、八重滝神社南、竹之尾Ａ、竹之尾
橋東、竹之尾公会堂東、竹之尾Ｂ、三日谷橋西、宮崎Ａ、本谷Ａ、本谷Ｂ、本谷Ｃ、宮崎、入間Ａ、本谷Ｉ、本谷
Ｊ、本谷Ｇ、本谷Ｈ、本谷Ｆ、入間小学校南、本谷Ｅ、本谷Ｄ、寺谷下Ａ、寺谷下Ｂ、入間Ｂ、寺谷下Ｇ、寺谷下
Ｆ、寺谷下Ｅ、寺谷下Ｄ、寺谷下Ｃ、寺谷上Ａ、寺谷生活改善センター西Ｃ、寺谷生活改善センター西Ａ、寺谷生活
改善センター西Ｂ、寺谷上Ｂ、寺谷上Ｃ、寺谷上Ｄ、寺谷上Ｅ、寺谷上Ｆ
土石流
反部川Ａ、反部川Ｂ、井手の上奥、家の谷、久吾田Ｂ、反部川Ｆ、反部川Ｈ、叶廻Ｃ、陶山川Ｂ、石塚Ａ、石塚
Ｂ、安徳Ｂ、宮ノ下奥、井出口、森ノ前、大畑川、平ノ廻、蓮花寺川、石原川、川上川、本金谷、金谷中、折坂奥、
清久下Ｄ、中畑、小谷、塔之奥下、小僧谷下、小僧谷、小僧谷奥、蔵屋谷、中原奥、糸谷川、下前、後原、竜権地、
大廻、和田、羅保谷上３、大井Ｆ、平奥、太聖Ｃ、井之奥川Ｂ、化生谷、カシ木原谷、上組Ａ、上組Ｂ、段原、中組
Ｂ、殿之奥上、仲之奥、永谷奥、木挽南平Ｂ、オキノ下、オカノ奥、中屋Ａ、隠居之向、中屋Ｄ、中屋Ｅ、中屋Ｆ、
滝の谷、ふけの上、牧谷奥Ａ、七夕、井戸ヶ廻、大畑、北村下小谷、西奥、寺奥、須賀Ａ、飛出谷、和野Ａ、須賀
Ｄ、沢池川Ｂ、薦沢Ｂ、薦沢Ｄ、塩野奥、村上川Ａ、中之谷、松ヶ谷、引那岐川Ｂ、小河内Ｏ、添谷、奥山川、小滝
谷、森木Ｂ、奥山Ａ、下前奥Ａ、下前奥Ｂ、坂口、奥山Ｆ、木村、刈畑Ｂ、刈畑Ｃ、南村Ｆ、日原、下半瀬、須谷
Ｂ、門上、森奥、後ヶ谷、室谷Ａ、妻之木、室谷Ｄ、森木Ｇ、大平、御崎谷Ｂ、有通屋、久村谷、木戸谷、塩田Ｆ、
ツヅラ谷、エノツヤ谷、塩田Ｉ、鍛冶屋奥谷Ｄ、箱淵Ｂ、塩田Ｋ、井戸ノ奥川、堂廻川、畑Ｂ、滝谷川Ａ、八日市、
大坂谷、傘屋奥、新市中奥尻、堂の廻、真金谷Ａ、真金谷Ｃ、真金谷Ｄ、寺領Ａ、寺領Ｂ、寺領才の峠Ａ、川上Ａ、
川上Ｂ、荒田川、壱貫田奥Ａ、越峠中Ｂ、壱貫田奥Ｂ、生谷上谷、芝原、毛利谷Ｂ、道の下、西案内、大の谷川Ｂ、
金屋子前、西日登大内谷、福竹奥、猿渡Ａ、上熊谷Ａ、尾原、大原、中林、小木迫谷、小木迫谷Ｂ、小佐谷、濱子
谷、下がり谷Ａ、萬歳、岩谷、猿渡Ｂ、猿渡Ｃ、三谷川Ａ、三谷川Ｂ、三谷川Ｃ、天神谷川Ｂ、蛇谷、畑杭２、樫ノ
木Ａ、坂山１、赤地谷、伊萱下谷Ｂ、伊萱寺谷Ａ、伊萱寺谷Ｂ、伊萱上Ａ、伊萱上五、伊萱上三、伊萱上六、若宮
Ａ、若宮Ｂ、宮谷、後谷三、大門町一Ａ、大門町一Ｂ、大門Ａ、大門Ｂ、城山一、前谷Ａ、中垣谷、大谷七、大谷
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五、法正谷Ｂ、法正谷Ｇ、大谷Ａ、石曲谷Ａ、石曲谷Ｂ、屋内東、後谷二、大谷八、粟谷郷Ａ、粟谷郷一Ｂ、石迫川
Ａ、石迫川Ｄ、廻田頭、垰谷Ｂ、市場Ｂ、上口Ａ、上口一、福谷四、福谷二・福谷三、飯石森谷Ａ、下口一Ａ、下口
一Ｂ、粟谷郷二、粟谷谷一、里坊Ｂ、井儀三、禅定三、禅定四、戸地崎、御城山二、明石四、禅定一、浜、粟原、粟
原Ａ、粟原Ｂ、粟原Ｃ、粟原Ｄ、禅定Ｃ、郷、迫奥谷、桧杉谷四、坂本郷一、上乙多田Ｃ、鳥目槇原Ｂ、深谷下Ｂ、
深谷三・深谷四、深谷下Ｃ、赤目谷一、赤目谷四Ｂ、赤目谷四Ｃ、東下谷２、福谷一、神代二Ｃ、神代三、神代四
Ｂ、粟谷四Ｂ、粟谷六、六重上一Ｂ、寸丸、入江谷、山根奥谷、深野迫谷Ｂ、梅の木谷、水頭、マド峠谷、垣ノ木
谷、前平田、三谷瀬Ａ、湯村西沢、マブ谷、宮ヶ谷Ａ、宮ヶ谷Ｃ、大工屋谷Ｂ、矢之谷、上金糞谷、菅谷谷、東原
谷、雨谷奥谷Ｃ、矢谷川Ｂ、ひしや、西井原谷、紺屋谷、杉戸Ａ、牛谷、杉戸鈩谷Ａ、下谷、大林谷、山田屋谷、奥
志谷、志谷、栃山下谷、引地原下谷、名古田谷、向名古田谷、古屋敷後谷、吉ヶ原谷、坂の向谷、菅谷木村、菅谷福
田屋Ｂ、鉄尾沢、梅ノ木原谷、長鳥東谷、長鳥東谷Ａ、民谷藤原沢、民谷Ｃ、寅屋下谷、寅屋上谷、藤谷Ｂ、民谷
Ｅ、民谷Ｇ、丸山川、諷ヶ峠谷三、諷ヶ峠谷四、諷ヶ峠谷五、土居ノ表、中ノ屋、平岩Ａ、大向Ｂ、大向Ｄ、掛合大
畑、掛合川上、釜ヶ谷Ｂ、井原谷川、鍛冶屋原、石飛屋、金井原川、緑ヶ丘、坂中谷Ｂ、松廻谷、萱野川左支渓Ｂ、
野竹谷、長迫Ａ、多根向田、芳樹庵、室屋谷川、上多根、萱野川左支渓Ａ、上田屋、福田屋、本谷、上大谷Ｂ、上大
谷Ａ、中谷川右支渓、中谷川、中谷川左支渓、神田原Ａ、屋敷谷、土屋Ｂ、永田谷川、朝原Ａ、桧谷川、下刀根Ｂ、
下刀根Ａ、鈩迫、波多迫、下刀根Ｃ、政所、下刀根Ｄ、田上下Ｂ、田上下Ａ、田上Ｄ、成左谷Ｂ、広屋、見晴屋、下
梅ノ木、出来山川左支渓、中屋敷Ｃ、潮屋谷Ａ、高平、坂根谷、入間和田Ａ、影山、入間寺谷川、入間和田Ｂ、竹之
尾川、富士田
３

指定の区域及び建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
別図のとおり（「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。）

特

定

調

達

公

告

次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令
第372号）第12条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成７年島根県規則第
83号）第９条の規定により公告する。
令和３年９月14日
島根県教育委員会教育長 野
１

件名及び数量
島根県立浜田水産高等学校小型実習船「あわしま」建造工事 一式

２

契約に関する事務を担当する本庁等の名称及び所在地
島根県教育庁教育施設課 島根県松江市殿町１番地

３

落札者を決定した日
令和３年７月21日

４

落札者の氏名及び住所
有限会社前川造船工業 代表取締役

５

前川

容寛

福岡県福岡市西区愛宕浜四丁目49番８号

落札金額
199,650,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。）

６

契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

７

特例公告を行った日
令和３年６月11日
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次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令
第372号）第12条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成７年島根県規則第
83号）第９条の規定により公告する。
令和３年９月14日
島根県警察本部長
１

宏

一式

契約に関する事務を担当する本庁等の名称及び所在地
島根県警察本部警務部会計課

３

田

件名及び数量
情報保護システムの賃貸借及び附帯する導入業務委託

２

池

島根県松江市殿町８番地１

落札者を決定した日
令和３年７月30日

４

落札者の氏名及び住所
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 中国支店長 永井

５

貴久

広島県広島市中区八丁堀16番11号

落札金額
37,298,800円（消費税及び地方消費税の額を含む。）

６

契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

７

特定調達公告をした日
令和３年６月18日

選

挙

管

理

委

員

会

告

示

島根県選挙管理委員会告示第34号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項、第75条第１項、第76条第１項、第80条第１項、第81条第１項及び第
86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項に規定する選挙権を
有する者の総数の50分の１の数又は３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数
に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあって
はその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを
合算して得た数）は次のとおりである。
令和３年９月14日
島根県選挙管理委員会委員長

大

野 敏

之

１

地方自治法第74条第１項及び第75条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の１の数

11,215

２

地方自治法第76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の３分の１の数（そ
の総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じ
て得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数
と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）

３

160,121

地方自治法第80条第１項の規定による各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を
超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合
算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の
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１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）
松江選挙区

55,598

浜田選挙区

14,770

出雲選挙区

47,283

益田選挙区

12,756

大田選挙区

9,563

安来選挙区

10,624

江津選挙区

6,475

雲南・飯石選挙区

４

11,892

仁多選挙区

3,523

邑智選挙区

5,129

鹿足選挙区

3,768

隠岐選挙区

5,531

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その
総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて
得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と
40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）

160,121

島根県選挙管理委員会告示第35号
公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号に規定する施設を変更した旨、美郷町選挙管理委員会から報
告があったので、同条第４項の規定により告示する。
令和３年９月14日
島根県選挙管理委員会委員長 大
施設の名称

変

変更事項

更

内

施設の名称

上野農村活性化塾

敏

之

容

変更前
上野ふれあい会館

野

変更後
上野ふれあい会館

島根県選挙管理委員会告示第36号
公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号に規定する施設の指定を取り消した旨、大田市選挙管理委員
会から報告があったので、同条第４項の規定により告示する。
令和３年９月14日
島根県選挙管理委員会委員長 大
施設の名称

所在地

仁万コミュニティセンター

大田市仁摩町仁万837番地１

正

行

正

30

之

令和３年４月１日

誤

誤

敏

取消年月日

令和２年３月31日付け島根県報第93号中に誤りがあったので、次のように訂正する。
ページ

野
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17

上から15 、河内Ｍ、河内Ｎ、河内Ｏ

、河内Ｍ、河内Ｏ

19

上から13 ホトケ谷支川

ホトケ谷川支川

22

下から４ 土屋Ｉ

土屋１

令和３年９月14日

令和３年２月26日付け島根県報第186号中に誤りがあったので、次のように訂正する。
ページ
17

行

誤

正

下から１ 吉ヶヶ谷

吉ヶ谷

令和３年３月９日付け島根県報第189号中に誤りがあったので、次のように訂正する。
ページ
13

行

誤

正

上から10 、花栗瀬戸Ｃ、花栗本間沢、城山谷Ｂ、樽迫谷 、花栗本間沢、樽迫谷
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