
別表１

　　　　　　　　　　　　借 受希望者の募集区域

市町名 募集区域名 集落（大字）等 農用地等の特徴 担い手の有無

大津市

【注】
集落（大字）
名の“○丁
目”を省略。

大津市北部

北小松，南小松，北比良，南比良，大物，荒川，木戸，八屋戸，南船路，和邇北
浜，栗原，和邇中浜，和邇高城，和邇中，和邇南浜，和邇春日，和邇今宿，小野，
水明，朝日，湖青，葛川坂下町，葛川木戸口町，葛川中村町，葛川坊村町，葛川
町居町，葛川梅ノ木町，葛川貫井町，葛川細川町，山百合の丘，伊香立向在地町，
伊香立生津町，伊香立上在地町，伊香立北在地町，伊香立下在地町，伊香立南庄町，
伊香立上龍華町，伊香立下龍華町，伊香立途中町，真野，真野普門，真野佐川町，
真野大野，真野家田町，真野谷口町，向陽町，美空町，花園町，清風町，陽明町，
緑町，清和町，衣川，堅田，本堅田，今堅田，仰木，仰木の里，仰木の里東，雄
琴，雄琴北，千野，苗鹿，日吉台，坂本本町，坂本，木の岡町，下阪本，比叡辻，
穴太，弥生町，唐崎，滋賀里，見世，際川，あかね町，蓮池町，皇子が丘，千石台，
桜野町，錦織，二本松，柳が崎，神宮町，南志賀，高砂町，勧学，柳川，鏡が浜，
錦織町，南滋賀町，松山町，山中町，比叡平，大谷町，追分町，藤尾奥町，稲葉台，
茶戸町，横木，大門通，園城寺町，山上町，観音寺，尾花川，茶が崎

水田地帯 やや不足している

大津市南部

御陵町，浜大津，長等，小関町，三井寺町，神出開町，梅林，末広町，春日町，
御幸町，逢坂，札の辻，音羽台，朝日が丘，本宮，中央，京町，島の関，浜町，
西の庄，馬場，鶴の里，石場，松本，打出浜，竜が丘，におの浜，池の里，木下町，
昭和町，相模町，膳所，丸の内町，本丸町，中庄，御殿浜，杉浦町，別保，湖城が丘，
膳所池ノ内町，秋葉台，富士見台，膳所平尾町，若葉台，園山，美崎町，北大路，
松原町，粟津町，栄町，鳥居川町，唐橋町，田辺町，光が丘町，晴嵐，螢谷，国
分，石山寺辺町，石山寺，石山平津，平津，大平，赤尾町，石山千町，千町，石
山南郷町，南郷上山町，南郷，石山内畑町，石山外畑町，大石曽束町，大石曽束，
大石小田原町，大石小田原，大石龍門，大石淀，大石中，大石東，大石富川，羽
栗，森，枝，里，石居，稲津，黒津，太子，関津，大鳥居，牧，平野，中野，芝原，
堂，新免，青山，松が丘，上田上桐生町，桐生，瀬田大江町，大江，一里山，瀬
田，瀬田神領，神領，野郷原，三大寺，玉野浦，松陽，瀬田南大萱町，月輪，栗林，
大萱，萱野浦，大将軍

水田地帯 やや不足している

草津市

志津地域 馬場町，山寺町，岡本町，青地町 水田地帯 不足している

老上・矢倉地域
西矢倉一丁目，西矢倉二丁目，西矢倉三丁目，野路町，南笠町，新浜町，矢橋町，
橋岡町

水田地帯 不足している

山田地域 北山田町，山田町，南山田町，木川町，御倉町 水田地帯，畑地帯 不足している

笠縫地域
上笠町，上笠一丁目，上笠四丁目，野村五丁目，平井町，平井三丁目，川原町，
川原一丁目，川原二丁目，川原三丁目，川原四丁目，駒井沢町，新堂町，集町，
下笠町

水田地帯 確保されている

常盤地域
片岡町，下寺町，下物町，芦浦町，長束町，上寺町，穴村町，北大萱町，志那町，
志那中町

水田地帯 確保されている

守山市

吉身学区 守山町，下之郷町，下之郷三丁目 水田地帯 いない

守山学区 大門町，横江町 水田地帯 いない

小津学区 金森町，三宅町，大林町，欲賀町，森川原町，山賀町，杉江町 水田地帯 やや不足している

玉津学区 赤野井町，矢島町，石田町，十二里町 水田地帯 確保されている

河西学区 小島町，播磨田町，今市町，荒見町，笠原町，中町，川田町 水田地帯，畑地帯 やや不足している

速野学区 洲本町，木浜町，今浜町，水保町 水田地帯，畑地帯 確保されている

中洲学区 新庄町，服部町，立田町，幸津川町，小浜町
水田地帯，畑地帯，
果樹地帯

確保されている

栗東市 栗東市

下戸山，岡，目川，安養寺，伊勢落，林，六地蔵，小野，手原六丁目，手原七丁目，
手原八丁目，大橋一丁目，大橋二丁目，大橋三丁目，大橋七丁目，出庭，辻，高野，
御園，上砥山，荒張，井上，東坂，観音寺，蜂屋，野尻，霊仙寺三丁目，霊仙寺
四丁目，霊仙寺五丁目，北中小路，十里

水田地帯，畑地帯 やや不足している

野洲市

中里地区 比江，小比江，北比江，乙窪，吉地，西河原，比留田，木部，虫生，八夫 水田地帯，畑地帯 確保されている

兵主地区 野田，五条，安治，須原，堤，井口，六条，吉川，菖蒲，喜合 水田地帯，畑地帯 確保されている

野洲地区 野洲，行畑，行畑二丁目，小篠原，市三宅，久野部，竹生 水田地帯 不足している

三上地区 三上，妙光寺，南櫻，北櫻，近江富士三丁目 水田地帯 不足している

祇王地区 永原，中北，北，上屋，辻町，冨波甲，冨波乙，五之里 水田地帯 やや不足している

篠原地区 大篠原，小堤，入町，長島，高木，小南 水田地帯 やや不足している

甲賀市

旧水口町

水口町林口，水口町水口，水口町名坂，水口町松尾，水口町新城，水口町今郷，
水口町嶬峨，水口町和野，水口町中畑，水口町八田，水口町春日，水口町下山，
水口町伴中山，水口町山，水口町泉，水口町酒人，水口町植，水口町宇田，水口
町北脇，水口町虫生野，水口町貴生川，水口町北内貴，水口町宇川，水口町岩坂，
水口町高山，水口町三大寺，水口町牛飼，水口町杣中，水口町山上

水田地帯 やや不足している

旧土山町

土山町大河原，土山町鮎河，土山町黒滝，土山町黒川，土山町猪鼻，土山町山中，
土山町笹路，土山町山女原，土山町南土山，土山町北土山，土山町平子，土山町
瀬ノ音，土山町青土，土山町野上野，土山町大澤，土山町頓宮，土山町前野，土
山町市場，土山町徳原，土山町大野

水田地帯，茶畑地
帯

やや不足している



市町名 募集区域名 集落（大字）等 農用地等の特徴 担い手の有無

甲賀市

旧甲賀町

甲賀町櫟野，甲賀町神，甲賀町大原上田，甲賀町大久保，甲賀町大原中，甲賀町
鳥居野，甲賀町相模，甲賀町大原市場，甲賀町高野，甲賀町油日，甲賀町上野，
甲賀町田堵野，甲賀町滝，甲賀町毛枚，甲賀町和田，甲賀町高嶺，甲賀町五反田，
甲賀町小佐治，甲賀町神保，甲賀町隠岐，甲賀町岩室

水田地帯 やや不足している

旧甲南町

甲南町寺庄，甲南町葛木，甲南町深川，甲南町稗谷，甲南町森尻，甲南町宝木，
甲南町耕心一丁目，甲南町耕心二丁目，甲南町耕心三丁目，甲南町耕心四丁目，
甲南町希望ケ丘一丁目，甲南町希望ケ丘二丁目，甲南町希望ケ丘三丁目，甲南町
希望ケ丘四丁目，甲南町希望ケ丘五丁目，甲南町希望ケ丘本町一丁目，甲南町希
望ケ丘本町二丁目，甲南町希望ケ丘本町三丁目，甲南町希望ケ丘本町四丁目，甲
南町希望ケ丘本町五丁目，甲南町希望ケ丘本町六丁目，甲南町希望ケ丘本町七丁
目，甲南町希望ケ丘本町八丁目，甲南町希望ケ丘本町九丁目，甲南町希望ケ丘本
町十丁目，甲南町池田，甲南町磯尾，甲南町竜法師，甲南町野尻，甲南町野田，
甲南町杉谷，甲南町新治，甲南町塩野，甲南町市原，甲南町柑子，甲南町野川，
甲南町下馬杉，甲南町上馬杉

水田地帯 やや不足している

旧信楽町

信楽町長野，信楽町神山，信楽町江田，信楽町田代，信楽町畑，信楽町宮町，信
楽町黄瀬，信楽町牧，信楽町勅旨，信楽町西，信楽町柞原，信楽町中野，信楽町
杉山，信楽町小川，信楽町小川出，信楽町上朝宮，信楽町下朝宮，信楽町宮尻，
信楽町多羅尾

水田地帯，茶畑地
帯

やや不足している

湖南市 湖南市

三雲，吉永，夏見，針，平松，柑子袋，石部東二丁目，石部東三丁目，石部東四丁目，
石部中央五丁目，石部中央六丁目，石部北一丁目，石部北五丁目，石部口一丁目，
石部口二丁目，石部西一丁目，石部西二丁目，石部西三丁目，石部緑台一丁目，
石部緑台二丁目，宝来坂一丁目，宝来坂四丁目，雨山一丁目，石部南八丁目，東
寺一丁目，東寺二丁目，東寺三丁目，東寺五丁目，丸山二丁目，丸山四丁目，西
寺一丁目，西寺二丁目，西寺三丁目，西寺四丁目，西寺五丁目，西寺六丁目，朝国，
岩根，正福寺，菩提寺，菩提寺東三丁目，菩提寺東四丁目，下田，若竹町

水田地帯 やや不足している

東近江市

船岡中学校区
上平木町，平田町，柏木町，下羽田町，中羽田町，上羽田町，市辺町，糠塚町，
三津屋町，野口町，布施町，蛇溝町，布引台一丁目，布引台二丁目

水田地帯 やや不足している

聖徳中学校区
外町，川合寺町，八日市清水二丁目，建部日吉町，建部瓦屋寺町，建部下野町，
建部上中町，建部北町，建部堺町，建部南町，今崎町，今堀町，小今町，小脇町，
東今崎町，沖野二丁目，沖野三丁目，沖野五丁目，聖和町

水田地帯 やや不足している

玉園中学校区
瓜生津町，土器町，上大森町，大森町，尻無町，下二俣町，柴原南町，芝原町，
沖野四丁目，池田町，今代町，寺町，岡田町，御園町，林田町，五智町，中小路町，
妙法寺町，神田町，野村町，札の辻一丁目，札の辻二丁目

水田地帯 やや不足している

旧永源寺町
石谷町，一式町，新出町，市原野町，高木町，上二俣町，池之脇町，甲津畑町，
和南町，山上町，青野町，永源寺高野町，永源寺相谷町，佐目町，萱尾町，蓼畑町，
杠葉尾町，黄和田町，政所町，箕川町，蛭谷町，君ヶ畑町，茨川町

水田地帯 やや不足している

旧五個荘町

五個荘山本町，五個荘新堂町，五個荘木流町，五個荘平阪町，五個荘伊野部町，
五個荘奥町，五個荘三俣町，五個荘清水鼻町，五個荘金堂町，五個荘石川町，五
個荘塚本町，五個荘川並町，五個荘石馬寺町，五個荘七里町，五個荘日吉町，宮
荘町，五個荘五位田町，五個荘竜田町，五個荘小幡町，五個荘中町，五個荘簗瀬町，
五個荘和田町，五個荘河曲町

水田地帯 やや不足している

旧愛東町
平尾町，園町，大覚寺町，大林町，市ケ原町，上中野町，下中野町，池之尻町，
百済寺甲町，上山町，百済寺本町，百済寺町，北坂町，愛東外町，小倉町，青山町，
曽根町，妹町，中戸町，鯰江町，上岸本町，大萩町，梅林町

水田地帯 やや不足している

旧湖東町

僧坊町，湯屋町，平柳町，祗園町，小八木町，今在家町，平松町，大沢町，南花沢町，
北花沢町，読合堂町，中里町，下里町，下一色町，勝堂町，北菩提寺町，西菩提
寺町，南菩提寺町，横溝町，中一色町，中岸本町，下岸本町，小田苅町，大清水町，
南清水町，北清水町，清水中町，長町，小池町，池庄町

水田地帯 やや不足している

旧能登川町
長勝寺町，神郷町，種町，今町，垣見町，躰光寺町，小川町，川南町，阿弥陀堂
町，新宮町，乙女浜町，佐生町，佐野町，猪子町，山路町，能登川町，北須田町，
南須田町，伊庭町，きぬがさ町，福堂町，栗見新田町，栗見出在家町，大中町

水田地帯 やや不足している

旧蒲生町

鋳物師町，蒲生岡本町，上麻生町，下麻生町，大塚町，田井町，蒲生大森町，鈴町，
蒲生堂町，宮川町，外原町，宮井町，葛巻町，横山町，合戸町，上南町，市子殿町，
市子沖町，市子松井町，市子川原町，平林町，石塔町，綺田町，蒲生寺町，桜川東町，
桜川西町，川合町，木村町，稲垂町

水田地帯 やや不足している

近江八幡市

八幡学区 宮内町，土田町，音羽町，市井町，多賀町，北之庄町 水田地帯 不足している

島学区 円山町，白王町，島町，北津田町，中之庄町，長命寺町，沖島町，大中町 水田地帯 確保されている

岡山学区 津田町，小船木町，加茂町，田中江町，牧町，大房町，船木町，南津田町，元水茎町 水田地帯 やや不足している

金田学区
上田町，若葉町二丁目，鷹飼町，西本郷町，金剛寺町，杉森町，長田町，西庄町，
浅小井町

水田地帯 確保されている

桐原学区
竹町，東町，池田本町，安養寺町，古川町，益田町，森尻町，中小森町，赤尾町，
大森町，日吉野町，若宮町，八木町

水田地帯 やや不足している

馬淵学区
馬淵町，東横関町，千僧供町，東川町，倉橋部町，浄土寺町，上畑町，新巻町，
長福寺町

水田地帯 不足している

北里学区 江頭町，十王町，小田町，野村町，佐波江町，水茎町 水田地帯 確保されている

武佐学区 武佐町，長光寺町，西宿町，野田町，御所内町，友定町，西生来町，末広町 水田地帯 不足している



市町名 募集区域名 集落（大字）等 農用地等の特徴 担い手の有無

近江八幡市
安土地域

安土町常楽寺，安土町上出，安土町香庄，安土町慈恩寺，安土町中屋，安土町小中，
安土町上豊浦，安土町下豊浦，安土町桑実寺，安土町宮津，安土町大中

水田地帯 確保されている

老蘇地域 安土町東老蘇，安土町西老蘇，安土町石寺，安土町内野 水田地帯 確保されている

日野町

【注】
集落（大字）
名の“大字”
を省略。

日野町

村井，小井口，寺尻，木津，日田，大窪，河原，松尾，上野田，大谷，原，川原，
杉，杣，小野，奥師，鳥居平，中之郷，佐久良，奥之池，安部居，中在寺，北脇，
蓮花寺，野出，西大路，仁本木，音羽，北畑，西明寺，蔵王，平子，熊野，鎌掛，
上駒月，下駒月，深山口，迫，清田，別所，三十坪，内池，猫田，十禅師，里口，
山本，小御門，小谷，石原，増田，豊田，中山

水田地帯 不足している

竜王町 竜王町
山中，岡屋，小口，薬師，七里，鵜川，橋本，川上，弓削，須惠，西川，西横関，
鏡，山面，山之上，岩井，川守，林，庄，信濃，島，駕輿丁，綾戸，田中

水田地帯 確保されている

彦根市

河瀬・亀山
葛籠町，西葛籠町，出町，南川瀬町，野口町，川瀬馬場町，極楽寺町，森堂町，
金剛寺町，辻堂町，蓮台寺町，堀町，広野町，犬方町，法士町，清崎町，賀田山町，
千尋町，太堂町，安食中町，楡町

水田地帯 やや不足している

稲枝

三津町，海瀬町，金沢町，稲部町，肥田町，野良田町，稲枝町，彦富町，金田町，
稲里町，下岡部町，石寺町，薩摩町，柳川町，甲崎町，下西川町，上西川町，上
岡部町，田原町，服部町，上稲葉町，下稲葉町，出路町，本庄町，普光寺町，南
三ツ谷町，田附町，新海町

水田地帯，果樹地
帯

確保されている

彦根北部
大藪町，古沢町，里根町，野田山町，松原町，宇尾町，甘呂町，開出今町，八坂
町，須越町，三津屋町，日夏町，鳥居本町，下矢倉町，甲田町，宮田町，佐和山町，
小野町，笹尾町，荘厳寺町，善谷町，中山町，仏生寺町，武奈町，高宮町

水田地帯，畑地帯 やや不足している

愛荘町 愛荘町

上蚊野，松尾寺，斧磨，岩倉，蚊野，軽野，安孫子，東出，竹原，常安寺，円城寺，
西出，深草，目加田，蚊野外，香之庄，元持，沖，宮後，北八木，下八木，島川，
長塚，栗田，南野々目，野々目，矢守，畑田，平居，苅間，東円堂，豊満，愛知川，
中宿，沓掛，市，石橋，川久保，長野，川原，山川原

水田地帯 不足している

甲良町 甲良町
在士，下之郷，尼子，呉竹，小川原，北落，金屋，正楽寺，池寺，長寺，法養寺，
横関

水田地帯 確保されている

豊郷町 豊郷町
石畑，四十九院，安食西，安食南，三ツ池，雨降野，八町，八目，大町，高野瀬，
沢，下枝，上枝，吉田，杉，日栄

水田地帯 やや不足している

多賀町 多賀町
多賀，四手，大岡，八重練，栗栖，一円，木曽，久徳，月之木，中川原，土田，
敏満寺，猿木，河内，水谷，川相，藤瀬，富之尾，楢崎，一ノ瀬，樋田，萱原，
大杉，小原，壺，霜ケ原，佐目，南後谷，大君ケ畑，杉

水田地帯 不足している

米原市

山東地域
長久寺，柏原，須川，大野木，清滝，梓河内，志賀谷，加勢野，北方，菅江，山室，
大鹿，堂谷，本郷，長岡，万願寺，西山，市場，夫馬，朝日，烏脇，坂口，村居田，
井之口，野一色，小田，間田，天満，本市場，池下

水田地帯 やや不足している

伊吹地域
甲津原，曲谷，甲賀，吉槻，大久保，小泉，伊吹，上野，弥高，上板並，下板並，
春照，高番，杉澤，村木，大清水，藤川，上平寺

水田地帯 不足している

米原地域
梅ケ原，米原，下多良，中多良，上多良，朝妻筑摩，磯，入江，河南，樋口，三吉，
西坂，番場，一色，醒井，枝折，下丹生，上丹生

水田地帯 やや不足している

近江地域
多和田，能登瀬，日光寺，寺倉，新庄，箕浦，西円寺，岩脇，舟崎，高溝，顔戸，
長沢，宇賀野，飯，世継

水田地帯 やや不足している

長浜市

旧長浜市

下坂浜町，大辰巳町，室町，永久寺町，大戌亥町，下坂中町，寺田町，田村町，高橋町，
宮司町，小堀町，大東町，今川町，七条町，南小足町，新栄町，加納町，榎木町，
南田附町，川崎町，山階町，口分田町，保田町，今町，国友町，新庄寺町，新庄中
町，新庄馬場町，小沢町，下之郷町，泉町，森町，相撲町，祇園町，列見町，十里
町，春近町，石田町，堀部町，保多町，垣籠町，東上坂町，西上坂町，千草町，八
条町，本庄町，常喜町，鳥羽上町，名越町，布勢町，小一条町，加田町，加田今町

水田地帯 確保されている

旧浅井町

内保町，大路町，三田町，大依町，八島町，平塚町，尊勝寺町，山ノ前町，西野
町，尊野町，湯次町，高畑町，力丸町，野田町，木尾町，上野町，小室町，黒部町，
竜安寺町，谷口町，北野町，池奥町，瓜生町，田川町，須賀谷町，北ノ郷町，東野町，
小野寺町，醍醐町，徳山町，飯山町，当目町，大門町，乗倉町，西主計町，東主
計町，南郷町，相撲庭町，今荘町，佐野町，南池町，北池町，法楽寺町，野村町，
野瀬町，草野町，高山町，寺師町，西村町，太田町，郷野町，鍛冶屋町，岡谷町

水田地帯 確保されている

旧びわ町
細江町，曽根町，錦織町，落合町，難波町，新居町，野寺町，八木浜町，大浜町，
南浜町，川道町，小観音寺町，稲葉町，弓削町，香花寺町，富田町，十九町，上
八木町，下八木町，早崎町，益田町，安養寺町

水田地帯 確保されている

旧虎姫町
唐国町，月ケ瀬町，大寺町，中野町，三川町，宮部町，大井町，西大井町，桜町，
柿ノ木，長田町，新旭町，酢，五村，田町

水田地帯 確保されている

旧湖北町

小谷郡上町，小谷美濃山町，小谷上山田町，下山田，湖北町二俣，小谷丁野町，
湖北町山脇，湖北町河毛，湖北町別所，湖北町留目，湖北町伊部，湖北町小今，
湖北町賀，湖北町馬渡，湖北町大安寺，湖北町南速水，湖北町小倉，湖北高田町，
湖北町速水，湖北町八日市，湖北町青名，湖北町猫口，湖北町沢，湖北今町，湖
北町山本，湖北町五坪，大光寺町，湖北町田中，湖北町海老江，湖北町延勝寺，
湖北町今西，湖北町津里，湖北町石川，湖北東尾上町，湖北町尾上

水田地帯 確保されている



市町名 募集区域名 集落（大字）等 農用地等の特徴 担い手の有無

長浜市

旧高月町

高月町井口，高月町持寺，高月町洞戸，高月町尾山，高月町保延寺，高月町雨森，
高月町高野，高月町柏原，高月町渡岸寺，高月町落川，高月町馬上，高月町森本，
高月町高月，高月町宇根，高月町東阿閉，高月町東柳野，高月町柳野中，高月町
西柳野，高月町重則，高月町松尾，高月町西野，高月町熊野，高月町片山，高月
町西阿閉，高月町東高田，高月町布施，高月町唐川，高月町横山，高月町東物部，
高月町西物部，高月町磯野

水田地帯 確保されている

旧木之本町

木之本町金居原，木之本町杉野，木之本町杉本，木之本町音羽，木之本町大見，
木之本町川合，木之本町古橋，木之本町石道，木之本町小山，木之本町木之本，
木之本町廣瀬，木之本町黒田，木之本町田部，木之本町千田，木之本町大音，木
之本町飯浦，木之本町山梨子，木之本町西山，木之本町田居，木之本町北布施，
木之本町赤尾

水田地帯 確保されている

旧余呉町

余呉町坂口，余呉町下余呉，余呉町中之郷，余呉町八戸，余呉町川並，余呉町下丹生，
余呉町上丹生，余呉町摺墨，余呉町菅並，余呉町文室，余呉町国安，余呉町東野，
余呉町今市，余呉町新堂，余呉町池原，余呉町小谷，余呉町柳ケ瀬，余呉町椿坂，
余呉町中河内

水田地帯 不足している

旧西浅井町

西浅井町塩津浜，西浅井町祝山，西浅井町野坂，西浅井町塩津中，西浅井町余，
西浅井町集福寺，西浅井町沓掛，西浅井町横波，西浅井町岩熊，西浅井町大浦，
西浅井町菅浦，西浅井町月出，西浅井町八田部，西浅井町山田，西浅井町小山，
西浅井町山門，西浅井町中，西浅井町庄，西浅井町黒山

水田地帯 不足している

高島市

旧マキノ町

マキノ町海津，マキノ町西浜，マキノ町小荒路，マキノ町野口，マキノ町在原，
マキノ町山中，マキノ町下，マキノ町浦，マキノ町寺久保，マキノ町蛭口，マキ
ノ町石庭，マキノ町牧野，マキノ町白谷，マキノ町上開田，マキノ町下開田，マ
キノ町辻，マキノ町森西，マキノ町沢，マキノ町知内，マキノ町新保，マキノ町
中庄，マキノ町大沼

水田地帯 不足している

旧今津町

今津町今津，今津町南新保，今津町大供，今津町弘川，今津町下弘部，今津町上
弘部，今津町藺生，今津町梅原，今津町岸脇，今津町住吉一丁目，今津町住吉二
丁目，今津町中沼一丁目，今津町中沼二丁目，今津町名小路一丁目，今津町名小
路二丁目，今津町舟橋一丁目，今津町舟橋二丁目，今津町桜町一丁目，今津町桜
町二丁目，今津町大供大門一丁目，今津町大供大門二丁目，今津町深清水，今津
町桂，今津町酒波，今津町日置前，今津町福岡，今津町北仰，今津町浜分，今津
町角川，今津町保坂，今津町途中谷，今津町椋川，今津町杉山，今津町天増川

水田地帯 不足している

旧新旭町

新旭町新庄，新旭町新庄一丁目，新旭町新庄二丁目，新旭町安井川，新旭町安井
川一丁目，新旭町安井川二丁目，新旭町北畑，新旭町北畑一丁目，新旭町北畑二
丁目，新旭町北畑三丁目，新旭町藁園，新旭町太田，新旭町饗庭，新旭町熊野本，
新旭町熊野本一丁目，新旭町熊野本二丁目，新旭町旭，新旭町旭一丁目，新旭町
旭二丁目，新旭町針江，新旭町深溝

水田地帯 不足している

旧安曇川町

安曇川町下古賀，安曇川町上古賀，安曇川町長尾，安曇川町中野，安曇川町南古賀，
安曇川町田中，安曇川町三尾里，安曇川町西万木，安曇川町五番領，安曇川町常
磐木，安曇川町中央一丁目，安曇川町中央二丁目，安曇川町中央三丁目，安曇川
町中央四丁目，安曇川町末広一丁目，安曇川町末広二丁目，安曇川町末広三丁目，
安曇川町末広四丁目，安曇川町青柳，安曇川町上小川，安曇川町下小川，安曇川
町横江，安曇川町北船木，安曇川町南船木，安曇川町川島，安曇川町四津川，安
曇川町横江浜

水田地帯 不足している

旧高島町
鵜川，勝野，城山台一丁目，城山台二丁目，永田，音羽，鴨，宮野，野田，武曽横山，
高島，拝戸，鹿ケ瀬，黒谷，畑

水田地帯 不足している

旧朽木村
朽木市場，朽木麻生，朽木地子原，朽木雲洞谷，朽木能家，朽木小入谷，朽木生
杉，朽木中牧，朽木古屋，朽木桑原，朽木平良，朽木小川，朽木栃生，朽木村井，
朽木大野，朽木古川，朽木岩瀬，朽木柏，朽木宮前坊，朽木野尻，朽木荒川

水田地帯 不足している

※ 集落 （大字） 内に市街化区域を含む場合は、 その区域を原則、 除きます。


