
養老町における騒音規制区域一覧表

大字烏江字江南、字江東、字江西、大字澤田、字道島、字向島、字大門、字

中島、字内町、字井下、字吉谷、字羽の段、字堀川、字片久、字高野、字櫻

井前、字丁田、字東段原、字境谷、字南谷、字南山、字岩須、大字櫻井字村

内、字村下、字廣畑、字芝野、字中林、字平松、字坂尻、大字上方字東河

原、字新田分、字天神畑、字出口、字鬼頭、字新田、字下河原、字北海道、

字松ノ木原、字稗田、字梅ノ木原、字岩坂、字穂田之下、字神明前、字桐ノ

木原、字北河原、字焼田、字渕ノ脇、大字五日市字桑ノ木原、字上り戸、字

柳原、字畑、字宮東、字断前、字下市場、大字龍泉寺字早稲田、字簗場、字

大墳、字廣田、字垣の内、字牛谷、字中尾、字野畔、字溝尻、字上河原、字

村下、字外屋敷、字北尾、字南尾、字威徳山、大字勢至字町屋、字横手、字

鍛治屋町、字甚五郎、字葉場、字江ノ尾、字山畑、字北畑、字留山、字草

生、字行平、大字柏尾、字北野、字初畑、字北越、字花ノ木段、字南代、字

四番割、字中割、字谷口、字表山、字裏山、大字石畑字柳橋、字山本、字見

上田、字八反田、字溝起、字宮代起、字野白、字金尾起、字井口北、字瀬古

口、字溜池、字喜多村、字中門、字戸関、字森尾田、字北ノ口、字閔鎮、字

石畑、字八郎墳、字平木、字坂巻、字籔の内、字河戸、字山渡瀬、字池田、

字東門、字南門、字八千代原、字庄畑、大字明徳字板屋海道、字河原崎、字

中島、字柳原、大字養老字村上、字木戸口、字北越、字口郷、字才造畑、字

中割、字北井戸、字末新田、字辰新田、字長割、字松原、字千人墳、大字養

老公園字舟岡、字唐谷、字滝谷、字小谷山、字菊水、大字高林字高林、大字

京ケ脇字京ケ脇、大字口ケ島字八中、字寺田、字中島、字堤外、大字飯ノ木

字山道、字五反田、字藤ノ木、字下墳、字東海道、字蘆墳、字居村、字扇

田、字殿海道、字東倉、字安久、字市道、字番匠田、字休息所、字源氏橋、

大字大跡字田中、字赤池、字宮前、字反割、字番戸、字空待、字圦之戸、字

東畑、字堤外、字平、大字西岩道字南屋敷、字北屋敷、字東屋敷、字村北、

字東浦、字村前、字西川、字道上字茶ノ木原、字六反長、字中新白、字下新

白、字戸井の口、字笹墳、字清水、字中道、字下中道、字飛地、字長代、字

井敷、字西楽畑、字中楽畑、字下楽畑、字川北、字楽野、大字岩道字長代、

字村内、字差柳、字小橋、字林、字一本木、字廣田、大字鷲巣字河起、字南

海道、字萱原、字南原、字南組、字八弥起、字稲葉、字河並、字中組、字大

後、字養老道南、字小松林、字外新田、字長割、字三反割、字大河間、字三

畝町田、字椿、字馬踏田、字江西、字割田、字郷作、字六兵衛、字稗田、字

長屋野、字野畔、字藤ノ木、字一町田、字上り戸、字井之口、字白石道、字

出口、字北組、字神屋田、字庄司屋敷、字掘ノ上、字柏尾道東、字大石蔵

西、字養老道北、字元河原、字新田林、字北新田、字獅々田、字長表佐、字

四反田、字薬師山、大字小倉字道下、字大道上、字長畑、字海道下、字四石

畑、字海道上、字七ツ屋、字北原、字三代明神、字南原、字南中道上、字椿

原、字中道上、字中道下、字前並、字古新田、字替地、字新白道上、字新白

道下、字古神明、字山ケ池、字川原田、字宮下、字橋向、字後並、字市神、

字長割、字源長、字圦先、字除上、字除下、字中山、字跡付、字小倉山、大

字有尾字荒子、字村前、字村内、字堤外、字下池、大字田字道上、字鍋弦、

字稲川、字江西、字江東、字堤外、大字横屋字中島、字宮北、字宮前、字是

心、字西筋、字南筋、字上知、字中壱、字一町田、字蔵下、字玄斉、字一町

七反物、字東壱、字外新田、字草場、字長池、大字若宮字宮下、字無生東、

字村下、字村北、字北原、字北河原、字新開所、字立山添、字立山、大字船

見字前並、字東屋敷、字北畑、字西屋敷、字久内起、大字一色字小名、字浮

鳥、字大墳、字柏ノ木、字段ノ尻、字中原、字中鳥、字上戸樋、字北河原、

大字大巻字イの割、字ロの割、字ハの割、字ニの割、字ホの割、字東への

割、字西への割、字トの割道上、字トの割道下、字西リの割、字東リの割、

字ヌの割、字ルの割、字ヲの割、字チの割、字ワの割、字カの割、字吉田、

字下東葭野、字下西葭野、字上西葭野、字上東葭野、字四反割、字大割、字

西川並、字東川並、字北川並、大字根古地字城内、字苗代、字圦西、字圦

切、字寺西、字圦北、字五反割、字寺北、字苅又、字七反割、字江の橋、字

池田、字大野、字堤外、大字瑞穂字枠池、字柳原、字旭、字大前、字垂穂、

字西條、字神代、字大代、字志津、字冨貴、大字大場字村東、字南屋敷、字

堤外、字外地、字椋ケ原、字宮屋敷、市植伏場、字橋西、字大桐、字上土

取、字道下、字北屋敷、字下土取、字壱番割、字下割、字掘割、字二反地、

字西一町地、字中一町地、字東一町地、字池田、字島南、字屋敷割、字大豆

田、字八反畑、大字釜段字柳原、字古堤新開、字吉岡、字吉岡西割、字中

島、字亀井屋敷割、字亀井崎、字宮方、字新田、字ワの割、字龍骨、字替地

南、字菖蒲原、字新開、字宮前、字野税場、字徳崎、字福角、字力の割、字

替地、字午生替地、字下池、大字船附字南川並、字北米野、字南米野、字元

屋敷、字五反田、字中起、字角田江西、字六羽野、字懸木道西、字懸木道

東、字角田江東、字茶木原、字杁木原、字杁下江西、字杁下江東、字杁下新

堀、字十人割、字大苗代、字東井戸池、字西井戸池南ノ切、字西井戸池北の

切、字村内北ノ割、字村内南ノ割、字村内西ノ割、字寺屋敷、字東深池、字

西深池、字宮辺、字南小川、字東小川、字西小川、字北小川道東、字北小川

道西、字釜池、字鰌池江西、字鰌池字江東、字栗笠東、字西川並杁西、字西

川並中道東、字西川並中道北、字西川並中道南、字神成田道東、字神成田道

西、字神成田道南、字乙堀、字上田、字西沼堀東、字西沼堀西、字除外、字

名古屋地新堀、字中沼堀東、字中沼堀西、字外沼、字大流、字雨引場、字七

反長、字富古場、字中代道東、字十二石、字弥蔵ハツカ、字大割田、字小田

輪、字勘右エ門田、字東沼堀西、字東沼堀東、字中代道西、字仁右エ門田道

西、字仁右エ門田道東、字東川並砂切戸、大字下笠字和田ノ崎、字除内、字

山ノ内、字細池、字東真曽根、字三畝丁田、字中反、字三ツ屋、字上市場、

字下市場、字懐、字構、字川東、字中島、字中村、字中島前、字西江下、字

湯口、字除下、字五町田、字東江下、字中沼、字諏訪ノ木、字日暮、大字栗

笠字内草場、字五島新田、字村内、字村前、字仲田、字井戸池、大字大野字

畔江田、字北川並、字干池、字出口、字村内、字中川並、字横代、字大勢

町、字馬道、字南川並、字南長島、字南横代、字ニツ杁、字福束田、字船附

境、字六佐田、大字上之郷字戸池、字川田、字大貝戸、字蓮池、字乙ケ池、

字浮、字砂盛、字井戸池、字川原毛、字流、字壱丁貝戸、字乙堀、字畑屋、

字池田、大字飯田大見道、字宮西、字井ノ下、字南丸内、字宮東、字門畑、

字八ノ坪、字西九ノ坪、字東九ノ坪、字梶田、字東町田、字九内、字島下、

字染貝戸、字小深田、字除ケ北、字五堂、大字大坪字田中、字前沖、字堀ノ

内、字松ノ木、字溝東、字溝東小分、大字蛇持字祖父田、字西田、字南屋

敷、字南浦、字内野田、字法善殿、字田畑、字除ケ下、字赤池、字外の田、

字船戸、字前野、字北屋敷、字北浦、字横長、字立長、字柳原、字押登毛、

字葭ノ尻、字横割、字鎌倉、字北ノ割、字新道東、字柳下、字池ノ割、字井

割場、大字祖父江字八石、字段海、字下段海、字又右エ門東、字祖父池、字

野畑、字野田、字井領、字一ノ坪、字掛圦、字中島、字天ケ池、字前沖、字

向野、大字江月字村西、字村前、字馬込、字新白、字古川、字高野、字下河

原、字島崎、字北柳原、大字直江字新屋敷、字枠池、字喰地、字右エ門郷、

字河間田、字東河原、字枯木、字榎町、字一斗割、字薊野、字割田、字一丁

田、字広面、字中原、字野割、字内野、字向野、大字金屋字西川原、字村の

内、字太夫田、字大三戸、字井ノ上、字熊竹、字平墳、字広割、字池田、大

字飯積字村西、字村前、字棚場、字横長、字川原、字鍛治屋田、字石瀬、字

儀呂、字広割、字西細割、字東細割、字岡田口、字一本木、字赤池、字貝

割、字起、字小物成、大字橋瓜字天待、字岡山、字山田、字三ツ圦、字桑ノ

木原、字新宮野、字色目、字池田、字北川原、字神明下、字西河原、字村

内、字宮の下、字村下、字南河原、字岡ケ鼻、字大畔、大字宇田字用水、字

関海道、字鷺打、字郷勺、字交反田、字池、字宮西、字清水、字本堂、字堀

之内、字柿ノ木、大字豊字砂畑、字川原、字柿ノ木、字石名田、字蛭田、字

川向、大字中字下戸、字三反田、字神明下、字北川原、字川南、大字安久字

宮ノ腰、字五堂、字尼ケ池、字本堂、字鐘鋳、字村内、字研屋、字飛鳥井、

大字色目字神明下、字色目、字清水、大字室原字小栗栖、字新宮、字住吉、

字中嶋、字花子、字綾野渡、字平之ケ町、字落合、字大廻戸、字川田、字梨

子笠及び字北浦の各全部

第二種区域



大字烏江字江南、字江東、字江西、大字澤田、字道島、字向島、字大門、字

中島、字内町、字井下、字吉谷、字羽の段、字堀川、字片久、字高野、字櫻

井前、字丁田、字東段原、字境谷、字南谷、字南山、字岩須、大字櫻井字村

内、字村下、字廣畑、字芝野、字中林、字平松、字坂尻、大字上方字東河

原、字新田分、字天神畑、字出口、字鬼頭、字新田、字下河原、字北海道、

字松ノ木原、字稗田、字梅ノ木原、字岩坂、字穂田之下、字神明前、字桐ノ

木原、字北河原、字焼田、字渕ノ脇、大字五日市字桑ノ木原、字上り戸、字

柳原、字畑、字宮東、字断前、字下市場、大字龍泉寺字早稲田、字簗場、字

大墳、字廣田、字垣の内、字牛谷、字中尾、字野畔、字溝尻、字上河原、字

村下、字外屋敷、字北尾、字南尾、字威徳山、大字勢至字町屋、字横手、字

鍛治屋町、字甚五郎、字葉場、字江ノ尾、字山畑、字北畑、字留山、字草

生、字行平、大字柏尾、字北野、字初畑、字北越、字花ノ木段、字南代、字

四番割、字中割、字谷口、字表山、字裏山、大字石畑字柳橋、字山本、字見

上田、字八反田、字溝起、字宮代起、字野白、字金尾起、字井口北、字瀬古

口、字溜池、字喜多村、字中門、字戸関、字森尾田、字北ノ口、字閔鎮、字

石畑、字八郎墳、字平木、字坂巻、字籔の内、字河戸、字山渡瀬、字池田、

字東門、字南門、字八千代原、字庄畑、大字明徳字板屋海道、字河原崎、字

中島、字柳原、大字養老字村上、字木戸口、字北越、字口郷、字才造畑、字

中割、字北井戸、字末新田、字辰新田、字長割、字松原、字千人墳、大字養

老公園字舟岡、字唐谷、字滝谷、字小谷山、字菊水、大字高林字高林、大字

京ケ脇字京ケ脇、大字口ケ島字八中、字寺田、字中島、字堤外、大字飯ノ木

字山道、字五反田、字藤ノ木、字下墳、字東海道、字蘆墳、字居村、字扇

田、字殿海道、字東倉、字安久、字市道、字番匠田、字休息所、字源氏橋、

大字大跡字田中、字赤池、字宮前、字反割、字番戸、字空待、字圦之戸、字

東畑、字堤外、字平、大字西岩道字南屋敷、字北屋敷、字東屋敷、字村北、

字東浦、字村前、字西川、字道上字茶ノ木原、字六反長、字中新白、字下新

白、字戸井の口、字笹墳、字清水、字中道、字下中道、字飛地、字長代、字

井敷、字西楽畑、字中楽畑、字下楽畑、字川北、字楽野、大字岩道字長代、

字村内、字差柳、字小橋、字林、字一本木、字廣田、大字鷲巣字河起、字南

海道、字萱原、字南原、字南組、字八弥起、字稲葉、字河並、字中組、字大

後、字養老道南、字小松林、字外新田、字長割、字三反割、字大河間、字三

畝町田、字椿、字馬踏田、字江西、字割田、字郷作、字六兵衛、字稗田、字

長屋野、字野畔、字藤ノ木、字一町田、字上り戸、字井之口、字白石道、字

出口、字北組、字神屋田、字庄司屋敷、字掘ノ上、字柏尾道東、字大石蔵

西、字養老道北、字元河原、字新田林、字北新田、字獅々田、字長表佐、字

四反田、字薬師山、大字小倉字道下、字大道上、字長畑、字海道下、字四石

畑、字海道上、字七ツ屋、字北原、字三代明神、字南原、字南中道上、字椿

原、字中道上、字中道下、字前並、字古新田、字替地、字新白道上、字新白

道下、字古神明、字山ケ池、字川原田、字宮下、字橋向、字後並、字市神、

字長割、字源長、字圦先、字除上、字除下、字中山、字跡付、字小倉山、大

字有尾字荒子、字村前、字村内、字堤外、字下池、大字田字道上、字鍋弦、

字稲川、字江西、字江東、字堤外、大字横屋字中島、字宮北、字宮前、字是

心、字西筋、字南筋、字上知、字中壱、字一町田、字蔵下、字玄斉、字一町

七反物、字東壱、字外新田、字草場、字長池、大字若宮字宮下、字無生東、

字村下、字村北、字北原、字北河原、字新開所、字立山添、字立山、大字船

見字前並、字東屋敷、字北畑、字西屋敷、字久内起、大字一色字小名、字浮

鳥、字大墳、字柏ノ木、字段ノ尻、字中原、字中鳥、字上戸樋、字北河原、

大字大巻字イの割、字ロの割、字ハの割、字ニの割、字ホの割、字東への

割、字西への割、字トの割道上、字トの割道下、字西リの割、字東リの割、

字ヌの割、字ルの割、字ヲの割、字チの割、字ワの割、字カの割、字吉田、

字下東葭野、字下西葭野、字上西葭野、字上東葭野、字四反割、字大割、字

西川並、字東川並、字北川並、大字根古地字城内、字苗代、字圦西、字圦

切、字寺西、字圦北、字五反割、字寺北、字苅又、字七反割、字江の橋、字

池田、字大野、字堤外、大字瑞穂字枠池、字柳原、字旭、字大前、字垂穂、

字西條、字神代、字大代、字志津、字冨貴、大字大場字村東、字南屋敷、字

堤外、字外地、字椋ケ原、字宮屋敷、市植伏場、字橋西、字大桐、字上土

取、字道下、字北屋敷、字下土取、字壱番割、字下割、字掘割、字二反地、

字西一町地、字中一町地、字東一町地、字池田、字島南、字屋敷割、字大豆

田、字八反畑、大字釜段字柳原、字古堤新開、字吉岡、字吉岡西割、字中

島、字亀井屋敷割、字亀井崎、字宮方、字新田、字ワの割、字龍骨、字替地

南、字菖蒲原、字新開、字宮前、字野税場、字徳崎、字福角、字力の割、字

替地、字午生替地、字下池、大字船附字南川並、字北米野、字南米野、字元

屋敷、字五反田、字中起、字角田江西、字六羽野、字懸木道西、字懸木道

東、字角田江東、字茶木原、字杁木原、字杁下江西、字杁下江東、字杁下新

堀、字十人割、字大苗代、字東井戸池、字西井戸池南ノ切、字西井戸池北の

切、字村内北ノ割、字村内南ノ割、字村内西ノ割、字寺屋敷、字東深池、字

西深池、字宮辺、字南小川、字東小川、字西小川、字北小川道東、字北小川

道西、字釜池、字鰌池江西、字鰌池字江東、字栗笠東、字西川並杁西、字西

川並中道東、字西川並中道北、字西川並中道南、字神成田道東、字神成田道

西、字神成田道南、字乙堀、字上田、字西沼堀東、字西沼堀西、字除外、字

名古屋地新堀、字中沼堀東、字中沼堀西、字外沼、字大流、字雨引場、字七

反長、字富古場、字中代道東、字十二石、字弥蔵ハツカ、字大割田、字小田

輪、字勘右エ門田、字東沼堀西、字東沼堀東、字中代道西、字仁右エ門田道

西、字仁右エ門田道東、字東川並砂切戸、大字下笠字和田ノ崎、字除内、字

山ノ内、字細池、字東真曽根、字三畝丁田、字中反、字三ツ屋、字上市場、

字下市場、字懐、字構、字川東、字中島、字中村、字中島前、字西江下、字

湯口、字除下、字五町田、字東江下、字中沼、字諏訪ノ木、字日暮、大字栗

笠字内草場、字五島新田、字村内、字村前、字仲田、字井戸池、大字大野字

畔江田、字北川並、字干池、字出口、字村内、字中川並、字横代、字大勢

町、字馬道、字南川並、字南長島、字南横代、字ニツ杁、字福束田、字船附

境、字六佐田、大字上之郷字戸池、字川田、字大貝戸、字蓮池、字乙ケ池、

字浮、字砂盛、字井戸池、字川原毛、字流、字壱丁貝戸、字乙堀、字畑屋、

字池田、大字飯田大見道、字宮西、字井ノ下、字南丸内、字宮東、字門畑、

字八ノ坪、字西九ノ坪、字東九ノ坪、字梶田、字東町田、字九内、字島下、

字染貝戸、字小深田、字除ケ北、字五堂、大字大坪字田中、字前沖、字堀ノ

内、字松ノ木、字溝東、字溝東小分、大字蛇持字祖父田、字西田、字南屋

敷、字南浦、字内野田、字法善殿、字田畑、字除ケ下、字赤池、字外の田、

字船戸、字前野、字北屋敷、字北浦、字横長、字立長、字柳原、字押登毛、

字葭ノ尻、字横割、字鎌倉、字北ノ割、字新道東、字柳下、字池ノ割、字井

割場、大字祖父江字八石、字段海、字下段海、字又右エ門東、字祖父池、字

野畑、字野田、字井領、字一ノ坪、字掛圦、字中島、字天ケ池、字前沖、字

向野、大字江月字村西、字村前、字馬込、字新白、字古川、字高野、字下河

原、字島崎、字北柳原、大字直江字新屋敷、字枠池、字喰地、字右エ門郷、

字河間田、字東河原、字枯木、字榎町、字一斗割、字薊野、字割田、字一丁

田、字広面、字中原、字野割、字内野、字向野、大字金屋字西川原、字村の

内、字太夫田、字大三戸、字井ノ上、字熊竹、字平墳、字広割、字池田、大

字飯積字村西、字村前、字棚場、字横長、字川原、字鍛治屋田、字石瀬、字

儀呂、字広割、字西細割、字東細割、字岡田口、字一本木、字赤池、字貝

割、字起、字小物成、大字橋瓜字天待、字岡山、字山田、字三ツ圦、字桑ノ

木原、字新宮野、字色目、字池田、字北川原、字神明下、字西河原、字村

内、字宮の下、字村下、字南河原、字岡ケ鼻、字大畔、大字宇田字用水、字

関海道、字鷺打、字郷勺、字交反田、字池、字宮西、字清水、字本堂、字堀

之内、字柿ノ木、大字豊字砂畑、字川原、字柿ノ木、字石名田、字蛭田、字

川向、大字中字下戸、字三反田、字神明下、字北川原、字川南、大字安久字

宮ノ腰、字五堂、字尼ケ池、字本堂、字鐘鋳、字村内、字研屋、字飛鳥井、

大字色目字神明下、字色目、字清水、大字室原字小栗栖、字新宮、字住吉、

字中嶋、字花子、字綾野渡、字平之ケ町、字落合、字大廻戸、字川田、字梨

子笠及び字北浦の各全部

第二種区域



大字烏江字江南、字江東、字江西、大字澤田、字道島、字向島、字大門、字

中島、字内町、字井下、字吉谷、字羽の段、字堀川、字片久、字高野、字櫻

井前、字丁田、字東段原、字境谷、字南谷、字南山、字岩須、大字櫻井字村

内、字村下、字廣畑、字芝野、字中林、字平松、字坂尻、大字上方字東河

原、字新田分、字天神畑、字出口、字鬼頭、字新田、字下河原、字北海道、

字松ノ木原、字稗田、字梅ノ木原、字岩坂、字穂田之下、字神明前、字桐ノ

木原、字北河原、字焼田、字渕ノ脇、大字五日市字桑ノ木原、字上り戸、字

柳原、字畑、字宮東、字断前、字下市場、大字龍泉寺字早稲田、字簗場、字

大墳、字廣田、字垣の内、字牛谷、字中尾、字野畔、字溝尻、字上河原、字

村下、字外屋敷、字北尾、字南尾、字威徳山、大字勢至字町屋、字横手、字

鍛治屋町、字甚五郎、字葉場、字江ノ尾、字山畑、字北畑、字留山、字草

生、字行平、大字柏尾、字北野、字初畑、字北越、字花ノ木段、字南代、字

四番割、字中割、字谷口、字表山、字裏山、大字石畑字柳橋、字山本、字見

上田、字八反田、字溝起、字宮代起、字野白、字金尾起、字井口北、字瀬古

口、字溜池、字喜多村、字中門、字戸関、字森尾田、字北ノ口、字閔鎮、字

石畑、字八郎墳、字平木、字坂巻、字籔の内、字河戸、字山渡瀬、字池田、

字東門、字南門、字八千代原、字庄畑、大字明徳字板屋海道、字河原崎、字

中島、字柳原、大字養老字村上、字木戸口、字北越、字口郷、字才造畑、字

中割、字北井戸、字末新田、字辰新田、字長割、字松原、字千人墳、大字養

老公園字舟岡、字唐谷、字滝谷、字小谷山、字菊水、大字高林字高林、大字

京ケ脇字京ケ脇、大字口ケ島字八中、字寺田、字中島、字堤外、大字飯ノ木

字山道、字五反田、字藤ノ木、字下墳、字東海道、字蘆墳、字居村、字扇

田、字殿海道、字東倉、字安久、字市道、字番匠田、字休息所、字源氏橋、

大字大跡字田中、字赤池、字宮前、字反割、字番戸、字空待、字圦之戸、字

東畑、字堤外、字平、大字西岩道字南屋敷、字北屋敷、字東屋敷、字村北、

字東浦、字村前、字西川、字道上字茶ノ木原、字六反長、字中新白、字下新

白、字戸井の口、字笹墳、字清水、字中道、字下中道、字飛地、字長代、字

井敷、字西楽畑、字中楽畑、字下楽畑、字川北、字楽野、大字岩道字長代、

字村内、字差柳、字小橋、字林、字一本木、字廣田、大字鷲巣字河起、字南

海道、字萱原、字南原、字南組、字八弥起、字稲葉、字河並、字中組、字大

後、字養老道南、字小松林、字外新田、字長割、字三反割、字大河間、字三

畝町田、字椿、字馬踏田、字江西、字割田、字郷作、字六兵衛、字稗田、字

長屋野、字野畔、字藤ノ木、字一町田、字上り戸、字井之口、字白石道、字

出口、字北組、字神屋田、字庄司屋敷、字掘ノ上、字柏尾道東、字大石蔵

西、字養老道北、字元河原、字新田林、字北新田、字獅々田、字長表佐、字

四反田、字薬師山、大字小倉字道下、字大道上、字長畑、字海道下、字四石

畑、字海道上、字七ツ屋、字北原、字三代明神、字南原、字南中道上、字椿

原、字中道上、字中道下、字前並、字古新田、字替地、字新白道上、字新白

道下、字古神明、字山ケ池、字川原田、字宮下、字橋向、字後並、字市神、

字長割、字源長、字圦先、字除上、字除下、字中山、字跡付、字小倉山、大

字有尾字荒子、字村前、字村内、字堤外、字下池、大字田字道上、字鍋弦、

字稲川、字江西、字江東、字堤外、大字横屋字中島、字宮北、字宮前、字是

心、字西筋、字南筋、字上知、字中壱、字一町田、字蔵下、字玄斉、字一町

七反物、字東壱、字外新田、字草場、字長池、大字若宮字宮下、字無生東、

字村下、字村北、字北原、字北河原、字新開所、字立山添、字立山、大字船

見字前並、字東屋敷、字北畑、字西屋敷、字久内起、大字一色字小名、字浮

鳥、字大墳、字柏ノ木、字段ノ尻、字中原、字中鳥、字上戸樋、字北河原、

大字大巻字イの割、字ロの割、字ハの割、字ニの割、字ホの割、字東への

割、字西への割、字トの割道上、字トの割道下、字西リの割、字東リの割、

字ヌの割、字ルの割、字ヲの割、字チの割、字ワの割、字カの割、字吉田、

字下東葭野、字下西葭野、字上西葭野、字上東葭野、字四反割、字大割、字

西川並、字東川並、字北川並、大字根古地字城内、字苗代、字圦西、字圦

切、字寺西、字圦北、字五反割、字寺北、字苅又、字七反割、字江の橋、字

池田、字大野、字堤外、大字瑞穂字枠池、字柳原、字旭、字大前、字垂穂、

字西條、字神代、字大代、字志津、字冨貴、大字大場字村東、字南屋敷、字

堤外、字外地、字椋ケ原、字宮屋敷、市植伏場、字橋西、字大桐、字上土

取、字道下、字北屋敷、字下土取、字壱番割、字下割、字掘割、字二反地、

字西一町地、字中一町地、字東一町地、字池田、字島南、字屋敷割、字大豆

田、字八反畑、大字釜段字柳原、字古堤新開、字吉岡、字吉岡西割、字中

島、字亀井屋敷割、字亀井崎、字宮方、字新田、字ワの割、字龍骨、字替地

南、字菖蒲原、字新開、字宮前、字野税場、字徳崎、字福角、字力の割、字

替地、字午生替地、字下池、大字船附字南川並、字北米野、字南米野、字元

屋敷、字五反田、字中起、字角田江西、字六羽野、字懸木道西、字懸木道

東、字角田江東、字茶木原、字杁木原、字杁下江西、字杁下江東、字杁下新

堀、字十人割、字大苗代、字東井戸池、字西井戸池南ノ切、字西井戸池北の

切、字村内北ノ割、字村内南ノ割、字村内西ノ割、字寺屋敷、字東深池、字

西深池、字宮辺、字南小川、字東小川、字西小川、字北小川道東、字北小川

道西、字釜池、字鰌池江西、字鰌池字江東、字栗笠東、字西川並杁西、字西

川並中道東、字西川並中道北、字西川並中道南、字神成田道東、字神成田道

西、字神成田道南、字乙堀、字上田、字西沼堀東、字西沼堀西、字除外、字

名古屋地新堀、字中沼堀東、字中沼堀西、字外沼、字大流、字雨引場、字七

反長、字富古場、字中代道東、字十二石、字弥蔵ハツカ、字大割田、字小田

輪、字勘右エ門田、字東沼堀西、字東沼堀東、字中代道西、字仁右エ門田道

西、字仁右エ門田道東、字東川並砂切戸、大字下笠字和田ノ崎、字除内、字

山ノ内、字細池、字東真曽根、字三畝丁田、字中反、字三ツ屋、字上市場、

字下市場、字懐、字構、字川東、字中島、字中村、字中島前、字西江下、字

湯口、字除下、字五町田、字東江下、字中沼、字諏訪ノ木、字日暮、大字栗

笠字内草場、字五島新田、字村内、字村前、字仲田、字井戸池、大字大野字

畔江田、字北川並、字干池、字出口、字村内、字中川並、字横代、字大勢

町、字馬道、字南川並、字南長島、字南横代、字ニツ杁、字福束田、字船附

境、字六佐田、大字上之郷字戸池、字川田、字大貝戸、字蓮池、字乙ケ池、

字浮、字砂盛、字井戸池、字川原毛、字流、字壱丁貝戸、字乙堀、字畑屋、

字池田、大字飯田大見道、字宮西、字井ノ下、字南丸内、字宮東、字門畑、

字八ノ坪、字西九ノ坪、字東九ノ坪、字梶田、字東町田、字九内、字島下、

字染貝戸、字小深田、字除ケ北、字五堂、大字大坪字田中、字前沖、字堀ノ

内、字松ノ木、字溝東、字溝東小分、大字蛇持字祖父田、字西田、字南屋

敷、字南浦、字内野田、字法善殿、字田畑、字除ケ下、字赤池、字外の田、

字船戸、字前野、字北屋敷、字北浦、字横長、字立長、字柳原、字押登毛、

字葭ノ尻、字横割、字鎌倉、字北ノ割、字新道東、字柳下、字池ノ割、字井

割場、大字祖父江字八石、字段海、字下段海、字又右エ門東、字祖父池、字

野畑、字野田、字井領、字一ノ坪、字掛圦、字中島、字天ケ池、字前沖、字

向野、大字江月字村西、字村前、字馬込、字新白、字古川、字高野、字下河

原、字島崎、字北柳原、大字直江字新屋敷、字枠池、字喰地、字右エ門郷、

字河間田、字東河原、字枯木、字榎町、字一斗割、字薊野、字割田、字一丁

田、字広面、字中原、字野割、字内野、字向野、大字金屋字西川原、字村の

内、字太夫田、字大三戸、字井ノ上、字熊竹、字平墳、字広割、字池田、大

字飯積字村西、字村前、字棚場、字横長、字川原、字鍛治屋田、字石瀬、字

儀呂、字広割、字西細割、字東細割、字岡田口、字一本木、字赤池、字貝

割、字起、字小物成、大字橋瓜字天待、字岡山、字山田、字三ツ圦、字桑ノ

木原、字新宮野、字色目、字池田、字北川原、字神明下、字西河原、字村

内、字宮の下、字村下、字南河原、字岡ケ鼻、字大畔、大字宇田字用水、字

関海道、字鷺打、字郷勺、字交反田、字池、字宮西、字清水、字本堂、字堀

之内、字柿ノ木、大字豊字砂畑、字川原、字柿ノ木、字石名田、字蛭田、字

川向、大字中字下戸、字三反田、字神明下、字北川原、字川南、大字安久字

宮ノ腰、字五堂、字尼ケ池、字本堂、字鐘鋳、字村内、字研屋、字飛鳥井、

大字色目字神明下、字色目、字清水、大字室原字小栗栖、字新宮、字住吉、

字中嶋、字花子、字綾野渡、字平之ケ町、字落合、字大廻戸、字川田、字梨

子笠及び字北浦の各全部

第二種区域


