地方活力向上地域（法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業の対象となる地方活力向上地域）
【松江市】
石橋町、内中原町、奥谷町、苧町、学園 1 丁目、学園 2 丁目、学園南 1 丁目、学園南 2 丁目、春日
町、片原町、北田町、北堀町、国屋町（馬渡、堂土、1 番地 10 から 1 番地 179 除く）
、黒田町（寺
後除く）、淞北台、末次町、末次本町、菅田町（堤尻除く）、砂子町、外中原町、大輪町、千鳥町、
堂形町、殿町、中原町、南平台、西尾町（山辺、漆谷除く）
、西川津町(南鷲島、剣先、出来島、北
鷲島、中鷲島、海崎除く)、西茶町、西浜佐陀町（397 番地から 403 番地、414 番地から 424 番地、
711 番地から 739 番地除く）
、西持田町（竹平、草木谷、橋立、中山、ナメラ、花ノ木谷、大瀬戸、
大谷、亀尻除く）
、浜佐田町（189 番地から 432 番地、458 番地から 537 番地、554 番地から 590
番地、616 番地から 642 番地除く）
、東奥谷町、東本町 1 丁目、東本町 2 丁目、東本町 3 丁目、東
本町 4 丁目、東本町 5 丁目、比津が丘 1 丁目、比津が丘 2 丁目、比津が丘 3 丁目、比津が丘 4 丁
目、比津が丘 5 丁目、比津町（鍵堀、清水尻、丸山除く）、法吉町（長谷、西の谷、角谷除く）、母
衣町、南田町、向島町、米子町、青葉台、上乃木 1 丁目、上乃木 2 丁目、上乃木 3 丁目、上乃木 4
丁目、上乃木 5 丁目(2237 番地 2 除く)、上乃木６丁目(2516 番地から 2517 番地、2520 番地から
2521 番地除く)、上乃木 7 丁目、上乃木 8 丁目、上乃木 9 丁目、上乃木 10 丁目、朝日町、意宇町
（216 番地）
、伊勢宮町、一の谷町(1,370 番地除く)、魚町、大庭町(神田、渋ケ谷、深田除く)、御
手船場町、古志原 1 丁目、古志原 2 丁目（914 番地から 919 番地、1592 番地除く）
、古志原 3 丁
目、古志原 4 丁目、古志原 5 丁目、古志原 6 丁目、古志原 7 丁目、雑賀町、幸町、栄町、白潟本
町、新雑賀町、新町、袖師町、大正町、竪町、田和山町、竹矢(下手間田、上塚田、上竹矢後除く)、
津田町、寺町、天神町、灘町、西津田 1 丁目、西津田 2 丁目、西津田 3 丁目、西津田 4 丁目、西津
田 5 丁目、西津田 6 丁目、西津田 7 丁目、西津田 8 丁目、西津田 9 丁目(742 番地から 745 番地、
749 番地 1 から 760 番地 6、779 番地除く)、西津田 10 丁目（695 番地から 697 番地、892 番地 1
から 892 番地 5、911 番地から 911 番地 2 除く）、西嫁島 1 丁目、西嫁島 2 丁目、西嫁島 3 丁目、
乃木福富町、乃白町(1300 番地から 2804 番地除く)、八軒屋町、浜乃木 1 丁目、浜乃木 2 丁目、浜
乃木 3 丁目、浜乃木 4 丁目、浜乃木 5 丁目、浜乃木 6 丁目、浜乃木 7 丁目、浜乃木 8 丁目、浜乃
木町、東朝日町、東津田町（中島除く）
、富士見町、平成町、本郷町、馬潟町(若宮山除く)、松尾町、
八雲台 1 丁目、八雲台 2 丁目、矢田町（カガラ、大平除く）
、山代町（廻、大谷除く）
、八幡町(249
番地から 252 番地、257 番地から 262 番地、844 番地から 848 番地、851 番地から 859 番地除く)、
横浜町、嫁島町、和多見町、本庄町、上本庄町（石山、古屋谷、小屋ノ谷除く）
、新庄町（小屋ノ谷、
木舩、土地畑除く）
、枕木町（勝負、枕木除く）、長海町（小林、奥ノ谷、高丸除く）、野原町（山ノ
奥、赤廻除く）
、上宇部尾町（棋谷、藤谷除く）、坂本町（半田、山根田除く）
、福原町（殿ノ奥、遊
屋谷、宮山除く）
、川原町（三百久保、中原、寺田除く）
、上東川津町（二王ケ谷、714 番地、1681
番地から 2123 番地除く）
、下東川津町（井出元除く）、朝酌町（宇田瀬、藤谷除く）、魚瀬町（鎌田
除く）
、秋鹿町（大廻、絵堂畑、90 番地から 103 番地、137 番地から 185 番地除く）、岡本町（深
坪、八反田除く）
、古曽志町（567 番地、57 番地から 92 番地、149 番地から 168 番地除く）、西谷
町（柿原、204 番地から 221 番地、226 番地から 238 番地除く）
、古志町（東ノ谷、西ノ谷、山本
除く）
、薦津町（300 番地から 309 番地、360 番地から 368 番地、370 番地から 379 番地、381 番
地から 392 番地除く）
、下佐陀町（稲内、冥加、361 番地から 489 番地除く）
、上佐陀町（堀ノ内、
天路、254 番地から 336 番地除く）
、西生馬町（古池、清水谷、郷戸、231 番地から 246 番地除く）、
東生馬町（浅ケ谷、宮ノ奥、38 番地除く）
、大草町（山王、七曲り、水呑場、井出ノ上除く）
、東長
江町（902 番地、240 番地から 262 番地、1026 番地から 1029 番地）、大井町（899 番地 5 から 899
番地 18、1005 番地 3、1259 番地 11 から 12）、北陵町、美保関町（下宇部尾（220 番地から 230
番地、773 番地から 781 番地除く）
、森山（1077 番地 2、1077 番地 3、1081 番地 3、1081 番地 4、
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1165 番地 2、1554 番地除く）
、福浦（1267 番地、1268 番地除く）
、美保関（1130 番地１、1130 番
地 5 から 1130 番地 7、1312 番地から 1314 番地、1428 番地 1、1454 番地、1456 番地、1120 番
地、1122 番地除く）
、雲津（415 番地から 417 番地、419 番地、421 番地、426 番地、429 番地 595
番地から 601 番地、603 番地から 605 番地除く）
、諸喰（74 番地から 77 番地、1275 番地、1276
番地除く）
、七類（178 番地から 189 番地、2674 番地から 2676 番地、3061 番地 2 から 3061 番地
10、2790 番地から 2794 番地、2796 番地から 2802 番地除く）
、片江（2224 番地、2234 番地、
2235 番地、2255 番地から 2261 番、2282 番地、2330 番地、2306 番地除く）、菅浦（963 番地、
970 番地から 971 番地、973 番地、1244 番地から 1248 番地、1273 番地から 1275 番地、1225 番
地、1037 番地、1038 番地、1049 番地、1050 番地除く）、北浦（53 番地から 55 番地、58 番地、
59 番地、94 番地から 96 番地、1570 番地から 1577 番地除く）
、千酌（1577 番地、1579 番地、
1593 番地除く）
、笠浦（1137 番地から 1140 番地、1144 番地、1145 番地、1088 番地から 1090 番
地、1113 番地から 1123 番地除く）
）
、島根町（大芦（3580 番地から 3615 番地、3624 番地から 3638
番地、3642 番地から 3647 番地、3649 番地から 3702 番地除く）
、加賀（4756 番地 1、4756 番地
12、4756 番地 16 から 4756 番地 18、4757 番地 2、4757 番地 4、5755 番地 1、5819 番地除く）
、
野波（2129 番地 2、2130 番地、2131 番地、2251 番地から 2260 番地、2271 番地から 2273 番地、
2587 番地から 2590 番地、2293 番地 1、2294 番地、2295 番地、2299 番地、4637 番地除く）、多
古（11 番地 1、12 番地から 16 番地、83 番地、84 番地 1、98 番地、99 番地、1443 番地から 1448
番地、2046 番地から 2048 番地除く）
、野井（910 番地、911 番地、914 番地から 916 番地、923 番
地から 932 番地、989 番地 1 除く）
）
、鹿島町（御津（2207 番地 1 から 2207 番地 4、2216 番地か
ら 2229 番地除く）
、上講武（2527 番地 4、515 番地、518 番地、537 番地、2330 番地、2332 番
地、2344 番地、2402 番地 2445 番地 4 除く）
、南講武（5 番地から 8 番地、27 番地、28 番地、387
番地から 390 番地、398 番地、459 番地、462 番地、1053 番地、1054 番地 2、1108 番地 1、1109
番地、1115 番地 1 除く）
、北講武（1214 番地 3、1214 番地 4、1230 番地 3、102 番地から 104 番
地、106 番地、107 番地、109 番地から 112 番地、121 番地から 128 番地除く）
、名分（523 番地
1、1394 番地、1550 番地、1552 番地、1757 番地 2、1045 番地から 1047 番地、1070 番地から
1073 番地、1292 番地から 1295 番地、391 番地から 395 番地除く）
、佐陀宮内（1124 番地 2、1140
番地 2、1046 番地から 1051 番地、1167 番地、1183 番地 1、208 番地 1 から 208 番地 3、225 番
地 1 から 225 番地 4 除く）
、佐陀本郷（2637 番地から 2639 番地、2641 番地、2643 番地 3、2855
番地、1151 番地、1152 番地、1154 番地、1155 番地、1165 番地から 1168 番地、1342 番地から
1344 番地、1465 番地から 1468 番地除く）
、武代（398 番地 2、401 番地 2、402 番地 2、412 番地
3、412 番地 5 除く）
、古浦（614 番地 1、614 番地 2、681 番地、718 番地 6 除く）、恵曇（208 番
地、209 番地、533 番地 1、535 番地 10、576 番地 1、607 番地 1 除く）、手結（1665 番地 2、1672
番地 1、1705 番地 6 から 1705 番地 12、1706 番地 4 から 1706 番地 8、1719 番地 3、1719 番地
4、1720 番地 3 から 1720 番地 5、1722 番地 3、1723 番地 2、1645 番地 8、1645 番地 9．1799 番
地 10 除く）
、片句（469 番地、470 番地、474 番地から 476 番地、479 番地から 481 番地、738 番
地、776 番地、777 番地、426 番地から 428 番地除く））、八雲町（日吉（299 番地、156 番地、333
番地、341 番地、342 番地、3441 番地、60 番地から 72 番地除く）、平原（1725 番地、197 番地 1、
1332 番地、1821 番地、1078 番地から 1079 番地、1212 番地から 1214 番地除く）
、熊野（3275 番
地、3276 番地、5933 番地、5934 番地、5946 番地から 5948 番地、5950 番地 1、5959 番地 1、
5966 番地、6127 番地 1、6128 番地 1、6129 番地 1、6130 番地、6131 番地、6133 番地、6134 番
地、6136 番地除く）
、西岩坂（2440 番地から 2443 番地、2445 番地から 2447 番地、4531 番地か
ら 4534 番地、4538 番地から 4540 番地、4544 番地から 4547 番地、4551 番地から 4568 番地除
く）
、東岩坂（866 番地、2857 番地 1、2857 番地 2、2864 番地、3534 番地 1 から 3534 番地 4、
3535 番地 2、3538 番地 1、3735 番地１から 3735 番地 3 除く））、東出雲町（下意東（77 番地から
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79 番地、86 番地から 88 番地、95 番地、96 番地、1301 番地 5、1301 番地 6、1325 番地 1、1326
番地 1、1326 番地 2、1356 番地 1 から 1356 番地 3、1357 番地 1、1358 番地 1 から 1358 番地 3、
1467 番地から 1479 番地、3234 番地 4、3235 番地 1 除く）
、揖屋（1577 番地、1584 番地 2、1586
番地 1、1588 番地、3186 番地から 3188 番地、3189 番地 3、3192 番地、374 番地から 380 番地
除く）
、春日（440 番地 1、93 番地から 99 番地、118 番地から 119 番地、132 番地 1 から 132 番
地 6、136 番地 2 から 6、136 番地 2 から 136 番地 5 除く）、内馬（1417 番地から 1418 番地、1945
番地 6、1995 番地 2、1308 番地 3、1308 番地 4、1309 番地 4、1309 番地 5、1318 番地 2、1318
番地 3、1358 番地 1、1361 番地 2、1369 番地 3、1534 番地、1535 番地 1、1538 番地 1、1539 番
地 1、1572 番地、1573 番地、1621 番地 1、1622 番地 1、1623 番地 1 除く）、須田（1796 番地
1,6,8,9,10,11,12,23,40,47,48,49、461 番地 1,2,3、462 番地 1,2,3,4、471 番地 2,3,4,5,6,7、579 番
地 1,2,3,4、727 番地 1,2,3,4、728 番地 1,2,3,4 除く）、出雲郷（1854 番地 1,6,7,8,9、1288 番地か
ら 1291 番地、1344 番地 1,2,6、1376 番地 1,2,3、1379 番地 1,2,3,4,5、1420 番地 1,3,4,5、1421
番地 1,4,5,6、1422 番地 3,4,5,6,7 除く）、意宇南 1 丁目、意宇南 2 丁目、意宇南 3 丁目、意宇南 4
丁目、意宇南 5 丁目、意宇南 6 丁目、意宇東 1 丁目、意宇東 2 丁目、意宇東 3 丁目、錦新町 1 丁
目、錦新町 2 丁目、錦新町 3 丁目、錦新町 4 丁目、錦新町 5 丁目、錦新町 6 丁目、錦新町 7 丁目、
錦新町 8 丁目、錦浜（1 番地から 430 番地、432 番地から 472 番地除く）
）
、玉湯町（布志名（708
番地 1,2、709 番地 1、711 番地 1,2、712 番地 1,2、714 番地 1、715 番地、715 番地 4、723 番地
1,2,3、726 番地 1,2,3、727 番地 1,2,3、734 番地 1,2,3、735 番地 1,2,3、850 番地 3 除く）、湯町
（1874 番地から 1876 番地、1890 番地から 1892 番地、1895 番地から 1901 番地除く）、玉造（452
番地、458 番地 1,3,5,7、460 番地、461 番地、1154 番地 1,2、1316 番地 1,2,5、1426 番地 2,3、
1908 番地 2、1909 番地 2、1828 番地、1829 番地、1835 番地から 1858 番地除く）、大谷（18 番
地、49 番地 1,2、1570 番地、1571 番地、1584 番地から 1586 番地、1000 番地 2,3、1002 番地 1、
1003 番地 1、1004 番地、1005 番地 2,4、1009 番地 1,2、1012 番地 2,3、1013 番地 2,3,4 除く）
、
宍道町（宍道（175 番地から 180 番地、182 番地から 190 番地、194 番地から 197 番地、1535 番
地から 1549 番地、295 番地 1、296 番地 1、304 番地 1,2、306 番地 1、316 番地 1,2,3,4、322 番
地 1,2、328 番地 1,2 除く）
、昭和、白石（2958 番地 4,5,6,7、2959 番地 1,4、2969 番地 6,7、2975
番地 13,14、2976 番地 5,10,11,12、3180 番地 3,4,5,6,7,13,14、3606 番地 8,37,38,39,40,41,44、
603 番地 1、604 番地、605 番地、607 番地 1、608 番地、609 番地 640 番地、641 番地、642 番地
1、643 番地 1、644 番地 1、645 番地 1、1115 番地から 1120 番地除く）、佐々布（603 番地 1,2、
608 番地 2,3、609 番地、612 番地、618 番地、619 番地、620 番地 1,2、649 番地、649 番地 1、
650 番地 1,2、2457 番地 10,13,14,15,16,19,20,25,28,33、
2457 番地 34,72,73,74,75,77,86,87,88,89,94,95,97,98,100,101,102,109,110,111,112,142,146 除く）、
伊志見（621 番地 1、722 番地 6,7,8,9,10、445 番地 1、457 番地、458 番地 1、459 番地、461 番
地 1、466 番地 1、467 番地、470 番地、471 番地、472 番地 1、476 番地 1、478 番地、480 番地、
481 番地、482 番地 1,2、483 番地除く）
、上来待（3363 番地 2、3370 番地 2、4365 番地 2、4366
番地 2、4390 番地 2、4391 番地 2、1031 番地、1033 番地 1、1038 番地 1,2、1039 番 1、1212 番
地、1221 番地 1 除く）
、東来待（2187 番地、2271 番地 6、1164 番地 1,2,3、1165 番地 1、1166 番
地 1、1167 番地、1168 番地、1169 番地 1,2、1371 番地 1,2、1372 番地 1,2、1373 番地 1,2、1374
番地 1,2、1375 番地 1,2、1376 番地 1、1377 番地 1,2 除く）
、西来待（1989 番地 2、1990 番地、
1991 番地 2、1217 番地 1、1218 番地 1,3、1219 番地 1、1220 番地 1、1221 番地 1、1225 番地 5、
1234 番地 1、1235 番地 1 除く）
）
、八束町（波入（146 番地 2、147 番地 1、148 番地 1、149 番地
2,3、150 番地 2,3,6,7、250 番地 1、251 番地 1 除く）、入江（100 番地 1,2,3,4、103 番地 1,2、106
番地 2,3,4、164 番地 1,3,6、165 番地 3,4,5、17 番地 1,2、18 番地 1,2 除く）
、二子（443 番地、444
番地 1、445 番地 1,2,3、449 番地から 451 番地、452 番地から 456 番地除く）、寺津（41 番地 2、
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36 番地 1、37 番地から 39 番地、341 番地、342 番地除く）、亀尻（200 番地 2,3、213 番地、215
番地 2、216 番地、217 番地、261 番地、262 番地、264 番地、265 番地 1、266 番地除く）
、馬渡
（23 番地、24 番地、26 番地、153 番地 1、156 番地 1、157 番地 1,2、159 番地 1 除く）
、遅江
（1057 番地 1、1083 番地 2、1084 番地 1,3,4,5,6,8、1117 番地 1,2、1119 番地 3、1122 番地 1 除
く）
、江島（538 番地 12,14,17,18,23,28,32,36,37,47,62,64、682 番地 4,5,9,10,11 除く）、東忌部町
（コモミ、金崎、御崎谷、前田、木ノ下、家ノ上）
、西忌部町平田
【安来市】
安来町、南十神町、宮内町、飯島町、東赤江町、西赤江町（神塚町、山根町を除く。）
、赤江町、 荒
島町、飯梨町、今津町、植田町、字賀荘町真米、恵乃島町、門生町、亀島町、上坂田町、上吉田町、
吉佐町、清井町、清瀬町、切川町、九重町、黒井田町、佐久保町、実松町、汐手が丘、島田町、下
坂田町、下吉田町、月坂町、中津町、西恵乃島町、能義町、矢田町、古川町、広瀬町広瀬、広瀬町
町帳、広瀬町石原（上石原、下石原）
、広瀬町下山佐（本郷上口、本郷下口、福頼、菅原柿根、下田
原）、広瀬町布部（後ヶ市、乙見、中曽根、梶尾川原、平野、本町、横手）、広瀬町上山佐（上口、
高木、待合、森口、宮内）
、伯太町未明、伯太町安田（政を除く。）、伯太町安田中、伯太町東母里
（古市、豊岡、原代、井戸）
、伯太町母里、伯太町西母里（卯月、招を除く。
）、伯太町井尻（下町、
中町）
【海士町】
大字福井 1467、1472-2、1470、1471、1474-3、1474-4、1474-1、1476、1478、1477-1、1481-2、
1480-1、1479、1456、1459、1375-2、1425-1、480-5、751、751-2、751-3、751-4、742、746、
747-1、745、744、743、572-2、695-2、693、692、689、700-3、681、699、682-2、680、679、
678、687、688、686、644、645、676-1、674、676-2、666、656、670、669、654、655、651、
658、659、662-2、662-1、663、665、664、646、638、650、649、627、631、624-1、623、4846、484-4、484-2、484-3、511-2、511-5、511-3、511-4、511-1
大字海士 1699、1723-10、1724-2、1503-1、1797-1、1723-33、1723-19、1760、1745-2、17612、1762-1、1764、1766-1、1767-1、1768-1、1769-1、1797-2、1761-5、1500-2、1916、1506-2、
1504-1、1504-3、1521-1、1522、1523、1524-1、1524-7、1524-5、1524-4、1524-9、1524-6、152410、3969-2、3969-3、3967-2、3967-3、3967-7、4012-1、4012-2、3967-1、3969-1、4012-3、39763、3732、3974-3、3974-1、3970-2、3970-3、3970-1、3974-2、3975-1、3973-1、3973-2、39734、3973-3、3973-2、3976-1、3975-2、3976-8、3976-4、3748-2、3748-1、3747-1、3744、37472、3742-1、3745、3749-3、3746、1054、1057、1048-4、1048-16、1048-6、1048-17、1048-2、
1048-19、1048-5、1048-10、1048-9、1048-11、998-1、995-1、1060-6、1060-2、1048-3、106015、1048-8、1061、1062-6、1062-26、1089-37、1089-15、1060-13、1060-12、1060-11、106027、1060-4、1060-9、1060-7、1060-34、1060-10、1060-8、1060-18、1089-57、1089-7、10898、1089-43、1089-70、1089-9、1089-5、1089-6、5046-1、5046-2、5049-3、5049-1、5061-1、
5056、5054，5058-1、5084-1、5084-2、5084-3、5108-1、5108-2、5108-3、5095-3、5095-2、50951、5061-2、5061-3、5060-3、5060-2，5060-1、5058-2、5058-3、5097、5106-1、5106-2、5105、
5101-1、5145-1、5111-1、5142、5135-1、5137-1、5163、5160、5165、5153、5145-2、5101-2、
5146-1、5148、5149、5150、5151、5152、5154、5155、5156、5157、5144、5143
大字宇受賀 587、592-2、590、591-1、511-2、592-1、592-3、592-4、592-5、592-6、594-2、5941、595-1、839-1、839-3、838-2、838-2、830-1、836-2、837-2、837-3、833-4
大字崎 1405-3、1405-2、1510-14、1512-7、1520-3
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【西ノ島町】
大字浦郷、大字美田、大字別府、大字宇賀
【知夫村】
知夫村 1760 番地 1、1760 番地 2、1572 番地 1
【隠岐の島町】
東町、中町、栄町、西町、港町、岬町、城北町、下西、大久、飯田、東郷、上西、原田、平、池田、
有木、八田、下西、西田、今津、中村、布施、那久路、小路、郡、山田、苗代田、南方、北方、都
万、那久
【出雲市】
今市町、今市町北本町１丁目、今市町北本町２丁目、今市町北本町３丁目、今市町北本町４丁目、
今市町北本町５丁目、今市町南本町、駅北町、駅南町１丁目、駅南町２丁目、駅南町３丁目、大津
町、大津町新崎町１丁目、大津町新崎町２丁目、大津町新崎町３丁目、大津町新崎町４丁目、大津
町新崎町５丁目、大津町新崎町６丁目、大津町新崎町７丁目、大津朝倉１丁目、大津朝倉２丁目、
大津朝倉３丁目、枝大津町、上塩冶町、築山新町、塩冶町、天神町、塩冶有原町１丁目、
塩冶有原町２丁目、塩冶有原町３丁目、塩冶有原町４丁目、塩冶有原町５丁目、塩冶有原町６丁目、
塩冶神前１丁目、塩冶神前２丁目、塩冶神前３丁目、塩冶神前４丁目、塩冶神前５丁目、塩冶神前
６丁目、塩冶神前７丁目、塩冶町南町１丁目、塩冶町南町２丁目、塩冶町南町３丁目、塩冶町南町
４丁目、塩冶町南町５丁目、医大南町１丁目、医大南町２丁目、医大南町３丁目、塩冶原町１丁目、
塩冶原町２丁目、塩冶原町３丁目、塩冶善行町、古志町、高松町、白枝町、松寄下町、浜町、下横
町、矢野町、小山町、大塚町、姫原町、姫原１丁目、姫原２丁目、姫原３丁目、姫原４丁目、渡橋
町、矢尾町、日下町、里方町、平野町、常松町、江田町、八島町、中野町、武志町、荻杼町、稲岡
町、高岡町、中野美保北１丁目、中野美保北２丁目、中野美保北３丁目、中野美保南１丁目、中野
美保南２丁目、中野美保南３丁目、西林木町、東林木町、船津町、馬木町、朝山町、馬木北町芦渡
町、下古志町、知井宮町、神門町、西新町１丁目、西新町２丁目、西新町３丁目、西神西町、東神
西町、神西沖町、大島町、神西新町、荒茅町、東園町、西園町、外園町、長浜町、平成町、平田町、
西平田町、灘分町、島村町、出島町、美談町、西代町、国富町、西郷町、東郷町、東福町、岡田町、
多久谷町、多久町、園町、鹿園寺町、小境町、美野町、佐田町反辺 1947、多伎町口田儀、多伎町小
田、多伎町多伎、多伎町久村、湖陵町常楽寺、湖陵町三部、湖陵町二部、湖陵町大池、湖陵町板津、
湖陵町差海、大社町遙堪、大社町菱根、大社町入南、大社町中荒木、大社町北荒木、大社町修理免、
大社町杵築東、大社町杵築南、大社町杵築西、大社町杵築北、斐川町学頭、斐川町荘原、斐川町神
庭、斐川町三絡、斐川町上庄原、斐川町出西、斐川町神氷、斐川町求院、斐川町併川、斐川町富村、
斐川町名島、斐川町鳥井、斐川町上直江、斐川町直江、斐川町美南、斐川町福富、斐川町原鹿、斐
川町今在家、斐川町沖洲、斐川町中洲、斐川町黒目、斐川町三分市、斐川町坂田
【大田市】
朝山町朝倉、波根町、久手町波根西、久手町刺鹿、大田町大田、大田町吉永、川合町吉永、川合町
川合、川合町忍原、久利町久利、久利町行恒、久利町松代、久利町市原、長久町長久、長久町延里、
長久町稲用、長久町土江、鳥井町鳥井、鳥井町鳥越、静間町、五十猛町、三瓶町志学、大森町、水
上町福原、仁摩町宅野、仁摩町大国、仁摩町仁万、仁摩町天河内、仁摩町馬路、温泉津町湯里、温
泉津町温泉津、温泉津町小浜、温泉津町福光、温泉津町今浦、温泉津町吉浦、富山町山中 1746 番
地、大代町大家 281 番地
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【雲南市】
大東町中湯石、大東町大東、大東町田中、大東町新庄、大東町金成、大東町飯田、大東町養賀、大
東町大東下分、大東町仁和寺、大東町前原、大東町東阿用、大東町岡村、大東町下阿用、大東町上
久野、大東町塩田、加茂町近松、加茂町大西、加茂町加茂中、加茂町南加茂、加茂町宇治、加茂町
神原、加茂町三代、加茂町猪尾、加茂町岩倉、加茂町東谷、木次町木次、木次町新市、木次町下熊
谷、木次町里方、木次町山方、木次町東日登、木次町寺領、木次町西日登、木次町上熊谷、木次町
湯村、木次町平田、三刀屋町三刀屋、三刀屋町下熊谷、三刀屋町給下、三刀屋町古城、三刀屋町上
熊谷、三刀屋町中野、三刀屋町坂本、三刀屋町乙加宮、三刀屋町殿河内、吉田町吉田、吉田町民谷、
吉田町深野、吉田町川手、掛合町掛合、掛合町多根、掛合町波多、掛合町入間
【奥出雲町】
馬馳、八代、佐白、上三所、三成、高尾、三所、亀嵩、郡、高田、下阿井、上阿井、三沢、竹崎、
大呂、八川、下横田、稲原、横田、中村、大馬木、小馬木
【飯南町】
都加賀、頓原、花栗、長谷、佐見、獅子、八神、志津見、角井、赤名、上赤名、下赤名、野萱、上
来島、下来島、小田、真木、塩谷、井戸谷、畑田
【川本町】
大字川本（弓市）
、大字因原（上因原、下因原）、大字南佐木 236、大字南佐木 993-1、大字南佐木
1000-1、大字南佐木 1000-2、大字南佐木 999、大字南佐木 993-2、大字南佐木 1000-3、大字南佐
木 994、大字南佐木 995、大字田窪 180-2、大字田窪 182-1、大字田窪 737-3、大字田窪 179-1、大
字田窪 737-2、大字川本（木路原）
、大字多田、大字川下（三島）
、大字川下 1510、大字川下 14772、大字川下 3241-1、大字川下 3241-5、大字川下 3252-5、大字川下 1450-3、大字川下 1540、大
字川下 1540-1、大字川下 1450-4
【美郷町】
九日市、石原、滝原、吾郷、簗瀬、乙原、別府、都賀行、長藤、上野、宮内、村之郷、比敷
【浜田市】
外ノ浦町、松原町、殿町、田町、琵琶町、朝日町、牛市町、紺屋町、天満町、新町、錦町、蛭子町、
栄町、片庭町、港町、京町、高田町、真光町、大辻町、瀬戸ケ島町、元浜町、原町、清水町、瀬戸
見町、生湯町、長沢町、浅井町、黒川町、相生町、竹迫町、杉戸町、高佐町、河内町、野原町、原
井町、笠柄町、三階町、後野町、佐野町、宇津井町、熱田町、長浜町、周布町、日脚町、治和町、
津摩町、吉地町、穂出町、西村町、折居町、東平原町、内村町、内田町、上府町、国分町、久代町、
下府町、宇野町、下有福町、大金町、金城町久佐、金城町宇津井、金城町今福、金城町追原、金城
町入野、金城町上来原、金城町下来原、金城町七条、旭町今市、旭町丸原、旭町木田、旭町山ノ内、
旭町和田、旭町重富、旭町本郷、旭町都川、旭町来尾、旭町市木、弥栄町長安本郷、弥栄町木都賀、
三隅町岡見、三隅町古市場、三隅町湊浦、三隅町西河内、三隅町折居、三隅町三隅、三隅町向野田

【益田市】
染羽町、本町、七尾町、幸町、土井町、昭和町、三宅町、東町、多田町、有明町、常盤町、水分町、
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元町、駅前町、赤城町、栄町、中吉田町、乙吉町、下本郷町、久城町、中須町、中島町、高津町、
高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、高津四丁目、高津五丁目、高津六丁目、高津七丁目、高津
八丁目、須子町、飯田町、あけぼの東町、あけぼの本町、あけぼの西町、久々茂町、大谷町、遠田
町、津田町、猪木谷町（猪木谷下、甘一）
、大草町（郷、日原、上、嵩、東上、東下、宮、大下、長
谷）
、赤雁町（上宮、中郷、下）
、下種町（寺廻り、川下）、種村町（本郷、中郷、千振下、千振上、
後谷下、後谷上）
、土田町（土田浜、後溢、土田郷、高見）、木部町（大浜上、大浜東、大浜西、釜
口、大谷、木部郷、汐満、平口）、波田町（波田下、波田上、久保溢）、横田町、梅月町、安富町、
本俣賀町、左ヶ山町、神田町（荒谷を除く）、向横田町（向横田上、中筋、大滝）
、薄原町（大峯破、
八ケ瀬）、白岩町、隅村町、戸田町、小浜町、喜阿弥町、飯浦町、川登町（川登上、一ノ瀬、川登
下）
、白上町、中垣内町（大道を除く）
、市原町（西側を除く）
、内田町、虫追町、上黒谷町（津葉山
を除く）、桂平町、黒周町、柏原町（大久保）、愛栄町、美濃地町（城九郎上、城九郎下、本郷下、
本郷上）
、美都町宇津川（本郷、宮野原、堤郷）
、美都町都茂（都茂郷、屋敷平）
、美都町丸茂（丸茂
郷）
、美都町山本（山領、葛篭）
、美都町久原（久原郷）、美都町仙道（仙道、下都茂）、美都町小原
（小原郷）
、美都町三谷、美都町朝倉（朝倉郷）
、美都町笹倉、匹見町道川、匹見町匹見、匹見町紙
祖、匹見町落合、匹見町澄川（長尾原、能登を除く）、匹見町石谷、匹見町広瀬（和又を除く）
【江津市】
波積町本郷、波積町北、黒松町、都治町、後地町、浅利町、渡津町、松川町、江津町、島の星町、
金田町、川平町、嘉久志町、和木町、都野津町、二宮町、敬川町、波子町、有福温泉町、千田町、
跡市町、桜江町長谷西、桜江町山中郷、桜江町山中東、桜江町市山、桜江町江尾、桜江町今田、桜
江町後山、桜江町小田、桜江町川戸、桜江町谷住郷、桜江町大貫、桜江町田津、桜江町渡田、桜江
町渡、桜江町鹿賀
【邑南町】
大字日和、大字日貫、大字矢上、大字中野、大字井原、大字布施、大字八色石、大字伏谷、大字高
見、大字原村、大字和田、大字上原、大字三日市、大字出羽、大字山田、大字淀原、大字岩屋、大
字久喜大林、大字鱒淵、大字下田所、大字下亀谷、大字上亀谷、大字上田所、大字市木、大字戸河
内、大字雪田、大字木須田、大字宇都井、大字今井、大字阿須那、大字上口羽、大字下口羽、大字
上田
【津和野町】
青原（青原）
、添谷（添谷）
、冨田（下小瀬、小瀬、二俣、鹿の谷、大木）
、柳村（柳、椛井谷）
、池
村（野地、堤田、曽庭、脇本、野口）
、日原（日原）、枕瀬（枕瀬、木ノ口）
、須川（須川、大倉谷、
日浦、岩倉）
、相撲ヶ原（相撲ヶ原）
、瀧谷（須川谷）、左鐙（晩越、畳、集議谷、左鐙、万瀬、井谷、
割左手、一ノ谷、下横道、上横道、岳）、瀧元（小直、越原、大畠、木頃）、直地（野広、直地）、耕
田（麓耕、和田、塩原）
、寺田（千原、寺田、三軒屋）、後田（後田、蕪坂、藩庁跡）、森村（森村、
後田）
、中座、町田、鷲原（鷲原、大蔭、瀬戸）
、高峰（高田、牧ヶ野）、名賀（白井、木尾谷、徳次、
田代）
、田二穂（喜時雨、山入）
、部栄（出入、横瀬）
、邑輝（出合、畑迫）
、内美（下高野、上高野、
吉原）
、山下（川尻、下組）
、中曽野（中組、畑、小野）、吹野（大曽野、吹野上）、中川（平野、下
山）
、長福（長野、東善寺、本郷、福谷）
、中山（三歩市、奥ヶ野）

【吉賀町】
田野原 1031 番地 2～1135 番地 1、田野原 732 番地～832 番地、田野原１番地１～438 番地 1、樋
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口１番地１～25 番地 3、樋口 374 番地１～428 番地３、蔵木１番地１～70 番地６、蔵木 183 番地
１～1514 番地１、九郎原 199 番地６～584 番地、有飯 134 番地～339 番地１、有飯１番地 ～526
番地、六日市 133 番地１～704 番地６、立河内 161 番地１～192 番地１、立河内 16 番地１～1048
番地１、幸地 466 番地１～668 番地、沢田 66 番地１～238 番地、沢田 354 番地１～609 番地、広
石 125 番地～547 番地、立戸 14 番地１～230 番地、注連川１番地２～64 番地１、朝倉 916 番地１
～993 番地、七日市 777 番地１～1410 番地、七日市８番地～1415 番地、柿木村大野原 508 番地～
547 番地７、柿木村木部谷 492 番地１～527 番地３、柿木村柿木 81 番地～1501 番地 2
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