
町 大字 字 町 大字 字

土岐町 黒田 明世町 月吉 山本
土岐町 神田 明世町 月吉 五反田
土岐町 清水 明世町 月吉 神田
土岐町 下大月 明世町 月吉 佃
土岐町 花村 明世町 月吉 横割
土岐町 十三 明世町 月吉 井領
土岐町 杉ノ本 明世町 月吉 諸屋
土岐町 片平 明世町 月吉 沖田
土岐町 町裏 明世町 月吉 湯屋免
土岐町 郷屋 明世町 月吉 上河原
土岐町 下髙屋 明世町 月吉 下河原
土岐町 中町 明世町 月吉 東高谷家
土岐町 花本 明世町 月吉 宮ノ洞
土岐町 上髙屋 明世町 月吉 大垣外
土岐町 石田 明世町 月吉 堂地
土岐町 梨子坪 明世町 月吉 絹屋
土岐町 町田 明世町 月吉 柄石
土岐町 安高 稲津町 小里 狸穴
土岐町 足ヶ洞 稲津町 小里 根ノ上
土岐町 浦田 稲津町 小里 内ドキ
土岐町 西半入道 稲津町 小里 ノガ坂
土岐町 東半入道 稲津町 萩原 桑下
土岐町 南半入道 稲津町 萩原 柳ヶ坪
土岐町 合歡木 稲津町 萩原 五反田
土岐町 久古田 稲津町 萩原 中之平
土岐町 欠之向 稲津町 萩原 柏原
土岐町 上奥名 稲津町 萩原 堤ヶ洞
土岐町 竹之腰 稲津町 萩原 山之越
土岐町 下奥名 稲津町 萩原 丸山
土岐町 上小渕 稲津町 萩原 山田
土岐町 下小渕 稲津町 萩原 中洞
土岐町 北川原 稲津町 萩原 田中
土岐町 仲田 稲津町 萩原 斧池
土岐町 岩鼻 稲津町 萩原 前田
土岐町 明戸 稲津町 萩原 上平
土岐町 荘ヶ洞 稲津町 萩原 中畑
土岐町 池之出口 稲津町 萩原 向田
土岐町 太郎衛 稲津町 萩原 中田
土岐町 大平 稲津町 萩原 沖平
土岐町 三之助 稲津町 萩原 外田
土岐町 順禮堂 稲津町 萩原 椛沢
土岐町 下根竹 稲津町 萩原 河原
土岐町 青木 稲津町 萩原 塩平
土岐町 入木 稲津町 萩原 清水垣外
土岐町 上今尻 稲津町 萩原 大久手
土岐町 下今尻 稲津町 萩原 辷石
土岐町 大湫 稲津町 萩原 山畑
土岐町 仲ヶ平 稲津町 萩原 樋ヶ沢
土岐町 松蟲 稲津町 萩原 笹平
土岐町 外ヶ洞 稲津町 萩原 長塚
土岐町 下大草
土岐町 屏風山

農業の有する多面的機能の促進に関する促進計画小字一覧表　（第１、第２、第３事業区）



町 大字 字 町 大字 字

陶町 水上 中島 陶町 大川 道上
陶町 水上 栃ノ入 陶町 大川 上ノ洞
陶町 水上 関屋 陶町 大川 入ヶ洞
陶町 水上 上久手 陶町 大川 釜ノ洞
陶町 水上 下久手 陶町 大川 東釜
陶町 大川 乱曽 陶町 大川 藤塚
陶町 大川 道下 陶町 大川 十三塚
陶町 大川 上辻



町 大字 字 町 大字 字

釜戸町 神徳 釜戸町 大洞
釜戸町 日蔭 釜戸町 論栃
釜戸町 蜂屋 釜戸町 川戸
釜戸町 一之瀬 釜戸町 六田
釜戸町 真木 釜戸町 中畑
釜戸町 柏の木 釜戸町 夫銭
釜戸町 寄町 釜戸町 前田
釜戸町 小坂 釜戸町 苅宿
釜戸町 堤上 釜戸町 阿倉
釜戸町 東定 釜戸町 細山
釜戸町 西定 釜戸町 上大久後
釜戸町 森前 釜戸町 下大久後
釜戸町 宿 釜戸町 向鍛治屋
釜戸町 梅本 釜戸町 荻原
釜戸町 岩倉 釜戸町 櫻之木
釜戸町 足股 釜戸町 広畑
釜戸町 裏山 釜戸町 下切
釜戸町 城山 釜戸町 向田
釜戸町 天徳 釜戸町 蟹渕
釜戸町 上切 釜戸町 桑原
釜戸町 町裏 釜戸町 上桑原
釜戸町 町 釜戸町 大羽根
釜戸町 町屋 釜戸町 二反田
釜戸町 広瀬 釜戸町 北田
釜戸町 向 釜戸町 大向
釜戸町 芝原 釜戸町 東
釜戸町 土合 釜戸町 水上
釜戸町 下平 釜戸町 西平
釜戸町 上平 釜戸町 平山
釜戸町 川原 釜戸町 大西
釜戸町 七子 釜戸町 長場
釜戸町 砂田



町 大字 字 町 大字 字

大湫町 八瀬沢 大湫町 向山
大湫町 下足又 大湫町 細久手
大湫町 土橋 大湫町 童子ヶ根
大湫町 小牧山 大湫町 朴葉沢
大湫町 洞畑 大湫町 沼ノ平
大湫町 野田 大湫町 長道
大湫町 割山 大湫町 洞垣外
大湫町 下田 大湫町 浜井場
大湫町 西ノ下 大湫町 中起
大湫町 町 大湫町 鴻ノ巣
大湫町 前田 大湫町 足又



町 大字 字 町 大字 字

日吉町 下石垣 日吉町 沢名
日吉町 長根 日吉町 石田
日吉町 石垣 日吉町 鳥ヶ平
日吉町 二ッ石 日吉町 桃ノ木平
日吉町 坂 日吉町 南山ノ田
日吉町 小塩 日吉町 桐ノ木
日吉町 下勝狹間 日吉町 東寺
日吉町 松本 日吉町 二ノ宮
日吉町 中嶋 日吉町 広垣外
日吉町 堂垣外 日吉町 松葉
日吉町 竹田 日吉町 洞
日吉町 小髙 日吉町 愛坂
日吉町 下小髙 日吉町 藤並
日吉町 森下 日吉町 小畑
日吉町 欠ノ下 日吉町 南三本松
日吉町 郷戸 日吉町 二ッ岩
日吉町 前田 日吉町 清宗
日吉町 沓屋 日吉町 間方
日吉町 森ノ腰 日吉町 塚本
日吉町 梅田 日吉町 下平
日吉町 堂ヶ洞 日吉町 岩神
日吉町 大山 日吉町 東川原田
日吉町 孫洞 日吉町 山本
日吉町 本郷 日吉町 宿
日吉町 泊り 日吉町 木ノ下
日吉町 大平 日吉町 竹ノ腰
日吉町 川原 日吉町 洞畑
日吉町 戸尻 日吉町 割岩
日吉町 東柄石 日吉町 野田
日吉町 西柄石 日吉町 小洞
日吉町 西山 日吉町 中向田
日吉町 常道 日吉町 大知洞
日吉町 洞田 日吉町 峠坂
日吉町 広見 日吉町 西前田
日吉町 白倉 日吉町 嶋垣外
日吉町 坂本 日吉町 生平
日吉町 久保屋 日吉町 小平
日吉町 桜ノ木 日吉町 半原
日吉町 梅坪 日吉町 町屋
日吉町 　 口 日吉町 冷平
日吉町 千原 日吉町 紙谷
日吉町 雨降 日吉町 中切
日吉町 川原田 日吉町 菰湫
日吉町 山本前 日吉町 東向田
日吉町 大敷 日吉町 霧ヶ洞
日吉町 角田 日吉町 小籏
日吉町 小喜曽 日吉町 芹生田
日吉町 梅ノ木 日吉町 菅沼
日吉町 柴原 日吉町 久瀬田
日吉町 藤ノ木 日吉町 大久手
日吉町 婆ヶ洞 日吉町 芦俣
日吉町 山下 日吉町 芦亦洞
日吉町 田畑 日吉町 宿洞



町 大字 字 町 大字 字

日吉町 垣外尻 日吉町 夕立
日吉町 柿 日吉町 前ノ田
日吉町 蕨坂 日吉町 蟹ヶ窪
日吉町 沼田 日吉町 浄心洞
日吉町 木ノ間 日吉町 斧研
日吉町 西垣外 日吉町 細久手
日吉町 薙ノ尻 日吉町 助佐洞
日吉町 松井 日吉町 善光鳥屋
日吉町 八瀬沢 日吉町 懸鳥屋
日吉町 一ツ屋 日吉町 山ノ田
日吉町 向イ 日吉町 東洞
日吉町 上垣外 日吉町 西大久手
日吉町 中屋 日吉町 高岩巣
日吉町 中垣外 日吉町 鴨ノ巣
日吉町 霜向 日吉町 鰻池
日吉町 白下 日吉町 泳木
日吉町 太嶌 日吉町 弗田
日吉町 藤垣外 日吉町 旱魃
日吉町 大洞 日吉町 高根
日吉町 篠ヶ洞 日吉町 高松
日吉町 炭焼 日吉町 寺裏
日吉町 深沢 日吉町 藏ノ田
日吉町 大越 日吉町 西平
日吉町 平 日吉町 中洞
日吉町 切山 日吉町 平岩
日吉町 羽根 日吉町 町裏
日吉町 北堂ヶ洞 日吉町 吉原
日吉町 中根 日吉町 岩崎
日吉町 日向 日吉町 平尾
日吉町 川平
日吉町 貴船
日吉町 大下
日吉町 日蔭


