
別表【旧鉾田町】                            

調査年度  測地  調査地区名  該当（大字）地区名  調査面積  登記年月  

昭和５８年  

日  

 

本  

 

測  

 

地  

高田･串挽  高田、串挽  1.80 ㎢ 昭和６１年  ３月  

昭和５９年  串挽・野友  串挽、野友、半原  6.09 ㎢ 昭和６２年  ３月  

昭和６０年  半原  半原  5.08 ㎢ 昭和６２年１０月  

昭和６１年  借宿  借宿  3.91 ㎢ 平成元年  ３月  

昭和６２年  青柳  青柳  5.71 ㎢ 平成  ２年  ３月  

昭和６３年  当間  当間、塔ヶ崎  4.55 ㎢ 平成  ３年  ２月  

平成元年  鳥栖・下冨田  鳥栖  他区域  6.88 ㎢ 平成  ４年  ３月  

平成  ２年  上冨田・大和田  大和田、上冨田、下富田  5.63 ㎢ 平成  ５年  ３月  

平成  ３年  菅野谷・紅葉  紅葉、菅野谷  6.66 ㎢ 平成  ６年  ７月  

平成  ４年  舟木  舟木  4.71 ㎢ 平成  ７年  ８月  

平成  ５年  大戸  大戸、徳宿、舟木  4.95 ㎢ 平成１０年  ２月  

平成  ６年  徳宿Ⅰ 徳宿  5.47 ㎢ 平成１０年  ８月  

平成  ７年  徳宿Ⅱ 徳宿、駒木根、舟木  4.30 ㎢ 平成１０年１２月  

平成  ８年  秋山  秋山  他９区域  4.60 ㎢ 平成１１年  ８月  

平成  ９年      

平成１０年  安房Ⅰ 安房、鉾田  2.47 ㎢ 平成１２年  ８月  

平成１１年  安房Ⅱ・烟田Ⅰ 安房、徳宿、烟田  4.18 ㎢ 平成１３年  ９月  

平成１２年  白塚  白塚、大竹、柏熊、烟田  2.80 ㎢ 平成１４年  ７月  

平成１３年  柏熊  柏熊  3.04 ㎢ 平成１５年  ９月  

平成１４年  

世  

界  

測  

地  

2000 

大竹Ⅰ 大竹  2.52 ㎢ 平成１６年  ９月  

平成１５年  大竹Ⅱ 大竹  2.51 ㎢ 平成１７年  ８月  

平成１６年  安塚  安塚  2.44 ㎢ 平成１８年１０月  

平成１７年  烟田Ⅱ 烟田、大竹  2.22 ㎢ 平成１９年  ８月  

平成１８年  烟田Ⅲ 烟田  1.46 ㎢ 平成２０年  ７月  

平成１９年  塔ヶ崎Ⅰ、鉾田Ⅰ  塔ヶ崎、鉾田  0.91 ㎢ 平成２１年  ６月  

平成２０年  塔ヶ崎Ⅱ 塔ヶ崎  1.18 ㎢ 平成２２年１２月  

平成２１年  

世  

界  

測  

地  

2011 

鉾田Ⅱ 鉾田・飯名  0.71 ㎢ 平成２６年１１月  

平成２２年  鉾田Ⅲ 鉾田  0.53 ㎢ 平成２７年  ６月  

平成２３年      

平成２４年  鉾田Ⅳ 鉾田  0.28 ㎢ 平成２７年１２月  

平成２５年      

平成２６年  鉾田Ⅴ 鉾田  0.34 ㎢ 平成２９年  ２月  

平成２７年  鉾田Ⅵ 鉾田、串挽  0.25 ㎢ 平成２９年１２月  

※ 

鳥栖・下冨田  鳥栖他４区域  鳥栖、下富田、上冨田、大和田、青柳  

秋山  秋山他９区域  秋山、飯名、徳宿、駒木根、当間、鳥栖、安房、塔ヶ崎、舟木、鉾田  



【旧旭村】 

調査年度  測地  調査地区名  該当（大字）地区名  調査面積  登記年月  

平成  ３年  

日  

 

本  

 

測  

 

地  

箕輪Ⅰ 箕輪  1.39 ㎢ 平成  ６年  ７月  

平成  ４年  箕輪Ⅱ 箕輪、田崎  2.78 ㎢ 平成  ７年  ６月  

平成  ５年  田崎Ⅰ 田崎  3.56 ㎢ 平成  ７年１０月  

平成  ６年  鹿田Ⅰ 鹿田  3.77 ㎢ 平成  ８年  ７月  

平成  ７年  鹿田Ⅱ 鹿田  3.72 ㎢ 平成  ９年  ５月  

平成  ８年  造谷Ⅰ 造谷  3.29 ㎢ 平成１０年  ３月  

平成  ９年  造谷Ⅱ 造谷  2.84 ㎢ 平成１１年  ８月  

平成１０年  常磐・樅山Ⅰ 常磐、樅山、勝下、勝下新田  3.62 ㎢ 平成１３年  １月  

平成１１年  滝浜・湯坪  樅山、滝浜、湯坪  2.50 ㎢ 平成１３年１１月  

平成１２年  
滝浜Ⅱ・柏熊新

田・湯坪Ⅱ  
樅山、滝浜、柏熊新田、湯坪  2.99 ㎢ 平成１５年  ６月  

平成１３年  
勝下Ⅱ・  

勝下新田Ⅱ  
勝下、勝下新田、樅山、冷水  2.11 ㎢ 平成１６年  １月  

平成１４年  

世  

界  

測  

地  

2000 

冷水・玉田  
荒地、玉田、子生、冷水、 

勝下新田  
2.53 ㎢ 平成１６年１２月  

平成１５年  
子生･ 

勝下新田Ⅲ 

玉田、子生、常磐、勝下新田、

勝下  
2.80 ㎢ 平成１７年１０月  

平成１６年  荒地・玉田Ⅱ 沢尻、荒地、玉田、子生  2.10 ㎢ 平成１９年  ５月  

平成１７年  沢尻・荒地Ⅱ 上釜、沢尻、荒地、玉田  1.94 ㎢ 平成２０年  ３月  

平成１８年  上釜・沢尻Ⅱ 上釜、沢尻  1.76 ㎢ 平成２１年１２月  

平成１９年  上釜Ⅱ・沢尻Ⅲ  上釜、沢尻、荒地、上太田  1.97 ㎢ 平成２２年１１月  

平成２０年      

平成２１年  
世  

界  

測  

地  

2011 

下太田・上釜Ⅲ 上釜、沢尻、下太田、上太田  1.17 ㎢ 平成２８年１１月  

平成２２年  
下太田Ⅱ・ 

上釜Ⅳ 
下太田、上釜、沢尻  1.06 ㎢ 平成２９年  ２月  

平成２３年      

平成２４年  上太田  上太田、荒地、上釜、沢尻  0.76 ㎢ 平成２９年  ２月  

平成２５年  下太田Ⅲ 下太田、上太田、箕輪  1.06 ㎢ 平成２９年１２月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【旧大洋村】 

調査年度  測地  調査地区名  該当（大字）地区名  調査面積  登記年月  

平成  ２年  

日  

 

本  

 

測  

 

地  

上幡木Ⅰ 上幡木、江川  0.80 ㎢ 平成  ４年  ５月  

平成  ３年  上幡木Ⅱ 上幡木、飯島  2.03 ㎢ 平成  ５年１０月  

平成  ４年  中居  中居  2.74 ㎢ 平成  ８年  ９月  

平成  ５年  飯島  飯島、中居、上沢、大蔵、汲上  3.08 ㎢ 平成１０年１０月  

平成  ６年  札、大蔵  札、大蔵、中居、阿玉  3.04 ㎢ 平成１１年１２月  

平成  ７年  大蔵  大蔵、阿玉、梶山、上沢、汲上  3.00 ㎢ 平成１３年  ５月  

平成  ８年  阿玉  阿玉、梶山、汲上  3.40 ㎢ 平成１６年１２月  

平成  ９年  上沢  上沢、汲上  1.76 ㎢ 平成１４年  ７月  

平成１０年  汲上Ⅰ 汲上、阿玉、台濁沢  1.56 ㎢ 平成１６年  ４月  

平成１１年  汲上Ⅱ 汲上  0.70 ㎢ 平成１６年  ４月  

平成１２年  汲上Ⅲ 汲上、梶山、二重作  1.05 ㎢ 平成１７年  ３月  

平成１３年      

平成１４年  

世  

界  

測  

地  

2000 

梶山Ⅰ 梶山  0.77 ㎢ 平成１７年  ５月  

平成１５年      

平成１６年  梶山Ⅱ 梶山、二重作  1.34 ㎢ 平成１８年  ９月  

平成１７年  二重作Ⅰ 二重作、梶山、青山  1.29 ㎢ 平成１９年  ６月  

平成１８年  二重作Ⅱ 二重作、梶山、青山  1.70 ㎢ 平成２０年  ８月  

平成１９年  
二重作Ⅲ 

・青山Ⅰ 
二重作、梶山、安塚  1.42 ㎢ 平成２２年  ２月  

平成２０年      

平成２１年  

世  

界  

測  

地  

2011 

青山Ⅱ 青山  0.77 ㎢ 平成２７年  ２月  

平成２２年  
青山Ⅲ・ 

台濁沢Ⅰ 
青山、台濁沢、汲上  0.93 ㎢ 平成２７年  ３月  

平成２３年      

平成２４年  台濁沢Ⅱ 台濁沢  0.57 ㎢ 平成２８年  ３月  

平成２５年      

平成２６年  台濁沢Ⅲ 台濁沢  0.81 ㎢ 平成２９年  ３月  

平成２７年  上幡木東部  上幡木  0.91 ㎢ 平成３０年  ８月  

平成２８年  飯島･上沢東部  飯島上沢  0.84 ㎢ 令和  ３年  ３月  

平成２９年  上沢東部  上沢  ― 令和  ３年 12 月  

平成３０年  汲上東部  汲上  ― 調査中  

平成３１年      

令和  ２年  台濁沢東部  台濁沢  ― 調査中  

 


