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別紙２：地方活力向上地域の対象となる地域名及び大字一覧（拡充型） 

拡充型区域一覧（千葉県北東部・圏央道沿線地域） 

市町村名 大字 市町村名 大字 

銚子市 外川町１丁目 成田市 猿山 

  外川町４丁目～５丁目   高岡 

  犬若   滑川 

  潮見町   西大須賀 

  川口町１丁目～２丁目 東金市 東金 

  明神町１丁目～２丁目   東上宿 

  黒生町   東岩崎 

  弥生町１丁目～２丁目   東新宿 

  本町   南上宿 

  仲町   日吉台三丁目～四丁目 

  通町   八坂台一丁目～三丁目 

  橋本町   田間 

  内浜町   田間一丁目～三丁目 

  港町   北之幸谷 

  竹町   堀上 

  新地町   川場 

  飯沼町   押堀 

  新生町１丁目～２丁目   台方 

  中央町   丘山台一丁目～三丁目 

  末広町   小沼田 

  妙見町 旭市 イ 

  大橋町   井戸野 

  八幡町   鎌数 

  西小川町   川口 

  南小川町   さくら台 

  北小川町   三川 

  松本町１丁目～５丁目   ニ 

  本城町２丁目～３丁目   西足洗 

  長塚町１丁目～２丁目   ハ 

  長塚町５丁目   ロ 

  松岸町４丁目 匝瑳市 八日市場イ 

  小浜町   八日市場ロ 

成田市 吉岡   八日市場ハ 

  浅間   八日市場ニ 

  大和田   八日市場ホ 
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拡充型区域一覧（千葉県北東部・圏央道沿線地域） 

市町村名 大字 市町村名 大字 

匝瑳市 みどり平 匝瑳市 若潮町 

香取市 

虫幡 

1745-13,1751-1,-3, 

1755-1,-2,-4,-8,-12 

1755-20,-22,-23,-25 

1755-26,-27,-28,-29,1755-32 

  木内 

1175,1177-2,-4,1176,1179 

1180-1,-2,-3,1181-5,1182-2,-5 

1182-14,-15,-16,-17,-18,-20,-21,-24 

1184-3,-4,1203-1,-6,-7,-8 

1203-9,1205-1,-2 

1205-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10 

1205-11,-13,-14,-18,1206,1207-1,-2 

1208-1,-2,-5,1214-1 

1215-1,-6,-7,-8,1216-6 

1218-1,1220-5,1221-1,1222-2,-4 

1224-2,-5,-6,1226-2 

1227-4,-5,-7,-8,-9,-11,-12,-15 

1233-3,-5,-6,-7,1240-4,-5,-7,-9 

1240-11,1241-1,1242 

1243-1,-2,-5,-6,1244 

  上小堀 

1508-1,1059-1,1510,1511,-2,1513-1,-2 

1515,1516,1517-1,-2,1518 

1519-1,1532,1533,1551-1,-2,1552-1,-2 

1553,1555,1556,1557,1558,1560-2 

1561,1562,1562-2,-3,1563,1572-1 

1572-5,1573-1,-9,-14,1575,1576-1,-4 

1578-1.-3,-23,-27,-28,-29,-30,-31,-32 

1578-34,-35,-36-37,-38,-39,-40,-41 

1578-42,-45,-46,1578-47,-48,1582-1 

1584-1,1585-1,1592-1,-3 

1593-1,1594-1,1595-1 

1598-1,-3,1600-2,1611-2,1620-3 
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拡充型区域一覧（千葉県北東部・圏央道沿線地域） 

市町村名 大字 市町村名 大字 

香取市 

織幡 

1011-1,1012,1013-1,1014-1,-2 

1050,1051,1059-1-8,1072-2,1073 

1074,1075-1,-2,-3,-4,1076-1,1077-2 

1079,1080,1081-1,-2 

1082-1,-2,-3,-4,1085-4,-5 

1086-2,-3,-4,1088-2,1089-1,-3 

1090-1,-2,-4,-5,-6 

1093-3,-4,-5,-6,-8,-9 

1094,1098,1103,1104-2 

1105,1106,1107,1109,1110-1,-2,1113 

1115-2,-3,-4,-5,-16,-17,-18,-19,-20 

1115-21,-22,-24,-26,-28,-30,-32,-34,-36 

1115-37,-38,-39,-40,-42,-47,-48,-49,-50 

1116-1,-2,-3,-4,-8,-9,-10 

岩部 

40,41,42,43-1,-3,45-1,46-1,47～57 

58-1,-2,59,63-2,64,65,66-1,-2,67,68 

157-4,-5,-9,162-1,-3,163,164-3,-8,165 

166-1,-4,-5,179-1,-2,-3,-5～-85,-92 

179-93,-94,-96,-99,-101～-109 

179-111～-125、-127～-161 

179-163～-175,-181 

180-1～-10,-15,-16,-18,-20,-30,-36,-49 

180-61,-62,-81,181-1,182-1,183-1,-2 

185-1,186-1,-2,190,191-1,-4,192-1 

193-1,199-1,-8,250-1,-2,-4～-10,-12,-13, 

251-1～-6,252-3, 

869-2,-4,-8～-12,-30～-35 

869-40～-52,-54,-63,-64,-66～-76 

869-87,-89,-90,-91,-93～-96 

869-101,-103,-136～-141 

869-164,-165,-174,-232,870-2,-29,-32 

871-1,-2,872-1,-2,-3 

873-1～-4、-6～-10,-13～-16,-20 

873-23～-32 
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拡充型区域一覧（千葉県北東部・圏央道沿線地域） 

市町村名 大字 市町村名 大字 

香取市 

岩部 

1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789-1,-2 

1790,1791,1795-1,-2,1796-1,-2,1797-1,-2 

1798-1,-2,1799-1,-2,1800-1,-2,-4 

1801-1,-3,1802,1803-1,-2 

1804-1,-2,-3,-5,1805-1,-3,1806-1,-2 

1807-1,1809-1,-3,1817-1,-2,-4 

1818-1,-3,1821-3,-5,-11,1825-1～ｰ 7 

1826-1,1827,1828-1～-3 

1829-1,-2,-3,-5,1830,1831,1832 

1833-1,-2,1834,1835-1～-5 

1836-1,-2,1845,1846,1847,1848,1849-1,-2 

1986-1,1989 

1997-5,-23,-24,-25,-33,-34,-36,-37,-48 

1997-50,-52,-54,-56,-77,-99,-100,-101 

1997-103,-105,-106,-107,-108 

2065-1,2066,2067,2068,2069,2070-1,-2,-3 

2071,2072-1,-2,2073-1,-2,2074,2075 

2076-1,2078-1,-2,-3,2079,2080 

2081-1,-2,-3,2082-1～-9,2083-2～-4 

3367,3368,3369-1,-2,3370-1,3371,3372 

3373-1,3376-1,3377-1,3378-1,3379-1 

3490,3676,3695-3 

5360-2,-3,-4,-5,5363,5365 

西田部 

1221-2,1222-1,1226-2,1227-1,1228 

1229-1,1230-1,1231-1,-2,-3,1232 

1233-1,-2,-4,1234-1,-2,-3 

1235-1,-2,-3,1236,1237-1,-2,-3,1238,1239 

1240-1,-3,-4,1242-1,-2,-3,1243,1244, 

1245-1,-2,1246,1247,1248-1,-2,-3 

1249,1250-1,-2,1251-1,-2,1252-1,-2,1253 

1254,1255,1256-1～-6,-8,-9 
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拡充型区域一覧（千葉県北東部・圏央道沿線地域） 

市町村名 大字 市町村名 大字 

香取市 

西田部 

1256-12～-16,1257-2,-5,1258-1,1259 

1260-1,-4,1261-1,1262-1,-2,1263,1264 

1265-1,-3～-6,1266-1,-2,-3, 

1267-1,-2,1268,1269-1,-2,1270 

1272-1,-2,-4,-9,-106,-206,-306 

1273-1～-4,1274-1,-2,-3,-5,-6,-7,-8 

1275-1,-2,-3,1276-2,1277-2,1278-2,-3 

1287-1,-2,1288-2,-3,1289-2,1290 

1291-2,1294-3,1295-2,1298-2,1299-1 

1300-1,1303-1,1304-5～-15,-20 

1304-45,-47～-83,-85,-86,-99,-105,-106 

1304-108,-109,-110,-111,-112,-113,-118 

1304-119,-124,-125,-127～-143 

1304-150,-152,-161,-163,-164,-166,-169 

1304-171,-174～-181,-182,-183,-187 

1304-189-190,-192,-195,-196,-200,-218 

1305-1～-6,-8,-10,-12,-13,-15 

2379,2380,2381 

高萩 156-2,-3,-5,-23,-35 

山武市 松尾町富士見台 東庄町 宮野台 

（一部小字表記） 松尾町借毛本郷上人塚 芝山町 岩山大宿 

  松尾町借毛本郷下ノ原 （小字表記） 岩山井森戸 

  松尾町借毛本郷道上   岩山後田台 

  松尾町借毛本郷莄ケ台   大台宝永作 

  松尾町借毛本郷中ノ原   小池水口 

  松尾町借毛本郷砂子   小池山入 

  松尾町借毛本郷霞   小池仲野 

  松尾町下之郷上之原   小池綱張 

  松尾町下之郷関田 横芝光町 長山台 

  松尾町下野上ノ原 （小字表記） 坂田池字八代松 

  上横地西野谷   古川字石合 

大網白里

市 大網 
  

古川字水田前 

  仏島   古川字馬鍬 

神崎町 武田   古川字古里 

多古町 林   古川字沖田 

  水戸   古川字南 
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拡充型区域一覧（千葉県北東部・圏央道沿線地域） 

市町村名 大字 市町村名 大字 

横芝光町 古川字東 横芝光町 栗山字庚申 

（小字表記） 古川字龍ケ塚 （小字表記） 栗山字橋本 

  古川字引舟   栗山字赤岩 

  横芝字真砂   栗山字尻川田 

  横芝字鶴岡   栗山字通沢田 

  横芝字松岡   栗山字沢田 

  横芝字西松ヶ枝   栗山字沢山 

  横芝字東松ヶ枝   栗山字上堂面 

  横芝字折戸   栗山字ミコロタ 

  横芝字宮下   栗山字東大谷 

  横芝字西境田   栗山字暁 

  横芝字東境田   栗山字平和 

  横芝字大島   栗山字馬場川 

  横芝字向根   栗山字新橋 

  横芝字原田   栗山字地蔵下 

  横芝字松本   栗山字明神下 

  横芝字川田   宮川字栗山川 

  横芝字喜志台   宮川字起返 

  横芝字野々合   宮川字海老川 

  横芝字橋本   宮川字奥馬 

  栗山字上庚申   宮川字堀込 

  栗山字橋場山   宮川字堀ノ内 

  栗山字狸   宮川字天神 

  栗山字下沢田   宮川字水玉幸谷 

  栗山字畑ノ内   宮川字辺田前 

  栗山字中沢   宮川字橋本 

  栗山字稲荷   木戸字百割 

  栗山字堂脇   木戸字一〇〇割 

  栗山字前大田   木戸字壱ノ割 

  栗山字内埜  木戸字弐ノ割 

  栗山字荒工  木戸字参ノ割 

  栗山字孫地  木戸字四ノ割 

  栗山字道面  木戸字五ノ割 

  栗山字宮脇  木戸字六ノ割 

  栗山字東伊古田   木戸字七ノ割 
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拡充型区域一覧（千葉県北東部・圏央道沿線地域） 

市町村名 大字 市町村名 大字 

横芝光町 木戸字二十八割 横芝光町 芝崎南字立尾 

（小字表記） 尾垂イ字下根 （小字表記） 宮川字堂ノ前 

  尾垂イ字大杉前   宮川字藤木 

  栗山字川端   宮川字長柄美尻 

  栗山字前川端   宮川字沖中 

  栗山字狐台   宮川字不動堂 

  栗山字ハンヤ   宮川字沢川 

  栗山字四海目   宮川字明神下 

  栗山字大鳥   宮川字城網 

  栗山字鶴巻   宮川字松ノ内 

  栗山字稔台   宮川字椎木 

  栗山字下新川   宮川字松葉田 

  坂田池字溜池   宮川字関ノ後 

  坂田池字銚子口   宮川字本郷 

  北清水字清水   宮川字橋場割 

  屋形字羽崎   宮川字大代 

  屋形字立会   宮川字柳原 

  屋形字今切   宮川字高提 

  屋形字當新田   宮川字鶴巻 

  屋形字南川岸   宮川字尻川田 

  屋形字東雲   宮川字小橋戸 

  篠本根切   宮川字三反田 

  篠本字打越堰   宮川字小屋前 

  篠本字山ノ崎   宮川字天王 

  篠本字八石田   宮川字向田 

  篠本字天神   宮川字関下 

  篠本字根切   宮川字名木 

  篠本字夏台     

  篠本字縫之内    
  二又字八石田  

 
  芝崎字三鍬立  

 
  芝崎字夏苅   
  芝崎字向野  

 
  芝崎字谷畑  

 
  芝崎南字稲荷穴  
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拡充型区域一覧（千葉県南部・圏央道沿線地域） 

市町村名 大字 市町村名 大字 

館山市 船形 鴨川市 横渚川田 

  川名 （小字等表記） 横渚馬場 

  那古   横渚沼里 

  湊   横渚新田町 

  八幡   横渚洲崎 532,533,534,535 

  北条   横渚前原下 679-2,679・780 

  館山   
横渚蔵之台 681-1,682-1 

683－1,-2,684-1,-2,-3 

685-1,-2,-3,-4,686-1,-4, 

687-1,689-1,690,691-1 

692-1,-3,～-8,693-1,694-1 

695-1,-7,-8,696-2,705-1, 

706-1,-9,-10 

707-1,-3,-6,-7 

708-2,-3,-4,709-1 

711-1,712-1 

713-1,-4,-5,-6,-7,-14～-19 

714-1,-2,716-1 

茂原市 下太田   

勝浦市 小松野根岸房田   

（小字表記） 小松野野合   

  小松野細見   

  小松野山之田   

  松野猿田谷   

  松野西田   

  松野蓮ヶ台   

  松野向原上   

鴨川市 貝渚加茂川   

（小字等表記） 貝渚和合 2921-5   

  貝渚川口 2960-3,-4 袖ケ浦市 横田 

  磯村小合浦 132-2 富津市 小久保 

  磯村大浦   岩瀬 

  前原本町   千種新田 

  前原仲町   西大和田 

  前原下本町 南房総市 富浦町深名杉原 

  前原山王町  （小字表記） 市部花和田 

  前原日影町   平久里中京田 

  前原愛宕町   平久里中溜ヶ原 

  前原福井町   本織鍛冶ヶ作 

  前原稲荷町   本織峰岸 

  前原田町   谷向徳屋 

  前原芝町   谷向高子 

  前原浜町   谷向原 

  前原北浜   千倉町忽戸寸郷 

  前原川尻   千倉町瀬戸浜田 

  横渚芝   千倉町平舘名戸川 
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拡充型区域一覧（千葉県南部・圏央道沿線地域） 

市町村名 大字 市町村名 大字 

南房総市 安馬谷加茂原 南房総市 白子吉田 

 （小字表記） 石堂谷田 （小字表記） 和田町下三原田尻 
 岩糸岩渕  和田町仁我浦上ノ原 
 岩糸良毛 いすみ市 大原 

 岩糸秡田   深堀 

  沓見法事ヶ崎   大原台 

  珠師ケ谷下腰越   岬町椎木 

  白子川内   岬町長者 

睦沢町 

（小字表記） 
上市場字中之台 

1336-1,-2,-3,-4,-5,-6 

1337-1,-2,1338-1,-2,-3 

1339-1,-3,-4,-5,-6 

1340-1,-2,1341-1,-2 

1342-1～-4、1343-1～-7 

1344-1,-3,1345-1,-2 

1346-1～-8,1347,1348 

1349-1～-9,1350-1,-2 

1351-1,-2,-3,1352-1～-6 

1353-1,-2,1354-1～-4 

1355-1,-2.1356,1357 

1358-1,-2,1359-1,-2 

1360-1～-8,1361,1362,1363 

1364,1365,1366-1,-2 

1367-1,-2,1368-1,-2 

1369-1,-2,1370,1371 

1372,1373,1374-1,-2,-3 

1375-1,-2,1376,1377 

1378-1,1378-4～-9,1379-1,-4,-5 

  上市場字南ノ台東 

904-1～-4,905-1,-2,-3 

906-1,-2,-3,907-1,-2 

908-1,-2,909-1,-2,-3 

910-1,-2,911-1～-4 

911-6,-7,911-9～-12,911-14-～87 

912-1～-5,913-1～-6 

914-5,921-1,-2,922-1,-2 

924-1,-3,-4,925-1,-2,926,927,-1,-2 

928,929-1,-2,930-1,-2,931,932-1～-6 
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拡充型区域一覧（千葉県南部・圏央道沿線地域） 

市町村名 大字 市町村名 大字 

睦沢町 

（小字表記） 
上市場字南ノ台西 

1380-1～-5,1381,1382,1383,1384,1385 

1386,1387,1388,1389-1,-2,-3,1390-1,-2 

1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397 

1398-1,-2,1399-1,-2,1400-1,-2,1401-1,-2 

1402,1403-1,-2,-3,1404-1～-7,1405-1,-2 

1406-1,21407-1,1407-3～-7,1408-1 

1409-1,-3,-4,1410-1,-2,1411-1,-2 

1412-1,-2,1413-1～-5,1414-1,-2,-3 

1415-1,-2,-3,1416-1～-7,1417-1,-2,1418 

1419-1,-2,1420,1421,1422,1423 

1424-1,-2,1425-1～-5,1426-1～-4 

1427-1～-6,1428-1～-5,1429-1,-2 

1430-1,-2,1431-1,-2,1432-1,-2,-3 

1434-1,2,1435,1436,14371438,1439, 

1440-1～4,1441-1,1442,1443-1～4 

  上之郷字坪六前 

1999-2,-3,2005,2006-1～-5 

2007-1-2,2007-4～-7 

2008-1～-13,2009-1～-5 

2010-1～-4,2011-1～-7,2012-1,-2 

2013-1～-7,2014,2015,2016-1～-4 

2017-1,-2,2018,2019,2020,2021-1,-2,-3 

2022-1,-2,-3,2023-1～-4,2024-1,-2 

2025,2026-1,-2,2027-1,-2,2028-1,-2 

2029-1,-2,2030-1,-2,2031-1,-2 

2032-1,-2,-3,2033-1,-2,-3 

2034,2035,2036,2037 

2039-2,2046-1,2047-1,-2,2048-1～-4 

2049-1～-4,2050-2,-3,-4,2051-1,2052-1 
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拡充型区域一覧（千葉県南部・圏央道沿線地域） 

市町村名 大字 市町村名 大字 

長生村 金田 長柄町 上野字下二本松 

  七井土 （小字表記） 上野字上二本松 

  薮塚   上野字二本松 

  水口   上野字石塚 

長柄町 上野字葭木谷台   立鳥字関下 

（小字表記） 上野字福田   立鳥字東 

  上野字赤坂   皿木字椎ノ木下 

  上野字枇杷滝   皿木字滝谷 

  上野字中山   皿木字本郷辺田 

  上野字四反田台   皿木字大間ヶ谷 

  上野字四反田   山之郷字大間ヶ谷 

  上野字成仏沢 長南町 美原台 

 


