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地域再生計画 
 
１ 地域再生計画の名称 
   高知県地域地方活力向上地域等特定業務施設整備促進事業 
 
２ 地域再生計画の作成主体の名称 
   高知県 
 
３ 地域再生計画の区域 
   高知県の全域 
 
４ 地域再生計画の目標 

４－１ 高知県の産業の特徴 
 本県の産業 3 部門別就業者数は、第 1 次産業 36,923 人(就業者全体の 11.4%)、第 2 次産業

53,755 人(同 16.6%)、第 3 次産業 222,070 人(同 68.7%)となっており、国の平均値（第 1 次産

業 3.7%、第 2 次産業 23.6%、第 3 次産業 67.2%）と比較すると第 1 次産業の従事者が多く、第

2 次産業の従事者が少なくなっている（平成 27 年国勢調査）。これは、本県がいわゆる戦後の

重化学工業政策の重点対象地域にならなかったこともあり、製造業の産業集積が弱いことなど

が要因となっている。本県の工業構造を製造品出荷額等でみるとゆずや海洋深層水など本県の

強みである地域資源を活用した加工品製造などの食料品製造業10,744,179万円（全体の18.3%）、

生産用機械製造業 7,308,624 万円(12.5%)、土佐和紙の伝統と最先端製紙技術を活かしたコンデ

ンサ用セパレータに使われるなどする不織布製造などのパルプ・紙製造業 6,534,348 万円

(11.2%)、日本でも最大採掘量を誇る鉱山である鳥形山から採取できる石灰石による窯業・土石

製造業 6,137,029 万円(10.5%)、と地域資源型の産業が上位を占めている(令和元年工業統計調

査)。 
また、本県の雇用情勢は、底を打った平成 21 年度の有効求人倍率 0.41 倍から図表１が示す

とおり改善し、令和元年６月には 1.32 倍と過去最高レベルとなってはいるものの、依然、全国

平均と比べるとまだまだ低い状況にある。特に、事務的職業の求人倍率は 0.40 倍と低くなって

いる。 
また、図表 2 から、本県における、近年の人口移動の状況を年齢階級別に見ると、県外への

転出超過のほとんどを 15～19 歳と 20～24 歳の年齢層が占めている。加えて、令和３年学校基

本調査によると高等学校を卒業後に就職した者のうち県外企業へ就職した者の割合は 30.1%
（全国平均 18.1%）、県外の大学へ進学した者の割合は 70.5%と進学や就職をきっかけに若者が

県外へ転出していることが分かる。就職を機に県外へ転出した者の転出先としては、雇用情勢

の良い東京都・愛知県・大阪府が全体の半数を占めており、若者のニーズが高い事務的職業の

求人倍率が低いなどの雇用情勢から、雇用を求めて県外へ転出していることが推測できる。 
物を生産し、消費する若年者の県外流出や人口の自然減は本県経済に影響を与えており、これを

端的に表すのが年間の商品販売額で、経済産業省「経済構造実態調査」によると平成 9 年の高知

県経済のピーク頃には年間約 2 兆円であった販売額が、令和２年には 1 兆 4,087 億円と約 3 割も

減少している。 この経済の縮みを改善し、経済を活性化させるために、本社機能の移転や拡充

等により、雇用を創出するとともに、本県への新たな人の流れを生み出すことが必要となってい

る。（図表１ 有効求人倍率・完全失業率の推移（季節調整値）） 
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出典：高知労働局「雇用こうち」 
 
（図表２ 年齢階級別の社会増減の状況（令和２年）） 

 
出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
 
４－２ インフラ整備状況 
 （交通） 
  四国横断自動車道の四万十町までの延伸や高知東部自動車道の部分開通など高速交通体系の

整備が進んでいる。中土佐町から四万十町まで延伸したことで、高知県の中心都市である高知

市から四万十町までの移動時間が約 20 分短縮でき、県西部の主要都市である四万十市まで約 1
時間半で行くことができるようになり、香南市から芸西村まで延伸したことで、高知市から県

東部の主要都市である安芸市までが 20 分短縮でき、約 55 分で行くことができるようになるな

ど、高知市と県東西の主要都市間のアクセスが向上し、各地の企業立地や雇用拡大が期待され

る。 
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航空便では、高知龍馬空港から、羽田空港をはじめ、成田空港、伊丹空港、名古屋小牧空港、

神戸空港、福岡空港にも就航しており、国内主要都市とのアクセスも良好で、高知羽田間 10 往

復、高知成田間１往復、高知名古屋小牧間３往復、高知伊丹間 6 往復、高知神戸間１往復、高

知福岡間２往復の便数がある。 
また、鉄道については、県東西にわたり JR 土讃線（土佐岩原駅―窪川駅、約 2 時間半）があ

り、東へは徳島県、香川県まで続いており、西方面の窪川駅からは愛媛県まで続く予土線（窪

川駅―西ケ方駅、約 1 時間）と、西南方面へ延びる土佐くろしお鉄道中村線（窪川駅―中村駅、

約 30 分）、宿毛線（中村駅―宿毛駅、約 30 分）と繋がっており、東方面へは阿佐線（後免駅―

奈半利駅、約 1 時間）が通じている。高知市中心部では、とさでん交通桟橋線（高知駅前―桟

橋通五丁目、約 14 分）が南北にあり、後免線（後免町駅―はりまや橋駅、約 30 分）と伊野線

（はりまや橋駅―伊野、約 40 分）が東西に延びており高知市内のアクセスは良好である。 
また、高知県下には高知港、須崎港、宿毛湾港の３つの重要港湾があり、令和２年の取扱貨

物量は、高知港は 435 万トン、須崎港は 1,639 万トン、宿毛湾港は６万トンとなっており、取

扱貨物量の半数以上は石灰石が占めている。高知湾内にある通称「高知新港」では国際定期コ

ンテナが週 2 便、韓国釜山に就航しており、平成 26 年度にはメインバースが供用開始され、さ

らなる大型船舶の寄港が可能となり利便性が向上している。 
 

 （支援機関等） 
  県下 35 校の県立高校をはじめ、高知高等技術学校（高知市）、高知工科大学（高知市、香美

市）、高知大学（高知市、南国市）、高知県立大学（高知市）、高知職業能力開発短期大学校（香

南市）、高知職業能力開発促進センター（高知市）、高知工業高等専門学校（南国市）などの高

等教育機関があり、特に高知県立大学及び高知工科大学では、平成 27 年から定員を増員すると

ともに「知の拠点」として整備し、情報・交流・開発、人材育成など、多様な学びの機会を提供

している。 
工業技術センター（製造業）、紙産業技術センター（製紙業）、海洋深層水研究所（海洋深層

水を活用する食料品製造業等）、農業技術センター（農業関連）、森林技術センター（林業関連）

等の公設試験研究機関による各産業への支援を行っている。 
高知県産業振興センター（県内中小企業全般）、ものづくり地産・地消外商センター（製造業

等のものづくり企業）、高知県産学官民連携センター（県内中小企業全般）による県内中小企業

の研究開発や販路開拓などの総合的な支援、平成 27 年から新たに新設した事業承継・引継ぎ支

援センター（県内中小企業全般）による県内中小企業の事業承継支援、平成 29 年から高知県移

住促進・人材確保センターによる高知県外からの移住促進と各産業分野の担い手の確保支援を

行っている。 
 
４－３ 近年の企業立地動向と今後の見通し 

本県では、平成 21 年の産業振興計画開始後の 12 年間で、豊富な森林資源や農産物など本県

ならではの４－１に記載したような地域資源を活用したものづくりを行う工場や、加工組立型

など 74 件の工場が立地している。 
また、４－１に記載したとおり事務的職業の有効求人倍率が低く、若者が県外へ転出してい

る状況を打開するため、平成 16 年度から若者や女性のニーズが高い事務系職場に対する助成制

度を強化するなど誘致活動に力を入れた結果、企業のバックオフィスやコールセンターなどの

企業立地が進んできている。 
今後も、製造業の誘致を推進するための受け皿となる新たな工業団地の整備を進めるととも

に、引き続き積極的な誘致活動を展開することで、製造業や事務系職場の新規立地等が見込ま

れる。 
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さらに、本県の強みを活かした第一次産業分野への支援に取り組んでおり、例えば農業にお

いては育苗会社、農産物の生産を行う農業生産法人等、農産物の加工・販売を行う食品製造業

者など、関連企業の一体的な誘致により、より大きな園芸施設の運営が可能となり、集積が進

むことでさらなる新規立地が期待される。 
 

（図表３ 工場立地の状況） 

 
＜業種の内訳＞ 地方資源型：食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維工業、木材・木製品、パルプ・紙・紙加工品、 

窯業・土石製品 
雑 貨 型：家具、印刷・同関連業種、プラスチック製品、ゴム製品、皮革、その他の製造業 

基礎素材型：化学工業、石油製品・石炭製品、鉄鋼業、非鉄鋼業 

加工組立型：金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、電子・デバイス 

・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、輸送用機械器具 

出典：経済産業省「工場立地動向調査」 
 

４－４ 地域再生計画の目標 
  道路や工業団地のインフラ整備、併せて支援機関等の体制強化により企業立地の環境を整備

するとともに、企業の地方拠点の形成・強化を支援し、地域における就労機会の創出等を図っ

ていく。 
 
  目標１ 就労機会の創出 
  地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施により、12 年間で 240 人の雇用機会の創出

を図る。 
 
  目標２ 企業の新規立地 
  東京にある企業の本社機能等の移転を伴う新規立地等（移転型事業の認定件数）を 12 件とす

る。また、域内企業の本社機能等の拡充を伴う新規立地及び東京以外の地域にある企業の本社

機能等の移転を伴う新規立地等（拡充型事業の認定件数）を 12 件とする。 
 

５ 地域再生を図るために行う事業 
５－１ 全体の概要 

地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を促進するための取組として、有効な施策である

ことから、引き続き工業団地やシェアオフィス等立地環境の整備を行う。 
また、立地時及び立地後の支援策として既に実施している人材確保・人材育成事業、ワンス
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トップ支援事業や新たな事業展開支援等の取組みを今後も継続して実施する。 
これらの取組により、企業の本社機能の移転及び域内企業の本社機能の拡充に伴う新規立地

等を推し進めるとともに、就労機会の創出を図る。 
 

５－２ 特定政策課題に関する事項 
特になし 

 
５－３ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 （１）支援措置の名称及び番号 
   地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例（内閣府、総務省、厚生労働省、

経済産業省）【Ａ3005】 
 

（２）地方活力向上地域 
  ①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  
  高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南

市及び香美市並びに高知県安芸郡東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村及

び芸西村並びに高知県長岡郡本山町及び大豊町並びに高知県土佐郡土佐町及び大川村並び

に高知県吾川郡いの町及び仁淀川町並びに高知県高岡郡中土佐町、佐川町、越知町、梼原

町、日高村、津野町及び四万十町並びに高知県幡多郡大月町、三原村及び黒潮町の一部区

域（別紙 1 のとおり） 
   

   ②法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業の対象となる地域 
   高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南

市及び香美市並びに高知県安芸郡東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村及

び芸西村並びに高知県長岡郡大豊町並びに高知県吾川郡いの町並びに高知県高岡郡中土佐

町、佐川町、越知町、梼原町、日高村、津野町及び四万十町の一部区域（別紙 2 のとおり） 
    
 （３）地方活力向上地域の設定について 
    県内の地方活力向上地域となる地域は、４－１の農林水産資源や石灰石等の地域資源を

活用した産業が集積しており、近年は４－３のとおり企業のバックオフィスやコールセン

ターなどの事務系職場の立地も進んでいる。 
しかし、全国に先行する人口減少と高齢化により、市場が縮小していること、また、自

治体の財政状況の影響により、公共投資が減少したことなどにより、厳しい経済状況とな

っており、全国との間に大きな格差が生じている。 
高知県では、地域が抱える積年の課題に正面から向き合い、経済を根本から元気にする

ためのトータルプランとして、平成 21 年に「高知県産業振興計画」を策定し、市町村と連

携協調のもと、官民協働で一丸となって県勢浮揚に挑戦してきた。 
この「高知県産業振興計画」は、社会経済情勢の悪化や PDCA サイクルによる改善、新

たな課題への対応などを行うため、毎年度バージョンアップを行っており、令和２年度に

は官民協働を一層強化し、より高いレベルを目指して新たな挑戦を行うため、第４期高知

県産業振興計画を策定した。 
第４期高知県産業振興計画では、「地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志を持って

働ける高知県」を実現するため県民や企業、地域団体、市町村等と一体となって県内全域

での取組みを進めており、本県における産業のさらなる発展の実現に向け、その強化を図

っている。 
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今後も、産業振興計画はバージョンアップを図ることとしており、その改訂においては

「高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略」「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発

展の基盤強化に関する法律第４条に基づく基本計画」等の他計画と連動した取り組みを実

施する。地方活力向上地域においては、これらの取組みにより都市部からの本社機能の移

転が予測される。 
拡充型事業の対象地域は、高知市を中心に 66 万人規模の経済圏を形成している。 
対象地域は、高知市を中心とする中央圏域、安芸市を中心とする東部圏域、四万十市を

中心とする西部圏域の３つに大きく区分されるが、それぞれの圏域は幹線道路及び鉄道で

結ばれており、多くの支援機関が立地する中央圏域への移動は容易である。 
加えて、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第４条

に基づく基本計画」においても、対象地域を一つの圏域としてものづくり関連産業や情報

関連産業の集積に取組んでいるところであり、当該地域は社会的・経済的・自然的に一体

の地域であるということがいえる。 
また、当該地域の、昼夜間人口比率は 100.1%(平成 27 年国勢調査)、人口千人当たりの

事業所数(総務省統計局「平成 28 年経済センサス」÷「平成 28 年人口推計年報」)は 49.0
（全国９位）であり、前述の「高知県産業振興計画」等に基づく取組により本社機能の移

転・拡充が見込まれるものである。 
  
 （４）地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容等 
  イ 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業  

① 事業概要（移転型事業）： 
民間企業等により実施される東京 23 区から本社機能の移転を伴う特定業務施設の整備。 
実施期間：平成 27 年 11 月～令和９年３月 
実施場所：上記（2）①に記載する移転型事業の対象地域内 

 
② 事業概要（拡充型事業）： 

    民間企業等により実施される拡充型事業の対象地域内における特定業務施設の整備。 
    実施期間：平成 27 年 11 月～令和９年３月 
    実施場所：上記（2）②に記載する拡充型事業の対象地域内 
 

ロ 地方税の不均一課税制度 
事業概要：企業の本社機能等の移転及び域内企業の本社機能等の拡充に伴う不動産取得税、    

事業税について、不均一課税制度を整備。 
  実施主体：高知県 

実施期間：平成 27 年 12 月～令和６年３月 
 

ハ 地方税の課税免除制度の新設 
事業概要：企業の本社機能等の移転に伴う不動産取得税、事業税について、課税免除制度を

新設する。 
  実施主体：高知県 

実施期間：平成 30 年 11 月～令和６年 3 月 
 

５－４ その他の事業 
 ５－４－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 
  該当なし 
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５－４－２ 支援措置によらない独自の取り組み 
イ 立地環境整備 
事業名称：工業団地整備事業 
事業概要：工業団地を整備し企業の立地環境を整える。 
実施主体：高知県、高知市、南国市 
事業期間： 
     南国日章産業団地 平成 26 年度～令和３年度 
     高知布師田団地 平成 30 年度～令和 5 年度 
 

  事業名称：シェアオフィス整備事業 
  事業概要：中山間地域の廃校などの遊休施設を活用したシェアオフィスの整備を実施し、事

業者の誘致や創業者等への支援を行う。 
  事業主体：高知県、市町村、民間事業者等 
  事業期間：平成 25 年度～ 
 

事業名称：高規格道路等の整備事業 
事業概要：高知西バイパスや高知東部自動車道等の整備を進めることで、広域的交通の高速

性、混雑緩和、安全性を確保し、輸送面から企業活動の円滑な実施を支援する。 
実施主体：国土交通省、高知県 
事業期間：平成 27 年度～ 
 
ロ 立地時及び立地後の支援 
① 人材確保・人材育成 
事業名称：県、市町村、高知労働局（ハローワーク）の連携による人材確保支援事業 
事業概要：3 者が連携して、立地企業の就職面接会を開催するなど、直接雇用に繋がる取り組

みを実施する。 
実施主体：高知県、企業が事業を実施する市町村、高知労働局 
実施期間：平成 26 年度～ 
 
事業名称：移住促進による人材確保事業 
事業概要：県内外に配置する「移住・交流コンシェルジュ」が本県への移住に協力していた

だく「移住支援特使」、市町村の「専門相談員」等と綿密に連携し、移住希望者サ

ポートや、きめ細かな情報提供を実施する。併せて、官民協働で移住者支援住宅

の整備等、受け入れ体制を整える。 
     また、民間支援団体のネットワーク等を通じて地域になじんで住み続けていただ

くための、情報や機会の提供とサポートの充実を図る。 
  実施主体：高知県、市町村 
  事業期間：平成 21 年度～ 
 
  事業名称：移住促進・人材確保センターによる U.I ターンの促進事業 
  事業概要：高知求人ネットを活用し、U.I ターンを希望する方と求人企業のマッチングを行

い、U.I ターン就職を促進する。 
  実施主体：高知県、市町村、各産業団体 
  事業期間：平成 21 年度～ 
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  事業名称：新卒者等の県内企業への就職促進事業 
  事業概要：新卒の高校生に対しては、企業見学・実習・職業講話などを通じて、県内企業（第

一次産業や介護・福祉分野を含む）の理解を深め、県内企業への就職を促進する。

大学生に対しては、就職支援協定の締結・就職情報の発信等により、県内企業へ

の就職を促進する。さらに、おおむね 50 歳までの求職活動中の方に対しては、キ

ャリアコンサルタントによる就職相談や就活セミナー、しごと体験講習などを実

施して、早期の就職を支援する。 
  実施主体：高知県 
  事業期間：平成 21 年度～ 
 
  事業名称：事業承継・引継ぎ支援センターによる人材確保支援事業 
  事業概要：事業承継や中核人材の確保に関する相談に対応する窓口や実務に精通した専門ス

タッフが一貫してサポートするための支援機関として、県が設置した事業承継・

引継ぎ支援センターにおいて、円滑な事業承継などを支援する。 
  実施主体：高知県 
  事業期間：平成 27 年度～ 
  
  事業名称：土佐まるごとビジネスアカデミー開講による人材育成事業 

事業概要：地域や産業を支えられる人材育成のため、ビジネスの基礎から応用・実践力まで、

受講者のニーズやレベルに応じて体系的に身につけられる研修プログラムを県内

の産学官が連携して構築し、土佐まるごとビジネスアカデミーとして実施する。 
  実施主体：高知県産学官民連携センター 
  事業期間：平成 27 年度～ 
 
  事業名称：技術人材の育成事業 

事業概要：本県製造業に必要な技術人材を育成するため、公設試験研究機関における技術指

導や技術研修、県立高等技術学校を中心とした公共職業訓練などを実施する。 
  実施主体：高知県 
  事業期間：平成 21 年度～ 
 

② その他の支援 
事業名称：立地時及び立地後のワンストップ支援事業 
事業概要：既に、高知県商工労働部企業誘致課は高知県内において新規立地等を行う企業の

相談に応じるワンストップ機能を有しており、特に立地後のアフターフォローで

は全国的に高い評価をいただいている。引き続き、新規立地等を行う企業の様々

な問題の解決をワンストップサービスで支援していく。 
    実施主体：高知県 
  事業期間：平成 21 年度～ 
 
  事業概要：産学官民連携センターによる新たな事業展開支援 

事業概要：県内の高等教育機関の知見や学生の活力を活かし、産学官民が行う産業振興や地

域の課題解決に向けた新たな事業展開につなげるため、高知県産学官民連携セン

ターを核に、産学官民連携を推進する。 
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  実施主体：高知県 
  事業期間：平成 27 年度～ 
   
  事業名称：ものづくり地産地消・外商センターによる外商支援事業 

事業概要：「ものづくり地産地消・外商センター」において、ものづくりに挑戦する企業の相

談にワンストップで対応し、企業ごとの専任担当者が事業化プランの策定段階か

ら販路開拓・拡大までを一貫してサポートする。併せて、全国レベルの製品づく

りや販売戦略のエキスパートを配置し、より効率的な製品開発を行い早期に外商

へとつなげていくためのサポートを行う。 
  実施主体：ものづくり地産・地消外商センター 
  事業期間：平成 26 年度～ 
 
６ 計画期間 
  地域再生計画認定の日から令和９年 3 月 31 日まで 
 
７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 
 ４－４に示す地域再生計画の目標については、年度ごとに必要な調査を行い状況の把握を行

うとともに、各行政機関で実施する｢中間評価｣及び「事後評価」において、達成状況の評価、改

善すべき事項の検討をおこなうこととする。 
  

７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

 
平成 27

年度 
平成 28

年度 
平成 29

年度 

平成 30
年度 

 

令和元年

度 
令和２年

度 

令和３ 
年度 

中間年度 

目標１ 
雇用創出件数 

２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 

うち中央圏域 ２０人 １０人 ０人 １０人 ２０人 １０人 １０人 
うち東部圏域 ０人 １０人 １０人 ０人 ０人 ０人 １０人 
うち西部圏域 ０人 ０人 １０人 １０人 ０人 １０人 ０人 
目標２ 
地 方 活 力 向 上

地 域 特 定 業 務

施 設 整 備 計 画

認定件数 

２社 
(うち移

転型 1
社) 

２社 
(うち移

転型１

社) 

２社 
(うち移

転型１

社) 

２社 
(うち移

転型１

社) 

２社 
(うち移

転型１

社) 

２社 
(うち移

転型１

社) 

２社 
(うち移

転型１

社) 

うち中央圏域 ２社 
(うち移

転型 1
社) 

1 社 
(うち移

転型 1
社) 

０社 

１社 
(うち移

転型０

社) 

２社 
(うち移

転型 1
社) 

１社 
(うち移

転型０

社) 

１社 
(うち移

転型１

社) 
うち東部圏域 

０社 

1 社 
(うち移

転型０

社) 

１社 
(うち移

転型 1
社) 

０社 ０社 ０社 

1 社 
(うち移

転型０

社) 
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うち西部圏域 

０社 ０社 

１社 
(うち移

転型０

社) 

１社 
(うち移

転型 1
社) 

０社 

１社 
( う ち 移

転 型 １

社) 

０社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中央圏域：高知市、

南国市、土佐市、須崎市及び香美市並びに高知県長岡郡本山町及び大豊町並びに

高知県土佐郡土佐町及び大川村並びに高知県吾川郡いの町及び仁淀川町並びに高

知県高岡郡中土佐町、佐川町、越知町、梼原町、日高村、津野町及び四万十町 
  東部圏域：室戸市、安芸市及び香南市並びに高知県安芸郡東洋町、奈半利町、田野町、安田

町、北川村、馬路村及び芸西村 
  西部圏域：宿毛市、土佐清水市及び四万十市並びに高知県幡多郡大月町、三原村及び黒潮町 
 
 （指標とする数値の収集方法） 
   認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画の実施状況報告書から算出するとともに、事

業実施企業のアフターフォローのための訪問により、事業の進捗状況を随時把握する。 
 

 
令和４ 
年度 

令和５ 
年度 

令和６

年度 
令和７ 
年度 

 
令和８年

度 
（最終年

度） 
目標１ 
雇用創出件数 

２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 

うち中央圏域 １０人 ２０人 １０人 ２０人 １０人 
うち東部圏域 １０人 ０人 ０人 ０人 １０人 
うち西部圏域 ０人 ０人 １０人 ０人 ０人 
目標２ 
地 方 活 力 向 上

地 域 特 定 業 務

施 設 整 備 計 画

認定件数 

２社 
(うち移

転型 1
社) 

２社 
(うち移

転型１

社) 

２社 
(うち移

転型１

社) 

２社 
(うち移

転型１

社) 

２社 
(うち移

転型１

社) 

うち中央圏域 １社 
(うち移

転型 1
社) 

２社 
(うち移

転型 1
社) 

１社 
(うち移

転型 1
社) 

２社 
(うち移

転型１

社) 

１社 
(うち移

転型 1
社) 

うち東部圏域 １社 
(うち移

転型０

社） 

０社 ０社 ０社 

１社 
(うち移

転型 1
社) 

うち西部圏域 

０社 ０社 

１社 
(うち移

転型 1
社) 

０社 ０社 
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 ７－３ 目標の達成状況にかかる評価の公表の手法 
   ４－４に示す地域再生計画の目標の達成状況については、中間評価及び事後評価の内容を、

速やかに高知県商工労働部企業誘致課のホームページ上で公表する。 
 
８ 構造改革特別区域計画に関する事項 
   該当なし 
 
９ 中心市街地活性化基本計画に関する事項 
   該当なし 
 
１０ 産業集積形成等基本計画に関する事項 
   該当なし 
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（別紙１） 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 

１高知市 上町１丁目 
上町２丁目 
上町３丁目 
上町４丁目 
上町５丁目 
本丁筋 
水通町 
通町 
唐人町 
与力町 
鷹匠町１丁目 
鷹匠町２丁目 
本町１丁目 
本町２丁目 
本町３丁目 
本町４丁目 
本町５丁目 
升形 
帯屋町１丁目 
帯屋町２丁目 
追手筋１丁目 
追手筋２丁目 
廿代町 
永国寺町 
丸ノ内１丁目 
丸ノ内２丁目 
中の島 
九反田 
菜園場町 
農人町 
城見町 
堺町 
南はりまや町１丁目 
南はりまや町２丁目 
弘化台 
桜井町２丁目 
桜井町１丁目 
はりまや町１丁目 
はりまや町２丁目 
はりまや町３丁目 
宝永町 
弥生町 
丸池町 
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小倉町 
東雲町 
日の出町 
知寄町１丁目 
知寄町２丁目 
知寄町３丁目 
青柳町 
稲荷町 
若松町 
高埇 
杉井流 
北金田 
南金田 
札場 
南御座 
北御座 
南川添 
北川添 
北久保 
南久保 
海老ノ丸 
中宝永町 
南宝永町 
二葉町 
入明町（楠本） 
洞ヶ島町（洞ヶ島、山ノ前） 
寿町（山ノ東、寿屋敷） 
中水道（中水道、榎ノ本） 
幸町 
伊勢崎町（北平杭） 
相模町（清松、北塩田、別当） 
吉田町（立仙、金剛寺供田、井流ノ内） 
愛宕町１丁目 
愛宕町２丁目（内塩田、尾無、南尾無、垣添、榎ノ本） 
愛宕町３丁目（豊後分、中吉田、裏吉田、二位殿） 
愛宕町４丁目（新道越、増岡） 
大川筋１丁目 
大川筋２丁目 
駅前町 
相生町 
江陽町 
北本町１丁目 
北本町２丁目 
北本町３丁目 
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北本町４丁目 
新本町１丁目 
新本町２丁目 
昭和町（北三ノ石、中兵粮、裏水汲） 
和泉町 
塩田町（中ノ丸、七町地） 
比島町１丁目 
比島町２丁目 
比島町３丁目（東徳弘、西徳弘、北大塩田、池尻、道ノ裏） 
比島町４丁目（安養寺塩田西分、安養寺塩田中分、安養寺塩田、六兵衛塩田） 
栄田町１丁目 
栄田町２丁目 
栄田町３丁目 
井口町 
三ノ丸（西三丸、松本） 
大膳町 
山ノ端町 
桜馬場 
城北町 
宝町（大溝、帆浦、神楽田、安楽） 
小津町 
越前町２丁目 
新屋敷１丁目（山脇） 
新屋敷２丁目（中山田、黒落、総丁面、高野） 
八反町１丁目（東浜田、西浜） 
八反町２丁目（淵ノ上、大曲、渡瀬） 
東城山町 
城山町 
東石立町（中岩戸、岩戸） 
石立町（山西、吉田、山ノ北、南山） 
玉水町 
縄手町 
鏡川町 
下島町 
旭町１丁目 
旭町２丁目 
旭町３丁目 
赤石町 
中須賀町 
旭駅前町 
元町 
南元町 
旭上町 
水源町 
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本宮町 
上本宮町 
大谷（南赤ハゲ、赤ハゲ） 
鳥越（六月カイテン） 
塚ノ原（太郎次郎、塚原、前リソウ、ヤナキノ根） 
西塚ノ原（畳給、フキ谷） 
長尾山町（月輪、長尾前、長尾） 
旭天神町（横枕、柳瀬、伊賀屋敷） 
北端町（南四郎岡、四郎岡、カクソ、南カクソ、四光寺、イカクツ、ヲキヤシキ、八

幡南） 
山手町（西山屋敷、西松本、東松本） 
横内（城ノ南、城ノ西、横大内、鍋蓋、平田、大カリ又、ハケ田、松ケ谷、北石、カ

ラウトクチ、西横内、大平ノ下） 
口細山（堂ヶナロ） 
福井町（堀口、船渡、鈴ヶ内、ムシマ、蔵屋敷、栗ノ木橋、山本西畑、越知神、越知

神前、大平ノ下、大平、城ノ南、城ノ西、西カンボヲ、フデン、原山、芝中、

長尾、火トホシ） 
福井扇町（ヒノ口、丸田、ハリノ木、フデン） 
福井東町（ハミ沢、大沢、ハチマク、宮沢、大曲、松本） 
土居町 
役知町 
潮新町１丁目 
潮新町２丁目 
仲田町 
北新田町 
新田町 
南新田町 
梅ノ辻 
桟橋通１丁目 
桟橋通２丁目 
桟橋通３丁目 
桟橋通４丁目 
桟橋通５丁目 
桟橋通６丁目 
天神町 
筆山町（黒門東、鳥居本） 
塩屋崎町１丁目 
塩屋崎町２丁目 
百石町１丁目 
百石町２丁目 
百石町３丁目 
百石町４丁目 
南ノ丸町 
南竹島町 
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竹島町 
北竹島町 
北高見町 
高見町 
六泉寺町 
孕東町（ただし以下の字を除く。田有山） 
孕西町（ただし以下の字を除く。石川山・白石ヶ畝） 
深谷町（長谷口東ノ丸・長谷口西ノ丸・尻無谷・中田・阿弥陀ヶ谷上ノ丸） 
南中山（南中山） 
北中山（中山大加毛、大谷山） 
幸崎（猿ヶ窪西ノ丸、猿ヶ窪南ノ丸） 
小石木町（底井流ヨリ未申ノ丸、近藤土橋ヨリ丑寅丸） 
大原町 
河ノ瀬町（車床南ノ丸、ニタ股乾ノ丸、ニタ股南ノ丸） 
南河ノ瀬町（長面田、源内山、袋野東ノ丸、内沢東ノ丸、袋野南ノ丸、北村山東平、

北村山南平、猿ヶ窪西ノ丸、小猿窪咽ノ丸、内沢東山添、長面田） 
萩町１丁目 
萩町２丁目 
池（稲屋、鵜ヶ礁、徒屋敷、和田、長田、西ノ口、見野越、下長崎、上長崎、大田、

豊田、麦尻、奥ヶ坂、中ヤシキ、宮門、鬼ケ谷、御北、西双田、門田、千原、水

谷、不破、芋頭、平畑山、水戸代山、水戸代、東双田） 
仁井田（ただし以下の字を除く。和佐田・切坂ノ西・西ノ谷山・畝々ヶ谷） 
種崎 
十津１丁目（西新ヶ端、新ヶ端、火薬谷山、下本地） 
十津２丁目 
十津３丁目（宮地、北塩田） 
十津５丁目（南塩田） 
十津６丁目（南向山） 
吸江（大崎、大島岬、古寺、雨花岩、大島崎、神母） 
五台山（タナスカ、北タナスカ、法如坊、坂本ノ部、鳴谷汐田） 
葛島１丁目 
葛島２丁目 
葛島３丁目 
葛島４丁目 
高須新町１丁目 
高須新町２丁目 
高須新町３丁目 
高須新町４丁目 
高須本町 
高須新木 
高須１丁目 
高須２丁目（唐箕田、岩田、六塩田） 
高須３丁目（曽田、南大塩田、古川塩田北ノ丸、古川塩田南ノ丸） 
高須東町（岩田、古川塩田南ノ丸、高須北ノ丸塩田） 
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布師田（拾壱源右エ門、拾源右エ門、三源右エ門、二源右エ門、一源右エ門、四四郎

右エ門、五四郎右エ門、四四郎ヱ門塩持、六四郎右エ門、七四郎右エ門、一

四郎右エ門、二四郎右エ門、三四郎右エ門、九大塩田、十大塩田、十一大塩

田、三大塩田、土橋ノ裏、入口、石渕、神明前、中町、平石、入交、金山） 
一宮（主生田、口加領川、口針ノ木、中針ノ木、大坂、大谷、上小僧谷） 
薊野西町１丁目（鉄砲築地、北池田） 
薊野西町２丁目（下橋詰、井流ノ口） 
薊野西町３丁目（マロ、岩ノ本、裏谷分） 
薊野北町１丁目（大穴山、バンヤカ岡、裏谷分） 
薊野北町２丁目（西泉、野ツコ、西ノ芝、岩井神） 
薊野北町４丁目（落神、池田、中神母ノ木） 
薊野東町（石井流、赤坂） 
薊野中町（宮ノ前、藤ヶ枝、横サレ、下モ屋敷） 
薊野南町 
一宮西町１丁目（根ノ道） 
一宮西町３丁目（細田、網掛松、弓場、東鍋島、横田、南前岡） 
一宮しなね１丁目（大塚、ミソ畠、大道屋舗） 
一宮しなね２丁目（北塔本、南塔本、一町田） 
一宮南町１丁目（天王、長池、松ノ本西ヒン塩田、鳥着ノ内） 
一宮南町２丁目（上山崎） 
一宮中町１丁目（西ノ川原、田近、横田、亀ノ上） 
一宮中町２丁目（セン長、川添） 
一宮中町３丁目 
一宮東町１丁目（川原崎、井添、瓜尻、上池田） 
一宮東町２丁目（新堂谷、南ハシカ谷） 
一宮東町５丁目（東光連寺、藤ヶ原、西光連寺、二反田、三反田、一町田） 
一宮徳谷（右川、土橋ノ裏） 
愛宕山（愛宕山、金谷、秦ノ谷） 
前里（柿木下、曽根田） 
東秦泉寺（鉄砲築地、道ノ西、平石、佐平田、柿木下） 
中秦泉寺（秦山、鷹通） 
三園町（西名切、不正田） 
西秦泉寺（大畑） 
愛宕山南町（前田、善徳） 
秦南町１丁目 
秦南町２丁目（東塩田） 
東久万（成森、光安、上高津、東土居前、工藤） 
中久万（古川、実安、舟付、カセ田、石橋、信益、アミタ堂） 
南久万（タイノ前、島田、北沢） 
万々（木下、里前、三月田、奥ヤシキ、里、天神口、神谷） 
中万々（久佐美、石神、鳥越、目賀計、保曽田、大津保、関本） 
南万々（石神、渡瀬、兵庫） 
円行寺（姥ヶ淵、梟谷） 
一ツ橋町１丁目（ネスノ木、宗久、藤ノ木、門田） 
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一ツ橋町２丁目（大久保、堤ヶ内、田渕、レンジ、高津） 
みづき１丁目（フルツク谷） 
みづき３丁目（フルツク谷、黒岩） 
朝倉甲（勝負川、中通リ、榊、神田縄、糀原、栄田） 
朝倉乙（西ノ宮） 
朝倉丙（南咥内、咥内、舟岡、八月田、南ケ谷、神田ヶ谷、八月田、三月田、野津古

谷、茨谷、正月田、神楽田、堤川、上松、土居屋敷、阪本、土居前、樋ノ本、

田中、串田、古川、田島、松田、繁松、米田、中島、熊谷、願成寺、中ノ谷、

横峰） 
朝倉丁（阪本、西宮、市ノ尾、城山、下市尾、川ノ上、繁方） 
朝倉戊（棚田、槙、南門田、正吉） 
朝倉己（赤石、中山端、栗ノ峠） 
曙町１丁目（道添、ユノクホ、上島） 
曙町２丁目 
朝倉本町１丁目（藤ノ木、地頭分、長道、吉井土居、土居東） 
朝倉本町２丁目（上ノ川、中町） 
若草町 
若草南町（山崎、南城） 
鵜来巣 
槇山町（槙、棚田） 
針木東町（下針木、永沢、大坊沢） 
大谷公園町（中山） 
朝倉南町（中ノ坪、中通リ） 
朝倉横町（曽我、祐成） 
朝倉東町（柳田、糀原、栄田） 
朝倉西町１丁目（繁方、荒巻） 
朝倉西町２丁目（ミノコシ、長谷口、行宮森） 
針木北１丁目（小岩滝、小岩滝道上） 
針木本町（小岩滝） 
針木南（大坊沢、下針木） 
鴨部（長畑、チシヤノ木、ノブノリ、古新堂、北古新堂、ツイヂガ内、南山ノ端、山

ノ端、能茶山） 
神田（中屋敷、神母メン、長礼田、中蔵、馬太郎、コモデン、七反田、吉本、江ノ本、

久万喜、四反田、太郎丸、トヲデン、新田、南池ノ尻、池ノ渕、池ノ尻、坊ノ

前、ドヲセン、石丸、島田、徳久、馬屋ヶ尻、東代、関ノ木、永町、南小松、

池ノ頭、大畠、泉川、ムク入道、高野前、間所、青木、片山下） 
鴨部高町 
鴨部上町（宮ノ東、土居ノ前、行成、浄土寺） 
鴨部１丁目 
鴨部２丁目（柿ノ木、花ノ木、イデヤ、北次郎丸、フケタ、山ノ端、南山ノ端） 
鴨部３丁目（徳重、新城、寿正院、長畑、チシヤノ木、ノブノリ、古新堂、北古新堂） 
長浜（大谷、コヤノ本、西ヒルタ、東ヒルタ、中切、柿ノ内、内田、ツキ山、江田、

イノハナ、正法寺、イヤ屋敷、正円寺、辻屋敷、芝屋敷、米ノ内、中橋、幸内

屋シキ、コヤ口、高屋敷、イナハ、山根、天甫寺、菖蒲谷、南江口、モスカタ、
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間野、天甫寺前、ヘエノ内、赤田前、常通寺野、亀岩、塩浜、前塩田、江口、

ノツゴ、東塩田、御畳瀬坂、カウライ、井ノ谷、吉田、塩ヤド、小鶴田、貝ノ

谷、北塩屋、塩屋、ツルタ、尾崎山、尾崎、フモト、門前、空屋敷、中ノ瀬、

神母、村上） 
横浜 
瀬戸 
瀬戸西町１丁目（井戸ノ段） 
瀬戸西町２丁目（セトヤシキ、井ノウ、南イノ浦、モトヤシキ） 
瀬戸西町３丁目（行合ヶ端、鳶ヶ瀬） 
瀬戸東町１丁目（岩ヶ端） 
瀬戸東町２丁目（内村） 
瀬戸東町３丁目（水門） 
横浜新町３丁目（十右衛門谷、スグミ、カマイタ） 
横浜新町４丁目（十右衛門谷、カマイタ） 
横浜新町５丁目（伝平谷、ハリギ） 
横浜西町（クスボリ、岐田、柚ノ木谷、ノツゴ、水口、渡川、発行田、西浦畠、岩ヶ 

端、三十代） 
横浜東町 
瀬戸１丁目（岩ヶ端、ヤイノテ、桔梗ヶ下） 
瀬戸２丁目（下横丁） 
瀬戸南町１丁目（鳶ヶ瀬、鳶ヶ瀬山、ドヲジキ、古塩田、一町田） 
瀬戸南町２丁目（鳶ヶ瀬山、今地、東唐音、ドヲジキ、カロヲト、一町田、城山） 
横浜南町（ハリギ、クボタ、船戸山、船戸、ハサクヅ山） 
御畳瀬（ただし以下の字を除く。田ノ浦・田ノ尻） 
浦戸 
大津甲（和田、北馬場、谷前、車ケ元、平田、花蔵坊、尾目路、本ノ丸、二ノ丸、三 

ノ丸、西木戸、大門、湯ノ山、アチヤカキ、木ノ下、矢取田、神ノ木、寺添、 
屋敷田、八反田、川久保） 

大津乙（裏円瀬分、南池ノ内、北池ノ内、芳ヶ久保、南浜ノ窪、北浜ノ窪、西潮田、 
北シビ草、蒲原分、南シビ草、和喰田、西四ノ坪、九ノ坪、東四ノ坪、南分 
土居、シダレ柳、後口田、向川原、中村川原、蒔谷、庵蛇、筒木、依光、中 
須賀、八反田、九ノ坪、甫木山、中世々羅、世々羅、四反田、西溝無シ、東 
溝無シ、長瀬、下市、車ヶ元、樋之口、長殿、大久保、下村川原、垣間、芝 
田、向屋敷、村田、岡林、北光祐、沖ノ前、海老ヶ腰、治部塩田、刎ヶ前、 
堤ヶ裏、宮ノ前、黒田、材木揚場跡地、外稗尻、井流田、船戸、尾崎、嘉郎

戸） 
介良甲（松尾、槲谷、姥ヶ懐、丹後坊、躄石、酒造田） 
介良乙（ただし以下の字を除く。大平、城山、南面、福田、大谷山、小富士山） 
介良（ただし以下の字を除く。クロヶ内、仁王溝、竹ヶ端、重枝、上久保田、横手、

奥土居、笠田、霜月田、吉野、今北、鍛治屋） 
潮見台１丁目（黒岩、底井流、鉢伏山） 
潮見台２丁目（妹崎、妹背山、鉢伏山） 
潮見台３丁目（妹崎、妹背山、鉢伏山） 
土佐山（松ノ元） 
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土佐山高川（鳴野） 
土佐山桑尾（ヒビ原影、西軽塚、後ロ山） 
春野町弘岡上（高見、中原、本畠） 
春野町西分（漬抜、市永） 
春野町西諸木（東梶裏、越知山、藤崎） 
春野町森山（榎畑、切所、上島、小中須賀） 
春野町南ケ丘１丁目（イモジ谷、カンヂャウ、棚田） 
春野町南ケ丘２丁目（イモジ谷、棚田） 

２室戸市 浮津 
吉良川町 
佐喜浜町 
羽根町甲１３８４－１ 
室津 
室戸岬町 
元 

３安芸市 矢ノ丸 1 丁目 
矢ノ丸 2 丁目 
矢ノ丸 3 丁目 
矢ノ丸 4 丁目 
本町 1 丁目 
本町 2 丁目 
本町 3 丁目 
本町 4 丁目 
幸町 
庄之芝町 
久世町 

４南国市 領石（鳥首、市之坪、中島、笹原、前山、ヒヨデン、深サコ、四ツ松、牛月、口ミノ

尾谷、中ミノ尾谷、長尾山、サライ谷、松ノ本、八反田、西野ヨリ、天神ヶ谷、

寺中） 
久礼田（宝蔵、岡越、新改、上岡越、鯛之骨、上牛房寺、水谷、マナベ） 
蛍が丘（全域） 
国分（四反田、畝之北、五反田） 
比江（水谷、後口新田、東新田、山添、平曽） 
左右山（上ミサヽ原、下モサヽ原、東タヤスバ、タヤスバ、下モタヤスバ、サヽ原山、

ドヽロ谷、ハザマ山、下モ鍋蓋、鍋蓋山、鍋蓋、スミデン、上スミデン、上

穴田、中穴田、下穴田、五反田） 
双葉台（全域） 
岡豊町笠ノ川（ 谷、新城北分、新城南分） 
岡豊町八幡（高屋奈路、馬屋床、落矢） 
岡豊町小蓮（下野、岩原谷、久サ神、宮ノ前、光岩、山崎、小宮、小山田、清山、清

水、大坪、中ヲサ、天神前、美泥、木ノ坪） 
岡豊町定林寺（栄エ田、杉ノ本、和田ノ内） 
岡豊町常通寺島（寺屋敷、西和田、天神丸、大井、佐婆為） 
岡豊町蒲原（蒲原山、トヲレギ、土居屋敷） 
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岡豊町江村（門田、杉尾丸、中内） 
岡豊町吉田（野辺） 
岡豊町中島（濁渕、道ノヘ、ウノメ、クミチ、片渕、松井、下与蔵、セキノ本） 
岡豊町小篭（有井、浜田、寅居、シヲクサリ、下沢、国遠） 
駅前町（全域） 
後免町（全域） 
大埇甲（祇園田、並光分、小豆尻、ショウブ田、治造穂、吉田前、芝ヶ端、横枕、小

梅、野岸、弘井ヶ内、実兼、上尻明、尻明、土器給、甲藤分、山ノ下、八反

田、西山新田、茶屋場、前ノ丁、上桑田、下桑田、長クロ、ショウブ田、治

造穂、山ノ下、窪ヶ内、次右衛門町、トガ窪、樋掛、西崎、四反田、西之窪） 
大埇乙（山東端、大道添、松ヶ本、七反地、ハエノ後、林、八木屋敷、古屋敷、芋畑、

松山、福田、六俵、一ノ坪、尾仲、大良、奥宮、大川添、八万東、寺添、鶴

田） 
篠原（西崎、東実満田、樋掛ケ、柏水、桶給、洲川、神母ノ木、東泉、長丁、東長丁、

西ノ内、狭間、表大道、八ヶ坪、泉田、神母田、西泉、弐反田、芝ヶ端、諏訪

崎、池ノ頭） 
明見（鳥啄三、穴田、大泉、仁王門、大政所、仲入道、五臺山分、杖ノ間々、長ヶ丁、

田井中） 
伊達野（柄振田、中溝、野添、南山添、溝渕） 
日章あけぼの（全域） 
立田（スイガ内、原島、西原島、古番所、沖原島、八丁地、形部内、島中内、伊賀内、

東中川原、） 
田村甲（島田、サイカイシ、梶ヶ久保、ノツゴ、二丁地、宗正、釈伽堂、寺分、尺ヶ

内、桑内、） 
田村乙（崩田、孫次郎、若宮、高田ノ西、中高田、屋舗ヶ内、小栗分、高柳、末富、

尻細、高田後、上見當、上岩松、コシキダ、榎田） 
物部（村山川バタ、薬師堂、北岡西、高川原、近藤畑、茨西ノ北、南薬師堂、東横田、

島田、藤ノ木、西茨西、茨西屋敷、北吉本、カヂキ、南岡西、東天満、正月朔

日神田、高島田、南吉本、神母ノ前、東新家、下王島、本村、南柳ノ久保、崎

島ノ後、土居ノ西、大畑ケ、柴屋敷、天満本郷、柳ノ久保、源左、下茨西、真

福寺後、西新家、本村西、井流ノ口、成願寺中、長岸、中ノ内、古番所西窪、

テイデイ、木ノ下長福寺、村山川バタ、薬師堂、南池、高見、政岡損田、北岡

西、高川原、東横田、島田、） 
物部乙（新開） 
久枝乙（開田） 
三和琴平（全域） 
十市（遅越） 

５土佐市 中島（カヤノ木、中之芝、野尻、泉川ミヅタメ、泉川畷詰、泉川、沖ノ前、前ノ芝、

ノツゴノ本、用石井替） 
用石（竹ノ下、野尻、松ケ元、泉川、七反畑） 
高岡町甲（西國政、堂之前、角力場、西笠木、東高殿、南地頭名、東地頭名、西地頭    

名、南塩会、南走下、井流ノ口、池ノ尻、中井手、西高殿、北長池、堂ノ

西、北井関、南井関、中長池、南長池、南栗ノ木、南辻、東辻、西辻、中

栗之木、北栗之木、東上大坪、西上大坪、土取場、西小路、東小路、南横
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町西側、南横町東側、西水口、東水口、辻土橋、高見、下森畠、東隅ケ内、

土器屋敷、西隅ケ内、明官寺、上森畠、東町南側、中町南側、西町南側、

市場町、八切、青木、南藤並） 
高岡町乙（渕岩、藤並、嶋ノ前、島ノ後、和田屋敷、森弘、北横町西側、西蓮寺、西

町北側、中町北側、犬場、池ノ渕、山泉寺、三島、三島ノ前、乙井、廿日

田、阿弥陀寺東ノ丁、御所ノ内、阿弥陀寺前、阿弥陀寺、奥屋敷、六反地、

林口、金輪畝、丸岡、船越、木綿ケ谷、大栗、鳴川江越、栗ケ鼻、切抜口、

天神西、石ケ坪、清水供田、力満中沢、加治給、澤井ケ坪、南葵、葵、北

葵、北幅木、四反田、新光、南幅木、鴨供田、聖神、天神後口、天神、岡、

岡ノ下、麻生田、田井、有ノ木、智圓寺、智圓寺南ノ丁、徳丸、野田、野

田西ノ丁、光安、光安西ノ丁、光永北ノ丁、光長、野田南ノ丁、白石土居、

光永東ノ丁、甲原ノ畑、甲原畑南ノ丁、榎木畑、菖蒲ケ窪、外城戸北ノ丁、

走下北側） 
高岡町丙（走下、塩会北ノ丁、蓑畠、京間前、東竹沢、中竹沢、西竹沢、小芝、白石、

西摺木、摺木、北摺木、北白石、唐臼、長畠東ノ丁、長畠西ノ丁、車田、

大前、川久保、野田川、東川久保、東力石、西川久保） 
蓮池（霊正庵、末門、小山、鴨裏、丁免、橋詰、芋岡、北岡、松ノ木、竹通、西門、

風呂ケ谷、土矢倉、内渕岩、渕岩、渕岩ノ後、外渕岩、江渡屋舗、池ノフチ、

若宮ノ前、西ノ島、池ノ尻、與七川、島ノ前、西ノ麓、渡シ上リ、水押、直路、

松ケ和田） 
北地（イノコ田、外松ガ和田、内松ヶ和田） 
甲原（堂免、北ヤシキ、タニ、貞康） 
家俊（国重、大西、音丸ノ下、大西前、岩渕、森国前、垣添、神母、蟹穴、大廻、丸

田、上り口、打捨、堂丸） 
太郎丸（西之前、長丁、和田内、松下、鍛松、早サ地、井ノ上） 

６須崎市 栄町 
横町 
原町一丁目 
原町二丁目 
幸町 
港町 
山手 
新町一丁目 
新町二丁目 
須崎 
西古市町 
西崎町 
西町一丁目 
西町二丁目 
西糺町 
青木町 
泉町 
多ノ郷甲 
大間西町 
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大間東町 
大間本町 
鍛治町 
池ノ内 
中町一丁目 
中町二丁目 
潮田町 
土崎町 
吾井郷乙 
東古市町 
東糺町 
南古市町 
浜町一丁目 
浜町二丁目 
妙見町 
桐間南 
赤崎町 
緑町 
押岡（大法、浜田、中氏、花岡、国近、中須賀、串ノカゲ） 
多ノ郷乙（大峰、白岩、フルタ、今綱代） 
下分乙（堂面、中川原、櫻ノ久保、国広、五郎前、堂口、船倉、内堤、前川原、水越、

松木ノ久保、中田、野添、坂ノ前、大谷、大黒、新川、池田、鼠ノ木） 
浦ノ内立目摺木（サセブ、小アジロ） 
浦ノ内出見（松光、汐ヤ坂本、スクノ浦） 
安和（石神、生元、田向、川尻、島田、立道、西ノ平、立畝、六分一、北浜林、中生

林、南生林、走上、桜木、花ノ木、向在家、堂ケ谷、黒岩、新開、松ノ内、股

川、中ノ前、下ダレ、山下、小岡、岡在家、引地、中ノ川内、神母、下坪、札

場、竃ケ窪、ヒビノキ、西畠、神田、山本、西屋敷、亀ノ久保、弘坪、弘畑、

中越、中城、長谷、車地、岡、六道、南車地、宇津尻、中間、越下、佐野、本

谷、田ノ浦、大奈路、長佐故） 
吾井郷甲（弘岡前、乙丸、中屋敷、嶋田山、山添、芝、芝神明前、ゴマジリ、重国、

為貞、丁免、春日前、防谷、森） 
桐間西 
桐間東 
多ノ郷乙（ヒヂケ峰） 
大谷（西勢井東新山、西平山、井立山、井立、神母ケ和田） 
久通（苅谷山、坂本、長井、立畑、宮ノ上、宮ノ奥、観音崎） 
浦ノ内西分（田ノ尻、大嶋、柳谷、市楽、フカイシ、金光寺、土居、トギヤ、大坪丸、

新五郎谷、ミソ、中沢、野次、神母ノ前、上本田、シノベ、ハリギ、溝

添、カシノ、サガリ松） 
浦ノ内東分（コズナ、タノシリ、オジマダニ、ヤナギダニ、西イチラク、オオボシシ

オタ、ホリコシ、サカウチヤマ、シモサカウチ、イノキザコ、サラサコ、

クデン、マツノシタ、サンニンヨリアイ、シモマツガワダ、コサキ、カ

ミマツガワダ、ヲジシオタ、ヲジナロ、ヒガシオジ、カミオジ、コヲジ、
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タカメギ） 
上分乙（石渕、中奥、中長田、鳥居ノ元、川岡添、大久保、又川、柳ノ元、轟口、岡

嶋、中ノ内、西ノ崎、井口、青木原、役地） 
上分丙（寺尾、楠木ノ本、竹ノ端、山下、神宮寺、宮ノ沖、楠ノ前、池ケ左近） 
下郷（松ケ瀬、長田、清峰、川原田、山添、池田、上ケ田、外田、引落、白木谷） 

７宿毛市 平田町戸内（扇） 
宿毛 
西片島 
土居下 
桜町 
本町 
松田町 
幸町 
長田町 
萩原 
与市明 
高砂 
錦 
貝塚 
小深浦 
大深浦 
西町１丁目 
西町２丁目 
西町３丁目 
西町４丁目 
西町５丁目 
樺 
宇須々木 
藻津 
池島 
大島 
片島 
坂ノ下 
和田 
押ノ川 
中角 
二ノ宮 
野地 
草木藪 
山北 
小筑紫町石原 
小筑紫町福良 
小筑紫町栄喜 
小筑紫町小筑紫 
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小筑紫町大海 
小筑紫町伊与野 
小筑紫町湊 
小筑紫町呼崎 
小筑紫町内外ノ浦 
小筑紫町田ノ浦 
小筑紫町小浦 
小筑紫町都賀川 
橋上町平野 
橋上町橋上 
橋上町奥奈路 
橋上町神有 
橋上町坂本 
橋上町楠山 
橋上町出井 
平田町中山 
平田町黒川 
山奈町山田 
山奈町芳奈 
沖の島町母島 
沖の島町弘瀬 
沖の島町鵜来島 
南沖須賀 
中央１丁目 
中央２丁目 
中央３丁目 
中央４丁目 
中央５丁目 
中央６丁目 
中央７丁目 
中央８丁目 
駅前町１丁目 
駅前町２丁目 
港南台１丁目 
港南台２丁目 
さくらが丘 
新港 
駅東町１丁目 
駅東町２丁目 
駅東町３丁目 
駅東町４丁目 

８土佐清水市 元町 
旭町 
天神町 
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幸町 
越前町 
汐見町 
西町 
市場町 
戎町 
栄町 
本町 
寿町 
小江町 
浜町 
清水ヶ丘 
グリーンハイツ 

９四万十市 〔中村地区〕 
中村大橋通 1 丁目 
中村大橋通 2 丁目 
中村大橋通 3 丁目 
中村大橋通 4 丁目 
中村大橋通 5 丁目 
中村大橋通 6 丁目 
中村大橋通 7 丁目 
中村一条通 1 丁目 
中村一条通 2 丁目 
中村一条通 3 丁目 
中村一条通 4 丁目 
中村一条通 5 丁目 
中村本町 1 丁目 
中村本町 2 丁目 
中村本町 3 丁目 
中村本町 4 丁目 
中村本町 5 丁目 
中村京町 1 丁目 
中村京町 2 丁目 
中村京町 3 丁目 
中村京町 4 丁目 
中村京町 5 丁目 
中村新町 1 丁目 
中村新町 2 丁目 
中村新町 3 丁目 
中村新町 4 丁目 
中村新町 5 丁目 
中村東町 1 丁目 
中村東町 2 丁目 
中村東町 3 丁目 
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中村愛宕町 
中村岩崎町 
中村於東町 
中村上小姓町 
中村小姓町 
中村栄町 
中村桜町 
中村四万十町 
中村天神橋 
中村百笑町 
中村羽生小路 
中村東下町 
中村丸の内 
中村山手通 
中村弥生町 
中村 
右山元町 1 丁目 
右山元町 2 丁目 
右山元町 3 丁目 
右山五月町 
右山天神町 
駅前町 
右山 
不破上町 
不破 
角崎 
〔具同地区〕 
渡川 1 丁目 
渡川 2 丁目 
渡川 3 丁目 
具同田黒 1 丁目 
具同田黒 2 丁目 
具同田黒 3 丁目 
具同 
入田 
赤松町 
〔東山地区〕 
古津賀 1 丁目 
古津賀 2 丁目 
古津賀 3 丁目 
古津賀 4 丁目、 
古津賀 
佐岡 
安並 
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秋田 
麻生 
〔後川地区〕 
岩田 
敷地 
田野川乙 
〔東中筋地区〕 
楠島 
国見 
森沢 
荒川 
江ノ村 
〔中筋地区〕 
生ノ川 
磯ノ川 
上の土居 
九樹 
有岡 
横瀬 
〔下田地区〕 
井沢 
竹島 
鍋島 
下田 
平野 
〔八束地区〕 
坂本 
山路 
実崎 
深木 
間崎 
津蔵渕 
初崎 
〔西土佐地区〕 
西土佐江川﨑 
西土佐用井 
西土佐江川 
西土佐半家 
西土佐西ヶ方 
西土佐橘 
西土佐津野川 
西土佐口屋内 

10 香南市 香我美町上分（恋ノ袖、大谷、鹿子、茂リ） 
香我美町徳王子（関屋） 
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11 香美市 土佐山田町栄町 
土佐山田町西本町１丁目 
土佐山田町西本町５丁目 
土佐山田町宝町４丁目 
土佐山田町東本町２丁目 
土佐山田町旭町１丁目 
土佐山田町旭町５丁目 
土佐山田町秦山町１丁目 
土佐山田町西本町２丁目 
土佐山田町宝町１丁目 
土佐山田町宝町５丁目 
土佐山田町東本町３丁目 
土佐山田町旭町２丁目 
土佐山田町 
土佐山田町秦山町２丁目 
土佐山田町西本町３丁目 
土佐山田町宝町２丁目 
土佐山田町宮前町 
土佐山田町東本町４丁目 
土佐山田町旭町３丁目 
土佐山田町テクノパーク 

12 東洋町 野根甲 
13 奈半利町 車瀬 

芝崎 
横町 
立町 
弓場 
長田 
法恩寺 
六本松 
加領郷 
奈半利町乙 238-3 
奈半利町乙 94-16 

14 田野町 一円 
15 安田町 安田（東新町、西新町、向ヱ、女夫岩、堂ノ脇、滝ノ裾、不動、ナタレノハマ、チョ

ウガ谷、三ツ石、家石、己家床廻、クラガリ谷、名残ノ坂、北大野、里見、居

ノ子田） 
東島（釜ヶ谷ノ西） 
西島（634-2、634-7、634-10、926） 
唐浜（浜松、西浜松、浜屋敷西ノ端、長ハエ、南一本松、一本松、明神、明神前、磯

田、長池、田之尻） 
正弘（1534～1542-2、1550-2） 

16 北川村 野友 
加茂 236 番地 1 
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17 馬路村 相名 3433 
相名 2291 
日浦 3888-1 

18 芸西村 西分（一番訳） 
19 本山町 本山（長古味、柿ノ下、堀ノ尻、東野、堂畑、東土居、南土居、地主脇、中古味、十

王堂、裏門、野々田） 
寺家（新堂、上ノ宮、ミノコシ、西木戸） 
吉野（銀杏ノ木、下切） 

20 大豊町 川口南 2023-5 
川口南 2031-1 
川口南 2031-2 
川口南 2031-6 
川口南 2031-7 
川口南 2031-8 
川口南 2035-1 
川口南 2035-2 
川口南 2035-3 
川口南 2035-4 
川口南 2042-1 
川口南 2042-2 
川口南 2042-3 
川口南 2042-5 
川口南 2042-6 
川口南 2042-7 
川口南 2042-8 
川口南 2042-10 
川口南 2042-11 
川口南 2042-13 
川口南 2042-14 
川口南 2042-15 
川口南 2042-16 
川口南 2042-17 
川口南 2042-18 

21 土佐町 田井 
土居 

22 大川村 朝谷 
23 いの町 東谷、馬路、東谷口、東ミ子、下池ノ谷、イボ、シゲジリ、正本、七丁ヶ芝、池向、

池向南、池ノ川、並松、折垣、池ノ尻、沖、厩ノ尻、徳永、次良丸、今在家、長畑、

明泉寺、松尾、寺路ヶ久保、出来地、出来地南、砂森、砂森南、内馬越、細家所 
波川（土居ノ後、北松崎、近見、一ノ又タ、ノマト、四十九代、タテ原二丁カケ、タ

テ原成山地、サガリヨジリ、腰前、井流ノ表、道ノ裏、竹ノ下、大フルヲチ） 
24 仁淀川町 土居乙１９９－１番地 

土居甲５９４番地 
25 中土佐町 久礼 7109-16 
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上ノ加江 2085-2 
大野見吉野 1015 
大野見奈路 931 
大野見奈路 558 
大野見久万秋 8 
大野見大股 982 

26 佐川町 甲（西町、道久田、宮久） 
27 越知町 黒瀬 

片岡 
鎌井田本村 
柴尾 
越知甲 
越知丙 
越知丁 
今成 
横畠南 4137-2 

28 梼原町 広野 647 
29 日高村 下分（3016、277-2、277-3、3708、3702-2） 

沖名（3586-3、3632-1、3632-9、3632-9、3632-8、539-13、539-6、538、7714、3586、

3586-3） 
30 津野町 永野字上ミカゲ 

白石甲字下タナロ 
31 四万十町 作屋（479-17、479-20、481-1、485-1、485-2、485-3、486-1、487-1、489-8） 

数神（桑ヶ谷山、スクノハサコ、ヒガンデン、中ドヲ山、カケタ） 
本堂（鍛屋敷、太郎左衛門） 
黒石（鷹ノ奈路、溝間） 
平串（民多部、竹ノ端、岡屋敷、持田、障子田、三船田、笹岡屋敷、出雲、大道切、

帽子折、沖屋敷） 
小久保川（乙 614、乙 615-1） 
新開町（全域） 
北琴平町（全域） 
琴平町（全域） 
茂串町（全域） 
榊山町（全域） 
窪川（ツカヤブ東、カケノヒラ） 
本町（全域） 
香月が丘（全域） 
東町（全域） 
古市町（全域） 
見附（樫木、樫ノ木、岩本、大切、カクレジク） 
若井川（528-1、540-1、573-5） 
口神ノ川（208、226、295-3、300-2、1396、1401） 
大正大奈路（82、96-1、96-2、101-2、101-3、114、100-4、113-2、115-1） 
大正（長楽寺、門田、六月田、椎山、要次田、神主屋敷、石路、九日田、平谷、亀山、 
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坪サコ、カヂヤシキ、池田、亀ノ森、トイグチ、孝作り、新土居、森ノ駄場、 
 古酒屋床、マタジウ、北森、北亀ノ山、樅ノ木、橋詰、広岡、久保屋敷、山ノ

沖、ソヲヅ、寺田、梅ノ木才、尾崎、五松寺中、土居屋敷、上頭、ゴダイ、ア

ラセノ上ヘ、ヤナ場、尾曽越ノ下タ）     
昭和（ミノコシ、船戸ノ上リ、地主谷、清水、ハセヲリ、大坪、スカ谷、ヘヤガ谷、 

藤次田、炎谷、中平、谷屋式、船戸、タキヤマ）    
十川（ハキ高、女郎池、小貝谷、ナガ田、ヲチ山口、サカウズ、中屋敷、尾サキ田、 

西ノヲキ、センダカ橋、新堀田、久保田、松ノコエ） 
十和川口（マトヲバ、ホリキ） 
広瀬（583-13、583-23） 

32 大月町 弘見 
33 三原村 宮ノ川 

柚ノ木 
来栖野 

34 黒潮町 鈴 
市野瀬 
佐賀橘川 
拳ノ川 
荷稲 
川奥 
小黒ノ川 
中ノ川 
不破原 
市野々川 
伊與喜 
熊井 
藤縄 
熊野浦 
佐賀 
白浜 
黒潮 
灘 
伊田 
有井川 
上川口 
蜷川 
浮鞭 
口湊川 
奥湊川 
加持 
加持川 
大井川 
入野 
馬荷 
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大方橘川 
御坊畑 
上田の口 
下田の口 
田野浦 
出口 
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（別紙２） 法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業の対象となる地域 

１高知市 上町１丁目 
上町２丁目 
上町３丁目 
上町４丁目 
上町５丁目 
本丁筋 
水通町 
通町 
唐人町 
与力町 
鷹匠町１丁目 
鷹匠町２丁目 
本町１丁目 
本町２丁目 
本町３丁目 
本町４丁目 
本町５丁目 
升形 
帯屋町１丁目 
帯屋町２丁目 
追手筋１丁目 
追手筋２丁目 
廿代町 
永国寺町 
丸ノ内１丁目 
丸ノ内２丁目 
中の島 
九反田 
農人町 
堺町 
南はりまや町１丁目 
南はりまや町２丁目 
弘化台 
はりまや町１丁目 
はりまや町２丁目 
はりまや町３丁目 
丸池町 
青柳町 
高埇 
南金田 
札場 
南御座 
北御座 
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南川添 
北川添 
北久保 
南久保 
海老ノ丸 
入明町（楠本） 
洞ヶ島町（洞ヶ島、山ノ前） 
寿町（山ノ東、寿屋敷） 
中水道（中水道、榎ノ本） 
幸町 
伊勢崎町（北平杭） 
相模町（清松、北塩田、別当） 
吉田町（立仙、金剛寺供田、井流ノ内） 
愛宕町１丁目 
愛宕町２丁目（内塩田、尾無、南尾無、垣添、榎ノ本） 
愛宕町３丁目（豊後分、中吉田、裏吉田、二位殿） 
愛宕町４丁目（新道越、増岡） 
大川筋１丁目 
大川筋２丁目 
駅前町 
相生町 
北本町１丁目 
北本町２丁目 
北本町３丁目（ただし以下の字を除く。半六分、亀ノ助、両長丁路） 
北本町４丁目（ただし以下の字を除く。三艘口、丑之助、新築） 
新本町１丁目 
新本町２丁目 
昭和町（北三ノ石、中兵粮、裏水汲） 
和泉町 
塩田町（中ノ丸、七町地） 
比島町２丁目 
比島町３丁目（東徳弘） 
比島町４丁目（安養寺塩田西分、安養寺塩田中分、安養寺塩田、六兵衛塩田） 
栄田町１丁目 
栄田町２丁目 
栄田町３丁目 
井口町 
三ノ丸（西三丸、松本） 
大膳町 
山ノ端町 
桜馬場 
城北町 
宝町（大溝、帆浦、神楽田、安楽） 
小津町 
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越前町２丁目 
新屋敷１丁目（山脇） 
新屋敷２丁目（中山田、黒落、総丁面、高野） 
八反町１丁目（東浜田、西浜） 
八反町２丁目（淵ノ上、大曲、渡瀬） 
東城山町 
城山町 
東石立町（中岩戸、岩戸） 
石立町（山西、吉田、山ノ北、南山） 
玉水町 
縄手町 
鏡川町 
下島町 
旭町１丁目 
旭町２丁目 
旭町３丁目 
赤石町 
中須賀町 
旭駅前町 
元町 
南元町 
旭上町 
水源町 
本宮町 
上本宮町 
大谷（南赤ハゲ、赤ハゲ） 
鳥越（六月カイテン） 
塚ノ原（太郎次郎、塚原、前リソウ、ヤナキノ根） 
西塚ノ原（畳給、フキ谷） 
長尾山町（月輪、長尾前、長尾） 
旭天神町（横枕、柳瀬、伊賀屋敷） 
北端町（南四郎岡、四郎岡、カクソ、南カクソ、四光寺、イカクツ、ヲキヤシキ、八 

幡南） 
山手町（西山屋敷、西松本、東松本） 
横内（城ノ南、城ノ西、横大内、鍋蓋、平田、大カリ又、ハケ田、松ケ谷、北石、カ 

ラウトクチ、西横内、大平ノ下） 
口細山（堂ヶナロ） 
福井町（堀口、船渡、鈴ヶ内、ムシマ、蔵屋敷、栗ノ木橋、山本西畑、越知神、越知 

神前、大平ノ下、大平、城ノ南、城ノ西、西カンボヲ、フデン、原山、芝中、 
長尾、火トホシ） 

福井扇町（ヒノ口、丸田、ハリノ木、フデン） 
福井東町（ハミ沢、大沢、ハチマク、宮沢、大曲、松本） 
土居町 
役知町 
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北新田町（東益田北丸、中益田北ノ丸） 
新田町（野村砂式、新田西ノ丸、新田東ノ丸） 
南新田町 
梅ノ辻 
桟橋通４丁目（中エゾ北丸、北エゾ） 
桟橋通５丁目 
桟橋通６丁目 
天神町 
筆山町（黒門東、鳥居本） 
塩屋崎町１丁目 
塩屋崎町２丁目（塩屋崎、寺ノ前、浄眼寺谷） 
北高見町（古塩田南ノ丸、高見北ノ丸） 
高見町（高見中ノ丸、高見南ノ丸、大谷口古塩田、大谷山、中山大加毛） 
六泉寺町（土取場、西田ノ尻南ノ丸、西田ノ尻北ノ丸、東田尻女ノ丸、東田尻北ノ丸、 

竹島水門丙） 
孕東町（ただし以下の字を除く。田有山） 
孕西町（ただし以下の字を除く。石川山・白石ヶ畝） 
深谷町（長谷口東ノ丸・長谷口西ノ丸・尻無谷・中田・阿弥陀ヶ谷上ノ丸） 
南中山（南中山） 
北中山（中山大加毛、大谷山） 
幸崎（猿ヶ窪西ノ丸、猿ヶ窪南ノ丸） 
小石木町（底井流ヨリ未申ノ丸、近藤土橋ヨリ丑寅丸） 
大原町 
河ノ瀬町（車床南ノ丸、ニタ股乾ノ丸、ニタ股南ノ丸） 
南河ノ瀬町（長面田、源内山、袋野東ノ丸、内沢東ノ丸、袋野南ノ丸、北村山東平、 

北村山南平、猿ヶ窪西ノ丸、小猿窪咽ノ丸、内沢東山添、長面田） 
萩町１丁目 
池（稲屋、鵜ヶ礁、徒屋敷、和田、長田、西ノ口、見野越、下長崎、上長崎、大田、 

豊田、麦尻、奥ヶ坂、中ヤシキ、宮門、鬼ケ谷、御北、西双田、門田、千原、水 
谷、不破、芋頭、平畑山、水戸代山、水戸代、東双田） 

仁井田（ただし以下の字を除く。和佐田・切坂ノ西・西ノ谷山・畝々ヶ谷） 
種崎（ただし以下の字を除く。塩屋ノ松、勘洲堀、板倉） 
十津１丁目（西新ヶ端、新ヶ端、火薬谷山、下本地） 
十津２丁目 
十津３丁目（宮地、北塩田） 
十津５丁目（南塩田） 
十津６丁目（南向山） 
五台山（タナスカ、北タナスカ、法如坊、坂本ノ部、鳴谷汐田） 
高須本町 
高須新木 
布師田（拾壱源右エ門、拾源右エ門、三源右エ門、二源右エ門、一源右エ門、四四郎 

右エ門、五四郎右エ門、四四郎ヱ門塩持、六四郎右エ門、七四郎右エ門、一 
四郎右エ門、二四郎右エ門、三四郎右エ門、九大塩田、十大塩田、十一大塩 
田、三大塩田、金山） 
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一宮（主生田、口加領川、口針ノ木、中針ノ木、大坂、大谷、上小僧谷） 
薊野西町１丁目（鉄砲築地、北池田） 
薊野西町２丁目（下橋詰、井流ノ口） 
薊野西町３丁目（マロ、岩ノ本、裏谷分） 
薊野北町１丁目（大穴山、バンヤカ岡、裏谷分） 
薊野北町２丁目（西泉、野ツコ、西ノ芝） 
薊野北町４丁目（落神、池田、中神母ノ木） 
薊野東町（石井流、赤坂） 
薊野中町（宮ノ前、藤ヶ枝、横サレ、下モ屋敷） 
薊野南町 
一宮西町１丁目（根ノ道） 
一宮西町３丁目 
一宮しなね１丁目（大塚、ミソ畠、大道屋舗） 
一宮しなね２丁目（北塔本、南塔本、一町田） 
一宮南町１丁目（天王、長池、松ノ本西ヒン塩田、鳥着ノ内） 
一宮南町２丁目（上山崎） 
一宮中町１丁目（西ノ川原、田近、横田、亀ノ上） 
一宮中町２丁目（セン長、川添） 
一宮中町３丁目 
一宮東町２丁目（新堂谷、南ハシカ谷） 
一宮東町５丁目（東光連寺、藤ヶ原、西光連寺、二反田、三反田、一町田） 
愛宕山（愛宕山、金谷、秦ノ谷） 
前里（柿木下、曽根田） 
東秦泉寺（鉄砲築地、道ノ西、平石、佐平田、柿木下） 
中秦泉寺（秦山、鷹通） 
三園町（西名切、不正田） 
西秦泉寺（大畑） 
愛宕山南町（前田、善徳） 
秦南町１丁目 
秦南町２丁目（東塩田） 
東久万（成森、光安、上高津、東土居前、工藤） 
中久万（古川、実安、舟付、カセ田、石橋、信益、アミタ堂） 
南久万（タイノ前、島田、北沢） 
万々（木下、里前、三月田、奥ヤシキ、里、天神口、神谷） 
中万々（久佐美、石神、鳥越、目賀計、保曽田、大津保、関本） 
南万々（石神、渡瀬、兵庫） 
円行寺（姥ヶ淵、梟谷） 
一ツ橋町１丁目（ネスノ木、宗久、藤ノ木、門田） 
一ツ橋町２丁目（大久保、堤ヶ内、田渕、レンジ、高津） 
みづき１丁目（フルツク谷） 
みづき３丁目（フルツク谷、黒岩） 
朝倉甲（勝負川、中通リ、榊、神田縄、糀原、栄田） 
朝倉乙（西ノ宮） 
朝倉丙（南咥内、咥内、舟岡、八月田、南ケ谷、神田ヶ谷、八月田、三月田、野津古
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谷、茨谷、正月田、神楽田、堤川、上松、土居屋敷、阪本、土居前、樋ノ本、

田中、串田、古川、田島、松田、繁松、米田、中島、熊谷、願成寺、中ノ谷、

横峰） 
朝倉丁（阪本、西宮、市ノ尾、城山、下市尾、川ノ上、繁方） 
朝倉戊（棚田、槙、南門田、正吉） 
朝倉己（赤石、中山端、栗ノ峠） 
曙町１丁目（道添、ユノクホ、上島） 
曙町２丁目 
朝倉本町１丁目（藤ノ木、地頭分、長道、吉井土居、土居東） 
朝倉本町２丁目（上ノ川、中町） 
若草町 
若草南町（山崎、南城） 
鵜来巣 
槇山町（槙、棚田） 
針木東町（下針木、永沢、大坊沢） 
大谷公園町（中山） 
朝倉南町（中ノ坪、中通リ） 
朝倉横町（曽我、祐成） 
朝倉東町（柳田、糀原、栄田） 
朝倉西町１丁目（繁方、荒巻） 
朝倉西町２丁目（ミノコシ、長谷口、行宮森） 
針木北１丁目（小岩滝、小岩滝道上） 
針木本町（小岩滝） 
針木南（大坊沢、下針木） 
鴨部（長畑、チシヤノ木、ノブノリ、古新堂、北古新堂、ツイヂガ内、南山ノ端、山 

ノ端、能茶山） 
神田（中屋敷、神母メン、長礼田、中蔵、馬太郎、コモデン、七反田、吉本、江ノ本、 

久万喜、四反田、太郎丸、トヲデン、新田、南池ノ尻、池ノ渕、池ノ尻、坊ノ 
前、ドヲセン、石丸、島田、徳久、馬屋ヶ尻、東代、関ノ木、永町、南小松、 
池ノ頭、大畠、泉川、ムク入道、高野前、間所、青木、片山下） 

鴨部高町 
鴨部上町（宮ノ東、土居ノ前、行成、浄土寺） 
鴨部１丁目 
鴨部２丁目（柿ノ木、花ノ木、イデヤ、北次郎丸、フケタ、山ノ端、南山ノ端） 
鴨部３丁目（徳重、新城、寿正院、長畑、チシヤノ木、ノブノリ、古新堂、北古新堂） 
長浜（大谷、コヤノ本、西ヒルタ、東ヒルタ、中切、柿ノ内、内田、ツキ山、江田、 

イノハナ、正法寺、イヤ屋敷、正円寺、辻屋敷、芝屋敷、米ノ内、中橋、幸内

屋シキ、コヤ口、高屋敷、イナハ、山根、天甫寺、菖蒲谷、南江口、モスカタ、

間野、天甫寺前、ヘエノ内、赤田前、常通寺野、亀岩、江口、ノツゴ、東塩田、

御畳瀬坂、カウライ、井ノ谷、吉田、塩ヤド、小鶴田、貝ノ谷、北塩屋、塩屋、

ツルタ、尾崎山、尾崎、フモト、門前、空屋敷、中ノ瀬、神母、村上） 
横浜（ハゼリバ、クスボリ、奥ヶ谷、寺田、ミゾタ、光国ヤシキ、畠中） 
瀬戸 
瀬戸西町１丁目（井戸ノ段） 
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瀬戸西町２丁目（セトヤシキ、井ノウ、南イノ浦、モトヤシキ） 
瀬戸西町３丁目（行合ヶ端、鳶ヶ瀬） 
瀬戸東町２丁目（内村） 
瀬戸東町３丁目（水門） 
横浜新町３丁目（十右衛門谷、スグミ、カマイタ） 
横浜新町４丁目（十右衛門谷、カマイタ） 
横浜新町５丁目（伝平谷、ハリギ） 
横浜西町（クスボリ、岐田、柚ノ木谷、ノツゴ、水口、渡川、発行田、西浦畠、岩ヶ 

端、三十代） 
横浜東町（ミノコシ、瀬戸屋敷、発行田、タコカハナ） 
瀬戸２丁目（下横丁） 
瀬戸南町１丁目（鳶ヶ瀬、鳶ヶ瀬山、ドヲジキ、古塩田、一町田） 
瀬戸南町２丁目（鳶ヶ瀬山、今地、東唐音、ドヲジキ、カロヲト、一町田、城山） 
横浜南町（ハリギ、クボタ、船戸山、船戸、ハサクヅ山） 
御畳瀬（ただし以下の字を除く。田ノ浦・田ノ尻） 
浦戸（タデバ、水シリ、ウチコシ、中坂北、磯崎、稲荷、城尾崎、北河原） 
大津甲（和田、北馬場、谷前、車ケ元、平田、花蔵坊、尾目路、本ノ丸、二ノ丸、三 

ノ丸、西木戸、大門、湯ノ山、アチヤカキ、木ノ下、矢取田、神ノ木、寺添、 
屋敷田、八反田、川久保） 

大津乙（裏円瀬分、南池ノ内、北池ノ内、芳ヶ久保、南浜ノ窪、北浜ノ窪、西潮田、 
北シビ草、蒲原分、南シビ草、和喰田、西四ノ坪、九ノ坪、東四ノ坪、南分 
土居、シダレ柳、後口田、向川原、中村川原、蒔谷、庵蛇、筒木、依光、中 
須賀、八反田、九ノ坪、甫木山、中世々羅、世々羅、四反田、西溝無シ、東 
溝無シ、長瀬、下市、車ヶ元、樋之口、長殿、大久保、下村川原、垣間、芝 
田、向屋敷、村田、岡林、北光祐、沖ノ前、海老ヶ腰、治部塩田、刎ヶ前、 
堤ヶ裏、宮ノ前、黒田、材木揚場跡地、外稗尻、井流田、船戸、尾崎、嘉郎 
戸） 

介良甲（松尾、槲谷、姥ヶ懐、丹後坊、躄石、酒造田） 
介良乙（ただし以下の字を除く。大平、城山、南面、福田、大谷山、小富士山） 
介良（ただし以下の字を除く。クロヶ内、仁王溝、竹ヶ端、重枝、上久保田、横手、

奥土居、笠田、霜月田、吉野、今北、鍛治屋） 
潮見台１丁目（鉢伏山） 
潮見台２丁目（妹崎、妹背山、鉢伏山） 
潮見台３丁目（妹崎、妹背山、鉢伏山） 
土佐山（松ノ元） 
土佐山高川（鳴野） 
土佐山桑尾（ヒビ原影、西軽塚、後ロ山） 
春野町弘岡上（高見、中原、本畠） 
春野町西分（漬抜、市永） 
春野町西諸木（東梶裏、越知山、藤崎） 
春野町森山（榎畑、切所、上島、小中須賀） 
春野町南ケ丘１丁目（イモジ谷、カンヂャウ、棚田） 
春野町南ケ丘２丁目（イモジ谷、棚田） 

２室戸市 羽根町甲１３８４－１ 
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３安芸市 矢ノ丸 1 丁目 
矢ノ丸 2 丁目 
矢ノ丸 3 丁目 
矢ノ丸 4 丁目 
本町 1 丁目 
久世町 

４南国市 領石（鳥首、市之坪、中島、笹原、前山、ヒヨデン、深サコ、四ツ松、牛月、口ミノ 
尾谷、中ミノ尾谷、長尾山、サライ谷、松ノ本、八反田、西野ヨリ、天神ヶ谷、 
寺中） 

久礼田（宝蔵、岡越、新改、上岡越、鯛之骨、上牛房寺、水谷、マナベ） 
蛍が丘（全域） 
国分（四反田、畝之北、五反田） 
比江（水谷、後口新田、東新田、山添、平曽） 
左右山（上ミサヽ原、下モサヽ原、東タヤスバ、タヤスバ、下モタヤスバ、サヽ原山、 

ドヽロ谷、ハザマ山、下モ鍋蓋、鍋蓋山、鍋蓋、スミデン、上スミデン、上 
穴田、中穴田、下穴田、五反田） 

双葉台（全域） 
岡豊町笠ノ川（  谷、新城北分、新城南分） 
岡豊町八幡（高屋奈路、馬屋床、落矢） 
岡豊町小蓮（下野、岩原谷、久サ神、宮ノ前、光岩、山崎、小宮、小山田、清山、清 

水、大坪、中ヲサ、天神前、美泥、木ノ坪） 
岡豊町定林寺（栄エ田、杉ノ本、和田ノ内） 
岡豊町常通寺島（寺屋敷、西和田、天神丸、大井、佐婆為） 
岡豊町蒲原（蒲原山、トヲレギ、土居屋敷） 
岡豊町江村（門田、杉尾丸、中内） 
岡豊町吉田（野辺） 
岡豊町中島（濁渕、道ノヘ、ウノメ、クミチ、片渕） 
岡豊町小篭（有井、浜田、寅居、シヲクサリ、下沢、国遠） 
駅前町（全域） 
後免町（全域） 
大埇甲（八反田、西山新田、茶屋場、前ノ丁、上桑田、下桑田、長クロ、ショウブ田、 

治造穂、山ノ下、窪ヶ内、次右衛門町、トガ窪、樋掛、西崎、四反田、西之 
窪） 

大埇乙（山東端、大道添、松ヶ本、七反地、ハエノ後、林、八木屋敷、古屋敷、芋畑、 
松山、福田、六俵、一ノ坪、尾仲、大良、奥宮、大川添、八万東、寺添、鶴 
田） 

篠原（西崎、東実満田、樋掛ケ、柏水、桶給、洲川、神母ノ木、東泉、長丁、東長丁、 
西崎、西ノ内、狭間、表大道、八ヶ坪、泉田、神母田、西泉、弐反田、芝ヶ端、

諏訪崎、池ノ頭） 
明見（鳥啄三、穴田、大泉、仁王門、大政所、仲入道、五臺山分、杖ノ間々、長ヶ丁、 

田井中） 
伊達野（柄振田、中溝、野添、南山添、溝渕） 
日章あけぼの（全域） 
立田（スイガ内、原島、西原島、古番所、沖原島、八丁地、形部内、島中内、伊賀内、 
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東中川原、） 
田村甲（宗正、桑内、島田、梶ヶ久保、釈伽堂、寺分、） 
田村乙（高田ノ西、中高田、屋舗ヶ内、小栗分、崩田、若宮、高柳、末富、尻細、高 

田後、上見當、上岩松、コシキダ、榎田、孫次郎） 
物部（古番所西窪、テイデイ、木ノ下長福寺、村山川バタ、薬師堂、南池、高見、政 

岡損田、北岡西、高川原、東横田、島田、） 
十市（遅越） 

５土佐市 中島（カヤノ木、中之芝、野尻、泉川ミヅタメ、泉川畷詰、泉川、沖ノ前、前ノ芝、 
ノツゴノ本、用石井替） 

用石（竹ノ下、野尻、松ケ元、泉川、七反畑） 
高岡町甲（西國政、堂之前、角力場、西笠木、東高殿、南地頭名、東地頭名、西地頭

名、南塩会、南走下、井流ノ口、池ノ尻、中井手、西高殿、北長池、堂ノ

西、北井関、南井関、中長池、南長池、南栗ノ木、南辻、東辻、西辻、中

栗之木、北栗之木、東上大坪、西上大坪、土取場、西小路、東小路、南横

町西側、南横町東側、西水口、東水口、辻土橋、高見、下森畠、東隅ケ内、

土器屋敷、西隅ケ内、明官寺、上森畠、東町南側、中町南側、西町南側、

市場町、八切、青木、南藤並） 
高岡町乙（渕岩、藤並、嶋ノ前、島ノ後、和田屋敷、森弘、北横町西側、西蓮寺、西

町北側、中町北側、犬場、池ノ渕、山泉寺、三島、三島ノ前、乙井、廿日

田、阿弥陀寺東ノ丁、御所ノ内、阿弥陀寺前、阿弥陀寺、奥屋敷、六反地、

林口、金輪畝、丸岡、船越、木綿ケ谷、大栗、鳴川江越、栗ケ鼻、切抜口、

天神西、石ケ坪、清水供田、力満中沢、加治給、澤井ケ坪、南葵、葵、北

葵、北幅木、四反田、新光、南幅木、鴨供田、聖神、天神後口、天神、岡、

岡ノ下、麻生田、田井、有ノ木、智圓寺、智圓寺南ノ丁、徳丸、野田、野

田西ノ丁、光安、光安西ノ丁、光永北ノ丁、光長、野田南ノ丁、白石土居、

光永東ノ丁、甲原ノ畑、甲原畑南ノ丁、榎木畑、菖蒲ケ窪、外城戸北ノ丁、

走下北側） 
高岡町丙（走下、塩会北ノ丁、蓑畠、京間前、東竹沢、中竹沢、西竹沢、小芝、白石、

西摺木、摺木、北摺木、北白石、唐臼、長畠東ノ丁、長畠西ノ丁、車田、

大前、川久保、野田川、東川久保、東力石、西川久保） 
蓮池（霊正庵、末門、小山、鴨裏、丁免、橋詰、芋岡、北岡、松ノ木、竹通、西門、

風呂ケ谷、土矢倉、内渕岩、渕岩、渕岩ノ後、外渕岩、江渡屋舗、池ノフチ、

若宮ノ前、西ノ島、池ノ尻、與七川、島ノ前、西ノ麓、渡シ上リ、水押、直路、

松ケ和田） 
北地（イノコ田、外松ガ和田、内松ヶ和田） 
甲原（堂免、北ヤシキ、タニ、貞康） 

６須崎市 押岡（大法、浜田、中氏、花岡、国近、中須賀、串ノカゲ） 
多ノ郷乙（大峰、白岩、フルタ、今綱代） 
吾井郷乙（鯛ノ川、谷山、常万、平見、助成、横山、貞包、菜畑、南常万、山瀬、大

水口、鳶岩、宗順） 
下分乙（堂面、中川原、櫻ノ久保、国広、五郎前、堂口、船倉、内堤、前川原、水越、

松木ノ久保、中田、野添、坂ノ前、大谷、大黒、新川、池田、鼠ノ木） 
浦ノ内立目摺木（サセブ、小アジロ） 
浦ノ内出見（松光、汐ヤ坂本、スクノ浦） 
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７宿毛市 平田町戸内（扇） 
８土佐清水市 清水ヶ丘 

グリーンハイツ 
９四万十市 〔中村地区〕 

中村大橋通 1 丁目 
中村大橋通 2 丁目 
中村大橋通 3 丁目 
中村大橋通 4 丁目 
中村大橋通 5 丁目 
中村大橋通 6 丁目 
中村大橋通 7 丁目 
中村一条通 1 丁目 
中村一条通 2 丁目 
中村一条通 3 丁目 
中村一条通 4 丁目 
中村一条通 5 丁目 
中村本町 1 丁目 
中村本町 2 丁目 
中村本町 3 丁目 
中村本町 4 丁目 
中村本町 5 丁目 
中村京町 1 丁目 
中村京町 2 丁目 
中村京町 3 丁目 
中村京町 4 丁目 
中村京町 5 丁目 
中村新町 1 丁目 
中村新町 2 丁目 
中村新町 3 丁目 
中村新町 4 丁目 
中村新町 5 丁目 
中村東町 1 丁目 
中村東町 2 丁目 
中村東町 3 丁目 
中村愛宕町 
中村岩崎町 
中村於東町 
中村上小姓町 
中村小姓町 
中村栄町 
中村桜町 
中村四万十町 
中村天神橋 
中村百笑町 
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中村羽生小路 
中村東下町 
中村丸の内 
中村山手通 
中村弥生町 
中村 
右山元町 1 丁目 
右山元町 2 丁目 
右山元町 3 丁目、 
右山五月町 
右山天神町 
駅前町 
右山 
不破上町 
不破（ただし以下の字を除く。大芝、南大芝、大門、沖本結、土居ノ下、上五反地、

下五反地、船戸、中芝、芝割、外芝割、江口、外江口、ハキイル、馬場、ビビ

ノ木、馬廉、下馬廉、孫才、廣畑、小男、小池、古屋敷、三反畑、三反畑沖、

中割、新割、桜畑） 
〔具同地区〕 
渡川 1 丁目 
渡川 2 丁目 
渡川 3 丁目 
具同田黒 1 丁目 
具同田黒 2 丁目 
具同田黒 3 丁目 
赤松町 
具同（ただし以下の字を除く。大津、西大坪、西下丁タ、下モ北澤、池田、水茶屋、 

イガブン、軸ノ木、引船、上引船、モウリ田、東永畑、永畑、穂田、西穂田、

鰻田、西池田、溝跨、東高崎、高崎、北古川池、東古川池、薬田、三反地、廻

リ田、ウワ丁、西ウワ丁、寺山、穴ノ上、北寺山、江口、西川原橋、西古川池、

竹久、南シレイ沢） 
〔東山地区〕 
古津賀 1 丁目 
古津賀 2 丁目 
古津賀 3 丁目 
古津賀 4 丁目、 
古津賀（ただし以下の字を除く。間ノ川本谷ハナ、間ノ川口日ビラ、中谷ハナ、アイ 

ノ川本谷、本谷口、中ヶ谷、間ノ川一ヶ谷、間ノ川口、長谷畝、長谷、新階

長谷ハナ、ジャレガハナ、小草場、新階ハナ、柳ヶ谷、新階大平、シンカイ、

腹切ヶ谷、道ナシ谷、耳切ノナダ、西大平、太刀洗谷、太刀洗ナダ、太刀洗

畝、耳切畝、耳切谷、スベリバエ山、大駄馬ハナ、新階永谷口、大駄馬、平

山、白王ハナ、東大駄馬、白皇、大谷畝、蕨谷ハナ、中ワラビ谷、ワラビナ

ダ、ヲクワラビ谷、ワラビ谷口、コヤケハナ、東白皇、セットウアンハナ、

セットウアン、岡田屋敷、西谷口、フロガ谷、アンノ前、カチヤ谷、カチヤ
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ケハナ、シキノ前、三ノ岡畝、上三ノ岡、三ノ岡東、三ノ岡山、幡多谷、三

ノ岡、四本松、西谷、馬ヶ谷、大谷、カモンハナ、大谷ノハナ、大谷平、大

谷ノ溝、大谷畝、大谷カゲ山、西谷ハナ、国和谷北山、立岩、水クレバノ下、

堂床水クレバ、ドウドコ駄馬、堂床駄馬西、南ドウトコ、畝明神、畝明神溝、

畝明神西平、坂ノ東、坂ノ上、ヒラ谷奥、大坂谷山、大坂ヒラ谷、カンノハ

ナ、カンノ川、カンノ川奥、メイトカメ、ススノ木、鹿場、ガニガナダ、永

谷ハナ、永谷、カンノウエ、水クレバ、橘谷一ヶ谷奥、橘谷一ヶ谷、立花谷

中、谷本谷ノ奥、橘谷ハナ、橘谷、カソガケ山、カソノ谷、カソノ奥、横山

上倉、イヤケ谷畝、イヤケ谷中ノハナ、イヤケ谷中ヶ谷、イモツボ、牛駄馬、

北流越畝、キノツ山、ベシロ、扇谷、南黒石駄馬、コヲノス、扇タ、小松ヶ

沖、松ヶ沖、清水ヶ本、城ノ向、北城ノ向、ヤナイタ、南馬詰、馬詰、サコ

ノ前、北馬詰） 
佐岡（ただし以下の字を除く。南利平山、利平谷、北利平谷山、西平山、二本松山、

西日本松山、下モ谷口、南イヤガ谷山、北イヤガ谷山、サフサ山、東古大坂山、

古大坂山、西古大坂山、コメガ坂） 
〔後川地区〕 
岩田（ただし以下の字のみとする。大用寺、大用寺ノ下タ、大入谷、大入谷口、ショ

レン坊谷、日吉谷、日吉谷口、日吉ノ前、日吉西ノ谷、日吉谷山、小森口、小

森ノハナ、小森、トマケ谷、仁井澤、東仁井澤、ヒヤノモト、ツイルイノスソ、

ツルイ、入道谷口、仁井澤山ノ根、仁井澤西路、入道南口、入道、入道東平、

入道谷、小谷ヤシキ） 
10 香南市 香我美町上分（恋ノ袖、大谷、鹿子、茂リ） 

香我美町徳王子（関屋） 
11 香美市 土佐山田町テクノパーク 
12 東洋町 該当地域なし 
13 奈半利町 車瀬 

芝崎 
横町 
立町 
弓場 
長田 
法恩寺 
六本松 
加領郷 
奈半利町乙 238-3 
奈半利町乙 94-16 

14 田野町 一円（待井東、北待井、南立岡、東立岡、中立岡、立岡、上立岡下、上立岡中、上立

岡、西上立岡、西森次、北大内、伊勢田、富岡、西ノ内、中村、赤井畑、格免、

南園辺、西格免、踊ヶ坂、琴平、竹ノ下北田、東卵塔） 
15 安田町 安田（東新町、西新町、向ヱ、女夫岩、堂ノ脇、滝ノ裾、不動、ナタレノハマ、チョ

ウガ谷、三ツ石、家石、己家床廻、クラガリ谷、名残ノ坂、北大野、里見、居

ノ子田） 
東島（釜ヶ谷ノ西） 
西島（634-2、634-7、634-10、926） 
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唐浜（浜松、西浜松、浜屋敷西ノ端、長ハエ、南一本松、一本松、明神、明神前、磯

田、長池、田之尻） 
正弘（1534～1542-2、1550-2） 

16 北川村 加茂 236 番地 1 
17 馬路村 相名 3433 

相名 2291 
日浦 3888-1 

18 芸西村 西分（一番訳） 
19 本山町 該当地域なし 
20 大豊町 川口南 2023-5 

川口南 2031-1 
川口南 2031-2 
川口南 2031-6 
川口南 2031-7 
川口南 2031-8 
川口南 2035-1 
川口南 2035-2 
川口南 2035-3 
川口南 2035-4 
川口南 2042-1 
川口南 2042-2 
川口南 2042-3 
川口南 2042-5 
川口南 2042-6 
川口南 2042-7 
川口南 2042-8 
川口南 2042-10 
川口南 2042-11 
川口南 2042-13 
川口南 2042-14 
川口南 2042-15 
川口南 2042-16 
川口南 2042-17 
川口南 2042-18 

21 土佐町 該当地域なし 
22 大川村 該当地域なし 
23 いの町 波川（土居ノ後、北松崎、近見、一ノ又タ、ノマト、四十九代、タテ原二丁カケ、タ

テ原成山地、サガリヨジリ、腰前、井流ノ表、道ノ裏、竹ノ下、大フルヲチ） 
24 仁淀川町 該当地域なし 
25 中土佐町 久礼 7109-16 

上ノ加江 2085-2 
大野見吉野 1015 
大野見奈路 931 
大野見奈路 558 
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大野見久万秋 8 
大野見大股 982 

26 佐川町 甲（西町、道久田、宮久） 
27 越知町 横畠南 4137-2 

越知甲 1580-1 
28 梼原町 広野 647 
29 日高村 下分（3016、277-2、277-3、3708、3702-2） 

沖名（3586-3、3632-1、3632-9、3632-9、3632-8、539-13、539-6、 
538、7714、3586、3586-3） 

30 津野町 永野（上ミカゲ） 
白石甲（下タナロ） 

31 四万十町 作屋（479-17、479-20、481-1、485-1、485-2、485-3、486-1、487-1、489-8） 
数神（桑ヶ谷山、スクノハサコ、ヒガンデン、中ドヲ山、カケタ） 
本堂（鍛屋敷、太郎左衛門） 
黒石（鷹ノ奈路、溝間） 
平串（民多部、竹ノ端、岡屋敷、持田、障子田、三船田、笹岡屋敷、出雲、大道切、

帽子折、沖屋敷） 
小久保川（乙 614、乙 615-1） 
新開町（全域） 
北琴平町（全域） 
琴平町（全域） 
茂串町（全域） 
榊山町（全域） 
窪川（ツカヤブ東、カケノヒラ） 
本町（全域） 
香月が丘（全域） 
東町（全域） 
古市町（全域） 
見附（樫木、樫ノ木、岩本、大切、カクレジク） 
若井川（528-1、540-1、573-5） 
口神ノ川（208、226、295-3、300-2、1396、1401） 
大正大奈路（82、96-1、96-2、101-2、101-3、114、100-4、113-2、115-1） 
大正（長楽寺、門田、六月田、椎山、要次田、神主屋敷、石路、九日田、平谷、亀山、 

坪サコ、カヂヤシキ、池田、亀ノ森、トイグチ、孝作り、新土居、森ノ駄場、 
 古酒屋床、マタジウ、北森、北亀ノ山、樅ノ木、橋詰、広岡、久保屋敷、山ノ

沖、ソヲヅ、寺田、梅ノ木才、尾崎、五松寺中、土居屋敷、上頭、ゴダイ、ア

ラセノ上ヘ、ヤナ場、尾曽越ノ下タ）     
昭和（ミノコシ、船戸ノ上リ、地主谷、清水、ハセヲリ、大坪、スカ谷、ヘヤガ谷、 

藤次田、炎谷、中平、谷屋式、船戸、タキヤマ）    
十川（ハキ高、女郎池、小貝谷、ナガ田、ヲチ山口、サカウズ、中屋敷、尾サキ田、 

西ノヲキ、センダカ橋、新堀田、久保田、松ノコエ） 
十和川口（マトヲバ、ホリキ） 
広瀬（583-13、583-23） 

32 大月町 該当地域なし 
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33 三原村 該当地域なし 
34 黒潮町 該当地域なし 
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