


茨 城 県 内 の 霞 ヶ 浦 流 域 一 覧 

（昭和 60 年 12 月 16 日 総理府告示 43 号「湖沼水質保全特別措置法第３条第１項及び第２項の規定に基

づく指定湖沼及び指定地域」） 

 

※ 地名は告示当時のままとなっております。現在の地名につきましては，後掲の参考

資料を御確認ください。 

 

◎土浦市（旧新治村を含む全域） 

 

◎石岡市（旧八郷町を含む全域） 

 

◎龍ケ崎市（以下の地区を除く） 

大字佐貫町(字通し筒，字東根，字杢田，字関場，字西側，字立羽，字宅地附，字浦，字

八間，字西根，字沖，字東側，字蛭川，字小通道，字幸谷後，字端，字治部谷原，字大

宿沼，字大田切，字浅間が浦及び字牛久沼に限る。)，大字若柴町(字長沼，字片初瀬，

字幸谷後，字堀向及び字佐貫前に限る。)，大字庄兵衛新田町(字城中下(国道六号線以西

の区域に限る。)，字立羽及び字洗に限る。)，大字小通幸谷町(字北浦，字堤付，字北，

字道付，字南，字南浦，字堤附，字行人塚，字牛久道，字窪地，字松ノ下，字中道，字

榎本，字幸谷後，字幸谷，字治部正，字新田，字大宿及び字筒口に限る。)，大字南中島

町(字小谷後に限る。)，大字稗柄町，大字川原代町(字小屋に限る。)，大字豊田町(字堤

外新田に限る。) 

 

◎下妻市（以下の地区に限る） 

大字高道祖(字東原に限る。) 

 

◎笠間市 

・旧岩間町（以下の地区に限る） 

大字泉(字山根，字池下，字神本，字堤下，字神根，字山本，字南田，字中村，字平及

び字巴川に限る。)，大字市野谷(字天王，字平，字山王，字小島，字二子塚，字樫ノ

木，字中谷原，字房沼，字太田部，字仲村，字神影，字南田，字東裏及び字西裏に限

る。)，大字福島，大字押辺(字下原，字半貫谷地，字谷向及び字椚山に限る。)，大字

安居(字爼倉に限る。) 

 

◎牛久市(以下の地区に限る) 

大字田宮(字上宿，字上出口，字新田，字新山，字班離，字東浦，字虫送り場，字薬師脇

及び字六地蔵窪に限る。)，大字柏田，大字猪子，大字東大和田，大字中根，大字東猯穴，



大字下根，大字岡見，大字上太田，大字結束，大字女化，大字久野，大字桂，大字井ノ

岡，大字奥原，大字島田，大字正直，大字小坂，大字福田，栄町 

 

◎つくば市 

・旧桜村（全域） 

 

・旧谷田部町（以下の地区に限る） 

春日一丁目，春日四丁目，大字小野崎，東新井，松代二丁目から松代五丁目まで，大

字手代木，大わし，大字上横場，藤本，大字西大沼，大字上原，大字松野木，二の宮，

東，長峰，稲荷前，小野川，大字中内，大字榎戸，大字今泉，大字南中妻(字三斗蒔，

字沖田，字いよ田，字山崎，字上福，字四町田，字椿山，字尻なし，字宮本，字新田

後，字新地，字新田前，字才光，字年組地，字西組地，字宮久保，字八坂門，字桐谷，

字塚原，字下道，字北中妻及び字源吾田に限る。)，大字館野，大字赤塚，大字下原，

大字梶内，大字新牧田，大字稲岡，大字下横場，大字市之台，大字北中島 

 

・旧筑波町（以下の地区を除く） 

大字山木(字東原及び字佐村向に限る。)，大字水守(字中山窪及び字大伏間に限る。)，

大字作谷(字十九耕地，字十八耕地，字十六耕地，字十耕地，字十七耕地，字二十六耕

地，字宮窪及び字和台に限る。)，大字寺具(字西原に限る。)及び大字安食 

 

・旧大穂町（以下の地区に限る） 

大字大曽根，大字玉取，大字若森，大字佐，花畑一丁目から花畑三丁目まで 

 

・旧茎崎町（以下の地区に限る） 

樋の沢，大井，松の里，菅間(字前畑，字前山，字備久保，字下宿，字上宿，字備山及

び字出口山に限る。)，高崎(字蒲綱，字沖蒲綱，字木口地，字見之添，字長者久保，

字備久保，字木口地大繩場，字一本榎及び字高見谷に限る。)，高見原一丁目(県道館

野・牛久線との交会点以北の町道二一九九号線及び同町道との交会点以南の県道館

野・牛久線以東で町道二二三一号線以北の区域に限る。)，高見原二丁目(町道二二二

〇号線以南で町道二一九九号線以西の区域及び町道二二一八号線以北で町道二二一六

号線以西の区域を除く。)，高見原三丁目 

 

◎鹿嶋市 

・旧大野村（以下の地区に限る） 

大字志崎，大字武井，大字津賀，大字和，大字棚木，大字中，大字奈良毛，大字林，

大字大小志崎(県道大洋・鹿島線以西の区域に限る。)，大字武井釜(字大道西に限る。)，



大字浜津賀(字須崎山，字本山，字関場，字堀込及び字大道西に限る。)及び大字小山(字

権渕山，字原山，字藤立及び字袖山に限る。) 

 

・旧鹿島町（以下の地区に限る） 

大字大船津，大字爪木，大字沼尾，大字須賀，大字田野辺，大字山之上，大字猿田，

大字田谷(字東野を除く。)，大字田谷沼，大字清水(字猿田山，字新田坪，字田谷村東

及び字新田堺に限る。)，大字宮中(字大町附，字角内附，字神野附，字桜町附及び字

新町附を除く。)，大字根三田，大字平井(字アラク西，字新アラク，字荒句，字アラ

ク，字高尾崎，字井戸ノ下，字井戸ノ北，字村津田，字関田，字五明，字舞台，字神

田前，字下ノ町，字宝ノ入，字台畑，字カニマイ，字根コヤ，字根子ヤ，字十二神南

及び字新田に限る。)，大字鉢形，大字木滝，大字佐田，大字下塙，大字谷原，大字鰐

川，大字長栖，大字泉川，大字国末，大字粟生(字東山，字浜，字十二神及び字鳩塚を

除く。)，大字木滝佐田下塙谷原入会，大字木滝佐田谷原入会 

 

◎潮来市（全域） 

 

◎筑西市 

・旧下館市（以下の地区に限る） 

大字茂田(字北原及び字南原に限る。)，大字大塚(字一本木に限る。)，大字徳持(字妙

原に限る。)・旧明野町（以下の地区に限る）大字猫島，大字上西郷谷，大字宮後，大

字押尾，大字宮山，大字田宿，大字松原，大字海老ケ島，大字有田，大字山王堂，大

字中根，大字内淀，大字鍋山，大字東石田，大字村田(字新開，字尾見新田，字東芦間，

字妙原，字新平受，字村受及び字伊右門受に限る。)，大字倉持(県道谷田部・明野線

以東の区域に限る。)及び大字向上野(字須津加，字足黒，字南原，字雑耕地，字上白

畑，字白畑，字白畑道越，字中島及び字白畑中村に限る。) 

 

・旧協和町（以下の地区に限る） 

大字門井，大字久地楽，大字古郡，大字三郷，大字新治，大字蓮沼，大字横塚(字町東，

字町下及び字申合に限る。)，大字向川澄(字稲荷東に限る。)，大字井出蛯沢(字東原，

字堀向，字小田塚，字北の東，字古館，字東浦，字堀合，字玉川東，字北の前，字宮

西，字増渕及び字宮に限る。)，大字知行，大字清水，大字大島，大字下郷谷，大字下

星谷，大字八幡，大字上星谷，大字柳，大字細田，大字谷永島，大字桑山，大字小栗(字

古屋敷(小栗用水第二号水路以東の区域に限る。)，字浦山，字新宿，字権現，字仙源

山，字出口，字堀込，字高山下，字大政山，字丸山，字丑塚，字薄内，字稲荷宿，字

上町，字仲町，字大渡戸，字川原宿，字東城戸，字辻堂，字長明，字井出境，字五ツ

塚，字原堂，字鎌倉，字東原，字稲荷谷，字一本杉，字一本木，字三本木，字瀬端，



字下今泉，字上金谷，字金谷，字下金谷，字下熊野，字熊野，字上熊野，字旭町，字

次郎丸，字中今泉，字太郎丸，字大宝塚，字上中台，字中台，字下中台，字下町，字

城山，字宮本及び字東前地に限る。)，大字蓮田 

 

◎稲敷市 

・旧江戸崎町（全域），旧新利根村（全域），旧東村（利根川の河川区域を除く），旧桜川

村（全域） 

 

◎美浦村（全域） 

 

◎かすみがうら市 

・旧霞ヶ浦町（全域） 

 

・旧千代田町（全域） 

 

◎桜川市 

・旧真壁町（全域） 

 

・旧大和村（全域） 

 

・旧岩瀬町（以下の地区を除く） 

大字大泉(字後山に限る。)，大字富谷(字長者窪に限る。) 

 

◎神栖市 

・旧神栖町（以下の地区に限る） 

大字横瀬，大字日川(字海岸及び字海岸砂間を除く。)，大字萩原，大字芝崎，大字石

神，大字高浜，大字知手(字台山，字一貫野，字前，字清六内，字古路内，字柳堀，字

太高，字砂岸，字南七戸，字南瀬戸，字妻鎌，字北瀬戸，字東瀬戸，字中瀬戸，字前

野，字和手，字柳田，字高田，字太田，字新田口，字野場，字五丁歩，字大木戸及び

字サスワ山に限る。)，大字奥野谷(字大内，字根岸，字沼，字北瀬戸，字新内，字城

之内瀬戸，字南瀬戸，字馬場及び字上手に限る。)，大字溝口，大字田畑，大字木崎，

大字息栖，大字賀，大字下幡木，大字鰐川，大字筒井，大字平泉，大字深芝，大字居

切，神栖一丁目から神栖四丁目まで，大字平泉外十二入会 

 

 

・旧波崎町（以下の地区に限る） 



大字太田(字横瀬に限る。) 

 

◎行方市（全域） 

 

◎鉾田市 

・旧旭村（以下の地区に限る） 

大字鹿田(字向田，字権現下，字屋敷浦，字屋敷内，字前畑，字宿尻，字上宿，字柳町，

字広町，字中宿，字下宿，字夛内，字三角，字大沼，字古土手，字田崎山，字兎前，

字小割，字新堀，字扇立，字三条山，字三篠山，字宿道山，字小申塚，字藤七山，字

尻ナシ山，字柏山，字仲峯浦，字仲峯，字源次山，字源治山，字境沼山，字道塚，字

浜井場，字台畑，字本田，字台，字入谷，字谷向，字仲峰後，字権現山，字馬洗戸，

字大溜井向，字溜井向，字大溜井，字蒲谷原，字桜下，字市ノ神，字狢台，字貉台，

字大溜，字井戸尻，字大溜下，字屋敷後，字引田，字大溜井下，字大溜向，字久右エ

門前，字堂免，字堂ノ上，字堂ノ下，字田島，字西ノ町，字神田，字仲田，字仲ノ町，

字清水田，字島田，字水江添，字仲峰下，字鯔田，字川向，字有馬山下，字新二郎作，

字扇田，字上ノ町，字有馬山，字弥六作，字権現前，字根畑，字小橋本，字坪井，字

屋敷前，字梅田，字馬捨場，字屋敷下，字南谷，字明神北，字明神前，字明神内，字

明神南，字西前山，字西前，字小場構，字明神下，字南谷津，字古場構，字川南，字

小場構谷，字田向，字宿向，字万石，字小峰，字広山，字坂下，字種井尻，字向山，

字チコ墓，字下境沼，字境沼，字西大砂及び字ヒサカ川に限る。)，大字常磐(字合戦

場，字ゑぞはさ満，字ゑそはさま，字石川，字天野場，字米附道西，字鶴ケ谷，字鈴

つり上，字重郎山，字舟河原山，字兎向大戸道より北，字兎向大戸道ヨリ北，字兎向

大戸道より西，字兎向大戸道より南，字舟河原，字勝山，字野中北臺，字野中北台及

び字野中に限る。)，大字勝下新田(国道五十一号線以西の区域に限る。)，大字勝下(国

道五十一号線以西の区域に限る。)，大字樅山(国道五十一号線以西の区域に限る。)，

大字滝浜(字島廻り，字島廻，字石崎及び字重淵に限る。)，大字湯坪(字笠貫に限る。) 

 

・旧鉾田町（以下の地区を除く） 

大字柏熊(字鎌田道，字荒田道西，字平スカ，字大山西，字前原西，字鳥山，字中道西，

字前原前，字中道東，字焼野，字華養院前，字前原，字仲坪及び字海岸に限る。)，大

字白塚(字長原，字堺堀西，字堺堀前，字天神前，字宿山，字馬場山，字浜，字坪沼及

び字高塚に限る。)，大字大竹(字鎌付，字仲ノ町，字沼，字前ノ崎，字塙内，字中坪，

字永町，字海岸，字岡ノ内，字中畑，字猫内，字井戸窪，字下坪及び字古沢に限る。)，

大字舟木(字一本松，字北山，字菖蒲沼，字三隅，字上谷地及び字遠野に限る。)，大

字紅葉(字八丁〆，字葉柄境及び字新川添に限る。) 

 



・旧大洋村（以下の地区に限る） 

大字上幡木(県道鹿島・大洋線以西の区域に限る。)，大字飯島(字井戸田，字石す称，

字小松平，字今明，字山王，字中山，字夏苅，字新堤，字柊平，字柊平ノ内夏苅，字

松葉下，字よ婦コ，字沓形，字皆中久保，字三神山，字大ノ内及び字大塚山に限る。)，

大字上沢(県道鹿島・大洋線以西の区域に限る。)，大字汲上(字吾妻原，字鯨堀，字宿

上，字田道，字橋本，字弁天，字真掛，字南原山及び字八丁(鹿島臨海鉄道大洗鹿島線

との交会点以南の県道土浦・大洋線及び同県道との交会点以北の鹿島臨海鉄道大洗鹿

島線以西の区域に限る。)に限る。)，大字台濁沢(字小田窪，字天王及び字沼田に限る。)，

大字中居，大字江川，大字札，大字大蔵，大字阿玉，大字梶山，大字二重作，大字青

山 

 

◎小美玉市 

・旧小川町（全域） 

 

・旧美野里町（全域） 

 

・旧玉里村（全域） 

 

◎茨城町（以下の地区に限る） 

大字木部(字外沼，字外沼台及び字富士見塚に限る。)，大字小幡(字尻平沢に限る。)，

大字下座，大字上雨谷，大字下雨谷，大字生井沢，大字鳥羽田(字三角山に限る。)，大

字秋葉(字塩海道，字入分附，字中道，字三ツ又，字大山，字中山，字学校南，字学校西，

字土手向，字道付に限る。) 

 

◎阿見町（全域） 

 

◎河内町(以下の地区を除く) 

大字長竿(字古流作，字新流作及び字遠間向に限る。)，大字田川，大字片巻(字螺ケ尻，

字四枚畑，字庚塚，字田川道，字乱塔尻，字古天神，字天神下，字天神前，字居下，字

伊佐田道，字中坪，字衣川向及び字新畑に限る。)，大字金江津(字川端，字堤外，字衣

川，字衣川向，字深原，字萱場，字赤部，字流作，字二十間，字上堀川，字葭沼，字尺

ケ浦，字立野，字広島，字常巻，字天神前，字螺ケ尻，字古天神，字庚塚及び字大島に

限る。)，利根川の河川区域 

 

◎利根町(利根川及び小貝川の河川区域を除く。) 



【別紙】【参考資料】 茨城県内の霞ヶ浦流域一覧 （H21.７.７訂正）

※地名等（告示）の欄の下線部は，右欄の地名等（変更後）に変更されている。

市町村名 地名等（告示） 地名等（変更後）

土浦市 （旧新治村を含む全域）

石岡市 （旧八郷町を含む全域）

龍ケ崎市 （以下の地区を除く）

大字佐貫町(字通し筒，字東根，字杢田，字関場，字西側，

字立羽，字宅地附，字浦，字八間，字西根，字沖，字東側，

字蛭川，字小通道，字幸谷後，字端，字治部谷原，字大宿

沼，字大田切，字浅間が浦及び字牛久沼に限る。)，大字

若柴町(字長沼，字片初瀬，字幸谷後，字堀向及び字佐貫

前に限る。)，大字庄兵衛新田町(字城中下(国道六号線以西

の区域に限る。)，字立羽及び字洗に限る。)，大字小通幸

谷町(字北浦，字堤付，字北，字道付，字南，字南浦，字

堤附，字行人塚，字牛久道，字窪地，字松ノ下，字中道，

字榎本，字幸谷後，字幸谷，字治部正，字新田，字大宿及

び字筒口に限る。)，大字南中島町(字小谷後に限る。)，大

字稗柄町，大字川原代町(字小屋に限る。)及び大字豊田町

(字堤外新田に限る。)

※変更なし

下妻市 （以下の地区に限る）

大字高道祖(字東原に限る。) 高道祖

笠間市 ・旧岩間町（以下の地区に限る）

大字泉(字山根，字池下，字神本，字堤下，字神根，字山

本，字南田，字中村，字平及び字巴川に限る。)，大字市

野谷(字天王，字平，字山王，字小島，字二子塚，字樫ノ

木，字中谷原，字房沼，字太田部，字仲村，字神影，字南

田，字東裏及び字西裏に限る。)，大字福島，大字押辺(字

下原，字半貫谷地，字谷向及び字椚山に限る。)及び大字

安居(字爼倉に限る。)

※変更なし

牛久市 （以下の地区に限る）

大字田宮(字上宿，字上出口，字新田，字新山，字班離，

字東浦，字虫送り場，字薬師脇及び字六地蔵窪に限る。)，

大字柏田，大字猪子，大字東大和田，大字中根，大字東猯

穴，大字下根，大字岡見，大字上太田，大字結束，大字女

化，大字久野，大字桂，大字井ノ岡，大字奥原，大字島田，

大字正直，大字小坂，大字福田，栄町

田宮町(字上宿，字上出口，字新山，

字班離，字虫送り場，字薬師脇及

び字六地蔵窪に限る。)，田宮二丁

目から田宮三丁目の一部，柏田町，

猪子町，東大和田町，中根町，東

猯穴町，下根町，岡見町，上太田

町，結束町，女化町，久野町，桂

町，井ノ岡町，奥原町，島田町，

正直町，小坂町，福田町，栄一丁

目から栄六丁目まで，ひたち野東

一丁目からひたち野東五丁目ま

で，ひたち野西一丁目からひたち

野西四丁目まで

つくば市 ・旧桜村（全域）

・旧谷田部町（以下の地区に限る）

春日一丁目，春日四丁目，大字小野崎，東新井，松代二丁

目から松代五丁目まで，大字手代木，大わし，大字上横場，

藤本，大字西大沼，大字上原，大字松野木，二の宮，東，

長峰，稲荷前，小野川，大字中内，大字榎戸，大字今泉，

小野崎，

手代木，上横場，西大沼，上原，

松野木，二の宮一丁目から二の宮

四丁目，東一丁目，東二丁目，中



大字南中妻(字三斗蒔，字沖田，字いよ田，字山崎，字上

福，字四町田，字椿山，字尻なし，字宮本，字新田後，字

新地，字新田前，字才光，字年組地，字西組地，字宮久保，

字八坂門，字桐谷，字塚原，字下道，字北中妻及び字源吾

田に限る。)，大字館野，大字赤塚，大字下原，大字梶内，

大字新牧田，大字稲岡，大字下横場，大字市之台，大字北

中島

・旧筑波町（以下の地区を除く）

大字山木(字東原及び字佐村向に限る。)，大字水守(字中山

窪及び字大伏間に限る。)，大字作谷(字十九耕地，字十八

耕地，字十六耕地，字十耕地，字十七耕地，字二十六耕地，

字宮窪及び字和台に限る。)，大字寺具(字西原に限る。)

及び大字安食

・旧大穂町（以下の地区に限る）

大字大曽根，大字玉取，大字若森，大字佐及び花畑一丁目

から花畑三丁目まで

・茎崎町（以下の地区に限る）

樋の沢，大井，松の里，菅間(字前畑，字前山，字備久保，

字下宿，字上宿，字備山及び字出口山に限る。)，高崎(字

蒲綱，字沖蒲綱，字木口地，字見之添，字長者久保，字備

久保，字木口地大繩場，字一本榎及び字高見谷に限る。)，

高見原一丁目(県道館野・牛久線との交会点以北の町道二

一九九号線及び同町道との交会点以南の県道館野・牛久線

以東で町道二二三一号線以北の区域に限る。)，高見原二

丁目(町道二二二〇号線以南で町道二一九九号線以西の区

域及び町道二二一八号線以北で町道二二一六号線以西の

区域を除く。)，高見原三丁目

内，榎戸，今泉，南中妻(字上福田、

字椿山，字宮本，字新田後，字新

地，字新田前，字宮久保及び字塚

原字下道に限る。)，高野台一丁目

の一部，高野台二丁目の一部，高

野台三丁目の一部，館野，赤塚，

下原，梶内，新牧田，稲岡，下横

場，，市之台，北中島

山木，水守，

作谷

(字十七耕地，字二十六耕地に限

る。)，和台の一部，寺具，安食

大曽根，筑穂一丁目，筑穂二丁目

の一部，筑穂三丁目の一部，鹿島

台

池向，西大井の一部，

市道 6-2199 号線及び同市道

市道 6-2231 号線

市道 6-2220 号線

市道 6-2218 号線

市道 6-2216 号線

鹿嶋市 ・旧大野村（以下の地区に限る）

大字志崎，大字武井，大字津賀，大字和，大字棚木，大字

中，大字奈良毛，大字林，大字大小志崎(県道大洋・鹿島

線以西の区域に限る。)，大字武井釜(字大道西に限る。)，

大字浜津賀(字須崎山，字本山，字関場，字堀込及び字大

道西に限る。)，大字小山(字権渕山，字原山，字藤立及び

字袖山に限る。)，

・旧鹿島町（以下の地区に限る）

大字大船津，大字爪木，大字沼尾，大字須賀，大字田野辺，

大字山之上，大字猿田，大字田谷(字東野を除く。)，大字

田谷沼，大字清水(字猿田山，字新田坪，字田谷村東及び

字新田堺に限る。)，大字宮中(字大町附，字角内附，字神

野附，字桜町附及び字新町附を除く。)，大字根三田，大

字平井(字アラク西，字新アラク，字荒句，字アラク，字

高尾崎，字井戸ノ下，字井戸ノ北，字村津田，字関田，字

五明，字舞台，字神田前，字下ノ町，字宝ノ入，字台畑，

字カニマイ，字根コヤ，字根子ヤ，字十二神南及び字新田

に限る。)，大字鉢形，大字木滝，大字佐田，大字下塙，

大字谷原，大字鰐川，大字長栖，大字泉川，大字国末，大

字粟生(字東山，字浜，字十二神及び字鳩塚を除く。)，大

字木滝佐田下塙谷原入会，大字木滝佐田谷原入会

※変更なし



潮来市 （全域）

筑西市 ・旧下館市（以下の地区に限る）

大字茂田(字北原及び字南原に限る。)，大字大塚(字一本木

に限る。)，大字徳持(字妙原に限る。)

・旧明野町（以下の地区に限る）

大字猫島，大字上西郷谷，大字宮後，大字押尾，大字宮山，

大字田宿，大字松原，大字海老ケ島，大字有田，大字山王

堂，大字中根，大字内淀，大字鍋山，大字東石田，大字村

田(字新開，字尾見新田，字東芦間，字妙原，字新平受，

字村受及び字伊右門受に限る。)，大字倉持(県道谷田部・

明野線以東の区域に限る。)及び大字向上野(字須津加，字

足黒，字南原，字雑耕地，字上白畑，字白畑，字白畑道越，

字中島及び字白畑中村に限る。)

・旧協和町（以下の地区に限る）

大字門井，大字久地楽，大字古郡，大字三郷，大字新治，

大字蓮沼，大字横塚(字町東，字町下及び字申合に限る。)，

大字向川澄(字稲荷東に限る。)，大字井出蛯沢(字東原，字

堀向，字小田塚，字北の東，字古館，字東浦，字堀合，字

玉川東，字北の前，字宮西，字増渕及び字宮に限る。)，

大字知行，大字清水，大字大島，大字下郷谷，大字下星谷，

大字八幡，大字上星谷，大字柳，大字細田，大字谷永島，

大字桑山，大字小栗(字古屋敷(小栗用水第二号水路以東の

区域に限る。)，字浦山，字新宿，字権現，字仙源山，字

出口，字堀込，字高山下，字大政山，字丸山，字丑塚，字

薄内，字稲荷宿，字上町，字仲町，字大渡戸，字川原宿，

字東城戸，字辻堂，字長明，字井出境，字五ツ塚，字原堂，

字鎌倉，字東原，字稲荷谷，字一本杉，字一本木，字三本

木，字瀬端，字下今泉，字上金谷，字金谷，字下金谷，字

下熊野，字熊野，字上熊野，字旭町，字次郎丸，字中今泉，

字太郎丸，字大宝塚，字上中台，字中台，字下中台，字下

町，字城山，字宮本及び字東前地に限る。)，大字蓮田

※変更なし

稲敷市 ・旧江戸崎町（全域），旧新利根村（全域），旧東村(利

根川の河川区域を除く。)，旧桜川村（全域）

※変更なし

美浦村 （全域）

かすみがう

ら市

・旧霞ヶ浦町（全域）

・旧千代田町（全域）

※変更なし

桜川市 ・旧真壁町（全域）

・旧大和村（全域），

・旧岩瀬町（以下の地区を除く）

大字大泉(字後山に限る。)及び大字富谷(字長者窪に限る。)

※変更なし

神栖市 ・旧神栖町（以下の地区限る）

大字横瀬，大字日川(字海岸及び字海岸砂間を除く。)，大

字萩原，大字芝崎，大字石神，大字高浜，大字知手(字台

山，字一貫野，字前，字清六内，字古路内，字柳堀，字太

高，字砂岸，字南七戸，字南瀬戸，字妻鎌，字北瀬戸，字

東瀬戸，字中瀬戸，字前野，字和手，字柳田，字高田，字

太田，字新田口，字野場，字五丁歩，字大木戸及び字サス

ワ山に限る。)，大字奥野谷(字大内，字根岸，字沼，字北

瀬戸，字新内，字城之内瀬戸，字南瀬戸，字馬場及び字上

手に限る。)，大字溝口，大字田畑，大字木崎，大字息栖，

字鎌妻

字五町歩



大字賀，大字下幡木，大字鰐川，大字筒井，大字平泉，大

字深芝，大字居切，神栖一丁目から神栖四丁目まで，大字

平泉外十二入会

・波崎町（以下の地区に限る）

大字太田(字横瀬に限る。)

大字深芝（字海辺，字藤豊及び字

原芝を除く。)，大字居切(字海岸

砂地を除く。)，知手中央一丁目の

一部，知手中央五丁目から知手中

央六丁目の一部，知手中央七丁目

から知手十丁目まで，大野原一丁

目から八丁目まで，大野原中央一

丁目から大野原中央六丁目まで，

掘割一丁目から掘割三丁目まで，

深芝南一丁目から深芝南五丁目ま

で，平泉東一丁目から平泉東三丁

目まで

行方市 （全域）

鉾田市 ・旧旭村

大字鹿田(字向田，字権現下，字屋敷浦，字屋敷内，字前

畑，字宿尻，字上宿，字柳町，字広町，字中宿，字下宿，

字夛内，字三角，字大沼，字古土手，字田崎山，字兎前，

字小割，字新堀，字扇立，字三条山，字三篠山，字宿道山，

字小申塚，字藤七山，字尻ナシ山，字柏山，字仲峯浦，字

仲峯，字源次山，字源治山，字境沼山，字道塚，字浜井場，

字台畑，字本田，字台，字入谷，字谷向，字仲峰後，字権

現山，字馬洗戸，字大溜井向，字溜井向，字大溜井，字蒲

谷原，字桜下，字市ノ神，字狢台，字貉台，字大溜，字井

戸尻，字大溜下，字屋敷後，字引田，字大溜井下，字大溜

向，字久右エ門前，字堂免，字堂ノ上，字堂ノ下，字田島，

字西ノ町，字神田，字仲田，字仲ノ町，字清水田，字島田，

字水江添，字仲峰下，字鯔田，字川向，字有馬山下，字新

二郎作，字扇田，字上ノ町，字有馬山，字弥六作，字権現

前，字根畑，字小橋本，字坪井，字屋敷前，字梅田，字馬

捨場，字屋敷下，字南谷，字明神北，字明神前，字明神内，

字明神南，字西前山，字西前，字小場構，字明神下，字南

谷津，字古場構，字川南，字小場構谷，字田向，字宿向，

字万石，字小峰，字広山，字坂下，字種井尻，字向山，字

チコ墓，字下境沼，字境沼，字西大砂及び字ヒサカ川に限

る。)，大字常磐(字合戦場，字ゑぞはさ満，字ゑそはさま，

字石川，字天野場，字米附道西，字鶴ケ谷，字鈴つり上，

字重郎山，字舟河原山，字兎向大戸道より北，字兎向大戸

道ヨリ北，字兎向大戸道より西，字兎向大戸道より南，字

舟河原，字勝山，字野中北臺，字野中北台及び字野中に限

る。)，大字勝下新田(国道五十一号線以西の区域に限る。)，

大字勝下(国道五十一号線以西の区域に限る。)，大字樅山

(国道五十一号線以西の区域に限る。)，大字滝浜(字島廻り，

字島廻，字石崎及び字重淵に限る。)，大字湯坪(字笠貫に

限る。)

・旧鉾田町（以下の地区を除く）

大字柏熊(字鎌田道，字荒田道西，字平スカ，字大山西，

字前原西，字鳥山，字中道西，字前原前，字中道東，字焼

野，字華養院前，字前原，字仲坪及び字海岸に限る。)，



大字白塚(字長原，字堺堀西，字堺堀前，字天神前，字宿

山，字馬場山，字浜，字坪沼及び字高塚に限る。)，大字

大竹(字鎌付，字仲ノ町，字沼，字前ノ崎，字塙内，字中

坪，字永町，字海岸，字岡ノ内，字中畑，字猫内，字井戸

窪，字下坪及び字古沢に限る。)，大字舟木(字一本松，字

北山，字菖蒲沼，字三隅，字上谷地及び字遠野に限る。)，

大字紅葉(字八丁〆，字葉柄境及び字新川添に限る。)，

・旧大洋村（以下の地区に限る）

大字上幡木(県道鹿島・大洋線以西の区域に限る。)，大字

飯島(字井戸田，字石す称，字小松平，字今明，字山王，

字中山，字夏苅，字新堤，字柊平，字柊平ノ内夏苅，字松

葉下，字よ婦コ，字沓形，字皆中久保，字三神山，字大ノ

内及び字大塚山に限る。)，大字上沢(県道鹿島・大洋線以

西の区域に限る。)，大字汲上(字吾妻原，字鯨堀，字宿上，

字田道，字橋本，字弁天，字真掛，字南原山及び字八丁(鹿

島臨海鉄道大洗鹿島線との交会点以南の県道土浦・大洋線

及び同県道との交会点以北の鹿島臨海鉄道大洗鹿島線以

西の区域に限る。)に限る。)，大字台濁沢(字小田窪，字天

王及び字沼田に限る。)，大字中居，大字江川，大字札，

大字大蔵，大字阿玉，大字梶山，大字二重作，大字青山

県道鉾田・鹿嶋線

国道 354号線及び同国道

小美玉市 ・旧小川町（全域）

・旧美野里町（全域）

・旧玉里村（全域）

※変更なし

茨城町 （以下の地区に限る）

大字木部(字外沼，字外沼台及び字富士見塚に限る。)，大

字小幡(字尻平沢に限る。)，大字下座，大字上雨谷，大字

下雨谷，大字生井沢，大字鳥羽田(字三角山に限る。)及び

大字秋葉(字塩海道，字入分附，字中道，字三ツ又，字大

山，字中山，字学校南，字学校西，字土手向及び字道付に

限る。)

※変更なし

阿見町 （全域）

河内町 （以下の地区を除く）

大字長竿(字古流作，字新流作及び字遠間向に限る。)，大

字田川，大字片巻(字螺ケ尻，字四枚畑，字庚塚，字田川

道，字乱塔尻，字古天神，字天神下，字天神前，字居下，

字伊佐田道，字中坪，字衣川向及び字新畑に限る。)，大

字金江津(字川端，字堤外，字衣川，字衣川向，字深原，

字萱場，字赤部，字流作，字二十間，字上堀川，字葭沼，

字尺ケ浦，字立野，字広島，字常巻，字天神前，字螺ケ尻，

字古天神，字庚塚及び字大島に限る。)，利根川の河川区

域

※変更なし

利根町 (利根川及び小貝川の河川区域を除く。)


