
整理番号 都道府県 市区町村 所在地
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施予定箇所

43367000100 熊本県 南関町 大字関下字八重丸

43367000200 熊本県 南関町 大字関下字八重丸

43367000300 熊本県 南関町 大字関下字八重丸

43367000400 熊本県 南関町 大字関町字防田

43367000500 熊本県 南関町 大字関町字防田

43367000600 熊本県 南関町 大字関町字防田

43367000700 熊本県 南関町 大字久重字谷

43367000800 熊本県 南関町 大字久重字前平

43367000900 熊本県 南関町 大字長山字薬師坂

43367001000 熊本県 南関町 大字長山字小原

43367001100 熊本県 南関町 大字長山字後田

43367001200 熊本県 南関町 大字細永字天神平

43367001300 熊本県 南関町 大字細永字天神平

43367001400 熊本県 南関町 大字細永字天神平

43367001500 熊本県 南関町 大字細永字山添

43367001600 熊本県 南関町 大字上坂下字宇土

43367001700 熊本県 南関町 大字上坂下字宇土

43367001800 熊本県 南関町 大字上坂下字宇土

43367001900 熊本県 南関町 大字上坂下字柴尾

43367002000 熊本県 南関町 大字上坂下字八田

43367002100 熊本県 南関町 大字上坂下字八田

43367002200 熊本県 南関町 大字上坂下字八田

43367002300 熊本県 南関町 大字上坂下字八田

43367002400 熊本県 南関町 大字上坂下字八田

43367002500 熊本県 南関町 大字上坂下字日明

43367002600 熊本県 南関町 大字上坂下字日明

43367002700 熊本県 南関町 大字上坂下字日明

43367002800 熊本県 南関町 大字上坂下字諏訪郷

43367002900 熊本県 南関町 大字上坂下字諏訪郷

43367003000 熊本県 南関町 大字下坂下字宮島

43367003100 熊本県 南関町 大字下坂下字宮島

43367003200 熊本県 南関町 大字下坂下字大西

43367003300 熊本県 南関町 大字四ﾂ原字五郎丸

43367003400 熊本県 南関町 大字四ﾂ原字谷



43367003500 熊本県 南関町 大字四ﾂ原字柿原谷

43367003600 熊本県 南関町 大字四ﾂ原字六反

43367003700 熊本県 南関町 大字四ﾂ原字高浦

43367003800 熊本県 南関町 大字四ﾂ原字四郎丸

43367003900 熊本県 南関町 大字四ﾂ原字祭田浦

43208003700 熊本県 山鹿市 鹿本町御宇田

43208003800 熊本県 山鹿市 鹿本町御宇田

43208003900 熊本県 山鹿市 鹿本町御宇田

43208004000 熊本県 山鹿市 鹿本町津袋

43208004100 熊本県 山鹿市 鹿本町津袋

43403000100 熊本県 大津町 大字大林

43403000300 熊本県 大津町 大字大津

43203000100 熊本県 人吉市 城本町字島岡

43203000200 熊本県 人吉市 城本町字島岡

43203000400 熊本県 人吉市 城本町字島岡

43203000500 熊本県 人吉市 城本町字島岡

43203000800 熊本県 人吉市 中神町字城本

43203001100 熊本県 人吉市 麓町字麓

43203001200 熊本県 人吉市 麓町字麓

43203001300 熊本県 人吉市 麓町字麓

43203001400 熊本県 人吉市 富ヶ尾町字富ヶ尾

43203001603 熊本県 人吉市 上原町

43204000100 熊本県 荒尾市 上井手字道山

43204000200 熊本県 荒尾市 原万田字倉懸

43204000300 熊本県 荒尾市 四ﾂ山

43204000400 熊本県 荒尾市 原万田字妙見

43204000500 熊本県 荒尾市 原万田字辻町

43205000300 熊本県 水俣市 梅戸町1丁目

43205000400 熊本県 水俣市 梅戸町2丁目

43205000500 熊本県 水俣市 梅戸町2丁目

43205000600 熊本県 水俣市 梅戸町1丁目

43205000700 熊本県 水俣市 明神町

43205000800 熊本県 水俣市 八ﾉ窪町2丁目

43205000900 熊本県 水俣市 山手町1丁目

43205001000 熊本県 水俣市 長野町

43205001100 熊本県 水俣市 古城一丁目

43205001500 熊本県 水俣市 古城3丁目

43205001600 熊本県 水俣市 古城3丁目

43205001700 熊本県 水俣市 古城3丁目



43205002000 熊本県 水俣市 古城3丁目

43205002100 熊本県 水俣市 古城3丁目

43205002200 熊本県 水俣市 緑が丘

43205002300 熊本県 水俣市 白浜町

43205002700 熊本県 水俣市 袋

43205002800 熊本県 水俣市 袋

43205002900 熊本県 水俣市 袋

43205003000 熊本県 水俣市 袋

43205003100 熊本県 水俣市 長崎

43205003200 熊本県 水俣市 長崎

43205003300 熊本県 水俣市 長崎

43205003400 熊本県 水俣市 長崎

43205003500 熊本県 水俣市 長崎

43205003600 熊本県 水俣市 長崎

43205003700 熊本県 水俣市 長崎

43205003800 熊本県 水俣市 長崎

43205004000 熊本県 水俣市 長崎

43205004100 熊本県 水俣市 長崎

43205004200 熊本県 水俣市 長崎

43205004300 熊本県 水俣市 長崎

43205004400 熊本県 水俣市 長崎

43205004500 熊本県 水俣市 薄原

43205004600 熊本県 水俣市 長野町

43205004700 熊本県 水俣市 陣内1丁目

43205005003 熊本県 水俣市 汐見町一丁目

43205005103 熊本県 水俣市 江南町

43205000150 熊本県 水俣市 水俣市南志水国有林

43205000250 熊本県 水俣市 水俣市茂道国有林

43206000100 熊本県 玉名市 繁根木字馬場

43206000400 熊本県 玉名市 上小田字鹿上

43206000500 熊本県 玉名市 青木字上前田

43206000600 熊本県 玉名市 三ﾂ川字出目

43215000100 熊本県 天草市 山の手町

43215000200 熊本県 天草市 山の手町

43215000300 熊本県 天草市 佐伊津町寺の尾

43215000400 熊本県 天草市 佐伊津町金ヶ丘

43215000500 熊本県 天草市 佐伊津町金ヶ丘

43215000600 熊本県 天草市 佐伊津町金ヶ丘

43215000700 熊本県 天草市 佐伊津町金ヶ丘



43215000800 熊本県 天草市 本渡町広瀬

43215000900 熊本県 天草市 本渡町広瀬

43215001000 熊本県 天草市 本渡町本泉

43215001100 熊本県 天草市 本渡町本泉 ○

43215001200 熊本県 天草市 本渡町本泉

43215001300 熊本県 天草市 佐伊津町先明瀬

43215001400 熊本県 天草市 佐伊津町先明瀬

43215001500 熊本県 天草市 佐伊津町明瀬

43215001600 熊本県 天草市 佐伊津町明瀬

43215001700 熊本県 天草市 佐伊津町明瀬

43215001800 熊本県 天草市 佐伊津町明瀬

43215001900 熊本県 天草市 佐伊津町明瀬

43215002000 熊本県 天草市 佐伊津町明瀬

43215002100 熊本県 天草市 佐伊津町明瀬

43215002200 熊本県 天草市 佐伊津町明瀬

43215002300 熊本県 天草市 佐伊津町明瀬

43215002400 熊本県 天草市 佐伊津町明瀬

43215002500 熊本県 天草市 佐伊津町上在郷

43215002600 熊本県 天草市 佐伊津町寺の尾

43215002700 熊本県 天草市 佐伊津町寺の尾

43215002800 熊本県 天草市 佐伊津町金ヶ丘 ○

43215002900 熊本県 天草市 佐伊津町金ヶ丘

43215003000 熊本県 天草市 佐伊津町金ヶ丘 ○

43215003100 熊本県 天草市 佐伊津町金ヶ丘

43215003200 熊本県 天草市 佐伊津町金ヶ丘 ○

43215003300 熊本県 天草市 佐伊津町金ヶ丘 ○

43215003400 熊本県 天草市 本渡町広瀬 田の神田 ○

43215003500 熊本県 天草市 本渡町広瀬 江古平

43215003600 熊本県 天草市 佐伊津町上在郷

43215003700 熊本県 天草市 佐伊津町上在郷

43208000100 熊本県 山鹿市 鹿北町枝川内

43208000200 熊本県 山鹿市 鹿北町中間

43208000300 熊本県 山鹿市 鹿北町下中

43208000400 熊本県 山鹿市 鹿北町底野

43208000500 熊本県 山鹿市 鹿北町下村

43208000600 熊本県 山鹿市 菊鹿町矢谷 浦矢谷

43208000700 熊本県 山鹿市 菊鹿町矢谷 蛇渕

43208000800 熊本県 山鹿市 菊鹿町上内田 深瀬

43208000900 熊本県 山鹿市 菊鹿町上内田 辻



43208001000 熊本県 山鹿市 菊鹿町上内田 小田坂

43208001100 熊本県 山鹿市 菊鹿町上内田 灰坂

43208001200 熊本県 山鹿市 菊鹿町上内田 灰坂

43208001300 熊本県 山鹿市 菊鹿町上内田 年山

43208001400 熊本県 山鹿市 菊鹿町山内 切閉

43208001500 熊本県 山鹿市 菊鹿町長 追

43208001600 熊本県 山鹿市 菊鹿町長 追

43208001700 熊本県 山鹿市 菊鹿町長 深倉

43208001800 熊本県 山鹿市 菊鹿町太田 寺村

43208001900 熊本県 山鹿市 菊鹿町太田 市井迫

43208002000 熊本県 山鹿市 菊鹿町太田 中村

43208002100 熊本県 山鹿市 菊鹿町太田 寺村

43208002200 熊本県 山鹿市 菊鹿町下内田 山ﾉ井

43208002300 熊本県 山鹿市 菊鹿町下内田 山ﾉ井

43208002400 熊本県 山鹿市 菊鹿町下内田 山ﾉ井

43208002500 熊本県 山鹿市 菊鹿町松尾 立徳

43208002600 熊本県 山鹿市 菊鹿町松尾 道場

43208002700 熊本県 山鹿市 菊鹿町松尾 道場

43208002800 熊本県 山鹿市 菊鹿町松尾 大林

43208002900 熊本県 山鹿市 菊鹿町松尾 木山

43208003000 熊本県 山鹿市 菊鹿町米原 いご坂

43208003100 熊本県 山鹿市 鹿央町北谷

43208003200 熊本県 山鹿市 鹿央町北谷

43208003300 熊本県 山鹿市 山鹿

43208003400 熊本県 山鹿市 山鹿

43208003500 熊本県 山鹿市 蒲生

43208003600 熊本県 山鹿市 坂田

43215003800 熊本県 天草市 深海

43210000100 熊本県 菊池市 泗水町南田島字山の上

43210000200 熊本県 菊池市 泗水町豊水字中友田平

43210000300 熊本県 菊池市 泗水町吉富字西宅地

43210000400 熊本県 菊池市 泗水町住吉字北小路

43210000500 熊本県 菊池市 泗水町住吉字上鶴

43210000600 熊本県 菊池市 泗水町住吉字上鶴

43210000704 熊本県 菊池市 泗水町亀尾字北畑

43210000800 熊本県 菊池市 旭志川辺字本分居屋敷

43210000900 熊本県 菊池市 旭志川辺字本分居屋敷

43210001000 熊本県 菊池市 旭志弁利字屋敷ﾉ上

43210001100 熊本県 菊池市 隈府字町



43210001200 熊本県 菊池市 今字北山ﾉ上

43210001300 熊本県 菊池市 木柑子字東鶴

43210001400 熊本県 菊池市 森北字馬渡

43210001500 熊本県 菊池市 下河原字男石

43210001600 熊本県 菊池市 四町分字後迫

43210001800 熊本県 菊池市 四町分字長田

43210001900 熊本県 菊池市 四町分字篠倉

43210002000 熊本県 菊池市 重味字新村

43210002100 熊本県 菊池市 重味字権現平

43210002200 熊本県 菊池市 雪野字鷹取

43210002300 熊本県 菊池市 木野字大掘切

43213000100 熊本県 宇城市 三角町手場

43213000200 熊本県 宇城市 三角町手場

43213000300 熊本県 宇城市 三角町手場

43213000400 熊本県 宇城市 三角町郡浦

43213000500 熊本県 宇城市 三角町郡浦

43213000600 熊本県 宇城市 三角町前越

43213000700 熊本県 宇城市 三角町前越

43213000800 熊本県 宇城市 三角町前越

43213000900 熊本県 宇城市 三角町前越

43213001000 熊本県 宇城市 三角町前越

43213001200 熊本県 宇城市 三角町前越

43213001300 熊本県 宇城市 三角町中村

43213001400 熊本県 宇城市 三角町波多

43213001500 熊本県 宇城市 三角町戸馳

43213001600 熊本県 宇城市 三角町戸馳

43213001700 熊本県 宇城市 三角町戸馳

43213001900 熊本県 宇城市 小川町南海東

43213002000 熊本県 宇城市 小川町西海東

43213002300 熊本県 宇城市 小川町西海東

43213002500 熊本県 宇城市 小川町北海東

43213002800 熊本県 宇城市 小川町東小川

43213002900 熊本県 宇城市 豊野町山崎

43213003000 熊本県 宇城市 豊野町安見

43213003100 熊本県 宇城市 豊野町中間

43213003200 熊本県 宇城市 豊野町中間

43213003300 熊本県 宇城市 豊野町中間

43213003400 熊本県 宇城市 不知火町長崎

43213003500 熊本県 宇城市 不知火町長崎



43213003600 熊本県 宇城市 不知火町長崎

43213003700 熊本県 宇城市 不知火町長崎

43213003800 熊本県 宇城市 不知火町長崎

43213003900 熊本県 宇城市 不知火町長崎

43213004000 熊本県 宇城市 不知火町長崎

43213004100 熊本県 宇城市 不知火町浦上

43213004200 熊本県 宇城市 不知火町浦上

43213004300 熊本県 宇城市 不知火町長崎

43213004400 熊本県 宇城市 不知火町長崎

43213004500 熊本県 宇城市 不知火町永尾

43213004600 熊本県 宇城市 不知火町松合

43213004700 熊本県 宇城市 不知火町松合

43213004802 熊本県 宇城市 三角町中村

43213004902 熊本県 宇城市 三角町中村

43213005002 熊本県 宇城市 三角町波多

43213005102 熊本県 宇城市 三角町波多

43213005202 熊本県 宇城市 三角町波多

43213005302 熊本県 宇城市 不知火町永尾

43213005402 熊本県 宇城市 不知火町永尾 ○

43348000200 熊本県 美里町 三和字常海B

43348000300 熊本県 美里町 三和字常海C

43348000500 熊本県 美里町 三和字常海E

43348000600 熊本県 美里町 三和字常海F

43348000700 熊本県 美里町 三和字常海G

43348000800 熊本県 美里町 三和字常海H

43348001000 熊本県 美里町 三和字常海J

43348001100 熊本県 美里町 三和字常海K

43348001200 熊本県 美里町 畝野字菰田

43348001400 熊本県 美里町 涌井字峙原A

43348001500 熊本県 美里町 涌井字峙原B

43348001600 熊本県 美里町 中郡字中蓮寺

43206000700 熊本県 玉名市 外平

43206000800 熊本県 玉名市 栗の尾

43206000900 熊本県 玉名市 大園

43206001000 熊本県 玉名市 大園

43206001100 熊本県 玉名市 京泊

43206001200 熊本県 玉名市 大字尾田

43206001300 熊本県 玉名市 大字部田見

43206001400 熊本県 玉名市 大字部田見



43206001500 熊本県 玉名市 大字部田見

43206001600 熊本県 玉名市 大字赤仁田

43206001700 熊本県 玉名市 大字上有所

43206001800 熊本県 玉名市 大字上有所

43206001900 熊本県 玉名市 大字港

43206002000 熊本県 玉名市 大字港

43206002100 熊本県 玉名市 大字港

43206002200 熊本県 玉名市 大字尾田

43206002300 熊本県 玉名市 大字尾田

43206002400 熊本県 玉名市 大字部田見

43206002500 熊本県 玉名市 大字斉藤

43206002600 熊本県 玉名市 大字斉藤

43206002700 熊本県 玉名市 大字米山

43206002800 熊本県 玉名市 大字小山

43206002900 熊本県 玉名市 大字部田見

43206003000 熊本県 玉名市 大字竹崎

43364000100 熊本県 玉東町 大字上白木

43369000100 熊本県 和水町 焼米

43369000200 熊本県 和水町 焼米

43369000300 熊本県 和水町 焼米

43369000400 熊本県 和水町 板楠

43369000500 熊本県 和水町 板楠

43369000600 熊本県 和水町 上板楠

43369000700 熊本県 和水町 上板楠

43369000800 熊本県 和水町 上板楠

43369000900 熊本県 和水町 上板楠

43369001000 熊本県 和水町 上板楠

43369001100 熊本県 和水町 上板楠

43369001200 熊本県 和水町 上板楠

43369001300 熊本県 和水町 上板楠

43369001400 熊本県 和水町 上板楠

43369001500 熊本県 和水町 上板楠

43369001600 熊本県 和水町 西吉地

43369001700 熊本県 和水町 西吉地

43369001800 熊本県 和水町 東吉地

43369001900 熊本県 和水町 東吉地

43369002000 熊本県 和水町 東吉地

43369002100 熊本県 和水町 東吉地

43369002200 熊本県 和水町 野田



43369002300 熊本県 和水町 野田

43369002400 熊本県 和水町 岩

43367004000 熊本県 南関町 大字関町字樽々

43367004100 熊本県 南関町 大字関町字樽々

43367004200 熊本県 南関町 大字関町字樽々

43367004300 熊本県 南関町 大字関町字樽々

43367004400 熊本県 南関町 大字関町字樽々

43367004500 熊本県 南関町 大字関町字樽々

43367004600 熊本県 南関町 大字関町字城の原

43367004700 熊本県 南関町 大字関町字城の原

43367004800 熊本県 南関町 大字関町字城の原

43367004900 熊本県 南関町 大字関町字城の原

43367005000 熊本県 南関町 大字関東(大津山)

43367005100 熊本県 南関町 大字関東字辻

43367005200 熊本県 南関町 大字関外目字北開

43367005300 熊本県 南関町 大字関外目字築井原

43367005400 熊本県 南関町 大字細永字乙丸原

43367005500 熊本県 南関町 大字細永字藤の尾

43367005600 熊本県 南関町 大字関下字岩ｹ上

43367005700 熊本県 南関町 大字関下字八重丸

43403000500 熊本県 大津町 大字大津

43403000600 熊本県 大津町 大字室

43403000800 熊本県 大津町 大字室

43403001000 熊本県 大津町 大字大津

43403001100 熊本県 大津町 大字大津

43403001200 熊本県 大津町 大字大津

43403001300 熊本県 大津町 大字大津

43403001400 熊本県 大津町 大字大津

43403001500 熊本県 大津町 大字大津

43403001600 熊本県 大津町 大字大津

43403001700 熊本県 大津町 大字大津

43403001800 熊本県 大津町 大字大津

43403001900 熊本県 大津町 大字大津

43403002000 熊本県 大津町 大字大津

43403002100 熊本県 大津町 大字大津

43403002200 熊本県 大津町 大字大津

43403002300 熊本県 大津町 大字大津

43403002400 熊本県 大津町 大字大津

43403002500 熊本県 大津町 大字大津



43403002600 熊本県 大津町 大字大津

43403002700 熊本県 大津町 大字大津

43403002800 熊本県 大津町 大字大津

43403002900 熊本県 大津町 大字大津

43403003000 熊本県 大津町 大字大津

43403003100 熊本県 大津町 大字大津

43403003200 熊本県 大津町 大字大津

43403003300 熊本県 大津町 大字大津

43403003400 熊本県 大津町 大字大津

43403003600 熊本県 大津町 大字大津

43216000100 熊本県 合志市 合生

43216000200 熊本県 合志市 上生

43216000300 熊本県 合志市 野々島

43216000400 熊本県 合志市 須屋

43424000100 熊本県 小国町 帯田

43424000300 熊本県 小国町 殿町

43424000400 熊本県 小国町 殿町

43424000500 熊本県 小国町 関田

43424000700 熊本県 小国町 万成寺

43424000900 熊本県 小国町 貝本

43432000300 熊本県 西原村 河原門出

43432000400 熊本県 西原村 河原門出

43441000100 熊本県 御船町 辺田見

43441000200 熊本県 御船町 辺田見

43441000300 熊本県 御船町 滝尾上梅木

43441000400 熊本県 御船町 水越町

43441000700 熊本県 御船町 木倉南木倉

43443000100 熊本県 益城町 赤井

43443000200 熊本県 益城町 赤井

43443000300 熊本県 益城町 寺迫

43468000100 熊本県 氷川町 野津(旧竜北町)

43468000200 熊本県 氷川町 今(旧宮原町)

43468000300 熊本県 氷川町 今(旧宮原町)

43482000100 熊本県 芦北町 大字吉尾

43482000200 熊本県 芦北町 大字吉尾

43482000300 熊本県 芦北町 大字吉尾

43482000400 熊本県 芦北町 大字米田

43484000100 熊本県 津奈木町 大字岩城 ○

43484000200 熊本県 津奈木町 大字岩城



43484000400 熊本県 津奈木町 大字岩城 ○

43484000500 熊本県 津奈木町 大字岩城

43484000600 熊本県 津奈木町 大字津奈木

43484000700 熊本県 津奈木町 大字津奈木

43484000800 熊本県 津奈木町 大字千代 ○

43484000900 熊本県 津奈木町 大字千代 ○

43484001000 熊本県 津奈木町 大字千代 ○

43484001100 熊本県 津奈木町 福浜

43484001100 熊本県 津奈木町 福浜

43484001200 熊本県 津奈木町 福浜

43484001400 熊本県 津奈木町 福浜

43501000103 熊本県 錦町 大字木上

43501000503 熊本県 錦町 大字木上

43501000600 熊本県 錦町 大字木上

43501000700 熊本県 錦町 大字木上

43501000800 熊本県 錦町 大字木上

43501001200 熊本県 錦町 大字木上

43501001400 熊本県 錦町 大字木上

43501002203 熊本県 錦町 大字木上

43501002400 熊本県 錦町 大字木上

43501002503 熊本県 錦町 大字木上

43501002700 熊本県 錦町 大字木上

43501002800 熊本県 錦町 大字木上

43501002903 熊本県 錦町 大字木上

43501003103 熊本県 錦町 大字木上

43505000403 熊本県 多良木町 大字黒肥地字新堀

43505000503 熊本県 多良木町 大字黒肥地字蓑田

43505000603 熊本県 多良木町 大字黒肥地字蓑田

43505000703 熊本県 多良木町 大字黒肥地字土屋

43505000803 熊本県 多良木町 大字黒肥地字蓑田

43506000100 熊本県 湯前町 大字浜川

43506000200 熊本県 湯前町 大字浜川

43506000300 熊本県 湯前町 大字浜川

43506000400 熊本県 湯前町 大字浜川

43506000503 熊本県 湯前町 大字浜川

43215003900 熊本県 天草市 大宮地字南
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