
決定告示

（最終）

桑名ビジネスリサーチパーク地区 22.6 (22.6) 平成11年12月14日 準工

森忠芳ヶ崎地区 0.7 (0.7) 平成14年６月17日 市街化調整区域

播磨特定土地区画整理事業地区 133.4 (133.4) 平成16年10月1日 １低、１中高、１住、準住、近商

小山・多度地区 75.2 (75.2) 平成12年１月11日 １低

231.9 (231.9)

小林地区 21.0 (21.0) 平成11年６月15日 １住

新正地区 11.9 (11.9) 平成８年２月２日 ２住、準工

日永地区 5.7 (5.7) 平成８年２月２日 準工、準住

別山地区 27.5 (26.3) 平成９年３月12日 １低、２低、１住

生桑地区 14.3 (14.3) 平成11年６月15日 近商、２中高、準住

桜今井地区 3.4 (3.4) 平成８年２月２日 ２住

尾平地区 4.7 (4.7) 平成９年１月21日 近商

波木地区 7.2 (7.2) 平成９年１月21日 １住、近商

小 計 95.7 (94.5)

小向地区 13.2 (13.2) 平成７年３月20日 準工

柿地区 2.8 (2.8) 平成17年5月17日 近商

小 計 16.0 (16.0)

亀崎新田地区 3.9 (3.9) 平成11年８月11日 市街化調整区域

小 計 3.9 (3.9)

宿野地区 10.8 (10.8) 平成11年６月15日 近商

小 計 10.8 (10.8)

126.4 (125.2)

岸岡地区 18.0 (18.0) 平成８年３月29日 １中高、準工

太陽の街地区 67.3 (63.5) 平成８年３月29日 １低、１住、近商、準工

野町東部地区 30.7 (30.7) 平成８年３月29日 １住、準工

三日市・算所地区 19.3 (17.6) 平成５年４月23日 １中高、準工

地子町地区 2.4 (2.4) 平成５年４月23日 準工

肥田地区 1.6 (1.6) 平成５年４月23日 １住

稲生地区 3.4 (1.8) 平成５年４月23日 １低、準工

白子駅前・江島地区 12.4 (12.4) 平成５年４月23日 ２住、近商、商業

白鳥レイクタウン地区 16.5 (16.5) 平成７年８月４日 市街化調整区域

神戸８丁目地区 1.3 (1.3) 平成12年６月２日 近商

白江地区 3.2 (3.2) 平成16年12月24日 １中高

176.1 (169.0)

一身田上津部田地区 20.0 (20.0) 平成９年２月20日 １低、１住、２住、近商、準工

長岡・河辺町地区 48.5 (48.5) 平成12年２月14日 １低、１住、２住

長岡町地区 0.8 (0.8) 平成５年６月４日 １低

城ヶ苑地区 1.9 (1.9) 平成９年３月21日 １低、１住

豊里ネオポリス地区 114.3 (114.3) 平成12年１月14日 市街化調整区域

片田団地地区 46.9 (46.9) 平成12年１月４日 市街化調整区域

一身田上津部田東地区 5.3 (5.3) 平成12年２月19日 ２住

垂水地区 0.7 (0.7) 平成12年２月14日 １住

桜橋３丁目地区 5.7 (5.7) 平成12年２月14日 商業

明神風早池地区 19.8 (19.8) 平成12年２月14日 商業

上野地区 9.8 (9.8) 平成６年４月１日 準工 ○

273.7 (273.7)

松 松阪市 下村町草深地区 6.6 (6.6) 平成16年３月22日 １低、２住

阪 6.6 (6.6)

黒田西部(1)地区 4.0 (4.0) 平成12年９月１日 １低、１住

中川駅周辺地区 50.6 (50.6) 平成13年11月13日 ２中高、１住、準住、２住、近商、商業

天花寺テクノランド地区 31.6 (31.6) 平成11年３月26日 準工

86.2 (86.2)

鳥 鳥羽市 小浜地区 1.9 (1.9) 平成11年11月16日 商業、近商

羽 1.9 (1.9)

北平野(1)地区 57.6 (57.6) 平成11年１月29日 １低、１中高、１住、２住、準工

北平野(2)地区 3.8 (3.8) 平成７年５月19日 １中高

平野中川原地区 0.7 (0.7) 平成７年５月19日 １住

服部地区 2.9 (2.9) 平成７年５月19日 １住、準工

上野新都市地区 244.1 (244.1) 平成８年３月29日 １低、２低、１中高、２住、準工、工専、近商

309.1 (309.1)

猿喰・地蔵谷地区 12.6 (12.6) 平成７年12月15日 １低、１住

川北地区 5.7 (5.7) 平成８年12月６日 ２住

桔梗が丘西地区 34.1 (34.1) 平成８年２月１日 １低、１住

52.4 (52.4)

1,264.3 (1256.0)
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51 地 区

１ 低：第一種低層住居専用地域 １住：第一種住居地域 商業：商業地域

２ 低：第二種低層住居専用地域 ２住：第二種住居地域 準工：準工業地域

１中高：第一種中高層住居専用地域 準住：準住居地域 工業：工業地域

２中高：第二種中高層住居専用地域 近商：近隣商業地域 工専：工業専用地域


