
伊丹支部  調査士法25-2『地域の慣習』に関わる地図等の調査

様式3 土地区画整理・土地改良資料等調査表
法務局 伊丹支局保存資料

様式1 地図・台帳制度の沿革
様式2 改祖図・更正図作成時期
様式3 土地区画整理・土地改良資料等調査表
様式4 土地台帳申告書の調査表
法務局 伊丹支局保存資料
その他

様式1 地図・台帳制度の沿革
様式2 改祖図・更正図作成時期

旧町名表示

様式3 土地区画整理・土地改良資料等調査表
様式4 土地台帳申告書の調査表
法務局 篠山支局保存資料

様式3 土地区画整理・土地改良資料等調査表
様式4 土地台帳申告書の調査表
法務局 篠山支局保存資料

様式3 土地区画整理・土地改良資料等調査表
様式4 土地台帳申告書の調査表
法務局 篠山支局保存資料

様式3 土地区画整理・土地改良資料等調査表
様式4 土地台帳申告書の調査表
法務局 篠山支局保存資料

地図・台帳制度の沿革
改祖図・更正図作成時期
土地区画整理・土地改良資料等調査表
土地台帳申告書の調査表
三田出張所保存資料
法務局

地図・台帳制度の沿革
改祖図・更正図作成時期
土地区画整理・土地改良資料等調査表
土地台帳申告書の調査表
法務局

川西市農業委員会保管　地籍図(複写図)リスト

伊丹支部

Ⅱ川西市

Ⅲ篠山市

Ⅴ猪名川町

西紀町

今田町

Ⅰ伊丹市

Ⅳ三田市

篠山町

丹南町



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

阪神間都市計画事業荒牧土地区画整理事業 伊丹市 昭和５０年代 無し 換地図 伊丹市

昭和５０年代の区画整理においては、換地図はあるものの、座標値は無し。なた、現地と換地図はほぼ整合している



市・町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

昭和２０年頃～ 伊丹市ほぼ全域 良 法務局 可

昭和２０年頃以降の土地の表示、権利関係の沿革は旧土地台帳、及び申告書により調査可能



市町名；川西市 　　　　【様式　　1】

　　　　　　　兵庫県における地図・台帳等制度の沿革

資料の
有　無

壬申地券

複写図
川西市農業委員会

芋生、小花、寺畑
国崎、平野、火打

　笹部、新田
　石道、栄根

明治11年頃 一村限図
明治10年6月

兵庫県布達丙第87号

地籍編製事業
内務省乙第84号

公図

公図

明治６年

明治８年

明治８年

明治11年頃

地引絵図

一村限図

字限図

地籍図

明治６年７月
地租改正条例

明治６年７月
地租改正条例

　出在家、萩原
　東多田、柳谷

　山下町、見野村天保14年 絵図

文政７年 絵図

　一庫、見野
　西畦野

布達・制度等
の 名 称

延宝５年 延宝巡見村絵図

年　月　日 資料の種類 所官庁  資料の保有場所



市町名；川辺郡 　【様式　2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県における改租図・更正図作成時期

明治　年
 作成区分

伊丹市 　作成時期不明
堀池村 公図
伊丹市 　作成時期不明
野間 公図

伊丹市 　作成時期不明
天津村 公図
川西市 〇 　明治８年６月

久代新田村 公図,字限図

川西市 〇 　明治１１年９月

西畦野村 公図

猪名川町 〇 　明治２３年４月

万善村 公図

猪名川町 〇 　明治２１年３月

上野村 公図

耕地部分
山林部分

地区名

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

調　査　資　料

山林部分

耕地部分

山林部分

23 24 25 2619 20 21 2215 16 17 1811 12 13 14

耕地部分

8 9 10

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分



　　　　　　　　川西市
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

霞ヶ丘 組合 S41.12.9 無 無

阪急山下山原 阪急電鉄 S39.11.3 無 無

阪急北ネオポリス第１期 　(第１工区) 大和団地 S42.12.12 無 無

　　　　　　〃　　　　　　　  　(第２工区) 〃 S43.3.15 無 無

　　　　　　〃　　　　　　 　 　(第３工区) 〃 S43.8.9 無 無

　　　　　　〃　　　　　　　  　(第４工区) 〃 S44.3.25 無 無

阪急北ネオポリス第２期 　(第１工区) 大和団地 S46.9.17 無 無

　　　　　　〃　　　　　　　  　(第２工区) 〃 S47.3.21 無 無

　　　　　　〃　　　　　　　  　(第３工区) 〃 S48.1.30 無 無

　　　　　　〃　　　　　　 　 　(第４工区) 〃 S47.1.11 無 無

　　　　　　〃　　　　　　 　 　(第５工区) 〃 S50.9.30 無 無

阪急北ネオポリス第３期 　(第１工区) 浅沼組 S55.10.7 無 無

　　　　　　〃　　　　　　　  　(第２工区) 〃 S58.11.22 無 無

出在家 組合 S52.9.24 無 事業計画書 川西市都市整備課

東畦野 組合 H12.11.24 有 事業計画書 川西市都市整備課

南花屋敷１丁目 組合 H10.6.1 無 事業計画書 川西市都市整備課

久代１丁目 組合 H15.12.25 有 事業計画書 川西市都市整備課



　　　　市町名；川西市
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

　※土地台帳制度当時の分割申告書(副本)は、保管しておりません。

※　保有航空写真の撮影年及び保有年について

撮影年　　昭和４９年、昭和５１年、昭和５４年及び昭和５７年から毎年撮影を行っております。

保有年　　撮影年分は、保管しております。



　　　　市町名；川西市
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

S33～一元化 川西市 良 伊丹支局 可

M19～一元化 川西市 良 伊丹支局 可



　川西市農業委員会保管　地籍図(複写図)リスト

番　号 地区名 備考

1 新田

2 平野

3 東多田

4 矢問

5 西多田

6 多田院

7 石道

8 赤松

9 芋生

10 若宮

11 見野

12 東畦野

13 西畦野

14 山原

15 山下

16 笹部

17 国崎

18 黒川

19 横路

20 下財

目　　　　次



市町名；多紀郡（旧４町） 　　　　【様式　　1】

　　　　　　　兵庫県における地図・台帳等制度の沿革

資料の
有　無

篠山市中大図書館

有
篠山町誌 記載

篠山市中大図書館

有
篠山町誌 記載

M25. 1. 8 1村分割
兵庫県報 第178号
兵庫県告示第1号

M22. 2.22 1町17村成立
市制及町村制公布
兵庫県令第24号

有
篠山町誌 記載

篠山市中大図書館

布達・制度等
の 名 称

M12. 1. 8 郡区町村編制
郡区町村編制法
兵庫県達甲第1号

年　月　日 資料の種類 所官庁  資料の保有場所



市町名；多紀郡（旧４町） 　【様式　2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県における改租図・更正図作成時期

明治　年
 作成区分

明治22年頃 完了？
確定時期等調査中

旧篠山町

旧丹南町

旧今田町

旧西紀町

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 調　査　資　料

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分
山林部分

地区名

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分



　　　　　　　　篠山市　旧篠山町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

一次構造改善 知足土地改良区 知足

農業構造改善 八上土地改良区 昭和30年～33年 八上

一次構造改善 小多田土地改良区 小多田

一次構造改善 波々伯部土地改良区 昭和46年3月31日 波々伯部北

団体営ほ場整備 篠山川沿岸土地改良区 波々伯部南

団体営ほ場整備 篠山川沿岸土地改良区 原山

団体営ほ場整備 篠山川沿岸土地改良区 小立、垂水

振興山村農林漁業特別開発 篠山町 火打岩

基盤整備促進事業 篠山川沿岸土地改良区 平成16年3月10日 村雲南部

経営体育成基盤整備 兵庫県 平成16年3月30日 鍔市西

経営体育成基盤整備 兵庫県 平成16年3月19日 鍔市

経営体育成基盤整備 兵庫県 小立垂水

農林漁揮振田免税財源身替農道整備事業 城東町 篠山土地改良協議会 雲部西部

老朽ため池等整備事業（小規模） 篠山町 篠山土地改良協議会 小畑池

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 城東北部（県守）

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 村雲南部

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 上川原

団体営農道舗装事業 篠山町 昭和50年8月12日 篠山土地改良協議会 西本庄

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 城東北部

農山漁村同和対策ほ場整備事業 篠山町 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 辻

第2次農構ほ場整備事業 曽地土地改良区 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 曽地

ほ場整備事業 兵庫県 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 鍔市（第1工区）

ほ場整備事業 兵庫県 昭和51年8月3日 有 篠山土地改良協議会 鍔市（第3工区）

ほ場整備事業 兵庫県 昭和51年8月3日 有 篠山土地改良協議会 鍔市（第4工区）

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 有 篠山土地改良協議会 殿町

地方改善ほ場整備事業 篠山町 有 篠山土地改良協議会 畑井



　　　　　　　　篠山市　旧篠山町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

小規模　特　排 篠山川沿岸土地改良区 昭和57年12月3日 有 篠山土地改良協議会 宮ノ前　Ⅰ期

土地総同和対策事業 篠山町 昭和57年12月3日 篠山土地改良協議会 東沢田

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和59年3月30日 有 篠山土地改良協議会 岡野北

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和59年3月30日 有 篠山土地改良協議会 藤岡

土地総ほ場整備事業 小多田土地改良区 昭和59年11月20日 有 篠山土地改良協議会 小多田

団体営農道整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和59年11月20日 篠山土地改良協議会 内下

土地総ほ場整備事業 後川土地改良区 昭和61年12月9日 有 篠山土地改良協議会 後川

農林業地域改善事業 篠山町 昭和61年12月9日 篠山土地改良協議会 箱谷

県営かんぱい 兵庫県 昭和61年12月9日 篠山土地改良協議会 篠山川沿岸

土地総ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和62年5月1日 有 篠山土地改良協議会 筱見

ため池等整備事業（小規模） 篠山川沿岸土地改良区 昭和61年3月29日 篠山土地改良協議会 追谷池

土地総ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和63年3月29日 有 篠山土地改良協議会 城東北部

農林業地域改善事業 篠山町 昭和63年3月29日 篠山土地改良協議会 風深

農林業地域改善事業 篠山町 昭和63年3月29日 篠山土地改良協議会 西荘

非補助（維持管理） 篠山川沿岸土地改良区 昭和63年3月29日 篠山土地改良協議会 八幡

農林業地域改善事業 篠山町 昭和63年3月29日 篠山土地改良協議会 西荘

土地総一般区画整理 大芋土地改良区 平成元年3月31日 有 篠山土地改良協議会 大芋中

土地総（特別型） 篠山町 平成元年3月31日 有 篠山土地改良協議会 安田

土地総（特別型） 篠山川沿岸土地改良区 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 黒岡

土地総（特別型） 泉共同施行 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 泉

土地総（特別型） 般若寺共同施行 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 般若寺

土地総（特別型） 野々垣共同施行 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 高城

団体営農道整備事業 篠山川沿岸土地改良区 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 筱見

団体営農道整備事業（特殊改良） 篠山町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 安口

団体営農道整備事業（特殊改良） 篠山町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 黒岡

団体営農道整備事業（特殊改良） 篠山町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 畑宮



　　　　　　　　篠山市　旧篠山町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

団体営農道整備事業（特殊改良） 篠山町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 向井

団体営農道整備事業（特殊改良） 篠山町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 春日江、和田

団体営農道整備事業（特殊改良） 篠山町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 泉

団体営農道整備事業（特殊改良） 篠山町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 西浜谷

団体営農道整備事業（特殊改良） 篠山町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 後川

農林業地域改善事業（農道舗装） 篠山町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 菅

農林業地域改善事業（農道舗装） 篠山町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 畑井

農林業地域改善事業（農道舗装） 篠山町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 上宿

団体営農道事業（軽微改良） 篠山町 篠山土地改良協議会 篠山（第1地区）

団体営農道事業（軽微改良） 篠山町 篠山土地改良協議会 篠山（第2地区）

団体営農道事業（軽微改良） 篠山町 篠山土地改良協議会 篠山（第3地区）

土地総一般 篠山川沿岸土地改良区 平成2年4月13日 篠山土地改良協議会 波々伯部北

団体営かんぱい 篠山川沿岸土地改良区 平成2年4月13日 篠山土地改良協議会 岡野南

団体営かんぱい 篠山川沿岸土地改良区 平成2年4月13日 篠山土地改良協議会 奥畑

土地改良設備改修事業 篠山川沿岸土地改良区 平成2年4月13日 篠山土地改良協議会 鍔市八幡谷ダム

土地総一般と区画整理 篠山川沿岸土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 福住東

土地総（特別型） 篠山町 平成3年1月22日 有 篠山土地改良協議会 県守

土地総区画整理 篠山川沿岸土地改良区 平成3年1月22日 有 篠山土地改良協議会 草ノ上

土地総区画整理 大芋土地改良区 平成3年1月22日 有 篠山土地改良協議会 大芋東

農林業地域改善事業 篠山町 篠山土地改良協議会 西ノ堂

土地総区画整理 篠山川沿岸土地改良区 篠山土地改良協議会 河内

土地総（区画整理） 大芋土地改良区 有 篠山土地改良協議会 大芋北（第1工区）

第三期　山　振 篠山町 有 篠山土地改良協議会 後川原

非補助ほ場整備事業 日置共同施行 有 篠山土地改良協議会 日置、下宿裏

振興山村農林漁業特別開発 篠山町 有 篠山土地改良協議会 火打岩

土地総（特別型） 篠山町 有 篠山土地改良協議会 安田



　　　　　　　　篠山市　旧篠山町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

第三期　山　振 篠山町 平成7年11月17日 有 篠山土地改良協議会 小野奥谷

ため池等整備事業（小規模） 篠山町 篠山土地改良協議会 四王寺池

土地総ほ場整備事業 大芋土地改良区 平成7年11月17日 有 篠山土地改良協議会 大芋奥

ため池等整備事業（小規模） 篠山川沿岸土地改良区 平成4年9月8日 篠山土地改良協議会 野々垣口池

団体営かんぱい 篠山川沿岸土地改良区 平成4年9月8日 篠山土地改良協議会 矢代

非補助ほ場整備事業 石石ノ坪共同施行 有 篠山土地改良協議会 石石ノ坪

非補助ほ場整備事業 市谷共同施行 有 篠山土地改良協議会 瀬利、市谷

土地総団体営 大芋土地改良区 平成4年4月14日 有 篠山土地改良協議会 大芋北（第2工区）

土地総特別型 篠山川沿岸土地改良区 平成4年9月8日 篠山土地改良協議会 ニノ坪

河川工作物応急対策 兵庫県 平成7年12月19日 篠山土地改良協議会 篠山

団体営かんぱい 大芋土地改良区 平成9年9月24日 有 篠山土地改良協議会 立金

基幹水利施設補修事業 兵庫県 平成8年8月13日 篠山土地改良協議会 八丹、鍔市

土地総（水田農業） 篠山川沿岸土地改良区 平成7年11月17日 篠山土地改良協議会 泉

中山間集落機能強化促進 篠山町 平成7年11月17日 有 篠山土地改良協議会 後川上ノ西

基盤整備促進 篠山川沿岸土地改良区 篠山土地改良協議会 原山東部



　　　　市町名；旧篠山町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

S15～一元化 篠山町 良 篠山市 税務課 可

S22～一元化 八上村 良 篠山市 税務課 可

S30～一元化 畑村 良 篠山市 税務課 可

S9～一元化 城北村 良 篠山市 税務課 可

S4～一元化 岡野村 良 篠山市 税務課 可

M24～一元化 日置村 良 篠山市 税務課 可

M34～一元化 雲部村 良 篠山市 税務課 可

S 8～一元化 後川村 良 篠山市 税務課 可

T14～一元化 大芋村 良 篠山市 税務課 可

T14～一元化 村雲村 良 篠山市 税務課 可

T14～一元化 福住村 良 篠山市 税務課 可



　　　　市町名；旧篠山町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

S36～一元化 篠山町 良 篠山支局 可

S36～一元化 八上村 良 篠山支局 可

S36～一元化 畑村 良 篠山支局 可

S36～一元化 城北村 良 篠山支局 可

S36～一元化 岡野村 良 篠山支局 可

S36～一元化 日置村 良 篠山支局 可

S36～一元化 雲部村 良 篠山支局 可

S36～一元化 後川村 良 篠山支局 可

S36～一元化 大芋村 良 篠山支局 可

S36～一元化 村雲村 良 篠山支局 可

S36～一元化 福住村 良 篠山支局 可



　　　　　　　　篠山市　旧丹南町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

団体営ほ場整備事業 古市土地改良区 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 油井

県単独ほ場整備事業 丹南町 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 西古佐

地域改善ほ場整備事業 丹南町 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 中野

ほ場整備事業 兵庫県 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 城南東部（第3工区）

ほ場整備事業 兵庫県 昭和50年8月12日 篠山土地改良協議会 城南東部（第4工区）

農山漁村同和対策ほ場整備 丹南町 有 篠山土地改良協議会 牛ヶ瀬

団体営ほ場整備事業 古市土地改良区 昭和53年10月3日 有 篠山土地改良協議会 古市

非補助融資ほ場整備事業 西吹西共同施行 昭和53年10月3日 有 篠山土地改良協議会 西吹西

ほ場整備事業 兵庫県 昭和54年9月11日 有 篠山土地改良協議会 城南東部（第2工区）

ほ場整備事業 兵庫県 昭和54年9月11日 有 篠山土地改良協議会 城南東部（第5工区）

ほ場整備事業 兵庫県 昭和54年9月11日 有 篠山土地改良協議会 城南東部（第8工区）

地方改善ほ場整備事業 丹南町 昭和54年9月11日 有 篠山土地改良協議会 中野宮前

ほ場整備事業 兵庫県 昭和55年12月16日 有 篠山土地改良協議会 城南東部（第1工区）

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和55年12月16日 有 篠山土地改良協議会 大山

土地総小規模排水特別対策 古市土地改良区 昭和55年12月16日 篠山土地改良協議会 油井

土地総小規模排水特別対策 古市土地改良区 昭和55年12月16日 篠山土地改良協議会 矢代新

ため池等整備事業（小規模） 吹土地改良区 昭和57年3月30日 篠山土地改良協議会 青池

地方改善ほ場整備事業 丹南町 昭和57年3月30日 篠山土地改良協議会 中野宮前

ほ場整備事業 兵庫県 昭和57年11月9日 有 篠山土地改良協議会 城南東部（第6工区）

ほ場整備事業 兵庫県 昭和57年11月9日 有 篠山土地改良協議会 城南東部（第7工区）

非補助ほ場整備事業 明野共同施行 昭和57年12月3日 有 篠山土地改良協議会 明野

非補助ほ場整備事業 大山下共同施行 昭和57年12月3日 有 篠山土地改良協議会 大山下

団体営かんぱい 古市土地改良区 昭和59年3月30日 篠山土地改良協議会 古市

ため池等整備事業（小規模） 篠山川沿岸土地改良区 昭和63年3月29日 篠山土地改良協議会 岩崎奥池

土地総区画整理 味間土地改良区 昭和63年3月29日 有 篠山土地改良協議会 味間

農村基盤総合整備事業 丹南町 平成元年3月31日 有 篠山土地改良協議会 西古佐



　　　　　　　　篠山市　旧丹南町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

ため池等整備事業（小規模） 篠山川沿岸土地改良区 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 生来池

農林業地域改善事業 丹南町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 中野Ⅰ

農林業地域改善事業 丹南町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 中野Ⅱ

団体営ほ場整備事業 真南条土地改良区 平成2年4月13日 篠山土地改良協議会 真南条

ため池等整備事業（小規模） 吹土地改良区 平成2年4月13日 篠山土地改良協議会 赤池

農村総合整備事業（モデル） 丹南町 平成7年11月17日 有 篠山土地改良協議会 当野

農村総合整備事業（モデル） 丹南町 平成7年11月17日 有 篠山土地改良協議会 味間奥

新農構 大山土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 大山（第1工区）

新農構 大山土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 大山（第2工区）

新農構 大山土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 大山（第3工区）

新農構 大山土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 大山（第4工区）

新農構 大山土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 大山（第5工区）

ため池等整備事業（大） 兵庫県 平成3年1月22日 篠山土地改良協議会 田口池

団体営農道（田畑輪） 丹南町 篠山土地改良協議会 油井

土地総（特別型） 古市土地改良区 平成3年1月22日 篠山土地改良協議会 南矢代

土地総（特別型） 古市土地改良区 平成3年1月22日 篠山土地改良協議会 油井

土地総（特別型） 味間土地改良区 平成3年1月22日 篠山土地改良協議会 味真南

非補助ほ場整備事業 油井共同施行 有 篠山土地改良協議会 油井

中野土地改良区 有 篠山土地改良協議会 中野

ほ場整備事業 兵庫県 平成9年4月8日 有 篠山土地改良協議会 大山（第1工区）

ほ場整備事業 兵庫県 平成3年1月31日 有 篠山土地改良協議会 大山（第2工区）

ほ場整備事業 兵庫県 平成3年5月15日 有 篠山土地改良協議会 大山（第3工区）

ほ場整備事業 兵庫県 平成9年4月8日 有 篠山土地改良協議会 大山（第4工区）

団体営農道 丹南町 平成3年11月29日 篠山土地改良協議会 味間北

土地総（特別型） 古市土地改良区 平成3年11月29日 篠山土地改良協議会 当野

土地総（特別型） 古市土地改良区 平成3年11月29日 篠山土地改良協議会 古森



　　　　　　　　篠山市　旧丹南町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表
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ため池等整備事業（小規模） 篠山川沿岸土地改良区 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 生来池

農林業地域改善事業 丹南町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 中野Ⅰ

農林業地域改善事業 丹南町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 中野Ⅱ

団体営ほ場整備事業 真南条土地改良区 平成2年4月13日 篠山土地改良協議会 真南条

ため池等整備事業（小規模） 吹土地改良区 平成2年4月13日 篠山土地改良協議会 赤池

農村総合整備事業（モデル） 丹南町 平成7年11月17日 有 篠山土地改良協議会 当野

農村総合整備事業（モデル） 丹南町 平成7年11月17日 有 篠山土地改良協議会 味間奥

新農構 大山土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 大山（第1工区）

新農構 大山土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 大山（第2工区）

新農構 大山土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 大山（第3工区）

新農構 大山土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 大山（第4工区）

新農構 大山土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 大山（第5工区）

ため池等整備事業（大） 兵庫県 平成3年1月22日 篠山土地改良協議会 田口池

団体営農道（田畑輪） 丹南町 篠山土地改良協議会 油井

土地総（特別型） 古市土地改良区 平成3年1月22日 篠山土地改良協議会 南矢代

土地総（特別型） 古市土地改良区 平成3年1月22日 篠山土地改良協議会 油井

土地総（特別型） 味間土地改良区 平成3年1月22日 篠山土地改良協議会 味真南

非補助ほ場整備事業 油井共同施行 有 篠山土地改良協議会 油井

中野土地改良区 有 篠山土地改良協議会 中野

ほ場整備事業 兵庫県 平成9年4月8日 有 篠山土地改良協議会 大山（第1工区）

ほ場整備事業 兵庫県 平成3年1月31日 有 篠山土地改良協議会 大山（第2工区）

ほ場整備事業 兵庫県 平成3年5月15日 有 篠山土地改良協議会 大山（第3工区）

ほ場整備事業 兵庫県 平成9年4月8日 有 篠山土地改良協議会 大山（第4工区）

団体営農道 丹南町 平成3年11月29日 篠山土地改良協議会 味間北

土地総（特別型） 古市土地改良区 平成3年11月29日 篠山土地改良協議会 当野

土地総（特別型） 古市土地改良区 平成3年11月29日 篠山土地改良協議会 古森



　　　　市町名；旧丹南町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

S 2～一元化 大山村 良 篠山市 税務課 可

S 2～一元化 味間村 良 篠山市 税務課 可

S 2～一元化 城南村 良 篠山市 税務課 可

S 2～一元化 古市村 良 篠山市 税務課 可



　　　　市町名；旧丹南町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

S36～一元化 大山村 良 篠山支局 可

S36～一元化 味間村 良 篠山支局 可

S36～一元化 城南村 良 篠山支局 可

S36～一元化 古市村 良 篠山支局 可



　　　　　　　　篠山市　旧西紀町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

農山漁村同和対策事業 西紀町 篠山土地改良協議会 西坂本

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和50年8月12日 有 篠山土地改良協議会 小坂

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 有 篠山土地改良協議会 川上

同和対策ほ場整備事業 西紀町 有 篠山土地改良協議会 西木之部

普通農道整備事業 西紀町 篠山土地改良協議会 川北

地方改善ほ場整備事業 西紀町 昭和53年10月3日 有 篠山土地改良協議会 遠方

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和55年12月16日 有 篠山土地改良協議会 南

土地総同和対策ほ場整備 西紀町 昭和57年3月30日 有 篠山土地改良協議会 川西

小規模　特　排 倉本土地改良区 昭和57年12月3日 有 篠山土地改良協議会 倉本

土地総小規模　特　排 遠方土地改良区 昭和59年11月20日 有 篠山土地改良協議会 遠方下

ため池等整備事業（小規模） 西紀町 昭和59年11月20日 篠山土地改良協議会 乗本池

土地総小規模　特　排 栗柄土地改良区 昭和61年4月8日 有 篠山土地改良協議会 杉ヶ谷

ため池等整備事業（小規模） 西紀町 昭和61年4月8日 篠山土地改良協議会 畑谷池

土地総小規模　排　水 栗柄土地改良区 昭和61年12月9日 有 篠山土地改良協議会 栗柄

土地総小規模　排　水 桑原土地改良区 昭和61年12月9日 有 篠山土地改良協議会 桑原

県単独ほ場整備事業 桑原土地改良区 昭和61年12月9日 有 篠山土地改良協議会 河谷

ため池等整備事業（小規模） 篠山川沿岸土地改良区 昭和61年12月9日 篠山土地改良協議会 四王寺池

13年（事業名不明） 本丸土地改良区 ？ 有 篠山土地改良協議会 本丸

団体営ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 昭和61年12月9日 有 篠山土地改良協議会 川北新田

ため池等整備事業（大） 兵庫県 昭和63年3月29日 篠山土地改良協議会 五坊谷池

団体営かんぱい 西紀町 昭和63年3月29日 篠山土地改良協議会 仲

ため池等整備事業（小規模） 西紀町 昭和63年3月29日 篠山土地改良協議会 奥谷池

土地総区画整理 本郷土地改良区 平成元年3月31日 有 篠山土地改良協議会 本郷

団体営かんぱい 西紀町 平成2年4月13日 篠山土地改良協議会 門田

団体営農道（軽微改良） 西紀町 篠山土地改良協議会 南

地域改善農業生産基盤 西紀町 平成2年4月13日 篠山土地改良協議会 西木之部



　　　　　　　　篠山市　旧西紀町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

地域改善農業生産基盤 西紀町 平成2年4月13日 篠山土地改良協議会 川西

土地総（特別型） 遠方土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 遠方上

土地総（特別型） 倉本土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 倉本上

土地総（小規模　特排） 高坂土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 高坂

土地総（小規模　排水） 栗柄土地改良区 昭和63年3月29日 有 篠山土地改良協議会 沢田

土地総ほ場整備事業 篠山川沿岸土地改良区 平成3年1月22日 有 篠山土地改良協議会 河内

土地総（特別型） 西紀町 平成3年11月29日 有 篠山土地改良協議会 高屋

団体営かんぱい 西紀町 平成4年9月8日 篠山土地改良協議会 浦



　　　　市町名；旧西紀町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

S30～一元化 西紀村 良 篠山市 税務課 可

S26～一元化 北河内村 良 篠山市 税務課 可



　　　　市町名；旧西紀町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

S37～一元化 西紀村 良 篠山支局 可

S37～一元化 北河内村 良 篠山支局 可

S37～一元化 草山村 良 篠山支局 可

S37～一元化 南河内村 良 篠山支局 可



　　　　　　　　篠山市　旧今田町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

老朽ため池等整備事業（小規模） 萩原池土地改良区 篠山土地改良協議会 萩原下池

老朽ため池等整備事業（小規模） 今田町土地改良区 昭和54年9月11日 篠山土地改良協議会 水梨下池

土地総同和対策ほ場整備 今田町 昭和57年12月3日 有 篠山土地改良協議会 東庄

ため池等整備事業（小規模） 今田町 昭和59年11月20日 篠山土地改良協議会 朱図池

農村総合整備ほ場整備 今田町土地改良区 昭和59年11月20日 有 篠山土地改良協議会 下立杭

第三期　山　振 今田町土地改良区 昭和59年11月20日 有 篠山土地改良協議会 寺ノ坪

農林業地域改善事業 今田町 昭和63年3月29日 篠山土地改良協議会 東庄

県単独ほ場整備事業 今田町土地改良区 昭和63年3月29日 有 篠山土地改良協議会 黒石

農村総合整備事業 今田町 昭和63年3月29日 有 篠山土地改良協議会 下立杭

ため池等整備事業（小規模） 今田町土地改良区 昭和63年3月29日 篠山土地改良協議会 源助池

農林業地域改善事業 今田町 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 東庄

土地総特別型 今田町土地改良区 平成元年3月31日 篠山土地改良協議会 森ノ坪

土地総（団体営、区画整理） 今田町土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 木津

土地総特別型 今田町土地改良区 平成2年4月13日 有 篠山土地改良協議会 森ノ坪

県営かんぱい 兵庫県 平成3年1月22日 篠山土地改良協議会 今田

土地総（特別型） 今田町土地改良区 平成3年1月22日 有 篠山土地改良協議会 芦原新田

団体営かんぱい 今田町土地改良区 平成3年1月22日 篠山土地改良協議会 水梨

ため池等整備事業（小規模） 今田町土地改良区 平成3年1月22日 篠山土地改良協議会 神山池

非補助ほ場整備事業 今田町土地改良区 有 篠山土地改良協議会 今田

土地総区画整理 今田町土地改良区 平成14年12月3日 篠山土地改良協議会 上立杭

土地総区画整理 今田町土地改良区 平成7年11月17日 篠山土地改良協議会 四斗谷

土地総区画整理 今田町土地改良区 平成7年11月17日 有 篠山土地改良協議会 小野原

土地総区画整理 今田町土地改良区 有 篠山土地改良協議会 下小野原

土地総区画整理 今田町土地改良区 平成14年12月3日 篠山土地改良協議会 休場

経営体育成基盤整備事業 兵庫県 平成3年12月19日 有 篠山土地改良協議会 今田西部（1工区）

経営体育成基盤整備事業 兵庫県 平成3年12月19日 有 篠山土地改良協議会 今田西部（2工区）



　　　　　　　　篠山市　旧今田町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

経営体育成基盤整備事業 兵庫県 平成16年2月20日 有 篠山土地改良協議会 今田西部（3工区）



　　　　市町名；旧今田町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

S22～一元化 今田村 良 篠山市 税務課 可



　　　　市町名；旧今田町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

S37～一元化 今田村 良 篠山支局 可



市町名　:　三田市 　　　　【様式　　1】

　　　　　　　兵庫県における地図・台帳等制度の沿革

　布達・制度等 資料の

　　の　名　称 有　無

資料不明

年　月　日 　資料の種類 所官庁  資料の保有場所



三田市 　【様式　2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県における改租図・更正図作成時期

明治　年
 作成区分

三田町

寺村

大原

川除

三輪

高次

桑原

下田中

山田

香下

志手原

成谷

尼寺

加茂

東野上
耕地部分
山林部分

地区名

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

山林部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

調　査　資　料

耕地部分

21 22 23 2417 18

明治8年～11年頃完
了？確定時期調整中
三田市用地課に税務課
から引継字限図を保管
している

8 9 10 11 12 13 14 25 2615 16 19 20



三田市 　【様式　2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県における改租図・更正図作成時期

明治　年
 作成区分

福島

宮脇

末

北浦

上青野

下青野

池尻

上深田

下深田

喜志

馬渡

上内神

中内神

下内神

沢谷

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 調　査　資　料

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

明治8年～11年頃完
了？確定時期調整中
三田市用地課に税務課
から引継字限図を保管
している

耕地部分
山林部分

地区名

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分



三田市 　【様式　2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県における改租図・更正図作成時期

明治　年
 作成区分

広沢

広野

上井沢

下井沢

西野上

小野

乙原

永沢寺

母子

小柿

川原

末吉

布木

田中

十倉
耕地部分
山林部分

地区名

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

山林部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

調　査　資　料

耕地部分

21 22 23 2417 18

明治8年～11年頃完
了？確定時期調整中
三田市用地課に税務課
から引継字限図を保管
している

8 9 10 11 12 13 14 25 2615 16 19 20



三田市 　【様式　2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県における改租図・更正図作成時期

明治　年
 作成区分

酒井

鈴鹿

下里

下槻背

上槻瀬

市之瀬

波豆川

木器

下相野

上相野

大川瀬

藍本

大畑

長坂

溝口

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 調　査　資　料

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

明治8年～11年頃完
了？確定時期調整中
三田市用地課に税務課
から引継字限図を保管
している

耕地部分
山林部分

地区名

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分



三田市 　【様式　2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県における改租図・更正図作成時期

明治　年
 作成区分

洞

四ツ辻

井草

東本庄

須磨田

上本庄

東山

耕地部分

耕地部分
山林部分

山林部分

耕地部分

山林部分

地区名

耕地部分

山林部分

耕地部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

山林部分

耕地部分

山林部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

調　査　資　料

耕地部分

21 22 23 2417 18

明治8年～11年頃完
了？確定時期調整中
三田市用地課に税務課
から引継字限図を保管
している

8 9 10 11 12 13 14 25 2615 16 19 20



　　　　　　　　三田市　三田
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

武庫川下北地区 武庫川下土地改良区 平成2年8月24日 有 土地改良協会 19条5項認証

武庫川下南地区 武庫川下土地改良区 平成2年8月24日 有 土地改良協会 19条5項認証

三田市東南地区 三田市農業協同組合 地元南区公民館 一般確定測量

池尻地区（沢谷工区） 三田市 三田市役所 一般確定測量

池尻地区（真谷口） 三田市 三田市役所 一般確定測量

岡ノ上地区 三田市農業協同組合 昭和55年12月16日 土地改良協会 一般確定測量

山谷地区 山谷土地改良区 昭和55年12月16日 三田市役所 一般確定測量

西平田地区 三田市農業協同組合 昭和57年12月3日 土地改良協会 一般確定測量

池尻地区（真谷奥） 三田市 昭和62年6月19日 一般確定測量

上深田工区 武庫川下土地改良区 土地改良協会 一般確定測量



　
　　　　　　　　　　三田市

土地区画整理資料、土地改良資料等調査表
様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

阪神間都市計画事業
西山土地区画整理事業

三田市西山土地区画整理組合 平成13年12月21日 有 三田市地域整備課

三田市上井沢土地区画整理事業
三田市上井沢緑住土地区画
整理組合

平成14年3月29日 有 三田市地域整備課

阪神間都市計画事業
天神土地区画整理事業

三田市天神土地区画整理組合 施工中 三田市地域整備課



　　　　　　　　三田市　三輪
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

三輪南部地区 三輪南部共同施工 三田市 一般確定測量

川除地区 川除土地改良区 平成5年10月22日 有 土地改良協会 19条5項認証

桑原東地区 三田市 一般確定測量

尼寺地区（第1工区） 尼寺土地改良区 昭和55年12月16日 有 地元（中西要氏）公民館 19条5項認証

尼寺地区（第2工区） 尼寺土地改良区 昭和55年12月16日 地元（中西要氏）公民館

尼寺黒郷地区 黒郷地区共同施工 昭和55年12月16日 一般確定測量

志手原地区 志手原土地改良区 昭和62年6月19日 有 地元公民館 19条5項認証

山田地区 山田土地改良区 有 19条5項認証

香下地区 香下土地改良区 有 19条5項認証

虫尾地区 虫男土地改良区 Ｈ14.8.30現在　協会、最終地元保管

成谷地区 成谷土地改良区



　　　　　　　　三田市　広野（１）
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

末下地区 末下共同施工 一般確定測量

岡ノ谷地区 岡ノ谷共同施工 三田市役所 一般確定測量

末東地区 末東共同施工 平成2年8月24日 土地改良協会

相野川流域地区 相野川流域土地改良区 平成3年11月29日 有 相野川流域土地改良区 19条5項認証

宮脇地区 三田市 平成2年8月24日 三田市役所 一般確定測量

西野上地区 広野土地改良区 一般確定測量

内神地区（下井沢工区） 内神土地改良区 地元公民館 一般確定測量

内神地区（馬渡工区） 内神土地改良区 地元公民館 一般確定測量

内神地区（中内神工区） 内神土地改良区 地元公民館 一般確定測量

内神地区（沢谷工区） 内神土地改良区 昭和52年7月22日 地元公民館 一般確定測量

内神地区（上内神工区） 内神土地改良区 地元公民館 一般確定測量

広野淡路地区 兵庫県農村整備公社 一般確定測量

北裏地区（大門口） 三田市 航空測量　精度に？ 三田市役所 一般確定測量

内神地区（下内神工区） 内神土地改良区 三田市役所 一般確定測量

中野地区（車ヶ辻） 三田市 一般確定測量

中野地区 中野地区共同施工 一般確定測量

須丸地区 三田市須丸地区共同施工 一般確定測量

中野地区（九ノ坪） 三田市 昭和62年6月19日 一般確定測量

松谷地区 三田市松谷地区共同施工 昭和62年6月19日 一般確定測量

末野道心ヶ地区 末野地区共同施工 昭和62年6月19日 三田市役所 一般確定測量

郡塚地区 郡塚地区共同施工 昭和62年6月19日 一般確定測量

福島AB工区 福島共同施工 一般確定測量

福島二反町工区 福島共同施工 一般確定測量

福島宮野前工区 福島共同施工 一般確定測量

北浦地区（谷通り） 北浦共同施工 三田市役所 一般確定測量

東浦地区 東浦共同施工 一般確定測量



　　　　　　　　三田市　広野（２）
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

末野地区 末野東土地改良区 平成2年8月24日 土地改良協会

下新田地区 下新田共同施工 一般確定測量

東野上工区 加茂土地改良区 平成2年8月24日 有 土地改良協会 19条5項認証

加茂工区 加茂土地改良区 平成2年8月24日 有 土地改良協会 19条5項認証

青野第1工区 青野土地改良区 平成2年8月24日 有 三田市役所 19条5項認証

青野第2工区 青野土地改良区 平成2年8月24日 有 土地改良協会 19条5項認証

青野第3工区 青野土地改良区 平成2年8月24日 有 土地改良協会 19条5項認証

福島沢の本工区 福島共同施工 有 三田市役所 19条5項認証

末中地区 末中共同施工 平成16年5月7日 地元 一般確定測量



　　　　　　　　三田市　高平
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

鈴鹿地区（花折） 三田市 一般確定測量

鈴鹿地区（川原） 三田市 昭和62年6月19日 図根点成果簿 三田市役所 一般確定測量

栗田地区 栗田地区共同施工 昭和62年6月19日 調書・図面 三田市役所 一般確定測量

鈴鹿地区（下里） 三田市 昭和62年6月19日 図根点成果簿 三田市役所 一般確定測量

高平第1工区 兵庫県 有 高平土地改良区 19条5項認証

高平第2工区 兵庫県 有 高平土地改良区 19条5項認証

高平第3工区 兵庫県 有 高平土地改良区 19条5項認証

高平第4工区 兵庫県 有 高平土地改良区 19条5項認証

高平第5工区 兵庫県 有 高平土地改良区 19条5項認証

高平第6工区 兵庫県 有 高平土地改良区 19条5項認証

高平第7工区 兵庫県 有 高平土地改良区 19条5項認証

高平第8工区 兵庫県 有 高平土地改良区 19条5項認証



　　　　　　　　三田市　本庄
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

東山第1工区 三田市 平成2年8月24日 有 三田市役所 19条5項認証

東山第2工区 三田市 平成2年8月24日 有 三田市役所 19条5項認証

幡尻地区 幡尻共同施工 平成2年8月24日 有 三田市役所 19条5項認証

大畑地区 三田市 図根点成果簿 三田市役所 一般確定測量

上須磨田工区 武庫川上流土地改良区 有 地元公民館 19条5項認証

下須磨田工区 武庫川上流土地改良区 有 地元公民館 19条5項認証

大畑地区（大田） 三田市 三田市役所 一般確定測量

東山地区（松ノ本工区） 三田市 昭和55年12月16日 一般確定測量

東山地区（垣鼻工区） 三田市 昭和55年12月16日 一般確定測量

長坂地区 長坂地区共同施工 一般確定測量

須磨田地区（幡尻工区） 武庫川上流土地改良区 有 地元公民館 19条5項認証

須磨田地区（曲り工区） 武庫川上流土地改良区 昭和55年12月16日 有 地元公民館 19条5項認証

須磨田地区（大音所工区） 武庫川上流土地改良区 有 地元公民館 19条5項認証

須磨田地区（波田工区） 武庫川上流土地改良区 昭和55年12月16日 有 地元公民館 19条5項認証

須磨田地区（岩倉工区） 武庫川上流土地改良区 昭和55年12月16日 有 地元公民館 19条5項認証

東山地区（日焼田工区） 三田市 一般確定測量

大幡地区（五月田工区） 三田市 図根点成果簿 三田市役所 一般確定測量

洞地区 三田市 昭和62年6月19日 三田市役所 一般確定測量

本庄地区（第1工区） 兵庫県 本庄土地改良区

本庄地区（第2工区） 兵庫県 有 本庄土地改良区 19条5項認証

本庄地区（第3工区） 兵庫県 本庄土地改良区

本庄地区（第4工区） 兵庫県 有 本庄土地改良区 19条5項認証

本庄地区（第5工区） 兵庫県 有 本庄土地改良区 19条5項認証

本庄地区（第6工区） 兵庫県 有 本庄土地改良区 19条5項認証

溝口地区 三田市 平成16年3月30日 有 三田市役所 19条5項認証



　　　　　　　　三田市　藍
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

上相野地区 上相野土地改良区 平成2年8月24日 有 地元公民館 19条5項認証

藍本地区（日出坂工区） 古市土地改良区 一般確定測量

平野地区 平野土地改良区 地元公民館 一般確定測量

下相野地区 三田市 航空測量　信頼性が？ 三田市役所 一般確定測量

西相野地区 三田市 航空測量　信頼性が？ 三田市役所（一部） 一般確定測量

大谷地区 大谷地区共同施工 昭和55年12月16日 有 19条5項認証

大川瀬地区 大川瀬土地改良区 昭和62年6月19日 有 土地改良協会 19条5項認証

藍本庄 藍本庄土地改良区 平成2年8月24日 有 土地改良協会 19条5項認証

下相野上工区 下相野土地改良区 Ｈ14.8.30　三田市　最終地元保管

下相野下工区 下相野土地改良区 Ｈ14.8.30　三田市　最終地元保管



　　　　　　　　三田市　小野
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

小野地区第1工区 小野土地改良区 昭和59年3月30日 有 三田市役所 19条5項認証

小野地区第2工区 小野土地改良区 有 三田市役所 19条5項認証

小野南地区 小野南共同施工

永沢寺地区 三田市永沢寺共同施工 一般確定測量

乙原地区 乙原土地改良区 土地改良協会

母子地区（母子地区） 母子土地改良区 地元

母子地区（永沢寺地区） 母子土地改良区 地元



　　　　　　　　三田　神戸市
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

自疆地区 神戸市自疆土地改良区 三田市役所 一般確定測量



三田市 土地台帳申告書の調査表
様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

相生町 　　　良 　　三田市税務課

藍本、池尻 　　　良 　　三田市税務課

市之瀬、井ノ草、 　　　良 　　三田市税務課

馬渡、永沢寺

駅前町 　　　良 　　三田市税務課

大川瀬、大畑 　　　良 　　三田市税務課

乙原、小野

大原（1～1350） 　　　良 　　三田市税務課

大原（1351～） 　　　良 　　三田市税務課

番下（1～1290） 　　　良 　　三田市税務課

番下（1291～） 　　　良 　　三田市税務課

上相野、上青野 　　　良 　　三田市税務課

上井沢、上内神 　　　良 　　三田市税務課

上槻瀬、上本庄、 　　　良 　　三田市税務課

川原

上深田、貴志 　　　良 　　三田市税務課

加茂、北浦 　　　良 　　三田市税務課

川除 　　　良 　　三田市税務課

桑原（1～1100） 　　　良 　　三田市税務課

桑原（1101～）、 　　　良 　　三田市税務課

木器、下相野

小柿、酒井、 　　　良 　　三田市税務課

下井沢、下深田

三田（1～1000） 　　　良 　　三田市税務課

三田（1001～2800）　　　良 　　三田市税務課

三田（2801～） 　　　良 　　三田市税務課

三田町（1～320） 　　　良 　　三田市税務課



三田市 土地台帳申告書の調査表
様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

三田町（321～）､ 　　　良 　　三田市税務課

下里

沢谷、下内神 　　　良 　　三田市税務課

志手原（1～800） 　　　良 　　三田市税務課

志手原（801～）､ 　　　良 　　三田市税務課

末吉、鈴鹿、

須磨田

下青野、田中 　　　良 　　三田市税務課

下田中、 　　　良 　　三田市税務課

下槻瀬、末（1～700) 　　　良 　　三田市税務課

末（701～） 　　　良 　　三田市税務課

対中町、高次2丁目　　　良 　　三田市税務課

高次、高次1丁目 　　　良 　　三田市税務課

中央町 　　　良 　　三田市税務課

寺村町、十倉 　　　良 　　三田市税務課

天神1,2,3丁目

中内神、中町、 　　　良 　　三田市税務課

長坂、西相野

西野上、

西山２丁目

成谷、東山、 　　　良 　　三田市税務課

広沢、八景町

尼寺､東本庄 　　　良 　　三田市税務課

波豆川、東野上、 　　　良 　　三田市税務課

広野



三田市 土地台帳申告書の調査表
様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

布木、福島、 　　　良 　　三田市税務課

洞、溝口、宮脇、

母子

南が丘１,２丁目、 　　　良 　　三田市税務課

屋敷町、横山町

三輪（1～1290） 　　　良 　　三田市税務課

三輪（1291～）、 　　　良 　　三田市税務課

三輪１丁目

三輪２丁目 　　　良 　　三田市税務課

三輪３,４丁目 　　　良 　　三田市税務課

山田、四ツ辻 　　　良 　　三田市税務課



三田市 土地台帳申告書の調査表
様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

Ｓ36～一元化 相生町 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 藍本、池尻 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 市之瀬、井ノ草、 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

馬渡、永沢寺

Ｓ36～一元化 駅前町 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 大川瀬、大畑 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

乙原、小野

Ｓ36～一元化 大原（1～1350） 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 大原（1351～） 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 番下（1～1290） 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 番下（1291～） 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 上相野、上青野 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 上井沢、上内神 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 上槻瀬、上本庄、 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

川原

Ｓ36～一元化 上深田、貴志 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 加茂、北浦 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 川除 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 桑原（1～1100） 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 桑原（1101～）、 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

木器、下相野

Ｓ36～一元化 小柿、酒井、 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

下井沢、下深田

Ｓ36～一元化 三田（1～1000） 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 三田（1001～2800）　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 三田（2801～） 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 三田町（1～320） 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否



三田市 土地台帳申告書の調査表
様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

Ｓ36～一元化 三田町（321～）､ 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

下里

Ｓ36～一元化 沢谷、下内神 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 志手原（1～800） 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 志手原（801～）､ 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

末吉、鈴鹿、

須磨田

Ｓ36～一元化 下青野、田中 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 下田中、 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 下槻瀬、末（1～700) 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 末（701～） 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 対中町、高次2丁目　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 高次、高次1丁目 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 中央町 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 寺村町、十倉 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

天神1,2,3丁目

Ｓ36～一元化 中内神、中町、 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

長坂、西相野

西野上、

西山２丁目

Ｓ36～一元化 成谷、東山、 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

広沢、八景町

Ｓ36～一元化 尼寺､東本庄 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 波豆川、東野上、 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

広野



三田市 土地台帳申告書の調査表
様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

Ｓ36～一元化 布木、福島、 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

洞、溝口、宮脇、

母子

Ｓ36～一元化 南が丘１,２丁目、 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

屋敷町、横山町

Ｓ36～一元化 三輪（1～1290） 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 三輪（1291～）、 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

三輪１丁目

Ｓ36～一元化 三輪２丁目 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 三輪３,４丁目 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否

Ｓ36～一元化 山田、四ツ辻 　　　良 　　三田出張所 　　　　　否



市町名；猪名川町 　　　　【様式　　1】

　　　　　　　兵庫県における地図・台帳等制度の沿革

資料の
有　無

明治８年頃

明治11年頃

明治11年頃

明治21年頃

字限図

地籍図

一村限図

改租図

西畑、鎌倉
　東多田、柳谷

地籍編製事業

天保14年 絵図

西畑、杉生
仁頂寺　　

布達・制度等
の 名 称

延宝５年 延宝巡見村絵図

年　月　日 資料の種類 所官庁  資料の保有場所

明治６年７月
地租改正条例

地押調査

公図

公図

公図

内務省乙第84号

明治10年6月
兵庫県布達丙第87号



市町名；川辺郡 　【様式　2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県における改租図・更正図作成時期

明治　年
 作成区分

伊丹市 　作成時期不明
堀池村 公図
伊丹市 　作成時期不明
野間 公図

伊丹市 　作成時期不明
天津村 公図
川西市 〇 　明治８年６月

久代新田村 公図,字限図

川西市 〇 　明治１１年９月

西畦野村 公図

猪名川町 〇 　明治２３年４月

万善村 公図

猪名川町 〇 　明治２１年３月

上野村 公図

耕地部分

8 9 10

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

11 12 13 14 21 2215 16 17 18 調　査　資　料

山林部分

耕地部分

山林部分

23 24 25 2619 20

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分
山林部分

地区名

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分

山林部分

耕地部分



　　　　　　　　猪名川町
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

土地改良総合整備事業(区画整理) 猪名川町 平成元年 ○ 猪名川町農林商工課 阿古谷

土地改良総合整備事業(区画整理) 猪名川町 平成５年 ○ 猪名川町農林商工課 槻並

新農業構造改善 猪名川町 昭和６３年 ○ 猪名川町農林商工課 猪名川

地域改善対策 猪名川町 昭和５７年 ○ 猪名川町農林商工課 上阿古谷

土地改良総合整備事業(区画整理) 猪名川町 平成９年 ○ 猪名川町農林商工課 柏原

中山間地域総合整備 猪名川町 平成９年 ○ 猪名川町農林商工課 柏原

基盤整備事業 猪名川町 平成１７年 ○ 猪名川町農林商工課 西畑

基盤整備事業 猪名川町 平成１９年(予定) ○ 猪名川町農林商工課 笹尾



　　　　市町名；猪名川町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 閲覧の可否 備考

S33～一元化 猪名川町 良 伊丹支局 可

S3～一元化 猪名川町 良 伊丹支局 可
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