
１　雑種地・原野　６件

No. 名称 代表地番

1 旧丹生川東小学校 丹生川町白井150

2 丹生川ダム周辺普通財産（原野） 丹生川町折敷地2603-1

3 清見造成地（企業誘致候補地） 清見町牧ヶ洞4418-4

4 旧中の島キャンプ場 清見町福寄1454-1

5 観光牧場（舟山）跡地 久々野町無数河4252-1

6 飛騨川企業誘致候補地 久々野町久々野2540-35

２　山林 　(分収林等を除く)　２８件

No. 名称 代表地番

7 市有林（石浦町） 石浦町3309

8 市有林（新宮町） 新宮町4771

9 市有林（八日町） 八日町1912

10 市有林（塩屋町本洞・保安林） 塩屋町1078

11 市有林（塩屋町） 塩屋町299-2

12 市有林（大島町下り谷・保安林）広域農道敷地 大島町186-3

13 市有林（根方） 丹生川町根方832

14 市有林（瓜田） 丹生川町瓜田1095

15 市有林（町方） 丹生川町町方3626

16 市有林（下保） 丹生川町下保1456-1

17 市有林（大萱） 丹生川町大萱1679

18 丹生川ダム周辺普通財産（山林） 丹生川町折敷地2555-2

19 市有林（三之瀬） 丹生川町三之瀬152-1

20 市有林（牧ヶ洞・清見造成地市道向） 清見町牧ヶ洞4415

21 市有林（牧ヶ洞・清見造成地裏） 清見町牧ヶ洞4438

22 市有林（牧ヶ洞） 清見町牧ヶ洞4444-5

23 市有林（無数河） 久々野町無数河4087

24 市有林（旧久々野学校林） 久々野町久々野2325-1

一定の要件を満たす市有地の一覧（普通財産）

普通財産　…市の財産のうち、行政上の目的を持たないもの 別紙３ 
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25 市有林（引下・保安林） 久々野町引下823-1

26 市有林（甲水ヤ尾） 朝日町甲2134-1

27 市有林（甲五郎左エ門畑） 朝日町甲2135-1

28 スキー場跡地(山林) 朝日町万石1032-2

29 市有林（上ヶ見） 朝日町上ヶ見380-3

30 青少年の森（保安林） 国府町瓜巣1098-7

31 市有林(宇津江・保安林） 国府町宇津江3252-1

32 市有林(宇津江３） 国府町宇津江3299

33 市有林（宇津江４） 国府町宇津江3305-4

34 花本基金関連土地（山林） 国府町広瀬町2673

３　山林（分収林等）　４６件

No. 名称 代表地番

35 公団分収造林（八日町）No.1002 八日町1917

36 公団分収造林（滝町・保安林）No.192 滝町2402

37 公団分収造林（滝町・保安林）No.1757 滝町2405-4

38 明治百年造林（滝町志ん谷・保安林） 滝町2406-1

39 県行造林（岩井町牛首・保安林） 岩井町908-1

40 公団分収造林（岩井町）No.435 岩井町910-2

41 市有林（岩井町大栃原・保安林） 岩井町919-1

42 公団分収造林（岩井町・保安林）No.436 岩井町919-2

43 市有林（大島町下り谷・保安林） 大島町180-1

44 公団分収造林（大島町・保安林）No.275 大島町184-1

45 官行分収造林（日影・保安林） 丹生川町日影363-2

46 市有林（丹生川町日影・保安林） 丹生川町日影365

47 市有林（丹生川町日影） 丹生川町日影429

48 市有林（白井） 丹生川町白井599

49 市有林（折敷地・保安林） 丹生川町折敷地3491

50 市有林（大沼） 丹生川町大沼444-1

51 市有林（森部・保安林） 丹生川町森部1580-1
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52 公団分収造林（森部・保安林）No.553 丹生川町森部1580-2

53 市有林（坂下） 清見町坂下974-1

54 明治百年造林（坂下・山林） 清見町坂下974-2

55 市有林（坂下保安林） 清見町坂下977

56 市有林（夏厩） 清見町夏厩733-10

57 県行分収造林（夏厩・保安林） 清見町夏厩733-39

58 市有林（夏厩保安林） 清見町夏厩735-1

59 明治百年造林（夏厩・保安林） 清見町夏厩735-15

60 公団分収造林（夏厩・保安林）No.1959 清見町夏厩735-20

61 市有林（一之宮） 一之宮町5989-1

62 市有林（一之宮・保安林） 一之宮町6520-1

63 公団分収造林（一之宮・保安林）No.875 一之宮町6626-2

64 公団分収造林（一之宮・保安林）No.1335 一之宮町6691-1

65 森林公社分収林（一之宮・分収林）No.571 一之宮町8001

66 公団分収造林（一之宮・保安林）No.876 一之宮町8025-2

67 県行分収造林（小坊・保安林） 久々野町小坊738-1

68 市有林（有道・保安林） 久々野町有道339-3

69 市有林（有道） 久々野町有道342-1

70 公団分収造林（有道・保安林）No.11（一部官行分収） 久々野町有道342-2

71 県行分収造林（有道） 久々野町有道64-2

72 市有林（立岩） 朝日町立岩1399-1

73 公団分収造林（甲・保安林）No.2066 朝日町甲1968-9

74 県行造林（甲・保安林） 朝日町甲1969

75 市有林（黒川） 朝日町黒川1349-1

76 市有林(瓜巣） 国府町瓜巣1245-1

77 市有林(宇津江２） 国府町宇津江3246

78 公団分収造林（宮地・保安林）No.381 国府町宮地1938-1

79 官行分収造林（国府町宮地・保安林） 国府町宮地1946-1
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80 市有林(宮地・保安林） 国府町宮地1946-21

４　貸付地　１２件

No. 名称 代表地番

81 貸付地 前原町15-1

82 貸付地 岩井町919-1

83 貸付地 丹生川町北方1312-2

84 貸付地 丹生川町細越738-2

85 貸付地 清見町牧ヶ洞3987

86 貸付地 清見町福寄834-1

87 貸付地 一之宮町7846-1

88 貸付地 久々野町久々野1202

89 貸付地 久々野町久々野437

90 貸付地 久々野町有道250-30

91 貸付地 朝日町黒川4-1

92 貸付地 国府町蓑輪547-2
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