
産業廃棄物に関する指定区域（廃止済産業廃棄物最終処分場）（高松市分を除く）

市町名 町・大字 丁目・字 地　　　　　　番

香産ー１ 平成19年4月13日 坂出市 林田町 字洲鼻前 ２８５１番９９、２８５１番１２１、２８５１番１２２、２８５１番３１６、２８５１番３３０、２８５１番３３１、２８５１番３３２
政令第13条の２
第２号

西分 字畔浦
４８３番１、４８３番３、４８４番４、４８５番１、４８６番１、４８６番２、４８６番３、４８６番４、４８６番５、４８６番６、４８７番１、４８７番２、
４８７番３、４８７番４、４８７番５、４８７番６、４８８番３、４８８番４、５１２番２、５１２番４

西分 字権田谷

乙９１番１、乙９２番１、乙９３番１、乙９８番２、４３１番１、４３１番２、４３１番３、４３１番４、４３３番１、４３３番２、４３３番３、
４３３番４、４３４番１、４３４番２、４３４番３、４３９番１、４３９番２、４３９番３、４４０番４、４４１番１、４４１番２、４４１番３、４４１番４、
４４３番３、４４３番４、４４４番３、４４４番４、４４４番５、４４６番３、４４６番４、４４７番３、４４７番４、４４７番５、４４８番１、４４８番２、
４４８番３、４４９番１、４４９番２、４４９番３、４５０番１、４５０番２、４５０番３、４５０番４、４５１番１、４５１番２、４５５番１、４５６番１、
４５６番２、４５７番１、４５８番1、４５８番２、４５９番１、４５９番２、４５９番３、４６０番３、４６１番３、４７１番４

西分 字堀岡

１０２７番１、１０２７番２、１０２７番３、１０２７番４、１０２７番５、１０２９番、１０３０番、１０８１番、１０８２番３、１０８２番４、
１０８２番５、１０８２番６、１０８２番７、１０８２番８

以上９１筆のそれぞれの地番の全部又は一部

香産ー３ 平成19年4月13日 三豊市 山本町辻 字東側 ７７番１の一部、７７番２の一部、７７番３の一部、１００番１の一部、１００番２、１０２番の一部
政令第13条の２
第１号

香産ー４ 平成19年4月13日 さぬき市 多和 竹屋敷 １４６番３の一部、１９６番１の一部、１９６番２　
政令第13条の２
第１号

香産ー５ 平成19年4月13日 三豊市 高瀬町佐股 字大武連

甲１７１８番、甲１７２３番１、甲１７２３番２、甲１７２３番３、甲１７２３番４、甲１７２４番２、甲１７２８番１、甲１７２８番４、
甲１７２８番５、乙５３７番１、乙５３７番３、乙５３８番２、乙５３８番７、乙５３８番１０、乙５３８番１１

以上１５筆のそれぞれの地番の全部又は一部

政令第13条の２
第１号

香産ー６ 平成19年4月13日
仲多度郡
まんのう町

炭所東 字西ノ谷
３４４２番、３４７１番１、３４７２番１、３４７２番２、３４７２番３、３４７３番、３４７４番１、３４７４番２、３４７５番、３４７６番２、
３４７６番５、３４７６番７、３４７６番８、３４７６番１０、３４７６番１６、３４７６番２１、３４７６番２５の一部、３４７６番２６の一部、
３４７７番、３４７８番、３４８１番２

政令第13条の２
第１号

香産ー７ 平成19年4月13日 三豊市 高瀬町上麻 字善能寺 １８４９番１、１８４９番２、１８４９番３、乙９０３番８、乙９０５番、乙９０６番１、乙９０６番２、乙９０６番８
政令第13条の２
第１号

香産ー８ 平成19年4月13日
木田郡
三木町

大字奥山 字中山 ３２１０番１の一部、３２１１番１の一部
政令第13条の２
第１号

香産ー９ 平成19年4月13日 坂出市 府中町 字新宮 １１１５番１の一部、１１１５番２の一部
政令第13条の２
第１号

香産ー10 平成19年4月13日
小豆郡
小豆島町

池田 字堂ノ奥 ３７２４番の一部、３７３９番、３７４０番、３７４２番の一部、３７４６番、３７４７番の一部、３８２０番の一部
政令第13条の２
第１号

香産ー11 平成20年2月5日 坂出市 林田町 字洲鼻前
２８５１番１、２８５１番４４、２８５１番４５、２８５１番４８、２８５１番５０、２８５１番７６、２８５１番７８、２８５１番９０、２８５１番１１７、
２８５１番１１８、２８５１番１１９、２８５１番１２０、２８５１番１４７、２８５１番１４８、２８５１番２４２、２８５１番２４３、２８５１番３４１

政令第13条の２
第３号ロ

香産ー12 平成20年2月5日 三豊市 高瀬町上麻 字善能寺 乙８９５番１、乙８９５番４、乙８９５番１０、乙８９５番１６、乙８９５番１７、乙８９６番１、１８９０番１、１８９０番２、１８９０番３
政令第13条の２
第１号

香産ー13 平成20年4月1日 坂出市 昭和町 二丁目 ６１１番１７の一部
政令第13条の２
第３号イ

香産ー14 平成20年4月1日 丸亀市 郡家町 字大林下 ３６０４番の一部
政令第13条の２
第３号イ

香産ー15 平成20年4月1日 坂出市 大屋冨町 字満ノ尻 ２５７７番１８、２５７７番１９、３０９１番１０、３０９１番１１、３０９１番１２、３０９１番１３、３０９１番１４、３０９１番１５、３０９１番１６
政令第13条の２
第２号

指定番号 指定年月日

所　　　　在　　　　地

埋立地の区分

香産ー２ 平成19年4月13日
綾歌郡
綾川町

政令第13条の２
第１号
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市町名 町・大字 丁目・字 地　　　　　　番

指定番号 指定年月日

所　　　　在　　　　地

埋立地の区分

長浜 字中尾 乙７９５番の一部

長浜 字カバガ滝
乙８１２番３の一部、乙８１５番３の一部、乙８１６番１の一部、乙８１６番３、乙８１７番１の一部、乙８１７番２、乙８１８番２、
乙８１８番３の一部、乙８１９番の一部、乙８２０番の一部、乙８７０番の一部

吉田 字テ々コゼ 甲１番１、甲１番２

吉田 字川向 乙５６番１、乙５６番６

吉田 字一ノ坪 甲２７０番１

吉田 字姥ケ谷 甲３０２番１の一部、甲３０２番３の一部、甲３０２番１０

香産ー18 平成20年4月1日
小豆郡
土庄町

字猪見山 乙１３６８番１の一部
政令第13条の２
第２号

香産ー19 平成20年4月1日
綾歌郡
宇多津町

字吉田 ４００２番１の一部
政令第13条の２
第２号

西分 字下青井谷

２１７番１、２１７番２、２１８番１、２１８番２、２１８番３、２１８番４、２１８番５、２１８番６、２１８番７、２１８番８、２１８番９、
２１８番１０、２１８番１２、２１８番１３、２１８番１４、２１８番１５、２１８番１６、２１８番１７、２１９番１、２１９番２、２１９番３、
２１９番４、２１９番５、２１９番６、２１９番７、２１９番８、２１９番９、２１９番１０、２１９番１１、２１９番１２、２１９番１３、２１９番１４、
２１９番１５、２１９番１６、２１９番１７、２１９番１８、２１９番１９、２１９番２０、２１９番２１、２２０番１、２２０番２、２２１番１、
２２１番２、２２２番、２２３番、２３１番１、２３１番２、２３１番３、２３１番４、２３２番、２３３番、２３４番、２３５番、２３６番１、
２３６番２、２３７番、２３８番１、２３８番２、２４１番、２４２番１、２４２番２、２４３番、２４４番１、２４４番２、２４９番、２５０番、
２５１番、２５２番１、２５２番２、２５３番、２５４番、２５５番１、２５５番２、２５６番、２５７番、２５９番、２７６番３、乙３９番、
乙４２番１、乙４２番２、乙４２番３、乙４２番４、乙４３番、乙５２番４、乙５３番１、乙５３番２

西分 字青井谷
３５０番１、３５０番２、３５１番、３５２番、３５３番、３５７番１、３５７番２、３５８番１、３５８番２、３５８番３、３５９番、３６０番、
３６１番、３６２番、３８０番１、３８０番２、３８０番３、３８０番４、３８０番５、３８０番６、３８０番７、３８０番８、３８１番１、３８１番２、
３８１番３、３８１番４、３８１番５、３８１番６、３８１番７、３８１番８、乙７８番２、乙８０番

西分 字池浦

１２３４番、１２３５番、１２３６番１、１２３６番２、１２３７番、１２３８番、１２３９番１、１２３９番２、１２４０番、１２４１番、１２４２番、
１２４３番１、１２４３番２、１２４４番、１２４５番１、１２４５番２、１２４６番、１２４７番、１２４８番、１２４９番、１２５０番、１２５１番１、
１２５１番３、１２５１番４、１２５１番５、１２５１番６、１２５１番７、１２５２番１、１２５２番２、１２５２番３、１２５２番４、１２５２番５、
１２５２番６、１２５２番７、１２５２番８、１２５２番９、１２５２番１０、乙３２５番６

西分 字権田谷 ４２７番、４２８番３、４２８番４、４２８番５、４３０番１、４３０番２、４３０番３、４３０番４、乙８４番４、乙９６番１

西分 字土井原
３４７番１、３４７番２、３４７番３、３４７番４、乙６８番３

以上１７１筆のそれぞれの地番の全部又は一部

香産ー21 平成20年10月31日 三豊市 山本町河内 字蟻ノ股 １８６８番１
政令第13条の２
第１号

香産ー22 平成20年10月31日 坂出市 府中町 字笹谷 ６２０３番１の一部
政令第13条の２
第１号

香産ー20 平成20年10月31日
綾歌郡
綾川町

政令第13条の２
第１号

香産ー17 平成20年4月1日
小豆郡
小豆島町

政令第13条の２
第２号

香産ー16 平成20年4月1日
小豆郡
土庄町

政令第13条の２
第２号
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市町名 町・大字 丁目・字 地　　　　　　番

指定番号 指定年月日

所　　　　在　　　　地

埋立地の区分

香産ー23 平成21年2月20日
小豆郡
土庄町

馬越 字丸山 乙１４０番、乙１４１番、乙１４３番２
省令第12条の31
第１号

高瀬町上麻 字桁
乙２５５番４、乙２５５番２５、乙２５５番２６、乙２５５番２８、乙２５５番３０、乙２５５番３６、乙２５５番８３、乙２５５番９１、
乙２５５番９２、乙２５５番９５、乙２５５番９６、乙２５５番９７、乙２５５番９８、乙２５５番９９、乙２５５番１００、乙２５５番１０１、
乙２５５番１０２、乙２５５番１０３、乙２５５番１０９、乙２５５番１１０、乙２５５番１１１、乙２５５番１１２、乙２５５番１１３

高瀬町上麻 字池ノ谷
１１４４番１、１１４４番２、１１４４番３、１１４４番４

以上２７筆のそれぞれの地番の全部又は一部

香産ー25 平成21年2月20日 さぬき市 鴨庄 字大人 ４２５９番１の一部
省令第12条の31
第１号

香産ー26 平成21年2月20日
小豆郡
土庄町

豊島唐櫃 字栄山 ２８７４番２
省令第12条の31
第１号

香産ー27 平成21年2月20日 さぬき市 鴨庄 字野田 ４１８９番、４１９０番、４１９１番、４１９２番、４１９３番、４１９４番１、４１９４番２、４１９６番
省令第12条の31
第１号

香産ー28 平成21年2月20日
綾歌郡
綾川町

西分 字大行 乙２７９番１５の一部
省令第12条の31
第１号

山田下 字阿部

７９３番１、７９４番３、７９５番３、７９６番５、７９７番４、７９９番、８００番１、８０２番４、８０８番８、８１０番４、８１２番１、８１２番２、
８１３番、８１４番１、８１４番２、８１４番３、８１５番、８１７番、８１８番１、８１９番４、８２０番１、８２０番２、８２２番、８２４番４、
８２５番１、８２６番３、８２７番３、８２７番４、８２７番５、８３０番４、８３１番２、８３３番１、８３３番２、８３３番４、８３５番１、８３５番２、
８３８番２、８３９番１、８３９番２、８４０番３、８４７番１、８４７番２、８４８番３

山田下 字箱谷

８４９番、８５０番１，８５０番２、８５０番３、８５０番４、８５１番１、８５１番２、８５１番３、８５１番４、８５１番５、８５２番１、８５２番２、
８５２番３、８５２番４、８５６番３、８５６番４、８５７番、８５８番１、８５８番２、８５８番３、８５８番４、８６０番１、８６０番３、８６１番１、
８６１番２、８６１番３、８６２番２、８６２番４、８６３番６、８６３番７、８６４番、８６５番５、８６５番６、８６７番５、８８７番２、８８７番５、
８８９番４、８９１番１、８９１番２、８９３番１、８９３番２、８９３番３、８９３番４、８９３番５、８９７番３、８９７番４、８９８番４、８９９番、
９００番２、９００番３、９００番４、９０１番１の一部、９０１番３、９０１番４の一部、９０２番１、９０２番２、９０２番３、９０３番４、
９０４番１、９０４番２、９０４番３、９０４番４、９１２番１、９１４番４、９１８番３、９１９番４

以上１０９筆のそれぞれの地番の全部又は一部

香産ー30 平成21年2月20日
綾歌郡
綾川町

滝宮 字岡ノ御堂 １０３７番１、１０３７番２、１０６５番２、１０６５番３
省令第12条の31
第１号

香産ー31 平成21年2月20日
綾歌郡
綾川町

陶 字井上

５２７９番、５２８７番、５２９８番、５２９９番、５３００番、５３０１番、５３０３番、５３１０番、５３１５番、５３７０番１８、５３７０番１９、
５３７０番２１、５３７１番１６、５３７１番２１

以上１４筆のそれぞれの地番の全部又は一部

省令第12条の31
第１号

高瀬町上麻 字岩瀬 ５５７番１、５５７番４、５５７番５、５５９番４、５６３番２、５６３番６，５６３番１４

高瀬町上麻 字馬鍬
乙２６番４、乙２８番４、乙２９番６、乙２９番７、乙２９番３８、乙２９番３９、乙２９番４０

以上１４筆のそれぞれの地番の全部又は一部

香産ー33 平成21年2月20日 三豊市 仁尾町仁尾 字北草木
庚５２５番１、庚５２５番２、庚５２６番１、庚５２６番１８、庚５２８番１、庚５２８番３

以上６筆のそれぞれの地番の全部又は一部

省令第12条の31
第１号

香産ー34 平成21年2月20日 観音寺市 大野原町萩原 字大谷 乙３３３番２２、乙３３３番２４、乙３３３番２５
省令第12条の31
第１号

香産ー32 平成21年2月20日 三豊市
省令第12条の31
第１号

香産ー29 平成21年2月20日
綾歌郡
綾川町

省令第12条の31
第１号

香産ー24 平成21年2月20日 三豊市
省令第12条の31
第１号

3



市町名 町・大字 丁目・字 地　　　　　　番

指定番号 指定年月日

所　　　　在　　　　地

埋立地の区分

香産ー35 平成21年2月20日
綾歌郡
綾川町

陶 字重清

６１４９番、６１５０番、６１５３番、６１６１番２、６１６６番、６１６７番、６１６９番、６１７３番１、６１７３番２、６１７３番３、６１７４番、
６１７５番、６１８３番１、６１８６番、６１８８番、６１９２番９、６１９２番１２、６１９２番１３、６１９２番１５、６１９２番１７、６１９３番１８，
６１９３番２１、６１９３番２２、６１９３番２３、６１９３番２４、６１９３番２７、６１９３番２８、６１９４番、６１９５番１、６１９５番２、
６１９５番３

以上３１筆のそれぞれの地番の全部又は一部

省令第12条の31
第１号

大字田中 字茶臼

２１５０番、２１５２番、２１５５番、２１５６番、２１６０番、２１６３番、２１７０番、２１７４番、２１８０番３、２１８０番１０、２１８０番１１、
２１８０番１２、２１８０番１８、２１８０番２０、２１８０番２２、２１８０番２３、２１８０番２４、２１８０番２５、２１８０番２６、２１８０番２７、
２１８０番２８、２１８０番３２、２１８０番３５、２１８０番３７、２１８２番２、２１８２番６、２１８２番７、２１８２番８、２１８２番１３、
２１８２番１４、２１８２番１５、２１８２番１６、２１８２番２１、２１８２番２２、２１８２番２３、２１８２番２４、２１８２番２８、２１８２番３１、
２１８２番３２、２１８２番３６、２１８２番３７、２１８２番３８、２１８２番３９、２１８２番４０、２２１０番、２２１２番、２２２０番、２２２２番、
２２２４番１、２２２４番２、２２２６番、２２５０番、２２５１番１、２２５１番２、２２５２番、２２６４番、２２６６番、２２８３番、２２８５番、
２３０２番、２３０４番、２３１１番、２３１５番、２３１８番、２３２０番、２３２２番、２３２４番、２３２６番、２３２８番、２３３０番、
２３３８番、２３４０番、２３４２番、２３４４番、２３４６番、２３５０番１、２３５１番、２３５３番、２３５７番、２４０１番、２４０３番、
２４０５番１、２４０５番２、２４０６番、２４０８番、２４０９番、２４３１番、２４３９番、２４５８番、２４５９番、２４６２番

大字田中 字西谷
２４７０番、２４７２番、２４７４番、２４７６番、２４８０番１、２４８０番２、２４８２番、２４８４番、２５００番１、２５００番２、２５００番３、
２５００番４、２５００番５、２５００番６、２５００番７、２５００番８、２５０３番１、２５０３番２、２５０８番１、２５０８番３、２５０８番５、
２５０８番１０、２５１０番、２５１２番、２５１４番、２５１６番１、２５１６番２、２５３２番、２５３４番

大字田中 字北高原
３０４０番１、３０４０番２

以上１２２筆のそれぞれの地番の全部又は一部

大字田中 字北高原
３２２８番、３２３１番、３２３９番３、３２３９番４、３２４２番１、３２４３番、３２４４番、３２４５番、３２４７番、３２４８番、３２５０番、
３２６５番、３２７０番、３２７５番１、３２７５番２、３２７８番、３２８０番１、３２８０番２、３２８１番、３２８２番、３２９１番３、３２９１番８、
３２９１番９、３２９１番１０、３２９１番１１、３２９１番１２、３２９２番７、３２９２番１１、３２９２番１２、３２９２番１３、３２９２番１６

大字田中 字南高原
３３０１番、３３０２番、３３０３番、３３０４番、３３０５番１、３３０５番２、３３０６番、３３１１番、３３１２番、３４１２番５、３４１３番６

以上４２筆のそれぞれの地番の全部又は一部

香産ー38 平成21年3月27日
綾歌郡
綾川町

滝宮 字松崎上

２６２１番１、２６２２番１、２６２３番２、２６２３番５、２６２３番９、２６２３番１０、２６２３番１１、２６２３番１２、２６２３番１７、
２６２３番１９、２６２３番２４、２６２５番１１、２６２５番１５、２６２５番１９、２６２５番３１、２６２５番３２、２６２５番３３、２６２５番３４、
２６２５番３５、２６２５番３６、２６５２番１、２６５２番８、２６５２番９

以上２３筆のそれぞれの地番の全部又は一部

省令第12条の31
第１号

香産ー39 平成21年3月27日
綾歌郡
綾川町

滝宮 字松崎上

２５２５番１、２５２５番４、２５２６番４、２５２６番５、２５２６番６、２５２６番７、２５２６番８、２５２６番１３、２５２６番１７、２５５２番１、
２５５２番３、２５５６番、２５５７番２、２５６２番、２５６３番、２５６４番１、２５６４番２、２５６５番、２５６６番１、２５６６番２、２５６７番

以上２１筆のそれぞれの地番の全部又は一部

省令第12条の31
第１号

香産ー40 平成21年3月27日 さぬき市 志度 字赤馬崎 ２０２０番４の一部
省令第12条の31
第１号

香産ー41 平成21年3月27日 坂出市 府中町 字榿谷

１７７０番２、１８３３番２、１８３３番４、１８３５番１、１８３５番２、１８３６番、１８３７番３、１８３７番４、１８３７番５、１８３７番６、
１８４１番、１８４２番１、１８４３番２、１８４４番１、甲１８５１番４、乙１８４０番、乙１８４３番２

以上１７筆のそれぞれの地番の全部又は一部

省令第12条の31
第１号

香産ー42 平成21年3月27日 坂出市 府中町 字笹谷 ６２０８番２の一部、６２１０番２の一部
省令第12条の31
第１号

香産ー37 平成21年2月20日
木田郡
三木町

省令第12条の31
第１号

香産ー36 平成21年2月20日
木田郡
三木町

省令第12条の31
第１号

4



市町名 町・大字 丁目・字 地　　　　　　番

指定番号 指定年月日

所　　　　在　　　　地

埋立地の区分

香産ー43 平成21年3月27日
綾歌郡
綾川町

山田上 字上鎌手

甲５７５番４、甲５７６番２、甲５７６番３、甲５７７番１、甲５７７番２、甲５７８番１、甲５７８番２、甲５７８番３、乙１１９番２、
乙１１９番４、乙１１９番５、乙１２０番１、乙１２０番２、乙１２０番４、乙１２０番５、乙１２０番６、乙１２０番７、乙１２０番８、
乙１２０番９、乙１２０番１０、乙１２０番１１、乙１２２番２、乙１２２番４

以上２３筆のそれぞれの地番の全部又は一部

省令第12条の31
第１号

香産ー44 平成21年3月27日 坂出市 沙弥島 字南通 ２２４番１の一部、２２４番１３の一部
省令第12条の31
第１号

香産ー45 平成21年3月27日
綾歌郡
綾川町

千疋 字土橋竹谷 １３８６番２、１３８７番２、４３４５番１の一部、４３４５番５
省令第12条の31
第１号

香産ー46 平成21年3月27日 観音寺市 瀬戸町 四丁目
甲４１２４番１、甲４１２４番５、甲４１２４番６、甲４１２４番７、甲４１２４番９、甲４１２４番１０、甲４１２４番１１、甲４１２４番１２、
甲４１２４番１３、甲４１２４番１４、甲４１２４番１５、甲４１２４番１６

省令第12条の31
第１号

香産ー47 平成21年3月27日
綾歌郡
綾川町

山田下 字四十八

９２４番１、９２４番２、９２４番３、９２６番、９２８番２、９２８番３、９３０番２、９３０番３、９３４番、９３５番２、９３７番１、９３７番２、
９３７番３、９３７番４、９３７番５、９３８番、９３９番１、９３９番２、９４０番１

以上１９筆のそれぞれの地番の全部又は一部

省令第12条の31
第１号

香産ー48 平成21年3月27日 さぬき市 鴨庄 字姥ケ谷 ４４７２番６の一部、４４７２番８の一部
省令第12条の31
第１号

鴨庄 字大人
４２９６番１、４３０４番４、４３０５番１、４３０５番２、４３０７番、４３０８番１、４３０８番３、４３１０番、４６１０番１、４６１０番１７、
４６１０番１８、４６１０番２０、４６１０番４９、４６１０番５０、４６１０番５１

鴨庄 字神明谷
４３１１番、４３１６番１

以上１７筆のそれぞれの地番の全部又は一部

香産ー50 平成21年3月27日
綾歌郡
綾川町

山田下 字秋野
２６７０番１、２６７２番１、２６７２番６、２６７２番７、２６７２番８、２６７４番１、２６７４番６、２６７４番１０

以上８筆のそれぞれの地番の全部又は一部

省令第12条の31
第１号

香産ー51 平成21年3月27日 さぬき市 津田町津田 字御座田 ５０５番１の一部
省令第12条の31
第１号

香産ー52 平成21年3月27日 坂出市 林田町 字滝新開 ４２６５番２の一部
省令第12条の31
第１号

香産ー53 平成21年3月27日
仲多度郡
まんのう町

岸上 字池下 １７３０番７０の一部
省令第12条の31
第１号

仲多度郡
まんのう町

羽間 字羽間 ２９１２番１の一部、２９１４番１の一部

丸亀市 綾歌町岡田西 字滝ノ鼻 ２３２２番１の一部

香産ー55 平成22年3月5日 坂出市 番の州町 １２番４の一部
政令第13条の２
第１号

香産ー56 平成22年3月5日 三豊市 高瀬町佐股 字大武連

甲１６５５番２の一部、甲１６５６番１、甲１６５６番２の一部、甲１６５６番３の一部、甲１６６０番、甲１６６１番１、
甲１６６２番の一部、甲１６６３番、甲１６６４番１の一部、甲１６６４番２、甲１６６４番３、甲１６６４番４の一部、甲１６６４番５、
甲１６６４番６、甲１６６４番８、甲１６６５番１、甲１６６５番２、甲１６６５番３、甲１６６５番４、甲１６６５番５、甲１６６５番６、
甲１６６５番７、甲１６６５番８、甲１６６５番９、甲１６６６番の一部、甲１６７３番の一部、甲１６７４番の一部、甲１６７５番１の一部、
乙５５９番１の一部、乙５５９番３の一部、乙５６０番の一部

政令第13条の２
第１号

香産ー57 平成22年3月5日
仲多度郡
琴平町

五條 字郷見 １０２２番１の一部
政令第13条の２
第１号

香産ー54 平成22年3月5日
政令第13条の２
第１号

香産ー49 平成21年3月27日 さぬき市
省令第12条の31
第１号

5



市町名 町・大字 丁目・字 地　　　　　　番

指定番号 指定年月日

所　　　　在　　　　地

埋立地の区分

香産ー58 平成23年2月22日
綾歌郡
綾川町

山田下 字鳶安

５４３番１１、５４８番６、５４８番７、５６２番６、５６２番７、５６２番８、５６２番１６、５８５番７、５９３番３の一部、５９３番４の一部、
５９３番５、５９３番６、５９７番８、５９７番９、６０１番１、６０６番１２、６０８番１、６０８番３、６０８番５、６４７番１、６４７番７の一部、
６４７番８、６４７番１０の一部、６４７番１１、６４７番１２、６４７番１３、６４７番１６、６５０番１の一部、６５８番１１、６６１番２の一部、
６６１番３、６７２番２、６７７番２、６８４番６、６８４番９の一部、６８４番１１の一部、６８５番１の一部、６８５番６、６８５番７、
６８５番１６の一部、６８５番１７、６８７番１の一部、６８７番５の一部、６９３番１の一部、６９３番３の一部、７０３番４、
７０４番２の一部、７０４番４、７０４番１０、７０４番１２、７０５番１、７０５番２、７０５番３、７０５番７、７０５番８、７０５番９、
７０５番１０、７０５番１２の一部、７０５番１３の一部、７０５番１４、７０５番１５、７０５番１７、７０５番１８、７０５番２０の一部、
７０６番１、７０６番６、７０６番７、７１３番１、７１４番の一部、７１５番１の一部、７１５番２の一部、７１５番３の一部、
７１５番４の一部、７１８番１の一部、７１８番３、７１８番５、７１８番６、７１８番７、７１８番８、７１８番９、７１９番２の一部、
７１９番４、乙７２１番１の一部、乙７２１番４、７２２番４、７２２番５

政令第13条の２
第１号

香産ー59 平成23年12月9日 さぬき市 前山 字二股 ２７１番の一部、２７５番の一部
政令第13条の２
第１号

高瀬町佐股 字大谷
甲５６８番１、甲５６９番の一部、甲５７１番１、甲５７２番、甲５７２番２の一部、甲５７２番３、甲５７３番、甲５７４番、甲５７５番、
甲５７６番、甲５７７番、甲５７８番１、甲５７９番、乙２１９番２３

高瀬町佐股 字奥ノ谷
乙２１９番６、乙２１９番７、乙２１９番８、乙２１９番１６、乙２１９番１７、乙２１９番１８、乙２１９番２２の一部、乙２２２番４の一部、
乙２２４番の一部、乙２２５番、乙２３２番３の一部、乙２３２番４の一部、乙２３２番１３の一部

香産ー61 平成25年5月31日 三豊市 高瀬町佐股 字青池 乙１８６番５４の一部、乙１８６番１９６の一部、乙１８６番２４９の一部、乙１８６番２５０の一部、乙１８６番２５４
政令第13条の２
第１号

香産ー62 平成25年5月31日 三豊市 財田町財田中 字一階 ５１９９番１の一部、５１９９番４の一部、５１９９番２４の一部
政令第13条の２
第１号

香産ー63 平成27年2月20日 三豊市 財田町財田中 字余境寺
４５８７番の一部、４５８７番２の一部、４５８８番、４５８９番、４５９０番の一部、４５９０番２の一部、５４２８番の一部、
５４３０番の一部、５４３４番の一部及び５４３５番の一部

政令第13条の２
第１号

香産ー64 平成27年6月23日 三豊市 財田町財田上 字暗尾 ７５６９番１の一部
政令第13条の２
第１号

香産ー65 平成28年12月9日 坂出市 林田町 字大番北 ４２８６番１の一部、４２８６番４の一部、４２８６番５の一部及び４２８６番７の一部
政令第13条の２
第１号

高瀬町羽方 字藤前
２０７２番の一部、２０７３番、２０７４番、２０７５番１、２０７５番２、２０７６番１の一部、２０７７番１の一部、２０７７番２の一部、
２０７９番、２０８０番、２７１３番１の一部、２７１３番２の一部、２７１３番３の一部及び２７１４番１の一部

高瀬町佐股 字八田 甲１９４１番６の一部、甲１９６３番７、乙４９８番の一部、乙５２９番９の一部及び乙５２９番１０の一部

香産ー67 平成30年11月16日
綾歌郡
綾川町

東分 字宮地
甲１９９４番２の一部、甲１９９６番５の一部、甲１９９６番７の一部、甲１９９６番１０の一部、甲２００６番１、甲２００６番２の一部、
甲２００６番３、甲２００７番１、甲２００７番２、甲２００７番３、甲２００７番４、甲２００８番１の一部、甲２０１２番の一部、
甲２０１３番、乙４１２番４

政令第13条の２
第１号

香産ー68 令和元年5月31日
綾歌郡
綾川町

枌所東 字西下和田
８６７番８の一部、８６７番１４の一部、８６７番２１の一部、８６７番２２の一部、８６７番２５、８６７番２８の一部、８７０番、
８７１番の一部、８７２番、８７３番の一部、８７３番２の一部及び８７４番３の一部

政令第13条の２
第１号

香産ー69 令和元年7月26日
木田郡
三木町

大字奥山 字広野 １９６６番、１９６７番、３１２７番の一部及び３１３２番３の一部
政令第13条の２
第１号

備　考 １　所在地は、令和３年１０月２０日現在において有効な地番とする。ただし、「香産ー30」については産業廃棄物最終処分場設置届け出時の地番であるため、図面などの詳細なことについては

　廃棄物対策課担当者までお問い合わせください。

２　埋立地の区分の欄中「政令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）をいう。

３　埋立地の区分の欄中「省令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）をいう。

香産ー66 平成29年12月15日 三豊市
政令第13条の２
第１号

香産ー60 平成25年5月31日 三豊市
政令第13条の２
第１号
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