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秋田市 秋田市 下北手桜字小堤沢 外 29回-10 平成13年3月31日 △31 住宅地（桜台ニュータウン）
秋田市 下北手 外 31回-3-1 平成15年3月31日 △8 住宅地（桜ヶ丘ひがし団地）
秋田市 豊岩石田坂 31回-3-2 平成15年3月31日 △6 農用地造成
雄和町 椿川字石坂上 31回-4 平成15年3月31日 △2 住宅地（白鳥の丘）
秋田市 大平台 32回-3 平成16年3月31日 △3 住宅地（大平台）
秋田市 飯島字堀川 34回-1 平成18年3月31日 △2 市街化区域拡大に伴う縮小
秋田市 桜二丁目 34回-2 平成18年3月31日 △1 市街化区域拡大に伴う縮小
秋田市 大平台四丁目 外 34回-3 平成18年3月31日 △7 市街化区域拡大に伴う縮小
秋田市 下北手梨平字袖ヶ沢 37回-1 平成21年3月24日 △2 寺院・墓地
秋田市 下北手百崎　外 37回-2 平成21年3月24日 △38 住宅地（南ヶ丘ニュータウン）
秋田市 添川　外 42回-2 平成26年3月4日 △55 市街化区域拡大に伴う縮小
秋田市 下浜羽川 43回-2 平成27年3月20日 △4 道路用地
秋田市 下新城中野 44回-2 平成28年3月25日 △7 工場敷地造成

能代市 能代市 比八田 29回-7-1 平成13年3月31日 5 地域森林計画変更（現況森林）
能代市 浅内字大館沢 外 29回-7-2 平成13年3月31日 △4 廃棄物処理施設
能代市 中沢字蟻台 38回-3 平成22年3月31日 2 地域森林計画変更（現況森林）
二ツ井町 飛根字湯ノ沢 38回-4 平成22年3月31日 8 地域森林計画変更（現況森林）
能代市 天内字白岩前 40回-1 平成24年3月16日 6 地域森林計画変更（現況森林）
二ツ井町 荷上場 44回-1 平成28年3月25日 2 圃場整備

横手市 平鹿町 平鹿町醍醐 36回-8 平成20年3月18日 2 地域森林計画変更（現況森林）
増田町 増田町狙半内字コゴメ台 37回-6 平成21年3月24日 7 地域森林計画変更（現況森林）

横手、増田、平鹿、十文字 38回-2 平成22年3月31日 18215 横手都市計画区域拡大
山内村 山内南沢 38回-6 平成22年3月31日 44 地域森林計画変更（現況森林）
横手市 安本 44回-5 平成28年3月25日 5 安本県自然環境保全地域新設

大館市 田代町 早口字惣太郎岱 30回-5 平成14年3月31日 △1 アスファルトプラント
田代町 岩瀬 32回-1 平成16年3月31日 △16 田代町多世代交流エリア（ｽﾎﾟｰﾂｿﾞｰﾝ）
田代町 岩瀬 32回-2 平成16年3月31日 △5 田代町多世代交流エリア（福祉ｿﾞｰﾝ）
大館市 大森上岱、蟹沢、洞バミ 41回-1 平成25年3月29日 17 大館都市計画区域拡大
大館市 二井山、小鳰ヶ沢、両堤、白沢、橋桁 41回-2 平成25年3月29日 △85 大館都市計画区域縮小
田代町 早口 41回-4 平成25年3月29日 △4 事業場の設置（畜舎）
大館市 花岡町 41回-5 平成25年3月29日 △7 事業場の設置（洗浄土の製品置場）

男鹿市 男鹿市 北浦入道崎 33回-2 平成17年3月24日 5 地域森林計画変更（森林見込）

湯沢市 湯沢市 関口地区 30回-3 平成14年3月31日 △17 用途地域拡大に伴う縮小
湯沢市 岩崎字中雨池 外 31回-9 平成15年3月31日 △2 ゴルフ練習場
雄勝町 桑ヶ崎字金池 37回-7 平成21年3月24日 △3 資材置場
雄勝町 桑ヶ崎字先立坂 37回-8 平成21年3月24日 △2 資材置場
湯沢市 山田字勇ヶ岡 38回-11 平成22年3月31日 △14 公園の整備（雄湯郷ランド）
稲川町 駒形町字八面西笹森 40回-7 平成24年3月16日 △3 一般廃棄物最終処分場

鹿角市 十和田大湯字田代平 30回-4 平成14年3月31日 △8 農用地造成
八幡平字上柳沢 33回-1 平成17年3月24日 23 地域森林計画変更（森林見込）
八幡平字下葛岡 34回-4 平成18年3月31日 31 地域森林計画変更（現況森林）
八幡平字熊沢 36回-6 平成20年3月18日 10 地域森林計画変更（現況森林）
十和田山根字間木ノ平 42回-3 平成26年3月4日 20 地域森林計画変更（現況森林）
八幡平字切留平 42回-4 平成26年3月4日 △8 別荘地
十和田大湯 46回-1 平成30年3月30日 11 再造林

由利本荘市 本荘市 土谷字猿田 29回-12 平成13年3月31日 △4 多目的グラウンド
由利町 町村字西由利原高原 29回-13 平成13年3月31日 104 水源の森整備事業
岩城町 勝手字中瀬 31回-5 平成15年3月31日 △2 住宅地（上新谷住宅団地）
西目町 海士剥字御月森 31回-6-1 平成15年3月31日 △2 特別養護老人ホーム
西目町 出戸字浜山 31回-6-2 平成15年3月31日 △5 住宅地（潮騒の丘ＮＴ）
本荘市 31回-11 平成15年3月31日 11 親川県自然環境保全地域拡張
岩城町 内道川 32回-5 平成16年3月31日 △4 漁港公園
大内町 32回-11 平成16年3月31日 4 加田喜沼県自然環境保全地域指定
本荘市 三川字小山口 外 33回-3 平成17年3月24日 △3 老人福祉施設
岩城町 勝手字烏ケ森 34回-6 平成18年3月31日 △7 病院用地
本荘市 福山字大日沢山 34回-7 平成18年3月31日 △3 資材置場
東由利町 法内字餅田 34回-8 平成18年3月31日 7 地域森林計画変更（現況森林）
本荘市 由利本荘市石脇 35回-1 平成19年3月20日 4 本荘マリーナ公有水面埋立、臨港地区指定
大内町 中俣字向沢 36回-1,2 平成20年3月18日 14 △14 事業所用地（養豚施設）
大内町 小栗山字滝ノ下　外 37回-3 平成21年3月24日 △30 大内ダム
本荘市 赤田 37回-9 平成21年3月24日 115 笹森山県環境保全地域指定
西目町 藤崎字大長根下 38回-7 平成22年3月31日 △1 資材置場
東由利町 舘合字上ノ代 38回-8 平成22年3月31日 △1 工場用地
大内町 三川字払川 38回-9 平成22年3月31日 △2 工業団地
岩城町 岩城勝手字中瀬 39回-6 平成23年3月29日 △2 資材置場
東由利町 田代字深山 40回-3-1 平成24年3月16日 1 地域森林計画変更（現況森林）
東由利町 田代字朴ノ木沢 40回-3-2 平成24年3月16日 2 地域森林計画変更（現況森林）
東由利町 田代字沢中 40回-3-3 平成24年3月16日 2 地域森林計画変更（現況森林）
東由利町 老方字西ノ浜 40回-3-4 平成24年3月16日 1 地域森林計画変更（現況森林）
東由利町 田代字袖山 40回-3-5 平成24年3月16日 6 地域森林計画変更（現況森林）
矢島町 城内 40回-4 平成24年3月16日 △7 放牧場
矢島町 元町 40回-4 平成24年3月16日 30 地域森林計画変更（現況森林）
東由利町 黒渕 43回-1 平成27年3月20日 3 地域森林計画変更（現況森林）

潟上市 天王町 天王字細谷長根 31回-10 平成15年3月31日 3 出戸湿原県環境保全地域指定
昭和町 昭和大久保北野 35回-7 平成19年3月20日 △3 事業所用地(資材置場)
天王町 天王字北野 43回-3 平成27年3月20日 △3 芝生広場
天王町 上北野 44回-4 平成28年3月25日 △8 太陽光発電

大仙市 協和町 船沢字木戸ヶ沢 外 29回-11 平成13年3月31日 △49 ゴルフ場（ラングスゴルフコース）
協和町 協和上淀川字雨池沢 36回-5 平成20年3月18日 △18 県環境保全センター
南外村 矢向 38回-10 平成22年3月31日 △5 一般廃棄物最終処分場

大曲市、中仙町、神岡町 39回-1 平成23年3月29日 2,218 大曲都市計画区域拡大
大曲市 内小友字北太田 39回-8 平成23年3月29日 △2 資材置場
神岡町 神宮寺 44回-4 平成28年3月25日 △2 資材置場
太田町 川口 45回-1 平成29年4月7日 2 地域森林計画変更（現況森林）

北秋田市 鷹巣町 （鷹巣町南部） 29回-1 平成13年3月31日 692 鷹巣都市計画区域拡大
鷹巣町 脇神字タタラノ沢 外 29回-3 平成13年3月31日 △126 大館能代空港
鷹巣町 脇神字タタラノ沢 外 29回-4 平成13年3月31日 △87 大館能代空港
合川町 木戸石字林岱 外 29回-5-1 平成13年3月31日 △6 住宅地（松ヶ丘団地）
合川町 上杉字金沢 29回-5-2 平成13年3月31日 △3 住宅地（大野台駅前団地）
合川町 下杉字上清水沢 29回-5-3 平成13年3月31日 △5 県立北欧の森公園
鷹巣町 栄字洞原沢 外 30回-1 平成14年3月31日 4 団体営草地開発整備事業（放牧場）
森吉町 30回-7 平成14年3月31日 119 森吉山県立自然公園区域拡張
森吉町 米内沢字吉野 外 31回-1 平成15年3月31日 △53 農用地、体育館
森吉町 阿仁前田字惣内 35回-4 平成19年3月20日 △14 事業所用地(養豚団地)
合川町 下杉字上清水沢 39回-5 平成23年3月29日 △2 病院

にかほ市 象潟町 （象潟町西部） 29回-2 平成13年3月31日 93 象潟都市計画区域拡大
金浦町 金浦字唐蚊ノ森 30回-6 平成14年3月31日 △4 金浦小学校、保健センター、夢が丘団地
象潟町 字下浜山 外 31回-7 平成15年3月31日 △21 象潟町北部工業団地
金浦町 金浦字笹森 外 32回-6 平成16年3月31日 △3 工場用地
象潟町 32回-7 平成16年3月31日 12 地域森林計画変更（現況森林）
象潟町 関字焼山 34回-9 平成18年3月31日 11 地域森林計画変更（現況森林）
金浦町 金浦字葡萄森 37回-4 平成21年3月24日 △1 畑地造成

仁賀保、象潟、金浦 38回-1 平成22年3月31日 710 にかほ都市計画区域拡大
金浦町 芹田字長根 39回-3 平成23年3月29日 3 地域森林計画変更（現況森林）

【秋田県土地利用基本計画図の変更】　　現行計画図（平成１３年３月版）作成以降の地域変更状況

地域区分 ※数字は対象面積(ha)

備考市町村 (旧市町村) 変更回 変更年月日所　　在



金浦町 芹田字門脇 39回-4 平成23年3月29日 6 地域森林計画変更（現況森林）
金浦町 金浦字笹森 39回-7 平成23年3月29日 △2 工場用地
象潟町 小砂川字観音森 40回-5-1 平成24年3月16日 1 地域森林計画変更（現況森林）
象潟町 小砂川字観音森 40回-5-2 平成24年3月16日 1 地域森林計画変更（現況森林）
象潟町 大砂川 41回-6 平成25年3月29日 4 地域森林計画変更（現況森林）
金浦町 金浦字笹森 41回-7 平成25年3月29日 △11 下水処理施設、消防施設ほか
象潟町 小砂川字観音森 42回-6 平成26年3月4日 4 地域森林計画変更（現況森林）

金浦 46回-1 平成30年3月30日 △4 太陽光発電事業場

仙北市 田沢湖町 田沢字潟前 31回-8 平成15年3月31日 △1 ハーブガーデン、宿泊施設
角館町 西長野字古米沢 32回-4 平成16年3月31日 △3 墓地及び資材置場
田沢湖町 田沢湖潟字荒沢 36回-7 平成20年3月18日 19 地域森林計画変更（現況森林）
田沢湖町 田沢湖潟字頭無 38回-5 平成22年3月31日 45 地域森林計画変更（現況森林）
田沢湖町 生保内字黒沢野 40回-6 平成24年3月16日 11 地域森林計画変更（現況森林）

小坂町 十和田湖字十和田 29回-6 平成13年3月31日 △2 十和田ホテル（国有林野売払による縮小）
小坂字向 40回-8 平成24年3月16日 △3 残土処理場及び工事用道路

上小阿仁村 沖田面 42回-1 平成26年3月4日 △90 都市計画区域の廃止

藤里町 32回-10 平成16年3月31日 △323 白神山地周辺県立公園再編
大沢 35回-5 平成19年3月20日 △2 農用地利用
大沢字奥滝の沢 40回-2 平成24年3月16日 1 地域森林計画変更（森林見込）

三種町 山本町 東堤沢 29回-8 平成13年3月31日 △2 レジャー施設（テレトラック山本）
琴丘町 鹿渡字金仏 29回-9 平成13年3月31日 △9 琴丘町金仏ふれあい梅林広場
琴丘町 鹿渡字般若台 34回-5 平成18年3月31日 △12 琴丘町総合運動公園
琴丘町 琴丘滝ノ上 35回-2 平成19年3月20日 50 地域森林計画変更（現況森林）
八竜町 八竜大口 35回-6 平成19年3月20日 △1 農用地利用
八竜町 芦崎字太郎沢 外 36回-3 平成20年3月18日 △1 農用地利用
山本町 下岩川字赤川 36回-4 平成20年3月18日 △6 陸上自衛隊射撃場
山本町 下岩川字金山地内 39回-2 平成23年3月29日 30 地域森林計画変更（現況森林）

大口 46回-1 平成30年3月30日 △1 資材置き場
豊岡 46回-1 平成30年3月30日 △2 太陽光発電事業場

八峰町 峰浜村 目名潟字萩岱 31回-2 平成15年3月31日 △2 建設用資材組立工場
八森町 32回-8 平成16年3月31日 71 白神山地周辺県立公園再編
八森町、峰浜村 32回-9 平成16年3月31日 1200 白神山地周辺県立公園再編

五城目町 下山内 30回-2 平成14年3月31日 6 ほ場整備事業
高崎 41回-3 平成25年3月29日 46 用途地域縮小に伴う拡大

美郷町 千畑町 千屋大台野 35回-3 平成19年3月20日 4 地域森林計画変更（現況森林）
千畑町 土崎字上野乙 37回-5 平成21年3月24日 2 地域森林計画変更（現況森林）

羽後町 大倉地区 34回-10 平成18年3月31日 8 地域森林計画変更（森林見込）


