
農地情報（館林市）

番号 地目 面積(㎡）
基盤整備
の有無

備考

1 大島町 上八ツ島 畑 1,041 未整備

2 大島町 下八ッ島 畑 1,028 整備済

3 大島町 下八ッ島 畑 548 整備済

4 大島町 下八ッ島 畑 958 整備済

5 大島町 寄居 田 319 整備済

6 大島町 寄居 田 20 整備済

7 大島町 太ノ田 田 635 整備済

8 大島町 上八ッ島 畑 401 整備済

9 大島町 上八ッ島 畑 241 整備済

10 大島町 寄居 田 567 整備済

11 大島町 寄居 田 347 整備済

12 青柳町 鹿島道南 畑 1,352 未整備

13 青柳町 鹿島道南 畑 224 未整備

14 青柳町 沼通 田 1,144 整備済

15 日向町 稲荷前 田 866 整備済

16 大島町 本郷 田 1,365 整備済

17 野辺町 畑 836 未整備

18 手塚町 神明 田 297 整備済

19 手塚町 神明 田 446 整備済

20 大島町 三本木 畑 581 整備済

22 大島町 西街道 畑 520 整備済

23 大島町 西街道 畑 939 整備済

24 大島町 西街道 畑 939 整備済

25 大島町 山王 畑 175 未整備

所在・地番
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26 大島町 三本木 田 1,165 整備済

27 大島町 三本木 畑 576 整備済

28 大島町 三本木 畑 323 整備済

29 大島町 西街道 田 604 整備済

30 千塚町 神明 畑 1,656 整備済

31 当郷町 草倉 田 1,348 整備済

33 赤生田本町 下北田 畑 1,464 未整備

34 赤生田本町 下北田 畑 297 未整備

35 赤生田本町 下北田 畑 413 未整備

36 上赤生田町 館道 畑 1,517 未整備
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37 当郷町 道祖神 99 畑 1,016

38 田谷町 大堺 101-2 雑種地 495

39 成島町 子々ケ崎 1198-1 畑 288

40 成島町 子々ケ崎 1204-1 畑 455

41 楠町 陣谷 3714 畑 1,180

42 楠町 陣谷 3715 畑 644

43 楠町 陣谷 3716 畑 608

44 赤生田本町 南 1366 畑 469

45 諏訪町 宮田 1140 畑 155

46 赤生田本町 大林 2519-1 畑 218

47 赤生田本町 大林 2520 畑 171

48 赤生田本町 大林 2536 畑 261

49 赤生田本町 大林 2538 畑 472

50 赤生田本町 大林 2541 畑 330

51 大新田町 広内 1566-1 田 1,128

52 上三林町 雷電 1365 畑 634

53 岡野町 田城シ 797-1 田 1,043

54 赤生田町 山田 731 畑 790

55 日向町 稲荷前 1462-1 畑 432

56 日向町 稲荷前 1462-2 畑 432

57 赤生田町 子の神 2256-1 畑 730

58 赤生田町 子の神 2256-2 田 251

59 当郷町 行人塚 1544-2 畑 765

60 成島町 諏訪北 362-2 畑 155

所在・地番
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61 足次町 石井神 682-1 田 230

62 足次町 石井神 682-4 田 500

63 当郷町 道神塚 1899 畑 3,296

64 小桑原町 出戸 1239 畑 1,196

65 足次町 宮東 489-1 畑 1,068

66 岡野町 間々下 704 畑 846

67 楠町 3796 畑 1,507

68 楠町 3801 畑 1,530


