
農地情報（高崎市）

番号 地目 面積(㎡）
基盤整備
の有無

備考

1 引間町 北谷 599 畑 857 整備済

6 吉井町矢田 相ノ田 23-1 田 846 未整備

7 吉井町矢田 相ノ田 24-2 田 42 未整備

9 金古町 如来 723-1 畑 608 整備済

10 北原町 国分境 221 畑 1,014 未整備

11 新保田中町 鳥羽 728-1 田 728 未整備

14 高浜町 見立 1737-2 畑 1,859 未整備

15 棟高町 車久保 1675-155 田 971 未整備

16 棟高町 車久保 1675-156 田 971 未整備

25 菅谷町 三社免 77-27 畑 970 整備済

30 宮沢町 東原 734 畑 4,578 整備済

31 宮沢町 東原 757 畑 1,661 整備済

32 引間町 花園 91-1 畑 422 未整備

33 引間町 花園 91-7 畑 643 未整備

34 後疋間町 薬師 1 畑 564 整備済

35 後疋間町 薬師 2 畑 2,156 整備済

36 山名町 清水口 164-1 田 2,238 整備済

37 山名町 服部 671-1 田 1,263 整備済

38 山名町 稲荷森 1026 田 1,471 整備済

40 足門町 金井沢 1297-4 畑 1,220 未整備

41 足門町 金井沢 1369-1 畑 1,417 未整備

42 足門町 東屋敷間 974-1 畑 801 未整備

43 足門町 東屋敷間 948 畑 373 未整備

44 金古町 如来 647-1 畑 1,334 整備済

所在・地番



農地情報（高崎市）

番号 地目 面積(㎡）
基盤整備
の有無

備考所在・地番

45 足門町 金井沢 1335 畑 1,919 整備済

47 足門町 金井沢 1338-1 畑 1,643 整備済

48 足門町 中反保 1186-1 田 811 整備済

49 足門町 中反保 1186-6 田 40 整備済

50 足門町 中反保 1186-3 田 520 整備済

51 足門町 中反保 1186-4 田 317 整備済

52 足門町 中反保 1186-5 田 21 整備済

53 金古町 如来 729-1 畑 1,675 整備済

54 足門町 春名原 221-1 畑 994 未整備

55 足門町 金井沢 1384-1 畑 455 未整備

61 引間町 六石 1318-1 田 1,018 整備済

62 引間町 六石 1319 田 1,064 整備済

63 引間町 六石 1320 田 1,064 整備済

64 引間町 六石 1328-1 田 675 整備済

65 保渡田町 薬師前 1861 畑 1,033 整備済

66 吉井町木暮 葭井戸 729-3 畑 130 未整備

69 寺尾町 下川原 田 4,030 整備済

70 根小屋町 十王堂 田 307 整備済

71 根小屋町 梶ヶ原 田 1,101 整備済

72 箕郷町 矢原八幡 畑 674 整備済

73 箕郷町 矢原八幡 畑 1,072 整備済

74 箕郷町 西明屋松原 畑 1,415 整備済

75 日高町 道木添 田 60 整備済

76 日高町 道木添 田 205 整備済
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77 吉井町 黒熊 畑 964 整備済

78 吉井町 黒熊 畑 1,219 整備済

79 山名町 福言寺 田 1,999 整備済

80 山名町 蟹沢 田 1,056 整備済

81 山名町 蟹沢 田 724 整備済

82 吉井町 小串東山下 田 1,122 整備済

83 吉井町 黒熊天神 田 709 整備済

84 吉井町 黒熊八反原 畑 1,974 整備済

85 北原町 村北　　 田 2,505 整備済

86 菊地町 上ノ前 田 2,138 整備済

87 京目町 稲荷前 畑 1,991 整備済

88 引間町 永正庵 畑 1,519 整備済

89 東国府町 村北 田 293 未整備

90 西国分町 薬師廻り 田 640 未整備

91 西国分町 薬師廻り 畑 1,110 整備済

92 西国分町 薬師廻り 畑 277 整備済

93 西国分町 薬師廻り 畑 39 整備済

94 西国分町 薬師廻り 畑 28 整備済

99 島野町 高尾田 田 436 整備済

100 箕郷町上芝 東金沢 田 1,375 整備済

101 箕郷町上芝 東金沢 田 1,470 整備済

102 宿大類町 山鳥 畑 305 整備済

103 宿大類町 山鳥 畑 1,053 整備済

104 足門町 森下 畑 552 未整備
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105 下室田町 手長 畑 429 整備済

106 下室田町 手長 畑 1,382 整備済

107 下室田町 手長 畑 4,599 整備済

108 下室田町 手長 畑 1,566 整備済

109 井出 同道 田 239 整備済

110 町屋町 前田 田 923 未整備

111 町屋町 前田 田 1,276 未整備

112 下大島町 森田 田 207 未整備

113 下大島町 森田 田 1,266 未整備

114 下大島町 森田 田 1,285 未整備

115 倉渕村川浦 中原 田 1,137 未整備

116 倉渕村川浦 中原 田 476 未整備

117 倉渕村川浦 中原 田 482 未整備

118 倉渕村川浦 中原 田 439 未整備

119 倉渕村川浦 中原 田 459 未整備

120 吉井町小暮 陀組井戸 田 773 整備済

121 吉井町小暮 陀組井戸 田 378 整備済

122 吉井町小暮 陀組井戸 田 786 整備済

123 足門町 唐澤 畑 1,279 未整備

124 足門町 春名原 畑 994 未整備

126 足門町 金井沢 畑 431 未整備

135 箕郷町生原 大清水 畑 3,188 整備済

136 中里町 薬師 畑 1,055 整備済

137 中里町 薬師 田 690 整備済
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138 中里町 薬師 畑 987 整備済

139 中里町 六反田 田 1,742 整備済

140 保渡田町 中里前 畑 2,734 未整備

142 吉井町小暮 葭井戸 畑 899 未整備

143 吉井町岩井 諏訪東 畑 637 未整備

144 根小屋町 一丁畑 田 1,765 整備済

145 根小屋町 一丁畑 田 3,160 整備済

146 根小屋町 一丁畑 田 1,438 整備済

147 棟高町 辻久保 田 976 整備済

148 棟高町 辻久保 田 975 整備済

149 棟高町 辻久保 田 991 整備済

150 箕郷町生原 海行 畑 1,663 整備済

151 保渡田町 満行 田 2,427 整備済

152 吉井町長根 田 919 整備済

153 行力町 一町田 畑 1,161 未整備

156 吉井町長根 白井 田 479 整備済

157 吉井町長根 白井 田 479 整備済

158 上里見町 河岸 畑 496 未整備

159 上里見町 河岸 畑 756 未整備

160 上里見町 町西 畑 435 未整備

161 上里見町 町西 畑 1,109 未整備

162 上里見町 町西 畑 653 未整備

163 上里見町 町西 畑 713 未整備

164 上佐野町 粗沢 畑 405 未整備
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165 箕郷町富岡 梨子木平 1317-5 畑 1,460 未整備

166 箕郷町富岡 上原道間 1359-2 畑 2,668 未整備

167 箕郷町富岡 上原道間 1359-3 畑 617 未整備

168 箕郷町富岡 上原道間 1367-2 畑 1,634 未整備

169 箕郷町富岡 上原道間 1367-5 畑 117 未整備

170 箕郷町富岡 笠原 1103 畑 5,401 未整備

172 棟高町 辻久保 畑 495 整備済

173 棟高町 辻久保 畑 495 整備済

174 阿久津町 前保 畑 112 未整備

175 阿久津町 田端浦 畑 1,234 整備済

176 阿久津町 五反田 畑 1,130 未整備

177 阿久津町 五反田 畑 1,404 整備済

178 阿久津町 五反田 田 1,270 整備済

179 阿久津町 水道 畑 579 未整備

180 阿久津町 水道 畑 605 未整備

181 木部町 冷田 田 530 整備済

182 根小屋町 赤沼 畑 558 整備済

183 山名町 赤沼 田 1,203 整備済

184 山名町 柳沢 畑 1,133 未整備

185 山名町 柳沢 畑 958 未整備

186 山名町 柳沢 畑 558 未整備

187 中大類町 道窪 田 1,590 未整備

188 中大類町 社宮司 田 3,474 整備済

189 下大類町 反町 田 1,712 未整備
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190 下大類町 反町 田 1,189 未整備

191 下大類町 反町 田 1,943 未整備

192 箕郷町富岡 原山 田 1,001 未整備

193 木部町 間之田 畑 1,064 整備済

194 木部町 東 畑 462 整備済

195 木部町 東 畑 138 整備済

196 木部町 清水口 畑 1,234 整備済

202 吉井町馬庭 常光寺 田 1,016 整備済

203 吉井町馬庭 常木 田 865 整備済

204 吉井町馬庭 道保 田 971 整備済

205 吉井町馬庭 天神谷戸 畑 1,543 整備済

206 吉井町馬庭 道佛 田 946 整備済

207 吉井町馬庭 天神谷戸 畑 400 整備済

208 吉井町馬庭 天神谷戸 畑 957 整備済

209 吉井町中島 中河原 畑 532 未整備

210 吉井町中島 中河原 畑 741 未整備

211 三ツ子沢町 中 畑 1,909 整備済

212 三ツ子沢町 中 畑 2,590 整備済

213 三ツ子沢町 中 畑 486 整備済

214 下室田町 駒寄 畑 1,003 未整備

215 下室田町 駒寄 田 561 未整備

216 下室田町 駒寄 田 164 未整備

217 下室田町 駒寄 畑 2,320 未整備

218 宮沢町 上高田原 畑 887 未整備
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219 大八木町 一丁田 田 897 整備済



農地情報（高崎市）

番号 地目 面積(㎡） 備考

220 本郷町 西高橋 2153-1 田 1,971

221 本郷町 西高橋 2161 田 2,161

222 本郷町 西高橋 2162 田 2,162

223 柴崎町 西浦 822-1 畑 349

224 柴崎町 西沖 1268 畑 936

225 南大類町 柳原 890 田 1,801

226 南大類町 柳原 899-1 田 604

229 箕郷町柏木沢 下ノ原 1608 畑 1,374

230 乗附町 一丁田 232 畑 495

231 乗附町 一丁田 262 田 709

232 箕郷町白川 大沼 1593 田 2,275

233 保渡田町 坂詰 185-1 田 2,449

234 保渡田町 坂詰 186 田 2,461

235 保渡田町 坂詰 187 田 2,468

236 保渡田町 後閑 512 田 2,792

237 箕郷町上芝 水草 626 田 2,102

238 吉井町馬庭 下中林 677 畑 1,115

239 吉井町神保 稲荷山 682-18 畑 707

240 京目町 箱井戸 600-1 田 1,341

241 新保田中町 西田中 783-2 田 56

242 新保田中町 西田中 784-2 田 99

243 新保田中町 西田中 791-5 田 909

244 新保町 山王前 1361-1 田 1,005

245 新保町 山王前 1362-1 田 988

所在・地番
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246 箕郷町東明屋 中島 263-1 畑 1,476

247 箕郷町矢原 八幡 232-1 畑 1,226

248 引間町 三屋東 458 畑 2,413

249 新保町 稲荷木 1059 田 3,184

250 新保町 稲荷木 1147-2 畑 816

251 箕郷町白川 満光寺前 380 田 3,369

252 箕郷町白川 小松原 1085 畑 1,210

253 菅谷町 三社免 77-115 畑 991

254 菅谷町 三社免 77-155 田 495

255 中大類町 降照 601 畑 952

256 中大類町 前田 622 田 2,280

257 中大類町 前田 623 田 641

258 中大類町 前田 627 田 710

259 鼻高町 台 339-4 畑 717

260 鼻高町 台 345-3 畑 450

261 鼻高町 台 346-1 畑 515

262 吉井町長根 西原 851-2 畑 790

263 吉井町長根 椿森 1297-1 田 971

265 箕郷町矢原 松原 1059-113 畑 939

266 吉井町小暮 三島前 83-1 畑 333

267 吉井町小暮 三島前 83-2 田 441

268 吉井町小暮 三島前 102-1 田 699

269 吉井町小暮 三島前 102-4 畑 239

270 吉井町小暮 三島 209-1 畑 1,004
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271 吉井町馬庭 下山 1007 畑 361

272 京目町 和泉東 978-2 畑 978

273 神保田中町 馬折 687 畑 590

274 箕郷町柏木沢 向原 1042 田 1,035

275 箕郷町柏木沢 212-2 田 549

276 箕郷町柏木沢 1103 田 1,561

277 菅谷町 77-24 田 991

278 日高町 836-1 田 455

279 日高町 836-2 畑 99

280 菅谷町 36 田 983

281 塚田町 370-1 田 979

282 京目町 978-2 畑 978

283 神保田中町 687 畑 590


