
射水市指定宅地取得支援助成金交付対象宅地一覧表  
令和５年１月１日以降に新規指定したものは黄着色してあります。 

団地型 

【旧新湊市地区】 

○土地区画整理事業 
 指定日 地 区 名 所 在 地 

Ｈ１７．４．１ 
片口 
（片口土地区画整理事業） 

新片町五丁目地内 

Ｈ１７．４．１ 
神楽町 
（鏡宮土地区画整理事業） 

神楽町地内 

Ｈ１７．４．１ 
本江足洗 
（本江足洗土地区画整理事業） 

足洗新町地内 

Ｈ１７．４．１ 
作道北部 
（作道北部土地区画整理事業） 

作道地内 

Ｈ１７．４．１ 
片口高場 
（片口高場土地区画整理事業） 

高場新町一、二丁目地内 

Ｈ１７．４．１ 
片口高場南部 
（片口高場南部土地区画整理事業） 

高場新町三、四丁目地内 

Ｈ１７．４．１ 
本江足洗東部 
（本江足洗東部土地区画整理事業） 

かもめ台地内 

Ｈ１７．４．１ 
片口北部 
（片口北部土地区画整理事業） 

片口地内 

Ｈ２１．４．１ 
やよいの杜 
（鏡宮高島土地区画整理事業） 

鏡宮弥生地内 

Ｈ２４．１０．１ 
ウォーターフロント海竜町 
（海竜町第二期土地区画整理事業） 

海竜町地内 

○民間開発事業 

 指定日 名  称 所 在 地 

Ｈ１７．４．１ あかつき台 海老江七軒字東官地内 

Ｈ１７．４．１ シーサイドタウン足洗 足洗新町一丁目地内  

Ｈ１７．４．１ 七美中野みどり台 七美中野地内 

Ｈ１７．４．１ 弁天ニュータウン 片口地内  

Ｈ１７．４．１ シーサイドタウン足洗 本江針山字茅場地内  

Ｈ１７．４．１ 南あかつき台 本江針山新字西坪地内 

Ｈ２０．１．１ あゆの風「南西ニュータウン」 庄川本町地内 

Ｈ２０．１０．１ 住宅地造成（塚原小学校南側） 松木地内 

Ｈ２３．４．１ 住宅地造成（東明小学校北側） 海老江七軒字車宮地内 

Ｈ２７．７．１ 蔵の里（二の丸町地内） 二の丸町地内 



【旧小杉町地区】   

○土地区画整理事業  

 指定日 名  称 所 在 地 

Ｈ１８．１０．１ 
一条 
(赤田土地区画整理事業) 

一条地内 

Ｒ４．１．１ 
一条南 
（赤田第二土地区画整理事業） 

一条地内（一部） 

 

○民間開発事業 

 指定日 名  称 所 在 地 

Ｈ１８．４．１ 住吉台ニュータウン(旧小杉町分) 三ケ地内 

Ｈ１８．４．１  フローラルタウン 手崎字石太郎地内 

Ｈ１８．４．１  ひばりが丘ニュータウン 戸破字若宮地内 

Ｈ１８．４．１ いぶき野ニュータウン 戸破字若宮地内 

Ｈ１８．４．１  東太閤山団地 塚越字大沢地内 

Ｈ１８．４．１  
住宅地造成：西楠町地内 
（小杉小学校東側） 

戸破字神田地内 

Ｈ１９．４．１ ホープタウン一番町 三ケ地内 

Ｈ１９．１０．１ 駅南タウン 三ケ地内 

Ｈ２１．１０．１ 学園タウンさんが 三ケ地内 

Ｈ２２．１０．１ アイズタウン中太閤山 中太閤山１７丁目地内 

Ｈ２３．１．１ 戸破分譲地：高穂町地内 戸破字神川地内 

Ｈ２３．７．１ 住宅地造成（黒河４区地内） 黒河字三百野地内 

Ｈ２４．４．１ 
住宅地造成：戸破元町地内 

（小杉庁舎西側） 
戸破字加茂地内 

Ｈ２５．７．１ 小杉駅南分譲地第３期 戸破字加茂地内 

Ｈ２６．４．１ 
住宅地造成：水源町地内 

（小杉高校北側） 
三ケ地内 

Ｈ２６．７．１ 
住宅地造成：戸破元町地内 

（その２） 
戸破字加茂地内 

Ｈ２８．１０．１ サクラヒルズ 南太閤山７丁目地内 

Ｈ２８．１０．１ サニータウン２期 手崎字払堂地内 

Ｈ２８．１０．１ サニータウン３期 手崎字前田地内 

Ｈ２９．１０．１ サニータウン小杉５期 手崎字払堂地内 



 指定日 名  称 所 在 地 

Ｈ２９．１０．１ 歌の森分譲地第８期 戸破字加茂地内 

Ｈ３０．１．１ 太閤山 GardenHills 太閤山二丁目地内 

Ｈ３０．１．１ パークサイド太閤山 太閤山四丁目地内 

R１．１０．１ エバータウン若葉町 戸破字後宝地内 

Ｒ２．４．１ エバータウン黒河新 黒河新字長尾地内 

Ｒ２．７．１ いぶき野ニュータウン第８期 戸破字神川地内 

Ｒ２．１０．１ サニータウン７期 手崎字前田地内 

Ｒ３．１．１ 歌の森ヒルズ 黒河字尺目地内 

Ｒ４．４．１ 歌の森分譲地第１０期 戸破字後宝地内 

Ｒ５．１．１ エバータウン小杉駅南２期 三ケ地内 

  



【旧大門町地区】 

○土地区画整理事業 

指定日  名  称 所 在 地 

Ｈ１８．４．１ 
二口 
（二口土地区画整理事業） 

二口地内 

Ｈ２０．７．１ 
あおば台 第一工区  
(大門町本江第一土地区画整理事業) 

大門本江地内 

Ｈ２０．１０．１ 
あおば台 第二工区 
(大門町本江第一土地区画整理事業) 

大門本江地内 

○民間開発事業 

指定日  名  称 所 在 地 

Ｈ１８．４．１ 住宅地造成：堀内地区 堀内地内  

Ｈ１９．７．１  ほたる野ヴィレッジ 第１工区 広上地内の一部 

Ｈ１９．１０．１ ほたる野ヴィレッジ 第２工区 広上地内の一部 

Ｈ２０．１．１ スクールタウン大門 中村地内の一部 

Ｈ２０．７．１ ほたる野ヴィレッジ 第３工区 広上地内の一部 

Ｈ２１．１０．１ スクールタウン大門 二口地内 

Ｈ２７．７．１ 住宅地造成：大門本江地内 大門本江字浦川地内 

R２．７．１ 二口カトレアタウン 二口字南野割地内 

Ｒ４．１．１ 中村ガーデン 第１工区 中村地内の一部 

Ｒ５．１．１ 中村ガーデン 第２工区 中村地内の一部 



【旧大島町地区】 

○土地区画整理事業 

 指定日 地 区 名 所 在 地 

Ｈ１８．４．１   
八塚 
（大島町八塚土地区画整理事業） 

八塚・小島・二口地内  

Ｈ１８．４．１   
若杉 
（大島町若杉土地区画整理事業） 

若杉・中野・北野地内 

○民間開発事業  

 指定日 名  称 所 在 地 

Ｈ１８．４．１ あやめ台（第１地区・中央公園側） 新開発地内 

Ｈ１８．４．１ フレッシュタウン大島 小島地内 

Ｈ１８．４．１ 住吉台ニュータウン 本開発・新開発地内 

Ｈ１８．４．１ ポエムの街 赤井字下間掛地内 

Ｈ１８．４．１ 梅の苑 小林地内 

Ｈ１８．４．１ 北の杜 北野・若杉地内 

Ｈ１８．１０．１ 穂野香 小島３区地内 

Ｈ２１．１．１ サンタウン大島北野 大島北野地内 

Ｈ２１．１０．１ いみず野ニュータウン 赤井地内 

Ｈ２３．４．１ 住宅地造成（常磐町地内） 小島地内 

Ｈ２７．１．１ 住宅地造成（小島２区地内） 小島地内 

Ｈ２９．７．１ エンゼルタウン 赤井地内 

Ｈ３０．１０．１ あおぞら台３期 小林地内 

Ｒ１．７．１ アップタウン大島赤井 赤井地内 

Ｒ４．１２．９ 小島分譲地（大島小学校西側） 小島地内 

 


