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公営住宅位置図及び居住誘導区域図 

 

 

 

 

槙山団地 S31 年 

丸柱団地 S31～38 年 

玉滝団地 S38 年 

中友田団地 S31 年 

河合団地 

上柘植団地 S61 年 

石ヶ畑団地 S56 年 

丸内団地 S53・54 年 

大土団地 S45～47 年 

三田団地 S45～47 年 

坂之西団地 H2 年 

寺田団地 S45・46 年 

荒木団地 S45～50 年 

木根団地 S49～59 年 

車坂町（北）団地 

車坂町（南）団地 

馬場小倉団地 

島ヶ原団地 H10～12 年 

久米団地 S47 年 

※１ 

緑ヶ丘東町団地 

緑ヶ丘南町団地 緑ヶ丘中町（南）団地 

緑ヶ丘中町（北）団地 

城ヶ丘団地 S42～44 年 

下郡団地 S46、54 年 

上之庄団地 S44～47 年 

下川原団地H16～17年 

松尾団地 H３年 

沢代団地 

城山団地 H９年 

※１・２・３の団地名は別紙「公営住宅の立地と居住誘導区域の関係調査表」を参照 

※２ 

※３ 

野下団地 S47～50 年 

（立地適正化区域） 



地域 No 団地名 所在地 建築年
立地
適正化
区域

居住
誘導
区域

洪水
土砂
災害

位置
図

1 車坂町（北） 伊賀市上野車坂町650-3 昭和31年
2 車坂町（南） 伊賀市上野車坂町655-10 昭和35年
3 緑ケ丘中町（北） 伊賀市緑ケ丘中町1547-1 昭和31年
4 緑ケ丘中町（南） 伊賀市緑ケ丘中町4220他 昭和32～34年
5 緑ケ丘南町 伊賀市緑ケ丘南町3930 昭和36～37年
6 緑ケ丘東町 伊賀市緑ケ丘東町980他 昭和38～40年
7 三田 伊賀市三田1303-１ 昭和40～41年 外
8 城ヶ丘 伊賀市依那具345-1他 昭和42～44年 外
9 上之庄 伊賀市上之庄828-1 昭和44～47年 外

10 荒木 伊賀市荒木1189-1他 昭和45～50年 外
11 木根 伊賀市長田2872-1 昭和49～59年 外 黄
12 八幡町簡平 伊賀市八幡町3178-1他 昭和37～43年 ※1
13 久米 伊賀市久米町325 昭和42年 ※1
14 久米子安 伊賀市久米町147-3他 昭和58年 3.5～5.0m未満 ※1
15 天神橋 伊賀市久米町328-1他 昭和61、62年 0.5m～1.0m未満 ※1
16 寺田 伊賀市一之宮745-1 昭和45、46年 外
17 坂之西 伊賀市寺田851-1 平成2年 外 1.0～3.0m未満
18 下郡 伊賀市下郡68-3 昭和46、54年 外 0.5m～1.0m未満
19 さつき 伊賀市久米町120 昭和45年 ※1
20 上之丘 伊賀市八幡町3170 昭和46年 一部黄 ※1
21 西手 伊賀市久米町51-2 昭和47～50年 1.0～3.0m未満 ※1
22 久米 伊賀市久米町504-2 昭和47年 外 1.0～3.0m未満
23 西之平 伊賀市八幡町3283-2他 昭和50～61年 ※1
24 大土 伊賀市上村1350 昭和45～47年 外
25 上柘植 伊賀市柘植町6707 昭和61年 外
26 石ヶ畑 伊賀市柘植町8984 昭和56年 外
27 丸内 伊賀市柘植町6995 昭和53、54年 外

島ヶ原 28 島ヶ原 伊賀市島ヶ原16722 平成10～12年 外 外 一部赤
29 馬場小倉 伊賀市馬場188 昭和29～31年 黄
30 中友田 伊賀市中友田481 昭和31年 外
31 玉滝 伊賀市玉滝3344 昭和38年 外 外
32 槙山 伊賀市槙山291 昭和31年 外 外
33 丸柱 伊賀市丸柱419 昭和31～38年 外 外 一部黄
34 河合 伊賀市田中48の2 平成17、20年 1.0～3.0m未満

大山田 35 野下 伊賀市出後1260 昭和47～50年 外 準 1.0～3.0m未満
36 上ノ代第１ 伊賀市阿保1070-6他 昭和42年 ※２
37 上ノ代第２ 伊賀市阿保931-15他 昭和44、45年 ※２
38 宝楽山第２ 伊賀市阿保1796-50他 昭和42年 ※３
39 宝楽山第３ 伊賀市阿保1802-1他 昭和43年 ※３
40 宝楽山第４ 伊賀市阿保1828-8他 昭和51、52、53年 ※３
41 西ケ森 伊賀市阿保2067-1 昭和46年 ※２
42 沢代 伊賀市阿保211-11他 昭和57、58年 0.5m～1.0m未満
43 松尾 伊賀市柏尾1425-6他 平成3年 外
44 城山 伊賀市老川122-3他 平成9年 外 黄
45 下川原 伊賀市下川原528 平成16～17年 外

立地適正化計画及び居住誘導区域施行日平成30年3月30日

洪水ハザードマップは木津川、服部川、柘植川が溢水・破堤した場合を想定している。

上野

伊賀

阿山

青山

公営住宅の立地と居住誘導区域・ハザードマップ


