
       和歌山県報  第 2126 号 平成 22年 1月 19日（火曜日） 

－ 1 － 

 
 

 

 

 

目  次 (＊については県例規集登載事項) 

○ 告示 

40 道路の区域変更 (道路保全課) 

41 道路の供用開始 (  〃  ) 

42 和歌山都市計画道路事業の事業計画の認可 

  (道路建設課) 

43 平成16年和歌山県告示第506号（都市計画区域のうち

用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率、容

積率及び各部分の高さの限度）の一部改正 

  (都市政策課) 

＊44 平成18年和歌山県告示第1503号（公営住宅法施行令

第2条第1項第4号に規定する数値の決定）の全部改正

 (建築住宅課) 

○ 公告 
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告     示 

和歌山県告示第40号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基

づき、道路の区域を次のように変更したので告示する。 

 この関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課

において告示の日から30日間一般の縦覧に供する。 

  平成22年1月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 道路の種類 一般国道 

2 路線名 480号 

敷地の

幅 員

 

延 長 

 

備 考区 間 

新
旧
の
別

メートル メートル メートル

伊都郡かつらぎ町

大字平字下ノ浦

148番2地先から同

町大字平字天ノ河

1744番2地先まで 

旧 
7.70 

～  
32.25 

691.05  

同上 新 
7.70 

～  
32.25 

691.05  

伊都郡かつらぎ町

大字平字下ノ浦  8.20  

小谷橋 

    L=20.10

不動口橋 

    L=30.00

新天の河橋 
 

 
 
146番3地先から同

町大字滝字嶽上ケ

田336番地先まで

新
 

～  
64.85 

 
839.30 

    L=17.50

天の河橋 

    L=16.40

平橋 

    L=31.00

折登大橋 

   L=157.00

 

和歌山県告示第41号 

 次のように道路の供用を開始するので、道路法（昭和27

年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、告示する。 

 その関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課

において告示の日から30日間一般の縦覧に供する。 

  平成22年1月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

路線名 国道480号 

供用開始の区間 伊都郡かつらぎ町大字平字下ノ浦146

番3地先から同町大字滝字嶽上ケ田336番

地先まで 

供用開始の期日 平成22年1月21日午後3時から 

 

和歌山県告示第42号 

 和歌山都市計画道路事業の事業計画の変更については、

平成22年1月4日付け国近整和都業第2-1号で認可されたの

で、都市計画法（昭和43年法律第100号）第66条の規定に

基づき次のとおり公告する。 

  平成22年1月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 都市計画事業の種類及び名称 

 和歌山都市計画道路事業 3・3・9号西脇山口線（六十

谷） 

2 施行者の名称 和歌山県 

3 事務所の所在地 和歌山市小松原通一丁目1番地 

4 事業地の所在 別添図書のとおり 

 （「別添図書」は、省略し、その図書を和歌山県県土

整備部道路局道路建設課及び海草振興局建設部に備え置

いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第43号 

 平成16年和歌山県告示第506号（都市計画区域のうち用

途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率、容積率及

び各部分の高さの限度）の一部を次のように改正し、告示

の日から施行する。 

和歌山県報
県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目1番地

毎週火、金曜日発行 

定価（送料共）1か月2,200円 
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  平成22年1月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 表中 

「
 海南都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域

 

 

         
10分の20 

 

10分の7 

 

 1.5 

 

 2.5

 

 
「

  

 海南市小野田字西村の一部、字

 山北原の一部及び字西山南原の
 を 

 
」

 海南都市計画区 

 域のうち用途地 

 域の指定のない 

 区域 

 上記以外の区域 

 

 

西中谷の一部、字西  

一部の区域 

10分の10

 

10分の5 

 

 1.25 

 
 

 

 
10分の20 

 

10分の7 

 

 1.5 

 

 

 1.25  

 

 2.5 

 

に改める。 

」

 

和歌山県告示第44号 

 平成18年和歌山県告示第1503号（公営住宅法施行令第2

条第1項第4号に規定する数値の決定）の全部を次のように

改正し、平成22年4月1日から実施する。 

  平成22年1月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

県  営  住  宅  の  所  在  地 団   地   名 住     宅 利便性係数

和歌山市吹上一丁目 真砂団地 すべての住宅 0.8333

和歌山市西浜一丁目 西浜団地 すべての住宅 0.9832

和歌山市今福三丁目 今福第二団地 1号棟 0.9621

  その他の住宅 0.8471

和歌山市島 川永団地 17号棟から24号棟まで 0.9317

  その他の住宅 0.8567

和歌山市井ノ口、祢宜 干旦団地 1号棟から9号棟まで 0.8553

  その他の住宅 0.9303

和歌山市栄谷 栄谷団地 すべての住宅 0.8509

和歌山市祢宜 干旦第二団地 すべての住宅 0.8552

和歌山市延時 延時団地 すべての住宅 0.8500

和歌山市西庄 西脇グリーン団地 すべての住宅 0.8543

和歌山市太田 和歌山東団地 1号室から6号室まで 0.9699

  その他の住宅 0.9399

和歌山市三葛 三葛団地 すべての住宅 0.8634

和歌山市松江東四丁目 東松江団地 すべての住宅 0.8851

和歌山市大谷、楠見中 楠見団地 すべての住宅 0.8608

和歌山市男野芝丁 雄湊団地 すべての住宅 1.0000

和歌山市島、宇田森 ニューかわなが団地 すべての住宅 0.9317

和歌山市北中島一丁目 宮前駅前団地 すべての住宅 0.9534

和歌山市八番丁 城北団地 すべての住宅 1.0000

和歌山市弘西 紀伊団地 すべての住宅 0.9198
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和歌山市今福二丁目 今福第一団地 すべての住宅 0.9538

海南市日方 新浜団地 すべての住宅 0.8485

海南市旦来 海南あっそ団地 すべての住宅 0.9345

海南市日方 海南駅前団地 すべての住宅 1.0000

橋本市野 野団地 すべての住宅 0.8660

橋本市御幸辻 みゆきつじ団地 すべての住宅 0.9698

橋本市高野口町大野 西之島団地 すべての団地 0.7121

有田市糸我町西 糸我団地 すべての住宅 0.8704

有田市宮原町新町 宮原団地 すべての住宅 0.9022

有田市港町 港団地 すべての住宅 0.9209

御坊市藤田町吉田 第二吉田団地 すべての住宅 0.8074

御坊市湯川町富安 下富安団地 すべての住宅 0.8707

御坊市藤田町吉田 藤田団地 すべての住宅 0.9223

田辺市元町 田辺団地 すべての住宅 0.8026

田辺市新万 新万団地 すべての住宅 0.9500

田辺市神子浜 文里団地 すべての住宅 0.8900

田辺市新庄町 内之浦団地 すべての住宅 0.8439

田辺市新庄町 西跡之浦団地 すべての住宅 0.8292

田辺市中芳養 中芳養団地 すべての住宅 0.8959

田辺市中辺路町栗栖川 栗栖川団地 すべての住宅 0.7537

田辺市鮎川 鮎川団地 すべての住宅 0.8313

田辺市鮎川 鮎川第二団地 すべての住宅 0.8313

新宮市緑ケ丘一丁目 新宮団地 すべての住宅 0.9100

新宮市清水元二丁目 丸山団地 すべての住宅 0.9325

新宮市蜂伏 佐野団地 すべての住宅 0.8914

海草郡紀美野町小畑 野上団地 すべての住宅 0.9089

海草郡紀美野町小畑 小畑団地 すべての住宅 0.8802

紀の川市粉河 粉河団地 すべての住宅 0.7538

紀の川市後田 那賀団地 すべての住宅 0.7338

紀の川市貴志川町長山 長山団地 すべての住宅 0.8783

岩出市吉田 鴨沼団地 1号棟の住宅 0.9781

  6号棟の住宅 0.9781

  7号棟の住宅 1.0000

  その他の住宅 0.9281
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伊都郡かつらぎ町大字妙寺 妙寺団地 すべての住宅 0.8262

伊都郡かつらぎ町大字笠田東 笠田団地 すべての住宅 0.8369

有田郡湯浅町大字別所 湯浅団地 1号棟の住宅 0.8854

  その他の住宅 0.8254

有田郡湯浅町大字湯浅 青木団地 すべての住宅 0.9246

有田郡湯浅町大字山田 御殿場団地 すべての住宅 0.8650

有田郡広川町大字和田 和田団地 すべての住宅 0.8225

有田郡有田川町大字徳田 徳田団地 すべての住宅 0.8714

有田郡有田川町大字糸野 糸野団地 すべての住宅 0.8756

有田郡有田川町大字吉原 吉原団地 すべての住宅 0.8755

日高郡みなべ町大字北道、大字芝 王子団地 すべての住宅 0.8843

西牟婁郡白浜町堅田 白浜団地 すべての住宅 0.7652

西牟婁郡白浜町 阪田団地 すべての住宅 0.8843

西牟婁郡白浜町椿 椿団地 すべての住宅 0.9311

西牟婁郡白浜町日置 日置団地 すべての住宅 0.8313

西牟婁郡上富田町朝来 丹田台団地 すべての住宅 0.9500

西牟婁郡上富田町岡 岡団地 すべての住宅 0.9082

西牟婁郡すさみ町周参見 すさみ団地 すべての住宅 0.9006

東牟婁郡那智勝浦町大字天満 那智勝浦団地 すべての住宅 0.8224

東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井 宇久井団地 すべての住宅 0.8961

東牟婁郡太地町大字太地 平見団地 すべての住宅 0.8822

東牟婁郡串本町串本 串本団地 すべての住宅 0.7761

東牟婁郡串本町出雲 出雲団地 すべての住宅 0.8384

 

公     告 

都市計画の案の縦覧の公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第2項におい

て準用する同法第18条第1項の規定により、都市計画を次の

とおり変更しようとするので、同法第21条第2項において準

用する同法第17条第1項の規定により公告し、当該都市計画

の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案については、縦覧期間満了の日

までに、和歌山県に意見書を提出することができる。 

  平成22年1月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 都市計画の種類及び名称 

 岩出都市計画道路（3・3・2号押川船戸線） 

 岩出都市計画道路（3・6・4号岩出駅畑毛線） 

2 都市計画を変更する土地の区域 

 変更する部分 

 和歌山県岩出市高瀬 字若宮 

宮  字宮ノ内 

船戸 字笑松、字船戸 

西野 字釘貫 

3 都市計画の案の縦覧場所 

 和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課 

 岩出市事業部都市計画課 

4 縦覧期間 

 平成22年1月19日から同年2月1日まで 

 


