
○租税特別措置法第８４条の２の３第２項関係の登記の免税の対象となる土地の範囲

市町村名 （区） 町名または大字名 対象範囲（ただし，市街化区域を除く）

松江市 青葉台                         全部

松江市 秋鹿町                全部

松江市 朝酌町                                                    全部

松江市 一の谷町     一部

松江市 意宇町                                                    全部

松江市 うぐいす台                                                全部

松江市 上乃木                                            ５丁目～１０丁目の一部

松江市 上乃木町                                            全部

松江市 魚瀬町                                                    全部

松江市 打出町                                                    全部

松江市 邑生町                                                    全部

松江市 大井町                                                    全部

松江市 大垣町                                                    全部

松江市 大草町                                                    全部

松江市 大海崎町                                                  全部

松江市 大庭町                                                    一部

松江市 大野町                                                    全部

松江市 岡本町                                                    全部

松江市 鹿島町恵曇                                                全部

松江市 鹿島町古浦                                                全部

松江市 鹿島町御津                                                全部

松江市 鹿島町佐陀宮内                                            全部



松江市 鹿島町佐陀本郷                                            全部

松江市 鹿島町手結                                                全部

松江市 鹿島町上講武                                              全部

松江市 鹿島町南講武                                              全部

松江市 鹿島町武代                                                全部

松江市 鹿島町片句                                                全部

松江市 鹿島町北講武                                              全部

松江市 鹿島町名分                                                全部

松江市 春日町                                                  一部

松江市 上宇部尾町                                                全部

松江市 上大野町                                                  全部

松江市 上佐陀町                                                  全部

松江市 上東川津町                                                全部

松江市 上本庄町                                                  全部

松江市 川原町                                                    全部

松江市 国屋町                                               一部

松江市 黒田町                                                    一部

松江市 古志原                                             １丁目～７丁目の一部

松江市 古志町                                                    全部

松江市 古曽志町                                                  全部

松江市 薦津町                                                    全部

松江市 坂本町                                                    全部

松江市 佐草町                                                    全部

松江市 島根町加賀                                                全部



松江市 島根町多古                                                全部

松江市 島根町大芦                                                全部

松江市 島根町野井                                                全部

松江市 島根町野波                                                全部

松江市 下東川津町                                                全部

松江市 下佐陀町                                                  全部

松江市 荘成町                                                    全部

松江市 宍道町伊志見                                              全部

松江市 宍道町佐々布                                              全部

松江市 宍道町宍道                                                全部

松江市 宍道町昭和                                                全部

松江市 宍道町昭和新田                                            全部

松江市 宍道町上来待                                              全部

松江市 宍道町西来待                                              全部

松江市 宍道町東来待                                              全部

松江市 宍道町白石                                                全部

松江市 新庄町                                                    全部

松江市 菅田町                                      一部

松江市 手角町                                                    全部

松江市 玉湯町玉造                                                一部

松江市 玉湯町大谷                                                全部

松江市 玉湯町湯町                                                一部

松江市 玉湯町布志名                                              一部

松江市 玉湯町林                                                  全部



松江市 竹矢町                                                    一部

松江市 長海町                                                    全部

松江市 西生馬町                                                  全部

松江市 西忌部町                                                  全部

松江市 西尾町                                                    一部

松江市 西川津町                                                  一部

松江市 西谷町                                                    全部

松江市 西津田                                            ８丁目～１０丁目の一部

松江市 西津田町                                                  全部

松江市 西長江町                                                  全部

松江市 西浜佐陀町                                                全部

松江市 西法吉町                                                  全部

松江市 西持田町                                                  一部

松江市 乃木福富町                                          一部

松江市 乃白町                                                    一部

松江市 野原町                                                    全部

松江市 浜佐田町                                                  一部

松江市 浜乃木町                                                  一部

松江市 東出雲町下意東                                            一部

松江市 東出雲町錦浜                                              全部

松江市 東出雲町今宮                                              全部

松江市 東出雲町出雲郷                                      一部

松江市 東出雲町春日                                              全部

松江市 東出雲町上意東                                            全部



松江市 東出雲町須田                                              全部

松江市 東出雲町内馬                                              全部

松江市 東出雲町揖屋                                                一部

松江市 東忌部町                                             全部

松江市 東奥谷町                                                  一部

松江市 東生馬町                                                  全部

松江市 東津田町                                                  一部

松江市 東長江町                                                  全部

松江市 東持田町                                                  全部

松江市 比津が丘                                            １丁目～５丁目の一部

松江市 比津町                                                    一部

松江市 福富町                                                    全部

松江市 福原町                                                    全部

松江市 富士見町                                                  全部

松江市 北陵町                                                    全部

松江市 法吉町                                                    一部

松江市 本庄町                                                    全部

松江市 馬潟町                                                   一部

松江市 枕木町                                                    全部

松江市 美保関町雲津                                              全部

松江市 美保関町下宇部尾                                          全部

松江市 美保関町笠浦                                              全部

松江市 美保関町七類                                              全部

松江市 美保関町諸喰                                              全部



松江市 美保関町森山                                              全部

松江市 美保関町菅浦                                              全部

松江市 美保関町千酌                                              全部

松江市 美保関町美保関                                            全部

松江市 美保関町福浦                                              全部

松江市 美保関町片江                                              全部

松江市 美保関町北浦                                              全部

松江市 八雲町熊野                                                全部

松江市 八雲町西岩坂                                              全部

松江市 八雲町東岩坂                                              全部

松江市 八雲町日吉                                                全部

松江市 八雲町平原                                                全部

松江市 矢田町                                                   一部

松江市 八束町亀尻                                                全部

松江市 八束町江島                                                全部

松江市 八束町寺津                                                全部

松江市 八束町遅江                                                全部

松江市 八束町二子                                                全部

松江市 八束町入江                                                全部

松江市 八束町波入                                                全部

松江市 八束町馬渡                                                全部

松江市 八幡町                                                    一部

松江市 山代町                                                    一部

安来市 赤江町 全部



安来市 赤崎町                                                    全部

安来市 荒島町                                                    一部

安来市 飯生町                                                    全部

安来市 飯梨町                                                    全部

安来市 今津町                                                    一部

安来市 岩舟町                                                    全部

安来市 植田町                                                    全部

安来市 宇賀荘町                                                  全部

安来市 恵乃島町                                                  一部

安来市 大塚町                                                    全部

安来市 折坂町                                                    全部

安来市 柿谷町                                                    全部

安来市 門生町                                                    全部

安来市 上坂田町                                                  全部

安来市 上吉田町                                                  全部

安来市 神庭町                                                    全部

安来市 清井町                                                    全部

安来市 清瀬町                                                    全部

安来市 吉佐町                                                    一部

安来市 切川町                                                    一部

安来市 久白町                                                    一部

安来市 黒井田町                                                  一部

安来市 九重町                                                    全部

安来市 佐久保町                                                  一部



安来市 実松町                                                    全部

安来市 沢町                                                      全部

安来市 汐手が丘                                                  一部

安来市 島田町                                                    一部

安来市 清水町                                                    全部

安来市 下坂田町                                                  全部

安来市 下吉田町                                                  全部

安来市 早田町                                                    全部

安来市 田頼町                                                    全部

安来市 月坂町                                                    一部

安来市 利弘町                                                    全部

安来市 鳥木町                                                    全部

安来市 中海町                                                    一部

安来市 中津町                                                    全部

安来市 西赤江町                                                  一部

安来市 西荒島町                                                  一部

安来市 西恵乃島町                                                一部

安来市 西松井町                                                  全部

安来市 能義町                                                    全部

安来市 野方町                                                    全部

安来市 伯太町赤屋                                                全部

安来市 伯太町井尻                                                全部

安来市 伯太町上小竹                                              全部

安来市 伯太町上十年畑                                            全部



安来市 伯太町草野                                                全部

安来市 伯太町下小竹                                              全部

安来市 伯太町下十年畑                                            全部

安来市 伯太町須山福冨                                            全部

安来市 伯太町高江寸次                                            全部

安来市 伯太町峠之内                                              全部

安来市 伯太町西母里                                              全部

安来市 伯太町東母里                                              全部

安来市 伯太町日次                                                全部

安来市 伯太町未明                                                全部

安来市 伯太町母里                                                全部

安来市 伯太町安田                                                全部

安来市 伯太町安田関                                              全部

安来市 伯太町安田中                                              全部

安来市 伯太町安田宮内                                            全部

安来市 伯太町安田山形                                            全部

安来市 伯太町横屋                                                全部

安来市 飯島町                                                    一部

安来市 東赤江町                                                  一部

安来市 日白町                                                    全部

安来市 広瀬町石原                                                全部

安来市 広瀬町宇波                                                全部

安来市 広瀬町奥田原                                              全部

安来市 広瀬町祖父谷                                              全部



安来市 広瀬町梶福留                                              全部

安来市 広瀬町上山佐                                              全部

安来市 広瀬町下山佐                                              全部

安来市 広瀬町菅原                                                全部

安来市 広瀬町富田                                                全部

安来市 広瀬町西谷                                                全部

安来市 広瀬町西比田                                              全部

安来市 広瀬町東比田                                              全部

安来市 広瀬町広瀬                                                全部

安来市 広瀬町布部                                                全部

安来市 広瀬町町帳                                                全部

安来市 古川町                                                    全部

安来市 穂日島町                                                  全部

安来市 宮内町                                                    一部

安来市 安来町                                                    一部

安来市 矢田町                                                    全部

安来市 吉岡町                                                    全部

出雲市 全部

大田市 全部

雲南市 全部

奥出雲町 全部

飯南町 全部

浜田市 全部

江津市 全部



川本町 全部

美郷町 全部

邑南町 全部

益田市 全部

吉賀町 全部

津和野町 全部

隠岐の島町 全部

西ノ島町 全部

海士町 全部

知夫村 全部


