
武蔵村山市公示第　９　号
特定生産緑地（武蔵村山市）の指定

生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の２第１項の規定に基づき指定した特定生産緑地を同条第４項の規定に基づき次のように公示する。

令和３年３月８日
　　　　　　　　　武蔵村山市長職務代理者
　　　　　　　　　武蔵村山市総務部長　石川　浩喜

番号 特定生産緑地の面積 指定期限日

R4-4 武蔵村山市岸三丁目地内 約2,010㎡

R4-6 武蔵村山市岸三丁目地内 約730㎡

R4-8 武蔵村山市岸三丁目地内 約590㎡

R4-9 武蔵村山市岸一丁目地内 約2,130㎡

R4-11 武蔵村山市岸一丁目地内 約1,800㎡

R4-13 武蔵村山市岸一丁目地内 約1,130㎡

R4-17 武蔵村山市三ツ木三丁目地内 約1,240㎡

R4-18 武蔵村山市三ツ木三丁目地内 約660㎡

R4-21 武蔵村山市三ツ木三丁目地内 約610㎡

R4-22 武蔵村山市三ツ木三丁目地内 約2,030㎡

R4-23 武蔵村山市三ツ木三丁目地内 約720㎡

R4-28 武蔵村山市三ツ木二丁目地内 約930㎡

R4-29 武蔵村山市三ツ木二丁目地内 約17,540㎡

R4-31 武蔵村山市三ツ木一丁目地内 約910㎡

R4-33 武蔵村山市三ツ木一丁目地内 約1,490㎡

R4-35 武蔵村山市三ツ木一丁目地内 約2,050㎡

R4-41 武蔵村山市三ツ木一丁目地内 約2,780㎡

R4-46 武蔵村山市本町二丁目地内 約3,330㎡

R4-49 武蔵村山市本町一丁目地内 約1,240㎡

R4-50 武蔵村山市本町二丁目地内 約5,080㎡

R4-52 武蔵村山市本町二丁目地内 約1,290㎡

R4-54 武蔵村山市本町二丁目地内 約2,350㎡

R4-55 武蔵村山市本町二丁目地内 約940㎡

位置

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日



番号 特定生産緑地の面積 指定期限日位置

R4-56 武蔵村山市本町二丁目地内 約2,160㎡
　令和１４年（２０３２年）

１１月５日

R5-56 武蔵村山市本町二丁目地内 約1,430㎡
　令和１５年（２０３３年）

１１月１０日

R4-58 武蔵村山市本町一丁目地内 約3,390㎡

R4-61 武蔵村山市中央四丁目地内 約670㎡

R5-62 武蔵村山市中央四丁目地内 約330㎡
　令和１５年（２０３３年）

１１月１０日

R4-64 武蔵村山市中央四丁目地内 約520㎡

R4-65 武蔵村山市中央四丁目地内 約1,270㎡

R4-66 武蔵村山市中央四丁目地内 約1,230㎡

R4-68 武蔵村山市中央三丁目地内 約1,740㎡

R4-69 武蔵村山市中央三丁目地内 約660㎡

R4-70 武蔵村山市中央三丁目地内 約2,280㎡

R4-72 武蔵村山市中央三丁目地内 約1,870㎡

R4-73 武蔵村山市中央三丁目地内 約520㎡

R4-74 武蔵村山市中央三丁目地内 約1,050㎡

R4-77 武蔵村山市中央一丁目地内 約1,790㎡

R4-80 武蔵村山市中央一丁目地内 約1,040㎡

R4-81 武蔵村山市中央二丁目地内 約990㎡

R4-83 武蔵村山市中央二丁目地内 約590㎡

R4-84 武蔵村山市中央二丁目地内 約890㎡

R4-85 武蔵村山市中央二丁目地内 約3,000㎡

R4-86 武蔵村山市中央二丁目地内 約230㎡

R4-87 武蔵村山市中央二丁目地内 約1,230㎡

R4-88 武蔵村山市中央一丁目地内 約680㎡

R4-89 武蔵村山市中央一丁目地内 約30,860㎡

R5-90 武蔵村山市中央一丁目地内 約1,240㎡
　令和１５年（２０３３年）

１１月１０日

R4-91 武蔵村山市中央一丁目地内 約900㎡

R4-92 武蔵村山市中央一丁目地内 約790㎡

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日



番号 特定生産緑地の面積 指定期限日位置

R4-93 武蔵村山市中央一丁目地内 約730㎡

R4-94 武蔵村山市中央一丁目地内 約1,170㎡

R4-95 武蔵村山市中央二丁目地内 約9,350㎡

R4-97 武蔵村山市中央二丁目地内 約6,850㎡

R4-98 武蔵村山市中央二丁目地内 約1,710㎡

R4-99 武蔵村山市中央二丁目地内 約540㎡

R4-101 武蔵村山市中藤二丁目地内 約1,280㎡

R4-102 武蔵村山市中藤二丁目地内 約670㎡

R4-103 武蔵村山市中藤二丁目地内 約1,640㎡

R4-104 武蔵村山市中藤五丁目地内 約500㎡

R4-105 武蔵村山市中藤五丁目地内 約720㎡

R4-106 武蔵村山市中藤五丁目地内 約2,260㎡

R4-107 武蔵村山市中藤五丁目地内 約820㎡

R4-108 武蔵村山市中藤五丁目地内 約500㎡

R4-109 武蔵村山市中藤五丁目地内 約1,320㎡

R4-110 武蔵村山市中藤五丁目地内 約1,570㎡

R4-112 武蔵村山市中藤四丁目地内 約730㎡

R4-113 武蔵村山市中藤三丁目地内 約1,520㎡

R4-114 武蔵村山市中藤三丁目地内 約1,200㎡

R4-115 武蔵村山市中藤一丁目地内 約480㎡

R4-116 武蔵村山市中藤四丁目地内 約2,500㎡

R4-118 武蔵村山市中藤五丁目地内 約2,150㎡

R4-119 武蔵村山市中藤五丁目地内 約2,050㎡

R4-121 武蔵村山市中藤五丁目地内 約530㎡

R4-122 武蔵村山市中藤五丁目地内 約840㎡

R4-123 武蔵村山市中藤五丁目地内 約810㎡

R4-125 武蔵村山市中藤一丁目地内 約1,170㎡

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日



番号 特定生産緑地の面積 指定期限日位置

R4-126 武蔵村山市中藤一丁目地内 約840㎡

R4-131 武蔵村山市神明二丁目地内 約680㎡

R5-131 武蔵村山市神明二丁目地内 約1,780㎡
　令和１５年（２０３３年）

１１月１０日

R4-133 武蔵村山市神明三丁目地内 約6,000㎡

R4-134 武蔵村山市神明三丁目地内 約1,050㎡

R4-135 武蔵村山市神明三丁目地内 約780㎡

R4-136 武蔵村山市神明三丁目地内 約970㎡

R4-139 武蔵村山市神明四丁目地内 約1,180㎡

R4-140 武蔵村山市神明一丁目地内 約1,930㎡

R4-141 武蔵村山市神明一丁目地内 約1,850㎡

R4-142 武蔵村山市神明一丁目地内 約17,560㎡

R4-143 武蔵村山市神明一丁目地内 約1,620㎡

R4-144 武蔵村山市神明四丁目地内 約9,620㎡

R4-145 武蔵村山市神明四丁目地内 約300㎡

R4-146 武蔵村山市神明四丁目地内 約2,110㎡

R4-148 武蔵村山市神明三丁目地内 約6,600㎡

R4-151 武蔵村山市神明四丁目地内 約3,540㎡

R4-152 武蔵村山市神明四丁目地内 約2,200㎡

R4-154 武蔵村山市神明三丁目地内 約840㎡

R4-156 武蔵村山市三ツ藤二丁目地内 約2,690㎡

R4-157 武蔵村山市三ツ藤一丁目地内 約690㎡

R4-161 武蔵村山市三ツ藤二丁目地内 約180㎡

R4-165 武蔵村山市三ツ藤一丁目地内 約800㎡

R4-168 武蔵村山市三ツ藤一丁目地内 約620㎡

R4-172 武蔵村山市三ツ藤一丁目地内 約2,270㎡

R4-174 武蔵村山市榎三丁目地内 約1,820㎡

R4-178 武蔵村山市榎三丁目地内 約1,410㎡

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日



番号 特定生産緑地の面積 指定期限日位置

R4-179 武蔵村山市榎三丁目地内 約1,720㎡

R4-180 武蔵村山市榎三丁目地内 約4,470㎡

R4-184 武蔵村山市榎三丁目地内 約820㎡

R4-187 武蔵村山市榎二丁目地内 約5,270㎡

R4-189 武蔵村山市榎二丁目地内 約4,770㎡

R4-190 武蔵村山市榎二丁目地内 約1,480㎡

R4-192 武蔵村山市学園一丁目地内 約1,710㎡

R4-193 武蔵村山市学園一丁目地内 約6,270㎡

R4-195 武蔵村山市学園一丁目地内 約870㎡

R4-198 武蔵村山市学園二丁目地内 約1,400㎡

R4-200 武蔵村山市学園三丁目地内 約970㎡

R4-203 武蔵村山市学園一丁目地内 約2,770㎡

R4-204 武蔵村山市学園一丁目地内 約930㎡

R4-205 武蔵村山市学園一丁目地内 約6,080㎡

R4-207 武蔵村山市学園三丁目地内 約1,370㎡

R4-208 武蔵村山市学園五丁目地内 約1,320㎡

R4-209 武蔵村山市学園五丁目地内 約2,050㎡

R4-212 武蔵村山市学園五丁目地内 約3,630㎡

R4-215 武蔵村山市学園四丁目地内 約1,340㎡

R4-216 武蔵村山市学園四丁目地内 約1,000㎡

R4-219 武蔵村山市学園四丁目地内 約1,310㎡

R4-223 武蔵村山市残堀五丁目地内 約5,010㎡

R4-226 武蔵村山市残堀五丁目地内 約8,290㎡

R4-229 武蔵村山市残堀四丁目地内 約1,120㎡

R4-230 武蔵村山市残堀四丁目地内 約8,160㎡

R4-232 武蔵村山市残堀五丁目地内 約3,760㎡

R4-235 武蔵村山市残堀一丁目地内 約1,440㎡

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日



番号 特定生産緑地の面積 指定期限日位置

R4-237 武蔵村山市残堀一丁目地内 約530㎡

R4-239 武蔵村山市残堀四丁目地内 約5,820㎡

R4-240 武蔵村山市残堀四丁目地内 約1,340㎡

R4-243 武蔵村山市残堀二丁目地内 約960㎡

R4-244 武蔵村山市残堀二丁目地内 約1,490㎡

R4-246 武蔵村山市残堀一丁目地内 約1,060㎡

R4-247 武蔵村山市残堀一丁目地内 約3,370㎡

R4-249 武蔵村山市伊奈平一丁目地内 約1,300㎡

R4-251 武蔵村山市伊奈平一丁目地内 約1,330㎡

R4-259 武蔵村山市伊奈平六丁目地内 約2,530㎡

R4-261 武蔵村山市伊奈平六丁目地内 約5,810㎡

R4-264 武蔵村山市伊奈平五丁目地内 約880㎡

R4-265 武蔵村山市伊奈平五丁目地内 約3,050㎡

R4-267 武蔵村山市伊奈平五丁目地内 約5,100㎡

R4-268 武蔵村山市伊奈平一丁目地内 約1,390㎡

R4-272 武蔵村山市伊奈平四丁目地内 約1,570㎡

R4-273 武蔵村山市伊奈平四丁目地内 約860㎡

R4-274 武蔵村山市伊奈平四丁目地内 約1,730㎡

R4-275 武蔵村山市伊奈平四丁目地内 約710㎡

R4-276 武蔵村山市伊奈平四丁目地内 約1,440㎡

R4-278 武蔵村山市伊奈平四丁目地内 約1,690㎡

R4-279 武蔵村山市伊奈平四丁目地内 約700㎡

R5-279 武蔵村山市伊奈平四丁目地内 約180㎡
　令和１５年（２０３３年）

１１月１０日

R4-280 武蔵村山市伊奈平四丁目地内 約2,030㎡

R4-283 武蔵村山市大南一丁目地内 約6,680㎡

R4-285 武蔵村山市大南一丁目地内 約2,700㎡

R4-288 武蔵村山市大南二丁目地内 約520㎡

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日



番号 特定生産緑地の面積 指定期限日位置

R4-289 武蔵村山市大南二丁目地内 約4,790㎡

R4-290 武蔵村山市大南二丁目地内 約1,630㎡

R4-291 武蔵村山市大南二丁目地内 約2,380㎡

R4-292 武蔵村山市大南二丁目地内 約1,650㎡

R4-296 武蔵村山市大南一丁目地内 約1,100㎡

R4-299 武蔵村山市大南一丁目地内 約2,960㎡

R4-305 武蔵村山市大南五丁目地内 約2,390㎡

R4-306 武蔵村山市大南五丁目地内 約1,040㎡

R4-317 武蔵村山市中原一丁目地内 約1,320㎡

R4-319 武蔵村山市三ツ藤三丁目地内 約1,260㎡

R4-326 武蔵村山市中原一丁目地内 約760㎡

R4-327 武蔵村山市中原四丁目地内 約680㎡

R4-328 武蔵村山市中原二丁目地内 約1,140㎡

R4-330 武蔵村山市中原二丁目地内 約1,120㎡

R4-340 武蔵村山市中原一丁目地内 約1,420㎡

R4-341 武蔵村山市中原一丁目地内 約1,320㎡

R4-342 武蔵村山市中原一丁目地内 約600㎡

R5-349 武蔵村山市三ツ木三丁目地内 約840㎡

R5-356 武蔵村山市残堀四丁目地内 約1,910㎡

R4-360 武蔵村山市学園一丁目地内 約3,860㎡

R4-379 武蔵村山市学園四丁目地内 約1,570㎡

R4-385 武蔵村山市大南二丁目地内 約1,010㎡

R4-387 武蔵村山市残堀二丁目地内 約1,870㎡

R4-391 武蔵村山市中藤五丁目地内 約460㎡

R4-394 武蔵村山市神明四丁目地内 約620㎡

R4-396 武蔵村山市三ツ木一丁目地内 約2,690㎡

R4-401 武蔵村山市学園五丁目地内 約990㎡

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日

　令和１５年（２０３３年）
１１月１０日

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日



番号 特定生産緑地の面積 指定期限日位置

R4-402 武蔵村山市学園一丁目地内 約1,670㎡

R4-405 武蔵村山市神明一丁目地内 約2,270㎡

「区域は指定図表示のとおり」

　令和１４年（２０３２年）
１１月５日


