
石巻市農業振興地域整備計画（抄本）

令和４年６月計画変更案公告分

石巻市産業部農林課



石巻地域

大字 小字 地番

A-1 門脇 一番谷地

4-4、4-5、4-10、4-11、5-1～5-

3、5-6、17-1、17-2、20-1、57-

3、57-6、57-8、60-1

全域

A-1 門脇 青葉西 全域 全域

A-1 蛇田 三ツ口南 全域 全域

A-1 蛇田 境塚 全域 全域

A-1 蛇田 新浜江場 全域 全域

A-1 蛇田 土和田 全域 全域

A-1 蛇田 新山崎

全域 45-2、99-3、103-4、233-3、

235-1、297-4、298-3、298-4、

299-1、299-2、301-1、302-1、

304-1

A-1 蛇田 南久林 全域 全域

A-1 蛇田 沖 全域 全域

A-1 蛇田 雷神 全域 全域

A-1 蛇田 新立野 全域 全域

A-1 蛇田 菰継 全域 全域

A-1 蛇田 小斎 全域 全域

A-1 蛇田 南経塚 全域 全域

A-1 蛇田 福村北 全域 全域

A-1 蛇田 新下前沼 全域 全域

A-1 蛇田 東道下 全域 全域

A-1 蛇田 西道下 全域 全域

A-1 蛇田 新沼向前 全域 全域

A-1 蛇田 新沼向後 全域 61、70-1、77-1、78-1

A-1 蛇田 沼向 全域 全域

A-1 蛇田 沼向前北 全域 全域

A-1 蛇田 新〆切 全域 全域

A-1 蛇田 刈場 全域 全域

A-1 蛇田 新刈場 全域 全域

A-1 蛇田 新上沼 全域 全域

A-1 蛇田 道上 全域 －

A-1 蛇田 川前

全域 1-1、1-2、1-5～1-9、1-11～1-

17、1-19～1-27、1-29、1-31～

1-33、1-36、1-38～1-47、2-1、

3-1、3-2、4-1、4-2、5-1、6-

1、6-2、7-2、7-2、8-1、12-1、

13、16、17、19、28、31-40、

31-62、31-75、31-76、31-100～

31-108

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-1 蛇田 山崎 全域 24、46、91、94、96

A-1 蛇田 上待井 全域 4-1～4-3、76～78

A-1 蛇田 堤 全域 57

A-1 蛇田 深田 全域 －

A-1 蛇田 沼向前 全域 69-3、69-4

A-2 南境 堤外 全域 全域

A-2 南境 下金山 全域 全域

A-2 南境 上金山 全域 全域

A-2 南境 新下金山 全域 全域

A-2 南境 新金沢 全域 全域

A-2 南境 新館下 全域 全域

A-2 南境 才神 全域 全域

A-2 南境 水貫山 全域 全域

A-2 南境 館山 全域 全域

A-2 南境 新堤外 全域 全域

A-2 大瓜 棚橋上待井

全域 1-1、2-1、3～5、7-1、9-1、

10、13-1、14-1、15-6、17-1、

18-1、18-3、19-1、19-3、20-

1、20-3、20-4、21-1、21-3、

21-4、22-1、22-3、22-4、23-

1、23-3、24-1、24-3、25-1、

25-3、26-1、26-3、27-1、27-

3、30-1、31、32-1、33-1、34-

1、35-1、36、53-2、54-1、54-

2、55-1～55-4、56-1、56-2、

57-1～57-3

A-2 大瓜 上大塚前

全域 1-2、3-6、4-3、5-3、14-1、15-

1、15-4、16-1、16-3、17-1、

17-3、17-4、18-1、18-3、19-

1、19-4、20-1、20-4、21-1、

41-2

A-2 大瓜 下大塚前

全域 1-2、2-2、21～25、29-1、29-

3、32-1，32-3、33-1、34-1、

38-1、46-1、46-3～46-5

A-2 大瓜 上小塚 全域 全域

A-2 大瓜 下小塚 全域 全域
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-2 大瓜 剣崎

全域 1、2-1、8-1、9-1、11-1、14-

3、18-1、19-1、20-1、21～24、

25-1、26-1、27～29、47-1、48-

1、49

A-2 大瓜 山崎

全域 3-2、4-2、10-2、56、58、60、

62、68-6

A-2 大瓜 箕輪 全域 全域

A-2 大瓜 夷ノ木

全域 1-1～7-1、8-1～8-3、9-1～9-

3、10-1、10-3、11-1、18-1、

20、26、31，32、41-2、42-1～

42-3、43，45、46-1～47-2、47-

4、48-1～49-3、49-6～49-8、

64、65、68、75、101、50-1、

51-1、51-4、51-5、52-1、52-

3、52-4、53-1、55-1、55-2、

53-1、55-1、56-1～56-4、58-1

～62-2、62-5、63-1、63-2、67-

1、67-3、70-1、70-3～70-5、

71-1～71-4、72-1、73-1、76-

3、76-4、77-4、80-2、81-2、

81-4、83-2、108-1、110-1、

122-1、122-4、123-1、123-2

A-2 大瓜 宿前 全域 全域

A-2 大瓜 上台

全域 1、2-1、2-2、3-1、3-3、4-1、

4-3、5、6、10、12、15-2、16-

1、16-3、17、18-1、18-3、20-

1、21、22-1、22-3、22-4、23-

1、23-2、24-1、25-1、26、29-

1、29-4、29-5、30-3、31-2、

33-1、34-1、34-3、41、50-1、

52-2、72-2、73-2、73-3、74-

1、74-2、77-2、90-2、103-1、

103-3、103-4、105、116-2、

117-6

A-2 大瓜 新内亀山 全域 全域
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-2 大瓜 亀山待井

全域 1-1、2～6、7-1、8、9-1、10-

1、11～16、17-1、18-1、23-1、

23-3、38-1、38-4、38-5、71-

2、77-2、77-3、78-1、78-2、

79、80-1、81-1、82-1～84-2、

85-2、85-3、86-2、117-3、118-

1、119-1、119-2、120-2、120-

3、124-1、124-3、126-1、126-

2、127-1～129-3、130-2、130-

3、131-2、131-3、152-2、153-

1、153-3、153-6、153-7、155-2

A-2 大瓜 上宿

全域 1-1、8、9、15～18、19-2、20-

2、29-2、44-2、45

A-2 大瓜 休石

全域 12-2、13-2、14-2、14-3、15-

2、15-3、16-2、16-3、17-1、

17-2、50-2、61-2、62-2、63-

2、64-1、64-2、65-2、65-3、

67-2、67-3、68-2、68-4、69-

2、70-2、71-2、73-2、73-3、

76-4、78-2、98-3、99-3、100-

2、101-2、104-2、105-2、106-

2、109-2、111-2、112-2、113-

2、114-2、115-2、116-3、117-4

～117-6、118、119、120-1、

122-1、124-1

A-2 大瓜 井内原

全域 21-2、22-2、71-4、80-1、89-

1、90-1、91-1、92-1、93-3、

94-3、95-3、96-3、97-3、98-

2、98-4、99-3、100-3、101-3、

102-3、103-3、104-3

A-2 大瓜 藤木 全域 全域

A-2 大瓜 新藤木

全域 2-2、3-2、33-4、33-5、38-2、

39-2、42-2、43-2、44、45-3、

46-3、47-3、48-3、49-2、51-

3、52-3、53-3、54-3、55-1、

56-3、59-3、60-3、61-3、62-

2、63-2、146-2、146-3
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-2 大瓜 早稲田

全域 1-3、2-3、3-3～3-5、4-3、4-

4、5-1、5-3、5-4、6-1、6-3、

7-1、7-3、8-1、8-3、9-1、9-

3、10-3、11-3、12-3、13-3、

15-3、16-3、17-2、18-2、23-

2、24-2、24-3、25-2、25-3、

25-4、26-2、26-3、26-4、27-

2、27-3、28-2、35-2、35-3、

36-2～36-4、37-2～37-4、38-2

～38-4、39-2、73-1、73-2、74-

1、74-2、74-3、75-1～75-4、

76-2～76-4、78-2、79-2、79-

3、80-2、81-1～81-4、82-1～

82-4、83-1～83-3、84-2、101-4

A-2 大瓜 新田

全域 1-3、2-3、3-3、4-3、5-3、6-

4、6-5、19-5、20-2、20-5、20-

6、21-2、52-1、53-1

A-2 大瓜 八津 全域 全域

A-2 大瓜 内八津 全域 全域

A-2 大瓜 新小福地 全域 －

A-2 大瓜 辰脇 全域 ー

A-2 大瓜 瀬戸山 全域 全域

A-2 大瓜 入待井 全域 全域

A-2 大瓜 瀬戸 全域 112、124、132、147

A-2 大瓜 鐘

全域 1-1、1-3～1-6、1-8、2-3、20-

1、21-1、22-1、27-3、27-4、

36-1、37-1、38-1、48-1、49-

1、50-1、51-1、53-1、54-1、

55-1、55-2

A-2 大瓜 大塚後 全域 全域

A-2 大瓜 棚橋下待井

全域 1-1、2～5、8、11、12-1、13～

18、20-1、20-2、21、22、24-

1、25-1、26～31、35-1、36～

40、69-1、71-1、71-3、72-1、

72-3、73-1、73-3、74-1、74-

3、75-1、75-3、80-1、81

A-2 大瓜 館下 全域 全域
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-2 大瓜 新前田
全域 1-1、55-1、57-1、59、112-1、

118～120、130～132

A-2 大瓜 前田

63-1、100-2、103、110、114、

118～121、123、127～129、

131、134-1、135、136、139、

145、147～149、150-1、150-

2、151、155、157、159-1164、

167、173、179、183、236～

238、242、243-1、245-1、247-

1、247-3、247-4、249-1、252、

256、257-6、258-4、261-2、

261-6、261-9、268-1、269-1、

272-2、273、274-1～274-3、

278～281、283

全域

A-2 大瓜 内小福地 全域 全域

A-2 大瓜 新八津

全域 1-3、1-4、2-3、2-4、3-6～3-

9、4-2、4-3、5-2、5-3、6-3、

6-4、7-4～7-6、8-3、8-4、9-4

～9-6、20-2

A-2 大瓜 新入 全域 －

A-2 高木 清水 全域 全域

A-2 高木 古戸 全域 全域

A-2 高木 中才 全域 全域

A-2 高木 寺前 全域 全域

A-2 高木 岡田 全域 全域

A-2 高木 大沢 全域 全域

A-2 高木 堀田 全域 全域

A-2 高木 若宮 全域 全域

A-2 高木 小沢 全域 全域

A-2 高木 東竹之花 全域 全域

A-2 高木 大草 全域 全域

A-2 高木 竹ノ下 全域 全域

A-2 高木 内田 全域 全域

A-2 高木 新内田 全域 全域

A-2 高木 小西 全域 全域

A-2 高木 一番 全域 －

A-2 高木 二番
全域 14、15、57～60、61-1、61-3、

62

A-2 高木 三番 全域 15、16

A-2 高木 四番 全域 －
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-2 高木 五番 全域 65-1～66-2、67、86～89

A-2 高木 六番 全域 －

A-2 高木 七番 全域 9-2、10-2、22-2

A-2 水沼 館下

13、14、17-1、18-1、27、39-

2、48、49-2、49-3、52-1、52-

2、53-1、53-3、58、83

全域

A-2 水沼 荒菷 全域 全域

A-2 水沼 内田 全域 3-1、266、267、269～272

A-2 水沼 江合 全域 全域

A-2 水沼 小多田 全域 －

A-2 水沼 亀山内田 全域 全域

A-2 水沼 亀山畑 全域 全域

A-2 水沼 亀山向 全域 全域

A-2 水沼 下金棒 全域 全域

A-2 水沼 新子洗 全域 全域

A-2 水沼 寺中畑 全域 全域

A-2 水沼 台畑 全域 全域

A-2 水沼 寺内 全域 全域

A-2 水沼 天似 全域 全域

A-2 水沼 中入畑 全域 全域

A-2 水沼 日影 全域 全域

A-2 水沼 日向畑 全域 全域

A-2 水沼 平畑 全域 全域

A-2 水沼 細窪 全域 全域

A-2 水沼 宮田 全域 全域

A-2 水沼 横路 全域 全域

A-2 水沼 新内田 全域 －

A-2 水沼 新赤坂 全域 －

A-2 水沼 新金棒
全域 13-2、14-4、35-4～35-6、36-

2、37-2

A-2 水沼 新〆切
全域 1-2、8-2、9-2、17-3、18-2、

19-2、24-2

A-2 水沼 一番 全域 －

A-2 水沼 二番 全域 －

A-2 水沼 三番 全域 8-2、9-4

A-2 水沼 四番
全域 8-3、8-4、9-4、9-5、26-2、27-

2、48

A-2 水沼 五番
全域 7-2、8-2、20-10～20-12、21-

2、21-3

A-2 真野 日向 全域 全域

A-2 真野 日影 全域 全域

A-2 真野 八森山 36、37、43-1、46 全域

A-2 真野 舘坂下 全域 全域
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-2 真野 小屋前 全域 全域

A-2 真野 舟渡 全域 全域

A-2 真野 小島 全域 全域

A-2 真野 半堂崎 全域 全域

A-2 真野 半堂前 全域 全域

A-2 真野 新丸森 全域 全域

A-2 真野 丸森山 全域 全域

A-2 真野 新牛石 全域 全域

A-2 真野 上小島 全域 －

A-2 真野 下小島 全域 全域

A-2 真野 三の坪 全域 ８～11、35、98-1、111-1

A-2 真野 四の坪 全域 1-1

A-2 真野 六の坪
全域 14-2、14-3、14-5、14-7、21-1

A-2 真野 七の坪 全域 全域

A-2 真野 八の坪 全域 全域

A-2 真野 馬場前 全域 全域

A-2 真野 小山 全域 全域

A-2 真野 内山
95-1 1、95-3、95-4、96-1、

102-2、102-3、104-2、108

全域

A-2 真野 内原 全域 全域

A-2 真野 山王山 6、20、37、56-2、84-2 全域

A-2 真野 殿林 全域 －

A-2 真野 新殿田

全域 1-2、1-3、3-3、3-4、4-4、4-

5、4-6、8-2、14-4、14-5、14-

6、15-2、24-5、24-6、24-8、

24-9、25-4、33-4、34-4、40-

3、41-2、50-3、51-4

A-2 真野 新明神
全域 1-2、2-3、2-4、3-2、3-3、27-

2、28-2、29-4、29-5、29-6

A-2 真野 新清水 全域 45-3

A-2 真野 新白鳥 全域 －

A-2 真野 新館下 全域 11

A-2 真野 新寺下 全域 －

A-2 真野 丸森南 全域 －

A-2 真野 丸森北 全域 －

A-2 真野 小島前 全域 －

A-2 真野 西谷地 全域 38

A-2 真野 大曲戸 全域 －

A-2 真野 大谷地 全域 -

A-2 真野 中谷地 全域 1

A-2 真野 東谷地 全域 -
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-2 真野 鷲の巣前 全域 －

A-2 沼津 山崎 全域 全域

A-2 沼津 八幡山 全域 全域

A-2 沼津 越田 全域 全域

A-2 沼津 三輪 全域 全域

A-2 沼津 由利郷 全域 全域

A-2 沼津 入

2-1、3-1、4-1、8-1、9-1、10-

1、11、12-1、12-2、13-1、13-

2、14-1、15、16-1、17-1、17-

2、19、19-1、20-1、23-1、24-

1、26-1、21、22、29、30、45-

1、52-1、54-1、59-1、62-1、

62-2、66-1、66-2、69-1、69-

2、72-1、72-2、90-6、57、64、

67、68、70、71、73、74、75、

89、91、92、95、96、99、

101、116、117-2、121、122-

1、122-2、124-1、124-6、124-

7、126-1、127

全域

A-2 沼津 川端 全域 全域

A-2 沼津 沢口 全域 全域

A-2 沼津 山中 全域 全域

A-2 沼津 竹森 全域 全域

A-2 沼津 出外 全域 全域

A-2 沼津 北新田 全域 82～85

A-2 沢田 姥石 全域 全域

A-2 沢田 小友

全域 1-1、2、3、6-1、6-2、8-1、8-

2、9-2、9-3、10、10-1、11、

12、14～16、22-1～22-3、23～

25、26-1、28-1、31-1、33-1、

34-1、35-1、36-1、36-2、37-

1、37-2、39-1、41、44、47-1、

49-1、50-1、51-1、52-1、53-

1、59-1、60-1、76-5～76-10、

79
A-2 沢田 台 全域 全域

A-2 沢田 平形 全域 全域

A-2 沢田 取揚 全域 全域

A-2 沢田 平形山根 全域 全域
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-2 沢田 磯田一番

全域 261、263、264、265-1、265-

2、266-1、266-3、269-1、269-

3、270-1、270-3、272-1、273-1

A-2 沢田 新平形

全域 86-2、98-3、98-4、108、109、

111-1、111-2、112～115

A-2 沢田 新八幡下 全域 8-3

A-2 井内 磯田 全域 全域

A-2 井内 四番

全域 1-1、15-4、16-4、16-5、17-4～

17-7、18-4～18-6、19-4、20-

4、29-2、29-3、30-2、30-3、

31-2～31-4、32-2～32-5、33-

2、33-3、41-2、42-2、42-3、

43-2～43-4、44-2～45-4、46-

2、46-3、47-2、47-3、48-2、

53-2、53-3、54-2、54-3、55-

2、55-3、56-2～56-5、57-2～

57-5、58-2～58-5、59-2～59-

4、60-2、60-3、61-2、71-2～

71-4、72-2、72-3、73-2、73-

3、74-2、89-2、109、108の一

部、116～139、144-1～180
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-2 根岸 新大和田 全域 全域

A-2 根岸 新城見 全域 －

A-2 根岸 中 全域 全域

A-3 渡波 山崎 全域 全域

A-3 渡波 西ヶ崎 全域 全域

1-3、1-4、4-3、4-4、6-2、8-

2、9-2、10-2、11-2、12-2、13-

2、14-2、15-2、16-２、17-2、

18-4、33-3、34-3、35-3、36-

3、37-3、38-3、39-3、40-4、

41-3、60-3、79-2、97-3、115-

3、116-3、128-2、129-2、129-

3、130-2～130-4、131-1～131-

3、132-1～132-4、133-1～133-

4、135-2、141-2、141-3、142-

2、142-3、143-2～143-4、144-

4、144-5、145-2、145-4、145-

5、146-2～146-4、147-2、147-

3、148-2、148-3、149-2、149-

3、150-2、150-3、151-1、151-

2、152、153-2、153-3、154-2、

155-2、155-3、156-3～156-5、

157-2～157-4、158-2、158-4、

158-5、159-2、159-4、159-5、

160-2～160-4、161-2、161-3、

162-2、162-3、171、172-2～

172-4、173-2～173-4、174-2、

174-3、175-2、175-3、176-2、

189-1～216-1、219-1、220-1、

222-1、223-1、234-1、234-2、

235-2、236-2、237-1、243-1

井内 五番

全域

A-2
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-3 渡波 際前

全域 172-2、178-2、179-2、180、

187-2、190-2、191-2、194-2、

195-2、197-1、197-2、203、

205、208、219、220-1、224-

1、225～227、231-2、237-2、

247-2、248-1、248-2、249-2、

265-3、274-2、275、276-2、

294-2、296-2、305-3、318、

319、319-1、322、323、322-

1、323-2、326～330、330-1、

331～337、338-1～338-3、340-

3、341、341-1～341-3、346、

347、349-1、350-1、350-2、

351～353、354-1、355、356、

357-1、357-2、360-1、360-3、

362、591-2、594-2、597-2、

604-1、609-2、773-1、776-1、

814-1、835、840-1、855-3

A-3 渡波 際 全域 全域

A=3 渡波 大林下

全域 95-1、96、97-1、98-1、123-1、

125-1、129-3、130、130-1、

174、181～183、184-1、186-

1、187-1、188、190-1、191、

192、194、196～201、202、

204、205、207～209、227、

229、234、237、240-1、241-

1、242-1、243～245、246-1、

247-1、248-1、249-1、251

A-3 渡波 鹿松 全域 全域
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-3

6-1、7-1、8-1、9、10、10-1、

10-2、11～13、14-1、15-1、16-

1、17-1、18、18-1、19、19-1、

19-2、20-1、20-2、21-1、21-

2、22-1、22-2、23-1、23-2、

24、24-1、25-1、26-1、27～

29、30-1、31-1、31、32-1、33

～36、37-1、38、38-1、38-2、

39、40、40-1、41、41-1、42、

44、45、45-1、46、47、48、68

～73、74-1、74-2、75、75-1、

76、77、77-1、77-2、７8～84、

85-1、85-2、86、86-1、87、

88、89、89-1、90～93、93-1、

95-1、98-1、98-2、99、99-1、

99-2、102、102-1、103-1、106-

2、107～109、113、116、118、

120、122、124、125、126、

126-1、127、127-1、127-2、

128、128-1、129-1～129-4、

130～133、133-1、134～142、

143、143-1、146-1、149-2、

163～172、172-1、173～188、

190、192～194、196-1、197-

1、199-1、200-1、200-2、200-

7、200-8、201-1、202-1、206～

210、211-1、211-2、212-2、

213～218、219-1～219-3、

220、220-1、221、222-1、222-

2、223-1、223-2、224-1、224-

2、225～231、231-1、232～

237、238-1

渡波 根岸前

6-1、10、10-1、20-1、21-1、

22-1、23-1、24-1、26-1、27～

29、30-1、31-1、31、32-1、33

～36、37-1、38、38-1、38-2、

39、40、40-1、41、41-1、42、

44、45、45-1、46、47、48、

77、93、93-1、95-1、98-1、98-

2、99、99-1、99-2、102、102-

1、103-1、106-2、107～109、

143、143-1、146-1、149-2、

163、164、175～179、199-1、

200-1、200-2、200-7、200-8、

206～209、214～218、235～

231、232～237、238-1
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石巻地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

A-3 渡波 新千刈

1-1、1-3、3、5、6，6-1、7、

9、10-1、11～15、15-1、17、

17-2、19-1、20、25～27、27-

1、27-2、74-2、75-1、76、77、

77-2、78-1、78-5、78-6、79、

85-1、85-2、86-1、86-2、87-1

～96-1、96-3、98-1、98-2、

99、101-1～108-2、112-1～114-

2、118-1、119、119-1、119-2、

170、174～177、179～182、185

～194、194-1、195、197、200-

1、200-3、201-1、203-1、204、

205、209

1-1、1-3、17、17-2、19-1、

20、25～27、27-1、27-2、74-

2、75-1、76、77、77-2、78-1、

78-5、78-6、79、85-2、86-2、

91-3、92-2、94-3、95-2、96-

3、98-2、99、100-2、101-2、

102-2、103-2、104-2、105-2、

105-3、106-2、107-2、108-2、

112-2、113-2、114-2、118-1、

119、119-1、119-2、170、174

～176、189、191、192、197、

200-1、200-3、201-1、203-1、

204、205、209

A-3 渡波 栗林 全域 全域

A-3 渡波 千刈田 全域 全域

A-3 渡波 新沼

1-1、1-2、1-3、5-1、16-1、1～

34、34-1、119～139、141～

151、147-1、150-1、239～

243、243-1、243-2、244～

256、257-3、258～268、293、

294-1、320-1

1、1-1、1-2、1-3、4、5、254～

256、257-3、258、259、293、

294-1、320-1

A-3 渡波 小法師 全域 全域
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河北地域

大字 小字 地番

B-２ 成田 岩崎前 全域 －

B-２ 成田 大曲土手外 全域 33-1、33-2、58-1、58-3

B-２ 成田 境前
全域 51～54、199-2、200-3、237-2、

238-3

B-２ 成田 袖吉野前 全域 248

B-２ 成田 吉野前 全域 －

B-1 相野谷 石生沖 全域 全域

B-1 相野谷 柿木前 全域 全域

B-1 相野谷 斉ノ神 全域 全域

B-1 相野谷 中村前 全域 全域

B-1 相野谷 山崎前

全域 1-1、2-1、2-4、3-1、4-1、5-

1、5-4、6-1、9-1、10-1、12-

1、13～22、23-1、24-1、25-1、

26-1、27-1、31-3、32-2、33-

2、34-2、35-2、36-2、37-2、

38-1、38-2、40-1、40-2、41-

1、41-2、42-1、42-2

B-1 相野谷 六本木

全域 1-1、2、5、6-1、6-2、7、11-

1、17-1、31～36、37-1、38～

40、41-1、41-2、42-1、42-2、

43-1、43-2、44-1、44-2、45-

1、45-2、46-1、46-2、47-1、

47-2、48-1、48-2、49-1、49-

2、50-1、50-2、51-1、51-2、

52-1、52-2、53-1、53-2、54-

1、54-2、55-1、55-2、56-1、

56-2、57-1、57-2、62-1、64-

1、58、59、60、65、100-1、

100-2、136-3、208-3、209-4、

227、228-1

B-1 相野谷 日影前
全域 104、105、106-1、107-1、

108、109

B-1 相野谷 日向前 全域 －

B-1 相野谷 塚崎 全域 全域

B-1 相野谷 音坂 全域 全域

B-1 相野谷 茗荷沢畑 全域 全域

B-1 中島 舘前畑 全域 －

B-2 中島 舘前 全域 －

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-1 中島 中待井 全域 全域

B-1 中島 新中待井

全域 11-1、11-3、12-3、34-3、35-

3、43-1、51-2、52-3、53-3、

63-3、64-1、65、66-1、67-3

B-1 中島 舘前畑三番 全域 全域

B-1 中島 荒町前下 全域 全域

B-1 中島 石湊上 全域 全域

B-1 中島 和泉沢畑一番 全域 全域

B-1 中島 和泉沢畑二番 全域 全域

B-1 中島 大沢入畑上 全域 全域

B-1 中島 大島山畑 全域 全域

B-1 中島 木ノ下

全域 1-1、8-1、15-1、16～19、21-

1、22、23-1、24-1、25、26、

27-1、28-1、29、30-1、31-1、

33-1

B-1 中島 五三郎 全域 216-3、217-1

B-1 中島 清水田畑 全域 全域

B-1 中島 新石湊

全域 1、2、15～18、32～36、38、

75、81-3、82-3、97-1、97-3、

98～102、112～117、122-1、

124、126-1

B-1 中島 千賀崎 全域 全域

B-1 中島 向平畑一番 全域 全域

B-1

1-1、1-3、2-1～2-3、3、4、6-

2、8-2、23-2、24-1、24-2、25-

1、26-1、27、28-2、36-1、38-

1、40-1、42-1、43-1、44-1、

45-1、46-1、49-1、50-1、51-

1、52-1、53-1、54-1、56-1、

57-1、59-1、70、71-1、72-1、

73、74-2、91、93-3、94-3、95-

3、96-3、107-2、108～110、

111-1、111-3、112-1、112-3、

113-1、115-1、116-1、116-4、

116-5、117、120～122、124～

127、131-3、132-3、177-1、

177-3、177-5、177-7、177-8

全域

石湊中島
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-1 中島 女子沢内畑 全域 全域

B-1 中島 屋敷入畠中 全域 全域

B-1 中島 女子沢畑 全域 全域

B-1 中島 小泉前 全域 2-24

B-1 中島 女子沢前 全域 －

B-1 中島 上銀田 全域 全域

B-1 中島 上金田 全域 －

B-1 中島 六反田 全域 92-1、93-1

B-1 中島 力持 全域 －

B-1 中島 大島前 全域 －

B-1 中島 中久保田 全域 全域

B-1 中野 馬橋 全域 全域

B-1 中野 上中野 全域 －

B-1 中野 相野田 全域 全域

B-1 中野 岩沢 全域 全域

B-1 中野 大屋敷 全域 全域

B-1 中野 熊野木前 全域 全域

B-1 中野 島越前

全域 365-1、365-3、365-5、365-8、

366-5、375-3、375-5、385、

444

B-1 中野 新相野田入

全域 8-1、13～15、16-1、23、26-2、

28、29-1、53～56、57-1、57-

2、117-2、118-2、122、124、

125-1、126-1、127、134-1、

135、140、142-1、144-1～144-

4、181-1、181-2、182-1、182-

2、281-1、282-1、282-2、295-

1、307-3、348-1、349-2

B-1 中野 台下 全域 全域

B-1 中野 中田 全域 －

B-1 中野 西待井 全域 全域

B-1 中野 的場 全域 全域

B-1 中野 新横前 全域 －

B-1 中野 龍源寺山 全域 全域

B-1 中野 牧ノ巣前

全域 2-1、2-2、180～182、183-1、

184-1、185-1、186-1、186-4、

187～189

B-1 中野 牧ノ巣山 全域 全域
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-1 皿貝 大網内

全域 3-1、4、5-1、12-1、14、15、

19、20-1、24～28、30、32、

33、34-1、34-2、35、36、38、

52、53

B-1 皿貝 大網前 全域 －

B-1 皿貝 大木 全域 全域

B-1 皿貝 大畑 全域 全域

B-1 皿貝 熊野堂 全域 全域

B-1 皿貝 郷田 全域 全域

B-1 皿貝 小沢 全域 全域

B-1 皿貝 芝下 全域 全域

B-1 皿貝 十二神内田

全域 8-2、25-1～25-3、26-1、30-1～

30-3、31～43、44-1、46-1、47-

1、48-1、49-1、52、54、56、

58-1、61-3、76-3、83-1、83-

3、93-1、94-1、99、101、102

B-1 皿貝 寺入山 全域 全域

B-1 皿貝 西田

全域 1-1、1-4、1-5、1-8～1-11、4-

1、4-2、6-3、9-3、11-3、12-

2、14-3、15-2、15-3、16-2～

16-4、17-3、18-3、20-3、21-

3、22-3、23-3、27-1、28-3、

29-3、30-3、34-3、35-5、39-

5、71-3～71-5、75-1、75-2、

80-1、80-2、83-1、83-2、84-

4、104-1、110-1

B-1 皿貝 放垣畑 全域 全域

B-1 皿貝 馬場 全域 全域

B-1 皿貝 堀下 全域 －

B-1 皿貝 松ノ木 全域 全域

B-1 皿貝 宮田 全域 全域

B-1 皿貝 若宮 全域 全域

B-1 皿貝 新中田 全域 7～10

B-1 皿貝 萬太郎 全域 －

B-1 皿貝 新味噌作 全域 －

B-1 皿貝 味噌作 全域 全域

B-1 馬鞍 後谷地 全域 全域
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-1 馬鞍 新島越

全域 26-2、26-3、28-1、29-1、31-

5、32-1、32-2、35、46、48-1、

49、50-1

B-1 馬鞍 台 全域 全域

B-1 馬鞍 平 全域 全域

B-1 馬鞍 天神前

全域 109、110-1、111、112-1、112-

2、113-1～113-4、114-1～114-

4、115-1～115-3、116-1、117、

118-1、118-2、119-1、119-2、

120-1、120-2-2、121～123、

124-1、125、207、208-1

B-1 馬鞍 百目木 全域 全域

B-1 馬鞍 中田 全域 全域

B-1 馬鞍 前釜 全域 全域

B-1 馬鞍 間々合 全域 全域

B-1 馬鞍 元台 全域 全域

B-1 馬鞍 山神前 全域 全域

B-1 馬鞍 三川尻 全域 全域

B-1 馬鞍 新天満前 全域 6～15、29-2

B-1 馬鞍 折坂 全域 全域

B-1 馬鞍 三貫沢

全域 1-1、1-3、2-1、2-3、3-1、3-

3、4-4、5-2、6-2、6-3、7-2、

7-3、8-2、9-2、10-2、13-2

B-2 小船越 一番一江 全域 －

B-2 小船越 二番一江 全域 62-1

B-2 小船越 三番一江 全域 －

B-2 小船越 四番一江 全域 89-1、132-1、140-1、141-1

B-2 小船越 五番一江 全域 6、8、62-1

B-2 小船越 岩崎前

全域 4、5-2、5-3、6、9-1、9-2、10-

1、10-3、11、13、15、16-1、

17、19、20

B-2 小船越 後

全域 8-1、15、20-1、29、30、33-1、

34、35、36-1、40-1、42-1、52-

1、61-1、63-1、64、65-1、68-

1、69-1、72-1、73、74-1、76-

1、77、223-2、224

B-2 小船越 内田 全域 全域

B-2 小船越 大須切三番 全域 全域
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-2 小船越 上川前 全域 全域

B-2 小船越 上屋敷 全域 44-4

B-2 小船越 狐石 全域 全域

B-2 小船越 小待井 全域 全域

B-2 小船越 五郎筒 全域 19-3、20、22-3

B-2 小船越 崎山 全域 全域

B-2 小船越 沢田山 全域 全域

B-2 小船越 志戸 全域 全域

B-2 小船越 下稲荷 全域 203-1、206-1、206-3

B-2 小船越 下川前 全域 全域

B-2 小船越 下谷地

全域 8-1、8-12、9-1、10-2～10-4、

29-2、30-1、33-1、35、36、37-

1、39-1

B-2 小船越 新待井 全域 全域

B-2

全域

大縄場小船越

1-2、2-1、3-1、4-2、6、8-1、

9-1、10-4、13-1、13-5、14-1、

16、17、19-1、19-2、20-1、20-

2、26～28、33-1、33-2、34-3、

34-4、36-1、40-1、45-1～45-

3、47-1、47-2、50、52～54、

55-1、57、59-1、60-1、60-2、

61、62-2、64-2、66-1、66-3、

67-3、67-4、71-1、71-3、72-

1、72-3、74、75-1、75-2、77-

1、77-2、78、87-2、91-1、92、

97-1、97-2、99-3、99-4、100、

105-1、109-4、112-2、114-2、

118-1、118-2、118-4、118-5、

119-3、119-4、121-3、121-4、

122-3、122-4、123-5、123-6、

124-2、124-3、125、126-1、

127-1、129-2、129-3、130、

133-2、134-2、135、140、

141、143、144-4、146、147-

1、149、152-1、152-3、153-2、

153-5、153-7、156-4、157

21/95



河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-2 小船越 道林前 全域 20、82

B-2 小船越 中門 全域 全域

B-2 小船越 二子北上 全域 全域

B-2 小船越 二子北下 全域 全域

B-2 小船越 二子畑 全域 全域

B-2 小船越 二子南上

全域 1-1、3-1、4-1、5-1、6-1、7-

1、8-1、9-1、10-1、13-4、14、

15-1、17-1、18～23、25-1、26-

1、27-1、28-1、29-1、30-1、

31-1、32-1、34-1～34-3、35-

1、35-2、38-2、46、47

B-2 小船越 二子南下 全域 全域

B-2 小船越 二子南中 全域 全域

B-2 小船越 舟形 全域 全域

B-2 小船越 宝領前 全域 全域

B-2 小船越 町屋敷
全域 50-3、61、75、80-2、91-2、

92、98、99

B-2 小船越 的場 全域 全域

B-2 小船越 本屋敷 全域 全域

B-2 小船越 屋浦 全域 全域

B-2 小船越 矢倉 全域 全域

B-2 小船越 山畑 全域 全域

B-2 小船越 雷神 全域 全域

B-2 小船越 六丁 全域 28-1

B-2 小船越 六枚走
全域 15-1、16-1、17-1、18、28-1、

B-2

1-1、2、5、6、9、11-1、11-3、

13-2、14-1、14-2、16-1～16-

3、20-1、20-4、22-1、23、25-1

～25-3、26、30-1、30-5、30-

6、31-1、31-2、31-5、31-6、

33-1～33-3、36-1、38-1、38-

2、39-1、39-2、39-8、39-9、

42-1～42-5、45-1～45-3、48-

1、48-2、50-1、51-1、51-2、

56-1、56-6、56-7、59-1、59-

3、59-7～59-9、60-1、60-2、

67-1、68-1、71-1、71-2、72-

1、108-1、110、156-3、156-6、

156-9、156-11、156-17～156-

19

全域

堤下小船越
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-2 小船越 小川淵
全域 9-1～9-3、10-1、10-2、11、12

B-2 小船越 角 全域 全域

B-2 小船越 木ノ下 全域 全域

B-2 小船越 向 全域 全域

B-2 小船越 別囲 全域 －

B-2 小船越 新一番江 全域 －

B-2 小船越 二番江 全域 －

B-2 小船越 三番江 全域 －

B-2 小船越 四番江 全域 －

B-2 小船越 五番江 全域 －

B-2 小船越 六番江 全域 －

B-2 小船越 大須切 全域 －

B-2 小船越 百姓前 全域 －

B-2 小船越 皿貝口 全域 －

B-2 小船越 境口 全域 －

B-2 小船越 一丁谷地 全域 －

B-2 小船越 中ノ口 全域 －

B-2 小船越 小池境 全域 －

B-2 小船越 新田待井 全域 －

B-2 小船越 土手外 全域 全域

B-2 小船越 小川外 全域 全域

B-2 小船越 五郎筒浦 全域 －

B-2 小船越 沼向 全域 －

B-2 小船越 一番江 全域 －

B-2 小船越 赤山 全域 －

B-2 小船越 江向 全域 －

B-2 小船越 下猪子 全域 －

B-2 小船越 上猪子 全域 －

B-2 小船越 苗代前 全域 －

B-2 小船越 熊沢切 全域 －

B-2 小船越 袖谷地 全域 －

B-2 小船越 遠藤 全域 －

B-2 小船越 大待井 全域 全域

B-2 小船越 山根 全域 46

B-2 小船越 舘前 全域 －

B-2 小船越 切田 全域 －

B-2 小船越 上稲荷 全域 －

B-2 小船越 前谷地
全域 49-1、50-1、81-1、90-1、91-

1、92-1、93-1、94-1、95-1

B-2 飯野 館山西
40-1、41-1、43-1、56-1、57、

60-1、60-2、73-1、73-2

全域

B-2 飯野 岩崎 全域 全域
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-2 飯野 内吉野 全域 全域

B-2 飯野 浦谷地沖 全域 全域

B-2 飯野 絵図沢 全域 全域

B-2 飯野 大筒前東一番 全域 77、78

B-2 飯野 大筒前東二番 全域 34

B-2 飯野 大吉野 全域 全域

B-2 飯野 大吉野入 全域 全域

B-2 飯野 門屋敷 全域 全域

B-2 飯野 上待井西 全域 全域

B-2 飯野 碓畑 全域 全域

B-2 飯野 碓前 全域 165

B-2 飯野 川前 全域 －

B-2 飯野 寒風沢内田 全域 全域

B-2 飯野 袖吉野

全域 1、2、3-1、5～7、10、11、14-

1、15、17～25、28、33～36、

39～41、67-1、68-3、82-1、99-

1、118-1

B-2 飯野 外吉野 全域 全域

B-2 飯野 中待井西 全域 全域

B-2 飯野 中山

全域 12、25、32-1、32-3、34-1、41-

3、43-1、43-4、43-5、51-1、

56-1、57-1、52、64-2、68、76-

1、77-1、77-2、80-3、85-1、

91、94-1、95-1、101-1、105、

106、108-2、109、112、138-

1、139-3、140-1、147-1、149-

2、152、156-2、167、178、

188、192-1、192-2、194-1～

194-5、195-1～195-3、196、

201、202-1、202-2、202-6、

207-1、209、210、212、225、

226-1、231-2、232

B-2 飯野 宮下北 全域 全域

B-2 飯野 宮下南 全域 全域

B-2 飯野 宮前 全域 154

B-2 飯野 吉野東内 全域 全域

B-2 飯野 外吉野徳兵ヱ窪 全域 全域

B-2 飯野 外吉野戸場柄 全域 全域

B-2 飯野 高屋敷 全域 全域

B-2 飯野 源蔵前 全域 1-1、2-1、20-1、29-8

B-2 飯野 大筒前西 全域 －
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-2 飯野 大筒前東 全域 －

B-3 北境 小原 全域 全域

B-3 北境 構堀 全域 全域

B-3 北境 上待井
全域 1、2、3-1、6、10、12-3、12-

4、13、26

B-3 北境 久保 全域 全域

B-3 北境 下待井

全域 1-1、1-3、46、69-4、99-1、

120-1、123、133、134、135-

2、135-4、137-1、137-2、138、

141、143、145-1、145-2、148-

1、148-2、148-5、150、152、

153、155-1、155-3、156-2、

157-1、157-3、160-1、160-2、

160-4

B-3 北境 甚内 全域 －

B-3 北境 舘 全域 全域

B-3 北境 トヤケ森 全域 全域

B-3 北境 蒜沢 全域 全域

B-3 北境 屋木沢 全域 全域

B-3 北境 法華堂 全域 40-3、41-3

B-3 北境 千刈田 全域 28-4、29-4

B-3 北境 根廻 全域 －

B-3 北境 山崎 全域 57-1、57-2

B-3 北境 北中新田 全域 －

B-3 北境 四枚下 全域 1-4、1-6

B-3 東福田 内手 全域 全域

B-3 東福田 上待井
全域 58-1、156、173、176、179、

180、181-2、181-6

B-3 東福田 小枝 全域 全域

B-3 東福田 小谷地

全域 1、3、7-1、11、38、70-1、71-

1、72-1、74-1、75-1、76-1、

159、160-1、160-3、161、

163、164、165-2、170-1、

173、227-1、228-1、229、

230、232-1、234-1、235-1、

236-3、237-1、237-3、240-1、

240-3、241-1、242

B-3 東福田 沢向 全域 全域

B-3 東福田 高須賀

全域 84-1、90-1、91-3、105-1、122-

3、188-2、189-2、190-2
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-3 東福田 高森 全域 129、148-2

B-3 東福田 馬場 全域 全域

B-3 東福田 東待井 全域 －

B-3 東福田 宮ノ上 全域 全域

B-3 東福田 沼田

全域 43-1、44-3、45-1、46-1、47-

1、47-2、48-1、48-2、49-1、

49-2

B-3 東福田 江向 全域 1-1、107-1、108-1、108-3

B-3 東福田 寺待井 全域 －

B-3 東福田 関口 全域 －

B-3 東福田 竹ノ花
全域 45-1、45-6、55-3、56-2、57-5

B-3 東福田 下内手 全域 61-1

B-3 東福田 佐間田 全域 －

B-3 東福田 茂平田 全域 －

B-3 東福田 中待井 全域 －

B-3 東福田 大待井 全域 －

B-3 東福田 岡谷地 全域 2、8-1

B-3 東福田 弥五兵工 全域 －

B-3 東福田 川淵 全域 全域

B-3 東福田 岩倉山 全域

150-1、150-2、150-4～150-6、

152-1、152-2

B-3 大森 青ヶ崎土手外 全域 全域
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-3 大森 大土 全域 全域

B-3

1-1、1-2、1-4～1-17、1-19～1-

99、1-100～1-113、1-117から1-

119、1-121～1-123、1-125、1-

127、1-128、1-130～1-149、39

～41、71、73、74、81-1、81-

2、83-1、83-2、87-2、93、95、

96、98、100、104、107、109、

110、111-1、113-1、116-1、

119-1、123-1、123-3、123-4、

127-1、127-3、127-4、159、

161、164～166、168、173～

175、177、178、181-3～181-

5、182、183、186、189、192、

194-1、195～197、201～203、

205、221、224、227、230、

231、232-1、235～238、242、

243-1、244、246、248-1、248-

2、251-1、251-2、252-1、253-

1、253-2、255-1、257-1、257-

2、259-1、259-3、259-4、262～

264、266-1、266-2、269-1、

269-2、273-1、274、275-1、

275-2、276-2、277から279、

281、283-1、283-4、284-1、

285-1、286-1、286-2、287-1、

288-1、288-2、289-1、290、

293-1、293-2、296、300、

301、302-1～302-3、303-1、

303-2、304-1、304-2、305-1、

305-2、306-1、306-2、308、

337-1、337-2、339-1～339-3、

341-1、341-3、344、345、

348、350、354-1、357～359、

361、364、365、367-1、368、

370、392-1、394-1～394-3、

396、400-1、401-1、402-1、

403-1、404-1、407-1、432-1～

432-3、433-1、433-2、442-1、

442-2

全域

内田大森
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-3 大森 大平

37-1、51-1、97-2、100、101-

2、121、128-2、134、137、209-

1、209-2、210、212-1、213、

229-2、231、233-1、233-2、

276-2、276-3、284、285、289、

291-2、292-1、294、323-1～

323-7、324-1～324-3、325-1～

325-4、326-1～326-4、327-1～

327-6、329-1～329-3、330-1～

330-3、333-1

37-1、51-1、97-2、100、101-

2、121、128-2、134、137、

209-1、209-2、210、212-1、

213、229-2、231、233-1、233-

2、276-2、276-3、284、285、

289、291-2、292-1、294、323-

1～323-7、324-1～324-3、325-

1、325-2、325-4、326-1、326-

2、326-4、327-1～327-3、327-

5、327-6、329-1、329-3、330-

1、330-3

B-3 大森 大待井下 全域 －

B-3 大森 小待井下 全域 1-3、1-4、3-1、3-2、21、23

B-3 大森 新大土 全域 全域

B-3 大森 新町頭

全域 1-1、13-1、15-1、15-3、17-2、

18-1、19-4、20-1、22-2、23-

1、23-2、97、98-3、98-5、100-

1

B-3 大森 田待井

全域 43、102-4、209-1、209-4、210-

1、210-4、210-7

B-3 大森 日影

全域 7-1、8～12、13-1、13-3、13-

4、13-7、13-9、17-1、18～22、

23-2、24-2、34-1、34-2、86、

120-1～120-5、123-1、125-1、

127-1、128、132、133、134-

1、134-2、138-1、143、144、

149-3、154-1、154-2、159-1、

166-2、181、182-1、182-4、

183、185-2、209、210、213-

2、213-3、215

B-3 大森 町 全域 全域

B-3 大森 的場
全域 1、7～10、11-1、13-9、22、

23、25-4、47-7、49、50
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-3 大森 水出

18、19、21、23-1、30-2、35-

2、36、37-2、38、39-1、41-1、

42～44、48-2、49、52、56、66-

1～66-5、70-1、70-2、74-4、

75-3、77、78-2、79-2

18、19、21、23-1、30-2、35-

2、36、37-2、38、39-1、41-1、

42～44、48-2、49、52、56、66-

1～66-5、70-1、70-2、77

B-3 大森 本町 全域 全域

B-3 大森 新日向 全域 全域

B-3 大森 日向 全域 全域

B-3 大森 持揚 全域 －

B-3 大森 南待井 全域 －

B-3 大森 大見 全域 －

B-3 大森 中新田 全域 －

B-3 大森 長尾 全域 －

B-3 大森 中樋

全域 4、15-1、15-2、16～18、21、

24、28、37、49、51

B-3 大森 青ヶ崎 全域 －

B-3 大森 中谷地 全域 －

B-3 大森 新堤 全域 －

B-3 大森 樋橋

全域 －

B-3 大森 高田 全域 －

B-3 大森 榎前 全域 －

B-3 大森 舛堤 全域 －

B-3 大森 中樋土手外 全域 全域

B-3 三輪田 堀ノ内山 全域 全域

B-3 三輪田 和田前 全域 全域

B-3 三輪田 仲田 全域 全域

B-3 三輪田 田切 全域 全域

B-3 三輪田 後田 全域 全域

B-3 三輪田 新寺東平 全域 全域

B-3 三輪田 後遠堀 全域 全域

B-3 三輪田 右近田

全域 18-1、18-2、19、20-1、20-2、

21-3、22-1

B-3 三輪田 竹ノ迫後山 全域 全域

B-3 三輪田 土居上 全域 全域

B-3 三輪田 赤柴上 全域 全域

B-3 三輪田 稲荷崎 全域 全域

B-3 三輪田 梅木 全域 全域

B-3 三輪田 上垣前 全域 全域
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-3 三輪田 尾崎前 全域 全域

B-3 三輪田 尾崎前内田 全域 全域

B-3 三輪田 尾崎前新田待井 全域 10-4、10-6

B-3 三輪田 上新田

全域 15-2、16-1、16-2、17-1、17-

2、19-4、20、21-2、21-4、31-6

B-3 三輪田 久根前上 全域 全域

B-3 三輪田 新田待井 全域 全域

B-3 三輪田 竹ノ迫 全域 全域

B-3 三輪田 竹ノ迫五百刈 全域 全域

B-3 三輪田 寺待井 全域 全域

B-3 三輪田 中里 全域 全域

B-3 三輪田 新寺前 全域 全域

B-3 三輪田 西田 全域 1-3

B-3 三輪田 華土手 全域 －

B-3 三輪田 華土手上 全域 1-1、2-1、5-1、14-4、16-1

B-3

1-1、2、3、4-1、5-1、9-1、9-

3、10-1、14、16-1、17-1、18-

1、19-1、19-2、23-1、24、25、

26-1、26-2、28-1、29、31、32-

1、32-4、33-1、34-1、32-4、

33-1、34-1、36-1、37、38-1、

39、40、41-1、42-1、43、44、

45-1、45-3、46-1、47、49-1、

50-1、51-1、52-1、53-1、53-

3、53-4、54、55-1、59、60-1、

61、64、69-4、71-1、71-4、75-

1、75-4、80、84～88、91-1、

92、93-1、93-2、94-1、95-1、

96、97、99、100、102、104-

1、105、106、108、109、112、

112-1、113-1、113-2、114-1、

115-1、115-2、117-1、118-1、

119-1、120、121-1、121-2、

122～124、126-2、128

全域

仲里前三輪田
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-3 三輪田 華土手下

全域 1-1、1-4、2-1、2-2、3-1、4-

1、5-1、6-3、7-3、9-1、10-3、

10-4、12-3、13-1、14-1、15-

1、16-1、17-1、18-1、19-1、

20-1、21-2、22、24-1、25～31

B-3 三輪田 馬場上 全域 全域

B-3 三輪田 引浪前 全域 全域

B-3 三輪田 堀ノ内 全域 全域

B-3 三輪田 持領 全域 全域

B-3 三輪田 持領前内田 全域 全域

B-3 三輪田 谷津 全域 全域

B-3 三輪田 梅木山 全域 全域

B-3 三輪田 堀ノ内五百刈 全域 全域

B-3 三輪田 中六条 全域 －

B-3 三輪田 六條 全域 －

B-3 三輪田 五百刈 全域 全域

B-3 三輪田 新引浪前 全域 －

B-3 三輪田 上区前 全域 －

B-3 三輪田 中区前西 全域 －

B-3 三輪田 中区前東 全域 －

B-3 三輪田 下区前 全域 －

B-3 三輪田 寄藤 全域

6-1、6-5、6-6、7-1～7-6、8-

1、8-3、14-1、15、16-1、16-

2、16-4、17-1、17-2、17-4、

18-1、18-3、18-4

B-3 三輪田 高森 全域

13-2、20-1、20-2、21-1、22-

3、23-2、23-4～23-7、24-2、

25-1～25-5、50-2

B-4 福地 石道入 全域 全域

B-4 福地 小田内 全域 全域

B-4 福地 上待井 全域 全域

B-4 福地 加茂崎 全域 全域

B-4 福地 塩手 全域 全域

B-4 福地 大正

全域 1-1、13-1、13-2、14-1、15-1、

18-1、20-1、21-1、36、38-1、

39、50-1、51-1、52-1、53-1、

125、185-1、187-1、246、246-

1、293、304
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-4 福地 町頭 全域 全域

B-4 福地 館下 全域 全域

B-4 福地 館下入 全域 全域

B-4 福地 堤上 全域 全域

B-4 福地 通ヶ崎 全域 全域

B-4 福地 中原 全域 全域

B-4 福地 畠中 全域 全域

B-4 福地 日影 全域 全域

B-4 福地 前田

全域 60、63、65、70-2、71-1、72-

1、72-2、73～75、79-1、80-1、

86-1、97、98、100-2、101-1、

101-3、102、104

B-4 福地 町 全域 全域

B-4 福地 田頭 全域 －

B-4 福地 山下 全域 全域

B-4 福地 小福地 全域 －

B-4 福地 待井 全域 全域

B-4 福地 大福地 全域 －

B-4 福地 丁子浜 全域 全域

B-4 福地 國土

全域 63-1、63-2、64～66、67-1、67-

2、68-1、74-1、74-2、75～77、

79、80、81-1、81-2、83、84、

93-2、120-1、120-2、121-2～

121-4、122-1、122-2、128、

132-10、132-39

B-4 針岡 内畑 全域 全域

B-4 針岡 姥懐 全域 全域

B-4 針岡 浦 全域 全域

B-4 針岡 狼 全域 全域

B-4 針岡 小弁蔵 全域 全域

B-4 針岡 小向 全域 全域

B-4 針岡 小谷地 全域 全域
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-4 針岡 昭和

全域 179、216-1、216-2、225-2、

226-1、246-1、246-2、277-1、

277-2、297-1、297-2、342-1～

342-3、343-2、344-2、346、

346-2、347-1、347-3、348-2、

348-4、348-5、371-2、396-2、

397-3、411、415、416、453-

3、453-5、454-2～454-7、467-2

～467-13、468-1、468-4、480-

1、480-3、490-1～490-3、493-

1、493-2、494-3、494-4、495-

1、495-3、495-4

B-4 針岡 鳥屋森 全域 全域

B-4 針岡 中道 全域 全域

B-4 針岡 梨沢 全域 全域

B-4 針岡 蜂ヶ沢 全域 全域

B-4 針岡 別囲 全域 7-1、7-2、20-2

B-4 針岡 向田上道 全域 全域

B-4 針岡 向田下道 全域 全域

B-4 針岡 桃木沢 全域 全域

B-4 針岡 山下 全域 全域

B-4 針岡 六角 全域 全域

B-4 針岡 獅子籠 全域 全域

B-4 針岡 迦蘭 全域 全域

B-4 針岡 大平 全域 全域

B-4 針岡 行屋下 全域 全域

B-4 針岡 相ノ沢 全域 全域

B-4 針岡 芦早 全域 全域

B-4 針岡 芦早前 全域 －

B-4 針岡 原 全域 －

B-4 針岡 新鳥屋森 全域 全域

B-4 針岡 館山 全域 全域

B-4 釜谷 川前 全域 －

B-4 釜谷 小浜 全域 全域

B-4 釜谷 七ヶ入山 全域 全域

B-4 釜谷 下山根 全域 －

B-4 釜谷 上野 全域 －

B-4 釜谷 新町裏 全域 131-3

B-4 釜谷 天神山 全域 全域

B-4 釜谷 西宮山 全域 全域

B-4 釜谷 韮島 全域 全域

B-4 釜谷 谷地中 全域 －
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-4 釜谷 入釜谷 全域 53-1

B-4 釜谷 榧ノ脇 全域 －

B-4 釜谷 明神山 全域 全域

B-4 釜谷 一本杉 全域 －

B-4 釜谷 小松 全域 －

B-4 釜谷 長岩 全域 －

B-4 釜谷 高地 全域 －

B-4 釜谷 馬川 全域 －

B-4 釜谷 大谷地 全域 －

B-4 長面 沢尻 全域 －

B-4 長面 沼下 全域 －

B-4 長面 谷地合 全域 －

B-4 長面 切附 全域 －

B-4 長面 上谷地 全域 －

B-4 長面 一番口 全域 －

B-4 長面 外手谷地 全域 －

B-4 長面 入

3、4-1、5-1、6、7-1、8、21-

1、23-1、24-1、26、29、30、

33-1、34、37-3、38-2、43-1、

48-1、49-2、54～56、58～63、

67～86、88～101、102-1、103、

107、116

3、4-1、5-1、6、7-1、8、21-

1、23-1、24-1、26、29、30、

33-1、34、37-3、38-2、43-1、

48-1、49-2、54～56、58、60～

63、67～86、88、89、92、

107、116

B-4 長面 江畑 全域 全域

B-4 長面 大入山 全域 全域

B-4 長面 角内谷地 全域 －

B-4 長面 三本倉 全域 全域

B-4 長面 須賀

5-3、5-4、8、43～46、47-1、

47-2、48～76、76-1、77、82、

85～93、95、97、98、99-1、99-

2、100-1、100-2、102～120、

122～200、208-1、210-1、214-

1、214-2、211、218、219、221

～269、270-1、270-2、272～

280、281-7、281-44、281-45、

281-46、281-47、281-48、281-

56、283-1、284-1、285-1、289-

1、293-2、294-1、294-3、300

281-7、281-45、281-46、281-

47、281-48、289-1、293-2
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河北地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

B-4 長面 鳥屋場 全域 －

B-4 長面 梨木 全域 14、15-2

B-4 長面 畑口 全域 246-2

B-4 長面 平六 全域 全域

B-4 長面 洞ヶ崎 全域 －

B-4 長面 町裏

全域 13、14、148～151、153-1、

153-2、161、162、176、188、

193、200
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河南地域 

大字 小字 地番

C-1 前谷地 赤羽根

全域 1-1、13-1、16、17、18、19、

20、40-1、45-1、46-1、73-1、

74-1、75-2、76-1、76-3、77、

103-1、104-1、120-1、120-2、

121、122、123、124、125、

126-1、127-1、127-2

C-1 前谷地 石神下 全域 72、136-1

C-1 前谷地 馬道前

全域 5-3、62、85-1、89-5、90、91、

114

C-1 前谷地 大在家山 全域 全域

C-1 前谷地 沖埣

全域 29-1、41、45-3、46、48-1、

49、50-4、54、62-1、62-2、62-

6、62-8、64-2、64-7、66、70-

1、71、72、73、75、76-2、76-

3、76-5、77、79-1、79-2、80、

81-1、82-1、84-3、84-4、85、

86-1、87、88、89-4、90-2、92-

1、93-1、95、95-3、97、99、

100-1、101-1、102-1、103-1、

103-2、106、110-1、111、

113、114-1、133-1、134-1、

137、139-1、142-1、143-1、

144-1、145-1、149-1

C-1 前谷地 沖東 全域 ー

C-1 前谷地 御蔵場 全域 全域

C-1 前谷地 小友 全域 全域

C-1 前谷地 上谷地 全域 全域

C-1 前谷地 河原前 全域 全域

C-1 前谷地 河原南

全域 13、16、17-1、25-2、37-1、

38、39、47、128、129、132、

136、137、138-2

C-1 前谷地 黒沢 全域 全域

C-1 前谷地 黒沢下 全域 全域

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-1 前谷地 黒沢前

全域 13-4、14-2、17-2、18-1、21-

1、22-1、37、38、39、40、41-

1、41-2、42-1、42-2、42-3、

47-1、48-1、49-1、50-1、51-

1、52-1、53-1、54-1、54-3、

55-1、59-1、63-1、64-1、64-

2、65-1、65-2、86-1、95-2、

95-4、95-5、96-1、110、111、

132-1、153、154、155、156、

159-2、161、162、163、164-

1、165-1

C-1 前谷地 小網場 全域 全域

C-1 前谷地 小谷地 全域 全域

C-1 前谷地 鹿張

全域 18、19、20、21、22、23、65-

1、65-2、170-1、171、172、

173、183、184、185、186、

187、188、189、190、191、

192、193、194-1、197、198、

241

C-1 前谷地 定川 全域 全域

C-1 前谷地 上楼屋 全域 全域

C-1 前谷地 新上谷地

全域 47-1、47-3、47-4、48-1、48-

3、69、70-2、71-2、72-1、107-

1

C-1 前谷地 新下谷地

全域 1-1、2-1、3-1、3-2、4-1、4-

2、5-1、5-2、6-1、6-2、7-1、

8-1、9、23、51-1、52-1、53-

1、54-1、55-1、56、57、58、

60-1、61-1、62、63、64-1、65-

1、66、67、68-1、69-1、81-1、

81-2、82-1、83-1、84-1、85、

86、87、88、124-1、125-1、

126-1、145-1、148-1、149、

150-1、269-1、312、313、

314、316、317、318、319、

320、321、322、323、324、

325、326、327、328、330、

331、332、333

C-1 前谷地 新中津才 全域 48-1
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-1 前谷地 新二間堀

全域 1-2、1-6、4-1、4-4、7-2、10-

1、13-1、45、46、48、49、50、

51、52、53、56-1、56-2、59-

1、121、122、123-1、136-1、

137-1、138-1、139-1、140-1、

141-1、141-3、142-1、143-1、

144-1、145-1、146-1、147-2、

149-1、158-2、158-3、159-2、

159-3、160-2、160-3、161-2、

161-3、161-4、162-2、162-3、

162-4、163-2、163-3、163-4、

164-2、164-3、165-2、165-3、

165-7

C-1 前谷地 新堀

全域 63-1、64-1、144、145-1、146-

1、147-1、148、149-1、150-1、

151-1、152-1、152-2、153-1、

153-2、166-1、167、168、

179、180-1、180-2、180-3、

181、184、186-1、186-2、187-

1、187-2、188-1、188-2

C-1 前谷地 新山崎前

全域 2-1、5-1、6-1、7-1、8、9、

10、12、13、15-1、16-1、17、

18、19、20、21、22-1、22-2、

22-3、23-1、23-2、23-3、26-

1、27、28、29、30、31、42-1、

42-3、43、44、45、46-1、47-

1、48-1、49-1、52-1、52-2、

53-1、55-1、99、100、101、

102、103、104、105、106-3、

107、108-1、112、113、114、

115、116、117、145、163、

164、165、166、181-1、195-

1、196-1、197-1、198-1、198-

3、199-1、199-3、200-1、200-

3、201-1、201-3、201-4、202-

1、202-3、202-4
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-1 前谷地 新横沼

全域 11-1、18-1、19、51-1、52-1、

53、54-1、85-1、85-4、86-1、

86-3、86-4、92、161-1、162-

1、163-1、163-3、189-1、190-

1、191-1、192-1、193-1、194-

1、195-1、196-1

C-1 前谷地 龍ノ口山 全域 全域

C-1 前谷地 筒頭

全域 13、16、25、26、27、53、54、

55-1、56-1、57-1、58-1、60-

1、61、79-1

C-1 前谷地 寺前

全域 1-1、5-1、6、10-1、35、38、

39-1、39-3、62、73-1、73-2、

76-2、78、79-1、79-2、80、

81、82-2、85

C-1 前谷地 天王山 全域 全域

C-1 前谷地 中埣 全域 全域

C-1 前谷地 中津才 全域 全域

C-1 前谷地 中谷地 全域 全域

C-1 前谷地 二間堀 全域 全域

C-1 前谷地 西谷地 全域 全域

C-1 前谷地 西柳原

全域 127-1、129-1、130-1、131-1、

132-1、136-1、136-2、142-3

C-1 前谷地 西横須賀

全域 1、2、3、4-1、4-2、5-3、6-1、

6-2、7、8-2、10、11、12、13、

14、15、16、17、18、21-1、25-

1、26-1、60、61、89、90、91、

92、95、108、109

C-1 前谷地 根方山 全域 全域

C-1 前谷地 八幡山 全域 全域

C-1 前谷地 八工区北

全域 18、19、35-2、37-1、43-1、43-

2、43-3、43-4、43-5、44-5、

59-1、61-1、61-2、62-1、62-

2、63-1、64-1、64-2、65-1、

65-2、65-3、66-1、67-1、67-

2、67-3、68-1、69、70、71、

72、73-2、74-1、74-2
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-1 前谷地 前沼

全域 4-1、5-2、5-3、6-1、6-2、7-

1、8、9-1、10-1、24、25、30、

31-1、32-1、34-1、40-3

C-1 前谷地 前ノ谷地

全域 162-1、165-2、169-1、169-2、

186-1、189-1、189-3、192-2、

192-3、192-4、200、204

C-1 前谷地 的場 全域 23-1、75-1

C-1 前谷地 廻道
全域 2、38、78、81-1、82-1、137、

140

C-1 前谷地 櫓前

全域 14-1、15-1、16-1、17-1、18-

1、19-1、20-1、21-1、22-1、

23-1、23-5、24-1、29、30、

31、32、33、34、35、36、37、

38、39、40、41

C-1 前谷地 山崎山 全域 全域

C-1 前谷地 山根

全域 104、105、106、107-1、108-

1、109-1、110-1、111、126-1、

10-1、16-1、36-1、36-3、36-

5、37-3、39-1、39-4、85、95

C-1 前谷地 横須賀 全域 全域

C-1 前谷地 横沼 全域 全域

C-1 前谷地 吉田窪 全域 159-1

C-1 前谷地 襟巻 全域 ー

C-1 前谷地 沖西 全域 ー

C-1 前谷地 三十刈下 全域 ー

C-1 前谷地 新舟島 全域 ー

C-1 前谷地 新兀山下 全域 87-1、88-1

C-1 前谷地 兀山谷地 全域 全域

C-1 前谷地 田村ケ馬場 全域 全域

C-1 前谷地 高張

全域 21、22、23、24、25、26、27、

89、90、91、92、93、94、95、

96、97、98、99

C-1 前谷地 八丁谷地 全域 ー

C-1 前谷地 兀山下 全域 全域

C-1 前谷地 荊沼

全域 84-1、85、125-1、126-1、127、

128
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-1 前谷地 樋口

全域 1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、30、

41、73-1、74-1、75-1、78、80-

1、111-3、112-1、114-1、114-

2、115-1、116-1、117、118、

119、120、121、151-1、155、

156-1、159-1、160、161-1、

173-1、175-1、177-1、178-1、

180、181、184-1、185-1、186-

1、187-1、189-1、189-2、192-

1、192-2

C-1 前谷地 六工区北二号 全域 ー

C-1 和渕 一本柳 全域 全域

C-1 和渕 入ノ沢山 全域 5-3、6-1、6-4、6-5

C-1 和渕 浦田 全域 全域

C-1 和渕 萱土手 全域 全域

C-1 和渕 川原 全域 全域

C-1 和渕 窪沼

全域 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、2-

1、2-2、2-3、4-1、10、44、45-

1、77-1、77-2、80-1、85-1、

86-2、87、88-1、89、90、92、

93-1、93-2、126、127-1、128、

129、130、132

C-1 和渕 黄金袋 全域 全域

C-1 和渕 小金袋二番 全域 全域

C-1 和渕 小金袋三番 全域 全域

C-1 和渕 小口 全域 全域

C-1 和渕 坂下 全域 全域

C-1 和渕 三家内山 全域 全域

C-1 和渕 佐沼川 全域 全域

C-1 和渕 三工区北 全域 194-3
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-1 和渕 十内沢山 全域 全域

C-1 和渕 清水

全域 1、3、14、24、25、26、27、

28、29、30、31、32-1、34、

35、36、37、39、39-1、70、73-

1、77-1、78、80、81、82、83、

84、85、86、87、88-1、88-3、

89-1、89-3、90-1、90-3、91-

1、91-3、92-1、92-3、93-1、

94-1、94-3、94-4、95-1、95-

3、96-1、97-1、99-1、122-1、

123-1、124-1、125、126-1、

127-1、127-2、128-1、128-2、

129-1、130-1、130-2、130-6、

131-1、131-2、131-6、132-1、

132-2、132-6、133-1、133-2、

133-6、134-1、134-4、135-1、

135-4、135-5、135-5、136-1、

136-2、137-1、137-2、138-1、

138-2、139-1、140-2、141-1、

141-1、142-1、142-1、143-1、

143-1、143-3、144-1、144-1、

144-3、145-1、145-3、146-1、

147-1、148-1、148-2、149-1、

150-1、150-2、151-1、152-1、

153、154、155-1、158-1、161-

1、162-1、164、165-1、165-2、

166、167、168-1、169-1、170-

1、171、172、174、175、176、

177-1、178-1、179-1、180-1、

181-1、182-1、183-1
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-1 和渕 新黄金

全域 1、2、12-1、14、15-1、16-3、

20-1、21-1、23-1、32、34、

33、35-1、36-1、45-1、46-1、

47-1、47-3、48-1、49-1、51-

1、52-1、67-1、69、70-1、72-

1、77-1、79-1、87-1、89-1、

89-3、90-1、90-2、91-1、92-

1、93-1、94-3、95、96-1、97、

98-1、99、100、101、102、

103、104、106、107、108、

109、110、111、112-1、112-

2、113、114、115、116、117、

118、119、120、122、124、

125、126、131、132-1、133、

134、135、136、137、138、

139、145

C-1 和渕 新小金袋 全域 15、24-1

C-1 和渕 新小口
全域 7-2、26-1、27-1、41-2、92-3、

92-4、225-1

C-1 和渕 新中江

17、18、23、24-1、26-1、31-

1、32-1、40-1、41-1、42-1、

45-1、53、54、55、56、61、

62、63、64、65、66

－

C-1 和渕 寺沢山 全域 全域

C-1 和渕 中江 全域 全域

C-1 和渕 中通 全域 ー

C-1 和渕 中割 全域 全域

C-1 和渕 梨木 全域 全域

C-1 和渕 梨木畑 全域 全域

C-1 和渕 日照

全域 3、4-3、4-4、13-1、134、135、

155、156、157、158-1、162-

1、166-1、167-1、168-1、169-

1、169-2、169-3、170-1、171-

1、171-2、171-3、172-1、172-

2、172-3、172-4、172-6
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-1 和渕 牡丹窪

全域 17、18-1、18-2、18-3、19-1、

19-2、19-3、20-2、21-1、22-

1、23-1、24-1、25-1、26-1、

27-1、27-2、27-3、27-4、28、

59、60、61、62、63-1、63-2、

64-1、78-1、79-1、81、82、

83、84、116、117、118、119-

1、120、125、126、127、128、

129、130、132、133、134、

135-1、136-1、137-1、139-1、

142-1、144、178-4、179

C-1 和渕 牡丹窪山 全域 全域

C-1 和渕 前田 全域 16-1

C-1 和渕 要害山 全域 全域

C-1 和渕 六工区北三号 全域 ー

C-1 和渕 和渕町 全域 全域

C-1 和渕 笈入 全域 全域

C-1 和渕 君ヶ沢

全域 25、26、27-1、29-1、30、31、

33-1、34-1、35-2、76-1、76-

2、76-3、77、78、79、80-1、

81-1、82-1、84、85-1、85-4、

87-1、88-1、88-2、89-1、125-

1、125-2、126-1、126-2、126-

3、127-1、128、129-1、129-3、

130-1、131-1、132-1、133-1、

134-1、136-2、137-1、138

C-1 和渕 君ヶ沢山 全域 全域

C-1 和渕 北和渕一番 全域 全域

C-1 和渕 北和渕二番 全域 全域

C-1 和渕 五工区北二号
全域 120-2、121-2、159-2、160-2、

205、225、226

C-1 和渕 新堀 全域 全域

C-1 和渕 新浦田 全域 31-1、118、121-1、121-2

C-1 和渕 沼下 全域 ー

C-1 和渕 袋 30、31、32、33-1、44-1 ー

C-1 和渕 堀南 全域 ー

C-1 和渕 南浦 全域 ー
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-1 和渕 若柳

全域 1、158、159、160、161-1、

161-2、214-4、223、224、

225、226、227、228、229-1、

229-2、230-1、230-2、231、

232、233、234、235、236、

237、238、239、240、241、

242、243

C-1 和渕 笈入前 全域 2-2、3-2

C-1 和渕 堀北西 全域 ー

C-1 和渕 堀北中 全域 ー

C-1 和渕 堀北東 全域 97

C-1 和渕 堀南西 全域 ー

C-1 和渕 堀南中 全域 ー

C-1 和渕 堀南東 全域 ー

C-2 鹿又 青木前

全域 1、2-1、2-3、3-1、3-3、4、5、

6、7、8、9、10、11、12-1、12-

3、13-1、13-3、14、15、16、

17、18、19、20、21、22、23-

1、23-3、24-1、24-3、25、26、

27、28、29、30、31、32、33、

34-1、34-3、35-1、35-3、36、

37、38、39、40、41、42-1、42-

3、43-1、43-3、44-1、44-3、

44-4、45-1、45-3、45-4、46-

1、46-3、46-4、47-1、47-3、

47-4、47-5、47-8

C-2 鹿又 秋葉前

全域 3-1、4-1、5-1、6-1、7-1、8-

1、9、10、12、39-1、40、41、

42、44、45-1、45-2、49-1、49-

2、65-1、65-2、65-3、68-1、

68-2、69、70-1、70-3、72-1、

72-2、73-1、73-2、74-1、94-

1、113、115、116、117、118、

119-1、121-1、122-1、123、

150、151、284-2、285-2、286-

2、287-1、287-2、288-1、288-

2、290-1、290-2、292-1、292-

2、293、294、295、296-1、

296-2、297-1、297-2、298、

299-1、300-1
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-2 鹿又 穴口前 全域 36-3、42-1

C-2 鹿又 石合 全域 全域

C-2 鹿又 伊勢前 全域 全域

C-2 鹿又 内田 全域 全域

C-2 鹿又 梅木内田 全域 全域

C-2 鹿又 梅木川原 全域 全域

C-2 鹿又 梅木屋敷 全域 全域

C-2 鹿又 扇平

全域 33、34、35-3、37-1、38-1、

46、47、48、49、50-1、51、

52、53、54、55、56、57、58、

59、60、61、62、63、64-1、65-

1、66-1、67-1、70-1、77、

113、114-1、114-2、115-1、

115-2、115-4、116-2、117-4、

120-1、121、122、130-2、130-

3、132、133-1、135、139-4、

152、192-3、195、196-1、196-

4、198-1、198-5、203、204、

205、206、208、209、255、

256、257-1、257-2

C-2 鹿又 大巻下 全域 47-1、70-2、152-3

C-2 鹿又 大巻前 全域 全域

C-2 鹿又 嘉右衛門

全域 59-2、60-1、60-2、61-2、64、

267-1、287、292、296、300-

1、300-2、300-3、300-4、300-

5、302、324-3、328-1、338-1、

339、340、341、345

C-2 鹿又 欠山 全域 全域

C-2 鹿又 学校前

全域 6-1、7、8、9、13、14、18、39-

1、58、59、60、75-9、78-1、

78-3、91、102、103、104、

105、130-1、130-2、130-3、

130-4、131-1、131-2、132-2、

133-1、133-2、143、144、

145、146、147、148、149、

152、153-1、163-1、163-2、

186、197-2、198-2

C-2 鹿又 久六堀 全域 全域

C-2 鹿又 切替 全域 全域
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-2 鹿又 小金袋 全域 15、24-1

C-2 鹿又 三軒谷地 全域 全域

C-2 鹿又 締切 全域 185

C-2 鹿又 下谷地

全域 1-1、1-4、72、79-1、79-2、79-

3、80-1、80-2、80-3、80-4、

81-1、81-2、106、107、108-2、

109-2、110、162-1、164、181-

1、182-1、183-1、184、185、

186、188

C-2 鹿又 下谷地裏

全域 1、4、5、8、14、15、27-1、27-

2、27-3、27-4、39、40、41、

42、43、66-1、66-2、66-3、66-

4、67-2、139-2、140-3、141-3

C-2 鹿又 下谷地前 全域 全域

C-2 鹿又 新内田 全域 全域

C-2 鹿又 新高田

全域 4、5-1、6-1、7-1、9、10、11、

13、14-1、17-1、18-2、19、45-

1、46-1、47-1、48、51、52、

53-1、75-2、88、89、90-1、91-

1、92、93、94、95-1、97-1、

109、110、111、112、113、

157-2、158-2、159-1、160-1、

160-3、161-1、161-2、162、

163、164、165、166、167、

168、169、188-1、188-2、189-

1、189-2、189-3、190-1、190-

2、190-3、191-1、191-2、192-

1、192-3、193-3、237-1、238-

1、239-1、240-1、241-1、242-

1、243-1、244-1、245-1、246-

1、246-3、249-3、254-1、255-

2、263-2、263-3

C-2 鹿又 新田町浦 全域 全域

C-2 鹿又 新土手前 全域 全域

C-2 鹿又 新八幡前 全域 全域

C-2 鹿又 新道下 全域 全域

C-2 鹿又 曽波神川原 全域 全域
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-2 鹿又 曽波神前

全域 26、27、28、29、30、31、32、

33、34、40、41、44、45、46、

47、48、49、50、58-1、59-1、

60、61、62、63-1、63-2、64、

65、66、67、68、69、70、71-

1、78-1、78-3、79-1、79-4、

81-1、82-1、82-3、83-4、106-

1、125、143-1、144-1、145-1、

148、149-3、159、160、163、

164、165、166、167-1、200-

1、203-3、205-1、210-1、212-

1、214、215、216、217-1、

219-3、228、229-1、230-1、

230-3、231

C-2 鹿又 天王前

全域 17-3、17-15、17-17、17-18、

24-1、26-1、26-3、27-1、27-

2、31-1、32、33、34-1、40、

46-1、70-1、71-1、72-1、73-

2、96、97、102、103-1、103-

2、104-1、105、106、107、

108-1、111-1、111-2、111-3、

112-1、171-1、171-3、172-1、

173、174、175、176、177-1、

177-2、184-1、184-2、185、

186、188、189、191、192、

194-1、222-1、223-1、226-1、

226-2、227-1、235-3、241-1、

241-2、241-3、242-1、243、

245-2
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-2 鹿又 土手外 全域 全域

C-2 鹿又 土手前 全域 全域

C-2 鹿又 中埣 全域 全域

C-2 鹿又 中ノ待井 全域 全域

C-2 鹿又 中山 全域 全域

C-2 鹿又 道的前

全域 5、6-1、7-1、8、11-1、12-1、

15-1、33-1、37-1、38-1、67、

68、69、74-1、75-2、75-3、

101-1、103、104、105、106、

107、108、109、110、115、

116、117、118、119、129、

130、134-1、135、136、137、

171、172、245-1、245-2、

246、247、248、249-1、250、

251、252、253、254、255、

256、259、260、261、262、

263、264、265、266、267、

270、271、272、273、274-1、

274-2、275、276、277、278、

279、280、281-2、282、283、

284、285、314-3、315-1、315-

2、315-3、316-1、316-2、316-

3、317-1、317-2、318-1、318-

2、319、320-1、320-2、321-1、

321-2、322-1、322-2、323-1、

323-2、324-1、324-2、325-1、

325-2、331-4、342、343、

344、345、346、362-1、365-

1、400、401、402、403、404-

2、405、406、414、415、416、

417、418、419、425、426-1、

427-1、428-1、429-1、482、

483、489-1、490-1、490-2、

490-6、491-1、491-2、491-5、

492-1、492-3、493-1、493-3、

494、495、496、497、502

49/95



河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-2 鹿又 八幡下

全域 1-1、4-1、5-1、6-1、7、8-1、

9-1、10-1、11-1、12-1、13-1、

14-1、15-1、16-1、17-1、18-

1、19-1、20-1、21-1、22-1、

34-1、49-1、50-1、60、61、

62、63、64、65、66、67、68、

69、70、71、72、73、74、76、

77、78、79-1、88、89、98、99-

1、99-2、100、101、102、

103、104、105、106、107、

124-1、125-1、157-1、158-1、

172、173、174、175、176、

178、179、180、181、182、

183、184-1、185-1、186-1、

188-1、189-1、233、234、235-

1、237-1、238-1、240、241、

242

C-2 鹿又 八幡前 全域 全域

C-2 鹿又 蛭沼土手前 全域 全域

C-2 鹿又 町浦 全域 全域

C-2 鹿又 役場前 全域 全域

C-2 鹿又 谷地中裏

全域 12、33、34、35、36、37、38、

39、40、100-1、100-2、101-2、

103-2、109、110、111、113、

114、120-1、120-2、123、

124、125、130-1、131、132、

133-1、133-2、134、138、

139、140、141、142、143-1、

143-2、149-1、149-2、150、

151、164、165、166-1、167-

1、168、169、170、171、172、

173、174、175-1、188-2

C-2 鹿又 谷地中前

全域 84-1、84-2、84-3、85-1、85-

2、85-3、86-1、86-2、86-3、

141、142

C-2 鹿又 矢袋屋敷合 全域 全域

C-2 鹿又 山下西
全域 8-2、36-2、84、122-1、128-1、

129-1、130-1、131-1、132-1

C-2 鹿又 山下東 全域 全域
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-2 鹿又 用水向 全域 全域

C-2 鹿又 横前

全域 50-1、50-2、50-3、51-1、51-

2、51-3、52-1、52-2、52-3、

62、63、64、74、85、90、91、

101、138、139

C-2 鹿又 四家前 全域 全域

C-2 鹿又 六丁谷地 全域 全域

C-2 鹿又 板橋 全域 ー

C-2 鹿又 受取 全域 ー

C-2 鹿又 大口
全域 13-2、14-2、90-2、91-2、205-

2、349-3、349-5、350-3、350-4

C-2 鹿又 御蔵田 全域 18、34、41、42、43

C-2 鹿又 佳景 全域 ー

C-2 鹿又 観音裏

全域 134-1、135-1、139-1、140、

141、142、143、144、145、

146、147

C-2 鹿又 金山前 全域 ー

C-2 鹿又 川前 全域 ー

C-2 鹿又 久保 全域 ー

C-2 鹿又 熊野前 全域 ー

C-2 鹿又 黄金 全域 ー

C-2 鹿又 三間堀 全域 4-1、5

C-2 鹿又 新切留 全域 ー

C-2 鹿又 新栄 全域 ー

C-2 鹿又 志賀 全域 ー

C-2 鹿又 志戸 全域 ー

C-2 鹿又 高砂 全域 ー

C-2 鹿又 豊田

全域 1-1、1-3、1-4、2-1、2-3、2-

4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-3、

4-4、5-1、5-3、5-4、6-1、6-

3、6-4、7-1、7-3、7-4、8-1、

8-3、8-4、9-1、9-3、9-4、10-

1、10-3、10-4、11-1、11-3、

11-4、12-1、12-3、12-4、13-

1、13-3、13-4、14-1、15-1、

15-3、15-4

C-2 鹿又 中道 全域 ー

C-2 鹿又 西黄金 全域 ー

C-2 鹿又 二間堀 全域 ー

C-2 鹿又 東黄金 全域 ー
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-2 鹿又 蓬莱

全域 10-2、11-2、12-1、12-2、41、

44-1、44-5、45-1、46-2、46-

4、47-2、47-4、47-5、48-3、

52、54、55、73-2、74-2、75-

1、75-2、75-3、319

C-2 鹿又 向江 全域 ー

C-2 鹿又 草刈道 全域 ー

C-3 須江 糠塚 全域 全域

C-3 須江 糠塚前 全域 15、17、20、21、25-1、48-1

C-3 須江 大剝
全域 15-2、17、19-1、19-2、41-2、

56-2、70-1

C-3 須江 相野佐野 全域 全域

C-3 須江 池袋

全域 2-1、3-1、4-1、4-4、4-5、7-

3、7-5、8-1、8-2、9-1、9-2、

12-1、13-1、25-1、25-2、25-

3、25-4、25-5、25-6、28-1、

28-2、29、77-1、77-3、78-1、

79、80-1、80-2、80-3、80-4、

80-5、80-6、80-7、80-15、81-

1、81-2、81-3、81-4、81-5、

81-6、81-7、81-8、81-9、82-

1、82-2、82-3、82-4、82-5、

82-6、82-7、82-8、83-1、83-

2、83-3、84-1、84-2、84-3、

85-1、85-2、85-3、86-1、86-

2、87-1、88-1、89-1、89-2、

89-3、89-4、90-1、90-2、90-

3、90-4、91-1、91-2、91-3、

91-4、91-8

C-3 須江 一工区東

全域 1-2、78、79-1、79-2、79-3、

80-1、80-2、80-3、81-1、81-

3、81-4、82-1、82-3、83-3、

83-4、83-5、84-2、84-3

C-3 須江 内ノ目 全域 全域

C-3 須江 大刈場

全域 3-1、3-2、7、8、44、74-1、74-

2、75-1、75-3、75-4、76-1、89

C-3 須江 大平 全域 全域
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-3 須江 大谷地

全域 2、3-1、5-2、44-1、46-1、46-

2、53-1、53-2、90、91、92-1

C-3 須江 小国
全域 22、23-1、25、52-2、58-3、59-

2

C-3 須江 欠 全域 全域

C-3 須江 瓦山 全域 全域

C-3 須江 瓦山前

全域 2、4-2、4-3、5-2、5-3、55、

57-3、74、75-1、76-1、76-5、

77-1、77-2、77-3、77-14、77-

15、77-16、77-17、78-1、91、

99-1、103、120、122-1、123、

124、127、130-3、130-4、134-

1

C-3 須江 小竹 全域 全域

C-3 須江 座頭前 全域 5-1、5-2、9-1、10-1、17-3

C-3 須江 沢尻 全域 全域

C-3 須江 沢田 全域 全域

C-3 須江 沢田前 全域 全域

C-3 須江 正太郎

全域 41-2、42-3、87-1、88-1、88-

8、88-9、88-15、88-19、89-1、

140、145-1、195、196-1、196-

2、197-1、197-4、197-8、199-

1、200、201、202、203

C-3 須江 新土手 全域 ー

C-3 須江 杉屋敷 全域 全域

C-3 須江 関ノ入 全域 全域

C-3 須江 代官 全域 全域

C-3 須江 畳石 全域 全域

C-3 須江 舘 全域 全域

C-3 須江 舘山根

全域 104、105、106、107-1、108-

1、109-1、110-1、111、126-1

C-3 須江 寺前 全域 全域
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-3 須江 長谷地 全域 ー

C-3 須江 茄子川 全域 全域

C-3 須江 茄子川前
全域 3-1、5、44-1、44-3、44-6、44-

7、98-1、99-1

C-3 須江 二工区北一号 全域 60-1、60-3、61-1、62-1

C-3 須江 古土手 全域 全域

C-3 須江 細田 全域 全域

C-3 須江 美糠 全域 8-1

C-3 須江 山崎 全域 全域

C-3 須江 山崎前 全域 12-1、13-3

C-3 須江 中埣

全域 1-1、2-1、29-1、31-1、33、

34、36、37、38、39、40、41、

44、45-1、46-1、48-1、49-1、

50-1、51-1、51-3、52-1、52-

2、53、54、55、56、57、58、

59、62、63、64、65、66、67、

68、69、70、71、72、73、74、

82、83、84、85、86、87、89、

90、91、92、93、94、95-1、

96、97、101、102、105、106、

107、110、122-1、138-3、154-

1、155-1、156-1、157、158、

159-1、160-1、161、162、

163、174-2、174-5、3-1、3-3、

6-1、6-5、7-1、7-4、10-1、10-

2、10-5、10-6、11-1、11-3、

11-4、13、14、28、29-1、30-

1、31-1、33-1、41、43-1、44-

1、45-1、46-1、48-1、48-2、

82-2、83、90、91-1、92、93-

1、96-1、96-2、123-1、123-2、

124-1、132-3、145-1、145-2、

146、147-1、149-2、170-1、

174-1、232、286、287、289、

290、291、4-3、5-1、8-1、8-

10、9-1、11-1、15-2、19-7、

20-2、24、28-1、29-1、34-4、

51-1、51-2、53-1、53-2、65、

67-2、102-9
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-3 須江 一工区西 全域 ー

C-3 須江 横手
全域 6、8、9、10、11、16-1、17、

18-1、20-1、95、96

C-3 須江 内流 全域 全域

C-3 須江 沖新田 全域 ー

C-3 須江 上大刈場 全域 ー

C-3 須江 欠前 全域 全域

C-3 須江 梶田 全域 ー

C-3 須江 午房土手 全域 28-1、28-3

C-3 須江 鷺の巣
全域 129-2、130-2、131-1、131-5、

131-6、133-1、135-1

C-3 須江 新寺前 全域 全域

C-3 須江 塩下前

全域 1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、5-

3、6-1、7-1、7-2、7-3、8-1、

8-3、9-1

C-3 須江 清水前 全域 ー

C-3 須江 畳石前

全域 1-5、2-5、16-4、17-5、18-2、

19-1、19-6、20-1、20-2、38

C-3 須江 八反巻 全域 ー

C-3 須江 山森 全域 ー

C-3 須江 皮剝

全域 3-1、15-1、16、17、18-1、20、

21、22-1、23、24、25、26、

29、30、33-1、33-3、46-1、47-

1、48、49-1、50、77-1、80-1、

80-3、87-2、89-2、90-2、90-

3、91-1、91-6、92、107-3、

107-4、111

C-4 広渕 泉沢 全域 全域

C-4 広渕 小島浦 全域 64、65、90-1

C-4 広渕 女形一 全域 全域

C-4 広渕 女形二 全域 全域

C-4 広渕 女形四 全域 7-2

C-4 広渕 柏一 全域 全域

C-4 広渕 柏木 全域 全域

C-4 広渕 柏木前 全域 全域

C-4 広渕 川羽沼一 全域 全域

C-4 広渕 雁北 全域 全域
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-4 広渕 窪田

全域 45-1、59-2、60-1、62-2、64-

2、64-5、141-1、141-2、201-

3、202-3、216、217-1、218-1、

218-2、293、294、295-1、295-

2、299-1、299-2、304-1、305、

306、323-6、34-2、375、376、

381、382、383-1、387-1、387-

2

C-4 広渕 荒神前 全域 全域

C-4 広渕 五工区南

全域 113、108-6、121-1、121-3、

126-1、126-2、126-3、133-3、

135-1、138-1、146-1、146-2、

150-1、150-3、150-5

C-4 広渕 牛頭 全域 全域

C-4 広渕 鹿添 全域 全域

C-4 広渕 新泉沢

全域 1-2、286-2、302、303、304、

305、306、307、308、309、

311、313-1、313-2、313-3、

314-1、314-2、317-3、321-1、

321-2、321-3、321-4、321-5、

321-6、326、328、329、33、

330、331、333、334、338-1、

350、353-1

C-4 広渕 新女形

全域 1、2、3、4、5、6-1、6-2、6-

3、6-4、7-1、7-2、8、9、10、

11、12、13、15、16、17、18、

20、21、22、23-1、23-2、24、

25、26、27、28-1、28-2、28-

3、29-1、29-2、30、31、32、

33、34、35、36、37、38-1、38-

2、39-1、39-2、40-1、40-2、

44、45、46、47、48、49、50、

51、52、53、54
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-4 広渕 新舘前

全域 1、2、3、4、5、6、7-1、7-2、

8-1、8-2、8-3、9、10、11、

12、13-1、13-2、14-1、14-2、

14-3、15-1、15-2、16-1、16-

2、17、18、19、20、21、22-1、

22-2、22-3、22-4、23-1、23-

2、23-3、24、25、26-1、26-2、

27、28、29、30、31、32、33、

34、35、36、37-1、38-1、38-

2、38-3、39-1、39-2、40、41、

42、43、44、45

C-4 広渕 新田 全域 全域

C-4 広渕 新堀

全域 63-1、64-1、144、145-1、146-

1、147-1、148、149-1、150-1、

151-1、152-1、152-2、153-1、

153-2、166-1、167、168、

179、180-1、180-2、180-3、

181、182、183、184、185、

186-1、186-2、187-1、187-2、

188-1、188-2、189、190、

191、192

C-4 広渕 須藤屋敷

全域 11、18、19、20、113-3、115、

120-2、192-2、192-3、192-4、

221-2、222-2

C-4 広渕 砂一 全域 全域

C-4 広渕 砂三 全域 全域

C-4 広渕 砂四 全域 全域

C-4 広渕 舘前

全域 4-3、4-4、6-5、7-1/A1、8、10-

2、10-5、11-3、12-2、15-4、

17、18、32、33-7、33-9、33-

10、34-2、38、39-1、43-1、46-

2、48、50、51、52-1、52-2、

54-4、54-5、54-7、54-10、68-

6、68-8、69-6、69-12、70-3、

70-5、78-1、94-2
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-4 広渕 中道

全域 107-2、108-1、108-2、108-3、

109-1、109-3、109-4、217-1、

217-2、388-1、388-3、388-4、

389-1、389-2、389-3、389-4、

389-5

C-4 広渕 長山 全域 全域

C-4 広渕 二工区南
全域 1-2、1-3、1-4、1-5、16-1、17-

1、18-1、151-2

C-4 広渕 馬場屋敷 全域 全域

C-4 広渕 舟入 全域 1、2

C-4 広渕 町 全域 全域

C-4 広渕 町浦一 全域 全域

C-4 広渕 町浦二 全域 全域

C-4 広渕 町北 全域 全域

C-4 広渕 町南一

全域 120、158、159、160、161、

162-1、162-2、163-1、165-2、

166、169、173、174-3、174-

4、175、176、177、178、186、

194、196-1、196-3、197-1、

197-2、198、200-2、201-1、

202、203-1、203-2、203-3、

203-4、204-1、205、206-1、

206-2、206-3、206-4、207、

208-1、208-2、209-1、209-2、

210-1、210-2、211-1、211-2、

211-3、217-1、228、230、

232、234、236、242-1、243、

245-1、247-2、253-1、255-1、

276、278、279、316-2、317-1

C-4 広渕 町南二 全域 305-2、306-2

58/95



河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-4 広渕 物見沢

全域 1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、5-

2、6-1、7-1、8-1、9-1、10、

11、12、13、14、15、16、17-

1、18-1、19-1、20-1、21-1、

22-1、23-1、24-1、55、56、

57、107-1、107-2、108-1、108-

2、109-1、109-2、109-3、110-

1、110-2、110-3、110-4、113-

1、165-3、190-2、261-2、355-

1、355-2

C-4 広渕 物見沢一 全域 全域

C-4 広渕 焼巻

全域 23、27、28、29-1、29-2、108、

111、118、158-2、159-2、207-

1、207-2、207-3、208-1、208-

2、208-3、208-4、208-5、208-

6、208-7、208-8、209-1、209-

3、209-4、209-5、211-1、211-

2、212、213、214、295、296、

297、298-1、302-1、302-2、

302-3、303-1、303-2、304、

333-1、333-2、333-3、333-4、

334-1、334-2、334-3、334-4、

334-5、334-6、335-2、385-1、

385-2、385-3、385-4、385-5、

385-6、385-7、385-8、386-2、

392-1、392-2、392-3、392-4、

392-5、392-6、393-1、393-2、

393-3、393-4、393-5、394-1、

394-2、394-3、394-4、394-5、

395-5、396-1、396-2、396-3、

396-4

C-4 広渕 山陰一 全域 全域

C-4 広渕 山陰二 全域 全域

C-4 広渕 米ケ崎 全域 全域

C-4 広渕 安紺 全域 ー
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-4 広渕 川南

全域 118-2、119-1、119-3、119-4、

471-1、471-2、471-3、472-1、

472-2

C-4 広渕 九工区西 全域 8-1

C-4 広渕 九工区東 全域 ー

C-4 広渕 小袋 全域 ー

C-4 広渕 五工区中 全域 23-2、24-2、24-3、67-3、125-2

C-4 広渕 境堀 全域 ー

C-4 広渕 境松 全域 ー

C-4 広渕 三工区南 全域 71-1、138-2、139-2

C-4 広渕 新道 全域 17-3、67-1、67-2、82-3

C-4 広渕 砂 全域 ー

C-4 広渕 藤ヶ崎 全域 全域

C-4 広渕 七工区東 全域 ー

C-4 広渕 二工区北二号 全域 ー

C-4 広渕 札前 全域 113、114、115

C-4 広渕 四工区 全域 211-2、281-2

C-4 広渕 六工区南 全域 ー

C-5 北村 漆房一 全域 全域

C-5 北村 漆房二 全域 7、8

C-5 北村 漆房三 全域 全域

C-5 北村 朝日 全域 全域

C-5 北村 鐙上一 全域 全域

C-5 北村 鐙上二

全域 4-3、5-1、6-1、6-2、7-1、9、

14-1、14-3、14-8

C-5 北村 庵ノ窪 全域 全域

C-5 北村 石坂

全域 2-1、3-2、4-1、5-1、5-2、6-

1、14、16-1、20-1、21、22、

24、29、32-2、33-4、35-3、36-

1、36-2、37-4、40

C-5 北村 板宮 全域 全域

C-5 北村 一の矢一 全域 全域

C-5 北村 岩ケ沢 全域 全域

C-5 北村 大欠 全域 全域

C-5 北村 大欠下 全域 全域

C-5 北村 大木戸 全域 全域

C-5 北村 大沢堤 全域 全域

C-5 北村 大沢堤下 全域 17、18、19、20、65-1

C-5 北村 大尻三 全域 全域

C-5 北村 太田沢 全域 全域
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-5 北村 大溜池 全域 全域

C-5 北村 大堤 全域 全域

C-5 北村 大番所 全域 全域

C-5 北村 海上 全域 全域

C-5 北村 鹿島沢 全域 全域

C-5 北村 金洗沢一 全域 全域

C-5 北村 金草沢 全域 全域

C-5 北村 金堂一 全域 全域

C-5 北村 金堂二 全域 全域

C-5 北村 神尾 全域 全域

C-5 北村 軽井沢前 全域 全域

C-5 北村 草田 全域 全域

C-5 北村 久米田 全域 全域

C-5 北村 桑柄一 全域 全域

C-5 北村 桑柄二 全域 全域

C-5 北村 桑柄四 全域 全域

C-5 北村 小崎一 全域 全域

C-5 北村 駒場 全域 全域

C-5 北村 笹目立二 全域 全域

C-5 北村 猿田入 全域 全域

C-5 北村 沢田一 全域 全域

C-5 北村 沢田二 全域 全域

C-5 北村 鹿の沢一 全域 全域

C-5 北村 七工区西 全域 250、251

C-5 北村 七十刈 全域 全域

C-5 北村 十工区

全域 1-1、2、3、4-1、5-1、6、7、

8、9、10、11、12、13、14、15-

1、16-1、17、18、19、20、21-

1、22-1、23-1、164

C-5 北村 下田一

全域 1-3、1-4、4-1、5、10-5、11-

1、11-2、15-1、16、20-1、23-

3、25-2、36、38、46-1、47-2、

50-1、51-1、51-3、52-3、53-

3、53-4、53-5、54-4、56-1、

57-1、57-2、58-1、58-2、59-

1、59-2、59-3、62-1、63、64-

3、68、69-1、69-2、69-4、69-

6、71-3

C-5 北村 下田三 全域 全域

C-5 北村 関田 全域 全域

C-5 北村 瀬砂崎一 全域 全域
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河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-5 北村 瀬砂崎二 全域 全域

C-5 北村 千刈田 全域 全域

C-5 北村 大日 全域 全域

C-5 北村 高地谷一 全域 全域

C-5 北村 高地谷二 全域 全域

C-5 北村 高寺 全域 全域

C-5 北村 滝ノ沢 全域 全域

C-5 北村 俵庭一 全域 全域

C-5 北村 俵庭二 全域 全域

C-5 北村 俵庭四 全域 全域

C-5 北村 俵庭五 全域 全域

C-5 北村 天塩 全域 全域

C-5 北村 天神前 全域 全域

C-5 北村 戸井場

全域 10-2、69-1、70-1、71、72、73-

1、74-1、75、76、77、78-1、

79-1、80-1

C-5 北村 筒の口 全域 全域

C-5 北村 鳥ノ巣一 全域 全域

C-5 北村 鳥ノ巣三 全域 全域

C-5 北村 中沢 全域 全域

C-5 北村 中沢下 全域 全域

C-5 北村 長沢一 全域 全域

C-5 北村 中ノ沢 全域 全域

C-5 北村 中ノ沢一 全域 全域

C-5 北村 中ノ沢二 全域 全域

C-5 北村 奈羅山一 全域 全域

C-5 北村 奈羅山二 全域 全域

C-5 北村 西猿田 全域 全域

C-5 北村 盗人沢 全域 全域

C-5 北村 沼倉 全域 全域

C-5 北村 箱清水 全域 全域

C-5 北村 八工区西 全域 1-1、35-1

C-5 北村 東滝の沢 全域 全域

C-5 北村 東柳沢 全域 全域

C-5 北村 踏返一 全域 全域

C-5 北村 踏返二 全域 全域

C-5 北村 蛇ケ沢 全域 全域

C-5 北村 前城

全域 1、2-2、2-3、26-1、26-4、26-

5、27-1
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河南地域 
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地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

全域

C-5 北村 前山

3-1、4-1、4-2、4-3、4-7、4-

8、4-11、13-1、17-2、18-2、

18-3、18-4、18-5、18-6、18-

8、19、20-1、24、25、26、28、

30-5、31-2、31-7、31-9、35-

1、36-1、37、38-5、39-1、40、

41-1、41-2、45-1、45-2、45-

3、46-3、48-1、48-2、50-2、

50-3、50-5、50-6、50-7、51、

52-1、52-2、52-3、52-4、52-

5、52-6、52-7、55-4、55-5、

55-6、57-3、62-5、62-6、62-

7、62-10、62-11、62-12、62-

13、62-17、62-20、62-24、62-

26、63-2、63-3、63-4、63-5、

63-7、66-2、66-3、66-5、66-

6、66-8、66-9、66-12、66-13、

66-14、66-15、116-4、116-5、

116-6、116-7、116-9、116-10、

116-12、116-13、116-19、116-

20、116-21、116-22、116-23、

116-24、116-25、116-26、116-

29、116-31、116-32、116-33、

116-37、116-38、116-39、116-

40、116-42、116-46、116-47、

116-77、116-78、116-79、116-

81、125-1、129-1、130-1、134-

1、135-1、141、141-1、141-2、

141-3、142-1、142-2、142-4、

142-5、142-6、143-1、143-2、

144-3、145、146-3、150-1、

152、153-1、162-1、162-3、

169、172-1、172-2、175、177-

1、177-2、179-2、182、183、

186、187、188-1、189、191-

1、192-1、193-1、

193-2、194-1、194-3、194-4、

194-5、195-1、195-2、196-1、

196-2、197-1、197-2、199-1、

199-3、201-1、201-3、201-6、

201-7、201-8、202-1、202-5、

204-1
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河南地域 
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地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-5 北村 幕ケ崎 全域 43-1、46-1、77-1、77-4

C-5 北村 幕ケ崎一 全域 全域

C-5 北村 松ケ崎一 全域 全域

C-5 北村 水戸 全域 全域

C-5 北村 耳取 全域 全域

C-5 北村 矢返 全域 全域

C-5 北村 吉荒 全域 全域

C-5 北村 米倉 全域 全域

C-5 北村 六百刈 全域 全域

C-5 北村 涌谷沢 全域 全域

C-5 北村 一の矢二 全域 全域

C-5 北村 朝日前

全域 233-1、234-1、235-1、236-1、

237、238、239、240-1、240-

2、241-1、242-1、243-1、243-

2、244-1

C-5 北村 後沢 全域 全域

C-5 北村 産ケ沢 全域 全域

C-5 北村 海上前 全域 全域

C-5 北村 熊崎 全域 57-2、77-1、12-2

C-5 北村 熊崎三 全域 全域

C-5 北村 桑柄三 全域 全域

C-5 北村 熊ノ社下 全域 全域

C-5 北村 群田 全域 全域

C-5 北村 新桑柄 全域 ー

C-5 北村 新中の沢 全域 1-1、7、18-1、21、22、28、29

C-5 北村 新熊崎 全域 ー

C-5 北村 新大尻 全域 1-2、1-3

C-5 北村 新水戸 全域 ー

C-5 北村 新前城 全域 ー

C-5 北村 新鐙曲 全域 ー

C-5 北村 新大日 全域 全域

C-5 北村 新大堤 全域 ー

C-5 北村 新耳取 全域 全域

C-5 北村 新天神前 全域 ー

C-5 北村 新中江 全域 ー

C-5 北村 前山

3-1、4-1、4-2、4-3、4-7、4-

8、4-11、13-1、17-2、18-2、

18-3、18-4、18-5、18-6、18-

8、19、20-1、24、25、26、28、

30-5、31-2、31-7、31-9、35-

1、36-1、37、38-5、39-1、40、

41-1、41-2、45-1、45-2、45-

3、46-3、48-1、48-2、50-2、

50-3、50-5、50-6、50-7、51、

52-1、52-2、52-3、52-4、52-

5、52-6、52-7、55-4、55-5、

55-6、57-3、62-5、62-6、62-

7、62-10、62-11、62-12、62-

13、62-17、62-20、62-24、62-

26、63-2、63-3、63-4、63-5、

63-7、66-2、66-3、66-5、66-

6、66-8、66-9、66-12、66-13、

66-14、66-15、116-4、116-5、

116-6、116-7、116-9、116-10、

116-12、116-13、116-19、116-

20、116-21、116-22、116-23、

116-24、116-25、116-26、116-

29、116-31、116-32、116-33、

116-37、116-38、116-39、116-

40、116-42、116-46、116-47、

116-77、116-78、116-79、116-

81、125-1、129-1、130-1、134-

1、135-1、141、141-1、141-2、

141-3、142-1、142-2、142-4、

142-5、142-6、143-1、143-2、

144-3、145、146-3、150-1、

152、153-1、162-1、162-3、

169、172-1、172-2、175、177-

1、177-2、179-2、182、183、

186、187、188-1、189、191-

1、192-1、193-1、

193-2、194-1、194-3、194-4、

194-5、195-1、195-2、196-1、

196-2、197-1、197-2、199-1、

199-3、201-1、201-3、201-6、

201-7、201-8、202-1、202-5、

204-1
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大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-5 北村 新石坂 全域 全域

C-5 北村 新奈羅山 全域 ー

C-5 北村 新天神下

全域 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、2-

3、2-4、2-5、12、13-1、13-2、

13-3、13-4、13-5、13-6、13-

7、13-8、13-9、14-1、14-2、

14-3、14-4、15-1、16-1、17-

1、18、19、20、47、48、49、

50、51-1、52-1、52-2、52-3、

52-4、53-1、53-3、53-4、54-

1、54-2、54-3、55-1、55-2、

118、119-1、119-2、120-1、

121-1、122-1、123-1、124-1、

125、126、127、128、129、

130、131、132-1、133-1、

134、135-1、136-1

C-5 北村 新俵庭

全域 1、1-1、2、2-1、2-2、3、4-1、

4-2、5-1、5-2、6、7、8、13-

1、19、20、20-1、20-2、20-3、

21、22、22-1、22-2、23、23-

1、24、24-1、37、38、38-1、

38-2、39、40、41、41-1、42、

42-1、43、43-1、44、45、59、

60、60-1、60-2、60-3、61、

62、63、63-1、63-2、64、65、

65-1、66、67、68、69、70、

87、88、89、90、91、92、93、

94、95、96、97、104、105、

106、106-1、107、108-1、108-

2、109-1、109-2、110

C-5 北村 鹿の沢二 全域 全域

C-5 北村 鳥ノ巣二 全域 全域

C-5 北村 樋谷沢 全域 全域

C-5 北村 堂の前 全域 全域

C-5 北村 中田 全域 1-1、2-1、3-1

C-5 北村 八工区東 全域 ー

C-5 北村 馬場崎 全域 全域

C-5 北村 松ケ崎二 全域 全域

C-5 北村 脇谷沢 全域 全域

65/95



河南地域 

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

C-5 北村 新下田

全域 49-1、49-2、52-1、153、157-

1、158、159-1、160-1、162-1、

163-1
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桃生地域

大字 小字 地番

D-2 桃生町脇谷 上の山 全域 全域

D-2 桃生町脇谷 新犀田 全域 全域

D-2 桃生町脇谷 脇谷 全域 1、2

D-2 桃生町倉埣 春日下 全域 全域

D-2 桃生町倉埣 上ノ浦 全域 －

D-2 桃生町倉埣 川 全域 23-30、25-1

D-2 桃生町倉埣 川前畑 全域 －

D-2 桃生町倉埣 山居 全域 全域

D-2 桃生町倉埣 四分一 全域

1-5、35、36-2、39-2、41-2、

45-1、45-2、46-2、53、53-2、

56、57-1、60、62、64、67-1、

67-2、68、73、75-1、75-2、76

D-2 桃生町倉埣 人家 全域

1-1、5、6-3、8-2、13，14、15-

2、15-5、15-6、16-3、16-4、

20-1、20-18、21-1、25-1、27-

1、28-1、28-2、29-1、29-2、

30、38～40

D-2 桃生町倉埣 新改道 全域 全域

D-2 桃生町倉埣 新川畑 全域 6

D-2 桃生町倉埣 深山 全域 全域

D-2 桃生町倉埣 新森笠 全域 全域

D-2 桃生町倉埣 新谷地 全域

31-3、34、66、210-1、252-1、

255-1、255-2、264、265

D-2 桃生町倉埣 寺後 全域

3、4-1、7、8-1、9、12、13、

14-2、15-1、16-4、18、23-2、

27、30-5、34、36-1、66、67-

2、68-2、69-2、69-3、70-1、

74、75

D-2 桃生町倉埣 東海道 全域 33-1、34-1

D-2 桃生町倉埣 筒田 全域 全域

D-2 桃生町倉埣 道の沢 全域 1、3、24、50

D-2 桃生町倉埣 土手外 全域 全域

D-2 桃生町倉埣 馬頭観音前 全域

1-2、1-3、5-2、8-1、11-1、11-

2、23-1、24-1、36

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地
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地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-2 桃生町倉埣 前山 全域 全域

D-2 桃生町倉埣 森笠 全域 全域

D-2 桃生町倉埣 要害 全域

6-1、7-1、82-2、83-2、88、

105-2、106-2、109-1

D-2 桃生町倉埣 新深山 全域 64～66

D-2 桃生町倉埣 新要害 全域 －

D-2 桃生町倉埣 新道の沢 全域 －

D-2 桃生町牛田 五反畑 全域

1、2-1、7、13-2、15-3、17-2、

19-1、71-2、71-3、73-1、74-

2、74-3、111-4、113-3、114-

2、114-7、116-3、118、122-1、

122-4、125～127、129、130-1

～130-3、131

D-2 桃生町牛田 小待井 全域

128-5、129-7、129-9、129-11、

130-1、131-1、132-1

D-2 桃生町牛田 舘前 全域

1-1、4、8-4、13-1、13-2、14-

1、18、21-3、26-1、26-2、29-

1、29-2、31-3、31-5、31-7、

32-1、33-2、33-4、35-1、35-

2、36-1、38-1、50、52-1

D-2 桃生町牛田 中道 全域 －

D-2 桃生町牛田 雷 全域

1-1、3-3、4-1、4-6、5-2、6、

7-1、15-2、15-6、43-1、43-3、

44、50-3、54-1、54-3、55、56-

1、60-1、68-1、69-1、70-3、

71-3、74-1、74-3、93-1、94-

1、96-1、98-1、98-2、101-1、

101-2、104、105-1、106-1、

136-1、137-1、138、147-1、

147-5、147-6、148-1、150-1、

150-3、150-4、173、173-13～

173-16、173-18～173-28、173-

46、173-47、173-49～173-58、

173-74、173-76、173-77、173-

79、173-80
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桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-2 桃生町牛田 新大橋 全域 －

D-1 桃生町寺崎 一里塚 全域 －

D-1 桃生町寺崎 植立 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 梅ノ木 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 新町 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 善王寺 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 外八木 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 寺崎 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 八幡山 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 袋沢 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 舟場前 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 町 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 松木畑 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 元町 全域

55-1、56-1、63-1、68-1、69-

2、72-1、72-2、77-1、77-2、

78-1、79-1、81-1、82-1、83-

3、84-1、84-2、100-1、101-1、

101-2、102-2、103、104-1、

105-1、111-1、112-1、113-1、

114-1、116-1、119、126-4、

134-1、135-3、141、142、143-

1、143-2、144-2、147-1、148-1

～148-3、149、150-1、151～

153

D-1 桃生町寺崎 八木 全域 全域

D-1 桃生町寺崎 万ノ助 全域

5-2、6-1、6-2、7-3、8-3、9-

2、10-2、11-3、24-2、25-2、

85-2、86-3、86-5、87-2

D-1 桃生町寺崎 新善王寺 全域 －

D-1 桃生町寺崎 新亀田 全域 －

D-1 桃生町寺崎 新元町 全域 －

D-1 桃生町寺崎 新鶴田 全域 －

D-1 桃生町寺崎 新坂下 全域 －

D-1 桃生町寺崎 新柴崎 全域 －

D-1 桃生町城内 佐野合 全域 全域

D-1 桃生町城内 館下 全域 全域

D-1 桃生町城内 舘前 全域 全域

D-1 桃生町城内 西嶺 全域 全域
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桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-1 桃生町城内 馬場先 全域

7-1、7-2、8-2、9-2、21-2、22-

2、22-3、23-1、23-2、24-1、

24-2、92-4、94、95

D-1 桃生町城内 東嶺 全域 全域

D-1 桃生町城内 嶺前 全域

1-1～1-3、2-1、2-3、3-1、4-

2、8-1、9-1、9-1、14-1、14-

4、19-2、20-2、21-1、24、32-

3、41-4、41-5、42-1、42-3、

66、81-1、82-3、83-1、83-3、

83-4、84-1、85-1、119-5、122-

1、122-4、123-1、123-2、125-

1、125-2、126、127、128-2、

166、167-1、167-2、169-3、

170-1、171-1、171-3、172-3、

173-1、173-3、174-1、174-2、

175-1、175-3、176-1、177-1、

177-2、226、227、229-1、

277、288-1、288-2

D-1 桃生町城内 新馬場先 全域 －

D-1 桃生町城内 新嶺前 全域 －

D-1 桃生町城内 新舘前 全域 －

D-1 桃生町中津山 内八木 全域 全域

D-1 桃生町中津山 江下 全域

18-1、18-3、19-1、19-2、21、

21-2、22-2、22-4、23-2、23-

3、50、50-1、52-1、52-3、53-

1、53-5、90、135-1、136-1、

181

D-1 桃生町中津山 五反田 全域 －

D-1 桃生町中津山 四軒 全域 全域
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桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-1 桃生町中津山 四軒裏 全域

1～13、14-2、15-1、16-1、17～

20、21-1、21-2、22-1、23-1、

24-1、26-1、27-2、28-2、29-

2、30-2、31-2、32-2、35、36、

37-1、38-1、39-1、40-2、41-

1、41-2、42-1、44-1、45-1、

45-2、47-1、48-1、48-2、49-

1、50-1、54-1、54-2、55～57、

60-1、60-2、61-1、61-2、62、

63-1、63-2、68

D-1 桃生町中津山 四軒前 全域 全域

D-1 桃生町中津山 下四軒 全域 全域

D-1 桃生町中津山 白鳥 全域 －

D-1 桃生町中津山 外八木 全域 －

D-1 桃生町中津山 永田 全域

7-2、8-1、10～13、19-2、20-

1、29-1

D-1 桃生町中津山 中津山 全域

3-1、9-3、9-6、10-3、11-1、

12-4、12-5、13-2、14-1、14-

2、15～21、22-1、22-2、23-1、

23-2、24-3、26-1、26-2、27-

1、28-1、28-2、29-1、30-1、

31-1、31-2、32、33-1、37-1、

38-1、40-1、40-2、41-1、42-

1、43-2、44-1、44-2、45-1～

45-3、46、47-1、47-8、49-3、

52-2、53-1、53-2、54、55-2、

62-1、66-4、74-1、75-1、75-

2、76-1、77-1、78-1、79-1、

80-1、83-1、85-1、81、82、

100、101、102-1、103-1、104-

1、104-2、105、106、140、

141-2、141-3、143-1、144、

145、178-3、179-1、187-1、

195-1、195-2、195-4、195-9、

195-17、195-19、196-1、196-

3、197-1、197-2

D-1 桃生町中津山 町 全域 全域
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桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-1 桃生町中津山 町裏 全域

53、54-1、54-2、80、81-1、

168、169、171、172、217-1

D-1 桃生町中津山 八木 全域

48-1、54、63-2、64、90、91、

92-1、93、94、95-1、95-2、96

～99、100、101-6、104-1、104-

2、108-2、109-1、110～113、

114-1～114-3、115、116、117-

1、117-2、118-1、119、120-1、

120-2、123-1、124-1、124-2、

125-1、126、127、128、129-

1、129-2、130、132-1～132-4、

133-1～133-4、137-2、137-4、

140-1、141-1、142-1、167-6、

192-2

D-1 桃生町新田 沖田 全域

103-1、103-2、104-1、104-2、

105-1、105-2、106-1、106-2、

107-1、107-2、108、209、210-

1、210-2、213～215、218～

221、222-1、222-2、223、

334、335、336-1、337-1

D-1 桃生町新田 新金田 全域 －

D-1 桃生町新田 新墾 全域

38、39-1、52-2、52-3、54-1、

54-2、77-1、78、81-2、87、89-

1、89-2、113-1、113-2、114-2

～114-4、115-1～115-5、149-2

～149-6、150-1～150-5、188-2

～188-6、189-1～189-5、221-2

～221-6

D-1 桃生町新田 新茨島 全域 －

D-1 桃生町新田 西町 全域 全域

D-1 桃生町新田 東町 全域 全域

D-1 桃生町新田 舟場上 全域 112～116、117-2

D-1 桃生町新田 舟場下 全域 16～18

D-1 桃生町新田 豊祖田 全域 －
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桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-1 桃生町新田 瑞田 全域 －

D-1 桃生町新田 明神 全域 －

D-1 桃生町給人町 新三番江 全域 －

D-1 桃生町給人町 新長走 全域 －

D-1 桃生町給人町 新雷神 全域 －

D-1 桃生町給人町 西町 全域 全域

D-1 桃生町給人町 東町 全域 全域

D-1 桃生町給人町 雷神 全域

1-3、1-4、35-5、77-5、77-6、

78-4、78-5、123-4、123-5、

124-1～124-3、171-2、171-4～

171-6、172-1～172-4、172-6、

172-7、217-2～217-4、218-1、

218-2、219-3～219-5、220-1～

220-4、220-7、262-2～262-4、

263-7

D-1 桃生町給人町 新追分 全域 －

D-1 桃生町給人町 新墾田 全域 －

1、2-1～2-3、3-1、4-1、4-3、

4-5、4-6、5-1、6-2、8-4、9-

2、14、15-1、19-2、20-2、21-

2、22-1、22-2、23-1、24-1、

24-2、25、26-126-2、、27、

28、30-1、31、32、33-1、34-

1、34-2、35-1、35-2、37-1、

38-1、39～44、45-1、46-1、46-

3、49、50、54-2、56-2、56-3、

57-1、57-2、58-2、73-2、74-

1、76-1、82-2、83-2、99-1、

99-4、101-2、102-1、103-1、

104-1、105-1、105-2、106-1、

108-3、109、110、111-3、112-

3、113、114-1～114-3、140-1、

141-1、142-1、143-1、144-3、

145-2、155-1、155-2、283、

286、287、291-1、291-2

全域的場桃生町新田D-1
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桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-1 桃生町給人町 新八丁田 全域

155-2、156、186-2、187、

199、201、203、205、215～

218、222～224、226～229、

231、232、234

D-1 桃生町給人町 上侭田 全域

1-1、2-1、3-1、4-1、6-1、7-

1、8-1、11-2、22-1、30-1、30-

2、35、44、46、47、48-1、51～

53、56、73、74-1、74-2、76～

79、80-1、80-2、81、82、84、

86-2、87-1、88、89、90-1、91

～98、99-1、100-1、101～108、

110、111、112-1、112-2、113-

1、113-2、114、115-2、116-2、

117、118-2

D-1 桃生町給人町 下侭田 全域 全域

D-1 桃生町神取 鹿島 全域 全域

D-1 桃生町神取 川前 全域

1-1、2-3、3-7、3-8、4、5、27-

2、27-3

D-1 桃生町神取 新鹿島 全域

1-5、1-6、2-1～2-6、3-3、43-1

～43-6、45-1、45-3、45-8、47-

3～47-6、48-2、48-6、49-2、

49-5、50、84-1、84-2、85-1、

85-2、86、87-1～87-4、88-1、

88-3、90-1、90-2、90-5、90-

6、91-1、91-2、92、93-1、93-

2、94、123-1、124、125、126-

1～126-3、127-2～127-4、127-

6、128-1

D-1 桃生町神取 堤外四番 全域

1-1、1-4、1-18、1-25、1-57、

1-58、6-2、8-1、13-37～13-40

D-1 桃生町神取 土手前 全域 全域

D-1 桃生町神取 西八反崎 全域 全域

D-1 桃生町神取 東八反崎 全域 15-1、17-1、25-2

D-1 桃生町神取 町浦 全域 全域

D-1 桃生町神取 元西八反崎 全域 －

D-1 桃生町神取 屋敷 全域 全域
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桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-1 桃生町神取 山下 全域

3-2、4-1、6-1、10、11、12-1、

13-1、13-2、14～21、26-1、27-

1、28-1、29-1、36-1、37-1、

42-1、47-1、49-1、51-1、52-

1、52-5、53-1、56-2、58～62、

79～86、88-1、95-1、105、

146、152-1、153-1、153-2

D-1 桃生町神取 山畑 全域 全域

D-1 桃生町神取 新城安 全域 －

D-1 桃生町神取 新大東 全域 －

D-1 桃生町神取 新四ツ筒 全域 90-1、157-2、237、238

D-1 桃生町神取 新観音田 全域 294～296

D-1 桃生町高須賀 荒田 全域

1～6、7-1、50-1、51、52-1、

52-2、53～55、57、61、62-2、

64、68、121、122-1、124-1、

124-2、125、127、128-2、

129、130、131-2、198、199-

1、199-2、199-4、200

D-1 桃生町高須賀 内田 全域 全域

D-1 桃生町高須賀 内畑 全域 全域

D-1 桃生町高須賀 荻臥 全域 －

D-1 桃生町高須賀 上川前 全域 14-1

D-1 桃生町高須賀 下川前 全域
2、3、70-1、70-3～70-5、70-

9、70-10
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地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-1 桃生町高須賀 下畑 全域

1、3-1、3-3、4、5-1、5-3、6-

1、6-2、7-1、7-2、12、16-2、

17、19-1、20-1、21-1～21-3、

22、24-1、24-3、25-1、26-1、

26-2、27、30、32-1、32-2、33-

3、33-4、34-1、36-5、38-2、

43-1、43-3、44、49-2、50-1、

50-3、51、54-3、59-1、62-1、

64-1、67-1、67-2、68、70-1、

72-1、73-1、82、84-2、85、

86、87-1、89-1、92、99、100、

102-1、109-1、109-2、110、

111、115-1、121-1、121-2、

124-1、124-2、126-1、126-2、

131-1、132、134、135-1、137

～139

D-1 桃生町高須賀 新二本掘 全域 －

D-1 桃生町高須賀 新元田 全域 99、101

D-1 桃生町高須賀 新内田 全域 －

D-1 桃生町高須賀 新五郎田 全域 30

D-1 桃生町高須賀 新荒田 全域 －

D-1 桃生町高須賀 新南屋浦 全域 －

D-1 桃生町高須賀 新中江 全域 －

D-1 桃生町高須賀 新田待 全域 －

D-2 桃生町永井 岩の沢 全域 全域

D-2 桃生町永井 大堤 全域 全域

D-2 桃生町永井 表 全域 全域

D-2 桃生町永井 観音下 全域 全域

D-2 桃生町永井 黄竜渕 全域
29、30-1、80～82、90-1～90-23

D-2 桃生町永井 新大堤 全域 54-1、93-1、94-1、189

D-2 桃生町永井 台 全域 全域

D-2 桃生町永井 竹ノ内 全域 －

D-2 桃生町永井 土手下 全域

39-3、40-1、41-1、232-1、232-

5、233-1、234-1、235-1、238、

243-1、244-1、247、249-1、

249-2、250～254

D-2 桃生町永井 登米下 全域 全域

D-2 桃生町永井 中田 全域 －

D-2 桃生町永井 中ノ内 全域 85-2

76/95



桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-2 桃生町永井 新山 全域

1-2、4-1、8-2、9-1、11、18、

25、41、42、44、45-1、47、48-

1～48-3、49～51、53～56、57-

1、59、60-1、60-2、65-1、65-

2、66、68～70、72、87-1～87-

4、88、92-1、93

D-2 桃生町永井 西前 全域 －

D-2 桃生町永井 仁田森 全域 全域

D-2 桃生町永井 糠塚 全域 全域

D-2 桃生町永井 八幡 全域

13-1、13-2、25-1、36、39-1、

40、41、49、50-1、57、59、

61、63、66～68、71、75、76-

1、78～80、84、85、97～99、

103-2

D-2 桃生町永井 皆川 全域 全域

D-2 桃生町永井 新十文字 全域 －

D-2 桃生町永井 新前京 全域 －

D-2 桃生町樫崎 荒戸 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 梅ヶ迫 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 貝崎 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 鹿島山 全域

26、32、39-2～39-4、37、40、

41、44、49-3、54、63、64-1、

64-2、65～69、75～77、77-1、

78-1、78-4～78-14、79、79-1、

80、81、82-1、82-2、83、84

D-2 桃生町樫崎 角前 全域 113-1、123-1、128、129

D-2 桃生町樫崎 継子前 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 塞の神 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 新八幡 全域 80-1、81-1、112-1

D-2 桃生町樫崎 新堀 全域

9-2、41-1、42-1、43、44-1、

44-3、46-1、141-1、141-2、

142-1、144-4、145-1、146-1、

147-1、148-1、149-1、150-1、

151-1、152-1、153-2、155-1、

156-1、156-3、169、186
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桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-2 桃生町樫崎 新南崎 全域

1-1、1-6、2-1、9-1、10、11-

1、13-2、19-2、20-2、21-2、

22、23、24-1、25-1、25-3、26-

1、27-1、28、29、30-2、31-2、

45-2、46-2、47-2、50-1、51-

1、55-2、75-1、77-3～77-6、

78-1、80-1、81-1、81-2、82-

1、83-1、84-1、48、49、105-

1、106-1、107-1、108-1、109-

1、110-2、145

D-2 桃生町樫崎 埣田 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 高附 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 太郎山 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 寺前 全域

34-1、35-1、111-1、112-1、

144-1、145-1、150、154-1、

155-1、155-2

D-2 桃生町樫崎 取久美 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 八幡 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 東館 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 山田 全域 全域

D-2 桃生町樫崎 陣ヶ峯 全域 全域

D-2 桃生町太田 荒谷 全域

82-1、87、88-1、100-1、101-

2、104-1

D-2 桃生町太田 石橋 全域 全域

D-2 桃生町太田 入山 全域

1-1、1-216、1-302、1-303、1-

307、1-311、1-312、1-316、1-

317、1-323、1-324、1-343、1-

345、1-347、1-350、1-351、1-

360、1-362、1-363、1-365、1-

368、6-7、6-10、6-12、8

D-2 桃生町太田 内待井 全域 全域

D-2 桃生町太田 内山崎 全域 65

D-2 桃生町太田 小田前 全域 全域
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桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-2 桃生町太田 欠下 全域

1-1、1-2、3、16、18、19、22-

1、22-2、23-1、23-4、23-5、

23-7、23-10、23-11、24-1、24-

2、24-9、24-14、34

D-2 桃生町太田 角山 全域 全域

D-2 桃生町太田 金山下 全域 全域

D-2 桃生町太田 鹿野 全域 全域

D-2 桃生町太田 上入沢 全域 全域

D-2 桃生町太田 上金沢 全域

14-2、17-1、18-1、19、22-1、

23-1、28、29-1、32-2、37-1、

43-1、46-1、46-3、48、49-1、

58-2

D-2 桃生町太田 上九郎沢 全域 全域

D-2 桃生町太田 北後 全域 99-3、126-1、129-1、129-2

D-2 桃生町太田 北沢 全域 全域

D-2 桃生町太田 薬田 全域 全域

D-2 桃生町太田 九郎沢 全域

92-1、93-1、109-1、109-2、

110-1

D-2 桃生町太田 小林 全域 全域

D-2 桃生町太田 五百刈 全域

15、21-1、24-1、28、35、40-

1、40-2、61～63、66、67、78、

79

D-2 桃生町太田 沢入畑 全域 全域

D-2 桃生町太田 沢田 全域

1、1-1～1-5、2-1～2-13、3-1、

6～9、11-1、16-1、16-2、16-4

～16-7、17-1、17-3、17-4、19-

1、20-1、20-2、21-1、21-3、

22-3、24-1、24-3～24-6、24-10

～24-12、25-2～25-11、25-14～

25-23、26-1～26-10、29、31、

32-1、32-3、33-1、33-3、33-

5、33-6、34-1～34-6、34-9、

39-9、34-10、59、60、63-1、

63-4、64-1

D-2 桃生町太田 山居沢 全域 全域
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桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-2 桃生町太田 下入沢 全域 全域

D-2 桃生町太田 拾貫壱番 全域 全域

D-2 桃生町太田 拾貫弐番 全域 全域

D-2 桃生町太田 新小塚 全域 －

D-2 桃生町太田 新袖沢 全域 6、7-1、27-1

D-2 桃生町太田 新中江 全域 －

D-2 桃生町太田 新谷田 全域

129-2、173-1、198-1、200-1～

200-3、201～208、209-1、210

～213

D-2 桃生町太田 千刈 全域 －

D-2 桃生町太田 袖沢 全域

2、2-2、3-1～3-3、5-1、7-1、

7-2、13-1、13-2、14-1、14-2、

15、17、18、19、21-1、21-2、

23-1、23-2、26、27、28-2、

29、30、33-1、34-1、36-1、37-

1、40、42-1、43-1、48-1～48-

3、49、50-1、51-1、52-1、52-

2、52-5、52-7、52-8、53、57、

58-2、59、60、62、65-1、65-

2、68-1、68-2、70-2、71-1、

74、75、76-1、78-1、79、82、

83-1、83-2、85-1、86-1、89-

1、89-3、92-10、92-11、93-1、

94-2、96-1、101、104-1、104-

2、105-4、106-1、107、109-1、

110-1、111-1、112、113-1、

114-2、117-1、122-1

D-2 桃生町太田 溜畑 全域 全域

D-2 桃生町太田 中下 全域 全域

D-2 桃生町太田 西前 全域 全域

D-2 桃生町太田 細田 全域 全域

D-2 桃生町太田 細谷 全域 全域

D-2 桃生町太田 万才山 全域 全域

D-2 桃生町太田 道端 全域 全域

D-2 桃生町太田 峯畑 全域 全域

D-2 桃生町太田 谷地畑 全域 全域

D-2 桃生町太田 山崎 全域 51

D-2 桃生町太田 閖前 全域 全域

D-2 桃生町太田 新見留田 全域 4、61
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桃生地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

D-2 桃生町太田 新山下 全域 －

D-2 桃生町太田 新山根 全域 －

D-2 桃生町太田 新鶴首 全域 48-1

D-2 桃生町太田 新下谷地 全域 －
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北上地域

大字 小字 地番

E-1 北上町橋浦 大須 全域

83-1、83-2、92、94、95-1、97-

3、98-4、98-5、99-3、100-2、

102-2、106-1、107-2、112-3、

127-2、146、147-3、147-4、

156-1、157-1、157-2、158、

159-1、159-2、160-1、160-2、

160-3、161、168、169、170、

171、172、173-2、173-3、173-

4、174-1、174-2、174-3、175-

1、175-2、176-1、182-1、182-

2、183-1、183-2、184、185、

186、187、188、189-1、189-

4、189-9、192-2、192-5、198-

1、198-2、199-1、200-1、200-

3、201-1、202-1、203-1、203-

2、204-1、204-3、205-1、213、

214、215、216、217、218、

219、220、221、222、223、

229、230、231、232、233、

236、237、238-2、267-1、268-

1

E-1 北上町橋浦 上大須 全域

1-2、4-3、5-2、11-4、30-4、

31-3、45-3、47-4、51-2、52-

2、53-2、68-3、69-3、77-3、

80-2、81-2、89-2、95-3、96-

2、97-2、98-2、113-3、114-2、

115-2、116-2、120-2、145-1、

145-3、146-1、147-1、156-3、

173-5、173-6、173-7、173-8、

218-1、220-1、221-3、225-3、

249-3、254-2、269-2、289-4、

322-2、350-2、378-2、404-2、

408-2、430-2、455-2、468-2、

480-2、507-2、531-2、558-2、

584-2、584-3、609-2、610-2、

610-3、633-3、651-2、655-1、

655-2、655-4、659-4、670-5、

673-5

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地
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北上地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

E-1 北上町橋浦 北釜谷崎 全域

85-2、188-2、205-2、206-1、

209-2、213-1、214-1、215-1、

216-1、216-2、219-1、219-3、

224-1、224-2、225、230、

231、232-1、232-2、237、

238、239、240-1、240-5、241-

1、241-4、243-1、243-2、244-

1、244-2

E-1 北上町橋浦 行人前 全域

5-5、14-4、39-3、51-3、62-3、

72-3、83-3、164、169-2、169-

3、169-5、170、171、172-1、

173-1、174-1、188-1、189-1、

194-2、196-1、196-2、197-3、

198-3、201-1、201-2、201-3、

218-1、218-2、218-3、226-2、

231-2、233-2、235、262-2、

271-2、278-2、283-2、288-2、

289-2、290-2、378-2、382、

383、394-2、395-2、422-2、

423-2、425-2、426-2、438-2、

439-2、448-2、516、518、524-

1、526-1、527-1、531、534、

537-1、541-1、550-1、553-1、

553-2、554-1、554-2、557

E-1 北上町橋浦 喰迫 全域 全域

E-1 北上町橋浦 三貫沢 全域 全域

E-1 北上町橋浦 新喰迫 全域

1-2、4-2、6-2、17-2、21-2、

30-2、37-2、46-2、52、53、54-

2、55-2、56-2、57-2

E-1 北上町橋浦 新三貫沢 全域 70、74-1、74-2、75-1、75-2
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北上地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

E-1 北上町橋浦 新舘下 全域

1-2、2-2、2-3、2-4、5-2、5-

3、9-2、9-3、13-2、13-3、17-

2、17-3、21-2、21-3、23-2、

23-3、25-2、25-3、30-3、31-

1、31-3、31-4、37-2、37-3、

39-2、39-3、44-2、44-3、49-

2、49-3、51-2、51-3、

E-1 北上町橋浦 新月迫 全域 4-3、4-4、18-2、18-3、18-4

E-1 北上町橋浦 袖の山 全域 3-3

E-1 北上町橋浦 袖山 全域 全域

E-1 北上町橋浦 曽呂美 全域

4-1、5-1、6、7、9、10、11-1、

227-2、231-3、231-4、233-3、

234-3、235-2、241-2、242-2、

243-2、244-1、244-2、244-3、

247-2、247-3、248-2、248-3、

249-2、249-3、250-2、250-3、

251-2、251-3、252-2、252-3、

253-2、253-3、254-1、255-3、

256-3、256-4、258-3、258-5、

258-6、261-3、261-4、262-1、

262-2

E-1 北上町橋浦 舘下 全域 全域

E-1 北上町橋浦 月迫 全域 全域

E-1 北上町橋浦 西 全域 全域

E-1 北上町橋浦 東 全域 全域

E-1 北上町橋浦 古戸沢 全域 ー

E-1 北上町橋浦 南釜谷崎 全域

5、15-1、15-2、71-1、71-3、

146-2、165-1、194-1、206-1、

254-2、288-1、331-1、332-1、

336-1、337-1、337-2、337-3、

338、340-2

E-1 北上町橋浦 宮田 全域 全域

E-1 北上町橋浦 宮田山 全域 全域

E-1 北上町女川 雨坪 全域 全域

E-1 北上町女川 石神 全域

8、36、43、44、45、47、50、

51、56-1、57、58、75、76、82

E-1 北上町女川 泉沢 全域 全域
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北上地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

E-1 北上町女川 上田 全域 ー

E-1 北上町女川 海老引場上 全域 全域

E-1 北上町女川 大上 全域 全域

E-1 北上町女川 翁倉山 全域 ー

E-1 北上町女川 幼 全域

2-1、3-1、4-1、5-1、6、7、

10、13-2、14-1、14-2、18-1、

20-1、25、26-1、26-2、26-3、

26-4、27、31-3、32-2、42-14、

42-2、42-8、45-1、45-2、53-

2、53-3、55、56、57、60、61、

62、64、69、73、75、76、77、

78、79、80、81、84-1、86-1、

91-1、91-4、91-5、93-1、95-1

E-1 北上町女川 上待井 全域 全域

E-1 北上町女川 蔵和田 全域 全域

E-1 北上町女川 駒迫上 全域 全域

E-1 北上町女川 斉都山 全域 全域

E-1 北上町女川 坂下 全域 106、108

E-1 北上町女川 坂下畑 全域 全域

E-1 北上町女川 七反 全域 全域

E-1 北上町女川 下待井 全域 全域

E-1 北上町女川 十二神上 全域 全域

E-1 北上町女川 新泉沢 全域 全域

E-1 北上町女川 新駒迫 全域

52、53、54、55-1、74、75、

76、77、78-1、78-2、79-1、80-

1、145-1、145-2、145-3、148、

149-1

E-1 北上町女川 新坂下 全域

1-1、2-1、3、4-1、4-3、6-1、

7-1、8-1、8-3、10-1、11-1、

11-3、19-1、23、25、27-1、27-

2、178、179、180-2、192-3、

192-4、192-5、80-2、83

E-1 北上町女川 新東田 全域 2-1、2-4、3-1、3-4、24-1

E-1 北上町女川 新南前 全域 ー

E-1 北上町女川 新峯前 全域 全域
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北上地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

E-1 北上町女川 高梨子 全域

3、4、5、6-1、6-2、1-1、11-

1、13、17、18、19、22、23-1、

23-2、30、32、33、35、38、

39、40、42、48、50、53-1、53-

3、66-2、68-2、69、70、71、73

E-1 北上町女川 高松 全域 ー

E-1 北上町女川 舘 全域 全域

E-1 北上町女川 中田 全域 35-1

E-1 北上町女川 中斉 全域 全域

E-1 北上町女川 二丁谷地 全域

91-5、91-9、91-11、91-13、91-

23、91-26、124-16、124-19、

124-44、124-45、124-46、124-

50

E-1 北上町女川 畑中 全域 全域

E-1 北上町女川 鼻丸山 全域 全域

E-1 北上町女川 本田 全域 ー

E-1 北上町女川 前田 全域 5、7

E-1 北上町女川 南 全域 全域

E-1 北上町女川 南前 全域 全域

E-1 北上町女川 峯 全域 全域

E-1 北上町女川 山神 全域 全域

E-1 北上町女川 要害 全域 全域

E-1 北上町女川 寄木 全域 全域

E-1 北上町女川 孫兵エ 全域 全域

E-1 北上町長尾 稲荷前 全域 4-1、5-1

E-1 北上町長尾 奥迫 全域 全域

E-1 北上町長尾 御手会 全域 全域

E-1 北上町長尾 上西沖 全域 全域

E-1 北上町長尾 北西沢山 全域 全域

E-1 北上町長尾 小長尾 全域 全域

E-1 北上町長尾 小迫畑 全域 全域

E-1 北上町長尾 境田 全域 全域

E-1 北上町長尾 下沢 全域 全域

E-1 北上町長尾 下待井 全域 全域

E-1 北上町長尾 新川前 全域 ー

E-1 北上町長尾 新境田 全域
3-1、3-3、26-6、29、30-2、31-

2、49-2、50-2、51-2
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北上地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

E-1 北上町長尾 西沢 全域 全域

E-1 北上町長尾 西前 全域 4-1、7-4

E-1 北上町長尾 東前 全域

3-1、6、6-1、6-2、9、33、34-

2、43、73、74、104、105、

113、114、115-1、115-2、

118、119、121、124-2、126、

127、130、131、132、133、

134、135、141、57、60、61、

62、64、69、73、75、76、77、

78、79、80、81、84-1、86-1、

91-1、91-4、91-5、93-1、95-1

E-1 北上町長尾 鰒取 全域 全域

E-1 北上町長尾 松崎 全域 全域

E-1 北上町十三浜 相川 全域 全域

E-1 北上町十三浜 石生 全域 全域

E-1 北上町十三浜 猪の沢 全域 全域

E-1 北上町十三浜 江川 全域

22、24、27-1、191-2、193-2、

198-5、201-2、202-2、203-2、

205-2、208-2、209-2、210-2、

211-2

E-1 北上町十三浜 追場 全域 全域

E-1 北上町十三浜 大指 全域 全域

E-1 北上町十三浜 大室 全域 全域

E-1 北上町十三浜 追波入 全域

7-4、14-2、16-2、17-2、45-2、

50-4、51-3、52-3、60-2、61-

2、62-2、63-2、64-2、65-2、

66-2、67-2、68-2、69-2、70-

2、71-2、73-2、74-2、116-2、

117-2、137-2

E-1 北上町十三浜 追波前 全域 全域

E-1 北上町十三浜 上ノ山 全域 全域

E-1 北上町十三浜 小滝 全域 全域

E-1 北上町十三浜 小田 全域 全域

E-1 北上町十三浜 小泊 全域 全域

E-1 北上町十三浜 小室 全域 全域

E-1 北上町十三浜 崎山 全域 全域
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北上地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

E-1 北上町十三浜 山居 全域 全域

E-1 北上町十三浜 島越 全域 全域

E-1 北上町十三浜 下大平 全域 全域

E-1 北上町十三浜 菖蒲田 全域 全域

E-1 北上町十三浜 白浜 全域 全域

E-1 北上町十三浜 滝入 全域 全域

E-1 北上町十三浜 畳石 全域 全域

E-1 北上町十三浜 立神 全域

18、142-3、182、188、189、

192、219-1、221-1、223

E-1 北上町十三浜 月浜 全域

24、25、29、40-1、73、87-3、

91-3、150-2、150-3、156-1、

157-1、17-3、17-4、185、189、

203-1、203-2、206、207-1、

208-1、208-2、215、216、

217、218、245-1、245-2、248-

1、252-73、257-1、257-5、

261、278-1、279

E-1 北上町十三浜 月浜前 全域 全域

E-1 北上町十三浜 長塩谷 全域 全域

E-1 北上町十三浜 浪田 全域 全域

E-1 北上町十三浜 原 全域 107-4、141-4、142-3、142-4

E-1 北上町十三浜 東田 全域

2-1、2-4、3-1、3-4、15-2、23-

2、24-1、29-2、29-3、29-4、

30-3、34-2、39-2、44、53-2、

53-3、53-4、54、55-3、107-2、

190-2、194-3、199-3、201-3、

204-2、222-1、222-2、223-1、

224-1、226、362-1、402、

403、412、414、444、448、453

E-1 北上町十三浜 松ノ坂 全域 全域

E-1 北上町十三浜 祭田 全域 85、142、144、145

E-1 北上町十三浜 丸山 全域 全域

E-1 北上町十三浜 吉浜 全域 全域

E-1 北上町十三浜 吉浜前 全域 1、2-2、4-2、12、13、20
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北上地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

E-1 北上町十三浜 壷穴 全域

30、31-2、32-2、32-3、32-4、

34-2、38-1、38-3、46-1、46-

2、46-3、46-4、46-5、46-6、

47-1、47-3、47-4、47-5、47-

6、59-1、59-4、60-1、60-4、

60-7、67-1、67-2、68-1、72-

1、74-1、75-1、76、100-4、

105、106、107
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牡鹿地域

大字 小字 地番

F-1 鮎川浜 黒崎 全域 55-2、73、77、92-1、92-2、97

F-1 谷川浜 上田 全域

1-4、6-5、15-3、17-3、17-5、

19-2、19-3、23、26-2、26-3、

28-2、29-2、30-2、31-2、32-

2、34-2、35-2

F-1 谷川浜 川原 全域

2-3、2-4、3-4、3-5、5-3、13、

14-1、14-2、15-1、19-1、24-

1、25-1

F-1 谷川浜 中井道 全域 5-1、9-1、13-4、17-1

F-1 谷川浜 中田 全域

59-2、62-3、65-3、66-3、67-

2、69-2、71-2、75-1、75-2、

76-1、76-2、77-1、84-1、85-

1、85-5、87-2、87-5

F-1 谷川浜 光沢 全域

1-1、2-3、3-4、4-3、4-4、5-

4、5-6、6-2、7-9、7-12、7-

14、11-5、11-6、18-2、21-10

F-1 谷川浜 一ツ谷 全域 ー

F-1 谷川浜 前田 全域 ー

F-1 谷川浜 脇ノ入 全域 26-1、23、25-2

F-1 大谷川浜 大谷川二番 全域

19-2、27、33-2、40-2、46-1、

47、49-2、50-2、51-4、52-3、

53-2、61-3、62-3、63-2、64-

3、65-2、66-2、68-3、70-3、

75-2

F-1 大谷川浜 金越 全域 ー

F-1 大谷川浜 川向 全域
9-2、10、11、55-2、56-2、28-

2、59-2、60-3、60-4

F-1 大谷川浜 小積道山 全域 1-5、1-7、1-13、1-52

F-1 大谷川浜 下町 全域 ー

F-1 大谷川浜 高田 全域 8

F-1 大谷川浜 苗代目 20 ー

F-1 大谷川浜 前原 全域 ー

F-1 鮎川浜 駒ケ峯 全域 全域

F-1 給分浜 羽黒下 全域 全域

F-1 給分浜 後山 全域 全域

F-1 給分浜 小寺 全域 全域

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地
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牡鹿地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

F-1 給分浜 清水川 全域 全域

F-1 鮫浦 夏山 全域 全域

F-1 鮫浦 久根添 全域 全域

F-1 鮫浦 存入田 全域 全域

F-1 鮫浦 中町 全域 全域

F-1 鮫浦 的場 全域 全域

F-1 鮫浦 浜畑 全域 全域

F-1 鮫浦 養留 全域 全域

F-1 十八成浜 ニテーボ 全域 全域

F-1 十八成浜 ニテーボ東 全域 全域

F-1 十八成浜 三本松 全域 全域

F-1 十八成浜 寺下 全域 全域

F-1 十八成浜 青ノ角 全域 全域

F-1 十八成浜 太田山 全域 全域

F-1 十八成浜 疣石山 全域 全域

F-1 小網倉浜 戸根入 全域 全域

F-1 小網倉浜 戸根入道下 全域 全域

F-1 小網倉浜 小守山 全域 全域

F-1 小網倉浜 椿下 全域 全域

F-1 小網倉浜 柳町 全域 全域

F-1 小渕浜 カシ山 全域 全域

F-1 小渕浜 窪沢 全域 全域

F-1 小渕浜 向田 全域 全域

F-1 小渕浜 狩又 全域 全域

F-1 小渕浜 大宝 全域 全域

F-1 小渕浜 泥沢 全域 全域

F-1 小渕浜 泥沢上町 全域 全域

F-1 小渕浜 泥沢川向 全域 全域

F-1 小渕浜 泥沢入 全域 全域

F-1 小渕浜 万寿沢 全域 全域

F-1 新山浜 沼ノ平 全域 全域

F-1 新山浜 台 全域 全域

F-1 新山浜 藤斜山 全域 全域

F-1 清水田浜 藤畑 全域 全域

F-1 清水田浜 二渡 全域 全域

F-1 大原浜 ヌカリ 全域 全域

F-1 大原浜 屋敷 全域 全域

F-1 大原浜 関の入 全域 全域
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牡鹿地域

大字 小字 地番

地区区域

番　　号

区域の範囲
除外する土地

F-1 大原浜 細田道中田 全域 全域

F-1 大原浜 大草山 全域 全域

F-1 大原浜 谷川道六番 全域 全域

F-1 大原浜 谷川北道 全域 全域

F-1 大原浜 中田 全域 全域

F-1 大原浜 町裡 全域 全域

F-1 大原浜 洞ノ口 全域 全域

F-1 谷川浜 光ヶ丘 全域 全域

F-1 谷川浜 三島 全域 全域

F-1 谷川浜 清水 全域 全域

F-1 泊浜 岸下山 全域 全域
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用途区分

地区区域

番　　号 （区分） （大字） （小字） （地番）

A-1 農業用施設用地： 蛇田 上待井 65-1の一部、65-2、67、68

山崎 10

A-2 農業用施設用地： 大瓜 瀬戸 31-2

辰脇 1-1、29、30

新小福地 25、28-1、33、35、100-1、100-2、101-1、101-2、102-1、

102-2、103-1、104-1、105-1

高木 一番 31

採草放牧地： 高木 大梨子山 4-1～4-6

釜場 1-1、1-2

A-3 農業用施設用地： 渡波 根岸前 129-4

B-1 農業用施設用地： 成田 吉野前 4-1

相野谷 日向前 41、42、43-1、44-1、45-1、47、48、53-1、54-1、75-1

中島 大島前 1-1

B-2 農業用施設用地： 小船越 一番江 1-1、16

五郎筒浦 1～3、59-1、60、61

二子南上 11-1、12

堤下 20-6、157-8、158-1、158-2

下谷地 20-4、20-5

上屋敷 1、2-1

大縄場 115-2、139-4

五番一江 57、59-1、112、113、115、116-1

四番一江 125-1

三番一江 101、104、106-1、107-1、109

一番一江 18-1

飯野 宮前 160-1、160-2、161

B-3 農業用施設用地： 北境 根廻 31、34

大森 中樋 １

三輪田 仲里前 67、68、69-1、69-2、71-2、72、73

採草放牧地： 東福田 岩倉山 153

高森 196-2

大森 水出 74-4、75-3、78-2、79-2

大平 325-3、326-3、327-4、329-2、330-2、333-1

三輪田 寄藤 6-2～6-4、7-5、7-6、8-2、14-2、16-3、17-3、18-2

高森 45、46-1、47-1、47-3、48-1、49-1

C-1 農業用施設用地： 前谷地 樋口 39-1、40-1

吉田窪 22-1、23-1、157

廻道 76

鹿張 66

黒沢前 138、139-2

河原南 44、45

和渕 五工区北二号 85、86-1、215

入ノ沢山 9-1

C-2 農業用施設用地： 鹿又 中道 1-1、2-1、3-1、4、5、6、7、8、9、10、71、72、73、74、

75、76、77、78、79、80、81、82、83-1

谷地中前 275、276

下谷地 191-1、192-1

秋葉前 243、244

用途区分
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用途区分

地区区域

番　　号 （区分） （大字） （小字） （地番）

用途区分

青木前 142-1、143-1

C-3 農業用施設用地： 須江 茄子川前 78-3、79-3

正太郎 250-1

座頭前 8-1、8-2

一工区東 7-3、8-1、8-2、33-4

糠塚前 13-2、28-2、30-1、41-7

採草放牧地： 須江 正太郎 251-1

大剝 65

C-4 農業用施設用地： 広渕 四工区 1、2-1、3-1、4、5-1、5-2、6-1、6-2、7-1、7-2

五工区南 93-1、98-1、107

C-5 農業用施設用地： 北村 新天神下 2-2、3-1

前山 201-2

戸井場 1-1、1-5

下田一 19

七工区西 44-3

採草放牧地： 北村 鐙上二 14-16

D-1 農業用施設用地： 桃生町神取 新四ツ筒 231-1、232～236

新大東 127-1

桃生町高須賀 荒田 56、58、59、65-1、65-2、66、67、119、120

桃生町永井 八幡 76-2

新山 87-5

桃生町樫崎 鹿島山 27、31

D-2 農業用施設用地： 桃生町牛田 舘前 39-2、41-1

五反畑 71-1、74-1、74-4、132

桃生町寺崎 新柴崎 43、44-1、44-2

桃生町城内 嶺前 22-2、23

桃生町中津山 四軒裏 33-1、34-1、42-2、43-1

桃生町給人町 新八丁田 29、119-2、120、121、122

桃生町太田 新下谷地 97

沢田 22-1、22-2、25-1

94/95



用途区分

地区区域

番　　号 （区分） （大字） （小字） （地番）

用途区分

入山 1-359

E-1 農業用施設用地： 北上町橋浦 南釜谷崎 342-2

曽呂美 239、240、241-1、242-1、247-1、248-1、249-1

新月迫 4-5

新三貫沢 77-1、78-1、79-1、80-1

行人前 26、27-1、27-3、168-1、203-1、216、365-1、499

北釜谷崎 244-4

上大須 643、644、645、646、663-1、664-1、665-1、666-1、

大須 9、11、33、34、37、136-1、136-2、137-1、156-2

北上町長尾 東前 64

西前 5、6-1

北上町女川 二丁谷地 124-10

中田 139-2、141

新坂下 17、200-2

坂下 110

幼 15

翁倉山 4-3

石神 52、53、54、65、66、77、78、79、80、81

北上町十三浜 月浜 295-1

追波前 35-2、36-1、39-3、39-5

江川 126-1、126-4

採草放牧地： 北上町橋浦 袖の山 3-4

北上町女川 高梨子 90、92-2

翁倉山 2-1、2-3、2-4、2-5、2-7、2-9、2-10、2-11、2-12、2-13、

4-1、4-5、4-6

北上町十三浜 壷穴 104-1、104-2、104-3、104-4、104-5、104-6、104-7、104-

8、104-9、104-10、104-11、104-12、104-13、104-14、104-

15、104-16、104-17、104-18、104-19、104-20、104-21、

104-22、104-23、104-24

月浜 295-2、295-3、295-4

立神 264-1、264-2
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