
公表箇所一覧表（急傾斜地）

ＨＰ公表 区域指定
郡市 町村 大字以降 年月日 指定年月日

山小屋 須賀川市 上小山田山小屋 H28.10.25 H29.3.28
神明前 須賀川市 堤神明前 H28.10.25 H29.3.28
境之内２号 須賀川市 小中境之内 H28.10.25 H29.3.28
日向 須賀川市 志茂日向 H28.10.25
追出沢 須賀川市 追出沢 H28.10.25 H29.3.28
壷子帰 須賀川市 北横田壷子帰 H28.10.25 H29.3.28
北向 須賀川市 畑田北向 H28.10.25 H29.3.28
竹ノ内 須賀川市 深渡戸竹ノ内 H28.10.25 H29.3.28
関場 須賀川市 梅田関場 H28.10.25 H29.3.28
菰　内 須賀川市 江持菰内 H28.10.25 H29.3.28
咲田 郡山市 咲田二丁目 H21.1.30
赤木町 郡山市 赤木町 H21.1.30
高倉 郡山市 日和田町高倉字高倉 H21.1.30
岩ヶ作 郡山市 富久山町堂坂字岩ケ作 H21.1.30
桜畑 郡山市 熱海町安子島字桜畑 H21.1.30
熱海 郡山市 熱海町熱海三丁目 H21.1.30
下枝２号 郡山市 中田町 下枝舘 H30.3.27
宮ノ下 郡山市 中田町 下枝字宮ノ下 H30.3.27 H30.8.31
荒町１号 郡山市 中田町 下枝字荒町 H30.3.27 H30.8.31
桃見台 郡山市 西ノ内一丁目 H21.1.30
石田 郡山市 西田町土棚字石田 H21.1.30
田向 郡山市 西田町大田字田向 H21.1.30
高屋敷 郡山市 中田町 下枝字高屋敷 H30.3.27 H30.8.31
熱海一丁目１号 郡山市 熱海町熱海一丁目 H21.3.31
熱海五丁目１号 郡山市 熱海町熱海五丁目 H27.3.27
熱海四丁目 郡山市 熱海町熱海四丁目 H27.3.27
西原 郡山市 西田町鬼生田字西原 H21.1.30
上町 郡山市 熱海町上伊豆島字上町 H21.1.30
中丸山 郡山市 逢瀬町多田野字中丸山 H21.1.30
市穀 郡山市 田村町 栃本字市穀 H21.1.30
久保 郡山市 中田町 下枝字久保 H21.1.30
南町 郡山市 湖南町中野字南町 H21.1.30
朝日 郡山市 湖南町福良字朝日 H21.1.30
鰌浜 郡山市 湖南町舟津字鰌浜 H27.6.30
宮の前１号 郡山市 舞木町字宮ノ前 H26.9.30
寺ノ前１号 郡山市 湖南町三代字寺ノ前 H21.1.30
寺ノ前２号 郡山市 湖南町三代字寺ノ前 H21.1.30
北表１号 郡山市 田村町 谷田川字北表 H21.1.30

※基礎調査結果は改正土砂災害防止法(平成27年1月18日施行）により、公
表を義務付けられています。このため、平成27年1月18日施行以前に区域指
定を受けた箇所については、HP公表はしていませんので承知願います。

箇所名
所在地
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鈴ケ内 郡山市 田村町 谷田川字鈴ケ内 H21.1.30
熱海一丁目２号 郡山市 熱海町熱海六丁目 H21.3.31
南梨子平 郡山市 熱海町高玉字南梨子平 H21.1.30
横川 郡山市 熱海町玉川字横川 H21.1.30
坂ノ下１号 郡山市 田村町 栃本字坂ノ下 H21.1.30
布引沢 郡山市 湖南町福良字屋敷前 H21.1.30
熱海一丁目３号 郡山市 熱海町熱海一丁目 H21.1.30
熱海五丁目３号 郡山市 熱海町熱海五丁目 H27.3.27
西屋敷 須賀川市 江持西屋敷 H27.11.16 H29.3.28
守谷舘 須賀川市 守谷舘 H27.11.16 H28.12.26
池上町 須賀川市 池上町 H27.11.16 H28.12.26
十日山 須賀川市 十日山 H27.11.16 H28.12.26
中丸木(神開田) 須賀川市 塩田神開田 H27.11.16 H28.12.26
田畑 須賀川市 小倉田畑 H27.11.16 H28.12.26
真角 須賀川市 小倉真角 H27.11.16 H28.12.26
屋敷 須賀川市 市野関屋敷 H27.11.16 H28.12.26
下屋敷 須賀川市 日照田下屋敷 H27.11.16 H28.12.26
関 須賀川市 雨田関 H27.11.16 H28.12.26
長久保 須賀川市 大栗三合田 H27.11.16 H28.12.26
薑 須賀川市 狸森薑 H27.11.16 H28.12.26
高清水 須賀川市 狸森高清水 H27.11.16 H28.12.26
新屋敷 須賀川市 狸森新屋敷 H27.11.16 H28.12.26
味噌能 須賀川市 狸森味噌能 H27.11.16 H28.12.26
大内作 須賀川市 狸森大内作 H27.11.16 H28.12.26
新田 須賀川市 狸森新田 H27.11.16 H28.12.26
東山 須賀川市 小倉東山 H27.11.16 H28.12.26
下宿 須賀川市 下宿 H27.11.16 H28.12.26
屋敷１号 須賀川市 勢至堂字屋敷 H21.1.30
屋敷２号 須賀川市 勢至堂字屋敷 H21.1.30
屋敷３号 須賀川市 江花字屋敷 H21.1.30
久保 須賀川市 江花字久保 H21.1.30
境之内１号 須賀川市 小中字境之内 H21.1.30
屋敷４号 須賀川市 勢至堂字屋敷 H21.1.30
赤土 須賀川市 滝字赤土 H21.1.30
富久保 岩瀬郡 天栄村 大字下松本字富久保 H21.10.9
二岐 岩瀬郡 天栄村 大字湯本字下二岐 H21.5.1
大平 岩瀬郡 天栄村 大字田良尾字居平 H19.2.23
井良沢 岩瀬郡 天栄村 大字田良尾字更目木 H19.2.23
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矢中 岩瀬郡 天栄村 大字牧之内字矢中 H21.3.31
女神 岩瀬郡 天栄村 大字牧之内字女神 H18.3.17
後藤 岩瀬郡 天栄村 大字牧之内字後藤 H18.3.17
丸山 岩瀬郡 天栄村 大字大里字経壇 H19.2.23
沢邸 岩瀬郡 天栄村 大字大里字愛宕山 H19.2.23
南沢 岩瀬郡 天栄村 大字大里字南沢 H19.2.23
中屋敷 岩瀬郡 天栄村 大字白子字柏立 H19.2.23
西小屋 岩瀬郡 天栄村 大字大里字西小屋 H19.2.23
居平 岩瀬郡 天栄村 大字湯本字居平 H19.2.23
滝田 岩瀬郡 天栄村 大字牧之内字滝田東 H17.12.27
膳棚 岩瀬郡 天栄村 大字牧之内字膳棚 H17.12.27
中屋敷２号 岩瀬郡 天栄村 大字白子字弘法壇 H19.2.23
戸ノ内 岩瀬郡 天栄村 大字上松本字戸ノ内屋敷 H18.3.17
下原 岩瀬郡 天栄村 大字湯本字下原 H19.2.23
館ノ越 岩瀬郡 天栄村 大字小川字館ノ越 H19.2.23
北町 石川郡 石川町 字北町 H24.12.28
南町 石川郡 石川町 字南町 H24.12.28
新町 石川郡 石川町 字新町 H24.3.2
下泉 石川郡 石川町 字下泉 H24.12.28
矢ノ目田 石川郡 石川町 大字中田字内出 H24.12.28
松ノ木下 石川郡 石川町 字松木下 H24.12.28
当町 石川郡 石川町 字渡里沢 H23.6.28
大室 石川郡 石川町 字大室 H24.12.28
桜町 石川郡 石川町 大字双里字桜町 H24.12.28
高田 石川郡 石川町 字高田 H24.12.28
桜町２号 石川郡 石川町 大字双里字桜町 H24.12.28
本宮 石川郡 石川町 大字双里字本宮 H24.12.28
竹ノ花 石川郡 石川町 大字谷地字竹ノ花 H24.12.28
京賀ノ内 石川郡 石川町 大字谷沢字京賀ノ内 H24.12.28
伊勢房内 石川郡 石川町 大字谷地字伊勢房内 H24.12.28
宮ノ前 石川郡 石川町 大字双里字宮ノ前 H24.12.28
樋田１号 石川郡 石川町 大字母畑字樋田 H24.12.28
寺坂 石川郡 石川町 大字谷沢字寺坂 H24.12.28
戸賀 石川郡 石川町 大字谷沢字戸賀 H24.12.28
馬場宿 石川郡 石川町 大字坂路字馬場宿 H24.12.28
糀屋 石川郡 玉川村 竜崎字糀屋 H27.11.16 H30.3.30
栗木内 石川郡 玉川村 蒜生栗木内 H27.11.16 H29.10.27
沢小屋(-1-2-3） 石川郡 玉川村 竜崎沢小屋 H27.11.16 H29.10.27
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北ノ宿 石川郡 玉川村 南須釜北ノ宿 H27.11.16 H29.10.27
東耕地(-1-2-3) 石川郡 玉川村 小高東耕地 H27.11.16 H29.10.27
銭神 石川郡 平田村 大字上蓬田字銭神 H24.12.28
上永田 石川郡 平田村 大字永田字上永田 H24.12.28
蛇石 石川郡 平田村 大字北方字蛇石 H24.12.28
後川 石川郡 平田村 大字北方字後川 H24.12.28
広町 石川郡 平田村 大字永田字広町 H24.12.28
入山 石川郡 平田村 大字小平字入山 H23.6.28
沼ﾉ平 石川郡 平田村 大字西山字沼ノ平 H24.12.28
二渡 石川郡 浅川町 大字太田輪字二渡 H26.12.26
内畑 石川郡 浅川町 大字松野入字内畑 H26.12.26
下菖蒲庭 石川郡 浅川町 大字山白石字下菖蒲庭 H26.12.26
橋上沢 石川郡 浅川町 大字山白石字橋上沢 H26.12.26
東今田 石川郡 浅川町 大字山白石字東今田 H26.12.26
西今田 石川郡 浅川町 大字山白石字西今田 H26.12.26
追越 石川郡 浅川町 大字染字追越 H26.12.26
長光地 石川郡 古殿町 大字鎌田字長光地 H26.6.27
石畑１号 石川郡 古殿町 田口石畑 H27.11.16
横川 石川郡 古殿町 松川横川 H27.11.16
久保田 石川郡 古殿町 田口久保田 H27.11.16
竹貫 石川郡 古殿町 竹貫字竹貫 H31.3.5
大原１号 石川郡 古殿町 松川大原 H27.11.16
大原 石川郡 古殿町 松川大原 H27.11.16
矢崎 石川郡 古殿町 松川矢崎 H27.11.16 H28.7.1
竹貫２号 石川郡 古殿町 竹貫池ノ内 R1.9.20
久保田２号 石川郡 古殿町 田口久保田 H27.11.16 H28.7.1
長光地２号 石川郡 古殿町 大字鎌田字長光地 H26.6.27
中居 石川郡 古殿町 田口中居 H27.11.16
発木内 石川郡 古殿町 大字鎌田字発木内 H26.6.27
中居２号 石川郡 古殿町 田口中居 H27.11.16 H28.7.1
大町 田村郡 三春町 字大町 H20.8.29
渋池 田村郡 三春町 字渋池 H20.8.29
日向町 田村郡 三春町 日向町 H27.11.16
中町 田村郡 三春町 字中町 H20.8.29
北町 田村郡 三春町 字北町 H20.8.29
新町 田村郡 三春町 字新町 H20.8.29
烏帽子石 田村郡 三春町 字烏帽子石 H20.8.29
雁木田 田村郡 三春町 字雁木田 H19.3.23
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荒町 田村郡 三春町 字荒町 H20.8.29
新町２号 田村郡 三春町 字新町 H20.8.29
新町３号 田村郡 三春町 字新町 H20.8.29
八幡町 田村郡 三春町 字八幡町 H19.3.23
北町２号 田村郡 三春町 字北町 H20.8.29
北町３号 田村郡 三春町 字北町 H21.10.9
荒町２号 田村郡 三春町 字荒町 H20.8.29
丈六 田村郡 三春町 字丈六 H20.8.29
尼ケ谷 田村郡 三春町 字尼ケ谷 H19.3.23
馬場 田村郡 三春町 字馬場 H19.3.23
化粧坂 田村郡 三春町 字化粧坂 H20.8.29
担橋２号 田村郡 三春町 大字平沢字担橋 H21.10.9
向田 田村郡 三春町 大字上舞木字向田 H19.3.23
町田 田村郡 三春町 大字斎藤字町田 H21.10.9
惣角地 田村郡 三春町 大字斎藤字惣角地 H19.3.23
一本松 田村郡 三春町 字一本松 H19.3.23
尼ヶ谷２号 田村郡 三春町 字尼ヶ谷 H19.3.23
大町２号 田村郡 三春町 字大町 H20.8.29
瀬山 田村郡 三春町 大字鷹巣字瀬山 H19.3.23
八島台 田村郡 三春町 八島台 H20.8.29
仲町 田村郡 小野町 小野新町丹後坂

町屋 田村郡 小野町 夏井町屋
本町 田村郡 小野町 大字小野新町字舘廻 H23.12.16
反町 田村郡 小野町 大字小野新町字前久保 H24.3.2
舘ノ越 田村郡 小野町 大字湯沢字舘ノ越 H22.11.30
浮内 田村郡 小野町 大字夏井字浮内 H24.3.2
杉内 田村郡 小野町 大字浮金字杉内 H22.11.30
八幡 田村郡 小野町 大字飯豊字八幡 H22.11.30
寺下 田村郡 小野町 大字小野新町字寺下 H24.3.2
下樋口 田村郡 小野町 大字夏井字下樋口 H22.11.30
浮内２号 田村郡 小野町 大字飯豊字浮内 H24.3.2
光明院 田村郡 小野町 大字小野新町字光明院 H22.11.30
猿内 田村市 滝根町 菅谷猿内
入水 田村市 滝根町 菅谷入水
畑中 田村市 滝根町 菅谷畑中
町 田村市 滝根町 神俣町 
入水２号 田村市 滝根町 菅谷入水 H27.11.16
町２号 田村市 滝根町 神俣字町 H26.3.28
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町３号 田村市 滝根町 広瀬字町 H26.3.28
宮ノ前 田村市 大越町 早稲川宮ノ前

田子屋 田村市 大越町 下大越田子屋

北町 田村市 都路町 古道北町
横山 田村市 都路町 古道字横山 H26.3.28
道之内 田村市 都路町 岩井沢字道之内 H26.3.28
寺下１号 田村市 都路町 古道字寺下 H23.6.28
山崎（休場） 田村市 都路町 古道字山崎 H26.3.28
内町 田村市 常葉町 常葉字内町 H19.3.23
上野 田村市 常葉町 常葉字上野 H19.3.23
黒川 田村市 常葉町 堀田字黒川 H19.3.23
荒町 田村市 常葉町 常葉字荒町 H19.3.23
高原 田村市 常葉町 久保字高原 H19.3.23
鹿島 田村市 常葉町 山根字鹿島 H19.3.23
中屋敷 田村市 常葉町 小桧山字中屋敷 H19.3.23
屋形 田村市 常葉町 西向字屋形 H19.3.23
上野２号 田村市 常葉町 常葉字上野 H19.3.23
定福 田村市 常葉町 山根字定福 H19.3.23
町 田村市 船引町 南移字町 H25.12.27
石崎 田村市 船引町 船引石崎
要田 田村市 船引町 船引要田
梅ケ咲 田村市 船引町 芦沢梅ケ咲
蟹沢 田村市 船引町 要田蟹沢
舘 田村市 船引町 船引舘 H27.11.16
花木内 田村市 船引町 船引花木内 H27.11.16
高田 田村市 船引町 芦沢高田
中ノ内 田村市 船引町 船引中ノ内
追舘 田村市 船引町 大倉字追舘 H26.9.30
本町 田村市 船引町 大倉字本町 H26.6.27
軽井沢 田村市 船引町 新館字軽井沢 H26.6.27
光大寺 田村市 船引町 芦沢光大寺
霜田 田村市 船引町 芦沢字霜田 H26.6.27
小綱木 郡山市 中田町 下枝字小綱木 H21.1.30
千穂１号 郡山市 田村町 栃山神字千穂 H21.1.30
五反田 郡山市 西田町鬼生田字五反田 H21.1.30
岩瀬森１号 須賀川市 岩瀬森 H27.11.16 H28.12.26
岩瀬森2号 須賀川市 岩瀬森 H27.11.16 H28.12.26
芦田塚 須賀川市 芦田塚 H27.11.16 H28.12.26
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旭町 須賀川市 旭町 H27.11.16 H28.12.26
北上町２号 須賀川市 北上町 H28.10.25 H29.3.28
和田池 須賀川市 和田柏崎 H27.11.16 H28.12.26
松ケ丘 須賀川市 松ケ丘 H27.11.16 H28.12.26
山ノ坊 須賀川市 小作田山ノ坊 H27.11.16 H28.12.26
東山２号 須賀川市 小倉東山 H27.11.16 H28.12.26
富士見山 岩瀬郡 天栄村 大字下松本字富士見山 H19.2.23
西原 岩瀬郡 天栄村 大字白子字西原 H19.2.23
後作田 石川郡 玉川村 中後作田 H27.11.16 H29.10.27
栄町 田村郡 三春町 大字平沢字栄町 H19.3.23
玉ノ沢 田村郡 三春町 大字鷹巣字玉ノ沢 H19.3.23
宇東 田村郡 小野町 大字浮金字宇東 H22.11.30
戸屋 田村市 都路町 古道字戸屋 H26.3.28
中作 田村市 都路町 岩井沢字中作 H23.6.28
下田 田村市 都路町 岩井沢字下田 R1.9.20
梅ノ木下 田村市 常葉町 小桧山字梅ノ木下 H19.3.23
休石１号 田村市 常葉町 西向字休石 H19.3.23
砂子田 田村市 船引町 船引字砂子田 H26.6.27
蒲倉 郡山市 蒲倉町蒲倉 H30.11.5
川前 郡山市 荒井町 H30.11.5
布山京 郡山市 湖南町馬入新田布山京 H30.11.5
葉山下 郡山市 大槻町葉山下 H30.11.5
池上 郡山市 湖南町赤津池　上 H30.11.5
北向家前 郡山市 湖南町赤津北向家前 H30.11.5
切通 郡山市 湖南町赤津切　通 H30.11.5
小志田 郡山市 湖南町赤津小志田 H30.11.5
南山田１号 郡山市 湖南町赤津南山田 H30.11.5
町田前 郡山市 中田町 下枝字町田前 H21.1.30
折戸 郡山市 中田町 下枝字折戸 H30.3.27 H30.8.31
北吉野 郡山市 熱海町安子島北吉野 H30.11.5
熱海五丁目２号 郡山市 熱海町熱海五丁目 H30.11.5
大久保１号 郡山市 中田町 下枝字大久保 H30.3.27 H30.8.31
大久保２号 郡山市 中田町 下枝字大久保 H30.3.27 H30.8.31
中名畑 郡山市 中田町 下枝字中名畑 H30.3.27 H30.8.31
寺屋敷（下枝1号） 郡山市 中田町 下枝字寺屋敷 H30.3.27 H30.8.31
富金 郡山市 中田町 下枝字富金 H30.3.27 H30.8.31
平松 郡山市 中田町 下枝字平松 H30.3.27 H30.8.31
六合内 郡山市 中田町 下枝字六合内 H30.3.27 H30.8.31
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雲母作 郡山市 中田町 海老根雲母作 H30.3.27
永橋 郡山市 中田町 海老根字永橋 H30.3.27 H30.8.31
廻り田 郡山市 中田町 海老根字廻り田 H30.3.27 H30.8.31
柿ノ口1号（柿の口1号） 郡山市 中田町 海老根字柿ノ口 H30.3.27 H30.8.31
柿ノ口2号（柿の口2号） 郡山市 中田町 海老根字柿ノ口 H30.3.27 H30.8.31
北向（欠下） 郡山市 中田町 海老根字北向 H30.3.27 H30.8.31
穴田 郡山市 中田町 海老根字穴田 H30.3.27 H30.8.31
龍ケ馬場1号（竜ヶ馬場1号） 郡山市 田村町 栃本字龍ケ馬場 H30.3.27 H30.8.31
赤沼 郡山市 西田町鬼生田赤沼 H30.11.5
石堂 郡山市 西田町鬼生田石堂 H30.11.5
太夫内 郡山市 田村町 上道渡字太夫内 H30.3.27 H30.8.31
樋ノ口 郡山市 田村町 上道渡字樋ノ口 H30.3.27 H30.8.31
沢目木 郡山市 田村町 上道渡字沢目木 H30.3.27 H30.8.31
一斗内 郡山市 田村町 川曲字一斗内 H30.3.27 H30.8.31
上広土１号 郡山市 田村町 川曲字上広土 H30.3.27 H30.8.31
上広土２号 郡山市 田村町 川曲字上広土 H30.3.27 H30.8.31
権現堂 郡山市 中田町 海老根字権現堂 H30.3.27 H30.8.31
滝ノ作 郡山市 中田町 海老根字滝ノ作 H21.1.30
上位ケ沢 郡山市 逢瀬町河内上位ケ沢 H30.11.5
下滝 郡山市 逢瀬町河内下滝 H30.11.5
小屋 郡山市 中田町 海老根字小屋 H30.3.27 H30.8.31
滝ノ作（西ノ入） 郡山市 中田町 海老根字滝ノ作 H30.3.27 H30.8.31
大平 郡山市 西田町三丁目大平 H30.11.5
山王１号 郡山市 西田町三丁目山王 H30.11.5
滝ノ作２号 郡山市 中田町 海老根字滝ノ作 H30.3.27 H30.8.31
竹ノ内 郡山市 中田町 海老根字竹ノ内 H30.3.27 H30.8.31
亀石 郡山市 中田町 牛縊本郷亀石 H30.3.27
向生後草 郡山市 中田町 牛縊本郷向生後草 H30.3.27
長久保 郡山市 中田町 牛縊本郷長久保 H30.3.27
槻ノ田和 郡山市 中田町 牛縊本郷槻ノ田和 H30.3.27
砂畑 郡山市 中田町 駒板砂畑 H30.3.27
成神平 郡山市 中田町 駒板成神平 H30.3.27
表 郡山市 中田町 駒板表 H30.3.27
坂ノ下（寺内） 郡山市 田村町 上道渡字坂ノ下 H30.3.27 H30.8.31
中ノ内 郡山市 田村町 上道渡字中ノ内 H30.3.27 H30.8.31
浜井場 郡山市 田村町 上道渡字浜井場 H30.3.27 H30.8.31
芋浸場 郡山市 中田町 高倉芋浸場 H30.11.5
作田 郡山市 中田町 高倉作田 H30.11.5
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中田 郡山市 西田町高柴中田 H30.11.5
赤坂原 郡山市 逢瀬町多田野赤坂原 H30.11.5
新池下 郡山市 逢瀬町多田野新池下 H30.11.5
休石 郡山市 逢瀬町多田野休石 H30.11.5
姉屋 郡山市 田村町 田母神字姉屋 H30.3.27 H30.8.31
新屋敷１号 郡山市 田村町 田母神字新屋敷 H30.3.27 H30.8.31
新屋敷２号 郡山市 田村町 田母神字新屋敷 H30.3.27 H30.8.31
段ノ下１号 郡山市 田村町 田母神字段ノ下 H30.3.27 H30.8.31
段ノ下２号 郡山市 田村町 田母神字段ノ下 H30.3.27 H30.8.31
富永 郡山市 田村町 田母神富永 H30.3.27
宮ノ前３号 郡山市 田村町 田母神宮ノ前 H30.3.27
以市 郡山市 田村町 田母神字以市 H30.3.27 H30.8.31
河ウツ１号 郡山市 田村町 栃本字河ウツ H30.3.27 H30.8.31
河ウツ２号 郡山市 田村町 栃本字河ウツ H30.3.27 H30.8.31
河ウツ３号 郡山市 田村町 栃本字河ウツ H30.3.27 H30.8.31
河ウツ４号 郡山市 田村町 栃本字河ウツ H30.3.27 H30.8.31
栃本 郡山市 田村町 栃本字樋ノ口 H30.3.27 H30.8.31
水沢 郡山市 田村町 栃本字水沢 H30.3.27 H30.8.31
龍ケ馬場2号（竜ヶ馬場2号） 郡山市 田村町 栃本字龍ケ馬場 H30.3.27 H30.8.31
北ノ内 郡山市 田村町 栃山神字北ノ内 H30.3.27 H30.8.31
千穂２号 郡山市 田村町 栃山神字千穂 H30.3.27 H30.8.31
西 郡山市 田村町 栃山神字西 H30.3.27 H30.8.31
柳沢１号 郡山市 田村町 栃山神字柳沢 H30.3.27 H30.8.31
荻ノ窪 郡山市 中田町 黒木荻ノ窪 H30.3.27
宮ノ前２号 郡山市 中田町 黒木宮ノ前 H30.3.27
篠坂 郡山市 中田町 篠坂 H21.10.9
石倉 郡山市 湖南町中野石倉 H30.11.5
三番石倉 郡山市 湖南町中野三番石倉 H30.11.5
大穴 郡山市 熱海町長橋大穴 H30.11.5
反田１号 郡山市 熱海町長反田 H30.11.5
丹伊田 郡山市 西田町丹伊田舘　 H30.11.5
岩ケ作1号（糠塚1号） 郡山市 田村町 糠塚字岩ケ作 H30.3.27 H30.8.31
岩ケ作2号（糠塚2号） 郡山市 田村町 糠塚字岩ケ作 H30.3.27 H30.8.31
古町 郡山市 田村町 糠塚字古町 H30.3.27 H30.8.31
松ケ作１号 郡山市 田村町 糠塚字松ケ作 H30.3.27 H30.8.31
松ケ作２号 郡山市 田村町 糠塚字松ケ作 H30.3.27 H30.8.31
松ケ作３号 郡山市 田村町 糠塚字松ケ作 H30.3.27 H30.8.31
根岸 郡山市 日和田町八丁目根岸 H30.11.5
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大栗生 郡山市 湖南町福良大栗生 H30.11.5
片岸 郡山市 湖南町福良片岸 H30.11.5
勝田内上 郡山市 湖南町福良勝田上内 H30.11.5
福良 郡山市 湖南町福良樋ノ口 H30.11.5
弥陀内 郡山市 湖南町福良弥陀内 H30.11.5
峯崎 郡山市 湖南町福良峯崎 H30.11.5
山崎 郡山市 湖南町福良山崎 H30.11.5
小磯 郡山市 湖南町舟津小磯 H30.11.5
中ノ沢１号 郡山市 湖南町舟津中ノ沢 H30.11.5
中ノ沢２号 郡山市 湖南町舟津中ノ沢 H30.11.5
日ノ岡 郡山市 湖南町舟津日ノ岡 H30.11.5
宿 郡山市 田村町 細田字宿 H30.3.27 H30.8.31
上野 郡山市 湖南町三代上野 H30.11.5
北田 郡山市 田村町 谷田川字北田 H30.3.27 H30.8.31
宮ノ下（谷田川） 郡山市 田村町 谷田川字宮ノ下 H30.3.27 H30.8.31
国見 郡山市 中田町 上石国　見 H30.11.5
逆木 郡山市 中田町 上石字逆木 H21.1.30
長谷子 郡山市 中田町 上石長谷子 H30.11.5
宇津熊 郡山市 中田町 中津川宇津熊 H30.3.27
町 郡山市 中田町 中津川字町 H21.1.30
町２号 郡山市 中田町 中津川字町 H21.1.30
西曲渕 郡山市 田村町 谷田川字西曲渕 H30.3.27 H30.8.31
西長久保 郡山市 安積町西長久保 H30.11.5
南山田２号 郡山市 湖南町赤津南山田 H30.11.5
込内 郡山市 西田町大田込内 H30.11.5
野内 郡山市 西田町大田野内 H30.11.5
池ノ上 郡山市 西田町木村池ノ上 H30.11.5
別所 郡山市 逢瀬町多田野別所 H30.11.5
前田 郡山市 湖南町舘前田 H30.11.5
舘 郡山市 白岩町 舘 H30.3.27
黒甫（赤坂） 郡山市 田村町 田母神字黒甫 H30.3.27 H30.8.31
坂ノ下２号 郡山市 田村町 栃本字坂ノ下 H30.3.27 H30.8.31
堂ノ作 郡山市 中田町 中津川堂ノ作 H30.3.27
日ノ岡寺前 郡山市 湖南町中野日ノ岡寺前 H30.11.5
荒町２号 郡山市 湖南町福良荒町 H30.11.5
北ノ入 郡山市 湖南町福良北ノ入 H30.11.5
畑ノ前 郡山市 湖南町福良畑ノ前 H30.11.5
日本一 郡山市 湖南町舟津日本一 H30.11.5
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寺ノ前３号 郡山市 湖南町三代寺ノ前 H30.11.5
野橋１号 郡山市 中田町 中津川野橋 H30.3.27
細山 郡山市 逢瀬町多田野細山 H30.11.5
東ノ内 郡山市 白岩町 東ノ内 H30.3.27
北向 郡山市 西田町根木屋北向 H30.11.5
下広土１号 郡山市 田村町 川曲字下広土 H30.3.27 H30.8.31
下広土２号 郡山市 田村町 川曲字下広土 H30.3.27 H30.8.31
境１号 郡山市 湖南町福良境 H30.11.5
境２号 郡山市 湖南町福良境 H30.11.5
大将地１号 郡山市 湖南町福良大将地 H30.11.5
大将地２号 郡山市 湖南町福良大将地 H30.11.5
屋敷５号 須賀川市 勢至堂字屋敷 H21.1.30
古屋敷 須賀川市 勢至堂字古屋敷 H21.1.30
戸ノ内屋敷 岩瀬郡 天栄村 大字上松本字戸ノ内屋敷 H17.12.27
西畑 岩瀬郡 天栄村 上松本字坂下 H28.10.25 H30.3.30
不動沢１号 岩瀬郡 天栄村 大里字聟越 H28.10.25 H30.3.30
不動沢２号 岩瀬郡 天栄村 大里字聟越 H28.10.25 H30.3.30
中屋敷３号 岩瀬郡 天栄村 白子中屋敷 H28.10.25
更目木 岩瀬郡 天栄村 田良尾更目木 H28.10.25
前田 岩瀬郡 天栄村 牧之内字前田 H28.10.25 H30.3.30
矢中（谷中） 岩瀬郡 天栄村 牧ノ内字矢中 H28.10.25 H30.3.30
野仲 岩瀬郡 天栄村 田良尾野仲 H28.10.25
郷戸 岩瀬郡 天栄村 牧之内字郷戸 H28.10.25 H30.3.30
八幡山 岩瀬郡 天栄村 大字牧之内字八幡山 H17.12.27
権太倉 岩瀬郡 天栄村 牧之内権太倉 H28.10.25
荒井屋敷 岩瀬郡 天栄村 上松本字荒井屋敷 H28.10.25 H30.3.30
日向屋敷 岩瀬郡 天栄村 上松本字日向屋敷 H28.10.25 H30.3.30
日向 岩瀬郡 天栄村 大里字日向 H28.10.25 H30.3.30
長沼道上 岩瀬郡 天栄村 牧之内字長沼道 H28.10.25 H30.3.30
大室 石川郡 石川町 大室 H28.11.7 H29.10.27
湯坂(境ノ内) 石川郡 石川町 湯郷渡湯坂 H28.11.7 H29.10.27
立ヶ岡 石川郡 石川町 立ヶ岡 H28.11.7 H29.10.27
竹ノ花（下松ヶ平） 石川郡 石川町 谷地字竹ノ花 H28.11.7 H30.3.30
尾巻 石川郡 石川町 形見尾巻 H28.11.7 H29.10.27
反田 石川郡 石川町 坂路反田 H28.11.7
入山 石川郡 石川町 中田入山 H28.11.7 H29.10.27
下矢造１号 石川郡 石川町 中田下矢造 H28.11.7 H29.10.27
下矢造２号 石川郡 石川町 中田下矢造 H28.11.7 H29.10.27
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樋ノ口 石川郡 石川町 母畑樋ノ口 H28.11.7 H29.10.27
堀ノ内 石川郡 石川町 母畑堀ノ内 H28.11.7 H29.10.27
堂ノ上 石川郡 石川町 南山形堂ノ上 H28.11.7 H29.10.27
中屋敷 石川郡 石川町 南山形笹田目 H28.11.7 H29.10.27
太夫内 石川郡 石川町 谷沢太夫内 H28.11.7
鍛治内 石川郡 石川町 中野鍛治内 H28.11.7
桜窪 石川郡 玉川村 南須釜桜窪 H28.10.25 H29.10.27
舘 石川郡 玉川村 南須釜舘 H28.10.25 H29.10.27
久保宿 石川郡 玉川村 南須釜久保宿 H28.10.25 H29.10.27
後曲 石川郡 平田村 上蓬田字後曲 H28.11.11 H30.6.29
大隅（清水内） 石川郡 平田村 上蓬田字大隅 H28.11.11 H30.6.29
下宿 石川郡 平田村 大字上蓬田字下宿 H26.3.28
千保 石川郡 平田村 上蓬田字千保 H28.11.11 H30.6.29
堂久保 石川郡 平田村 上蓬田字堂久保 H28.11.11 H30.6.29
横森前 石川郡 平田村 上蓬田字横森前 H28.11.11 H30.6.29
高田 石川郡 平田村 北方字高田 H29.12.12 H30.6.29
橋本 石川郡 平田村 北方字橋本 H29.12.12 H30.6.29
数河内 石川郡 平田村 九生滝字数河内 H30.6.29
大道 石川郡 平田村 九生滝字大道 H30.6.29
平堂内 石川郡 平田村 九生滝字平堂内 H30.6.29
小舘 石川郡 平田村 駒形字小舘 H29.12.12 H30.6.29
十文字 石川郡 平田村 駒形字十文字 H29.12.12 H30.6.29
打違内１号 石川郡 平田村 下蓬田字打違内 H28.11.11 H30.6.29
打違内２号 石川郡 平田村 下蓬田字打違内 H28.11.11 H30.6.29
打違内３号 石川郡 平田村 下蓬田字打違内 H28.11.11 H30.6.29
乙空釜１号 石川郡 平田村 下蓬田字乙空釜 H29.12.12 H30.6.29
乙空釜２号 石川郡 平田村 下蓬田字乙空釜 H29.12.12 H30.6.29
乙空釜３号 石川郡 平田村 下蓬田字乙空釜 H29.12.12 H30.6.29
古寺 石川郡 平田村 下蓬田字古寺 R1.9.20
坪内（塚田） 石川郡 平田村 鴇子字坪内 H29.12.12 H30.6.29
暮坪１号 石川郡 平田村 中倉字暮坪 H29.12.12 H30.6.29
暮坪２号 石川郡 平田村 中倉字暮坪 H29.12.12 H30.6.29
筒地１号（二反田１号） 石川郡 平田村 中倉字筒地 H29.12.12 H30.6.29
筒地2号（二反田2号） 石川郡 平田村 中倉字筒地 H29.12.12 H30.6.29
広込 石川郡 平田村 中倉字広込 H29.12.12 H30.6.29
吹通 石川郡 平田村 中倉字吹通 H29.12.12 H30.6.29
上永田２号 石川郡 平田村 永田字上永田 H29.12.12 H30.6.29
切田1号（切田） 石川郡 平田村 永田字切田 H29.12.12 H30.6.29
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切田2号（広町2号） 石川郡 平田村 永田字切田 H29.12.12 H30.6.29
一本内１号 石川郡 平田村 西山字一本内 H29.12.12 H30.6.29
草場 石川郡 平田村 西山字草場 H29.12.12 H30.6.29
煙石 石川郡 平田村 西山字煙石 H29.12.12 H30.6.29
石田１号 石川郡 平田村 東山字石田 H28.11.11 H30.6.29
石田２号 石川郡 平田村 東山字石田 H28.11.11 H30.6.29
苅万田（刈万田） 石川郡 平田村 東山字苅万田 H29.12.12 H30.6.29
加保 石川郡 平田村 小平字加保 H29.12.12 H30.6.29
沢目木１号 石川郡 平田村 鴇子沢目木 R1.9.20
沢目木２号 石川郡 平田村 鴇子沢目木 R1.9.20
戸花 石川郡 平田村 永田字戸花 H29.12.12 H30.6.29
堂作 石川郡 平田村 永田字堂作 H29.12.12 H30.6.29
高梨沢 石川郡 浅川町 里白石高梨沢 H28.10.25 H29.7.28
松山 石川郡 浅川町 福貴作松山 H28.10.25 H29.7.28
下掘 石川郡 浅川町 松野入下掘 H28.10.25 H29.7.28
余郷根 石川郡 浅川町 松野入余郷根 H28.10.25 H29.7.28
曲屋 石川郡 浅川町 山白石曲屋 H28.10.25 H29.7.28
花畑 石川郡 浅川町 畑田花畑 H28.10.25 H29.7.28
美谷田 石川郡 浅川町 畑田美谷田 H28.10.25 H29.7.28
城山 石川郡 浅川町 浅川城山 H28.10.25 H29.7.28
石畑２号 石川郡 古殿町 田口石畑 H27.11.16 H28.7.1
石畑３号 石川郡 古殿町 田口字石畑 H29.3.24 H30.9.28
越代１号 石川郡 古殿町 大久田越代 H29.3.24
越代２号 石川郡 古殿町 大久田字越代 H29.3.24 H30.8.31
越代３号 石川郡 古殿町 大久田字越代 H29.3.24 H30.8.31
越代４号 石川郡 古殿町 大久田字越代 H29.3.24 H30.8.31
下大久田 石川郡 古殿町 大久田字下大久田 H29.3.24 H30.8.31
高房１号 石川郡 古殿町 大久田字高房 H29.3.24 H30.8.31
西作 石川郡 古殿町 大久田字西作 H29.3.24 H30.8.31
花房１号 石川郡 古殿町 大久田字花房 H29.3.24 H30.8.31
花房２号 石川郡 古殿町 大久田字花房 H29.3.24 H30.8.31
松久保１号 石川郡 古殿町 大久田字松久保 H29.3.24 H30.8.31
松久保２号 石川郡 古殿町 大久田字松久保 H29.3.24 H30.9.28
茗荷１号 石川郡 古殿町 大久田字茗荷 H29.3.24 H30.8.31
茗荷２号 石川郡 古殿町 大久田字茗荷 H29.3.24 H30.8.31
沢１号 石川郡 古殿町 鎌田字沢 H29.3.24 H30.9.28
沢２号 石川郡 古殿町 鎌田字沢 H29.3.24 H30.9.28
下平 石川郡 古殿町 鎌田字若神子 H29.3.24 H30.9.28
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滝ノ平１号 石川郡 古殿町 鎌田字滝 H29.3.24 H30.9.28
田中田 石川郡 古殿町 鎌田田中田 H29.3.24
広沢 石川郡 古殿町 鎌田字広沢 H29.3.24 H30.9.28
若神子 石川郡 古殿町 鎌田字若神子 H29.3.24 H30.9.28
湯ノ口 石川郡 古殿町 仙石湯ノ口 H29.3.24
竹ノ内 石川郡 古殿町 竹貫字竹ノ内 H29.3.24 H30.9.28
鍋作 石川郡 古殿町 田口字鍋作 H29.3.24 H30.9.28
東入山２号 石川郡 古殿町 田口字東入山 H29.3.24 H30.9.28
東入山１号 石川郡 古殿町 田口字東入山 H29.3.24 H30.9.28
松森１号 石川郡 古殿町 田口松森 H29.3.24 H31.3.5
大作 石川郡 古殿町 松川字大作 H29.3.24 H30.9.28
才竜内１号 石川郡 古殿町 松川才竜内 H29.3.24 H31.3.5
才竜内２号 石川郡 古殿町 松川才竜内 H29.3.24 H31.3.5
才竜内３号 石川郡 古殿町 松川才竜内 H29.3.24 H31.3.5
滝ノ平２号 石川郡 古殿町 松川滝ノ平 H29.3.24
馬場 石川郡 古殿町 松川馬場 H29.3.24
古内１号 石川郡 古殿町 松川古内 H29.3.24
古内２号 石川郡 古殿町 松川古内 H29.3.24
前木１号 石川郡 古殿町 松川前木 H29.3.24
前木２号 石川郡 古殿町 松川前木 H29.3.24
三株１号 石川郡 古殿町 松川三株 H29.3.24
三株２号 石川郡 古殿町 松川三株 H29.3.24
水沼１号 石川郡 古殿町 松川水沼 H29.3.24
水沼２号 石川郡 古殿町 松川字水沼 R1.9.20
大平１号 石川郡 古殿町 山上字大平 H29.3.24 H30.9.28
大平２号 石川郡 古殿町 山上字大平 H29.3.24 H30.9.28
鹿場１号 石川郡 古殿町 山上字鹿場 H29.3.24 H30.9.28
鹿場２号 石川郡 古殿町 山上字鹿場 H29.3.24 H30.9.28
仮宿１号 石川郡 古殿町 山上字仮宿 H29.3.24 H30.9.28
仮宿２号 石川郡 古殿町 山上字仮宿 H29.3.24 H30.9.28
仮宿３号 石川郡 古殿町 山上字仮宿 H29.3.24 H30.9.28
竹貫田１号 石川郡 古殿町 山上字竹貫田 H29.3.24 H30.9.28
戸草 石川郡 古殿町 山上字戸草 H29.3.24 H30.9.28
能登沢 石川郡 古殿町 山上能登沢 H29.3.24
松久保2号（松ノ久保2号） 石川郡 古殿町 山上字山口 H29.3.24 H30.9.28
上鵰巣１号 石川郡 古殿町 論田上鵰巣 H29.1212
上鵰巣２号 石川郡 古殿町 論田上鵰巣 H29.1212
上鵰巣３号 石川郡 古殿町 論田上鵰巣 H29.1212
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泥ノ草 石川郡 古殿町 論田泥ノ草 H29.1212
八ヶ久保目 石川郡 古殿町 松川八ヶ久保目 H29.3.24
竹貫田２号 石川郡 古殿町 山上字竹貫田 H29.1212 H30.9.28
斉藤 田村郡 三春町 大字斎藤字斎藤 H19.3.23
行人沢 田村郡 三春町 富沢字行人沢 R1.9.20
鬮毛 田村郡 三春町 鬮毛 H28.11.7 H29.10.27
住吉１号 田村郡 三春町 南成田字住吉 R1.9.20
五郎内 田村郡 三春町 狐田字五郎内 R1.9.20
川平 田村郡 三春町 字込木字川平 R1.9.20
大日向 田村郡 三春町 斉藤大日向 H28.11.7 H29.10.27
上台 田村郡 三春町 実沢上台 H28.11.7 H29.10.27
中ノ久保１号 田村郡 三春町 実沢中ノ久保 H28.11.7 H29.10.27
屋戸 田村郡 三春町 実沢屋戸 H28.11.7 H29.10.27
後作 田村郡 三春町 西方後作 H28.11.7 H29.10.27
古舘 田村郡 三春町 沼沢古舘 H28.11.7 H29.10.27
東平 田村郡 三春町 根本東平 H28.11.7 H29.10.27
担橋３号 田村郡 三春町 平沢担橋 H28.11.7 H29.10.27
田畑 田村郡 三春町 平沢田畑 H28.11.7 H29.10.27
中 田村郡 三春町 平沢中 H28.11.7 H29.10.27
住吉２号 田村郡 三春町 南成田住吉 H28.11.7
平石 田村郡 三春町 上舞木平石 H28.11.7 H29.10.27
大峯(大峰) 田村郡 三春町 上舞木大峰 H28.11.7 H29.10.27
北ノ作 田村郡 小野町 飯豊北ノ作 H28.12.5
大日堂 田村郡 小野町 飯豊大日堂 H28.12.5
石倉１号 田村郡 小野町 浮金石倉 H28.12.5
石倉２号 田村郡 小野町 浮金石倉 H28.12.5
宇東２号 田村郡 小野町 浮金宇東 H28.12.5
請地 田村郡 小野町 小戸神請地 H28.12.5
九郎田 田村郡 小野町 小戸神九郎田 H28.12.5
ツブラタ 田村郡 小野町 小戸神ツブラタ H28.12.5
本南内 田村郡 小野町 小戸神本南内 H28.12.5
入木前 田村郡 小野町 小野赤沼入木前 H28.12.5
西ノ内 田村郡 小野町 小野赤沼西ノ内 H28.12.5
知宗１号 田村郡 小野町 小野新町知宗 H28.12.5
知宗２号 田村郡 小野町 小野新町知宗 H28.12.5
百目木 田村郡 小野町 小野山神百目木 H28.12.5
五ノ神 田村郡 小野町 上羽出庭五ノ神 H28.12.5
道平 田村郡 小野町 上羽出庭道平 H28.12.5
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成子内 田村郡 小野町 上羽出庭成子内 H28.12.5
間所内 田村郡 小野町 上羽出庭間所内 H28.12.5
黒森１号 田村郡 小野町 雁股田黒森 H28.12.5
黒森２号 田村郡 小野町 雁股田黒森 H28.12.5
沢目木１号 田村郡 小野町 雁股田沢目木 H28.12.5
沢目木２号 田村郡 小野町 雁股田沢目木 H28.12.5
千保 田村郡 小野町 雁股田千保 H28.12.5
中ノ内 田村郡 小野町 雁股田中ノ内 R1.9.20
仁井殿 田村郡 小野町 雁股田仁井殿 H28.12.5
堀切 田村郡 小野町 雁股田堀切 H28.12.5
漆平 田村郡 小野町 皮籠石漆平 H28.12.5
五百成 田村郡 小野町 皮籠石五百成 H28.12.5
阿生田 田村郡 小野町 塩庭阿生田 H28.12.5
梅ノ窪１号 田村郡 小野町 塩庭梅ノ窪 H28.12.5
神山 田村郡 小野町 塩庭神山 H28.12.5
塩庭 田村郡 小野町 塩庭中ノ内 H28.12.5
畑ノ作 田村郡 小野町 塩庭畑ノ作 H28.12.5
堂田１号 田村郡 小野町 菖蒲谷堂田 H28.12.5
仲田 田村郡 小野町 菖蒲谷仲田 H28.12.5
作田 田村郡 小野町 夏井作田 H28.12.5
清水 田村郡 小野町 夏井清水 H28.12.5
太子堂 田村郡 小野町 夏井太子堂 H28.12.5
折ノ内 田村郡 小野町 南田原井折ノ内 H28.12.5
北ノ内 田村郡 小野町 南田原井北ノ内 H28.12.5
梨木平 田村郡 小野町 南田原井梨木平 H28.12.5
宮ノ前 田村郡 小野町 南田原井宮ノ前 H28.12.5
岩蔵 田村郡 小野町 湯沢岩蔵 H28.12.5
川羽内 田村郡 小野町 湯沢川羽内 H28.12.5
塩田 田村郡 小野町 湯沢塩田 H28.12.5
田ノ作２号 田村郡 小野町 湯沢田ノ作 H28.12.5
保代内 田村郡 小野町 湯沢保代内 H28.12.5
八又 田村郡 小野町 湯沢八又 H28.12.5
坊内 田村郡 小野町 吉野辺坊内 H28.12.5
中落合 田村郡 小野町 和名田中落合 H28.12.5
松木橋 田村郡 小野町 和名田松木橋 H28.12.5
八舛蒔 田村郡 小野町 小野山神八舛蒔 H28.12.5
夏井 田村郡 小野町 夏井百目木 H28.12.5
高屋敷 田村郡 小野町 菖蒲谷高屋敷 H28.12.5
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鬼石１号 田村郡 小野町 谷津作鬼石 H28.12.5
新田内１号 田村郡 小野町 飯豊新田内 H28.12.5
新田内２号 田村郡 小野町 飯豊新田内 H28.12.5
日影 田村郡 小野町 浮金日影 H28.12.5
高山１号 田村郡 小野町 谷津作高山 H28.12.5
高山２号 田村郡 小野町 谷津作高山 H28.12.5
入水３号 田村市 滝根町 菅谷入水 H30.6.11
北高柴 田村市 滝根町 菅谷北高柴 H30.6.11
作前 田村市 滝根町 菅谷作前 H30.6.11
沼ノ沢 田村市 滝根町 菅谷沼ノ沢 H30.6.11
芦畑 田村市 滝根町 菅谷芦畑 H30.6.11
小袋内 田村市 滝根町 広瀬小袋内 H30.6.11
佐土畑 田村市 滝根町 広瀬佐土畑 H30.6.11
仲寺 田村市 滝根町 広瀬仲寺 H30.6.11
中ノ内１号 田村市 滝根町 広瀬字中ノ内 H26.3.28
中ノ内２号 田村市 滝根町 広瀬中ノ内 H30.6.11
舟ヶ作 田村市 滝根町 広瀬舟ヶ作 H30.6.11
南作 田村市 滝根町 広瀬南作 H30.6.11
宮ノ前 田村市 滝根町 広瀬宮ノ前 H30.6.11
矢大臣１号 田村市 滝根町 広瀬矢大臣 H30.6.11
寺畑 田村市 滝根町 菅谷寺畑 H30.6.11
入水４号 田村市 滝根町 菅谷入水 H30.6.11
貝谷 田村市 滝根町 広瀬貝谷 H30.6.11
戸ノ内 田村市 滝根町 広瀬戸ノ内 H30.6.11
赤沼 田村市 滝根町 広瀬赤沼 H30.6.11
千丁地 田村市 大越町 早稲川千丁地 H30.6.11
蟹沢 田村市 大越町 上大越蟹沢 H30.6.11
小久地（金山平） 田村市 大越町 上大越金山平 H30.6.11
三度蒔１号 田村市 大越町 上大越三度蒔 H30.6.11
三度蒔２号 田村市 大越町 上大越三度蒔 H30.6.11
中ノ内 田村市 大越町 栗出中ノ内 H30.6.11
白井倉 田村市 大越町 下大越白井倉 H30.6.11
千石平 田村市 大越町 下大越千石平 H30.6.11
宮山 田村市 大越町 下大越宮山 H30.6.11
関沢１号 田村市 大越町 早稲川関沢 H30.6.11
関沢２号 田村市 大越町 早稲川関沢 H30.6.11
中平 田村市 大越町 早稲川中平 H30.6.11
梨ノ木作（梨木作） 田村市 大越町 早稲川梨木作 H30.6.11
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宮ノ下 田村市 大越町 栗出宮ノ下 H30.6.11
道歳１号 田村市 大越町 下大越道歳 H30.6.11
町 田村市 大越町 上大越町 H30.6.11
道歳２号 田村市 大越町 下大越道歳 H30.6.11
馬酔木沢 田村市 都路町 岩井沢馬酔木沢 H30.6.11
大槻 田村市 都路町 岩井沢大槻 H30.6.11
小保内１号 田村市 都路町 岩井沢小保内 H30.6.11
小保内２号 田村市 都路町 岩井沢小保内 H30.6.11
小保内３号 田村市 都路町 岩井沢小保内 H30.6.11
新田 田村市 都路町 岩井沢新田 H30.6.11
道之内２号 田村市 都路町 岩井沢道之内 H30.6.11
所久保 田村市 都路町 岩井沢所久保 H30.6.11
楢梨子１号 田村市 都路町 岩井沢楢梨子 H30.4.27
楢梨子２号 田村市 都路町 岩井沢楢梨子 H30.4.27
日向１号 田村市 都路町 岩井沢日向 H30.4.27
日向２号 田村市 都路町 岩井沢日向 H30.4.27
平内地 田村市 都路町 岩井沢平内地 H30.4.27
持籐田１号 田村市 都路町 岩井沢持籐田 H30.4.27
持籐田２号 田村市 都路町 岩井沢持籐田 H30.4.27
持籐田３号 田村市 都路町 岩井沢持籐田 H30.4.27
言神 田村市 都路町 岩井沢言神 H30.4.27
阿園平１号 田村市 都路町 古道字阿園平 H30.4.27
阿園平２号 田村市 都路町 古道阿園平 H30.4.27
石黒 田村市 都路町 古道石黒 H30.4.27
後ノ前 田村市 都路町 古道後ノ前 H30.4.27
尾ノ川１号 田村市 都路町 古道尾ノ川 H30.4.27
尾ノ川２号 田村市 都路町 古道尾ノ川 H30.4.27
尾ノ川３号 田村市 都路町 古道尾ノ川 H30.4.27
春日前 田村市 都路町 古道春日前 H30.4.27
蒲生河原 田村市 都路町 古道蒲生河原 H30.4.27
傾城谷 田村市 都路町 古道傾城谷 H30.4.27
小滝沢 田村市 都路町 古道小滝沢 H30.4.27
申酉 田村市 都路町 古道申酉 H30.4.27
下板橋１号 田村市 都路町 古道下板橋 H30.4.27
下板橋２号 田村市 都路町 古道下板橋 H30.4.27
下之前 田村市 都路町 古道下之前 H30.4.27
白石１号 田村市 都路町 古道白石 H30.4.27
白石２号 田村市 都路町 古道白石 H30.4.27
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白石３号 田村市 都路町 古道白石 H30.4.27
館腰１号 田村市 都路町 古道館腰 H30.4.27
館腰２号 田村市 都路町 古道館腰 H30.4.27
寺下２号 田村市 都路町 古道字寺下 
寺下３号 田村市 都路町 古道寺下 H30.4.27
戸田平１号 田村市 都路町 古道戸田平 H30.4.27
戸屋２号 田村市 都路町 古道戸屋 H30.4.27
仲ノ前 田村市 都路町 古道仲ノ前 H30.4.27
橋向１号 田村市 都路町 古道字橋向 H30.4.27
橋向２号 田村市 都路町 古道橋向 H30.4.27
橋向３号 田村市 都路町 古道字橋向 H30.4.27
橋向４号 田村市 都路町 古道橋向 H30.4.27
場々１号 田村市 都路町 古道場々 H30.4.27
場々２号 田村市 都路町 古道場々 H30.4.27
東谷地 田村市 都路町 古道東谷地 H30.4.27
前原沢 田村市 都路町 古道前原沢 H30.4.27
三沢前 田村市 都路町 古道三沢前 H30.4.27
休場 田村市 都路町 古道休場 H30.4.27
柳野沢 田村市 都路町 古道柳野沢 H30.4.27
山口１号 田村市 都路町 古道山口 H30.4.27
山口２号 田村市 都路町 古道山口 H30.4.27
山口３号 田村市 都路町 古道山口 H30.4.27
山口４号 田村市 都路町 古道山口 H30.4.27
山崎２号 田村市 都路町 古道山崎 H30.4.27
屋方内（屋形内） 田村市 常葉町 鹿山屋形内 H30.4.27 H31.3.5
百目木 田村市 常葉町 久保百目木 H30.4.27 H31.3.5
栃久保 田村市 常葉町 久保栃久保 H30.4.27 H31.3.5
一本松１号 田村市 常葉町 小桧山一本松 H30.4.27
田ノ入 田村市 常葉町 小桧山田ノ入 H30.4.27
壁谷田 田村市 常葉町 常葉壁谷田 H30.4.27 H31.3.5
目石沢（上石蒔田） 田村市 常葉町 常葉上石蒔田 H30.4.27 H31.3.5
上井坪 田村市 常葉町 常葉上井坪 H30.4.27 H31.3.5
下井坪 田村市 常葉町 常葉下井坪 H30.4.27
舘 田村市 常葉町 常葉字舘 H30.4.27
本坊 田村市 常葉町 常葉字本坊 H30.4.27
仁井町（入山） 田村市 常葉町 西向入山 H30.4.27 H31.3.5
熊野前 田村市 常葉町 西向熊野前 H30.4.27 H31.3.5
西ノ内（東之内） 田村市 常葉町 西向東之内 H30.4.27 H31.3.5
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中（屋形２号） 田村市 常葉町 西向屋形 H30.4.27 H31.3.5
休石２号 田村市 常葉町 西向休石 H30.4.27 H31.3.5
折越１号 田村市 常葉町 新田作折越 H30.4.27 H31.3.5
折越２号 田村市 常葉町 新田作折越 H30.4.27 H31.3.5
高田 田村市 常葉町 新田作高田 H30.4.27 H31.3.5
山口 田村市 常葉町 新田作山口 H30.4.27 H31.3.5
湯舟 田村市 常葉町 新田作湯舟 H30.4.27 H31.3.5
赤坂 田村市 常葉町 堀田赤坂 H30.4.27
大向　 田村市 常葉町 堀田大向　 H30.4.27
川越１号 田村市 常葉町 堀田川越 H30.4.27
川越２号 田村市 常葉町 堀田川越 H30.4.27
五月平 田村市 常葉町 堀田五月平 H30.4.27
鳴子 田村市 常葉町 堀田鳴子 H30.4.27
八百坂 田村市 常葉町 堀田八百坂 H30.4.27
九十内 田村市 常葉町 山根九十内 H30.4.27 H31.3.5
花立 田村市 常葉町 山根花立 H30.4.27 H31.3.5
南倉 田村市 常葉町 山根南倉 H30.4.27
一本松２号 田村市 常葉町 早稲川一本松 H30.4.27
早稲川 田村市 常葉町 早稲川柳渡戸 H30.4.27
柳渡戸１号 田村市 常葉町 堀田柳渡戸 H30.4.27
根子田１号 田村市 常葉町 早稲川根子田 H27.11.16
割石作 田村市 常葉町 新田作割石作 H30.4.27 H31.3.5
仲川 田村市 常葉町 新田作仲川 H30.4.27
猫内 田村市 常葉町 新田作猫内 H30.4.27 H31.3.5
殿上 田村市 常葉町 山根殿上 H30.4.27 H31.3.5
角ノ入 田村市 常葉町 小桧山角ノ入 H30.4.27
坂ノ下 田村市 常葉町 常葉坂ノ下 H30.4.27 H31.3.5
広畑 田村市 常葉町 西向広畑 H30.4.27 H31.3.5
小林 田村市 常葉町 鹿山小林 H30.4.27 H31.3.5
糀屋前 田村市 常葉町 鹿山糀屋前 H30.4.27 H31.3.5
遠西 田村市 常葉町 久保遠西 H30.4.27 H31.3.5
堂城前 田村市 常葉町 久保堂城前 H30.4.27 H31.3.5
遠東 田村市 常葉町 新田作遠東 H30.4.27 H31.2.19
上関 田村市 船引町 芦沢上関 H30.4.27
鞍掛 田村市 船引町 芦沢字鞍掛 H25.12.27
深町 田村市 船引町 芦沢深町 H30.4.27
本郷 田村市 船引町 芦沢字本郷 H25.12.27
横土 田村市 船引町 芦沢横土 H30.4.27
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大木沢 田村市 船引町 石沢大木沢 H30.4.27
三合田１号 田村市 船引町 石沢三合田 H30.4.27
三合田２号 田村市 船引町 石沢三合田 H30.4.27
三合田３号 田村市 船引町 石沢三合田 H30.4.27
新舘 田村市 船引町 門沢字新舘 H19.3.23
上道１号 田村市 船引町 上移上道 H30.6.11
上道２号 田村市 船引町 上移上道 H30.6.11
上道３号 田村市 船引町 上移上道 H30.6.11
上道４号 田村市 船引町 上移字上道 H25.12.27
馬込 田村市 船引町 上移馬込 H30.6.11
上移 田村市 船引町 上移町 H30.6.11
沢口 田村市 船引町 北移沢口 H30.4.27 H31.2.19
高橋１号 田村市 船引町 北移高橋 H30.4.27
田外山 田村市 船引町 北移田外山 H30.4.27 H31.2.19
六平沢１号 田村市 船引町 北移六平沢 H30.4.27 H31.2.19
六平沢２号 田村市 船引町 北移六平沢 H30.4.27 H31.2.19
六平沢３号 田村市 船引町 北移六平沢 H30.4.27 H31.2.19
六平沢４号 田村市 船引町 北移字六平沢 H25.12.27
山ノ内 田村市 船引町 北鹿又山ノ内 H30.4.27
宮内前 田村市 船引町 椚山宮内前 H30.4.27
松玄前１号 田村市 船引町 椚山松玄前 H30.4.27
下田 田村市 船引町 永谷下田 H30.6.11
山中 田村市 船引町 永谷山中 H30.6.11
表 田村市 船引町 中山表 H30.4.27 H31.2.19
下馬沢１号 田村市 船引町 中山下馬沢 H30.4.27 H31.2.19
下馬沢２号 田村市 船引町 中山下馬沢 H30.4.27 H31.2.19
小塚 田村市 船引町 中山小塚 H30.4.27 H31.2.19
田代坂 田村市 船引町 中山田代坂 R1.9.20
遠上 田村市 船引町 中山遠上 H30.4.27 H31.2.19
遠中山１号 田村市 船引町 中山遠中山 H30.4.27 H31.2.19
遠中山２号 田村市 船引町 中山遠中山 H30.4.27 H31.2.19
上１号 田村市 船引町 新舘上 H30.4.27
下２号 田村市 船引町 新舘下 H30.4.27
源次郎１号 田村市 船引町 船引源次郎 H30.4.27
若宮 田村市 船引町 堀越若宮 H30.4.27
遠下 田村市 船引町 横道遠下 H30.4.27 H31.2.19
日向前１号 田村市 船引町 横道日向前 H30.4.27 H31.2.19
日向前２号 田村市 船引町 横道日向前 H30.4.27 H31.2.19
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風呂前１号 田村市 船引町 横道風呂前 H30.4.27 H31.2.19
猫台 田村市 船引町 芦沢猫台 H30.4.27
二ツ宮 田村市 船引町 荒和田二ツ宮 H30.4.27
上２号 田村市 船引町 新舘上 H30.4.27
久保田 田村市 船引町 北移久保田 H30.4.27 H31.2.19
牛久保 田村市 船引町 牛久保 H30.4.27
今坂内１号 田村市 船引町 芦沢今坂内 H30.4.27
今坂内２号 田村市 船引町 芦沢今坂内 H30.4.27
三合田４号 田村市 船引町 石沢三合田 H30.4.27
曲山 田村市 船引町 上移曲山 H30.6.11
野橋２号 郡山市 中田町 中津川野橋 H30.3.27
下笊内 郡山市 逢瀬町河内下笊内 H30.11.5
高谷 郡山市 中田町 柳橋高谷 H30.11.5
小中里 郡山市 中田町 柳橋小中里 H30.11.5
北表２号 郡山市 田村町 谷田川字北表 H30.3.27 H30.8.31
中野内１号 郡山市 西田町大田中野内 H30.11.5
前ノ内１号 郡山市 中田町 柳橋前ノ内 H30.11.5
沼ノ沢 郡山市 熱海町長橋沼ノ沢 H30.11.5
前ノ内２号 郡山市 中田町 柳橋前ノ内 H30.11.5
柳沢２号 郡山市 田村町 栃山神字柳沢 H30.3.27 H30.8.31
反田２号 郡山市 熱海町長反田 H30.11.5
小室山 郡山市 喜久田町前田沢小室山 H30.11.5
袖 郡山市 中田町 柳橋袖 H30.11.5
曲久保 石川郡 玉川村 山小屋曲久保 H28.10.25 H29.10.27
東野 石川郡 玉川村 四辻新田東野 H28.10.25 H29.10.27
大柏木 石川郡 平田村 蓬田新田字大柏木 H28.11.11 H30.6.29
通目木 石川郡 平田村 上蓬田字通目木 H29.12.12 H30.6.29
石ﾉ川 石川郡 平田村 下蓬田字石ノ川 H28.10.28 H30.6.29
明内 石川郡 古殿町 鎌田字明内 H29.1212 H30.9.28
小峯(小峰) 田村郡 三春町 小峰 H28.11.7 H29.10.27
四反田 田村郡 三春町 四反田 H28.11.7 H29.10.27
上ノ内 田村郡 三春町 下舞木上ノ内 H28.11.7 H29.10.27
光谷 田村郡 三春町 根本光谷 H28.11.7 H29.10.27
岩本 田村郡 三春町 下舞木岩本 H28.11.7 H29.10.27
煙地内 田村郡 三春町 鷹巣煙地内 H28.11.7 H29.10.27
黒森３号 田村郡 小野町 雁股田黒森 H28.12.5
三 王 堂 田村郡 小野町 飯豊三王堂 H28.12.5
　 舘 田村郡 小野町 浮金舘 H28.12.5
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作 ノ 前 田村郡 小野町 小野山神作ノ前 H28.12.5
川　除 田村郡 小野町 夏井川除 H28.12.5
洞 田村郡 小野町 吉野辺洞 H28.12.5
七合田 田村郡 小野町 小野新町七合田 H28.12.5
矢大臣２号 田村市 滝根町 広瀬矢大臣 H30.6.11
関　場 田村市 滝根町 神俣関場 H30.6.11
江　川 田村市 滝根町 菅谷江川 H30.6.11
後　沢 田村市 大越町 下大越後沢 H30.6.11
深　谷 田村市 大越町 牧野深谷 H30.6.11
日 向 畑 田村市 大越町 早稲川日向畑 H30.6.11
石ノ坪（屋形３号） 田村市 常葉町 西向屋形 H30.4.27 H31.2.19
樋ノ口 田村市 常葉町 常葉樋ノ口 H30.4.27 H31.2.19
柳渡戸２号 田村市 常葉町 堀田柳渡戸 H30.4.27
萩　平 田村市 常葉町 山根萩平 H30.4.27 H31.2.19
根子田２号 田村市 常葉町 早稲川根子田 H30.4.27
上遠野 田村市 常葉町 早稲川上遠野 H30.4.27
三合田５号 田村市 船引町 石沢三合田 H30.4.27
六平沢５号 田村市 船引町 北移六平沢 H30.4.27
高橋２号 田村市 船引町 北移高橋 H30.4.27 H31.2.19
下田２号 田村市 船引町 永谷下田 H30.6.11
源次郎２号 田村市 船引町 船引源次郎 H30.4.27
漆久保 田村市 船引町 芦沢漆久保 H30.4.27
五反田 田村市 船引町 芦沢五反田 H30.4.27
高屋 田村市 船引町 芦沢高屋 H30.4.27
前城主内 田村市 船引町 芦沢前城主内 H30.4.27
神戸前 田村市 船引町 今泉字神戸前 H30.4.27
惣太郎 田村市 船引町 今泉惣太郎 H30.4.27
下永谷 田村市 船引町 永谷下永谷 H30.6.11
轟渕 田村市 船引町 春山轟渕 H30.6.11
城の内 田村市 船引町 船引城の内 H30.4.27
上ノ前 田村市 船引町 堀越上ノ前 H30.4.27
柴平 田村市 船引町 堀越柴平 H30.4.27
高森 田村市 船引町 堀越高森 H30.4.27
中倉 郡山市 中田町 柳橋中倉 H30.11.5
町３号 郡山市 中田町 柳橋町 H30.11.5
辻ノ内 田村郡 小野町 大字上羽出庭字辻ノ内 H22.11.30
高原 石川郡 石川町 R1.9.20
上矢造(仮） 石川郡 石川町 中田上矢造 R1.9.20


