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令和４年２月２６日更新

番号 市町村 新産業創出等推進事業促進区域 地名 地番

1 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 南台三丁目 全域

2 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 南台四丁目 全域

3 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 平赤井字畑子沢 全域

4 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 小名浜住吉字西沖 全域

5 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 小名浜住吉字不毛 全域

6 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 小名浜島字高田町 全域

7 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 小名浜野田字北坪 全域

8 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 小名浜野田字柳町 全域

9 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 常磐下船尾町杭出作 全域

10 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 常磐下船尾町蛇並 全域

11 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 常磐岩ケ岡町岩崎 全域

12 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 常磐岩ケ岡町沢目 全域

13 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 常磐三沢町傾城作 全域

14 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 常磐水野谷町亀ノ尾 全域

15 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 常磐水野谷町錦沢 全域

16 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 常磐西郷町銭田 全域

17 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 常磐西郷町落合 全域

18 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 泉町下川字井戸内 全域

19 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 泉町下川字境ノ町 全域

20 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 泉町下川字大剣 全域

21 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 泉町下川字土木内 全域

22 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 泉町黒須野字江越 全域

23 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 泉町滝尻字亀石町 全域

24 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 泉町滝尻字橋本 全域

25 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 泉町滝尻字御前田 全域

26 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 泉町滝尻字松原 全域

27 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 中部工業団地 全域

28 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 勿来町酒井金ケ町 全域

29 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 勿来町酒井高畔 全域

30 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 勿来町酒井七反田 全域

31 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 勿来町酒井赤坂 全域

32 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 勿来町酒井大作 全域

33 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 勿来町酒井大山田 全域

34 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 好間工業団地 全域

35 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 小名浜住吉字砂田 全域

36 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 四倉町字栗木作 全域
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37 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 四倉町字田戸 全域

38 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 四倉町字芳ノ沢 全域

39 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 平字研町 全域

40 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 三和町渡戸字弓張木 全域

41 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 好間町川中子字古川 全域

42 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 植田町中央１丁目 全域

43 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 泉町下川境ノ町 全域

44 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 小島町２丁目 全域

45 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 川部町赤坂 全域

46 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 四倉町上仁井田字東山 全域

47 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 小名浜大原字丁新地 全域

48 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 泉町黒須野字砂利 全域

49 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 錦町落合 全域

50 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 泉町下川字八合 全域

51 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 錦町四反田 全域

52 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 平下高久字北谷地 全域

53 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 勿来町窪田町通４丁目 全域

54 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 三和町中寺字樋ノ口 全域

55 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 川部町禾ノ宮 全域

56 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 小川町下小川広畑 全域

57 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 小名浜字芳浜 全域

58 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 小名浜大原西橋本 全域

59 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 内郷綴町川原田 全域

60 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 錦町江栗前 全域

61 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 鹿島町船戸沼田 全域

62 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 平上荒川字桜町 全域

63 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 常磐上湯長谷町上ノ台 全域

64 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 中央台飯野５丁目 全域

65 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 好間町上好間字小館 全域

66 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 内郷高坂町四方木田 全域

67 いわき市 いわき市第２新産業創出等推進事業促進区域 小名浜大原字東田林 全域

68 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 平上片寄字矢田ノ目 全域

69 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 錦町大島 全域

70 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 江名字中作 全域

71 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 内郷白水町浜井場 全域

72 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 四倉町細谷字飼料畑 全域

73 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 内郷御厩町３丁目 全域

74 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 四倉町上仁井田字家ノ前 全域
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75 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 洋向台４丁目 全域

76 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 中央台高久一丁目 全域

77 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 小名浜大原六反田 全域

78 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 内郷高坂町大町 全域

79 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 小名浜君ヶ塚町 全域

80 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 小名浜字中原 全域

81 いわき市 いわき市第３新産業創出等推進事業促進区域 平字柳町 全域

82 いわき市 いわき市第４新産業創出等推進事業促進区域 常磐湯本町日渡 全域

83 いわき市 いわき市第４新産業創出等推進事業促進区域 泉もえぎ台３丁目 全域

84 いわき市 いわき市第４新産業創出等推進事業促進区域 鹿島町下矢田字沢目 全域

85 いわき市 いわき市第４新産業創出等推進事業促進区域 平南白土二丁目 全域

86 いわき市 いわき市第４新産業創出等推進事業促進区域 錦町釈迦堂 全域

87 いわき市 いわき市第４新産業創出等推進事業促進区域 泉町４丁目 全域

88 いわき市 いわき市第４新産業創出等推進事業促進区域 平谷川瀬字吉野作 全域

89 いわき市 いわき市第４新産業創出等推進事業促進区域 小名浜島字八つ替 全域

90 いわき市 いわき市第４新産業創出等推進事業促進区域 平赤井字反町 全域

91 いわき市 いわき市第４新産業創出等推進事業促進区域 常磐藤原町蕨平 全域

92 いわき市 いわき市第４新産業創出等推進事業促進区域 常磐湯本町辰ノ口 全域

93 いわき市 いわき市第５新産業創出等推進事業促進区域 勿来町関田堀切 全域

94 いわき市 いわき市第５新産業創出等推進事業促進区域 鹿島町走熊字四反田 全域

95 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 岩間町川田 全域

96 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 佐糠町大島 全域

97 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 小名浜字渚 全域

98 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 常磐藤原町別所 全域

99 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 勿来町白米酒井原 全域

100 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 勿来町白米原田 全域

101 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 小名浜字吹松 全域

102 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 泉町滝尻字中瀬 全域

103 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 小名浜字栄町 全域

104 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 小川町西小川渕沢 全域

105 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 遠野町滝字島廻 全域

106 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 山田町西山 全域

107 いわき市 いわき市第６新産業創出等推進事業促進区域 山田町林崎 全域

108 いわき市 いわき市第７新産業創出等推進事業促進区域 平上高久字大日作 全域

109 いわき市 いわき市第７新産業創出等推進事業促進区域 平上山口字金折平 全域

110 いわき市 いわき市第７新産業創出等推進事業促進区域 平上山口字小喜目作 全域

111 いわき市 いわき市第７新産業創出等推進事業促進区域 平上山口字日渡 全域

112 いわき市 いわき市第７新産業創出等推進事業促進区域 平下山口字後沢 全域
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113 いわき市 いわき市第７新産業創出等推進事業促進区域 平下山口字大沢 全域

114 いわき市 いわき市第７新産業創出等推進事業促進区域 平下山口字桃木沢 全域

115 いわき市 いわき市第７新産業創出等推進事業促進区域 平下山口字浜ノ作 全域

116 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町上三坂字山神前 全域

117 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町上三坂字屋地 全域

118 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町上三坂字作田 全域

119 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町上三坂字水田 全域

120 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町上市萱字馬場平 全域

121 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町上市萱字長沢 全域

122 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町上市萱字舞台 全域

123 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町下市萱字滝ノ上 全域

124 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町下市萱字新田 全域

125 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町中寺字葭平 全域

126 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町中寺字大沢 全域

127 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町渡戸字中ノ内 全域

128 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町渡戸字二本川 全域

129 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 川前町下桶売字上高部 全域

130 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 川前町下桶売字高部 全域

131 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 川前町下桶売字荻 全域

132 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 川前町下桶売字志田名 全域

133 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 川前町川前字外門 全域

134 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町貝泊字堂ノ前 全域

135 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町貝泊字戸草 全域

136 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字赤仁田 全域

137 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字天ノ川 全域

138 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字上ノ山 全域

139 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字大沢 全域

140 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字掛橋 全域

141 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字塩ノ平 全域

142 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字助右ェ門沢 全域

143 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字台 全域

144 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字平草 全域

145 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字別当 全域

146 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字向畑 全域

147 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町黒田字湯ノ倉 全域

148 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町旅人字下坪 全域

149 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町旅人字日無久保 全域

150 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町旅人字前山 全域
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いわき市新産業創出等推進事業促進区域一覧【製造業等】

151 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字榎町 全域

152 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字大久保 全域

153 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字風越 全域

154 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字木戸坊 全域

155 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字木和田 全域

156 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字宿家前 全域

157 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字新田 全域

158 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字多祓山 全域

159 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字根室 全域

160 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字花戸 全域

161 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字間明沢 全域

162 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字明下 全域

163 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字向田 全域

164 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫焼倉 全域

165 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 田人町荷路夫字山口 全域

166 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 小川町上小川字上戸渡 全域

167 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 小川町上小川字小川山 全域

168 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 四倉町八茎字片倉 全域

169 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 遠野町上根本字上根本 全域

170 いわき市 いわき市第８新産業創出等推進事業促進区域 三和町合戸字細戸 全域

171 いわき市 いわき市第９新産業創出等推進事業促進区域 久之浜町末続字下長沢 全域

172 いわき市 いわき市第９新産業創出等推進事業促進区域 久之浜町末続字坂下 全域

173 いわき市 いわき市第９新産業創出等推進事業促進区域 内郷白水町字長槻 全域

174 いわき市 いわき市第９新産業創出等推進事業促進区域 内郷白水町字桜田 全域

175 いわき市 いわき市第９新産業創出等推進事業促進区域 内郷白水町字大神田 全域

176 いわき市 いわき市第１０新産業創出等推進事業促進区域 田人町旅人字和再松木平 全域

177 いわき市 いわき市第１０新産業創出等推進事業促進区域 四倉町玉山字林崎 全域

178 いわき市 いわき市第１０新産業創出等推進事業促進区域 好間町北好間字権現堂 全域

179 いわき市 いわき市第１０新産業創出等推進事業促進区域 三和町中三坂字腰巻 全域

180 いわき市 いわき市第１０新産業創出等推進事業促進区域 三和町差塩字道添 全域

181 いわき市 いわき市第１０新産業創出等推進事業促進区域 田人町貝泊字久子ノ内 全域

182 いわき市 いわき市第１０新産業創出等推進事業促進区域 内郷白水町川平 全域

183 いわき市 いわき市第１新産業創出等推進事業促進区域 泉町七丁目

令和４年２月26日

（土地区画整理事業

完了に伴う住所変更

日）以前において、

泉町滝尻字御前田で

あった区域に限る

R4.2.26

更新


