
復興公営住宅一覧

北信 20 福島市鎌田字児子池41-1
戸数計 24

笹谷 8 福島市笹谷字石田７－３
笹谷 9 福島市笹谷字石田７－３

戸数計 24

飯坂 1 福島市飯坂町銀杏５－１
飯坂 2 福島市飯坂町銀杏５－１
飯坂 3 福島市飯坂町銀杏５－１

戸数計 58

北沢又 1 福島市北沢又字大和田前１－25
北沢又 2 福島市北沢又字大和田南１－５
北沢又 3 福島市北沢又字土田５－２
北沢又 4 福島市北沢又字大和田南１－６
北沢又 5 福島市北沢又字大和田前１－22
北沢又 6 福島市北沢又字土田11－５
北沢又 7 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 8 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 9 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 10 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 11 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 12 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 13 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 14 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 15 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 16 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 17 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 18 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 19 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 20 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 21 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 22 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 23 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 24 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 25 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 26 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 27 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 28 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 29 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 30 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 31 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 32 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 33 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 34 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 35 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 36 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 37 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 38 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 39 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 40 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 41 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 42 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 43 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 44 福島市北沢又字台前北１－10

2

3

4

No. 団地名 棟番号 所在地

1

R4.4.1時点

1 / 15 ページ



No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

北沢又 45 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 46 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 47 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 48 福島市北沢又字台前北１－10
北沢又 50 福島市北沢又字台前北７－１
北沢又 51 福島市北沢又字台前北１－９

戸数計 282

北中央 1 福島市北中央三丁目13－１
北中央 2 福島市北中央三丁目13－１
北中央 3 福島市北中央三丁目13－１

戸数計 64

根柄山 1 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 2 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 3 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 4 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 5 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 6 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 7 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 8 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 9 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 10 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 11 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 12 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 13 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 14 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 15 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 16 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 17 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 18 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 19 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 20 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 21 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 22 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 23 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 24 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 25 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 26 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 27 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 28 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 29 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 30 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 31 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 32 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 33 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 34 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 35 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 36 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 37 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 38 二本松市油井字根柄山72－１
根柄山 39 二本松市油井字根柄山72－１

戸数計 70
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

石倉 1 二本松市油井字大窪96
石倉 2 二本松市油井字大窪116
石倉 3 二本松市油井字石倉84
石倉 4 二本松市油井字石倉87
石倉 5 二本松市油井字石倉68
石倉 6 二本松市油井字石倉67

戸数計 200

表 1 二本松市表二丁目816
戸数計 44

若宮 1 二本松市若宮二丁目８－１
戸数計 32

壁沢 1 伊達郡川俣町舘３－１
壁沢 2 伊達郡川俣町舘３－１
壁沢 3 伊達郡川俣町舘３－１
壁沢 4 伊達郡川俣町舘３－１
壁沢 5 伊達郡川俣町舘３－１
壁沢 6 伊達郡川俣町舘３－１
壁沢 7 伊達郡川俣町舘３－１
壁沢 8 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 9 伊達郡川俣町西戸ノ内19－１
壁沢 10 伊達郡川俣町西戸ノ内19－１
壁沢 11 伊達郡川俣町西戸ノ内19－１
壁沢 12 伊達郡川俣町西戸ノ内19－１
壁沢 13 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 14 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 15 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 16 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 17 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 18 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 19 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 20 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 21 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 22 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 23 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 24 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 25 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 26 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 27 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 28 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 29 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 30 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 31 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 32 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 33 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 34 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 35 伊達郡川俣町壁沢23
壁沢 36 伊達郡川俣町西戸ノ内19－１
壁沢 37 伊達郡川俣町西戸ノ内19－１
壁沢 38 伊達郡川俣町西戸ノ内19－１
壁沢 39 伊達郡川俣町西戸ノ内19－１
壁沢 40 伊達郡川俣町西戸ノ内19－１

戸数計 80
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

柴宮 57 郡山市安積町荒井字柴宮山43－２
柴宮 58 郡山市安積町荒井字萬海13－６
柴宮 59 郡山市安積町荒井字萬海13－６

戸数計 46

富田 1 郡山市富田東六丁目23
富田 2 郡山市富田東六丁目26
富田 3 郡山市富田東六丁目17
富田 4 郡山市富田東二丁目258

戸数計 154

日和田 1 郡山市日和田町字原12－130
戸数計 20

八山田 1 郡山市八山田西二丁目299
八山田 2 郡山市八山田西二丁目304
八山田 3 郡山市八山田西二丁目206

戸数計 100

東原 1 郡山市東原三丁目177
東原 2 郡山市東原一丁目４
東原 3 郡山市東原三丁目148

戸数計 85

安積 17 郡山市安積町笹川字西長久保１－125
安積 18 郡山市安積町笹川字西長久保104－21

戸数計 55

鶴見坦 1 郡山市鶴見坦一丁目５－31
戸数計 30

守山駅西 1 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 2 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 3 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 4 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 5 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 6 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 7 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 8 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 9 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 10 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 11 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 12 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 13 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 14 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 15 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 16 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 17 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 18 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 19 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 20 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 21 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 22 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 23 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 24 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 25 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 26 郡山市田村町岩作字小人町60－１
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

守山駅西 27 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 28 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 29 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 30 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 31 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 32 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 33 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 34 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 35 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 36 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 37 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 38 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 39 郡山市田村町岩作字小人町60－１
守山駅西 40 郡山市田村町岩作字小人町60－１

戸数計 80

平沢 1 三春町大字平沢字四合田236
平沢 2 三春町大字平沢字四合田236
平沢 3 三春町大字平沢字谷戸500
平沢 4 三春町大字平沢字谷戸500
平沢 5 三春町大字平沢字四合田236
平沢 6 三春町大字平沢字四合田236
平沢 7 三春町大字平沢字四合田236
平沢 8 三春町大字平沢字四合田236
平沢 9 三春町大字平沢字四合田236
平沢 10 三春町大字平沢字四合田236
平沢 11 三春町大字平沢字四合田236
平沢 12 三春町大字平沢字谷戸500
平沢 13 三春町大字平沢字谷戸500
平沢 14 三春町大字平沢字谷戸500
平沢 15 三春町大字平沢字四合田236
平沢 16 三春町大字平沢字四合田236
平沢 17 三春町大字平沢字四合田236
平沢 18 三春町大字平沢字四合田236
平沢 19 三春町大字平沢字四合田274
平沢 20 三春町大字平沢字四合田274
平沢 21 三春町大字平沢字四合田274
平沢 22 三春町大字平沢字四合田274
平沢 23 三春町大字平沢字四合田274
平沢 24 三春町大字平沢字四合田274
平沢 25 三春町大字平沢字四合田274
平沢 26 三春町大字平沢字四合田274
平沢 27 三春町大字平沢字四合田274
平沢 28 三春町大字平沢字四合田274
平沢 29 三春町大字平沢字四合田274
平沢 30 三春町大字平沢字四合田274
平沢 31 三春町大字平沢字四合田279
平沢 32 三春町大字平沢字四合田279
平沢 33 三春町大字平沢字四合田279
平沢 34 三春町大字平沢字四合田279
平沢 35 三春町大字平沢字四合田279
平沢 36 三春町大字平沢字四合田279
平沢 37 三春町大字平沢字四合田279
平沢 38 三春町大字平沢字四合田279
平沢 39 三春町大字平沢字四合田279
平沢 40 三春町大字平沢字四合田279
平沢 41 三春町大字平沢字四合田240
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

平沢 42 三春町大字平沢字四合田240
平沢 43 三春町大字平沢字四合田240
平沢 44 三春町大字平沢字四合田240
平沢 45 三春町大字平沢字四合田240
平沢 46 三春町大字平沢字四合田240
平沢 47 三春町大字平沢字四合田240
平沢 48 三春町大字平沢字四合田240
平沢 49 三春町大字平沢字四合田240
平沢 50 三春町大字平沢字四合田240
平沢 51 三春町大字平沢字四合田240
平沢 52 三春町大字平沢字四合田240
平沢 53 三春町大字平沢字四合田240
平沢 54 三春町大字平沢字四合田240
平沢 55 三春町大字平沢字四合田240
平沢 56 三春町大字平沢字四合田240
平沢 57 三春町大字平沢字四合田240
平沢 58 三春町大字平沢字四合田240
平沢 59 三春町大字平沢字四合田240
平沢 60 三春町大字平沢字四合田240
平沢 61 三春町大字平沢字四合田240
平沢 62 三春町大字平沢字四合田240
平沢 63 三春町字深田和283
平沢 64 三春町字深田和283
平沢 65 三春町字深田和283
平沢 66 三春町字深田和283
平沢 67 三春町字深田和283
平沢 68 三春町大字平沢字四合田240
平沢 69 三春町大字平沢字四合田240
平沢 70 三春町大字平沢字四合田240
平沢 71 三春町字深田和283
平沢 72 三春町大字平沢字四合田240
平沢 73 三春町大字平沢字四合田240
平沢 74 三春町大字平沢字四合田240
平沢 75 三春町字深田和283
平沢 76 三春町字深田和283
平沢 77 三春町字深田和283
平沢 78 三春町字深田和283
平沢 79 三春町字深田和283
平沢 80 三春町字深田和283
平沢 81 三春町字深田和283
平沢 82 三春町字深田和283
平沢 83 三春町字深田和283
平沢 84 三春町字深田和283
平沢 85 三春町字深田和283
平沢 86 三春町字深田和283
平沢 87 三春町字深田和283
平沢 88 三春町字深田和283
平沢 89 三春町字深田和283
平沢 90 三春町字深田和283
平沢 91 三春町字深田和283
平沢 92 三春町字深田和283

戸数計 92
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

石崎北 1 田村市船引町船引字石崎15－198
石崎北 2 田村市船引町船引字石崎15－198
石崎北 3 田村市船引町船引字石崎15－198

戸数計 6

石崎南 1 田村市船引町船引字石崎15－157
石崎南 2 田村市船引町船引字石崎15－157
石崎南 3 田村市船引町船引字石崎15－157
石崎南 4 田村市船引町船引字石崎15－157
石崎南 5 田村市船引町船引字石崎15－157
石崎南 6 田村市船引町船引字石崎69

戸数計 12

白坂 1 白河市白坂一里段６－287
白坂 2 白河市白坂一里段６－287
白坂 3 白河市白坂一里段６－287
白坂 4 白河市白坂一里段６－287
白坂 5 白河市白坂一里段６－287
白坂 6 白河市白坂一里段６－287

戸数計 12

南湖南 1 白河市鬼越118－３
南湖南 2 白河市鬼越118－３
南湖南 3 白河市鬼越118－３
南湖南 4 白河市鬼越118－３
南湖南 5 白河市鬼越118－３
南湖南 6 白河市鬼越118－３
南湖南 7 白河市影鬼越16－７
南湖南 8 白河市影鬼越16－７
南湖南 9 白河市影鬼越16－７
南湖南 10 白河市影鬼越16－７
南湖南 11 白河市影鬼越16－８
南湖南 12 白河市影鬼越16－８
南湖南 13 白河市影鬼越16－８
南湖南 14 白河市影鬼越16－８

戸数計 28

古川町 1 会津若松市古川町３－10
戸数計 20

年貢町 1 会津若松市門田町大字年貢町字大道東444－１
年貢町 2 会津若松市門田町大字年貢町字大道東414
年貢町 3 会津若松市門田町大字年貢町字大道東414

戸数計 50

城北 1 会津若松市城北町１－20
城北 2 会津若松市城北町１－22
城北 3 会津若松市城北町１－23
城北 4 会津若松市城北町１－24
城北 5 会津若松市城北町１－27
城北 6 会津若松市城北町１－21
城北 7 会津若松市城北町１－41
城北 8 会津若松市城北町１－39
城北 9 会津若松市城北町１－37
城北 10 会津若松市城北町１－35

20
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

城北 11 会津若松市城北町１－25
城北 12 会津若松市城北町１－26
城北 13 会津若松市城北町１－28
城北 14 会津若松市城北町１－33
城北 15 会津若松市城北町１－40
城北 16 会津若松市城北町１－38
城北 17 会津若松市城北町１－36
城北 18 会津若松市城北町１－34
城北 19 会津若松市城北町１－32
城北 20 会津若松市城北町１－31
城北 21 会津若松市城北町１－30

戸数計 30

白虎 1-1 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原273
白虎 1-2 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原274
白虎 1-3 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原287
白虎 2-1 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原403
白虎 2-2 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原403
白虎 2-3 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原401
白虎 2-4 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原401
白虎 3-1 会津若松市白虎町105－１
白虎 3-2 会津若松市白虎町105－１
白虎 3-3 会津若松市白虎町107－１
白虎 3-4 会津若松市白虎町107－１
白虎 4-1 会津若松市白虎町125
白虎 4-2 会津若松市白虎町124
白虎 4-3 会津若松市白虎町123－１
白虎 4-4 会津若松市白虎町123－２
白虎 4-5 会津若松市白虎町126－１
白虎 4-6 会津若松市白虎町126－１
白虎 4-7 会津若松市白虎町125
白虎 4-8 会津若松市白虎町124
白虎 5-1 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原11－１
白虎 5-2 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原15－６
白虎 5-3 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原15－６
白虎 5-4 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原15－４
白虎 5-5 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原15－５
白虎 5-6 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原15－７
白虎 5-7 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原11－２
白虎 6-1 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原145－１
白虎 6-2 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原144－１
白虎 6-3 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原146－１
白虎 6-4 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原145－１
白虎 6-5 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原145－５
白虎 6-6 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原146－１
白虎 6-7 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原192－２
白虎 6-8 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原192－１

戸数計 34

上町 1 南相馬市原町区上町一丁目12－１
上町 2 南相馬市原町区上町一丁目12－１
上町 3 南相馬市原町区上町一丁目12－１
上町 4 南相馬市原町区上町一丁目12－１
上町 5 南相馬市原町区上町一丁目12－１
上町 6 南相馬市原町区上町一丁目12－１
上町 7 南相馬市原町区上町一丁目12－１

戸数計 182

26
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

北原 1 南相馬市原町区北原字前谷地230－１
北原 2 南相馬市原町区北原字前谷地230－１
北原 3 南相馬市原町区北原字前谷地230－１
北原 4 南相馬市原町区北原字前谷地230－１
北原 5 南相馬市原町区北原字前田128－１
北原 6 南相馬市原町区北原字前田128－１
北原 7 南相馬市原町区北原字前田128－１
北原 8 南相馬市原町区北原字前田128－１

戸数計 264

牛越 1 南相馬市原町区牛越字辻内１－１
牛越 2 南相馬市原町区牛越字辻内１－２
牛越 3 南相馬市原町区牛越字辻内１－２
牛越 4 南相馬市原町区牛越字辻内１－１
牛越 5 南相馬市原町区牛越字辻内１－３
牛越 6 南相馬市原町区牛越字辻内１－３

戸数計 176

南町 1 南相馬市原町区南町四丁目９－１
南町 2 南相馬市原町区南町四丁目９－１
南町 3 南相馬市原町区南町四丁目９－１
南町 4 南相馬市原町区南町四丁目９－１
南町 5 南相馬市原町区南町四丁目９－１

戸数計 255

西町 1 南相馬市鹿島区西町三丁目54－１
西町 2 南相馬市鹿島区西町三丁目54－１
西町 3 南相馬市鹿島区西町三丁目54－１
西町 4 南相馬市鹿島区西町三丁目54－１
西町 5 南相馬市鹿島区西町三丁目54－１
西町 6 南相馬市鹿島区西町三丁目54－２
西町 7 南相馬市鹿島区西町三丁目54－２
西町 8 南相馬市鹿島区西町三丁目54－８
西町 9 南相馬市鹿島区西町三丁目54－８
西町 10 南相馬市鹿島区西町三丁目54－７
西町 11 南相馬市鹿島区西町三丁目54－７
西町 12 南相馬市鹿島区西町三丁目54－７
西町 13 南相馬市鹿島区西町三丁目54－７
西町 14 南相馬市鹿島区西町三丁目54－７
西町 15 南相馬市鹿島区西町三丁目54－７
西町 16 南相馬市鹿島区西町三丁目54－５
西町 17 南相馬市鹿島区西町三丁目54－５
西町 18 南相馬市鹿島区西町三丁目54－６
西町 19 南相馬市鹿島区西町三丁目54－６
西町 20 南相馬市鹿島区西町三丁目54－６
西町 21 南相馬市鹿島区西町三丁目54－６
西町 22 南相馬市鹿島区西町三丁目54－４
西町 23 南相馬市鹿島区西町三丁目54－４
西町 24 南相馬市鹿島区西町三丁目54－４
西町 25 南相馬市鹿島区西町三丁目54－４

戸数計 50

30
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

下北迫 1 広野町大字下北迫字上大吹７－１
下北迫 2 広野町大字下北迫字上大吹７－１
下北迫 3 広野町大字下北迫字上大吹７－１
下北迫 4 広野町大字下北迫字上大吹７－３
下北迫 5 広野町大字下北迫字上大吹７－３
下北迫 6 広野町大字下北迫字上大吹７－３
下北迫 7 広野町大字下北迫字上大吹７－３
下北迫 8 広野町大字下北迫字上大吹７－３
下北迫 9 広野町大字下北迫字上大吹７－３
下北迫 10 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 11 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 12 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 13 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 14 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 15 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 16 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 17 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 18 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 19 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 20 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 21 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 22 広野町大字下北迫字上大吹７－４
下北迫 23 広野町大字下北迫字上大吹７－５
下北迫 24 広野町大字下北迫字上大吹７－５
下北迫 25 広野町大字下北迫字上大吹７－５
下北迫 26 広野町大字下北迫字上大吹７－５
下北迫 27 広野町大字下北迫字上大吹７－６
下北迫 28 広野町大字下北迫字上大吹７－６
下北迫 29 広野町大字下北迫字上大吹７－６

戸数計 58

宮沢 2 いわき市内郷宮町宮沢61－41
宮沢 3 いわき市内郷宮町宮沢61－41

戸数計 72

湯長谷 24 いわき市常磐上湯長谷町五反田131
戸数計 50

下神白 1 いわき市小名浜下神白字館ノ腰９－１
下神白 2 いわき市小名浜下神白字館ノ腰９－１
下神白 3 いわき市永崎字町田74
下神白 4 いわき市永崎字町田74
下神白 5 いわき市永崎字町田74
下神白 6 いわき市永崎字町田74

戸数計 200

八幡小路 1 いわき市平字八幡小路43－６
戸数計 12

大原 1 いわき市小名浜大原字丙新地86－１
戸数計 54
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

家ノ前 1 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 2 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 3 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 4 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 5 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 6 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 7 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 8 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 9 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 10 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 11 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 12 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 13 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 14 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 15 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 16 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 17 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 18 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 19 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 20 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 21 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 22 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 23 いわき市小川町高萩字上代46－１
家ノ前 24 いわき市小川町高萩字上代46－１
家ノ前 25 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 26 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 27 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 28 いわき市小川町高萩字家ノ前33
家ノ前 29 いわき市小川町高萩字上代46－1
家ノ前 30 いわき市小川町高萩字上代46－1
家ノ前 31 いわき市小川町高萩字上代46－1
家ノ前 32 いわき市小川町高萩字上代46－1
家ノ前 33 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 34 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 35 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 36 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 37 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 38 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 39 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 40 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 41 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 42 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 43 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 44 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 45 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 46 いわき市小川町高萩字前川原14－1
家ノ前 47 いわき市小川町高萩字上代46－１
家ノ前 48 いわき市小川町高萩字上代46－１
家ノ前 49 いわき市小川町高萩字上代46－１
家ノ前 50 いわき市小川町高萩字上代46－１
家ノ前 51 いわき市小川町高萩字上代46－１
家ノ前 52 いわき市小川町高萩字上代46－１
家ノ前 53 いわき市小川町高萩字上代46－１

戸数計 53

39
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

北好間 1 いわき市好間町北好間字沢小谷46－１
北好間 2 いわき市好間町北好間字沢小谷46－１
北好間 3 いわき市好間町北好間字沢小谷46－１
北好間 4 いわき市好間町北好間字外川原１－４
北好間 5 いわき市好間町北好間字中川原１－１
北好間 6 いわき市好間町北好間字外川原１－４
北好間 7 いわき市好間町北好間字中川原１－１
北好間 8 いわき市好間町北好間字中川原１－１
北好間 9 いわき市好間町北好間字外川原１－４
北好間 10 いわき市好間町北好間字中川原１－１
北好間 11 いわき市好間町北好間字中川原１－１
北好間 12 いわき市好間町北好間字中川原１－１
北好間 13 いわき市好間町北好間字沼田84－５
北好間 14 いわき市好間町北好間字中川原１－１
北好間 15 いわき市好間町北好間字中川原１－１
北好間 16 いわき市好間町北好間字沼田84－５

戸数計 323

勿来酒井 2 いわき市勿来町酒井青柳８－２
勿来酒井 3 いわき市勿来町酒井青柳８－２
勿来酒井 4 いわき市勿来町酒井青柳８－２
勿来酒井 5 いわき市勿来町酒井青柳８－２
勿来酒井 6 いわき市勿来町酒井青柳８－２
勿来酒井 10 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 11 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 12 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 13 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 14 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 15 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 16 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 17 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 18 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 19 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 20 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 21 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 22 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 23 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 24 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 25 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 26 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 27 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 28 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 29 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 30 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 31 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 32 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 33 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 34 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 35 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 36 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 37 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 38 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 39 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 40 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 41 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 42 いわき市勿来町酒井内田９－１
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

勿来酒井 43 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 44 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 45 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 46 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 47 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 48 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 49 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 50 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 51 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 52 いわき市勿来町酒井青柳24－２
勿来酒井 53 いわき市勿来町酒井青柳24－２
勿来酒井 54 いわき市勿来町酒井青柳24－２
勿来酒井 55 いわき市勿来町酒井青柳24－２
勿来酒井 56 いわき市勿来町酒井青柳24－２
勿来酒井 57 いわき市勿来町酒井青柳24－２
勿来酒井 58 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 59 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 60 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 61 いわき市勿来町酒井堀ノ内８－１
勿来酒井 62 いわき市勿来町酒井青柳４－２
勿来酒井 63 いわき市勿来町酒井青柳４－２
勿来酒井 64 いわき市勿来町酒井青柳４－２
勿来酒井 65 いわき市勿来町酒井青柳４－２
勿来酒井 66 いわき市勿来町酒井青柳４－２
勿来酒井 67 いわき市勿来町酒井青柳４－２
勿来酒井 68 いわき市勿来町酒井青柳４－２
勿来酒井 69 いわき市勿来町酒井青柳４－２
勿来酒井 70 いわき市勿来町酒井青柳４－２
勿来酒井 71 いわき市勿来町酒井青柳４－２
勿来酒井 72 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 73 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 74 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 75 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 76 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 77 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 78 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 79 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 80 いわき市勿来町酒井内田９－１
勿来酒井 81 いわき市勿来町酒井青柳24－２

戸数計 159

泉本谷 1 いわき市泉町本谷字八合７－１
泉本谷 2 いわき市泉町本谷字八合７－１
泉本谷 3 いわき市泉町本谷字仲ノ内46－１
泉本谷 4 いわき市泉町本谷字八合７－１
泉本谷 5 いわき市泉町本谷字渡地１－１
泉本谷 6 いわき市泉町本谷字竹花22－１
泉本谷 7 いわき市泉町本谷字竹花22－１

戸数計 196
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

中原 1 いわき市小名浜字中原８－１
中原 2 いわき市小名浜字中原８－１
中原 3 いわき市小名浜字中原８－１
中原 4 いわき市小名浜字中原８－１
中原 5 いわき市小名浜字中原８－１
中原 6 いわき市小名浜字中原８－１
中原 7 いわき市小名浜字中原８－１

戸数計 138

磐崎 1 いわき市常磐下湯長谷町字一町田１－１
磐崎 2 いわき市常磐下湯長谷町字一町田１－１

戸数計 57

四ツ倉 1 いわき市四倉町上仁井田字九反坪１－１
四ツ倉 2 いわき市四倉町上仁井田字九反坪１－１
四ツ倉 3 いわき市四倉町上仁井田字九反坪１－１
四ツ倉 4 いわき市四倉町上仁井田字九反坪１－１

戸数計 150

平赤井 1 いわき市平赤井字笹目田30－3
平赤井 2 いわき市平赤井字笹目田30－3

戸数計 51

下矢田 1 いわき市鹿島町下矢田字榎木内44－１
戸数計 50

関船 1 いわき市常磐関船町二丁目13－6
関船 2 いわき市常磐関船町二丁目12－7

戸数計 27

高萩 1 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 2 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 3 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 4 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 5 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 6 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 7 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 8 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 9 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 10 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 11 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 12 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 13 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 14 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 15 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 16 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 17 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 18 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 19 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 20 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 21 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 22 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 23 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 24 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 25 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 26 いわき市小川町高萩字上代24－1
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No. 団地名 棟番号 所在地

R4.4.1時点

高萩 27 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 28 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 29 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 30 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 31 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 32 いわき市小川町高萩字上代24－1
高萩 33 いわき市小川町高萩字下代62－17
高萩 34 いわき市小川町高萩字下代62－17
高萩 35 いわき市小川町高萩字下代62－17
高萩 36 いわき市小川町高萩字下代62－17
高萩 37 いわき市小川町高萩字下代62－17
高萩 38 いわき市小川町高萩字家ノ前128－1
高萩 39 いわき市小川町高萩字家ノ前128－1
高萩 40 いわき市小川町高萩字家ノ前128－1
高萩 41 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 42 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 43 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 44 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 45 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 46 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 47 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 48 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 49 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 50 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 51 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 52 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 53 いわき市小川町高萩字小路尻30－1
高萩 54 いわき市小川町高萩字小路尻30－1

戸数計 80
戸数合計 4,389
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