
復興産業集積区域一覧（福島市）

番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

集積区域(観光関連産業）　平成27年3月　日認定分

福島市旭町 全域

福島市荒町 全域

福島市入江町 全域

福島市上町 全域

福島市太田町 全域

福島市大町 全域

福島市置賜町 全域

福島市御山町 全域

福島市春日町 全域

福島市霞町 全域

福島市狩野（信夫山） 全域

福島市北町 全域

福島市北五老内町 全域

福島市五老内町 全域

福島市栄町 全域

福島市桜木町 全域

福島市五月町 全域

福島市陣場町 全域

福島市新浜町 全域

福島市新町 全域

福島市杉妻町 全域

福島市曽根田町 全域

福島市仲間町 全域

福島市太子堂（信夫山） 全域

福島市天神町 全域

福島市堂殿（信夫山） 全域

福島市豊田町 全域

福島市中町 全域

福島市野田町一丁目 全域

福島市花園町 全域

福島市浜田町 全域

福島市万世町 全域

福島市舟場町 全域

福島市松木町 全域

福島市松浪町 全域

福島市三河北町 全域

福島市三河南町 全域

福島市宮下町 全域

福島市宮町 全域

福島市本町 全域

福島市森合字川前 全域

福島市森合字台 全域

1 福島市 市中心地区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市森合字西養山 全域

福島市森合字前田 全域

福島市森合字屋敷下 全域

福島市森合字割石 全域

福島市森合町 全域

福島市八島町 全域

福島市矢剣町 全域

福島市山下町 全域

福島市早稲町 全域

福島市飯坂町字赤川端 全域

福島市飯坂町字旭町 全域

福島市飯坂町字内畑 全域

福島市飯坂町字梅津 全域

福島市飯坂町字小川端 全域

福島市飯坂町字御行檀 全域

福島市飯坂町字笠松 全域

福島市飯坂町字釜場 全域

福島市飯坂町字上中川原 全域

福島市飯坂町字上原 全域

福島市飯坂町字北畑 全域

福島市飯坂町字北原 全域

福島市飯坂町字銀杏 全域

福島市飯坂町字小滝 全域

福島市飯坂町字梍町 全域

福島市飯坂町字坂口 全域

福島市飯坂町字桜下 全域

福島市飯坂町字鯖湖町 全域

福島市飯坂町字下川原 全域

福島市飯坂町字下中川原 全域

福島市飯坂町字下原 全域

福島市飯坂町字大門 全域

福島市飯坂町字高舘 全域

福島市飯坂町字立町 全域

福島市飯坂町字筑前 全域

福島市飯坂町字月崎 全域

福島市飯坂町字月崎町 全域

福島市飯坂町字道城町 全域

福島市飯坂町字十網下 全域

福島市飯坂町字十網町 全域

福島市飯坂町字中ノ内 全域

福島市飯坂町字中原 全域

福島市飯坂町字鍋沢 全域

福島市飯坂町字錦町 全域

福島市飯坂町字西坂下 全域

福島市飯坂町字西桜瀬 全域

1 福島市 市中心地区

2 福島市
飯坂温泉
周辺地区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市飯坂町字西滝ノ町 全域

福島市飯坂町字西堀切 全域

福島市飯坂町字八景 全域

福島市飯坂町字馬場 全域

福島市飯坂町字原口 全域

福島市飯坂町字東坂下 全域

福島市飯坂町字東桜瀬 全域

福島市飯坂町字東滝ノ町 全域

福島市飯坂町字東堀切 全域

福島市飯坂町字菱沼 全域

福島市飯坂町字古館 全域

福島市飯坂町字古戸町 全域

福島市飯坂町字町裏 全域

福島市飯坂町字八幡 全域

福島市飯坂町字八幡内 全域

福島市飯坂町字八幡新田 全域

福島市飯坂町字湯沢 全域

福島市飯坂町字湯町 全域

福島市飯坂町字夜蚊坂 全域

福島市飯坂町字横町 全域

福島市飯坂町字若葉町 全域

福島市飯坂町中野字御荷越 全域

福島市飯坂町中野字山岸 全域

福島市飯坂町湯野字赤宮沢口 全域

福島市飯坂町湯野字愛宕前 全域

福島市飯坂町湯野字穴原 全域

福島市飯坂町湯野字粡町 全域

福島市飯坂町湯野字石橋 全域

福島市飯坂町湯野字浮石沼 全域

福島市飯坂町湯野字大清水 全域

福島市飯坂町湯野字大水口 全域

福島市飯坂町湯野字上川原 全域

福島市飯坂町湯野字寛勢 全域

福島市飯坂町湯野字北穴原 全域

福島市飯坂町湯野字狐坂 全域

福島市飯坂町湯野字切湯ノ上 全域

福島市飯坂町湯野字窪田 全域

福島市飯坂町湯野字暮坪 全域

福島市飯坂町湯野字暮坪前 全域

福島市飯坂町湯野字坂下 全域

福島市飯坂町湯野字坂ノ上 全域

福島市飯坂町湯野字作道 全域

福島市飯坂町湯野字沢田 全域

福島市飯坂町湯野字三番坂下 全域

福島市飯坂町湯野字下釜 全域

2 福島市
飯坂温泉
周辺地区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市飯坂町湯野字下窪 全域

福島市飯坂町湯野字常安寺 全域

福島市飯坂町湯野字神明 全域

福島市飯坂町湯野字神明脇 全域

福島市飯坂町湯野字新湯 全域

福島市飯坂町湯野字新湯ノ上 全域

福島市飯坂町湯野字千刈田 全域

福島市飯坂町湯野字台 全域

福島市飯坂町湯野字太子 全域

福島市飯坂町湯野字太子前 全域

福島市飯坂町湯野字高畑 全域

福島市飯坂町湯野字舘下 全域

福島市飯坂町湯野字田中 全域

福島市飯坂町湯野字田中西 全域

福島市飯坂町湯野字田中前 全域

福島市飯坂町湯野字田谷 全域

福島市飯坂町湯野字銚子口 全域

福島市飯坂町湯野字寺町 全域

福島市飯坂町湯野字道角 全域

福島市飯坂町湯野字洞上 全域

福島市飯坂町湯野字洞口 全域

福島市飯坂町湯野字導専 全域

福島市飯坂町湯野字中愛宕 全域

福島市飯坂町湯野字鍋ヶ沢 全域

福島市飯坂町湯野字西畑 全域

福島市飯坂町湯野字橋本 全域

福島市飯坂町湯野字鼻毛 全域

福島市飯坂町湯野字刎渡堂 全域

福島市飯坂町湯野字東愛宕 全域

福島市飯坂町湯野字東町 全域

福島市飯坂町湯野字不動前 全域

福島市飯坂町湯野字町尻 全域

福島市飯坂町湯野字南町 全域

福島市飯坂町湯野字明神町 全域

福島市飯坂町湯野字明蔵原 全域

福島市飯坂町湯野字目暗渕 全域

福島市飯坂町湯野字毛字 全域

福島市飯坂町湯野字樅ノ木下 全域

福島市飯坂町湯野字薬師下 全域

福島市飯坂町湯野字薬師山 全域

福島市飯坂町湯野字薬師前 全域

福島市飯坂町湯野字山岸 全域

福島市飯坂町湯野字湯尻 全域

福島市飯坂町湯野字湯ノ上 全域

福島市飯坂町湯野字横町 全域

2 福島市
飯坂温泉
周辺地区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市飯坂町湯野字割前 全域

福島市大笹生字座頭町～
　　   飯坂町字月崎町

主要地方道上名倉飯坂伊達線
と国道３９９号の交会点を起
点とし、主要地方道上名倉飯
坂伊達線と市道笹谷中野線と
の交会点に至るまでの主要地
方道上名倉飯坂伊達線の中心
線から５０メートル以内

福島市上名倉字清合内～
　　　大笹生字座頭町

主要地方道上名倉飯坂伊達線
と市道佐倉下荒井線の交会点
を起点とし、主要地方道上名
倉飯坂伊達線と市道笹谷中野
線との交会点に至るまでの主
要地方道上名倉飯坂伊達線の
中心線から５０メートル以内

福島市荒井北２丁目 6-1

福島市荒井北２丁目 6-2

福島市荒井北２丁目 6-3

福島市荒井北２丁目 6-4

福島市荒井北２丁目 6-5

福島市荒井北２丁目 6-6

福島市荒井北２丁目 6-7

福島市荒井北２丁目 6-8

福島市荒井北２丁目 6-9

福島市荒井北２丁目 6-10

福島市荒井北２丁目 6-11

福島市荒井北２丁目 6-12

福島市荒井北２丁目 6-13

福島市荒井北２丁目 6-14

福島市荒井北２丁目 6-15

福島市荒井北２丁目 6-16

福島市荒井北２丁目 6-17

福島市荒井北２丁目 6-18

福島市荒井北２丁目 6-19

福島市荒井北２丁目 6-20

福島市荒井北２丁目 6-21

福島市荒井北２丁目 6-22

福島市荒井北２丁目 6-23

福島市荒井北２丁目 6-24

福島市荒井北２丁目 6-25

福島市荒井北２丁目 6-26

福島市荒井北２丁目 6-27

福島市荒井北２丁目 6-30

福島市荒井北２丁目 6-31

福島市荒井北２丁目 6-32

福島市荒井北２丁目 6-33

2 福島市

上名倉
・荒井
地　区

飯坂温泉
周辺地区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市荒井北２丁目 6-34

福島市荒井北２丁目 9
都市計画法の工業
専用地域を除く

福島市荒井北２丁目 11

福島市荒井北２丁目 12

福島市荒井北２丁目 13

福島市荒井北３丁目 全域

福島市さくら１丁目 3-1

福島市さくら１丁目 3-2

福島市さくら１丁目 3-3

福島市さくら１丁目 3-4

福島市さくら１丁目 3-5

福島市さくら１丁目 3-6

福島市さくら１丁目 3-7

福島市さくら１丁目 3-8

福島市さくら１丁目 3-9

福島市さくら１丁目 3-10

福島市さくら１丁目 3-11

福島市さくら１丁目 3-12

福島市さくら１丁目 3-13

福島市さくら１丁目 3-14

福島市さくら１丁目 3-15

福島市さくら１丁目 3-16

福島市さくら１丁目 3-17

福島市さくら１丁目 3-18

福島市さくら１丁目 3-19

福島市さくら１丁目 3-20

福島市さくら１丁目 4-1

福島市さくら１丁目 4-2

福島市さくら１丁目 4-3

福島市さくら１丁目 4-4

福島市さくら１丁目 4-5

福島市さくら１丁目 4-6

福島市さくら１丁目 4-7

福島市さくら１丁目 4-8

福島市さくら１丁目 4-9

福島市さくら１丁目 4-10

福島市さくら１丁目 4-11

福島市さくら１丁目 4-12

福島市さくら１丁目 4-13

2 福島市
上名倉
・荒井
地　区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市さくら１丁目 4-14

福島市さくら１丁目 4-15

福島市さくら１丁目 4-16

福島市さくら１丁目 4-17

福島市さくら１丁目 4-18

福島市さくら１丁目 4-19

福島市さくら１丁目 4-20

福島市さくら１丁目 4-21

福島市さくら１丁目 4-22

福島市さくら１丁目 4-23

福島市さくら１丁目 4-24

福島市さくら１丁目 5-1

福島市さくら１丁目 5-2

福島市さくら１丁目 5-3

福島市さくら１丁目 5-4

福島市さくら１丁目 6-1

福島市さくら１丁目 6-2

福島市さくら１丁目 6-3

福島市さくら１丁目 6-4

福島市さくら１丁目 7-1

福島市さくら１丁目 7-2

福島市さくら１丁目 7-3

福島市さくら１丁目 7-4

福島市さくら１丁目 7-5

福島市さくら１丁目 7-6

福島市さくら１丁目 7-7

福島市さくら１丁目 7-8

福島市さくら１丁目 7-9

福島市さくら１丁目 7-10

福島市さくら１丁目 7-11

福島市さくら１丁目 7-12

福島市さくら１丁目 8-1

福島市さくら１丁目 8-2

福島市さくら１丁目 8-3

福島市さくら１丁目 8-4

福島市さくら１丁目 8-5

福島市さくら１丁目 8-6

福島市さくら１丁目 8-7

福島市さくら１丁目 8-8

2 福島市
上名倉
・荒井
地　区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市さくら１丁目 8-10

福島市さくら１丁目 8-11

福島市さくら１丁目 8-12

福島市さくら１丁目 8-13

福島市さくら１丁目 8-14

福島市さくら１丁目 8-15

福島市さくら１丁目 8-16

福島市さくら１丁目 8-17

福島市さくら１丁目 8-18

福島市さくら１丁目 9-1

福島市さくら１丁目 9-2

福島市さくら１丁目 9-3

福島市さくら１丁目 9-4

福島市さくら１丁目 9-5

福島市さくら１丁目 9-6

福島市さくら１丁目 10-1

福島市さくら１丁目 11-1

福島市さくら１丁目 11-2

福島市さくら１丁目 11-3

福島市さくら１丁目 11-4

福島市さくら１丁目 12-1

福島市さくら１丁目 12-2

福島市さくら１丁目 12-3

福島市さくら１丁目 12-4

福島市さくら１丁目 13-1

福島市さくら１丁目 13-2

福島市さくら１丁目 13-3

福島市さくら１丁目 13-4

福島市さくら１丁目 13-5

福島市さくら１丁目 13-6

福島市さくら１丁目 14-1

福島市さくら１丁目 14-2

福島市さくら１丁目 14-3

福島市さくら１丁目 14-4

福島市さくら１丁目 14-5

福島市さくら１丁目 14-6

福島市さくら１丁目 28

福島市さくら１丁目 29

福島市さくら１丁目 30

2 福島市
上名倉
・荒井
地　区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市さくら１丁目 31

福島市さくら１丁目 32

福島市さくら１丁目 33

福島市さくら１丁目 34

福島市さくら１丁目 35

福島市さくら１丁目 36

福島市さくら１丁目 37

福島市さくら１丁目 38

福島市さくら１丁目 39

福島市さくら１丁目 40

福島市さくら１丁目 41

福島市さくら２丁目 2-1

福島市さくら２丁目 2-2

福島市さくら２丁目 2-3

福島市さくら２丁目 2-4

福島市さくら２丁目 2-5

福島市さくら２丁目 2-7

福島市さくら２丁目 2-8

福島市さくら２丁目 2-9

福島市さくら２丁目 2-11

福島市さくら２丁目 2-12

福島市さくら２丁目 2-13

福島市さくら２丁目 2-14

福島市さくら２丁目 2-15

福島市さくら２丁目 2-16

福島市さくら２丁目 2-17

福島市さくら２丁目 2-18

福島市さくら２丁目 2-19

福島市さくら２丁目 2-20

福島市さくら２丁目 2-21

福島市さくら２丁目 2-22

福島市さくら２丁目 2-23

福島市さくら２丁目 3-1

福島市さくら２丁目 3-2

福島市さくら２丁目 3-3

福島市さくら２丁目 3-4

福島市さくら２丁目 3-5

福島市さくら２丁目 3-6

福島市さくら２丁目 3-8

福島市
上名倉
・荒井
地　区

2

- 9 -



番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市さくら２丁目 3-9

福島市さくら２丁目 3-10

福島市さくら２丁目 3-11

福島市さくら２丁目 3-12

福島市さくら２丁目 3-13

福島市さくら２丁目 3-14

福島市さくら２丁目 3-15

福島市さくら２丁目 3-16

福島市さくら２丁目 3-17

福島市さくら２丁目 3-18

福島市さくら２丁目 3-19

福島市さくら２丁目 3-20

福島市さくら２丁目 3-21

福島市さくら２丁目 3-22

福島市さくら２丁目 3-23

福島市さくら２丁目 3-24

福島市さくら２丁目 3-25

福島市さくら２丁目 3-26

福島市さくら２丁目 4-1

福島市さくら２丁目 4-2

福島市さくら２丁目 4-3

福島市さくら２丁目 4-4

福島市さくら２丁目 4-5

福島市さくら２丁目 4-6

福島市さくら２丁目 4-7

福島市さくら２丁目 4-8

福島市さくら２丁目 4-9

福島市さくら２丁目 4-10

福島市さくら２丁目 5-1

福島市さくら２丁目 5-2

福島市さくら２丁目 5-3

福島市さくら２丁目 5-4

福島市さくら２丁目 5-5

福島市さくら２丁目 5-6

福島市さくら２丁目 5-7

福島市さくら２丁目 5-9

福島市さくら２丁目 5-10

福島市さくら２丁目 5-11

福島市さくら２丁目 5-12

2 福島市
上名倉
・荒井
地　区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市さくら２丁目 5-13

福島市さくら２丁目 5-14

福島市さくら２丁目 5-15

福島市さくら２丁目 5-16

福島市さくら２丁目 5-17

福島市さくら２丁目 5-18

福島市さくら２丁目 5-21

福島市さくら２丁目 5-22

福島市さくら２丁目 5-23

福島市さくら２丁目 5-24

福島市さくら２丁目 5-25

福島市さくら２丁目 6-1

福島市さくら２丁目 6-2

福島市さくら２丁目 6-3

福島市さくら２丁目 6-4

福島市さくら２丁目 6-5

福島市さくら２丁目 6-6

福島市さくら２丁目 6-7

福島市さくら２丁目 6-8

福島市さくら２丁目 6-9

福島市さくら２丁目 6-10

福島市さくら２丁目 6-11

福島市さくら２丁目 6-12

福島市さくら２丁目 6-13

福島市さくら２丁目 6-14

福島市さくら２丁目 6-15

福島市さくら２丁目 6-16

福島市さくら２丁目 6-17

福島市さくら２丁目 6-18

福島市さくら２丁目 6-19

福島市さくら２丁目 6-20

福島市さくら２丁目 6-21

福島市さくら２丁目 6-22

福島市さくら２丁目 6-23

福島市さくら２丁目 6-24

福島市さくら２丁目 7-1

福島市さくら２丁目 7-2

福島市さくら２丁目 7-3

福島市さくら２丁目 7-4

2 福島市
上名倉
・荒井
地　区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市さくら２丁目 7-5

福島市さくら２丁目 7-6

福島市さくら２丁目 7-7

福島市さくら２丁目 7-8

福島市さくら２丁目 7-9

福島市さくら２丁目 7-10

福島市さくら２丁目 7-11

福島市さくら２丁目 7-12

福島市さくら２丁目 7-13

福島市さくら２丁目 7-14

福島市さくら２丁目 7-15

福島市さくら２丁目 7-16

福島市さくら２丁目 7-17

福島市さくら２丁目 7-18

福島市さくら２丁目 7-19

福島市さくら２丁目 7-20

福島市さくら２丁目 7-21

福島市さくら２丁目 7-22

福島市さくら２丁目 7-23

福島市さくら２丁目 7-24

福島市さくら２丁目 7-25

福島市さくら２丁目 7-26

福島市さくら２丁目 7-27

福島市さくら２丁目 7-28

福島市さくら２丁目 7-29

福島市さくら２丁目 7-30

福島市さくら２丁目 7-31

福島市さくら２丁目 7-32

福島市さくら２丁目 8-1

福島市さくら２丁目 8-2

福島市さくら２丁目 8-3

福島市さくら２丁目 8-4

福島市さくら２丁目 8-5

福島市さくら２丁目 8-6

福島市さくら２丁目 8-7

福島市さくら２丁目 8-8

福島市さくら２丁目 8-9

福島市さくら２丁目 8-10

福島市さくら２丁目 8-11

2 福島市
上名倉
・荒井
地　区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市さくら２丁目 8-12

福島市さくら２丁目 8-13

福島市さくら２丁目 8-14

福島市さくら２丁目 9-1

福島市さくら２丁目 9-2

福島市さくら２丁目 9-3

福島市さくら２丁目 9-4

福島市さくら２丁目 9-5

福島市さくら２丁目 9-6

福島市さくら２丁目 9-7

福島市さくら２丁目 9-8

福島市さくら２丁目 9-9

福島市さくら２丁目 10-1

福島市さくら２丁目 10-2

福島市さくら２丁目 10-3

福島市さくら２丁目 10-4

福島市さくら２丁目 17

福島市さくら２丁目 18

福島市さくら２丁目 19

福島市さくら２丁目 20

福島市さくら２丁目 21

福島市さくら２丁目 22

福島市さくら２丁目 23

福島市さくら２丁目 24

福島市さくら２丁目 25

福島市さくら３丁目 全域

福島市大笹生字俎板山 全域

福島市大笹生字前川子坂 全域

福島市大笹生字座頭石 全域

4 福島市大笹生字芋畑 全域

福島市土湯温泉町字悪戸尻 全域

福島市土湯温泉町字油畑 全域

福島市土湯温泉町字上猪坪 全域

福島市土湯温泉町字上ノ町 全域

福島市土湯温泉町字大笹 全域

福島市土湯温泉町字川上 全域

福島市土湯温泉町字菅ノ沢 全域

福島市土湯温泉町字坂ノ上 全域

福島市土湯温泉町字下ノ町 全域

福島市土湯温泉町字下隠台 全域

福島市土湯温泉町字下川原 全域

3

2 福島市
上名倉
・荒井
地　区

福島市
飯坂温泉
周辺地区

5 福島市
土湯・峠
温 泉 郷
地     区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市土湯温泉町字杉ノ下 全域

福島市土湯温泉町字堂ノ上 全域

福島市土湯温泉町字西ノ道 全域

福島市土湯温泉町字八郎畑 全域

福島市土湯温泉町字文治新田 全域

福島市土湯温泉町字水溜 全域

福島市土湯温泉町字見附 全域

福島市土湯温泉町字野地 全域

福島市土湯温泉町字鷲倉山 全域

7 福島市土湯温泉町字鷲倉山 全域

福島市町庭坂字神ノ森 全域

福島市町庭坂字高湯 全域

福島市町庭坂字砥石山 全域

福島市町庭坂字目洗川 全域

福島市町庭坂字湯花沢 全域

9 福島市町庭坂字蓬平 全域

10 福島市桜本字木通沢 全域

11 福島市桜本字舟石 全域

12 福島市桜本字温湯 全域

福島市飯野町字後川 全域

福島市飯野町字上野川 全域

福島市飯野町字境川 全域

福島市飯野町字原田 1-1

福島市飯野町字原田 1-2

福島市飯野町字原田 1-5

福島市飯野町字原田 1-6

福島市飯野町字原田 4-3

福島市飯野町字原田 4-6

福島市飯野町字原田 4-7

福島市飯野町字原田 5-1

福島市飯野町字原田 5-4

福島市飯野町字原田 6-3

福島市飯野町字原田 6-4

福島市飯野町字原田 6-6

福島市飯野町字原田 7-1

福島市飯野町字原田 7-2

福島市飯野町字原田 7-4

福島市飯野町字原田 7-5

福島市飯野町字原田 7-6

福島市飯野町字原田 7-10

福島市飯野町字原田 7-11

福島市飯野町字原田 7-12

福島市飯野町字原田 7-13

福島市飯野町字原田 7-16

福島市飯野町字原田 7-17

5

6

福島市
土湯・峠
温 泉 郷
地     区

8

福島市
高湯温泉
地　　区

13 福島市
飯 野 町
・千貫森
地　 区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市飯野町字原田 7-18

福島市飯野町字原田 7-19

福島市飯野町字原田 7-20

福島市飯野町字原田 7-21

福島市飯野町字原田 8

福島市飯野町字原田 9

福島市飯野町字原田 10

福島市飯野町字原田 11-1

福島市飯野町字原田 16-1

福島市飯野町字原田 16-2

福島市飯野町字原田 16-3

福島市飯野町字原田 16-5

福島市飯野町字原田 16-6

福島市飯野町字原田 17

福島市飯野町字原田 21

福島市飯野町字原田 22-1

福島市飯野町字原田 22-2

福島市飯野町字原田 22-3

福島市飯野町字原田 22-6

福島市飯野町字原田 23-2

福島市飯野町字原田 23-3

福島市飯野町字原田 23-5

福島市飯野町字原田 23-7

福島市飯野町字原田 23-13

福島市飯野町字原田 23-14

福島市飯野町字原田 23-19

福島市飯野町字原田 23-20

福島市飯野町字原田 24-1

福島市飯野町字原田 24-2

福島市飯野町字原田 24-4

福島市飯野町字原田 24-7

福島市飯野町字原田 24-10

福島市飯野町字原田 25-1

福島市飯野町字原田 25-2

福島市飯野町字原田 26

福島市飯野町字原田 27-1

福島市飯野町字原田 27-2

福島市飯野町字原田 30-1

福島市飯野町字原田 30-5

福島市飯野町字原田 35

福島市飯野町字原田 36-1

福島市飯野町字原田 42-2

福島市飯野町字原田 43-2

福島市飯野町字原田 43-7

福島市飯野町字原田 78

飯 野 町
・千貫森
地　 区

13 福島市
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市飯野町字原田 79

福島市飯野町字原田 83

福島市飯野町字原田 87

福島市飯野町字原田 89

福島市飯野町字前川 1

福島市飯野町字前川 2-3

福島市飯野町字前川 2-6

福島市飯野町字前川 2-9

福島市飯野町字前川 2-14

福島市飯野町字前川 2-16

福島市飯野町字前川 2-18

福島市飯野町字前川 2-19

福島市飯野町字前川 2-20

福島市飯野町字前川 3

福島市飯野町字前川 3-2

福島市飯野町字前川 5

福島市飯野町字前川 6

福島市飯野町字前川 8

福島市飯野町字前川 12-1

福島市飯野町字前川 13-2

福島市飯野町字前川 13-4

福島市飯野町字前川 14-1

福島市飯野町字前川 14-2

福島市飯野町字前川 14-3

福島市飯野町字前川 15-2

福島市飯野町字前川 15-3

福島市飯野町字前川 15-6

福島市飯野町字前川 15-11

福島市飯野町字前川 15-12

福島市飯野町字町 全域

福島市飯野町明治字上野川 全域

福島市飯野町青木字池ノ上 全域

福島市飯野町青木字小手神森 全域

福島市飯野町青木字新沼ノ平 全域

福島市飯野町青木字日ノ倉 全域

福島市松川町字青麻前 全域

福島市松川町字青麻山 全域

福島市松川町字石合町 全域

福島市松川町字市坂 全域

福島市松川町字稲荷 全域

福島市松川町字後原 全域

福島市松川町字上桜内 全域

福島市松川町字木曽内 全域

福島市松川町字木曽内裡 全域

福島市松川町字北諏訪原 全域

飯 野 町
・千貫森
地　  区

13

14

福島市

15 福島市 松川町地区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市松川町字狐久保 全域

福島市松川町字桑原 全域

福島市松川町字下土腐 全域

福島市松川町字水晶沢 全域

福島市松川町字杉内 全域

福島市松川町字鼓ヶ岡 全域

福島市松川町字天王原 全域

福島市松川町字天明根 全域

福島市松川町字土合舘 全域

福島市松川町字土腐 全域

福島市松川町字中原 全域

福島市松川町字中町 全域

福島市松川町字西長壇 全域

福島市松川町字沼内 全域

福島市松川町字沼北 全域

福島市松川町字八丁目 全域

福島市松川町字原 全域

福島市松川町字東長壇 全域

福島市松川町字東谷地 全域

福島市松川町字平舘 全域

福島市松川町字前田 全域

福島市松川町字前原 全域

福島市松川町字町頭 全域

福島市松川町字町畑 全域

福島市松川町字南諏訪原 全域

福島市松川町字向裏 全域

福島市松川町字向町 全域

福島市松川町字本町 全域

福島市松川町字本町西裡 全域

福島市松川町字脇原 全域

福島市松川町沼袋字北原 全域

福島市荒井字上鷺 全域

福島市荒井字上鷺西 全域

福島市荒井字川石田 全域

福島市荒井字北水林 全域

福島市荒井字鷺北 全域

福島市荒井字地蔵原乙 全域

福島市荒井字掃部新田 全域

福島市荒井字田狢 全域

福島市荒井字古屋敷 全域

福島市荒井字水林 全域

福島市荒井字南上鷺 全域

福島市上名倉字味中内 全域

15 福島市 松川町地区

16 福島市
上名倉
・荒井
地　区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

福島市上名倉字上室石 全域

福島市上名倉字大石上 全域

福島市上名倉字大石前 全域

福島市上名倉字大縄場 全域

福島市上名倉字大松 全域

福島市上名倉字小室石 全域

福島市上名倉字下室石 全域

福島市上名倉字玉後 全域

福島市上名倉字縄添 全域

福島市上名倉字水門 全域

福島市佐原字一金坪 全域

福島市佐原字大豆柿下 全域

福島市佐原字神事場 全域

福島市佐原字川久保 全域

福島市佐原字五下原 全域

福島市佐原字桜沢前 全域

福島市佐原字三金坪 全域

福島市佐原字下林 全域

福島市佐原字下林前 全域

福島市佐原字清水田 全域

福島市佐原字善九郎 全域

福島市佐原字橇田 全域

福島市佐原字七金坪 全域

福島市佐原字二金坪 全域

福島市佐原字松ノ中 全域

福島市佐原字休石 全域

福島市佐原字四金坪 全域

福島市佐原字四下原 全域

福島市佐原字六金坪 全域

福島市佐原字六下原 全域

福島市庄野字上高野 全域

福島市庄野字這原 全域

福島市庄野字室石 全域

福島市庄野字鑓合内前 全域

福島市荒井字上笊森 全域

福島市荒井字横塚 全域

16

17

福島市
上名倉
・荒井
地　区
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