
番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

1 南会津町 田島地区 田島字田部原 132-21
長野字上谷地 19-2
長野字向山 3196
田島字田部原 146
田部字八幡前 29
長野字長野 115
栗生沢字前ノ畑 298
田島字田部原 108-2

2 南会津町 田島地区 田島字中町 甲3909-4
塩江字根岸 乙307-1
永田字穴沢 603
田島字元八幡 甲315-4
田島字上町 甲4037
田島字寺前 甲3142-1
田島字東荒井 64
田島字東荒井 甲2508
塩江字上坪 乙958
塩江字南 乙1037
田島字西町 甲4345-1
田島字西町 甲4318
田島字谷地 甲16-1
田島字谷地 甲46-6
田島字行司 5-4
田島字谷地 甲7
田島字上町 甲4012
田島字上町 甲4031
田島字上町 甲4018
田島字上町 甲4045
田島字上町 甲4047
田島字後原 甲3488
田島字後原 甲3454-5
田島字後原 甲3694
田島字後原 甲3525
田島字上仲町 甲3935
田島字中町 甲3939-1
田島字中町 甲3908
田島字中町 甲3939-2
田島字中町 甲3943
田島字中町 甲3935-8
田島字中町 甲3947
田島字中町 甲3912-1
田島字後町 甲3972-6
田島字後町 甲3996-7
田島字後町 甲3997-1
田島字後町 甲3639
田島字大坪 甲460-ｲ
田島字行司 11-4
田島字本町 甲3894
田島字本町 甲3840-7
田島字本町 甲3855
田島字宮本前 甲673-1
田島字田島柳 甲701-1
田島字観音寺 4
田島字東町 甲2850-1
永田字上背戸 453
永田字枇杷影 17-6
高野字矢萩原 1044-1
塩江字上坪 2955
田島字上町 甲4004
田島字西番場 361
田島字元八幡 甲315-4
後原 甲3656
田島字大坪 9
谷地甲 33
田島字田島柳 47-8
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田島字谷地 甲33
田島字中町 甲3954
永田字堂前 2239
田島字谷地 甲8-1
田島字鎌倉崎 乙18-1
田島字中町 甲3939
田島字東荒井 37
田島字東荒井 甲2476-5
田島字谷地 甲34
田島字後原 甲3743-4
田島字東荒井　　　　　 26-3
田島字北下原 甲2100
田島字鎌倉崎 乙41-1
田島字西町 甲4369-1
田島字西町 甲4360
田島字西町 甲4359
田島字谷地 甲7
田島字谷地 甲34
田島字谷地 甲36
田島字元八幡 甲315-4
田島字上町 甲4013
田島字上町 甲4010-1
田島字上町 甲4050
田島字上町 甲4029
田島字上町 甲4127
田島字上町 甲4023
田島字後原 甲3743-3
田島字後原 甲3405
田島字後原 甲3466
田島字後原 甲3530
田島字上仲町 甲3998-4
田島字中町 甲3927
田島字中町 甲3923
田島字中町 甲3920
田島字中町 甲3908
田島字中町 甲3954
田島字後町 甲3970-1
田島字後町 甲3969-102
田島字行司 甲107-3
田島字行司 21-1
田島字本町 甲3852
田島字寺前 甲2923
田島字寺前 甲3162-1
田島字観音寺 30
田島字東町 甲2853
田島字東荒井 甲2503-1
田島字北下原 甲2266-4
田島字北下原 2204-2
田島字北下原 甲29-3
永田字沢口 1674
高野字馬頭 239
塩江字上塩江 93-3
田島柳 18-5
後原 甲3468-1
田島字西上川原 乙80
田島字鎌倉崎 乙18-1
田島字行司 21-1
田島字東荒井 80
田島字東荒井 23-1
田島字南下原 66
田島字谷地 甲58
田島字谷地 甲9-2
田島字後原 甲3564-1
田島字東町 甲2868
田島字東町 甲2858
田島字東荒井 7-1
田島字南下原 甲1965-1
田島字向川原 甲1210－96
永田字庚申壇 509
田島字西町 甲4380



田島字谷地 甲72
田島字谷地 甲7
田島字谷地 甲7
田島字上町 甲4011
田島字上町 甲4002-2
田島字上町 甲4018
田島字中町 甲3938
田島字中町 甲3973
田島字中町 甲3906
田島字中町 甲3948-1
田島字中町 甲3953
田島字本町 甲3869
田島字西番場 甲367
田島字寺前 甲2943
田島字東荒井 甲2498-1
田島字北下原 甲2096-1
田島字谷地 甲60
田島字上町 甲4008
田島字中町 甲3926
田島字中町 甲3923
田島字東町 甲2863-1
宮本東 41-1
田島字西番場甲 367
田島字本町甲 3863
中町甲 3915
田島字中町甲 甲3907
田島字田島柳 9-4
田島字谷地 2-2
田島字北下原甲 甲29-3

3 南会津町 田島地区 針生字沖 1814
針生字沖 1251
針生字新田場 1843-1
針生字昼滝山 857-27
針生字鳥井戸 1250
静川字中沢田 乙795-1
針生字原 184
針生字鳥井戸 1216
針生鳥井戸 186
針生窪田 761
針生宮ノ下 1165
針生宮ノ下 1137
針生琴平山 281

4 南会津町 田島地区 針生字駒戸山 851-393
針生字駒戸山 1725-1
針生字駒戸山 851-377
針生字昼滝山 全域
針生字昼滝山 857-27
針生昼滝山 857-43

5 南会津町 田島地区 中荒井字大柳下 1686
関本字大道下 414-4
関本字百一 559-1
関本字下休場 728
中荒井字久宝居 785
中荒井字上平 1775
中荒井字大柳下 1684-1
中荒井字五百刈 318-1
中荒井字長畔 796
関本下休場 716-4
関本下休場 726-1
関本字上道下 440-2
関本字百一 548-3
川島字宮前 32-2
川島字下原道下 981-1
糸沢字西沢山 3692-20
糸沢字萩の山 3333

6 南会津町 田島地区 糸沢字壇ノ原 3180
糸沢字宇治山 3200
糸沢字萩野山 3325
糸沢字羽塩平 2829
糸沢字萩野山



糸沢字上ノ原 2987-1
糸沢字居平 1900-1

7 南会津町 田島地区 滝原字若林 815
滝原字向熊久保 1373-1
滝原字向原 123-1
滝原字向山 1435
滝原字若林 822
糸沢字早坂 3325
糸沢字萩ノ原 3179-2
滝原字恋路川端 1779
糸沢字男鹿沼原 3242-6
滝原字向熊久保 1373-1
針生昼滝山 857-27
田島字後原 甲3565
田島字東荒井 甲2487-5
糸沢字羽塩平 2792
滝原字夏井 1101-1
滝原字羽根子 1053-1
滝原字夏井 1816-5

8 南会津町 舘岩地区 岩下 386
岩下 193
番屋 4

9 南会津町 舘岩地区 高杖原 535
10 南会津町 舘岩地区 高杖原 295

高杖原 407
高杖原 400
高杖原 306
高杖原 380
高杖原 204
高杖原 399
高杖原 302
高杖原 326
高杖原 292
高杖原 202
高杖原 307
高杖原 506
高杖原 525
高杖原 524
高杖原 452
高杖原 508
高杖原 523
高杖原 526
高杖原 451
高杖原 447
高杖原 401
高杖原 518
高杖原 206
高杖原 517
高杖原 458
高杖原 448
高杖原 519
高杖原 476
高杖原 520
高杖原 328
八総字高杖原甲 全域
高杖原 509
高杖原 505
高杖原 516
高杖原 455
高杖原 453
高杖原 457
高杖原 382
高杖原 521
高杖原 454
高杖原 520

11 南会津町 舘岩地区 大久保 4
八木ノ沢 16

12 南会津町 舘岩地区 井桁 118
井桁 70
八総 35



森戸 352
精舎 114-2
森戸 28
森戸 163
井桁 209
八総木戸沢 丁341-83
精舎 34-3
井桁 228
精舎 114-2
井桁 228
井桁 128
井桁 146
井桁 205
熨斗戸 230
熨斗戸 250
精舎 24
八総 55

13 南会津町 舘岩地区 松戸原 313
松戸原 34
水石 1
松戸原 141
松戸原 222
松戸原 220
前沢 77
塩ノ原 394
塩ノ原 282
松戸原 132
松戸原 310

14 南会津町 舘岩地区 湯ノ花 476
湯ノ花 243
湯ノ花 1234
湯ノ花 1228
湯ノ花 957-1
湯ノ花 976
湯ノ花 1000-1
湯ノ花 330
湯ノ花 312
湯ノ花 550
押戸 15
湯ノ花 1070
湯ノ花 544
貝原 449-2
湯ノ花 240
湯ノ花 957-1
湯ノ花 1077
湯ノ花 352
湯ノ花 200
湯ノ花 1398-2
湯ノ花 321
湯ノ花 382-1
湯ノ花 1229
湯ノ花 528
湯ノ花 390
湯ノ花 1260
水引 469

15 南会津町 舘岩地区 宮里字板橋 1936
宮里字板橋 1937
宮里字宮ノ本 1808-2
宮里字宮ノ本 1796
宮里字宮ノ本 1828
宮里字宮ノ本 1715-2
宮里字湯坂 1988
宮里字宮ノ本 1712
小高林 82
宮里字田端 1728
宮里字新屋敷 1620
宮里字宮ノ本 1771
宮里字板橋 1929
宮里字湯ノ上 1983-2
宮里字湯ノ上 1983



16 南会津町 伊南地区 大桃字平沢山 1041-1
大桃字平沢山 1041-3
大桃字一の間々 全域

17 南会津町 伊南地区 大桃字中双六 2
大桃字間通戸 63
大桃字間通戸 58
大桃字上河原 502
大桃字上河原 501-1
大桃字居平 268
大桃字居平 256
大桃字上ハ平 510
大桃字居平 262
大桃字居平 261
大桃字居平 230
大桃字居平 231-1
大桃字居平 296
大桃字居平 291
大桃字居平 217-2
大桃字焼宮 177
大桃字居平 265
大桃字焼宮 147
大桃字居平 227

18 南会津町 伊南地区 耻風字上ノ原 136-1
耻風字山先 616
耻風字上ミノ原 10
内川字上の原 3-1
内川字上ノ原 14-1

19 南会津町 伊南地区 古町字居平 9-4
小塩字下平 51
古町字居平 12-4
古町字居平 2-5
古町字居平 5-16
古町字居平 8-28
古町字居平 9-11
古町字居平 17-6
古町字居平 25-2
古町字居平 21-1
古町字居平 26-5
古町字千刈 143
古町字居平 8-21
古町字居平 18-8
浜野字三升蒔 516
宮沢字居平 879
小塩字居平 355
古町字東町尻 1446
古町字居平 8-17
古町字居平 6-9
古町字居平 12-5
古町字居平 9-9
古町字居平 18-2
古町字居平 19-7
古町字東居平 57
古町字居平 28-9
古町字舘跡 940
古町字舘跡 1018
大新田字鵜の瀬 2012-1
古町字太子堂 186-2
古町字中川原 1133
青柳字居平 671
小塩下平 51
古町字舘跡 925
古町字中川原 1153-3
古町字中川原 1133
古町字居平 8-21
小塩字下平 51

19 南会津町 南郷地区 木伏字松場 299
木伏字居平 150
大新田字松原上 1041-2
大新田字松原上 1062-1
大新田字松原上 1063



大新田字松原上 1063
20 南会津町 南郷地区 山口字橋尻 １

東字居平 426-1
21 南会津町 南郷地区 山口字掘田 764

山口字村上 836
山口字村上 1131
山口字板橋 2300
鴇巣字村中 1955
宮床字堰場 554
宮床字内城 42-1
山口字村上 807-1
山口字村上 841-2
山口村上 1146
山口字村上 1148-1
山口字村上 1148-2
山口字村上 1112
山口字欠河原 1849-1
山口字欠河原 1760
鴇巣字村中 1958
宮床字内城 45
宮床字居平 519
山口字村上 812
山口字村上 836
山口字村上 808-1
山口字村上 1146-1
山口字村下 1649-1
鴇巣字村中 1415
山口字倉田 2493
宮床字堰場 554

22 南会津町 南郷地区 界字湯の入 全域
界字上ノ山 4308-27

23 南会津町 南郷地区 界字上田下 987
界字田中 450ー1
小野島字槍添 605
界字居平 3315
界字上田下 1018
界字宮前 577
界字猛の入 454

24 南会津町 南郷地区 和泉田字谷地 2422ー1
富山字上居平 155-1
和泉田字福田 2032
和泉田字沼橋 2930
和泉田字寺町 3521
和泉田字寺町 3523
富山字下居平 244-3
下山字中石 201
下山字中石 215
和泉田字久保田 2217
和泉田字久保田 2451
和泉田字久保田 2426
和泉田字寺町 3568
和泉田字谷地 2463-3


