
復興産業集積区域一覧（棚倉町）

番号 市町村 箇所名 地名 地番 備考

棚倉町 棚倉地区 棚倉字新町
棚倉字清戸作
棚倉字千駄櫃
棚倉字町裏
棚倉字水白田
棚倉字中居野
棚倉字宮下
棚倉字日向前
棚倉字北町
棚倉字観音向
棚倉字古町
棚倉字鷹匠町
棚倉字鉄砲町
棚倉字馬場
棚倉字下町
棚倉字南町
花園字沢目
花園字広沢
棚倉字風呂ヶ沢 全域
棚倉字城跡 全域
棚倉字馬場 39

棚倉町 関口地区 花園字広沢
関口字上志宝
関口字下志宝
関口字八幡沢
関口字一本松
関口字八幡沢 121
関口字八幡沢 122
関口字八幡沢 126
関口字八幡沢 143
関口字八幡沢 144
関口字八幡沢 147
関口字八幡沢 151-1
関口字八幡沢 151-7
関口字八幡沢 155-7
関口字八幡沢 159
関口字八幡沢 160
関口字八幡沢 161
関口字八幡沢 162
関口字八幡沢 163
関口字一本松 32-2
関口字一本松 32-10
関口字一本松 32-11
関口字一本松 43-1
関口字一本松 43-9
関口字一本松 43-10
関口字一本松 43-11
関口字一本松 43-12
関口字一本松 43-13
関口字一本松 43-14
関口字一本松 43-15
関口字一本松 54-1
関口字一本松 54-2
関口字一本松 58-1
関口字一本松 58-2
関口字一本松 59-1
関口字一本松 59-2

①

県道棚倉鮫川線と町道赤館線
の交会点を起点とし、県道棚倉
停車場線、町道磐城棚倉近津線
の大草橋に至るまでの道路の中
心線から20ｍ以内
及び町道磐城棚倉近津線と町
道城跡日向前線の交会点から
町道馬場都都古和氣神社線の
交会点に至る町道城跡日向前
線の中心線から１０ｍ以内

②

県道棚倉鮫川線と町道鹿子山
沢目線の交会点を起点とし、町
道下志宝大谷地線と町道下志
宝八幡沢線の交会点に至るまで
の道路の中心線から２０ｍ以内

集積区域（観光関連産業）※平成２７年３月２６日認定分



復興産業集積区域一覧（棚倉町）

番号 市町村 箇所名 地名 地番 備考
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関口字一本松 67
関口字一本松 69-1
関口字一本松 69-3
関口字一本松 69-4
関口字一本松 236
関口字一本松 237
関口字一本松 238
関口字一本松 239
関口字一本松 240
関口字一本松 241
関口字一本松 242
関口字一本松 243
関口字一本松 244
関口字一本松 245
関口字井戸作 1316
関口字井戸作 37
関口字井戸作 55
関口字井戸作 149-2
関口字井戸作 149-5
関口字井戸作 149-6
関口字井戸作 149-19
関口字井戸作 171
仁公儀字ソナ地 45-1
仁公儀字ソナ地 45-2
仁公儀字ソナ地 45-3
仁公儀字ソナ地 45-4
仁公儀字ソナ地 175-47
仁公儀字ソナ地 308
仁公儀字ソナ地 309
仁公儀字ソナ地 310
仁公儀字ソナ地 311
仁公儀字ソナ地 312
仁公儀字ソナ地 313
仁公儀字ソナ地 314

棚倉町 仁公儀地区 仁公儀字川原田 286-1
仁公儀字川原田 286-2
仁公儀字川原田 286-3
関口字小堀川 60

④ 棚倉町 小爪地区 小爪字森ノ前 1-1
棚倉町 瀬ケ野地区 瀬ケ野字戸沢 166-1

瀬ケ野字戸沢 166-2
瀬ケ野字戸沢 166-3
瀬ケ野字戸沢 166-4
瀬ケ野字戸沢 166-5
瀬ケ野字戸沢 166-6
瀬ケ野字戸沢 166-7
瀬ケ野字戸沢 166-8
瀬ケ野字戸沢 166-9
瀬ケ野字戸沢 166-10
瀬ケ野字戸沢 166-11
瀬ケ野字戸沢 166-12
瀬ケ野字戸沢 166-13
瀬ケ野字戸沢 166-14
瀬ケ野字戸沢 166-15
瀬ケ野字戸沢 166-16
瀬ケ野字戸沢 166-17
瀬ケ野字戸沢 166-18

②

③

⑤



復興産業集積区域一覧（棚倉町）

番号 市町村 箇所名 地名 地番 備考
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瀬ケ野字戸沢 166-19
瀬ケ野字戸沢 166-20
瀬ケ野字戸沢 166-21
瀬ケ野字戸沢 166-22
瀬ケ野字戸沢 166-23
瀬ケ野字戸沢 166-24
瀬ケ野字戸沢 166-25

棚倉町 近津地区 流字桜下
流字豊都
流字豊先
流字豊前
流字永君
流字能登田
流字屋中田
流字森ノ内
流字餅田
寺山字鶴生
寺山字昇田
寺山字亀崎
寺山字柳町
寺山字高瀬田
八槻字大宮
八槻字亀作
八槻字下馬橋
八槻字宮前
八槻字遠鳥居
下山本字反田
下山本字神主免
下山本字桃木田
下山本字久保田
下山本字桃木田 28-1
下山本字桃木田 28-2
下山本字桃木田 28-3
下山本字桃木田 31-2
下山本字愛宕平 13
下山本字愛宕平 14-1
下山本字愛宕平 14-2
下山本字愛宕平 15-1
下山本字愛宕平 15-2
下山本字愛宕平 17
下山本字愛宕平 18
下山本字愛宕平 19
下山本字愛宕平 20

⑦ 棚倉町 福岡地区 福岡字中平 331
棚倉町 北山本地区 北山本字小檜沢

北山本字前ヶ峰
北山本字檜沢内
北山本字檜沢

⑥

町道磐城棚倉近津線大草橋を
起点とし、町道磐城棚倉近津線
と県道近津駅停車場線の交会
点に至るまでの道路の中心線か
ら２０ｍ以内
及び町道磐城棚倉近津線大草
橋を起点とし、町道磐城棚倉近
津線と国道１１８号線の交会点
に至るまでの道路の中心線から
２０ｍ以内

⑧

県道山本不動線宮川橋を起点と
し、県道山本不動線終点に至る
までの道路の中心線から20ｍ以
内

⑤


