資料１－３
市町村
コード

市町村名

区域
番号

所在地番
牡鹿郡女川町女川浜字女川
2-4 の一部、7-1 の一部、7-5 の一部、7-6、7-7、7-8 の一部、80 の一部、82-1 の一
部、83、86-1 の一部、86-2 の一部、87 の一部、88 の一部、89 の一部、90、91-1、91-2
の一部、92～94、98、98-1、98-2 の一部、98-3 の一部、98-4 の一部、99-1、100-1～
100-3、101～105、106-1、106-2、107、110-2 の一部、111、111-1 の一部、112、112-1
の一部、113-1、113-2、114-2 の一部、114-3、114-4 の一部、115-1、116-1、117-1、
117-2、118-1、118-2、119、120-1、120-3、121～127、128 の一部、129 の一部、131 の
一部、132-1、132-2、133～135、136 の一部、136-2、137-1、137-2、138～140、1411、141-2、141-4、142、143、144-1、145-1、145-3～145-6、146-1～146-6、147、149、
150、151-1、151-2、170、172、173-1 の一部、173-2、173-3 の一部、221 の一部、229
の一部、230 の一部、231 の一部、232 の一部、233、234 の一部、235 の一部、236-1
の一部、236-2、239-1 の一部、239-2、240-1、240-3、241、242-1、242-2、245、246、
289-1、289-3～289-5、289-7～289-9、289-10、290-2 の一部、292-2、292-4～2926、298-1、298-3 の一部、298-5、298-8、302-1、302-2、302-4、303-1～303-9、3051、305-2、306-1 の一部、306-4 の一部、307-1、307-2、310-4、310-3 の一部、31018、310-23～310-25、310-39、310-46、310-55、310-56、310-57 の一部、310-67、
310-69 の一部、310-72

5811

5811

女川町

女川町

女川
①

女川
②

女川浜字大原
1-1～1-4、1-5 の一部、1-8～1-10、1-12、1-14 の一部、1-17、1-18、1-20～1-24、125 の一部、1-26～1-30、2-3 の一部、2-4 の一部、2-5 の一部、5-1 の一部、5-4 の一
部、5-5 の一部、5-6 の一部、5-7、6-1～6-4、7-2 の一部、7-3、27-4 の一部、33-1 の
一部、33-3 の一部、40-11 の一部、40-19 の一部、44、45、46-1～46-3、61-2 の一部、
64-1 の一部、65-1、65-2、70、71、72-1、72-2、73、74、75-1、75-2 の一部、75-3～757、76-1、77-1、79-2、80-2、84-6、84-8～84-12、86-1、87-1、99-1、101-1 の一部、
101-4 の一部、101-5、101-6 の一部、101-7 の一部、101-8、104-1 の一部、106-4～
106-8、107-3、108-2、108-3、109-1、110-3 の一部、111-1 の一部、114-1 の一部、
115-1 の一部、117-1、117-2、117-7～117-10、118-1、118-2、119-2、122、123、1241、125-1、126-1、126-4、129-1、129-4、129-6、130-1、130-2、130-6、131-1、131-2、
131-6、132-1、132-2、133-2、133-6、134-1 の一部、134-2、135-1 の一部、135-2、
135-6、135-9、136-1 の一部、136-6、136-7、138-1～138-3、138-8～138-11、139-1、
139-2、139-7、140-1 の一部、141-1 の一部、141-4 の一部、142-1、143-1、143-4、
143-5、144-1、144-の一部 2、144-4、145-1 の一部、145-2 の一部、146-2、146-3 の
一部、146-5 の一部、187 の一部、199-1 の一部、199-2 の一部、199-3 の一部、2001、200-2、205-1 の一部、205-2、205-3、206-1 の一部、206-2、207 の一部、209 の一
部、210-1～210-4、211-3 の一部、212 の一部、213 の一部、221-1～221-5、221-7～
221-9、222 の一部、223 の一部、224 の一部、225 の一部、226-1 の一部、226-2 の一
部、226-3、228-1 の一部、228-2、228-3 の一部、232 の一部、233-3、234-2 の一部、
472-4 の一部、472-18 の一部、472-21 の一部、472-23 の一部、472-24、472-31、
475-1 の一部、475-2 の一部、475-5 の一部、476-1 の一部、476-2 の一部、476-3 の
一部、477-1～477-6、477-14、477-17、477-55、477-57～477-62、478、479-2 の一
部、479-15 の一部、479-19 の一部、479-20 の一部

女川浜字大原
472-25 の一部、472-28 の一部、472-5 の一部、474-3 の一部、474-4 の一部、475-1
の一部、475-5 の一部、480-2～480-4、480-6 の一部、480-7、480-9、480-10、48017、480-19、480-20、480-32 の一部、480-36、480-37 の一部、480-39、480-41 の一
部、480-42 の一部、480-44、480-45、480-46 の一部、480-47 の一部、480-48 の一
部、480-49 の一部、480-50、480-51、480-53、480-57 の一部、480-63、480-69～48072、480-76 の一部、481-5 の一部、481-11 の一部、481-25 の一部、481-27 の一部、
481-28 の一部、481-29 の一部、481-30 の一部、481-31 の一部、481-36 の一部

資料１－３
市町村
コード

5811

市町村名

女川町

区域
番号

女川
③

所在地番
女川浜字女川
1-3 の一部、1-5 の一部、2-8 の一部、4-2 の一部、5-1 の一部、5-2、5-3、6-1、6-3 の
一部、6-4 の一部、6-5 の一部、6-6 の一部、7-1 の一部、7-2 の一部、7-5 の一部

鷲神浜字堀切山
32-3、33-1 の一部、33-2 の一部、34-1 の一部、44-1、44-3 の一部、44-4 の一部、
44-5 の一部、44-6 の一部、44-7、44-8、45 の一部、46 の一部、51-9 の一部、51-10
の一部、54-1、54-3、54-4、54-6、54-7 の一部、54-8 の一部
黄金町
65-2、66-1 の一部、66-2 の一部、66-3 の一部、66-4、66-5 の一部、66-6
寿町
5-1 の一部、5-2 の一部、5-3 の一部、13-1、13-2、14 の一部、16 の一部、17-1 の一
部、17-2 の一部、18 の一部、19 の一部
5811

女川町

女川
④

鷲神浜字向
20-1 の一部、21-2 の一部、22-5 の一部、22-6 の一部、22-7 の一部
鷲神浜字斉ノ神
1 の一部
鷲神浜字洗
26-16 の一部、35-4 の一部、36 の一部

女川浜字女川
291-1、291-3、291-4、293-1 の一部、293-2 の一部、293-3 の一部、293-4 の一部、
293-13 の一部、317 の一部、318 の一部、319 の一部、321～323、323-1～323-3、
331、332、335 の一部

5811

女川町

女川
⑤

鷲神浜字鷲神
79-1 の一部、79-3 の一部、80-1 の一部、80-4、96-1 の一部、96-2 の一部、159-1、
159-2、162-3、162-4、162-8 の一部、162-9、162-32、162-40、162-45、162-51、163～
165、167、169～171、174、175-1、176、177 の一部、178、180-1 の一部、180-2 の一
部、180-3 の一部、184 の一部、207-8 の一部、207-9 の一部、207-10 の一部、207-11
の一部、207-14 の一部、（60-3+61+62+63+64+151+152+153+157-1+157-2+1573+157-4+158-3+158-7+160-1+160-2+162-5+162-6+162-7+162-10+162-11+16212+162-13+162-14+162-15+162-16+162-17+162-18+162-21+162-22+162-23+16224+162-27+162-28+162-29+162-30+162-31+162-35+162-41+162-42+162-43+16247+162-48+162-50+162-53+162-54+162-55+162-56+162-57+水）の一部
黄金町
（8-1+9+10-2）9 の一部、10-1 の一部、11 の一部、12 の一部、13-2、13-3、13-4 の一
部、14、15、16-1、16-2、17-1、17-2、18、22、23-1～23-3、24-1、24-2、25 の一部、45
の一部、47～49、51～53、54-1、54-2、55、56-1、57～61、62 の一部
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市町村
コード

市町村名

区域
番号

所在地番
黄金町
１の一部、3-1 の一部、4 の一部、5、6 の一部、7 の一部、8-2 の一部、（8-1+9+10-2）9
の一部、27 の一部、28、29-1、29-3、30、31-1、31-2、32-1～32-3、33-1、33-3、34、
36、38-2、39、40-1、40-2、41、43 の一部、63 の一部、64 の一部
鷲神浜字鷲神
97-1 の一部、97-2 の一部、97-3、97-4 の一部、97-5 の一部、108 の一部、109-1、
109-3、109-6、109-7、110-1、110-2、110-4、110-7、110-8 の一部、118-1 の一部、
118-2 の一部、118-3 の一部、120 の一部、158-2、158-4、158-6、158-8、158-10、
158-13、158-17～158-19、（60-3+61+62+63+64+151+152+153+157-1+157-2+1573+157-4+158-3+158-7+160-1+160-2+162-5+162-6+162-7+162-10+162-11+16212+162-13+162-14+162-15+162-16+162-17+162-18+162-21+162-22+162-23+16224+162-27+162-28+162-29+162-30+162-31+162-35+162-41+162-42+162-43+16247+162-48+162-50+162-53+162-54+162-55+162-56+162-57+水）の一部

5811

女川町

女川
⑥

鷲神浜字向
22-1、22-5 の一部、24 の一部、26 の一部、27、27-1、28、29-1、29-4、33-1、33-2、
35、36-2、38-1、38-3、38-7、38-8、54-3
寿町
1 の一部、2 の一部、3 の一部、4 の一部、6 の一部、8、9-1、9-3～9-5、10、11-1、112、12、15 の一部、17-1 の一部、20
鷲神浜字洗
12-2 の一部、13-1 の一部、13-2、15-1、16-1、19-1、19-3、26-2、26-3、（26-4+2610+26-17+46-2）の一部、26-5 の一部、26-7 の一部、26-8、35-1 の一部、35-3、35-4
の一部、37-1 の一部、37-2、38、39、40-1、40-2、41、43-1、46-1
桜ケ丘
1-1 の一部、1-2 の一部、1-4 の一部、1-11、22 の一部
鷲神浜字内山
1 の一部、2-2 の一部、（29-1+29-2+29-3+29-4+30-2）の一部

鷲神浜字鷲神
205 の一部、231 の一部、232 の一部、233、234
5811

女川町

女川
⑦

