
別紙１　法第17条の２第１項第１号に掲げる事業の対象となる地方活力向上地域　

圏域名 市町村 指定区域
盛岡市北飯岡一丁目

盛岡市玉山区渋民字岩鼻

盛岡市玉山区渋民字狐沢

盛岡市玉山区芋田字下芋田

盛岡市玉山区芋田字上芋田

盛岡市玉山区芋田字上武道
盛岡市玉山区下田字生出

盛岡市上飯岡１地割

盛岡市上田字岩脇

盛岡市上田字松屋敷

盛岡市下太田沢田

盛岡市青山二丁目
盛岡市みたけ六丁目

盛岡市玉山区好摩字芋田向

盛岡市玉山区好摩字上山

盛岡市川目町

盛岡市手代森第5地割

盛岡市羽場９地割

盛岡市羽場10地割

盛岡市羽場13地割

盛岡市湯沢16地割

盛岡市流通センター北一丁目

盛岡市内丸

盛岡市中央通

盛岡市大通

盛岡市菜園

盛岡市大沢川原

盛岡市開運橋通

盛岡市材木町

盛岡市中ノ橋通

盛岡市紺屋町

盛岡市神明町

盛岡市肴町

盛岡市南大通一丁目

盛岡市八幡町

盛岡市盛岡駅前通

盛岡市盛岡駅前北通

盛岡市盛岡駅西通

盛岡市向中野字東道明21-3

盛岡市向中野字東道明21-4

盛岡市向中野字幅13-3

盛岡市向中野字幅13-4

盛岡市向中野字幅14-1

盛岡市向中野字幅14-2

盛岡市向中野字幅15-1

盛岡市向中野字幅15-2

盛岡市向中野字幅16-1

盛岡市向中野字幅16-2

県央広域地域 盛岡市
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圏域名 市町村 指定区域

盛岡市向中野字幅16-3

盛岡市向中野字幅21-2

盛岡市向中野字幅22

盛岡市向中野字幅23

盛岡市向中野字幅24-1

盛岡市向中野字幅24-2

盛岡市向中野字幅30-4

盛岡市向中野字幅31-1

盛岡市向中野字幅31-2

盛岡市向中野字幅36-2

盛岡市向中野字幅37

盛岡市向中野字幅38-1

盛岡市向中野字幅38-2

盛岡市向中野字幅46-1

盛岡市向中野字幅46-3

盛岡市向中野字幅46-4

盛岡市向中野字幅58-3

盛岡市向中野字幅81-2

盛岡市向中野字幅82

盛岡市向中野字幅83-1

盛岡市向中野字幅83-2

盛岡市向中野字幅84-1

盛岡市向中野字幅84-2

盛岡市向中野字幅108-3

盛岡市向中野字幅108-4

盛岡市向中野字幅109-3

盛岡市向中野字幅110-1

盛岡市向中野字幅110-2

盛岡市向中野字幅111-1

盛岡市向中野字幅111-2

盛岡市向中野字幅111-3

盛岡市向中野字幅112-1

盛岡市向中野字幅112-2

盛岡市向中野字幅140-2

盛岡市向中野字幅140-3

盛岡市向中野字幅141-1

盛岡市向中野字幅141-2

盛岡市向中野字幅142-1

盛岡市向中野字幅142-2

盛岡市向中野字幅142-3

盛岡市向中野字幅142-4

盛岡市向中野字幅142-5

盛岡市向中野字幅166-4

盛岡市向中野字幅167-3

盛岡市向中野字幅167-4

盛岡市向中野字幅168-3

盛岡市向中野字幅169-4

盛岡市向中野字幅170-1

盛岡市向中野字幅170-2

盛岡市向中野字幅170-3

盛岡市向中野字幅170-4

県央広域地域 盛岡市
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圏域名 市町村 指定区域

盛岡市向中野字幅171

盛岡市向中野字幅200-1

盛岡市向中野字幅201-2

盛岡市向中野字幅237-2

盛岡市向中野字幅238-2

盛岡市向中野字鶴子60-3

盛岡市向中野字鶴子60-4

盛岡市向中野字鶴子64-1

盛岡市向中野字鶴子64-2

盛岡市向中野字鶴子64-3

盛岡市向中野字鶴子65-2

盛岡市向中野字畑返1

盛岡市向中野字畑返2-1

盛岡市向中野字畑返2-2

盛岡市向中野字畑返3

盛岡市向中野字畑返4

盛岡市向中野字畑返5

盛岡市向中野字畑返6

盛岡市向中野字畑返7-1

盛岡市向中野字畑返7-2

盛岡市向中野字畑返24

盛岡市向中野字畑返40-1

盛岡市向中野字畑返40-2

盛岡市向中野字畑返41

盛岡市向中野字畑返42-1

盛岡市向中野字畑返42-2

盛岡市向中野字畑返43-1

盛岡市向中野字畑返43-2

盛岡市向中野字畑返44

盛岡市向中野字畑返45

盛岡市向中野字畑返46-1

盛岡市向中野字畑返46-2

盛岡市向中野字畑返47-1

盛岡市向中野字畑返47-2

盛岡市向中野字畑返48-1

盛岡市向中野字畑返48-2

盛岡市向中野字畑返48-3

盛岡市向中野字畑返49-1

盛岡市向中野字畑返49-2

盛岡市向中野字畑返50-1

盛岡市向中野字畑返50-2

盛岡市向中野字畑返50-3

盛岡市向中野字畑返51-1

盛岡市向中野字畑返51-2

盛岡市向中野字畑返52-1

盛岡市向中野字畑返52-2

盛岡市津志田6地割1-1

盛岡市津志田6地割1-2

盛岡市津志田6地割2

盛岡市津志田6地割3

盛岡市津志田6地割12

県央広域地域 盛岡市
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圏域名 市町村 指定区域

盛岡市津志田6地割13

盛岡市津志田6地割14

盛岡市津志田6地割15-1

盛岡市津志田6地割15-2

盛岡市津志田6地割16-1

盛岡市津志田6地割16-2

八幡平市大更第１地割

八幡平市大更第２地割

八幡平市大更第３地割

八幡平市大更第４地割

八幡平市大更第18地割

八幡平市大更第21地割

八幡平市大更第25地割

八幡平市大更第35地割

八幡平市寺志田

八幡平市松尾寄木第1地割

八幡平市松尾寄木第11地割

八幡平市松尾寄木第12地割

八幡平市田頭第２地割

八幡平市田頭第11地割

八幡平市田頭第21地割

八幡平市田頭第23地割

八幡平市田頭第36地割

八幡平市平笠第2地割

八幡平市平笠第10地割

八幡平市平笠第19地割

八幡平市平笠第20地割

八幡平市平笠第24地割

八幡平市平舘第8地割

八幡平市平舘第25地割

八幡平市西根寺田第11地割
八幡平市帷子第1地割

八幡平市帷子第2地割

八幡平市野駄第3地割

八幡平市野駄第4地割

八幡平市野駄第19地割

八幡平市野駄第21地割

八幡平市松尾第４地割

八幡平市柏台１丁目

八幡平市小柳田

八幡平市叺田

八幡平市高畑96-124

八幡平市高畑96-126

八幡平市高畑131-2
八幡平市上の山

滝沢市外山

滝沢市大釜高森

滝沢市巣子

滝沢市大釜風林

滝沢市大釜大清水

滝沢市木賊川

県央広域地域

八幡平市

滝沢市

盛岡市
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圏域名 市町村 指定区域
岩手郡雫石町長山狼沢

岩手郡雫石町南畑第33地割

岩手郡雫石町沼返19-2

岩手郡雫石町長山早坂96-1

岩手郡雫石町長山早坂240

岩手郡雫石町長山早坂241-1

岩手郡雫石町長山早坂241-2

岩手郡雫石町長山早坂242

岩手郡雫石町長山早坂243

岩手郡雫石町長山早坂244

岩手郡雫石町長山早坂258

岩手郡雫石町長山早坂259

岩手郡雫石町長山早坂260

岩手郡雫石町長山早坂261-1

岩手郡雫石町長山早坂261-2

岩手郡雫石町長山早坂262

岩手郡葛巻町葛巻第39地割

岩手郡葛巻町田部字触沢

岩手郡葛巻町田部字境の沢

岩手郡岩手町大字土川第1地割

岩手郡岩手町大字久保第８地割

岩手郡岩手町大字一方井第８地割

岩手郡岩手町大字一方井第14地割

岩手郡岩手町大字川口第11地割

岩手郡岩手町大字川口第14地割

岩手郡岩手町大字川口第50地割

岩手郡岩手町大字土川第1地割

紫波郡紫波町日詰字西裏

紫波郡紫波町日詰字東裏

紫波郡紫波町日詰字下丸森

紫波郡紫波町高水寺字欠上り

紫波郡紫波町上平沢字馬場

紫波郡紫波町上平沢字東馬場

紫波郡紫波町稲藤字升形

紫波郡紫波町平沢字的場

紫波郡紫波町平沢字境田

紫波郡紫波町北日詰字牡丹野

紫波郡紫波町南日詰字箱清水

紫波郡紫波町犬渕字谷地田

紫波郡紫波町犬渕字下越田

紫波郡紫波町犬渕字南谷地

紫波郡紫波町星山字間野村

紫波郡紫波町星山字東田

紫波郡紫波町赤沢字木戸脇

紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割

紫波郡矢巾町大字広宮沢第3地割

紫波郡矢巾町大字広宮沢第4地割

紫波郡矢巾町大字広宮沢第5地割

紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割
紫波郡矢巾町大字広宮沢第10地割

紫波郡矢巾町大字広宮沢第11地割

紫波郡矢巾町

紫波郡紫波町

県央広域地域

岩手郡葛巻町

岩手郡岩手町

岩手郡雫石町
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圏域名 市町村 指定区域
紫波郡矢巾町流通センター南一丁目

紫波郡矢巾町流通センター南二丁目

紫波郡矢巾町流通センター南三丁目

紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第5地割

紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第5地割

紫波郡矢巾町大字南矢幅第6地割

紫波郡矢巾町大字南矢幅第6地割
紫波郡矢巾町大字藤沢第10地割

紫波郡矢巾町大字藤沢第11地割

紫波郡矢巾町大字西徳田第８地割

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割1-2

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割74

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割74-2

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割76

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割77-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割77-2

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割78

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割79

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割80

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割81

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割82

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割83

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割84

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割85

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割86-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割86-2

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割87

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割88

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割89

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割90

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割91-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割91-2

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割92

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割110

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割111-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割112-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割113-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割114-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割115-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割116-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割117-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割118-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割119-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割120-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割121-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割122-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割123-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割124-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割136-1

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割137

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割177

紫波郡矢巾町

県央広域地域
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圏域名 市町村 指定区域
紫波郡矢巾町大字間野々第2地割180

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割223

紫波郡矢巾町大字間野々第2地割224

花巻市大畑第9地割

花巻市大畑第10地割

花巻市二枚橋第4地割

花巻市二枚橋第5地割

花巻市卸町

花巻市石鳥谷町南寺林第4地割

花巻市石鳥谷町南寺林第5地割

花巻市北湯口第1地割

花巻市北湯口第2地割

花巻市北湯口第17地割

花巻市北湯口第18地割

花巻市横志田第6地割

花巻市中笹間第1地割

花巻市東十二丁目第16地割

花巻市東十二丁目第17地割

花巻市東十二丁目第19地割

花巻市空港南

花巻市東宮野目第8地割

花巻市東宮野目第13地割

花巻市下似内第1地割

花巻市本館

花巻市本館一丁目

花巻市椚ノ目第2地割

花巻市椚ノ目第6地割

花巻市椚ノ目第7地割

花巻市太田第29地割

花巻市山の神

花巻市実相寺

花巻市円万寺字中村

花巻市円万寺字堰田

花巻市城内

花巻市田力第3地割

花巻市小瀬川第3地割

花巻市中根子字堂前

花巻市下北万丁目

花巻市大通り一丁目

花巻市南新田

花巻市下根子

花巻市若葉町一丁目

花巻市大迫町第14地割

花巻市大迫町亀ヶ森第11地割

花巻市石鳥谷町八重畑第5地割

花巻市石鳥谷町八重畑第6地割

花巻市石鳥谷町八幡第4地割

花巻市石鳥谷町八幡第8地割

花巻市石鳥谷町八幡第13地割

花巻市石鳥谷町好地第1地割

花巻市石鳥谷町好地第2地割

紫波郡矢巾町

県央広域地域

県南広域地域 花巻市
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圏域名 市町村 指定区域
花巻市石鳥谷町好地第3地割

花巻市石鳥谷町好地第12地割

花巻市石鳥谷町北寺林第２地割

花巻市石鳥谷町中寺林第７地割

花巻市石鳥谷町大瀬川第９地割

花巻市石鳥谷町新堀第９地割

花巻市石鳥谷町中寺林第1地割

花巻市石鳥谷町中寺林第2地割

花巻市石鳥谷町西中島第1地割

花巻市石鳥谷町西中島第2地割

花巻市東和町鷹巣堂3区

花巻市東和町舘迫5区

花巻市東和町町井2区

花巻市東和町安俵1区

花巻市東和町百ノ沢1区

北上市北工業団地

北上市村崎野14地割

北上市村崎野15地割

北上市村崎野16地割

北上市村崎野17地割

北上市村崎野21地割

北上市村崎野22地割

北上市村崎野23地割

北上市村崎野24地割

北上市村崎野25地割

北上市村崎野26地割

北上市二子町秋子沢

北上市成田26地割

北上市飯豊25地割

北上市堤ヶ丘

北上市川岸一丁目

北上市若宮町一丁目

北上市相去町大松沢

北上市相去町前稗沢

北上市相去町山根梨の木

北上市相去町舘

北上市相去町平林

北上市相去町前塘

北上市相去町西裏

北上市相去町舘下

北上市相去町山田

北上市相去町笹長根

北上市相去町和田前

北上市相去町往還西

北上市相去町岩の目

北上市相去町和田尻

北上市和賀町後藤2地割

北上市和賀町後藤3地割

北上市和賀町後藤5地割

北上市和賀町竪川目1地割

北上市和賀町藤根18地割

北上市

県南広域地域 花巻市
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圏域名 市町村 指定区域
北上市流通センター

北上市藤沢14地割

北上市藤沢15地割

北上市藤沢21地割

北上市下鬼柳7地割

北上市下鬼柳14地割

北上市大通り一丁目

北上市大通り二丁目

北上市大通り三丁目

北上市大通り四丁目

北上市九年橋二丁目

北上市九年橋三丁目

北上市青柳町一丁目

北上市青柳町二丁目

北上市幸町

北上市諏訪町一丁目

北上市諏訪町二丁目

北上市花園町一丁目

北上市花園町二丁目

北上市花園町三丁目

北上市本通り一丁目

北上市本通り二丁目

北上市本通り三丁目

北上市大曲町

北上市芳町

北上市新穀町一丁目

北上市新穀町二丁目

北上市本石町一丁目

北上市本石町二丁目

北上市柳原町一丁目

北上市柳原町二丁目

北上市有田町

北上市鍛治町一丁目

北上市鍛治町二丁目

北上市二子町馬場野

北上市成田１地割

北上市成田27地割

遠野市青笹町中沢8地割

遠野市土淵町土淵10地割

遠野市青笹町糠前19地割

遠野市松崎町白岩11地割22番1

遠野市松崎町白岩11地割22番2

遠野市松崎町白岩11地割22番7

遠野市松崎町白岩11地割23番4

遠野市松崎町白岩11地割29番11

一関市字柄貝

一関市旭町

一関市字西沢

一関市字柳町

一関市相去

一関市東台

北上市

県南広域地域

一関市

遠野市
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圏域名 市町村 指定区域

一関市真柴字吉ケ沢

一関市真柴字矢ノ目沢

一関市山目町二丁目

一関市山目字泥田

一関市赤荻字亀田

一関市赤荻字鬼吉

一関市赤荻字清水

一関市赤荻字雲南

一関市滝沢字鶴ヶ沢

一関市滝沢字清水尻

一関市字沢

一関市狐禅寺字手負沢

一関市花泉町油島字南沢

一関市花泉町油島字柳沢

一関市花泉町油島字外別当

一関市花泉町油島字内谷地

一関市花泉町油島字内別当

一関市花泉町老松字日向前

一関市花泉町涌津字悪法師

一関市花泉町涌津字向川

一関市花泉町涌津字西風谷地

一関市花泉町涌津字石畳

一関市花泉町涌津字藤ノ巻

一関市大東町渋民字続石

一関市大東町渋民字大馬場

一関市大東町渋民字鶴巻

一関市大東町渋民字横張

一関市大東町渋民字大洞地

一関市大東町摺沢字沼田

一関市大東町大原字台

一関市大東町大原字七切

一関市大東町沖田字霞沢

一関市千厩町千厩字北方

一関市千厩町小梨字落合

一関市千厩町奥玉字深芦沢

一関市千厩町千厩字下駒場

一関市千厩町千厩字北ノ沢

一関市千厩町清田字鳥喰

一関市千厩町千厩字下木六

一関市千厩町千厩字西小田

一関市千厩町千厩字町浦

一関市東山町長坂字柴宿

一関市東山町長坂字東本町

一関市東山町長坂字里前

一関市東山町長坂字丸森

一関市東山町長坂字羽根堀

一関市東山町長坂字西本町

一関市東山町長坂字町裏

一関市東山町松川字地蔵平

一関市東山町松川字卯入道平

一関市東山町松川字滝ノ沢

県南広域地域

一関市
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圏域名 市町村 指定区域

一関市東山町松川字野平

一関市東山町田河津字野土

一関市東山町田河津字石ノ森

一関市川崎町薄衣字折坂

一関市川崎町薄衣字大久保

一関市川崎町薄衣字泉台

一関市藤沢町藤沢字赤畑

一関市藤沢町藤沢字大母

一関市藤沢町藤沢字大望沢

一関市藤沢町藤沢字榴

一関市藤沢町藤沢字夕川

一関市藤沢町黄海字町裏

一関市藤沢町黄海字八景下

一関市藤沢町黄海字天堤

一関市藤沢町徳田字赤庭

一関市藤沢町砂子田字宮ノ脇

一関市藤沢町砂子田字新城沢

一関市藤沢町徳田字野岡

一関市藤沢町徳田字桜ノ沢

一関市藤沢町徳田字火ノ田

一関市藤沢町保呂羽字二本柳

一関市藤沢字平蕨

一関市室根町折壁一丁目
奥州市水沢字桜屋敷西

奥州市水沢羽田町宝生

奥州市水沢羽田町字堀ノ内

奥州市水沢羽田町字小屋敷

奥州市水沢羽田町字明正

奥州市水沢羽田町字下屋敷

奥州市水沢羽田町字窪

奥州市水沢真城字中崎

奥州市水沢真城字北野

奥州市水沢姉体町字大内田前

奥州市水沢卸町

奥州市水沢字西光田

奥州市水沢佐倉河字明神堂

奥州市水沢佐倉河字仙人

奥州市水沢佐倉河字百目木

奥州市水沢佐倉河字中ノ町

奥州市水沢工業団地一丁目

奥州市水沢工業団地二丁目

奥州市水沢工業団地三丁目

奥州市水沢工業団地四丁目

奥州市水沢釜田

奥州市水沢笹森谷地

奥州市水沢中田町

奥州市江刺岩谷堂字松長根

奥州市江刺岩谷堂字袖山

奥州市江刺岩谷堂字柳沢

奥州市江刺岩谷堂字五位塚

奥州市江刺岩谷堂字橋本

県南広域地域

一関市

奥州市
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圏域名 市町村 指定区域

奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢

奥州市江刺岩谷堂字二本木
奥州市江刺西大通り

奥州市江刺愛宕字酉丸

奥州市江刺愛宕字力石

奥州市江刺愛宕字橋本

奥州市江刺愛宕字谷地

奥州市江刺愛宕字北天間

奥州市江刺愛宕字観音堂沖
奥州市江刺愛宕字西下川原

奥州市江刺愛宕字力石
奥州市江刺稲瀬字下台

奥州市前沢字塔ヶ崎

奥州市前沢字大桜

奥州市前沢字新城

奥州市前沢字徳沢

奥州市前沢字本杉

奥州市前沢字五合田

奥州市前沢字高畑

奥州市前沢二十人町

奥州市前沢向田二丁目

奥州市前沢南陣場

奥州市前沢古城字高大寺

奥州市前沢古城字外ケ沢

奥州市前沢古城字丑沢

奥州市前沢古城字姥沢

奥州市前沢古城字南塔ケ崎

奥州市前沢白山字田高

奥州市胆沢小山字北長檀

奥州市胆沢小山字森

奥州市胆沢小山字中油地

奥州市胆沢小山字細入

奥州市胆沢小山字北蛸ノ手

奥州市胆沢南都田字京徳田

奥州市胆沢南都田字広表

奥州市胆沢若柳字出店

奥州市胆沢小山字附野

奥州市衣川日向

奥州市衣川陣場下

奥州市衣川沢田

奥州市衣川本田原

和賀郡西和賀町沢内字泉沢29地割

和賀郡西和賀町沢内字貝沢３地割

和賀郡西和賀町大沓36地割

和賀郡西和賀町耳取49地割

和賀郡西和賀町小繋沢55地割

胆沢郡金ケ崎町西根森山

胆沢郡金ケ崎町西根花舘

胆沢郡金ケ崎町西根北大曲

胆沢郡金ケ崎町西根改断

胆沢郡金ケ崎町六原七里

県南広域地域

胆沢郡金ケ崎町

奥州市

和賀郡西和賀町

31



圏域名 市町村 指定区域

胆沢郡金ケ崎町六原赤坂前

胆沢郡金ケ崎町六原森合

胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢

胆沢郡金ケ崎町西根西地蔵野

胆沢郡金ケ崎町永沢林蔵寺

胆沢郡金ケ崎町六原頭無

胆沢郡金ケ崎町六原狐森

胆沢郡金ケ崎町六原赤坂

胆沢郡金ケ崎町六原下二の町

胆沢郡金ケ崎町六原南長根

胆沢郡金ケ崎町西根本町

胆沢郡金ケ崎町西根矢来

胆沢郡金ケ崎町西根町裏

胆沢郡金ケ崎町三ケ尻荒巻横道上

胆沢郡金ケ崎町西根南野中

西磐井郡平泉町平泉字高田前

西磐井郡平泉町平泉字宿

西磐井郡平泉町平泉字大平

宮古市新川町

宮古市向町

宮古市大通

宮古市末広町

宮古市栄町

宮古市宮町

宮古市南町

宮古市舘合町

宮古市鴨崎町

宮古市和見町

宮古市西町

宮古市泉町

宮古市田の神

宮古市黒森町

宮古市山口一丁目

宮古市山口二丁目

宮古市山口三丁目

宮古市山口四丁目

宮古市山口五丁目

宮古市宮園

宮古市保久田

宮古市緑ヶ丘

宮古市五月町

宮古市小沢

宮古市横町

宮古市黒田町

宮古市新町

宮古市本町

宮古市沢田

宮古市築地

宮古市愛宕

宮古市光岸地

宮古市臨港通

県南広域地域

沿岸広域地域

胆沢郡金ケ崎町

宮古市

西磐井郡平泉町
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圏域名 市町村 指定区域

宮古市鍬ヶ崎上町

宮古市鍬ヶ崎仲町

宮古市鍬ヶ崎下町

宮古市中里団地

宮古市日影町

宮古市熊野町
宮古市蛸の浜町

宮古市山根町

宮古市港町
宮古市日立浜町

宮古市日の出町

宮古市佐原

宮古市藤原

宮古市藤原上町

宮古市西ヶ丘一丁目

宮古市西ヶ丘二丁目

宮古市長町

宮古市神田沢町

宮古市太田

宮古市千徳町

宮古市板屋

宮古市上鼻

宮古市磯鶏石崎

宮古市磯鶏沖

宮古市磯鶏西

宮古市上村

宮古市実田
宮古市磯鶏一丁目

宮古市磯鶏二丁目

宮古市磯鶏三丁目

宮古市神林

宮古市藤の川

宮古市河南一丁目

宮古市八木沢

宮古市長根

宮古市近内一丁目

宮古市小山田

宮古市高浜一丁目

宮古市高浜二丁目

宮古市高浜三丁目

宮古市高浜四丁目

宮古市山口第１地割

宮古市山口第４地割

宮古市山口第５地割

宮古市山口第６地割

宮古市山口第７地割

宮古市山口第８地割

宮古市山口第９地割

宮古市山口第１０地割

宮古市山口第１１地割

宮古市山口第１２地割

沿岸広域地域 宮古市
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圏域名 市町村 指定区域

宮古市山口第１３地割

宮古市山口第１４地割

宮古市山口第１５地割

宮古市田代第３地割
宮古市田代第４地割

宮古市田代第５地割

宮古市田代第６地割

宮古市田代第７地割

宮古市田代第８地割

宮古市田代第１４地割

宮古市田代第１５地割

宮古市田代第１６地割

宮古市田代第１７地割

宮古市近内第１地割

宮古市近内第２地割

宮古市近内第３地割

宮古市近内第４地割

宮古市近内第５地割

宮古市近内第６地割
宮古市近内第７地割

宮古市近内第９地割

宮古市近内第１０地割

宮古市近内第１１地割

宮古市近内第１２地割

宮古市千徳第４地割

宮古市千徳第７地割

宮古市千徳第１０地割

宮古市千徳第１１地割

宮古市千徳第１２地割

宮古市千徳第１３地割

宮古市千徳第１４地割

宮古市千徳第１５地割

宮古市千徳第２０地割
宮古市千徳第２１地割

宮古市千徳第２２地割

宮古市千徳第２３地割

宮古市千徳第２５地割
宮古市根市第１地割

宮古市根市第２地割

宮古市根市第４地割

宮古市根市第５地割
宮古市根市第６地割

宮古市根市第７地割

宮古市根市第８地割

宮古市根市第９地割
宮古市花原市

宮古市磯鶏第１地割

宮古市磯鶏第３地割
宮古市磯鶏第４地割

宮古市磯鶏第６地割

宮古市磯鶏第７地割

沿岸広域地域 宮古市
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圏域名 市町村 指定区域

宮古市磯鶏第８地割

宮古市磯鶏第９地割

宮古市磯鶏第１０地割

宮古市高浜第１地割

宮古市高浜第２地割

宮古市高浜第３地割

宮古市高浜第４地割

宮古市高浜第５地割

宮古市高浜第６地割

宮古市高浜第８地割

宮古市高浜第９地割

宮古市金浜
宮古市白浜

宮古市崎山

宮古市崎鍬ヶ崎第１地割

宮古市崎鍬ヶ崎第２地割

宮古市崎鍬ヶ崎第３地割

宮古市崎鍬ヶ崎第４地割

宮古市崎鍬ヶ崎第５地割

宮古市崎鍬ヶ崎第６地割

宮古市崎鍬ヶ崎第７地割
宮古市崎鍬ヶ崎第８地割

宮古市崎鍬ヶ崎第９地割

宮古市崎鍬ヶ崎第１０地割

宮古市崎鍬ヶ崎第１１地割

宮古市崎鍬ヶ崎第１２地割

宮古市崎鍬ヶ崎第１３地割

宮古市崎鍬ヶ崎第１４地割

宮古市崎鍬ヶ崎第１５地割

宮古市崎鍬ヶ崎第１６地割
宮古市崎鍬ヶ崎第１７地割

宮古市崎鍬ヶ崎第１８地割

宮古市花輪

宮古市老木第１地割

宮古市老木第２地割

宮古市老木第３地割

宮古市老木第４地割

宮古市老木第５地割

宮古市老木第６地割

宮古市老木第７地割

宮古市老木第８地割
宮古市老木第９地割

宮古市老木第１０地割

宮古市老木第１１地割

宮古市老木第１２地割

宮古市老木第１３地割

宮古市老木第１４地割

宮古市老木第１５地割

宮古市老木第１６地割
宮古市老木第１７地割

宮古市老木第１８地割

沿岸広域地域 宮古市
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圏域名 市町村 指定区域

宮古市老木第１９地割

宮古市老木第２０地割

宮古市老木第２１地割

宮古市老木第２２地割

宮古市老木第２３地割

宮古市老木第２４地割

宮古市老木第２５地割

宮古市老木第２６地割

宮古市老木第２９地割

宮古市老木第３０地割

宮古市老木第３１地割

宮古市老木第３２地割

宮古市老木第３３地割

宮古市老木第３４地割

宮古市老木第３５地割

宮古市長沢第７地割

宮古市長沢第９地割

宮古市長沢第１０地割

宮古市長沢第１１地割
宮古市長沢第１２地割

宮古市長沢第１３地割

宮古市長沢第１４地割

宮古市長沢第１５地割

宮古市長沢第１６地割
宮古市長沢第１７地割

宮古市長沢第１８地割

宮古市長沢第１９地割

宮古市長沢第２０地割
宮古市長沢第２１地割

宮古市長沢第２２地割

宮古市長沢第２３地割

宮古市長沢第２４地割

宮古市長沢第２５地割

宮古市長沢第２６地割

宮古市田鎖
宮古市松山第１地割

宮古市松山第２地割

宮古市松山第３地割

宮古市松山第４地割

宮古市松山第５地割

宮古市松山第６地割

宮古市松山第７地割

宮古市松山第８地割

宮古市松山第９地割

宮古市松山第１０地割

宮古市松山第１１地割

宮古市松山第１２地割

宮古市松山第１３地割

宮古市津軽石

宮古市赤前

宮古市音部

沿岸広域地域 宮古市
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圏域名 市町村 指定区域

宮古市重茂第１地割

宮古市重茂第２地割
宮古市重茂第３地割

宮古市重茂第４地割

宮古市重茂第５地割

宮古市重茂第６地割

宮古市重茂第７地割

宮古市重茂第８地割

宮古市重茂第９地割

宮古市重茂第１０地割

宮古市重茂第１１地割

宮古市重茂第１２地割

宮古市重茂第１３地割

宮古市重茂第１４地割

宮古市重茂第１５地割

宮古市重茂第１６地割

宮古市重茂第１７地割

宮古市重茂第１８地割

宮古市重茂第１９地割

宮古市重茂第２０地割

宮古市重茂第２１地割

宮古市重茂第２２地割

宮古市重茂第２３地割

宮古市重茂第２４地割

宮古市重茂第２５地割

宮古市重茂第２６地割

宮古市田老字川向

宮古市田老字向山
宮古市田老字西向山

宮古市田老字樫内

宮古市田老字古田

宮古市田老字小田代

宮古市田老字八幡水神

宮古市田老字小林

宮古市田老字田の沢

宮古市田老字田中

宮古市田老字館が森

宮古市田老字荒谷

宮古市田老字野原

宮古市田老字乙部

宮古市田老字青砂里

宮古市田老字越田

宮古市田老字和野
宮古市田老字駿達

宮古市田老字滝の沢

宮古市田老字乙部野
宮古市田老字重津部

宮古市田老字重津部北

宮古市田老字青野滝北

宮古市田老字小堀内南

宮古市田老字飛

沿岸広域地域 宮古市
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圏域名 市町村 指定区域

宮古市田老字新田

宮古市田老字長畑

宮古市田老字新田平
宮古市田老字ケラス

宮古市田老字水沢南

宮古市田老字向新田

宮古市田老字水沢

宮古市田老字払川

宮古市田老字片巻

宮古市田老字下摂待

宮古市田老字星山

宮古市田老字摂待

宮古市田老字上摂待

宮古市田老字小堀内

宮古市田老一丁目

宮古市田老二丁目

宮古市田老三丁目

宮古市田老四丁目

宮古市田老三王一丁目

宮古市田老三王二丁目

宮古市田老三王三丁目

宮古市茂市

宮古市蟇目

宮古市腹帯

宮古市刈屋第１地割
宮古市刈屋第２地割

宮古市刈屋第３地割

宮古市刈屋第４地割

宮古市刈屋第５地割
宮古市刈屋第６地割

宮古市刈屋第７地割

宮古市刈屋第８地割

宮古市刈屋第１０地割

宮古市刈屋第１１地割
宮古市刈屋第１２地割

宮古市刈屋第１３地割

宮古市刈屋第１４地割

宮古市刈屋第１５地割

宮古市刈屋第１６地割

宮古市刈屋第１７地割

宮古市和井内第１地割

宮古市和井内第２地割

宮古市和井内第３地割

宮古市和井内第４地割

宮古市和井内第５地割

宮古市和井内第６地割

宮古市和井内第９地割

宮古市和井内第１０地割

宮古市和井内第１１地割

宮古市和井内第１２地割

宮古市和井内第１３地割

沿岸広域地域 宮古市
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圏域名 市町村 指定区域
宮古市和井内第１４地割

宮古市和井内第１５地割

宮古市和井内第１６地割

宮古市和井内第１７地割

宮古市和井内第１８地割

宮古市和井内第１９地割

宮古市和井内第２０地割

宮古市和井内第２１地割

宮古市和井内第２２地割

宮古市和井内第２３地割

宮古市和井内第２４地割
宮古市和井内第２５地割

宮古市和井内第２６地割

宮古市和井内第２７地割

宮古市和井内第２８地割

宮古市古田第１地割
宮古市古田第２地割

宮古市川井第１地割

宮古市川井第２地割

宮古市川井第３地割

宮古市川井第４地割

宮古市川井第５地割

宮古市川井第６地割

宮古市川井第７地割

宮古市川井第８地割

宮古市川井第１０地割
宮古市川井第１１地割

宮古市片巣

宮古市箱石第１地割

宮古市箱石第２地割

宮古市箱石第４地割
宮古市箱石第５地割

宮古市箱石第６地割

宮古市鈴久名第１地割

宮古市鈴久名第２地割

宮古市鈴久名第５地割

宮古市鈴久名第６地割

宮古市鈴久名第７地割

宮古市夏屋第２地割

宮古市夏屋第４地割

宮古市夏屋第５地割

宮古市夏屋第６地割

宮古市夏屋第７地割

宮古市川内第１地割

宮古市川内第２地割

宮古市川内第３地割

宮古市川内第４地割

宮古市川内第５地割

宮古市川内第６地割

宮古市川内第７地割

宮古市川内第８地割

沿岸広域地域 宮古市
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圏域名 市町村 指定区域
宮古市川内第９地割

宮古市平津戸

宮古市門馬

宮古市区界第１地割
宮古市区界第２地割

宮古市区界第３地割

宮古市区界第４地割

宮古市江繋第１地割

宮古市江繋第２地割

宮古市江繋第３地割

宮古市江繋第４地割
宮古市江繋第５地割

宮古市江繋第６地割

宮古市江繋第７地割

宮古市江繋第８地割

宮古市江繋第９地割
宮古市江繋第１０地割

宮古市江繋第１１地割

宮古市江繋第１２地割
宮古市江繋第１３地割

宮古市江繋第１９地割

宮古市小国第１地割

宮古市小国第２地割

宮古市小国第４地割

宮古市小国第５地割

宮古市小国第６地割
宮古市小国第９地割

宮古市小国第１０地割

宮古市小国第１２地割
宮古市小国第１３地割

宮古市小国第１４地割

宮古市小国第１５地割

宮古市小国第１６地割

宮古市小国第１７地割

宮古市小国第１８地割

宮古市小国第１９地割

宮古市小国第２０地割

宮古市小国第２１地割
宮古市小国第２２地割

大船渡市盛町字田中島

大船渡市盛町字中道下

大船渡市大船渡町字地ノ森

大船渡市大船渡町字新田

大船渡市大船渡町字欠ノ下向

大船渡市大船渡町字中港

大船渡市大船渡町字堀川

大船渡市大船渡町字砂森

大船渡市大船渡町字役料

大船渡市大船渡町字永沢

大船渡市大船渡町字笹崎

大船渡市大船渡町字台

大船渡市

沿岸広域地域 宮古市
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圏域名 市町村 指定区域
大船渡市大船渡町字茶屋前

大船渡市大船渡町字野々田

大船渡市赤崎町字山口

大船渡市末崎町字大田

大船渡市大船渡町字上平2-1

大船渡市大船渡町字上平4-1

大船渡市大船渡町字上平4-3

大船渡市大船渡町字上平4-4

大船渡市大船渡町字上平4-5

大船渡市大船渡町字上平4-6

大船渡市大船渡町字上平4-7

大船渡市大船渡町字上平6-1

大船渡市大船渡町字上平6-3

大船渡市大船渡町字上平6-4

大船渡市大船渡町字上平6-5

大船渡市大船渡町字上平6-7

大船渡市大船渡町字上平20-1

大船渡市大船渡町字上平39-1

大船渡市大船渡町字上平40-1

大船渡市大船渡町字上平42-1

大船渡市大船渡町字上平42-4

大船渡市大船渡町字上平42-5

大船渡市大船渡町字上平43-3

大船渡市大船渡町字上平44-1

大船渡市大船渡町字上平45-1

大船渡市大船渡町字上平45-2

大船渡市大船渡町字上平47-1

大船渡市大船渡町字上平103

大船渡市大船渡町字上平103-1

大船渡市大船渡町字上平103-2

大船渡市大船渡町字上平103-3

大船渡市大船渡町字上平103-4

大船渡市大船渡町字上平116-1

大船渡市大船渡町字上平116-2

大船渡市大船渡町字上平118

大船渡市大船渡町字下平4-1

大船渡市大船渡町字下平4-3

大船渡市大船渡町字下平7-1

大船渡市大船渡町字下平7-3

大船渡市大船渡町字下平7-6

大船渡市大船渡町字下平52-3

大船渡市大船渡町字下平55-1

大船渡市大船渡町字下平55-6

大船渡市大船渡町字下平57-1

大船渡市大船渡町字下平57-3

大船渡市大船渡町字下平57-5

大船渡市大船渡町字下平57-6

大船渡市大船渡町字下平57-7

大船渡市大船渡町字下平57-8

大船渡市大船渡町字下平57-9

大船渡市大船渡町字下平57-10

大船渡市

沿岸広域地域
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圏域名 市町村 指定区域

大船渡市大船渡町字下平64-1

大船渡市大船渡町字下平65-1

大船渡市大船渡町字下平65-3

大船渡市大船渡町字下平65-6

大船渡市大船渡町字下平67-1

大船渡市大船渡町字下平67-3

大船渡市大船渡町字下平67-4

大船渡市大船渡町字下平67-6

大船渡市大船渡町字下平69-1

大船渡市大船渡町字下平69-5

大船渡市大船渡町字下平96

大船渡市大船渡町字砂子前17-1

大船渡市大船渡町字砂子前17-3

大船渡市大船渡町字砂子前19

大船渡市大船渡町字砂子前21

大船渡市大船渡町字砂子前23

大船渡市大船渡町字砂子前23-2

大船渡市大船渡町字砂子前24-6

大船渡市大船渡町字砂子前24-7

大船渡市大船渡町字砂子前65-9

大船渡市大船渡町字砂子前65-11

大船渡市大船渡町字砂子前65-14

大船渡市大船渡町字砂子前87-2

大船渡市大船渡町字砂子前87-5

大船渡市大船渡町字砂子前88-3

大船渡市大船渡町字砂子前88-5

大船渡市大船渡町字砂子前89-3

大船渡市大船渡町字砂子前89-4

大船渡市大船渡町字砂子前89-5

大船渡市大船渡町字砂子前89-6

大船渡市大船渡町字砂子前89-9

大船渡市大船渡町字砂子前90

大船渡市大船渡町字砂子前91

大船渡市大船渡町字砂子前92

大船渡市大船渡町字砂子前93-1

大船渡市大船渡町字砂子前93-2

大船渡市大船渡町字砂子前93-3

大船渡市大船渡町字砂子前93-5

大船渡市大船渡町字砂子前95-1

大船渡市大船渡町字砂子前95-2

大船渡市大船渡町字砂子前99-1

大船渡市大船渡町字砂子前99-2

大船渡市大船渡町字砂子前100

大船渡市大船渡町字砂子前101-1

大船渡市大船渡町字砂子前104-1

大船渡市大船渡町字砂子前104-2

大船渡市大船渡町字砂子前104-3

大船渡市大船渡町字砂子前104-4

大船渡市大船渡町字砂子前104-5

大船渡市大船渡町字砂子前116-1

大船渡市大船渡町字砂子前116-2

大船渡市

沿岸広域地域

42



圏域名 市町村 指定区域

大船渡市大船渡町字砂子前116-3

大船渡市大船渡町字砂子前117

大船渡市末崎町字峯岸1-2

大船渡市末崎町字峯岸2-2

大船渡市末崎町字峯岸3-2

大船渡市末崎町字峯岸143-1

大船渡市末崎町字峯岸144-1

大船渡市末崎町字峯岸144-3

大船渡市末崎町字峯岸145-1

大船渡市末崎町字峯岸145-5

大船渡市末崎町字峯岸145-7

大船渡市末崎町字峯岸146-1

大船渡市末崎町字峯岸146-3

大船渡市末崎町字峯岸146-6

大船渡市末崎町字峯岸146-7

大船渡市末崎町字峯岸146-8

大船渡市末崎町字峯岸146-9

大船渡市末崎町字峯岸146-14

大船渡市末崎町字峯岸146-15

大船渡市末崎町字峯岸146-16

大船渡市末崎町字峯岸146-17

大船渡市末崎町字峯岸146-18

大船渡市末崎町字峯岸146-19

大船渡市末崎町字峯岸146-20

大船渡市末崎町字峯岸146-21

大船渡市末崎町字峯岸146-22

大船渡市末崎町字峯岸148-2

大船渡市末崎町字峯岸148-4

大船渡市末崎町字峯岸149-1

大船渡市末崎町字峯岸149-4

大船渡市末崎町字峯岸149-5

大船渡市末崎町字峯岸149-6

大船渡市末崎町字峯岸149-7

大船渡市末崎町字峯岸149-9

大船渡市末崎町字峯岸149-10

大船渡市末崎町字峯岸149-13

大船渡市末崎町字峯岸151-11

大船渡市末崎町字峯岸167

大船渡市末崎町字内田83-1

大船渡市末崎町字内田86-2

大船渡市末崎町字内田88-1

大船渡市末崎町字内田88-4

大船渡市末崎町字内田88-5

大船渡市末崎町字内田89

大船渡市末崎町字内田90-1

大船渡市末崎町字内田90-3

大船渡市末崎町字内田91

大船渡市末崎町字内田92

大船渡市末崎町字内田93-1

大船渡市末崎町字内田93-3

大船渡市末崎町字内田93-5

大船渡市

沿岸広域地域
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圏域名 市町村 指定区域

大船渡市末崎町字内田93-6

大船渡市末崎町字内田93-7

大船渡市末崎町字内田94-1

大船渡市末崎町字内田94-3

大船渡市末崎町字内田95-1

大船渡市末崎町字内田95-2

大船渡市末崎町字内田95-3

大船渡市末崎町字内田96

大船渡市末崎町字内田97-2

大船渡市末崎町字内田121-2

大船渡市末崎町字内田121-5

大船渡市末崎町字内田121-7

大船渡市末崎町字内田121-9

大船渡市末崎町字内田121-11

大船渡市末崎町字内田121-12

大船渡市末崎町字内田121-18

大船渡市末崎町字内田121-21

大船渡市末崎町字内田121-27

大船渡市末崎町字内田121-28

大船渡市末崎町字内田121-29

大船渡市末崎町字内田121-30

大船渡市末崎町字内田121-31

大船渡市末崎町字内田121-34

大船渡市末崎町字細浦43-4

大船渡市末崎町字細浦43-5

大船渡市末崎町字細浦46-1

大船渡市末崎町字細浦46-4

大船渡市末崎町字細浦46-6

大船渡市末崎町字細浦47-1

大船渡市末崎町字細浦49-2

大船渡市末崎町字細浦50-1

大船渡市末崎町字細浦51-1

大船渡市末崎町字細浦52-1

大船渡市末崎町字細浦53-1

大船渡市末崎町字細浦54-1

大船渡市末崎町字細浦55-1

大船渡市末崎町字細浦56-1

大船渡市末崎町字細浦57-1

大船渡市末崎町字細浦58

大船渡市末崎町字細浦59-1

大船渡市末崎町字細浦59-2

大船渡市末崎町字細浦66-1

大船渡市末崎町字細浦66-4

大船渡市末崎町字細浦67-1

大船渡市末崎町字細浦68-1

大船渡市末崎町字細浦69-3

大船渡市末崎町字細浦69-5

大船渡市末崎町字細浦70-3

大船渡市末崎町字細浦70-4

大船渡市末崎町字細浦71-1

大船渡市末崎町字細浦72-1

大船渡市

沿岸広域地域
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圏域名 市町村 指定区域

大船渡市末崎町字細浦73-1

大船渡市末崎町字細浦74-1

大船渡市末崎町字細浦76

大船渡市末崎町字細浦77-1

大船渡市末崎町字細浦138-1

大船渡市末崎町字細浦138-4

大船渡市末崎町字細浦138-7

大船渡市末崎町字細浦138-8

大船渡市末崎町字細浦138-11

大船渡市末崎町字細浦138-12

大船渡市末崎町字細浦139-1

大船渡市末崎町字細浦139-2

大船渡市末崎町字細浦140-1

大船渡市末崎町字細浦140-2

大船渡市末崎町字細浦141-1

大船渡市末崎町字細浦143-1

大船渡市末崎町字細浦143-4

大船渡市末崎町字細浦144-1

大船渡市末崎町字細浦145-1

大船渡市末崎町字細浦147-1

大船渡市末崎町字細浦148-1

大船渡市末崎町字細浦159-1

大船渡市末崎町字細浦159-9

大船渡市末崎町字細浦159-21

大船渡市末崎町字細浦159-22
陸前高田市竹駒町字滝の里

陸前高田市横田町字三日市

陸前高田市横田町字友沼

陸前高田市気仙町字二日市

陸前高田市気仙町字田の浜

陸前高田市気仙町字奈々切

陸前高田市気仙町字三本松

陸前高田市気仙町字中堰

陸前高田市気仙町字中瀬

陸前高田市気仙町字町

陸前高田市気仙町字町裏

陸前高田市気仙町字的場

陸前高田市気仙町字土手影

陸前高田市気仙町字木場

陸前高田市高田町字馬場前

陸前高田市高田町字並杉

陸前高田市高田町字館の沖

陸前高田市高田町字古川

陸前高田市高田町字荒町

陸前高田市高田町字森の前

陸前高田市高田町字大石沖

陸前高田市高田町字大町

陸前高田市高田町字中川原

陸前高田市高田町字長砂

陸前高田市高田町字馬場

陸前高田市高田町字本丸

大船渡市

沿岸広域地域

陸前高田市
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圏域名 市町村 指定区域
陸前高田市高田町字本宿

陸前高田市高田町字裏田

陸前高田市小友町字小友浦

釜石市鵜住居町第３地割

釜石市鵜住居町第７地割

釜石市鵜住居町第８地割

釜石市鵜住居町第10地割

釜石市片岸町第３地割

釜石市片岸町第４地割

釜石市片岸町第５地割

釜石市片岸町第６地割

釜石市片岸町第７地割

釜石市片岸町第８地割

釜石市新浜町

釜石市東前町

釜石市浜町１丁目

釜石市浜町２丁目

釜石市魚河岸

釜石市只越町１丁目

釜石市港町

釜石市大平町３丁目

釜石市大平町４丁目

釜石市嬉石町２丁目

釜石市嬉石町３丁目

釜石市松原町３丁目

釜石市鈴子町

釜石市岩井町

釜石市上中島町２丁目

釜石市上中島町３丁目

釜石市上中島町４丁目

釜石市新町

釜石市大字平田第３地割

釜石市甲子町第９地割

釜石市甲子町第10地割

気仙郡住田町世田米字鉢ヶ森

気仙郡住田町世田米字川向

上閉伊郡大槌町大槌第10地割

上閉伊郡大槌町大槌第12地割

上閉伊郡大槌町安渡

上閉伊郡大槌町赤浜一丁目

上閉伊郡大槌町赤浜二丁目

上閉伊郡大槌町港町

上閉伊郡大槌町新港町

上閉伊郡大槌町大槌第21地割

上閉伊郡大槌町小鎚第19地割

上閉伊郡大槌町小鎚第22地割

上閉伊郡大槌町小鎚第23地割

上閉伊郡大槌町新町

上閉伊郡大槌町大町

上閉伊郡大槌町栄町

上閉伊郡大槌町吉里吉里一丁目

上閉伊郡大槌町

沿岸広域地域

釜石市

気仙郡住田町

陸前高田市
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圏域名 市町村 指定区域
上閉伊郡大槌町吉里吉里三丁目

上閉伊郡大槌町吉里吉里第30地割

上閉伊郡大槌町須賀町
下閉伊郡山田町石峠第２地割

下閉伊郡山田町石峠第３地割

下閉伊郡山田町豊間根第２地割

下閉伊郡山田町豊間根第３地割

下閉伊郡山田町豊間根第７地割

下閉伊郡山田町豊間根第９地割

下閉伊郡山田町豊間根第10地割

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-6

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-10

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-12

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-14

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-16

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-18

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-20

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-23

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-25

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-29

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-31

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-37

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-39

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-41

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-45

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-46

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-47

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-53

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-54

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-55

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-56

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-58

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-59

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-60

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-61

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-62

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-63

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-64

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-65

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-66

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-67

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-68

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-69

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-70

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-71

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-72

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-73

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-74

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-76

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-77

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-79

上閉伊郡大槌町

下閉伊郡山田町

沿岸広域地域
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圏域名 市町村 指定区域

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-80

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-87

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-88

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-161

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-172

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-175

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-182

下閉伊郡山田町織笠第11地割1-183

下閉伊郡山田町織笠第11地割2

下閉伊郡山田町織笠第11地割2-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割2-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割2-3

下閉伊郡山田町織笠第11地割2-4

下閉伊郡山田町織笠第11地割2-5

下閉伊郡山田町織笠第11地割2-6

下閉伊郡山田町織笠第11地割3-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割3-3

下閉伊郡山田町織笠第11地割3-4

下閉伊郡山田町織笠第11地割3-5

下閉伊郡山田町織笠第11地割3-6

下閉伊郡山田町織笠第11地割4-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割4-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割5-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割5-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割5-3

下閉伊郡山田町織笠第11地割6-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割7

下閉伊郡山田町織笠第11地割8

下閉伊郡山田町織笠第11地割9-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割9-3

下閉伊郡山田町織笠第11地割9-12

下閉伊郡山田町織笠第11地割9-14

下閉伊郡山田町織笠第11地割9-25

下閉伊郡山田町織笠第11地割9-28

下閉伊郡山田町織笠第11地割9-37

下閉伊郡山田町織笠第11地割19

下閉伊郡山田町織笠第11地割20

下閉伊郡山田町織笠第11地割21-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割21-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割21-3

下閉伊郡山田町織笠第11地割21-10

下閉伊郡山田町織笠第11地割21-11

下閉伊郡山田町織笠第11地割21-8

下閉伊郡山田町織笠第11地割21-9

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-3

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-4

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-5

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-7

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-8

下閉伊郡山田町

沿岸広域地域

48



圏域名 市町村 指定区域

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-9

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-10

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-11

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-12

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-15

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-16

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-17

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-18

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-21

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-23

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-27

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-28

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-29

下閉伊郡山田町織笠第11地割22-30

下閉伊郡山田町織笠第11地割33-7

下閉伊郡山田町織笠第11地割34-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割34-4

下閉伊郡山田町織笠第11地割34-5

下閉伊郡山田町織笠第11地割34-6

下閉伊郡山田町織笠第11地割34-8

下閉伊郡山田町織笠第11地割34-9

下閉伊郡山田町織笠第11地割34-11

下閉伊郡山田町織笠第11地割35-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割35-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割36-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割36-5

下閉伊郡山田町織笠第11地割37-7

下閉伊郡山田町織笠第11地割37-14

下閉伊郡山田町織笠第11地割37-15

下閉伊郡山田町織笠第11地割37-16

下閉伊郡山田町織笠第11地割99-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割99-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割99-3

下閉伊郡山田町織笠第11地割99-4

下閉伊郡山田町織笠第11地割99-5

下閉伊郡山田町織笠第11地割99-6

下閉伊郡山田町織笠第11地割99-8

下閉伊郡山田町織笠第11地割99-9

下閉伊郡山田町織笠第11地割99-10

下閉伊郡山田町織笠第11地割99-11

下閉伊郡山田町織笠第11地割99-12

下閉伊郡山田町織笠第11地割102

下閉伊郡山田町織笠第11地割102-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割107-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割107-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割107-3

下閉伊郡山田町織笠第11地割107-4

下閉伊郡山田町織笠第11地割108

下閉伊郡山田町織笠第11地割108-2

下閉伊郡山田町織笠第11地割111-1

下閉伊郡山田町織笠第11地割111-22

下閉伊郡山田町

沿岸広域地域
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圏域名 市町村 指定区域
下閉伊郡岩泉町小本字長内

下閉伊郡岩泉町小本字内の沢

下閉伊郡岩泉町中島字長内

下閉伊郡田野畑村松前沢

下閉伊郡田野畑村沼袋

下閉伊郡田野畑村奥地向

下閉伊郡田野畑村浜岩泉

久慈市川崎町第1地割

久慈市川崎町第2地割

久慈市川崎町第3地割

久慈市川崎町第4地割
久慈市荒町一丁目

久慈市荒町二丁目

久慈市八日町一丁目

久慈市八日町二丁目

久慈市十八日町

久慈市二十八日町

久慈市中の橋一丁目

久慈市中町一丁目

久慈市中町二丁目

久慈市中央

久慈市本町

久慈市柏崎一丁目

久慈市新中の橋

久慈市寺里第28地割

久慈市小久慈町第27地割

久慈市小久慈町第61地割

久慈市小久慈町第62地割

久慈市小久慈町第63地割

久慈市夏井町閉伊口第8地割

久慈市長内町第27地割

久慈市長内町第28地割

久慈市長内町第29地割

久慈市長内町第30地割

久慈市長内町第31地割

久慈市長内町第32地割

久慈市長内町第33地割

久慈市長内町第34地割

久慈市長内町第35地割

久慈市長内町第36地割

久慈市長内町第37地割

久慈市長内町第40地割

久慈市長内町第42地割

二戸市下斗米字上野平

二戸市浄法寺町明神沢

二戸市堀野字大畑
九戸郡軽米町 九戸郡軽米町大字軽米第16地割

九戸郡野田村大字野田第20地割106番地

九戸郡野田村大字野田第17地割113番地
九戸郡野田村大字野田第10地割

九戸郡野田村大字野田第21地割

沿岸広域地域

下閉伊郡田野畑村

下閉伊郡岩泉町

県北広域地域 久慈市

二戸市

九戸郡野田村
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圏域名 市町村 指定区域
九戸郡野田村大字野田第22地割

九戸郡野田村大字野田第36地割

九戸郡野田村大字玉川第5地割

九戸郡九戸村大字江刺家第20地割

九戸郡九戸村大字山屋第3地割

九戸郡洋野町種市第39地割

九戸郡洋野町種市第73地割

九戸郡洋野町有家第9地割

九戸郡洋野町小子内第6地割

九戸郡洋野町水沢第6地割

九戸郡洋野町大野第57地割

二戸郡一戸町岩舘字田中

二戸郡一戸町鳥越字悪戸平

二戸郡一戸町一戸字上野

二戸郡一戸町小鳥谷字野里

県北広域地域

九戸郡野田村

九戸郡九戸村

九戸郡洋野町

二戸郡一戸町
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