
復興産業集積区域一覧（南相馬市）

番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番

農１ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区南屋形 全域（ただし前畑７、１３、北原３２を除く）

農１ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区北海老
全域（ただし松坂８５、大森４３，４４、北畑１０、鳥喰
１６、山田５、８を除く）

農１ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区南海老 全域（ただし北原１６５－１を除く）

農１ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区北屋形 全域（ただし勘判２３０を除く）

農１ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区南柚木
全域（ただし岩穴前９７、玉木道上５４、仲坂２１１、前浅
田９４、集積区域Aの７を除く）

農１ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区永田
全域（ただし永田３５２、３５３、集積区域Aの４５を除
く）

農１ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区永渡 全域（ただし西永渡８２、集積区域Aの３１を除く）

農２ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区上栃窪 全域（ただし巳ノ下６２、山崎３１１を除く）

農２ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区栃窪 全域（ただし小塚６４、瀬ノ沢６８、岩花５６を除く）

農２ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区御山 全域（ただし御山下９、、願阿弥田２１２を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区角川原
全域（ただし西川原５８-１、前川原６９-１、北原１９７-
１、林９６を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区横手

全域（ただし神明原３０、西原田２７９、広谷地１７４-
２、及び都市計画法による第1種居住地域、第２種住居地
域、第１種中高層住居専用地域、準住居地域、近隣商業地
域、商業地域、準工業地域を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区山下 全域（ただし中ノ内２７３、２８４、本風呂５６を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区浮田
全域（ただし太田切３４０、椴木沢３７２、羽龍１００-
２、上浮田１９，９２、一町田６７，８１を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区岡和田 全域（ただし台畑乙１０６を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区牛河内
全域（ただし与手五郎内２８８、２９０、山崎４６、７０、
７６を除く）

農3 南相馬市
鹿島区

南相馬市鹿島区小山田
全域（ただし穏町３５１、柿ノ内５９０-１、戸ノ内７５を
除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区小池
全域（ただし原畑１３、５０６、５９０、７２６、７３０、
７３６、７５９、小草６-１、８６、長沼２１２-２、集積区
域Ａの１１、集積区域Ａの３０を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区寺内
全域（ただし前田９６、三里１-２、１-２４、塚合８９、
１００、権現沢９８、１２２、１６０、鷹巣１５９-８、
落合２８、狐畑１４-３、迎田２２-１、古川１６を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区江垂 全域（ただし中舘１７２を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区塩崎
全域（ただし蛇沼３１、大月平１３１、坂下前６２、西ノ入
４４を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区川子 全域（ただし深沢１３１、森山４０を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区大内 全域（ただし松下６６、松迫７３を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区烏崎 全域（ただし宮田３７を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区小島田
全域（ただし雲内４６、古川１３０、原畑３、集積区域Ａの
３２を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区鹿島

全域（ただし、北田８１、１６１、下川原３５、瀬戸畑
６６、及び都市計画法による第１種住居地域、第２種住居地
域、第１種中高層住居専用地域、準住居地域、近隣商業地
域、商業地域、準工業地域を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区北右田 全域（ただし南高屋釜１０８、薬師堂４４，６２を除く）

農3 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区南右田 全域（ただし榎内６９、１４６-１、谷地７７を除く）

農４ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区橲原 全域（ただし竹ノ花１６９、集積区域Ａの３９を除く）

農５ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区深野
全域（ただし塩塚３２４、搗屋１６４、南信田３１４、宮平
２２８、集積区域Ａの４、集積区域Ａの３６、集積区域Ａの
５７、集積区域Ａの５８を除く）

農５ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区長野 全域（ただし南原４１、集積区域Ａの２９を除く）

農５ 南相馬市
原町区

南相馬市原町区北長野
全域（ただし北原田６５、２６９-２、２８８、３０６、
南原田３７４、集積区域Ａの４８を除く）

農５ 南相馬市
原町区

南相馬市原町区北新田
全域（ただし一の坪１２０、西内１９５、東畑３０８、集積
区域Ａの４６を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区大谷 全域（ただし砂利６２を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区大原
全域（ただし舘沼１７４、中清水８６、町北４４、宮下
３１、を除く）

集積区域Ｂ（農業、林業等）　平成２５年１１月２９日認定
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区信田沢

全域（ただし欅１６３-１、内城２４６、熊野内１９３、欅
１９３、関ノ内１７８、集積区域Ａの１、集積区域Ａの２
８、集積区域Ａの３５、集積区域Ａの３８、集積区域Ａの４
８を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区上北高平
全域（ただし東高松３０、３７-１、１４７、高松１６９、
３８７、北沢５７７、西谷地５０９、曲田６４４、集積区域
Ａの４、集積区域Ａの４７、集積区域Ａの４９を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区上高平 全域（ただし西殿前３４３、柳町２９１を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区下高平
全域（ただし川原３７８、堂後１４５、１６１-１、内川原
３７１、如来堂１０６-２、寺前１５４-５、１５５-１を除
く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区下北高平
全域（ただし堂下２４１-１、古舘２２、２７８、北山
１８２-２、２０８、杉内９１を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区泉 全域（ただし前川原１６、町池５３を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区北泉 全域（ただし地蔵堂４８２、大磯１４２を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区金沢
全域（ただし大船廹５４、荒治郎２６２-１、集積区域Ａ
の２０を除く）

農６ 南相馬市
原町区

南相馬市原町区上渋佐
全域（ただし原田２３８、原畑１８２、１９３、集積区域Ａ
の５５を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区下渋佐 全域（ただし湊２９７を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区萱浜
全域（ただし愛原１４４、原畑２６８、巣掛場４５-１、
４５-７６、４５-１１２、集積区域Ａの２、集積区域Ａの
５５を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区北原

全域（ただし本屋敷１８６、１８８、境堀２４１、２４４-
１、２５０、２５５、２５６、２６０、２６１、沢目２９６
-２、前谷地２５２、２５６、前山１７０、１９０、東原
３２６、集積区域Ａの３、集積区域Ａの１０、集積区域Ａの
１６、集積区域Ａの１７、集積区域Ａの  ２２、集積区域Ａ
の２５、集積区域Ａの５１を除く）

農６ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区雫
全域（ただし京塚沢２７５、蛯沢３５１-１、上江２００-
１、集積区域Ａの３、集積区域Ａの４３、集積区域Ａの
５２を除く）

農７ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区高倉 全域（ただし北屋敷１１０、前畑１０１を除く）

農８ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区石神
全域（ただし中山１０６、南渕内２-２、北畑４７-１、坂下
２９を除く）

農９ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区馬場
全域（ただし赤柴１１４、川原田１９３、下中内２５２-
１、原５８、１２７を除く）

農９ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区大木戸
全域（ただし西原１、金場７７、大切橋２６７、大鹿
２８７、松島３０４-２６、３１８-９、３１８-１４、南東
方  １４８、集積区域Ａの９、集積区域Ａの２７を除く）

農９ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区牛越 全域（ただし糀屋１、辻内２１0-２、下川原６０を除く）

農９ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区押釜 全域（ただし原２２３、２２６、集積区域Ａの２４を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区小木廹 全域（ただし光明迫３５２、薄畑１５７を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区鶴谷 全域（ただし台畑１９１を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区高
全域（ただし大豆柄内４６、２３１、坂ノ上８８、弥勒堂
１１２-１、集積区域Ａの５９を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区益田
全域（ただし仲山１３９、寺の前１６４、塩釜２５、２６、
６１-１，２３６を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区下太田
全域（ただし川内前８、１２-２、高田３９８、集積区域Ａ
の３、集積区域Ａの１５、集積区域Ａの５０、集積区域Ａの
５３を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区牛来
全域（ただし出口１９４、大沢３７、久保２４９、出口
１７９、集積区域Ａの５、集積区域Ａの２１、集積区域Ａの
５６を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区中太田
全域（ただし天狗田９４-４、９６-１、洞３５、与太郎内
２２０を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区矢川原 全域（ただし寺内１７２、西道廹１２１を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区上太田
全域（ただし陣ｹ崎６１２、北中平３５８-１、前田
１５０、集積区域Ａの８を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区大甕
全域（ただし鶴巻８、坂下９１-２、鶴蒔２８９、梨木下
１６４、十日廹２６、集積区域Ａの３、集積区域Ａの４２
を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区小浜
全域（ただし丸山２７６、大廹２４６、集積区域Ａの２３、
集積区域Ａの４２、集積区域Ａの４３を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区米々沢 全域
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区江井 全域（ただし南廹１９２、２００-１を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区下江井 全域（ただし小谷津２４０を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区堤谷 全域（ただし神ノ前１８３を除く）

農１０ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区小沢 全域（ただし下戸屋廹４７３を除く）

農１１ 南相馬市 原町区 南相馬市原町区片倉 全域（ただし畦原４-１、片倉１２６を除く）

農１２ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区上根沢 全域（ただし集積区域Ａの３３を除く）

農１２ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区北鳩原 全域（ただし柿木下５７を除く）

農１２ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区大田和 全域（ただし広畑３７４を除く）

農１２ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区小屋木 全域（ただし市阿弥５６を除く）

農１２ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区大富
全域（ただし犬塚１０４、１１５-２、不動沢１４０を除
く）

農１２ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区金谷 全域（ただし若林１８４を除く）

農１２ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区飯崎
全域（ただし南原４０、西原１２９-３、北久保１０３、
１０４-１、北原６１-１、７２を除く）

農１２ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区南鳩原 全域（ただし東迫９１、西畑７６-１を除く）

農１２ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区川房 全域

農１２ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区小谷 全域（ただし山大道２１４を除く）

農１２ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区羽倉 全域（ただし川久保９７を除く）

農１３ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区塚原 全域（ただし諏訪原１２５-１、諏訪前９６を除く）

農１３ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区大井
全域（ただし深町１８，２１、宮前１４６-１、高野迫
１２４、集積区域Ａの６を除く）

農１３ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区岡田
全域（ただし山田３８８、４２４、養子坊１６、集積区域Ａ
の３４を除く）

農１３ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区吉名
全域（ただし宮迫４８、宮迫台１４、東飯渕９３、中坪１、
玉ノ木平７８、岩屋堂６２、１０６、１７５-３を除く）

農１３ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区小高
全域（ただし金谷前８１、８４、東広畑１０、堂前８５を除
く）

農１３ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区片草 全域（ただし秩父山７、２４、南原４５-４を除く）

農１３ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区藤木 全域（ただし１-３０を除く）

農１３ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区南小高 全域（ただし手綱落１７を除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区井田川 全域

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区浦尻 全域（ただし林崎９２を除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区下浦 全域（ただし雫ヶ迫５２、集積区域Ａの５４を除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区角部内
全域（ただし雁北１５、南台２６２、入羽和形３７、集積区
域Ａの４４を除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区行津 全域（ただし集積区域Ａの５４を除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区女場
全域（ただし山神前１２２、神明１９、明地２３０-１、
集積区域Ａの１２を除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区耳谷
全域（ただし蒲迫５-１、山沢２３４-１、西ノ内１２６、
畑中２２２を除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区上浦
全域（ただし芦ヶ迫４７４、延命迫１６８，４６５、宮田
１５９、中村迫６９８を除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区神山 全域（ただし長畑１４９、馬場前２２０を除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区水谷 全域（ただし武州７６を除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区泉沢 全域（ただし一理段２８、集積区域Ａの１３を除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区村上
全域（ただし舘内３９-１、前谷地４８１、仲川原７４-１を
除く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区福岡
全域（ただし根柄１２０、山田２５、集積区域Ａの１４を除
く）

農１４ 南相馬市 小高区 南相馬市小高区蛯沢
全域（ただし後迫６４-１、藤谷２３１-１、藤沼２１-１、
５０-１を除く）

「なお、集積区域Ｂについては国有林を除く。」
集積区域Ｃ（漁業等）　平成２５年１１月２９日認定
水１ 南相馬市 鹿島区 南相馬市鹿島区烏崎字牛島 全域

「なお、集積区域Ｃについては国有林を除く。」

- 3 -


