
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
28、集積区域Aの35、集積区域Aの38、集積区域A
の48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、蛭沢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21-2、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 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、板ノ上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（ただし寺山172、西道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（ただし陣ヶ崎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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農10 南相馬市 原町区 南相馬市原町区江井 全域（ただし南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（ただし一里段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。」

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。」

集積区域Ｃ（漁業等）　平成２５年１１月２９日認定
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