
箇所番号 ランク 地区名 箇所名 所在地 備　　考

Ⅰ-自-1099 1 入谷 岩沢 南三陸町入谷字岩沢

Ⅰ-自-1100 1 志津川 城場 南三陸町志津川字上の山

Ⅰ-自-1101 1 志津川 大森 南三陸町志津川字大森

Ⅰ-自-1102 1 志津川 天王山 南三陸町志津川字天王山

Ⅰ-自-1103 1 志津川 細浦 南三陸町志津川字細浦

Ⅰ-自-1104 1 戸倉 折立 南三陸町戸倉字折立

Ⅰ-自-1105 1 戸倉 藤浜 南三陸町戸倉字藤浜

Ⅰ-自-1106 1 戸倉 水戸辺 南三陸町戸倉字水戸辺

Ⅰ-自-1107 1 志津川 弁天の1 南三陸町志津川字黒崎

Ⅰ-自-1108 1 志津川 弁天の2 南三陸町志津川字黒崎

Ⅰ-自-1143 1 歌津 町向 南三陸町歌津字町向

Ⅰ-自-1144 1 歌津 伊里前 南三陸町歌津字伊里前

Ⅰ-自-1145 1 歌津 伊里前の2 南三陸町歌津字伊里前

Ⅰ-自-1146 1 歌津 伊里前の3 南三陸町歌津字伊里前

Ⅰ-自-1687 1 志津川 大森の2 南三陸町志津川字大森

Ⅰ-自-1688 1 志津川 天王前 南三陸町志津川字天王前

Ⅰ-自-1689 1 志津川 五日町 南三陸町志津川字五日町

Ⅰ-自-1690 1 志津川 信倉 南三陸町志津川字信倉

Ⅰ-自-1691 1 戸倉 水戸辺の2 南三陸町戸倉字水戸辺

Ⅰ-人-0196 1 志津川 八幡 南三陸町志津川字八幡

Ⅰ-人-0390 1 志津川 五日町 南三陸町志津川字五日町

Ⅰ-人-0534 1 志津川 廻館の2 南三陸町志津川字廻館

Ⅱ-自-2323 2 志津川 清水の1 南三陸町志津川字清水

Ⅱ-自-2324 2 志津川 清水の5 南三陸町志津川字清水

Ⅱ-自-2325 2 志津川 清水の2 南三陸町志津川字清水

Ⅱ-自-2326 2 志津川 清水の3 南三陸町志津川字清水

Ⅱ-自-2327 2 志津川 清水の4 南三陸町志津川字清水

Ⅱ-自-2328 2 志津川 松井田の1 南三陸町志津川字松井田

Ⅱ-自-2329 2 志津川 松井田の2 南三陸町志津川字松井田

Ⅱ-自-2330 2 志津川 小森 南三陸町志津川字小森

Ⅱ-自-2331 2 入谷 舟川原 南三陸町入谷字舟川原

Ⅱ-自-2332 2 入谷 大船沢の1 南三陸町入谷字大船沢

Ⅱ-自-2333 2 入谷 大船沢の2 南三陸町入谷字大船沢

Ⅱ-自-2334 2 入谷 大船沢の3 南三陸町入谷大船沢

Ⅱ-自-2335 2 入谷 入大船沢の1 南三陸町入谷字入大船沢

Ⅱ-自-2336 2 入谷 入大船沢の2 南三陸町入谷字入大船沢

Ⅱ-自-2337 2 入谷 入大船沢の3 南三陸町入谷字入大船沢

Ⅱ-自-2338 2 志津川 下保呂毛の1 南三陸町志津川字下保呂毛

Ⅱ-自-2339 2 志津川 下保呂毛の2 南三陸町志津川字下保呂毛

Ⅱ-自-2340 2 志津川 下保呂毛の3 南三陸町志津川字下保呂毛

Ⅱ-自-2341 2 志津川 上保呂毛の1 南三陸町志津川字上保呂毛

Ⅱ-自-2342 2 志津川 上保呂毛の2 南三陸町志津川字上保呂毛

Ⅱ-自-2343 2 志津川 林 南三陸町志津川字林

Ⅱ-自-2344 2 戸倉 折立の2 南三陸町戸倉字折立

Ⅱ-自-2345 2 戸倉 折立の3 南三陸町戸倉字折立

Ⅱ-自-2346 2 戸倉 折立の4 南三陸町戸倉字折立

Ⅱ-自-2347 2 戸倉 折立の5 南三陸町戸倉字折立

Ⅱ-自-2348 2 戸倉 西戸の1 南三陸町戸倉字西戸

Ⅱ-自-2349 2 戸倉 西戸の3 南三陸町戸倉字西戸

Ⅱ-自-2350 2 戸倉 西戸の4 南三陸町戸倉字西戸

Ⅱ-自-2351 2 戸倉 街道方 南三陸町戸倉字街道方

Ⅱ-自-2352 2 戸倉 水戸辺の3 南三陸町戸倉字水戸辺

Ⅱ-自-2353 2 戸倉 水戸辺の4 南三陸町戸倉字水戸辺

Ⅱ-自-2354 2 戸倉 水戸辺の5 南三陸町戸倉字水戸辺

Ⅱ-自-2355 2 戸倉 在郷の1 南三陸町戸倉字在郷

Ⅱ-自-2356 2 戸倉 波伝谷 南三陸町戸倉字坂本
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Ⅱ-自-2357 2 戸倉 滝浜の1 南三陸町戸倉字滝浜

Ⅱ-自-2358 2 戸倉 滝浜の2 南三陸町戸倉字滝浜

Ⅱ-自-2359 2 戸倉 藤浜 南三陸町戸倉字藤浜

Ⅱ-自-2360 2 戸倉 長清水の1 南三陸町戸倉字長清水

Ⅱ-自-2361 2 戸倉 長清水の2 南三陸町戸倉字長清水

Ⅱ-自-2362 2 戸倉 長清水の3 南三陸町戸倉字長清水

Ⅱ-自-2419 2 歌津 田の浦 南三陸町歌津字田の浦

Ⅱ-自-2420 2 歌津 上の山 南三陸町歌津字上の山

Ⅱ-自-2421 2 歌津 石泉 南三陸町歌津字石泉

Ⅱ-自-2422 2 歌津 樋の口の1 南三陸町歌津字樋の口

Ⅱ-自-2423 2 歌津 樋の口の2 南三陸町歌津字樋の口

Ⅱ-自-2424 2 歌津 払川 南三陸町歌津字払川

Ⅱ-自-2425 2 歌津 上沢 南三陸町歌津字上沢

Ⅱ-自-2426 2 歌津 中在 南三陸町歌津字中在

Ⅱ-自-2427 2 歌津 寄木の1 南三陸町歌津字寄木

Ⅱ-自-2428 2 歌津 寄木の2 南三陸町歌津字寄木

Ⅱ-自-2429 2 歌津 寄木の3 南三陸町歌津字寄木

Ⅱ-自-2430 2 歌津 皿貝 南三陸町歌津字皿貝

Ⅱ-人-0141 2 志津川 天王前 南三陸町志津川字天王前

Ⅱ-人-0142 2 志津川 廻館の1 南三陸町志津川字廻館

Ⅲ-自-0541 3 志津川 小森 南三陸町志津川字小森

Ⅲ-自-0542 3 志津川 熊田の1 南三陸町志津川字熊田

Ⅲ-自-0543 3 志津川 熊田の2 南三陸町志津川字熊田

Ⅲ-自-0544 3 志津川 御前下の1 南三陸町志津川字御前下

Ⅲ-自-0545 3 志津川 御前下の2 南三陸町志津川字御前下

Ⅲ-自-0546 3 志津川 下保呂毛 南三陸町志津川字下保呂毛

Ⅲ-自-0547 3 志津川 上保呂毛 南三陸町志津川字上保呂毛

Ⅲ-自-0548 3 志津川 竹川原 南三陸町志津川字竹川原

Ⅲ-自-0549 3 志津川 大久保 南三陸町志津川字大久保

Ⅲ-自-0550 3 志津川 袖浜 南三陸町志津川字袖浜

ランク1　　人家5戸以上等の箇所

ランク2　　人家1～4戸までの箇所場所

ランク3　　人家0戸の箇所


