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東日本大震災に係る被災者生活再建支援金の支給手続の迅速化等について 

 

 平成２３年３月３１日付事務連絡により、東日本大震災に係る住家被害認定の迅速

化のための調査方法についてお示ししましたが、被災者生活再建支援金の支給手続の

一層の迅速化について、下記のとおりお知らせいたします。 

 つきましては、貴県内の市町村にもお知らせいただき、被災者生活再建支援金の支

給手続の迅速化が図られますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１．長期避難世帯等の取扱いについて 

  沿岸部で大津波により地域・集落全体が壊滅的な被害を受け、社会的インフラが

失われたような地域については、被災者生活再建支援法の「長期避難世帯」に該当

しますが、その取扱いについて、別紙１のとおりまとめましたので、長期避難世帯

の認定に当たっては、必要に応じてご活用下さい。 

なお、別紙１は、本事務連絡の発出以前に貴県において行われた被害認定を無効

とするものではありません。また、長期避難世帯として取り扱う区域においても、

同区域内に存する住家について必要な調査を行った上で、住家被害認定として全壊

の判定をすることは可能です。 

 

２．手続の迅速化のための体制の強化について 

  被災者が一日も早く被災者生活再建支援金の支給を受けられるようにするため

には、市町村のみならず、各県の積極的な協力が不可欠であります。その趣旨を十

分お汲み取りいただき、市町村の業務の進捗状況を適宜把握していただくとともに、

以下のように体制の強化に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

（１）過去に被災した経験のある市町村等の職員の派遣要請、県・市町村の合同審査

方式の導入 

  住家被害認定については、膨大な件数を処理する必要があることから、過去に被
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災した経験のある市町村等において住家被害認定業務に携わった職員の派遣を要

請するほか、被災者生活再建支援金の支給について、貴県の関係部局の職員を派遣

し市町村と合同で審査を行うなど、今回被災した市町村が円滑に支援金の支給を行

えるような体制の構築に努めていただきますようお願いいたします。なお、ご相談

がありましたら、内閣府担当者までお問い合わせ下さい。 

 

（２）避難所における集中処理期間の導入 

  多数の避難者が集まる避難所については、県・市町村の職員が各避難所を巡回し、

集中処理期間を設けて手続を行うことにより、申請者の利便性向上を図るとともに、

多くの件数を処理していただきますようお願いいたします。 

 

（３）総合窓口の設置 

り災証明書の発行及び被災者生活再建支援金の申請については、両手続をワンス

トップで行える総合窓口を設置するなど、可能な限り、被災者の利便性に配慮した

体制を整えていただきますようお願いいたします。 

 

３．住家被害認定迅速化のための調査方法の一部改定等について 

  平成２３年３月３１日付事務連絡でお示しした「平成２３年東北地方太平洋沖地

震に係る住家被害認定の調査方法」について、このたび、別紙２のとおり、衛星写

真を用いた簡便な調査方法を追加しました。 

  また、㈱日立製作所及び㈱日立ソリューションズから、沿岸部の衛星写真に住宅

地図を組み合わせた画像の無償提供がありましたので、貴県及び以下の市町村への

配布用として送付いたします。 

  【対象市町村】 

  岩手県：洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、

大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市 

  宮城県：気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、美里町、東松島市、大郷町、松

島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市（宮城野区、若林

区、太白区）、名取市、岩沼市、柴田町、亘理町、角田市、山元町 

  福島県：新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、

広野町、いわき市 

 

以上 

 

 問い合わせ先 

 内閣府政策統括官（防災担当）付 

 参事官（災害復旧・復興担当）付 

  新澤、福井、渡真利 

 TEL03-3501-5191/FAX03-3581-8933 



 

東日本大震災の津波被害区域における長期避難世帯等の取扱いについて 

 

 

１．津波浸水区域における長期避難世帯について 

 

東日本大震災による津波被害に関し、震災発生時に以下の区域内（町丁目・字単位）

に居住していた世帯については、被災者生活再建支援法（平成 10 年法律第 66 号）第

2条第 2項ハに規定する長期避難世帯として取り扱って差し支えないものとする。 

 なお、その場合は、被災者生活再建支援金の支給に関しては個別の世帯毎の調査は

不要となる。 

 

○ 津波による住宅浸水率が概ね 100％であることが航空写真又は衛星写真から確認

でき、かつ津波により電気、水道、ガスのライフラインの一部又は全部が失われた

ことにより、居住することが著しく困難な状態が長期にわたり継続することが見込

まれる区域（（参考）参照） 

 

なお、住宅浸水率が 100％に満たない場合であっても、津波により社会的インフラ

ストラクチャーが失われ居住することが著しく困難な状態が長期にわたり継続する

ことが見込まれる区域については、同様の取り扱いとすることも差支えない。 

また、それ以外の場合であっても、地震又は津波による被害に関し、個別の調査結

果に基づき長期避難世帯として認定することも可能である。 

 

２．津波被害による被害認定の特例について 

  

東日本大震災による住家被害を迅速に認定する方法については、事務連絡「平成 23

年東北地方太平洋沖地震に係る住家被害認定迅速化のための調査方法について」によ

り、通知しているところであるが、津波による住家被害については、この通知の内容

も踏まえ、以下の方法により被害認定を実施することも可能である。 

 

○ 津波浸水区域におけるサンプル調査（当該区域の四隅に立地する住宅の調査等）

により、津波により概ね１階天井まで浸水したことが一見して明らかな区域につい

ては、当該区域内の住宅全てを全壊と判定する。 
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住宅浸水率が概ね 100％である地域 

 

 

 以下の地域は、今回の災害にあたり、内閣府内に置かれたボランティアによる地図

作成チーム（ＥＭＴ）の協力を得て、㈱ＮＴＴ－ＭＥ及び㈱ＮＴＴネオメイトが作成

した住宅データ、国土地理院が作成した浸水範囲概況図をもとに、津波による住宅の

浸水率が概ね 100％であると考えられるものである。 

 長期避難世帯の認定は、地域の事情等を勘案して、県において行われるものである

ことから、以下の地域は、あくまでも参考として示すものであり、県の判断で追加・

修正を行うことは差支えないことを申し添える。 

 

【岩手県】 

 
宮古市磯鶏１丁目 

宮古市磯鶏沖 

宮古市磯鶏第４地割 

宮古市宮古第９地割 

宮古市金浜第６地割 

宮古市向町 

宮古市港町 

宮古市高浜２丁目 

宮古市高浜第８地割 

宮古市黒田町 

宮古市重茂第５地割 

宮古市新川町 

宮古市新町 

宮古市赤前第１２地割 

宮古市赤前第１地割 

宮古市赤前第６地割 

宮古市赤前第９地割 

宮古市大通１丁目 

宮古市大通２丁目 

宮古市大通３丁目 

宮古市築地２丁目 

宮古市津軽石第２地割 

宮古市津軽石第５地割 

宮古市津軽石第７地割 

宮古市津軽石第８地割 

宮古市田老字下摂待 

宮古市田老字向山 

宮古市田老字川向 

（参考） 



 

宮古市田老字野原 

宮古市藤原１丁目 

宮古市藤原２丁目 

宮古市南町 

宮古市白浜第１地割 

宮古市臨港通 

大船渡市三陸町越喜来字沖田 

大船渡市盛町字みどり町 

大船渡市盛町字砂土場 

大船渡市盛町字中道下 

大船渡市盛町字田中島 

大船渡市盛町字東町裏 

大船渡市盛町字二本枠 

大船渡市盛町字馬場 

大船渡市赤崎町字亀井田 

大船渡市赤崎町字生形 

大船渡市赤崎町字石橋前 

大船渡市赤崎町字普金 

大船渡市大船渡町字欠ノ下向 

大船渡市大船渡町字砂森 

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野々田 

大船渡市大船渡町字役料 

久慈市新井田 

久慈市新井田第４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３７地割 

久慈市長内町第３８地割 

久慈市長内町第４０地割 

久慈市長内町第４１地割 

久慈市湊町第１４地割 

久慈市湊町第１５地割 

久慈市湊町第１６地割 

久慈市湊町第１８地割 

久慈市湊町第２４地割 

陸前高田市気仙町字愛宕下 

陸前高田市気仙町字荒川 

陸前高田市気仙町字三本松 

陸前高田市気仙町字小渕 

陸前高田市気仙町字中堰 

陸前高田市気仙町字町 



 

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奈々切 

陸前高田市気仙町字内野 

陸前高田市気仙町字木場 

陸前高田市高田町 

陸前高田市高田町字下宿 

陸前高田市高田町字館の沖 

陸前高田市高田町字曲松 

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砂畑 

陸前高田市高田町字森の前 

陸前高田市高田町字川原 

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宿 

陸前高田市高田町字中川原 

陸前高田市高田町字中長砂 

陸前高田市高田町字馬場 

陸前高田市高田町字馬場前 

陸前高田市高田町字飯森場 

陸前高田市高田町字並杉 

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衣地下 

陸前高田市小友町字浦田 

陸前高田市小友町字下新田 

陸前高田市小友町字小谷地上 

陸前高田市小友町字小友浦 

陸前高田市小友町字新田前 

陸前高田市小友町字泉田 

陸前高田市小友町字茶立場 

陸前高田市小友町字猪森 

陸前高田市竹駒町 

陸前高田市竹駒町字十日市場 

陸前高田市米崎町字川崎 

陸前高田市米崎町字中田 

陸前高田市矢作町字中島 

釜石市鵜住居町第１１地割 

釜石市鵜住居町第１４地割 

釜石市鵜住居町第１５地割 

釜石市鵜住居町第１６地割 



 

釜石市鵜住居町第１７地割 

釜石市鵜住居町第１９地割 

釜石市鵜住居町第２２地割 

釜石市鵜住居町第２４地割 

釜石市鵜住居町第８地割 

釜石市嬉石町２丁目 

釜石市魚河岸 

釜石市港町１丁目 

釜石市松原町３丁目 

釜石市大字釜石第１４地割 

釜石市大町１丁目 

釜石市大町２丁目 

釜石市大渡町１丁目 

釜石市唐丹町 

釜石市箱崎町第８地割 

釜石市片岸町第１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 

上閉伊郡大槌町安渡１丁目 

上閉伊郡大槌町栄町 

上閉伊郡大槌町港町 

上閉伊郡大槌町小鎚第２５地割 

上閉伊郡大槌町小鎚第２６地割 

上閉伊郡大槌町小鎚第２７地割 

上閉伊郡大槌町新港町 

上閉伊郡大槌町新町 

上閉伊郡大槌町須賀町 

上閉伊郡大槌町大槌第１４地割 

上閉伊郡大槌町大槌第１６地割 

上閉伊郡大槌町大槌第２１地割 

上閉伊郡大槌町大槌第２２地割 

上閉伊郡大槌町大槌第２６地割 

下閉伊郡山田町山田第１０地割 

下閉伊郡山田町山田第１３地割 

下閉伊郡山田町山田第２地割 

下閉伊郡山田町山田第５地割 

下閉伊郡山田町織笠第１３地割 

下閉伊郡山田町織笠第１地割 

下閉伊郡山田町織笠第２地割 

下閉伊郡山田町織笠第３地割 

下閉伊郡山田町織笠第７地割 



 

下閉伊郡山田町川向町 

下閉伊郡山田町船越第１０地割 

下閉伊郡山田町船越第１２地割 

下閉伊郡山田町船越第８地割 

下閉伊郡山田町大沢第１２地割 

下閉伊郡山田町中央町 

下閉伊郡山田町長崎１丁目 

下閉伊郡岩泉町小本字家の向 

下閉伊郡岩泉町小本字須賀 

下閉伊郡岩泉町小本字鼻保 

下閉伊郡普代村第４地割字和野山 

九戸郡野田村大字野田 

九戸郡野田村大字野田第１６地割 

九戸郡野田村大字野田第１７地割 

九戸郡野田村大字野田第１９地割 

九戸郡野田村大字野田第２９地割 

 

【宮城県】 

 
仙台市宮城野区岡田字浦通一番 

仙台市宮城野区岡田字岡田前 

仙台市宮城野区岡田字砂山 

仙台市宮城野区岡田字寺袋浦 

仙台市宮城野区岡田字上岡田 

仙台市宮城野区岡田字新原東 

仙台市宮城野区岡田字新浜浦通西 

仙台市宮城野区岡田字新浜浦通東 

仙台市宮城野区岡田字新浜西通 

仙台市宮城野区岡田字新浜中通 

仙台市宮城野区岡田字新浜東通 

仙台市宮城野区岡田字西畑 

仙台市宮城野区岡田字前田 

仙台市宮城野区岡田字中原西 

仙台市宮城野区岡田字伝兵衛前 

仙台市宮城野区岡田字東砂原 

仙台市宮城野区岡田字道場前 

仙台市宮城野区岡田字南高屋敷 

仙台市宮城野区岡田字南在家 

仙台市宮城野区岡田字南帆海房 

仙台市宮城野区岡田字八間谷地 

仙台市宮城野区岡田字樋前 

仙台市宮城野区岡田字浜前西 

仙台市宮城野区岡田字浜通 



 

仙台市宮城野区岡田字北在家 

仙台市宮城野区岡田字北帆海房 

仙台市宮城野区岡田字堀切前 

仙台市宮城野区岡田字裏通二番 

仙台市宮城野区蒲生 

仙台市宮城野区蒲生１丁目 

仙台市宮城野区蒲生２丁目 

仙台市宮城野区蒲生字井戸谷地 

仙台市宮城野区蒲生字榎 

仙台市宮城野区蒲生字荻袋 

仙台市宮城野区蒲生字屋倉 

仙台市宮城野区蒲生字屋敷 

仙台市宮城野区蒲生字下屋倉 

仙台市宮城野区蒲生字下蒲沼 

仙台市宮城野区蒲生字下袋 

仙台市宮城野区蒲生字原屋敷 

仙台市宮城野区蒲生字荒田 

仙台市宮城野区蒲生字高原 

仙台市宮城野区蒲生字細川 

仙台市宮城野区蒲生字雑子袋 

仙台市宮城野区蒲生字山神 

仙台市宮城野区蒲生字耳取 

仙台市宮城野区蒲生字小田切 

仙台市宮城野区蒲生字上屋倉 

仙台市宮城野区蒲生字上蒲沼 

仙台市宮城野区蒲生字須賀前 

仙台市宮城野区蒲生字西屋敷添 

仙台市宮城野区蒲生字石神 

仙台市宮城野区蒲生字前通 

仙台市宮城野区蒲生字袋西ノ内第二 

仙台市宮城野区蒲生字袋西第一 

仙台市宮城野区蒲生字竹ノ内 

仙台市宮城野区蒲生字中屋倉 

仙台市宮城野区蒲生字中袋 

仙台市宮城野区蒲生字中通 

仙台市宮城野区蒲生字町 

仙台市宮城野区蒲生字東屋敷添 

仙台市宮城野区蒲生字東城道田 

仙台市宮城野区蒲生字鍋沼 

仙台市宮城野区蒲生字南屋ケ城 

仙台市宮城野区蒲生字南下河原 

仙台市宮城野区蒲生字南城道田 

仙台市宮城野区蒲生字二本木 



 

仙台市宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第一 

仙台市宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 

仙台市宮城野区蒲生字蓬田前 

仙台市宮城野区蒲生字北屋ケ城 

仙台市宮城野区蒲生字北荒田 

仙台市宮城野区蒲生字北城道田 

仙台市宮城野区蒲生字北中河原 

仙台市宮城野区港１丁目 

仙台市宮城野区港２丁目 

仙台市宮城野区港３丁目 

仙台市宮城野区港４丁目 

仙台市宮城野区港５丁目 

仙台市宮城野区出花１丁目 

仙台市宮城野区出花２丁目 

仙台市宮城野区出花３丁目 

仙台市宮城野区中野字下小袋田 

仙台市宮城野区中野字牛小舎 

仙台市宮城野区中野字駈上 

仙台市宮城野区中野字高松 

仙台市宮城野区中野字四反田 

仙台市宮城野区中野字資田 

仙台市宮城野区中野字出花 

仙台市宮城野区中野字出花西 

仙台市宮城野区中野字沼向 

仙台市宮城野区中野字沼頭 

仙台市宮城野区中野字上小袋田 

仙台市宮城野区中野字新沼 

仙台市宮城野区中野字新田 

仙台市宮城野区中野字神妻 

仙台市宮城野区中野字須賀 

仙台市宮城野区中野字杉本 

仙台市宮城野区中野字西原 

仙台市宮城野区中野字掃沼 

仙台市宮城野区中野字大貝沼 

仙台市宮城野区中野字只屋敷 

仙台市宮城野区中野字蓬田 

仙台市宮城野区中野字北神妻 

仙台市宮城野区中野字柳原 

仙台市宮城野区白鳥１丁目 

仙台市宮城野区白鳥２丁目 

仙台市宮城野区福室字久保野二番 

仙台市宮城野区福室字原田一番 

仙台市宮城野区福室字原田二番 



 

仙台市若林区井土字山ノ後 

仙台市若林区井土字沼田 

仙台市若林区井土字西浦 

仙台市若林区井土字大分 

仙台市若林区井土字宅地 

仙台市若林区井土字東浦 

仙台市若林区井土字南浦 

仙台市若林区沖野字北門 

仙台市若林区下飯田字屋敷東 

仙台市若林区下飯田字屋敷南 

仙台市若林区下飯田字屋敷北 

仙台市若林区下飯田字西田 

仙台市若林区下飯田字築道 

仙台市若林区荒井字雨坪 

仙台市若林区荒井字沖谷地 

仙台市若林区荒井字下在家東 

仙台市若林区荒井字軽石田 

仙台市若林区荒井字五才北 

仙台市若林区荒井字細沼 

仙台市若林区荒井字桜木道下 

仙台市若林区荒井字笹屋敷 

仙台市若林区荒井字笹屋敷西 

仙台市若林区荒井字笹屋敷南 

仙台市若林区荒井字四ツ谷西 

仙台市若林区荒井字四ツ谷東 

仙台市若林区荒井字十呂盤 

仙台市若林区荒井字沼前八丁堀 

仙台市若林区荒井字神屋敷 

仙台市若林区荒井字瀬戸川北 

仙台市若林区荒井字切新田 

仙台市若林区荒井字川戸東 

仙台市若林区荒井字前谷地 

仙台市若林区荒井字前谷地上 

仙台市若林区荒井字大沼上 

仙台市若林区荒井字大谷地北 

仙台市若林区荒井字宅地 

仙台市若林区荒井字土才敷 

仙台市若林区荒井字藤田中島 

仙台市若林区荒井字藤田東 

仙台市若林区荒井字藤田北裏上 

仙台市若林区荒井字南原田 

仙台市若林区荒井字南田中 

仙台市若林区荒井字浜田西 



 

仙台市若林区荒井字浜田東 

仙台市若林区荒井字富岡内 

仙台市若林区荒井字平田 

仙台市若林区荒井字鱗谷地 

仙台市若林区荒浜 

仙台市若林区荒浜字一番山 

仙台市若林区荒浜字一本杉南 

仙台市若林区荒浜字一本杉北 

仙台市若林区荒浜字一里塚 

仙台市若林区荒浜字今泉 

仙台市若林区荒浜字新田東 

仙台市若林区荒浜字新堀端 

仙台市若林区荒浜字神明林 

仙台市若林区荒浜字西 

仙台市若林区荒浜字石場 

仙台市若林区荒浜字石場前 

仙台市若林区荒浜字大堀 

仙台市若林区荒浜字谷地中林 

仙台市若林区荒浜字中丁 

仙台市若林区荒浜字中堀南 

仙台市若林区荒浜字南官林 

仙台市若林区荒浜字南丁 

仙台市若林区荒浜字南長沼 

仙台市若林区荒浜字北官林 

仙台市若林区荒浜字北沼向 

仙台市若林区荒浜字北丁 

仙台市若林区荒浜字北長沼 

仙台市若林区荒浜新１丁目 

仙台市若林区荒浜新２丁目 

仙台市若林区今泉字寺田 

仙台市若林区今泉字中上 

仙台市若林区今泉字中村東 

仙台市若林区今泉字二木西 

仙台市若林区今泉字畑中 

仙台市若林区三本塚字井土堀 

仙台市若林区三本塚字境堀 

仙台市若林区三本塚字権太 

仙台市若林区三本塚字権毛下 

仙台市若林区三本塚字荒谷 

仙台市若林区三本塚字沼屋敷浦 

仙台市若林区三本塚字赤沼下 

仙台市若林区三本塚字赤沼西 

仙台市若林区三本塚字赤沼東 



 

仙台市若林区三本塚字中条浦 

仙台市若林区三本塚字中谷地 

仙台市若林区三本塚字北中谷地 

仙台市若林区種次字高原 

仙台市若林区種次字市兵衛 

仙台市若林区種次字寺西 

仙台市若林区種次字沼田 

仙台市若林区種次字沢目 

仙台市若林区種次字竹野花 

仙台市若林区種次字中屋敷 

仙台市若林区種次字中斎 

仙台市若林区種次字中野 

仙台市若林区種次字中野町 

仙台市若林区種次字中野東 

仙台市若林区種次字東番古 

仙台市若林区種次字道元 

仙台市若林区種次字南番古 

仙台市若林区種次字番古 

仙台市若林区藤塚字一本松 

仙台市若林区藤塚字屋敷 

仙台市若林区藤塚字牛道下 

仙台市若林区藤塚字三十刈 

仙台市若林区藤塚字松の西 

仙台市若林区藤塚字沼田 

仙台市若林区藤塚字中道下 

仙台市若林区藤塚字東谷地 

仙台市若林区二木字笠神 

仙台市若林区二木字権太 

仙台市若林区二木字広町 

仙台市若林区二木字荒谷西 

仙台市若林区二木字山王 

仙台市若林区二木字山神 

仙台市若林区二木字新原 

仙台市若林区二木字水神 

仙台市若林区二木字大口 

仙台市若林区二木字二又 

仙台市若林区二木字二木前 

仙台市若林区二木字野中 

仙台市若林区飯田字横町 

仙台市若林区飯田字屋敷 

仙台市若林区飯田字屋敷北 

仙台市若林区飯田字中橋 

仙台市若林区六丁目字細谷 



 

仙台市若林区六丁目字赤沼 

仙台市若林区六丁目字赤沼角 

仙台市太白区四郎丸字尺丈島北 

仙台市太白区四郎丸字昭和南 

仙台市太白区四郎丸字松原 

仙台市太白区四郎丸字芳塚 

石巻市旭町 

石巻市鮎川大町 

石巻市鮎川浜林下 

石巻市伊原津２丁目 

石巻市伊勢町 

石巻市井内字五番 

石巻市井内字四番 

石巻市宇田川町 

石巻市雲雀野町２丁目 

石巻市駅前北通り１丁目 

石巻市駅前北通り２丁目 

石巻市駅前北通り３丁目 

石巻市駅前北通り４丁目 

石巻市塩富町１丁目 

石巻市塩富町２丁目 

石巻市荻浜字荻浜 

石巻市荻浜字家ノ入 

石巻市荻浜字葉山 

石巻市開北１丁目 

石巻市開北２丁目 

石巻市開北３丁目 

石巻市開北４丁目 

石巻市釜谷字下山根 

石巻市釜谷字小浜 

石巻市釜谷字新町裏 

石巻市釜谷字川前 

石巻市釜谷字谷地中 

石巻市釜谷字町裏 

石巻市釜谷字韮島 

石巻市吉野町２丁目 

石巻市吉野町３丁目 

石巻市給分浜 

石巻市給分浜丸中沢 

石巻市給分浜給分 

石巻市給分浜給分前田 

石巻市給分浜小寺 

石巻市給分浜清水川 



 

石巻市給分浜大房 

石巻市給分浜中沢 

石巻市魚町１丁目 

石巻市魚町２丁目 

石巻市魚町３丁目 

石巻市錦町 

石巻市月浦 

石巻市月浦字高頭山 

石巻市元倉１丁目 

石巻市元倉２丁目 

石巻市後生橋 

石巻市幸町 

石巻市根岸字新大和田 

石巻市鮫浦夏山 

石巻市鮫浦紅花蔓 

石巻市鮫浦存入田 

石巻市鮫浦浜畑 

石巻市皿貝字堀下 

石巻市三ツ股１丁目 

石巻市三ツ股２丁目 

石巻市三ツ股３丁目 

石巻市三ツ股４丁目 

石巻市三河町 

石巻市三輪田字馬場上 

石巻市三和町 

石巻市字南谷地 

石巻市鹿妻南１丁目 

石巻市鹿妻南２丁目 

石巻市鹿妻南３丁目 

石巻市鹿妻南４丁目 

石巻市鹿妻南５丁目 

石巻市鹿妻北１丁目 

石巻市鹿妻北２丁目 

石巻市鹿妻北３丁目 

石巻市鹿妻本町 

石巻市鹿又字横前 

石巻市鹿又字嘉右衛門 

石巻市鹿又字三軒谷地 

石巻市鹿又字山下西 

石巻市鹿又字山下東 

石巻市鹿又字曽波神前 

石巻市鹿又字蓬莱 

石巻市蛇田字下沼 



 

石巻市蛇田字金津町前 

石巻市蛇田字細田 

石巻市蛇田字沼向 

石巻市蛇田字上前沼 

石巻市蛇田字新〆切 

石巻市蛇田字新沼向前 

石巻市蛇田字新西境谷地 

石巻市蛇田字西境谷地 

石巻市蛇田字西沼田 

石巻市住吉町１丁目 

石巻市住吉町２丁目 

石巻市十八成浜金剛田 

石巻市十八成浜山下 

石巻市十八成浜前田 

石巻市重吉町 

石巻市小積浜字横スカ 

石巻市小積浜字栗の炭 

石巻市小積浜字栗炭 

石巻市小積浜字小積 

石巻市小積浜字大木戸 

石巻市小積浜字谷川道 

石巻市小積浜字寅ケ沢 

石巻市小網倉浜 

石巻市小網倉浜釜ノ前 

石巻市小網倉浜戸根窪山 

石巻市小網倉浜笹窪 

石巻市小網倉浜椿下 

石巻市小渕浜向田 

石巻市小渕浜西出当 

石巻市小渕浜走り 

石巻市小渕浜大房山 

石巻市小渕浜入の沢 

石巻市小渕浜薬師山前 

石巻市松原町 

石巻市松並１丁目 

石巻市松並２丁目 

石巻市新栄１丁目 

石巻市新栄２丁目 

石巻市新館１丁目 

石巻市新館２丁目 

石巻市新館３丁目 

石巻市新境町１丁目 

石巻市新境町２丁目 



 

石巻市新橋 

石巻市真野字七の坪 

石巻市真野字十の坪 

石巻市真野字六の坪 

石巻市針岡字舘山 

石巻市針岡字山下 

石巻市針岡字小谷地 

石巻市針岡字昭和 

石巻市針岡字新町 

石巻市針岡字別囲 

石巻市須江字長谷地 

石巻市垂水町１丁目 

石巻市垂水町２丁目 

石巻市垂水町３丁目 

石巻市水押１丁目 

石巻市水押２丁目 

石巻市水押３丁目 

石巻市水明南１丁目 

石巻市水明南２丁目 

石巻市水明北１丁目 

石巻市水明北２丁目 

石巻市水明北３丁目 

石巻市清水町１丁目 

石巻市清水町２丁目 

石巻市清水田浜深田 

石巻市清水田浜藤畑 

石巻市西山町 

石巻市西浜町 

石巻市石巻字水押 

石巻市折浜字蛤浜 

石巻市千石町 

石巻市川口町１丁目 

石巻市川口町２丁目 

石巻市川口町３丁目 

石巻市大瓜字井内 

石巻市大瓜字井内原 

石巻市大瓜字下小塚 

石巻市大瓜字下大塚前 

石巻市大瓜字亀山待井 

石巻市大瓜字山崎 

石巻市大瓜字小塚 

石巻市大瓜字上宿 

石巻市大瓜字上小塚 



 

石巻市大瓜字上大塚前 

石巻市大瓜字辰脇 

石巻市大瓜字棚橋上待井 

石巻市大街道西１丁目 

石巻市大街道西２丁目 

石巻市大街道西３丁目 

石巻市大街道東１丁目 

石巻市大街道東２丁目 

石巻市大街道東３丁目 

石巻市大街道東４丁目 

石巻市大街道南１丁目 

石巻市大街道南２丁目 

石巻市大街道南３丁目 

石巻市大街道南４丁目 

石巻市大街道南５丁目 

石巻市大街道北１丁目 

石巻市大街道北２丁目 

石巻市大街道北３丁目 

石巻市大街道北４丁目 

石巻市大宮町 

石巻市大橋１丁目 

石巻市大橋２丁目 

石巻市大橋３丁目 

石巻市大原浜寺道町裡 

石巻市大原浜中沢 

石巻市大原浜町裡 

石巻市大原浜法元寺 

石巻市大谷川浜二重坂 

石巻市大谷川浜苗代目 

石巻市大門町１丁目 

石巻市大門町２丁目 

石巻市大門町３丁目 

石巻市大門町４丁目 

石巻市沢田字上の台 

石巻市谷川浜一ツ谷 

石巻市谷川浜釜田 

石巻市谷川浜後川 

石巻市谷川浜光沢 

石巻市谷川浜祝浜 

石巻市谷川浜清水 

石巻市谷川浜前田 

石巻市谷川浜大畑 

石巻市谷川浜中井道 



 

石巻市谷川浜脇ノ入 

石巻市築山１丁目 

石巻市築山２丁目 

石巻市築山３丁目 

石巻市築山４丁目 

石巻市竹浜字竹屋舗 

石巻市中浦１丁目 

石巻市中浦２丁目 

石巻市中央２丁目 

石巻市中央３丁目 

石巻市中屋敷１丁目 

石巻市中屋敷２丁目 

石巻市中瀬 

石巻市中島町 

石巻市中里１丁目 

石巻市中里２丁目 

石巻市中里３丁目 

石巻市中里４丁目 

石巻市中里５丁目 

石巻市中里６丁目 

石巻市中里７丁目 

石巻市鋳銭場 

石巻市潮見町 

石巻市長浜町 

石巻市長面 

石巻市長面字角内谷地 

石巻市長面字江畑 

石巻市長面字三本倉 

石巻市長面字須賀 

石巻市長面字大入山 

石巻市長面字町裏 

石巻市長面字洞ケ崎 

石巻市長面字入 

石巻市長面字畑口 

石巻市長面字平六 

石巻市長面字梨木 

石巻市貞山１丁目 

石巻市貞山２丁目 

石巻市貞山３丁目 

石巻市貞山４丁目 

石巻市貞山５丁目 

石巻市田道町１丁目 

石巻市田道町２丁目 



 

石巻市渡波字旭ケ浦 

石巻市渡波字卯津木花 

石巻市渡波字栄田 

石巻市渡波字黄金浜 

石巻市渡波字沖の松井 

石巻市渡波字沖曽根 

石巻市渡波字沖六勺 

石巻市渡波字下榎壇 

石巻市渡波字橋下 

石巻市渡波字栗林 

石巻市渡波字際前 

石巻市渡波字四勺 

石巻市渡波字鹿松 

石巻市渡波字渋井 

石巻市渡波字上伊勢谷地 

石巻市渡波字上榎壇 

石巻市渡波字新釜 

石巻市渡波字新沼 

石巻市渡波字新千刈 

石巻市渡波字西ケ崎 

石巻市渡波字千刈田 

石巻市渡波字袖の浜 

石巻市渡波字大浜 

石巻市渡波字中三勺 

石巻市渡波字鳥ノ巣 

石巻市渡波字念仏壇 

石巻市渡波字浜曽根 

石巻市渡波字浜曽根の壱 

石巻市渡波字浜曽根山 

石巻市渡波町１丁目 

石巻市渡波町２丁目 

石巻市渡波町３丁目 

石巻市東中里１丁目 

石巻市東中里２丁目 

石巻市東中里３丁目 

石巻市桃浦字トウミキ 

石巻市桃浦字向 

石巻市桃浦字寺下 

石巻市桃浦字川向 

石巻市桃浦字浜中 

石巻市桃浦字米久保 

石巻市南境字大埣 

石巻市南境字鳥屋森山 



 

石巻市南境字堤外 

石巻市南境字埣 

石巻市南中里１丁目 

石巻市南中里２丁目 

石巻市南中里３丁目 

石巻市南中里４丁目 

石巻市南浜町１丁目 

石巻市南浜町２丁目 

石巻市南浜町３丁目 

石巻市南浜町４丁目 

石巻市尾崎字漆浜山 

石巻市浜松町 

石巻市福貴浦字小田浜 

石巻市福地 

石巻市福地字舘下 

石巻市福地字大正 

石巻市福地字谷地前 

石巻市福地字丁子浜 

石巻市福地字通ケ崎 

石巻市福地字堤上 

石巻市北上町橋浦字行人前 

石巻市北上町橋浦字上大須 

石巻市北上町橋浦字大須 

石巻市北上町橋浦字南釜谷崎 

石巻市北上町橋浦字北釜谷崎 

石巻市北上町十三浜字丸山 

石巻市北上町十三浜字吉浜前 

石巻市北上町十三浜字原 

石巻市北上町十三浜字小田 

石巻市北上町十三浜字追波前 

石巻市北上町十三浜字立神 

石巻市北上町女川字上待井 

石巻市北上町女川字中田 

石巻市北上町女川字二丁谷地 

石巻市北上町女川字本田 

石巻市牧浜字札砂峯山 

石巻市牧浜字牧屋敷 

石巻市末広町 

石巻市万石町 

石巻市湊字伊原津 

石巻市湊字一里塚 

石巻市湊字根上り松 

石巻市湊字須賀松 



 

石巻市湊字大門崎 

石巻市湊字大門崎山 

石巻市湊字滝尻 

石巻市湊字天神前 

石巻市湊字筒場 

石巻市湊字不動沢 

石巻市湊町１丁目 

石巻市湊町２丁目 

石巻市湊町３丁目 

石巻市湊町４丁目 

石巻市明神町１丁目 

石巻市明神町２丁目 

石巻市門脇字一番谷地 

石巻市門脇字浦屋敷 

石巻市門脇字下鷲塚 

石巻市門脇字元浦屋敷 

石巻市門脇字元捨喰 

石巻市門脇字元明神 

石巻市門脇字四番谷地 

石巻市門脇字捨喰 

石巻市門脇字青葉西 

石巻市門脇字青葉東 

石巻市門脇字中島 

石巻市門脇字二番谷地 

石巻市門脇字明神 

石巻市門脇字鷲塚 

石巻市門脇町１丁目 

石巻市門脇町２丁目 

石巻市門脇町３丁目 

石巻市門脇町４丁目 

石巻市雄勝町伊勢畑１丁目 

石巻市雄勝町下雄勝２丁目 

石巻市雄勝町下雄勝３丁目 

石巻市雄勝町小島 

石巻市雄勝町上雄勝１丁目 

石巻市雄勝町上雄勝２丁目 

石巻市雄勝町明神字立岩 

石巻市立町１丁目 

石巻市立町２丁目 

石巻市流留 

石巻市流留字一番囲 

石巻市流留字沖 

石巻市流留字原 



 

石巻市流留字五性橋 

石巻市流留字三番囲 

石巻市流留字七勺 

石巻市流留字新堤下 

石巻市流留字新田 

石巻市流留字中 

石巻市流留字堤下 

石巻市流留字二番囲 

石巻市流留字浜田中樋 

石巻市緑町１丁目 

石巻市緑町２丁目 

塩竈市浦戸寒風沢 

塩竈市浦戸寒風沢字沢 

塩竈市浦戸桂島字前田一 

塩竈市浦戸桂島字飛地 

塩竈市浦戸石浜字梅ケ浜 

塩竈市浦戸野々島 

塩竈市浦戸野々島字河岸 

塩竈市浦戸野々島字朴島宅地 

塩竈市海岸通 

塩竈市港町１丁目 

塩竈市港町２丁目 

塩竈市字越ノ浦 

塩竈市舟入１丁目 

塩竈市新富町 

塩竈市中の島 

塩竈市貞山通１丁目 

塩竈市貞山通２丁目 

塩竈市北浜１丁目 

塩竈市本町 

気仙沼市魚市場前 

気仙沼市魚町２丁目 

気仙沼市魚浜町 

気仙沼市錦町１丁目 

気仙沼市錦町２丁目 

気仙沼市幸町４丁目 

気仙沼市港 

気仙沼市最知森合 

気仙沼市最知川原 

気仙沼市松崎尾崎 

気仙沼市新浜町２丁目 

気仙沼市神山 

気仙沼市赤岩港 



 

気仙沼市川口町１丁目 

気仙沼市川口町２丁目 

気仙沼市川畑 

気仙沼市中みなと町 

気仙沼市仲町１丁目 

気仙沼市仲町２丁目 

気仙沼市朝日町 

気仙沼市潮見町 

気仙沼市長磯二本松 

気仙沼市田中前１丁目 

気仙沼市田中前２丁目 

気仙沼市東みなと町 

気仙沼市内ノ脇 

気仙沼市内の脇１丁目 

気仙沼市内の脇２丁目 

気仙沼市内の脇３丁目 

気仙沼市南郷 

気仙沼市南町２丁目 

気仙沼市南町３丁目 

気仙沼市波路上向田 

気仙沼市波路上崎野 

気仙沼市波路上杉ノ下 

気仙沼市波路上瀬向 

気仙沼市波路上内沼 

気仙沼市波路上牧 

気仙沼市波路上明戸 

気仙沼市波路上野田 

気仙沼市浜町１丁目 

気仙沼市浜町２丁目 

気仙沼市弁天町１丁目 

気仙沼市弁天町２丁目 

気仙沼市本吉町沖の田 

気仙沼市本吉町下宿 

気仙沼市本吉町三島 

気仙沼市本吉町新南明戸 

気仙沼市本吉町新圃の沢 

気仙沼市本吉町北明戸 

気仙沼市本浜町１丁目 

気仙沼市本浜町２丁目 

名取市下増田 

名取市下増田字屋敷 

名取市下増田字下五反目 

名取市下増田字下庚田 



 

名取市下増田字熊野 

名取市下増田字広浦 

名取市下増田字庚田 

名取市下増田字耕谷 

名取市下増田字耕谷後 

名取市下増田字女ケ池 

名取市下増田字小沼 

名取市下増田字沼 

名取市下増田字上五反目 

名取市下増田字西経塚 

名取市下増田字前田 

名取市下増田字台林 

名取市下増田字大橋本 

名取市下増田字中江西 

名取市下増田字中江東 

名取市下増田字長前西 

名取市下増田字長前南 

名取市下増田字鶴巻 

名取市下増田字鶴巻西 

名取市下増田字土手西 

名取市下増田字土手東 

名取市下増田字藤原西 

名取市下増田字南原 

名取市下増田字二反田 

名取市下増田字飯塚 

名取市下増田字北原東 

名取市下増田字六角 

名取市下増田字六角前 

名取市牛野字伊藤 

名取市牛野字一本杉 

名取市牛野字柿沼 

名取市牛野字境堀 

名取市牛野字戸ノ内 

名取市牛野字松浦 

名取市牛野字深渡戸 

名取市牛野字天王 

名取市牛野字内海 

名取市牛野字八幡 

名取市牛野字苗代下 

名取市牛野字北 

名取市高柳字下合畑 

名取市高柳字下北原 

名取市高柳字梶 



 

名取市高柳字山神 

名取市高柳字中北原 

名取市高柳字辻 

名取市高柳字南辻 

名取市高柳字樋口上 

名取市高柳字北原上 

名取市小塚原字堰場 

名取市小塚原字遠東 

名取市小塚原字下田 

名取市小塚原字蟹喰 

名取市小塚原字寺田 

名取市小塚原字汐押 

名取市小塚原字汐朽 

名取市小塚原字汐入 

名取市小塚原字小原 

名取市小塚原字上中 

名取市小塚原字新鍋島 

名取市小塚原字西遠泉 

名取市小塚原字西中塚 

名取市小塚原字西土手外 

名取市小塚原字赤渋 

名取市小塚原字沢目 

名取市小塚原字中塚 

名取市小塚原字辻野 

名取市小塚原字田中 

名取市小塚原字東遠泉 

名取市小塚原字東中塚 

名取市小塚原字東土手外 

名取市小塚原字鍋島 

名取市小塚原字北中塚 

名取市植松字南 

名取市杉ケ袋字横手 

名取市杉ケ袋字金洗 

名取市杉ケ袋字懸 

名取市杉ケ袋字懸向 

名取市杉ケ袋字寺野 

名取市杉ケ袋字小古田 

名取市杉ケ袋字尻田村 

名取市杉ケ袋字新田南裏 

名取市杉ケ袋字新田北裏 

名取市杉ケ袋字杉前 

名取市杉ケ袋字杉中 

名取市杉ケ袋字杉北 



 

名取市杉ケ袋字川前 

名取市杉ケ袋字前沖 

名取市杉ケ袋字大野 

名取市杉ケ袋字築道 

名取市杉ケ袋字藤原 

名取市杉ケ袋字堀切 

名取市増田字猫塚 

名取市大曲 

名取市大曲字古舘 

名取市大曲字高田 

名取市大曲字天神 

名取市大曲字布田 

名取市閖上 

名取市閖上１丁目 

名取市閖上２丁目 

名取市閖上３丁目 

名取市閖上４丁目 

名取市閖上５丁目 

名取市閖上６丁目 

名取市閖上７丁目 

名取市閖上字猿猴 

名取市閖上字五十刈 

名取市閖上字庚申塚 

名取市閖上字昭和 

名取市閖上字上殿谷地 

名取市閖上字新猿猴 

名取市閖上字新狐島 

名取市閖上字新大塚 

名取市閖上字新町頭 

名取市閖上字新鶴塚 

名取市閖上字太子堂 

名取市閖上字鶴塚 

名取市閖上字東須賀 

名取市閖上字鍋沼 

名取市閖上字平田橋 

名取市閖上字佛文寺 

多賀城市栄１丁目 

多賀城市栄２丁目 

多賀城市栄３丁目 

多賀城市栄４丁目 

多賀城市宮内１丁目 

多賀城市宮内２丁目 

多賀城市桜木１丁目 



 

多賀城市桜木２丁目 

多賀城市桜木３丁目 

多賀城市大代１丁目 

多賀城市大代２丁目 

多賀城市大代３丁目 

多賀城市大代４丁目 

多賀城市町前１丁目 

多賀城市町前２丁目 

多賀城市町前３丁目 

多賀城市町前４丁目 

多賀城市八幡１丁目 

多賀城市八幡４丁目 

多賀城市八幡字一本柳 

多賀城市八幡字庚田 

多賀城市八幡字西脇 

多賀城市八幡字六貫田 

多賀城市明月１丁目 

多賀城市明月２丁目 

岩沼市押分字奥山 

岩沼市押分字御伊勢原 

岩沼市押分字御伊勢南原 

岩沼市押分字志引 

岩沼市押分字沼前 

岩沼市押分字新田東 

岩沼市押分字新筒下 

岩沼市押分字須加原 

岩沼市押分字西土手 

岩沼市押分字鼠喰 

岩沼市押分字中光谷 

岩沼市押分字中新田 

岩沼市押分字中埣 

岩沼市押分字南谷地 

岩沼市押分字北新田 

岩沼市押分字北土手 

岩沼市下野郷字間堀 

岩沼市下野郷字舘外 

岩沼市下野郷字舘内 

岩沼市下野郷字江口 

岩沼市下野郷字高大瀬 

岩沼市下野郷字三人谷地 

岩沼市下野郷字指ノ下 

岩沼市下野郷字出雲屋敷 

岩沼市下野郷字新関迎 



 

岩沼市下野郷字新相野谷地 

岩沼市下野郷字新拓 

岩沼市下野郷字新田 

岩沼市下野郷字新南長沼 

岩沼市下野郷字新畑 

岩沼市下野郷字杉ノ下前 

岩沼市下野郷字西原 

岩沼市下野郷字西北谷地 

岩沼市下野郷字切新田 

岩沼市下野郷字前條 

岩沼市下野郷字大松原 

岩沼市下野郷字竹ノ内 

岩沼市下野郷字中境 

岩沼市下野郷字中谷地 

岩沼市下野郷字中筒天 

岩沼市下野郷字中北谷地 

岩沼市下野郷字中野馬場 

岩沼市下野郷字長塚 

岩沼市下野郷字東北谷地 

岩沼市下野郷字藤曽根 

岩沼市下野郷字菱沼 

岩沼市下野郷字浜 

岩沼市下野郷字北西原 

岩沼市下野郷字北谷地 

岩沼市下野郷字北長沼 

岩沼市下野郷字糀内 

岩沼市空港南１丁目 

岩沼市空港南２丁目 

岩沼市空港南３丁目 

岩沼市空港南４丁目 

岩沼市空港南５丁目 

岩沼市寺島字押切 

岩沼市寺島字蒲崎 

岩沼市寺島字古川 

岩沼市寺島字高原 

岩沼市寺島字新田 

岩沼市寺島字西川 

岩沼市寺島字川向 

岩沼市寺島字東川 

岩沼市寺島字南瀬崎 

岩沼市寺島字浜里 

岩沼市寺島字北新田 

岩沼市寺島字毛下 



 

岩沼市寺島字野中 

岩沼市早股字刈原 

岩沼市早股字五福檀 

岩沼市早股字小林 

岩沼市早股字松原 

岩沼市早股字新田 

岩沼市早股字須賀原 

岩沼市早股字西須賀原 

岩沼市早股字前川 

岩沼市早股字孫目 

岩沼市早股字谷地中 

岩沼市早股字長者森 

岩沼市早股字土手添 

岩沼市早股字東砂押 

岩沼市早股字道北 

岩沼市早股字猫原 

岩沼市早股字板橋 

東松島市宮戸字岩井作 

東松島市宮戸字元屋敷 

東松島市宮戸字住出 

東松島市宮戸字松ケ島 

東松島市宮戸字西畑 

東松島市宮戸字川向 

東松島市宮戸字川田 

東松島市宮戸字川渕 

東松島市宮戸字椿 

東松島市牛網 

東松島市牛網字駅前１丁目 

東松島市牛網字駅前２丁目 

東松島市牛網字下江戸原 

東松島市牛網字下四十八 

東松島市牛網字下村松 

東松島市牛網字牛坂 

東松島市牛網字上江戸原 

東松島市牛網字上四十八 

東松島市牛網字上村松 

東松島市牛網字新下四十八 

東松島市牛網字新下西 

東松島市牛網字新下村松 

東松島市牛網字新上江戸原 

東松島市牛網字新上四十八 

東松島市牛網字新上村松 

東松島市牛網字新西中浮足 



 

東松島市牛網字新中江戸原 

東松島市牛網字新中四十八 

東松島市牛網字新中村松 

東松島市牛網字西大浮足 

東松島市牛網字西中浮足 

東松島市牛網字中四十八 

東松島市牛網字中村松 

東松島市牛網字東牛坂 

東松島市牛網字東中浮足 

東松島市牛網字南大浮足 

東松島市牛網字平岡 

東松島市牛網字雉子抓 

東松島市小松字中浮足 

東松島市小松字念仏壇 

東松島市小野字出来沼 

東松島市小野字新宮前 

東松島市小野字新欠下 

東松島市小野字新町裏 

東松島市小野字大谷地 

東松島市小野字中央 

東松島市小野字町 

東松島市小野字町裏 

東松島市小野字門前 

東松島市新田字鍛治沢 

東松島市新東名２丁目 

東松島市新東名３丁目 

東松島市新東名４丁目 

東松島市赤井字一本杉 

東松島市赤井字横関二号 

東松島市赤井字関の内四号 

東松島市赤井字関の内二号 

東松島市赤井字七反谷地 

東松島市赤井字新川前 

東松島市赤井字川前一 

東松島市赤井字川前五番 

東松島市赤井字川前三 

東松島市赤井字川前三番 

東松島市赤井字川前四番 

東松島市赤井字川前二 

東松島市赤井字川前二番 

東松島市赤井字川南 

東松島市赤井字台 

東松島市赤井字南一 



 

東松島市赤井字南栄町 

東松島市赤井字南三 

東松島市赤井字南四 

東松島市赤井字南新町 

東松島市赤井字八反谷地 

東松島市赤井字芳原 

東松島市赤井字有明 

東松島市赤井字鷲塚 

東松島市浅井字丸塚 

東松島市大曲字堰の内南 

東松島市大曲字堰南 

東松島市大曲字横沼 

東松島市大曲字下七丁 

東松島市大曲字下台 

東松島市大曲字家の下 

東松島市大曲字貝田 

東松島市大曲字関の内 

東松島市大曲字権右エ門下 

東松島市大曲字堺堀 

東松島市大曲字寺沼 

東松島市大曲字寺前 

東松島市大曲字沼尻 

東松島市大曲字上台 

東松島市大曲字上納 

東松島市大曲字上納南 

東松島市大曲字新沼 

東松島市大曲字新溜 

東松島市大曲字西田 

東松島市大曲字川前 

東松島市大曲字土手下南 

東松島市大曲字筒場 

東松島市大曲字道下 

東松島市大曲字道下南 

東松島市大曲字櫓前 

東松島市大塚 

東松島市大塚字松崎 

東松島市大塚字長石 

東松島市大塚字東 

東松島市大塚字北林下 

東松島市浜市字城内 

東松島市浜市字新大谷地 

東松島市浜市字新田 

東松島市浜市字新蜆抓場 



 

東松島市浜市字西浮足 

東松島市浜市字川面 

東松島市浜市字中谷地 

東松島市浜市字東浮足 

東松島市浜市字白萩 

東松島市野蒜字宇津 

東松島市野蒜字下山ノ坊 

東松島市野蒜字下沼 

東松島市野蒜字細田 

東松島市野蒜字山崎 

東松島市野蒜字洲崎 

東松島市野蒜字小原 

東松島市野蒜字神吉 

東松島市野蒜字谷地中 

東松島市野蒜字中下 

東松島市野蒜字南大仏 

東松島市野蒜字南余景 

東松島市野蒜字北大仏 

東松島市野蒜字立石 

東松島市矢本字一本杉 

東松島市矢本字栄町 

東松島市矢本字下浦 

東松島市矢本字下前 

東松島市矢本字下立沼前 

東松島市矢本字笠松 

東松島市矢本字関の内 

東松島市矢本字五反田 

東松島市矢本字弘法 

東松島市矢本字作田浦 

東松島市矢本字鹿石前 

東松島市矢本字寿町 

東松島市矢本字沼南 

東松島市矢本字上新沼 

東松島市矢本字新沼 

東松島市矢本字新町 

東松島市矢本字赤松 

東松島市矢本字太子前 

東松島市矢本字大林 

東松島市矢本字滝前 

東松島市矢本字中谷地 

東松島市矢本字中田 

東松島市矢本字町浦 

東松島市矢本字鳥子 



 

東松島市矢本字道地浦 

東松島市矢本字南浦 

東松島市矢本字板取 

東松島市矢本字蛭坪 

東松島市矢本字蜂谷浦 

東松島市矢本字蜂谷前 

東松島市矢本字北浦 

東松島市矢本字野中 

東松島市矢本字立沼 

東松島市矢本字立沼浦 

亘理郡亘理町逢隈牛袋字上熊 

亘理郡亘理町逢隈牛袋字中熊 

亘理郡亘理町逢隈高屋字高下 

亘理郡亘理町逢隈高屋字高上 

亘理郡亘理町逢隈高屋字柴 

亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北 

亘理郡亘理町逢隈高屋字渋田 

亘理郡亘理町逢隈高屋字新釜 

亘理郡亘理町逢隈高屋字石堂 

亘理郡亘理町逢隈高屋字石堂下 

亘理郡亘理町逢隈高屋字石堂上 

亘理郡亘理町逢隈高屋字前原 

亘理郡亘理町逢隈高屋字倉東 

亘理郡亘理町逢隈高屋字鷹野橋 

亘理郡亘理町逢隈高屋字棚子 

亘理郡亘理町逢隈高屋字谷地中 

亘理郡亘理町逢隈高屋字中原 

亘理郡亘理町逢隈高屋字中野 

亘理郡亘理町逢隈高屋字中野上 

亘理郡亘理町逢隈高屋字鳥屋崎 

亘理郡亘理町逢隈高屋字道下 

亘理郡亘理町逢隈高屋字保原 

亘理郡亘理町逢隈高屋字保戸原 

亘理郡亘理町逢隈高屋字北原 

亘理郡亘理町逢隈鷺屋字関タリ 

亘理郡亘理町逢隈鷺屋字宮後 

亘理郡亘理町逢隈鷺屋字宮前 

亘理郡亘理町逢隈鷺屋字狭間 

亘理郡亘理町逢隈鷺屋字江合 

亘理郡亘理町逢隈鷺屋字高田 

亘理郡亘理町逢隈鷺屋字深町 

亘理郡亘理町逢隈鷺屋字中在家 

亘理郡亘理町逢隈鷺屋字北原 



 

亘理郡亘理町逢隈蕨字卯 

亘理郡亘理町逢隈蕨字荷揚場東 

亘理郡亘理町逢隈蕨字甲 

亘理郡亘理町逢隈蕨字高原 

亘理郡亘理町逢隈蕨字佐馬 

亘理郡亘理町逢隈蕨字鴫内 

亘理郡亘理町逢隈蕨字人 

亘理郡亘理町逢隈蕨字大宮 

亘理郡亘理町逢隈蕨字中蕨 

亘理郡亘理町逢隈蕨字天 

亘理郡亘理町逢隈蕨字酉 

亘理郡亘理町逢隈蕨字福 

亘理郡亘理町逢隈蕨字福田 

亘理郡亘理町逢隈蕨字保木内 

亘理郡亘理町逢隈蕨字梨木 

亘理郡亘理町逢隈蕨字戌 

亘理郡亘理町吉田字堰下 

亘理郡亘理町吉田字塩田 

亘理郡亘理町吉田字横江 

亘理郡亘理町吉田字下新田 

亘理郡亘理町吉田字下新道 

亘理郡亘理町吉田字下塚 

亘理郡亘理町吉田字原 

亘理郡亘理町吉田字砂浜 

亘理郡亘理町吉田字舟入北 

亘理郡亘理町吉田字小橋 

亘理郡亘理町吉田字松元 

亘理郡亘理町吉田字上塚 

亘理郡亘理町吉田字須賀畑 

亘理郡亘理町吉田字村 

亘理郡亘理町吉田字大谷地 

亘理郡亘理町吉田字大塚 

亘理郡亘理町吉田字大道 

亘理郡亘理町吉田字谷地添 

亘理郡亘理町吉田字通橋 

亘理郡亘理町吉田字道下 

亘理郡亘理町吉田字道上 

亘理郡亘理町吉田字内浦 

亘理郡亘理町吉田字南下 

亘理郡亘理町吉田字南上 

亘理郡亘理町吉田字南須賀畑 

亘理郡亘理町吉田字南中 

亘理郡亘理町吉田字板橋 



 

亘理郡亘理町吉田字分残 

亘理郡亘理町吉田字北下 

亘理郡亘理町吉田字北上 

亘理郡亘理町吉田字流 

亘理郡亘理町荒浜 

亘理郡亘理町荒浜字横山 

亘理郡亘理町荒浜字下東 

亘理郡亘理町荒浜字我妻 

亘理郡亘理町荒浜字隈潟 

亘理郡亘理町荒浜字隈崎 

亘理郡亘理町荒浜字御狩屋 

亘理郡亘理町荒浜字高須賀 

亘理郡亘理町荒浜字山神 

亘理郡亘理町荒浜字篠子橋 

亘理郡亘理町荒浜字出木沼 

亘理郡亘理町荒浜字上須賀 

亘理郡亘理町荒浜字上東 

亘理郡亘理町荒浜字新御狩屋 

亘理郡亘理町荒浜字水神 

亘理郡亘理町荒浜字水谷地 

亘理郡亘理町荒浜字星 

亘理郡亘理町荒浜字西木倉 

亘理郡亘理町荒浜字青沼 

亘理郡亘理町荒浜字築港通り 

亘理郡亘理町荒浜字中橋 

亘理郡亘理町荒浜字中野 

亘理郡亘理町荒浜字鳥の海 

亘理郡亘理町荒浜字東木倉 

亘理郡亘理町荒浜字藤平橋 

亘理郡亘理町荒浜字八幡 

亘理郡亘理町荒浜字明神西 

亘理郡亘理町字江下 

亘理郡亘理町字北新田 

亘理郡亘理町長瀞字稲荷前 

亘理郡亘理町長瀞字下新丁 

亘理郡亘理町長瀞字下谷地 

亘理郡亘理町長瀞字下釣 

亘理郡亘理町長瀞字海岸 

亘理郡亘理町長瀞字柴西 

亘理郡亘理町長瀞字舟入 

亘理郡亘理町長瀞字小橋 

亘理郡亘理町長瀞字上釣 

亘理郡亘理町長瀞字新海岸 



 

亘理郡亘理町長瀞字新小橋 

亘理郡亘理町長瀞字西谷地 

亘理郡亘理町長瀞字曽根 

亘理郡亘理町長瀞字大橋 

亘理郡亘理町長瀞字大塚 

亘理郡亘理町長瀞字築切 

亘理郡亘理町長瀞字中釣 

亘理郡亘理町長瀞字南原 

亘理郡亘理町長瀞字八幡前 

亘理郡山元町高瀬字下津土 

亘理郡山元町高瀬字笠野 

亘理郡山元町高瀬字狐須賀 

亘理郡山元町高瀬字桜田 

亘理郡山元町高瀬字新浜一 

亘理郡山元町高瀬字新浜三 

亘理郡山元町高瀬字新浜二 

亘理郡山元町高瀬字杉田 

亘理郡山元町高瀬字西須賀 

亘理郡山元町高瀬字西北谷地 

亘理郡山元町高瀬字川津戸 

亘理郡山元町高瀬字中北耕土 

亘理郡山元町高瀬字天王川 

亘理郡山元町高瀬字南耕土 

亘理郡山元町高瀬字南中須賀 

亘理郡山元町高瀬字梅田 

亘理郡山元町高瀬字浜砂 

亘理郡山元町高瀬字北 

亘理郡山元町高瀬字北中須賀 

亘理郡山元町坂元字芦合 

亘理郡山元町坂元字芦田 

亘理郡山元町坂元字磯浜 

亘理郡山元町坂元字磯北谷地 

亘理郡山元町坂元字茨田 

亘理郡山元町坂元字浦向 

亘理郡山元町坂元字塩釜場 

亘理郡山元町坂元字下谷 

亘理郡山元町坂元字花立 

亘理郡山元町坂元字鎌沼 

亘理郡山元町坂元字久根 

亘理郡山元町坂元字原下 

亘理郡山元町坂元字古堤 

亘理郡山元町坂元字後谷地 

亘理郡山元町坂元字後藤渕 



 

亘理郡山元町坂元字坂元浜 

亘理郡山元町坂元字山作 

亘理郡山元町坂元字習川 

亘理郡山元町坂元字上平北 

亘理郡山元町坂元字新代 

亘理郡山元町坂元字新田 

亘理郡山元町坂元字新南谷地 

亘理郡山元町坂元字新浜原 

亘理郡山元町坂元字真加串 

亘理郡山元町坂元字赤戸 

亘理郡山元町坂元字切立 

亘理郡山元町坂元字浅空 

亘理郡山元町坂元字前谷地 

亘理郡山元町坂元字大谷地 

亘理郡山元町坂元字中須賀 

亘理郡山元町坂元字中島 

亘理郡山元町坂元字中浜 

亘理郡山元町坂元字町東 

亘理郡山元町坂元字長沼下 

亘理郡山元町坂元字天神 

亘理郡山元町坂元字田中 

亘理郡山元町坂元字南谷地 

亘理郡山元町坂元字二又 

亘理郡山元町坂元字白山 

亘理郡山元町坂元字蛭渕 

亘理郡山元町坂元字浜 

亘理郡山元町坂元字北山神 

亘理郡山元町坂元字北谷地 

亘理郡山元町坂元字堀下 

亘理郡山元町坂元字木ノ下 

亘理郡山元町坂元字柳橋 

亘理郡山元町坂元字蓮 

亘理郡山元町山寺字雁小屋 

亘理郡山元町山寺字雁田 

亘理郡山元町山寺字牛橋 

亘理郡山元町山寺字高地 

亘理郡山元町山寺字桜木 

亘理郡山元町山寺字小谷地 

亘理郡山元町山寺字小平 

亘理郡山元町山寺字新田 

亘理郡山元町山寺字須賀 

亘理郡山元町山寺字西牛橋 

亘理郡山元町山寺字西頭無 



 

亘理郡山元町山寺字川東 

亘理郡山元町山寺字川東畑合 

亘理郡山元町山寺字大平 

亘理郡山元町山寺字谷地 

亘理郡山元町山寺字町下 

亘理郡山元町山寺字坪路 

亘理郡山元町山寺字泥沼 

亘理郡山元町山寺字東坪路 

亘理郡山元町山寺字東泥沼 

亘理郡山元町山寺字東畑合 

亘理郡山元町山寺字頭無 

亘理郡山元町山寺字道下 

亘理郡山元町山寺字白川 

亘理郡山元町山寺字畑合 

亘理郡山元町山寺字浜 

亘理郡山元町山寺字浜野 

亘理郡山元町山寺字平沼 

亘理郡山元町山寺字北坪路 

亘理郡山元町山寺字北泥沼 

亘理郡山元町山寺字北頭無 

亘理郡山元町浅生原字館新田 

亘理郡山元町浅生原字砂押 

亘理郡山元町浅生原字上新井田 

宮城郡松島町手樽 

宮城郡松島町手樽字柿ノ浦 

宮城郡松島町手樽字餅田 

宮城郡松島町松島字香徳ケ浦 

宮城郡松島町松島字碇田 

宮城郡松島町松島字普賢堂 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字舘下 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字向山 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字三月田 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字四月田 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字小塚 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字上清水沢 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字洗崎 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字谷地 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字長須賀 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字塚田 

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字浜沼 

宮城郡七ヶ浜町吉田浜字神明 

宮城郡七ヶ浜町松ヶ浜字後田 



 

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字化粧石 

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字新小塚 

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字西峠下 

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字石畑 

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字切通 

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字長砂 

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字東原 

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字東峠下 

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字韮ヶ森 

宮城郡七ヶ浜町代ヶ崎浜 

宮城郡七ヶ浜町代ヶ崎浜字前島 

宮城郡七ヶ浜町代ヶ崎浜字沢上 

宮城郡七ヶ浜町湊浜字砂場 

牡鹿郡女川町横浦字横浦 

牡鹿郡女川町横浦字名不知 

牡鹿郡女川町黄金町 

牡鹿郡女川町御前浜字松葉 

牡鹿郡女川町高白浜字向山 

牡鹿郡女川町高白浜字根浜 

牡鹿郡女川町高白浜字崎山 

牡鹿郡女川町高白浜字尾畑 

牡鹿郡女川町字清水町 

牡鹿郡女川町寿町 

牡鹿郡女川町出島 

牡鹿郡女川町女川浜字伊勢 

牡鹿郡女川町女川浜字東伊勢 

牡鹿郡女川町女川浜字北伊勢 

牡鹿郡女川町小乗浜 

牡鹿郡女川町清水町 

牡鹿郡女川町石浜字七曲 

牡鹿郡女川町大石原浜字大石原 

牡鹿郡女川町飯子浜字夏浜 

牡鹿郡女川町尾浦字崎山 

牡鹿郡女川町鷲神浜字丸山 

牡鹿郡女川町鷲神浜字向 

牡鹿郡女川町鷲神浜字斉ノ神 

牡鹿郡女川町鷲神浜字大道 

本吉郡南三陸町歌津字小沼 

本吉郡南三陸町歌津字森畑 

本吉郡南三陸町歌津字大沼 

本吉郡南三陸町歌津字田表 

本吉郡南三陸町歌津字田茂川 

本吉郡南三陸町戸倉字宇津野 



 

本吉郡南三陸町戸倉字沖田 

本吉郡南三陸町戸倉字広畑 

本吉郡南三陸町戸倉字西入 

本吉郡南三陸町戸倉字折立 

本吉郡南三陸町戸倉字川向 

本吉郡南三陸町戸倉字滝の沢 

本吉郡南三陸町戸倉字中芝 

本吉郡南三陸町戸倉字門内 

本吉郡南三陸町戸倉字雷前 

本吉郡南三陸町志津川字旭ケ浦 

本吉郡南三陸町志津川字塩入 

本吉郡南三陸町志津川字廻館前 

本吉郡南三陸町志津川字五日町 

本吉郡南三陸町志津川字御前下 

本吉郡南三陸町志津川字荒坂 

本吉郡南三陸町志津川字細浦 

本吉郡南三陸町志津川字汐見町 

本吉郡南三陸町志津川字十日町 

本吉郡南三陸町志津川字助作 

本吉郡南三陸町志津川字新井田 

本吉郡南三陸町志津川字大森町 

本吉郡南三陸町志津川字大畑 

本吉郡南三陸町志津川字竹川原 

本吉郡南三陸町志津川字中瀬町 

本吉郡南三陸町志津川字天王前 

本吉郡南三陸町志津川字内井田 

本吉郡南三陸町志津川字南町 

本吉郡南三陸町志津川字本浜町 

 

【福島県】 

 
いわき市久之浜町久之浜字須賀 

いわき市久之浜町久之浜字東町尻 

いわき市久之浜町久之浜字立下 

いわき市久之浜町金ケ沢字原見坂 

いわき市久之浜町末続字漆原 

いわき市久之浜町末続字町田 

いわき市四倉町細谷字明神前 

相馬市磯部字芹谷地 

相馬市磯部字大迎 

相馬市磯部字大洲 

相馬市蒲庭字孫目 

相馬市蒲庭字立切北 



 

相馬市岩子字一本松 

相馬市岩子字稲田 

相馬市岩子字坂脇 

相馬市岩子字小迫 

相馬市岩子字数馬 

相馬市岩子字船附 

相馬市岩子字大迫 

相馬市岩子字中島 

相馬市岩子字長谷地 

相馬市岩子字宝迫 

相馬市岩子字明神前 

相馬市原釜字戸崎 

相馬市原釜字荒田 

相馬市原釜字仲田 

相馬市原釜字浜田 

相馬市原釜字北谷地 

相馬市光陽２丁目 

相馬市光陽３丁目 

相馬市新沼字広須賀 

相馬市新田字寺田 

相馬市新田字石橋 

相馬市新田字千躰 

相馬市新田字前田中 

相馬市新田字大町 

相馬市新田字田中 

相馬市新田字南城 

相馬市新田字北沢目 

相馬市程田 

相馬市程田字大師前 

相馬市南飯渕字曲渕 

相馬市南飯渕字壇腰 

相馬市南飯渕字粕田 

相馬市日下石字羽山 

相馬市日下石字川中子 

相馬市柏崎字北家野 

相馬市柏崎字北向 

相馬市尾浜字港町 

相馬市尾浜字寺前 

相馬市尾浜字須賀畑 

相馬市柚木字谷地田亀岩 

南相馬市原町区下江井字一丁田 

南相馬市原町区下高平字牛渡前 

南相馬市原町区下高平字荒井前 



 

南相馬市原町区下高平字川原 

南相馬市原町区下高平字内川原 

南相馬市原町区下高平字如来堂 

南相馬市原町区下渋佐字後川 

南相馬市原町区下渋佐字赤沼 

南相馬市原町区下渋佐字大橋 

南相馬市原町区下渋佐字大身 

南相馬市原町区下渋佐字仲西 

南相馬市原町区下渋佐字南谷地 

南相馬市原町区下渋佐字平 

南相馬市原町区下渋佐字湊 

南相馬市原町区下北高平字赤宇津木 

南相馬市原町区萱浜字愛原 

南相馬市原町区萱浜字一本松 

南相馬市原町区萱浜字見谷地 

南相馬市原町区萱浜字才ノ下 

南相馬市原町区萱浜字西田 

南相馬市原町区萱浜字赤沼 

南相馬市原町区萱浜字切付 

南相馬市原町区萱浜字蔵前 

南相馬市原町区萱浜字南才ノ上 

南相馬市原町区萱浜字百目木 

南相馬市原町区萱浜字北才ノ上 

南相馬市原町区萱浜字堀子目 

南相馬市原町区金沢字浦 

南相馬市原町区金沢字舟沢 

南相馬市原町区金沢字水神崎 

南相馬市原町区江井字下沼 

南相馬市原町区江井字大北 

南相馬市原町区雫字犬這 

南相馬市原町区雫字山畑 

南相馬市原町区雫字上ノ台 

南相馬市原町区雫字台畑 

南相馬市原町区雫字北迫田 

南相馬市原町区小沢字小沢 

南相馬市原町区小沢字折戸 

南相馬市原町区上渋佐字沖田 

南相馬市原町区上渋佐字寺崎 

南相馬市原町区上渋佐字南谷地 

南相馬市原町区泉字舘腰 

南相馬市原町区泉字舘前 

南相馬市原町区泉字須賀内 

南相馬市原町区泉字前向 



 

南相馬市原町区泉字町 

南相馬市原町区泉字町畑 

南相馬市原町区泉字塚越 

南相馬市原町区米々沢字松木内 

南相馬市原町区米々沢字川畑 

南相馬市原町区米々沢字沢田 

南相馬市原町区米々沢字谷地畑 

南相馬市原町区北泉字脇 

南相馬市鹿島区烏崎字牛島 

南相馬市鹿島区烏崎字原田 

南相馬市鹿島区烏崎字戸屋 

南相馬市鹿島区烏崎字寺前 

南相馬市鹿島区烏崎字石崎 

南相馬市鹿島区烏崎字大迫 

南相馬市鹿島区烏崎字町 

南相馬市鹿島区烏崎字南入 

南相馬市鹿島区烏崎字浜 

南相馬市鹿島区烏崎字北谷地 

南相馬市鹿島区鹿島字下川原 

南相馬市鹿島区鹿島字熊ノ前 

南相馬市鹿島区鹿島字五反田 

南相馬市鹿島区鹿島字富永 

南相馬市鹿島区小島田字原畑 

南相馬市鹿島区小島田字大学 

南相馬市鹿島区小島田字大原 

南相馬市鹿島区小島田字東立谷 

南相馬市鹿島区小島田字北田 

南相馬市鹿島区小島田字北畑 

南相馬市鹿島区小島田字立谷 

南相馬市鹿島区川子字尻浸 

南相馬市鹿島区大内字関根 

南相馬市鹿島区大内字舘下 

南相馬市鹿島区大内字宮前 

南相馬市鹿島区大内字沼田 

南相馬市鹿島区大内字西谷地 

南相馬市鹿島区大内字堤下 

南相馬市鹿島区南右田字榎内 

南相馬市鹿島区南右田字金山 

南相馬市鹿島区南右田字金山田 

南相馬市鹿島区南右田字後坪 

南相馬市鹿島区南右田字高畑 

南相馬市鹿島区南右田字瀬戸内 

南相馬市鹿島区南右田字西畑 



 

南相馬市鹿島区南右田字前田 

南相馬市鹿島区南右田字前畑 

南相馬市鹿島区南右田字大古内 

南相馬市鹿島区南右田字谷地 

南相馬市鹿島区南右田字竹花 

南相馬市鹿島区南右田字中ノ内 

南相馬市鹿島区南右田字踏切 

南相馬市鹿島区南右田字南沢田 

南相馬市鹿島区南右田字二ツ沼 

南相馬市鹿島区南右田字蛭田 

南相馬市鹿島区南右田字蓮花町 

南相馬市鹿島区南海老字釜前 

南相馬市鹿島区南海老字高屋釜 

南相馬市鹿島区南海老字西畑 

南相馬市鹿島区南海老字竹ノ内 

南相馬市鹿島区南海老字竹ノ内前 

南相馬市鹿島区南海老字中谷地 

南相馬市鹿島区南海老字南町 

南相馬市鹿島区南海老字蛭沼 

南相馬市鹿島区南柚木字対馬谷地 

南相馬市鹿島区南柚木字矢ノ目川添 

南相馬市鹿島区北右田字稲荷田 

南相馬市鹿島区北右田字桶師屋 

南相馬市鹿島区北右田字宮田 

南相馬市鹿島区北右田字軍塚 

南相馬市鹿島区北右田字高田 

南相馬市鹿島区北右田字沼田 

南相馬市鹿島区北右田字染師 

南相馬市鹿島区北右田字竹花 

南相馬市鹿島区北右田字田島 

南相馬市鹿島区北右田字塔場 

南相馬市鹿島区北右田字八斗蒔 

南相馬市鹿島区北右田字八龍町 

南相馬市鹿島区北右田字百目木 

南相馬市鹿島区北右田字浜田 

南相馬市鹿島区北右田字北染師 

南相馬市鹿島区北右田字薬師堂 

南相馬市鹿島区北右田字柳町 

南相馬市鹿島区北右田字釼宮 

南相馬市鹿島区北海老字釜舟戸 

南相馬市鹿島区北海老字釜舟戸西 

南相馬市鹿島区北海老字釜舟戸東 

南相馬市鹿島区北海老字港口 



 

南相馬市鹿島区北海老字入ウ田 

南相馬市鹿島区北海老字北ノ内 

南相馬市鹿島区北海老字明神前 

南相馬市小高区井田川字南新田 

南相馬市小高区井田川字北新田 

南相馬市小高区浦尻字屋敷西 

南相馬市小高区浦尻字広町 

南相馬市小高区浦尻字前原 

南相馬市小高区浦尻字前田 

南相馬市小高区浦尻字町 

南相馬市小高区浦尻字北川原 

南相馬市小高区岡田字塩行 

南相馬市小高区岡田字下川原田 

南相馬市小高区岡田字上川原田 

南相馬市小高区岡田字西仲田 

南相馬市小高区岡田字仲川原田 

南相馬市小高区岡田字反町 

南相馬市小高区下浦字芦谷地 

南相馬市小高区下浦字西ノ内 

南相馬市小高区角部内字貝塚 

南相馬市小高区角部内字谷地 

南相馬市小高区角部内字南台 

南相馬市小高区角部内字入羽和形 

南相馬市小高区角部内字反田 

南相馬市小高区角部内字北台 

南相馬市小高区耳谷字山沢前 

南相馬市小高区村上字舘腰 

南相馬市小高区村上字西谷地 

南相馬市小高区村上字西谷地南坪 

南相馬市小高区村上字前谷地 

南相馬市小高区村上字仲川原 

南相馬市小高区村上字北川 

南相馬市小高区大井字花輪下 

南相馬市小高区大井字観音前 

南相馬市小高区大井字深町 

南相馬市小高区大井字田中前 

南相馬市小高区塚原字西浜田 

南相馬市小高区塚原字大迫 

南相馬市小高区塚原字浜田 

南相馬市小高区塚原字薬師前 

南相馬市小高区南小高字手綱落 

南相馬市小高区福岡字山田 

南相馬市小高区福岡字柏下 



 

南相馬市小高区蛯沢字平五郎 

双葉郡広野町大字下浅見川字久保 

双葉郡広野町大字下浅見川字松下 

双葉郡広野町大字下浅見川字本町 

双葉郡広野町大字下北迫字久保田 

双葉郡広野町大字下北迫字宮田 

双葉郡楢葉町大字山田浜字関場 

双葉郡楢葉町大字山田浜字後中 

双葉郡楢葉町大字山田浜字山道北 

双葉郡楢葉町大字山田浜字甚四郎前 

双葉郡楢葉町大字山田浜字泉畑 

双葉郡楢葉町大字山田浜字仲入 

双葉郡楢葉町大字山田浜字破町 

双葉郡楢葉町大字山田浜字仏房 

双葉郡楢葉町大字山田浜字蜂作 

双葉郡楢葉町大字前原字岡崎 

双葉郡楢葉町大字前原字下川原 

双葉郡楢葉町大字前原字海法地 

双葉郡楢葉町大字前原字金剛川原 

双葉郡楢葉町大字前原字宿田 

双葉郡楢葉町大字前原字大木田 

双葉郡楢葉町大字前原字浜城 

双葉郡楢葉町大字前原字浜川田 

双葉郡楢葉町大字前原字付念田 

双葉郡楢葉町大字前原字葉ノ木原 

双葉郡楢葉町大字波倉字横枕 

双葉郡楢葉町大字波倉字鎌田 

双葉郡楢葉町大字波倉字五反田 

双葉郡楢葉町大字波倉字腰巻 

双葉郡楢葉町大字波倉字小作 

双葉郡楢葉町大字波倉字浜畑 

双葉郡楢葉町大字波倉字坊ノ下 

双葉郡楢葉町大字北田字金堂地 

双葉郡富岡町大字小浜字反町 

双葉郡富岡町大字毛萱字浜畑 

双葉郡双葉町大字郡山字根田 

双葉郡双葉町大字郡山字沼ノ沢 

双葉郡双葉町大字郡山字谷地 

双葉郡双葉町大字郡山字柳町 

双葉郡双葉町大字中田字大仏前 

双葉郡双葉町大字中浜字西川原 

双葉郡双葉町大字中浜字南原 

双葉郡双葉町大字中浜字南川原 



 

双葉郡双葉町大字中浜字本町 

双葉郡双葉町大字中野字羽山前 

双葉郡双葉町大字中野字宮ノ脇 

双葉郡双葉町大字中野字高田 

双葉郡双葉町大字中野字渋江 

双葉郡双葉町大字中野字竹ノ花 

双葉郡双葉町大字両竹字花ノ木 

双葉郡双葉町大字両竹字南観音堂 

双葉郡双葉町大字両竹字農師町 

双葉郡双葉町大字両竹字北観音堂 

双葉郡浪江町大字請戸字雨垂 

双葉郡浪江町大字請戸字角畑 

双葉郡浪江町大字請戸字古川 

双葉郡浪江町大字請戸字御壇ノ西 

双葉郡浪江町大字請戸字御塚ノ北 

双葉郡浪江町大字請戸字江名川内 

双葉郡浪江町大字請戸字左島塚 

双葉郡浪江町大字請戸字持平 

双葉郡浪江町大字請戸字芝草 

双葉郡浪江町大字請戸字小谷地 

双葉郡浪江町大字請戸字新町 

双葉郡浪江町大字請戸字舛倉 

双葉郡浪江町大字請戸字大師堂 

双葉郡浪江町大字請戸字谷地畑 

双葉郡浪江町大字請戸字中谷地 

双葉郡浪江町大字請戸字中島 

双葉郡浪江町大字請戸字長田坊 

双葉郡浪江町大字請戸字東迎 

双葉郡浪江町大字請戸字南久保 

双葉郡浪江町大字請戸字芳崎 

双葉郡浪江町大字請戸字北久保 

双葉郡浪江町大字請戸字本町 

双葉郡浪江町大字請戸字明神前 

双葉郡浪江町大字請戸字雷 

双葉郡浪江町大字棚塩字越福堂 

双葉郡浪江町大字棚塩字下浜田 

双葉郡浪江町大字棚塩字舘野 

双葉郡浪江町大字棚塩字宮田 

双葉郡浪江町大字棚塩字穴田 

双葉郡浪江町大字棚塩字原下 

双葉郡浪江町大字棚塩字古屋敷 

双葉郡浪江町大字棚塩字古川 

双葉郡浪江町大字棚塩字向川原 



 

双葉郡浪江町大字棚塩字荒井前 

双葉郡浪江町大字棚塩字根町 

双葉郡浪江町大字棚塩字上荒井前 

双葉郡浪江町大字棚塩字新屋敷 

双葉郡浪江町大字棚塩字西谷地 

双葉郡浪江町大字棚塩字中舛倉 

双葉郡浪江町大字棚塩字町田 

双葉郡浪江町大字棚塩字南川原 

双葉郡浪江町大字棚塩字本町 

双葉郡浪江町大字中浜字西原 

双葉郡浪江町大字中浜字長沼 

双葉郡浪江町大字中浜字南原 

双葉郡浪江町大字北幾世橋字荒井 

双葉郡浪江町大字北幾世橋字荒井前 

双葉郡浪江町大字両竹字カブメキ 

双葉郡浪江町大字両竹字近道原 

双葉郡浪江町大字両竹字持平 

双葉郡浪江町大字両竹字庄司口 

双葉郡浪江町大字両竹字森合 

双葉郡浪江町大字両竹字長沼 

双葉郡浪江町大字両竹字的場 

双葉郡浪江町大字両竹字蛭田 

双葉郡浪江町大字両竹字北庄司口 

双葉郡浪江町大字両竹字本町 

相馬郡新地町駒ケ嶺字向田 

相馬郡新地町駒ケ嶺字今神 

相馬郡新地町駒ケ嶺字洞山 

相馬郡新地町今泉字西田 

相馬郡新地町今泉字大堤 

相馬郡新地町今泉字谷地田塩入 

相馬郡新地町今泉字附田 

相馬郡新地町小川字原添 

相馬郡新地町小川字長谷地 

相馬郡新地町小川字田中 

相馬郡新地町小川字八幡前 

相馬郡新地町大戸浜字牛川南 

相馬郡新地町大戸浜字浜南 

相馬郡新地町大戸浜字浜北 

相馬郡新地町大戸浜字北中磯塩入 

相馬郡新地町大戸浜字北迫塩入 

相馬郡新地町大字福田字車田 

相馬郡新地町大字福田字渋田 

相馬郡新地町大字福田字北向 



 

相馬郡新地町大字福田字柳原 

相馬郡新地町大字埓木崎字西田 

相馬郡新地町谷地小屋字古屋敷 

相馬郡新地町谷地小屋字高田 

相馬郡新地町谷地小屋字四斗蒔 

相馬郡新地町谷地小屋字須賀酒 

相馬郡新地町谷地小屋字舛形 

相馬郡新地町谷地小屋字中島 

相馬郡新地町谷地小屋字中浜田 

相馬郡新地町谷地小屋字町裏 

相馬郡新地町谷地小屋字釣師 

相馬郡新地町谷地小屋字樋ノ口 

相馬郡新地町谷地小屋字浜畑 

相馬郡新地町谷地小屋字北畑 

 

 



 

平成２３年東北地方太平洋沖地震に係る住家被害認定の調査方法 
（平成 23 年 3 月 31 日策定、平成 23 年 4 月 12 日改定） 

 
平成２３年東北地方太平洋沖地震に係る住家被害については、以下の方法による

第１次調査により被害を認定し、これに基づいて、り災証明書を発行することがで

きることとする。 
 
１．津波による住家被害 

津波による住家被害に関する標準的な調査・判定方法は現行の「災害に係る住家

の被害認定基準運用指針」では定められていないが、水流、浸水等による被害が多

く発生していることから、水害の調査方法を参考にすることができると考えられる。 
一方で、大量の汚泥やがれきを含んだ海水が住家に被害を及ぼしているという状

況を踏まえると、一般的な水害よりも大きな住家被害が発生していることが想定さ

れる。 
また、膨大な調査棟数、現在の被災市町村の被害認定業務実施体制に鑑みると、

事務の大幅な簡素化が求められている。 
これらの状況を踏まえ、この度の災害の津波による住家被害については、以下の

とおり、第１次調査を実施する。 
 
①まずは、航空写真又は衛星写真を活用して、対象住家が津波により流失したかど

うか確認。 
②流失した住家については、全壊と判定。 
③流失しなかった住家について、「住家被害認定調査票 津波 第１次」（別添１）を

参考に、外観の目視調査だけで、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の被害の程

度を判定。 
 
＊航空写真及び衛星写真については、＜参考１＞を参照 
 
※判定結果に納得がいかない被災者に対しては、第２次調査として、「住家被害認

定調査票 水害」により外観目視調査及び内部立入調査を行い、住家の損害割合

を算定し、被害の程度を判定。 
なお、津波による被害にあわせ、地震被害が発生し、基礎のいずれかの辺が一

見して全部破壊しており、かつ破壊している基礎の直下の地盤に地震に伴う陥没、

隆起、液状化等の被害が生じている場合は、全壊と判定する。 
 
２．地震による住家被害 
地震による住家被害については、既に大規模災害時用の調査方法が作成されてい

るところであるが、この度の未曽有の災害にあたって、第１次調査についてさらな

る簡素化を図り、以下のとおり実施する。 
 
①住家被害認定調査損害割合イメージ図（別添２）により、被災した住家の屋根、

壁及び基礎の外観目視調査を行い、住家の損害割合を算定し被害の程度を判定。 
 
※判定結果に納得がいかない被災者に対しては、第２次調査として、「住家被害認

定調査票 地震 第２次」により、外観目視調査及び内部立ち入り調査を行い、被

害の程度を判定 
  

（別紙２）



 

＜参考１＞ 
１．被災地域の航空写真については、国土地理院のＨＰで閲覧することができます。 

 
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h23_tohoku.html 

 
 

２．今回の災害にあたり、内閣府内に置かれたボランティアによる地図作成チーム

（ＥＭＴ）において、被災地域の航空写真と住宅地図を重ね合わせたものをＷＥ

Ｂ上で公開されております。 
 
http://www.drs.dpri.kyoto-u.ac.jp/emt/index.html 

 
 
３．沿岸部の被災地域の衛星写真については、㈱日立製作所及び㈱日立ソリューシ

ョンズから無償提供の申し出がありました。 
 

連絡先 （株）日立ソリューションズ 
     TEL 0120-421-126 

URL https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry 
 

  



 

＜参考２＞迅速に被災者支援を実施するための措置 
 
１．り災証明書の発行手続の迅速化 

本事務連絡に基づく住家被害認定調査の簡便化により、り災証明書発行手続の

迅速化が図られる。 
なお、り災証明書は、被災者生活再建支援制度をはじめとする各種被災者支援

制度において、適用の判断材料として使われている。 
 
（過去の災害において、り災証明書を判断材料とした被災者支援制度） 
給付：被災者生活再建支援金、義援金 
融資：（独）住宅金融支援機構の災害復興住宅融資、災害援護資金 
減免・猶予：税、社会保険料、公共料金 
現物支給：災害に係る住宅の応急修理、公営住宅等の一時的な入居、応急仮設住

宅の供与 
 
 
２．公営住宅の一時受け入れのための被災証明 

福島県からの避難者が公営住宅への一時的な入居等のサービスを受ける際に

必要な「り災証明書」については、社会的インフラストラクチャーの破壊や原発

事故に伴う避難指示による避難者であることを証明する「被災証明書」により、

受け入れ市町村において同様の取り扱いがなされるよう、被災者生活支援特別対

策本部及び総務省から各都道府県等に対し要請している。 
なお、福島県以外の県について「被災証明書」等が発行された場合の取り扱い

については、現在検討中である。 
 
 
３．被災者生活再建支援法 
（１）写真添付による申請受付 

被災者生活再建支援法の支援金の支給申請の添付書類として、り災証明書が必

要であるが、住宅の全壊が写真で確認できる場合には、その添付をもって申請を

受け付けることも可能。 
なお、り災証明書の提出を不要とするものではなく、り災証明書の発行が開始

された後、遅滞なく提出することが必要である。 
 
（２）長期避難世帯の認定 
  沿岸部で大津波により地域・集落全体が壊滅的な被害を受け、社会的インフラ

が失われたような地域については、被災者生活再建支援法の「長期避難世帯」に

該当する。 
長期避難世帯に認定された場合、当該地域の被災世帯は、住家の被害の程度に

関わらず、全壊世帯と同様最大３００万円の支援を受けることができる。 
長期避難世帯が被災者生活再建支援金の申請を行う場合、市町村が発行した

「長期避難世帯に該当する旨の証明書」を添付すれば足り、「り災証明書」の添

付は不要。 
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