
別紙

路線番号 路線名 起点住所 終点住所 主要経過地 路線番号 路線名 起点住所 終点住所 主要経過地

103 小鎚線 上町326番33 小鎚第12地割字小渡24番８ 101 小鎚線 上町432番 小鎚第12地割33番４

108 愛宕山線 本町295番イ 小鎚第32地割126番14 102 愛宕山線 本町413番 小鎚第32地割126番34

114 大ヶ口線 大町325番35 大槌第12地割字柾内39番６無番先 103 大ヶ口線 大町533番 大槌第12地割39番６先無番

101 宮沢峠線 大槌第６地割14番３ 大槌第６地割151番２ 104 宮沢峠線 大槌第６地割14番３ 大槌第６地割151番２

106 沢山線 大槌第22地割１番３ 大槌第23地割117番２ 105 沢山線 大槌第22地割60番３ 大槌第23地割117番２

105 沢山迫又線 大槌第25地割112番１ 大槌第25地割157番１ 106 沢山迫又線 安渡一丁目112番１ 安渡一丁目157番２

112 吉里吉里北田塚鼻線 吉里々々第１地割18番６ 吉里吉里三丁目212番４ 107 吉里吉里北田塚鼻線 吉里吉里第２地割10番33 吉里吉里三丁目218番４

117 田屋線 吉里吉里第11地割字白石51番３ 吉里吉里第11地割字白石47番４ 108 田屋線 吉里吉里第11地割65番11 吉里吉里第11地割43番44

119 筋山線 吉里吉里三丁目59番２ 赤浜一丁目21番４ 109 筋山線 吉里吉里三丁目59番２ 赤浜一丁目337番

102 新山１号線 小鎚第12地割24番８ 小鎚第２地割15番１ 110 新山線 小鎚第12地割24番８ 小鎚第２地割53番４

118 安渡幹線 安渡三丁目150番先水 安渡三丁目93番３ 111 安渡幹線 安渡二丁目430番 安渡三丁目93番３

116 三枚堂大ヶ口線 小鎚第21地割字高清水13番 大槌第11地割字大ヶ口228番先水 112 三枚堂大ヶ口線 小鎚第21地割13番 大槌第11地割273番89先水

115 市街幹線 大町84番１ 須賀町99番 113 市街幹線 大町533番 須賀町107番４

207 桜木町幹線 桜木町505番 桜木町154番 201 桜木町幹線 桜木町607番 桜木町594番

201 安瀬の沢線 金沢第22地割10番２ 金沢第24地割52番 安瀬の沢林道 202 安瀬の沢線 金沢第22地割10番２ 金沢第24地割52番 安瀬の沢林道

212 沢山迫又線 安渡一丁目176番１ 大槌第23地割字沢山46番12 205 沢山迫又１号線 安渡一丁目157番２ 大槌第23地割46番４

210 吉里吉里町内線 吉里吉里一丁目423番10 吉里吉里二丁目34番10 206 吉里吉里町内線 吉里吉里一丁目223番９ 吉里吉里二丁目535番

213 浪板駅前線 吉里吉里第11地割字白石26番14 吉里吉里第11地割字白石56番４ 207 浪板駅前線 吉里吉里第11地割26番３ 吉里吉里第11地割43番36

206 寺野線 小鎚第21地割109番内29 小鎚第20地割50番１ 208 寺野線 小鎚第21地割147番 小鎚第20地割50番１

202 小鎚１号線 小鎚第12地割30番６ 西金沢山国有林56林班地内 小鎚川林道 209 小鎚１号線 小鎚第12地割30番４ 西金沢山国有林56林班地内 小鎚川林道

205 新山１号線 小鎚第２地割16番 小鎚第１地割59番38 スリーグリーンライン群界 210 新山１号線 小鎚第２地割53番４ 小鎚第１地割59番130 スリーグリーンライン群界

1190 上町１号線 上町208番 上町208番 1001 上町１号線 上町431番 上町431番

1191 上町２号線 上町209番５ 上町329番２ 1002 上町２号線 上町430番 上町430番

1192 上町３号線 上町217番先道 上町218番 1003 上町３号線 上町429番 上町429番

1193 上町４号線 上町260番３ 上町284番１ 1004 上町４号線 上町426番 上町426番

1194 上町５号線 上町１番14 上町16番 1005 上町５号線 上町448番 上町448番

1195 上町６号線 上町２番２ 上町６番２ 1006 上町６号線 上町450番 上町450番

1196 上町７号線 上町６番２ 上町５番２ 1007 上町７号線 上町451番 上町451番

1197 上町８号線 上町20番２先水 上町18番２先道 1008 上町８号線 上町449番 上町449番

1198 上町９号線 上町23番２ 上町１番９ 1009 上町９号線 上町445番 上町445番

1199 上町10号線 上町25番６ 上町18番４先道 1010 上町10号線 上町446番 上町446番

1200 上町11号線 上町17番１ 上町５番２ 1011 上町11号線 上町447番 上町447番

1201 上町12号線 上町148番11 上町30番３ 1012 上町12号線 上町444番 上町444番

1202 上町13号線 上町148番４ 上町136番３先道 1013 上町13号線 上町441番 上町441番

1203 上町14号線 上町25番４ 上町51番21先道 1014 上町14号線 上町442番 上町442番

1204 上町15号線 上町26番１ 上町51番18 1015 上町15号線 上町443番 上町443番

1205 上町16号線 上町135番先水 上町52番１ 1016 上町16号線 上町440番 上町440番

1206 上町17号線 上町62番１ 上町52番20 1017 上町17号線 上町437番 上町437番

1207 上町18号線 上町59番22 上町52番７ 1018 上町18号線 上町438番 上町438番

1029 大念寺線 上町249番 上町251番 1019 大念寺線 上町427番 上町427番

1032 大槌保育所線 上町276番４ 小鎚第32地割126番７ 1020 愛宕山１号線 上町401番１ 小鎚第32地割126番７

1208 上町本町線 上町27番１ 本町60番２ 1021 上町本町線 上町439番 上町439番

路線認定公示事項変更一覧表

変更前 変更後



1209 本町上町１号線 本町122番３ 上町130番11 1022 本町上町１号線 上町435番 上町435番

1210 本町上町２号線 本町64番１先道 上町54番２先道 1023 本町上町２号線 上町436番 上町436番

1211 本町１号線 本町326番24 本町310番１先道 1101 本町１号線 本町415番 本町415番

1212 本町２号線 本町310番１先道 本町326番24 1102 本町２号線 本町414番 本町414番

1213 本町３号線 本町120番４ 本町201番６ 1103 本町３号線 本町417番 本町417番

1214 本町４号線 本町191番９ 本町120番４ 1104 本町４号線 本町418番 本町418番

1215 本町５号線 本町191番７ 本町68番２先道 1105 本町５号線 本町419番 本町419番

1216 本町６号線 本町66番５ 本町196番１ 1106 本町６号線 本町420番 本町420番

1217 本町７号線 本町65番３ 本町196番１ 1107 本町７号線 本町421番 本町421番

1218 本町８号線 本町201番14 本町201番１ 1108 本町８号線 本町422番 本町422番

1221 本町大町１号線 本町191番２ 本町255番２ 1109 本町大町１号線 本町425番 大町517番

1222 本町大町２号線 本町190番１先水 大町256番８ 1110 本町大町２号線 本町426番 大町520番

1223 本町大町３号線 本町202番25 大町212番２ 1111 本町大町３号線 大町522番 大町522番

1185 大町１号線 新町62番１ 新町60番１ 1201 大町１号線 大町３番10 大町３番10

1187 大町２号線 新町77番１ 大町24番１ 1202 大町２号線 大町３番12 大町３番18

1219 本町９号線 本町189番５ 本町168番７ 1203 大町３号線 大町521番 大町521番

1224 大町４号線 大町262番１先道 大町262番１先道 1204 大町４号線 大町516番 大町516番

1225 大町５号線 大町257番３先道 大町266番28 1205 大町５号線 大町519番 大町519番

1226 大町６号線 大町217番７ 大町266番21 1206 大町６号線 大町524番 大町524番

1227 大町７号線 大町217番７ 大町266番30 1207 大町７号線 大町523番 大町523番

1073 大町10号線 大町41番５ 大町42番 1208 大町８号線 大町151番１ 大町42番

1228 大町11号線 大町253番 大町88番 1209 大町９号線 大町526番 大町526番

1229 大町12号線 大町248番２先道 大町96番２ 1210 大町10号線 大町527番 大町527番

1230 大町13号線 大町138番 大町304番16 1211 大町11号線 大町530番 大町530番

1231 大町14号線 大町136番 大町87番２ 1212 大町12号線 大町531番 大町531番

1232 大町15号線 大町138番 大町217番57 1213 大町13号線 大町528番 大町528番

1233 大町16号線 大町87番１ 大町87番１ 1214 大町14号線 大町532番 大町532番

1238 大町17号線 大町308番３ 大町304番14 1215 大町15号線 大町529番 大町529番

1246 大町19号線 大町42番 大町47番１ 1216 大町16号線 大町43番10 大町43番10

1247 大町20号線 大町71番１ 大町140番 1217 大町17号線 大町43番６ 大町43番６

1234 大町須賀町線 大町343番２ 須賀町218番５ 1218 大町須賀町線 大町525番 大町525番

1084 明神通り線 小鎚第31地割41番３ 小鎚第31地割101番38 1301 明神通り線 須賀町221番17 須賀町301番45先道

1253 須賀町１号線 須賀町217番60 須賀町217番60 1302 須賀町１号線 須賀町206番７ 須賀町206番７

1254 須賀町２号線 須賀町１番 須賀町96番１ 1303 須賀町２号線 須賀町１番 須賀町96番１

1255 須賀町３号線 須賀町112番 須賀町112番 1304 須賀町３号線 須賀町112番 須賀町112番

1237 須賀町11号線 須賀町215番30 須賀町206番３ 1305 須賀町４号線 須賀町206番１ 須賀町206番６

1249 栄町１号線 栄町109番20 栄町84番１ 1401 栄町１号線 栄町８番３ 栄町８番３

1250 栄町２号線 栄町92番11 栄町41番２ 1402 栄町２号線 栄町８番４ 栄町８番４

1251 栄町３号線 栄町17番２ 栄町53番１ 1403 栄町３号線 栄町８番４ 栄町53番１

1252 栄町４号線 栄町17番９ 栄町37番14 1404 栄町４号線 栄町８番４ 栄町37番14

1262 栄町須賀町線 栄町92番11 須賀町207番１ 1405 栄町須賀町線 栄町92番11 須賀町207番１

1164 御社地１号線 末広町258番 末広町258番 1501 御社地１号線 末広町430番 末広町430番

1165 御社地２号線 末広町229番５ 末広町237番８ 1502 御社地２号線 末広町431番 末広町431番

1166 御社地３号線 末広町258番 末広町258番 1503 御社地３号線 末広町432番 末広町432番

1167 御社地４号線 末広町229番６ 末広町237番９ 1504 御社地４号線 末広町433番 末広町433番



1168 御社地５号線 末広町258番 末広町258番 1505 御社地５号線 末広町434番 末広町434番

1171 松の下１号線 末広町18番75 末広町18番75 1506 松の下１号線 末広町441番 末広町441番

1172 松の下２号線 末広町116番３ 末広町111番45 1507 松の下２号線 末広町440番 末広町440番

1173 松の下３号線 末広町113番３ 末広町116番３ 1508 松の下３号線 末広町439番 末広町439番

1174 松の下４号線 末広町24番13先道 末広町24番先水 1509 松の下４号線 末広町438番 末広町438番

1175 松の下５号線 末広町111番35先道 末広町111番34 1510 松の下５号線 末広町442番 末広町442番

1176 松の下６号線 末広町111番７ 末広町111番７ 1511 松の下６号線 末広町443番 末広町443番

1177 松の下７号線 末広町15番19 末広町18番71 1512 松の下７号線 末広町445番 末広町445番

1178 松の下８号線 末広町12番13 末広町13番11 1513 松の下８号線 末広町448番 末広町448番

1179 松の下９号線 末広町12番15 末広町14番29 1514 松の下９号線 末広町450番 末広町450番

1180 松の下10号線 末広町12番10 末広町14番５ 1515 松の下10号線 末広町449番 末広町449番

1161 末広町１号線 末広町58番 末広町27番２先道 1516 末広町１号線 末広町427番 末広町427番

1162 末広町２号線 末広町62番 末広町64番 1517 末広町２号線 末広町426番 末広町426番

1163 末広町３号線 末広町45番１ 末広町45番２ 1518 末広町３号線 末広町428番 末広町428番

1169 末広町４号線 末広町64番 末広町116番18 1519 末広町４号線 末広町429番 末広町429番

1170 末広町５号線 末広町111番23 末広町113番３ 1520 末広町５号線 末広町437番 末広町437番

1181 末広町沢山１号線 末広町14番27 大槌第22地割字下野３番３先 1521 末広町沢山１号線 末広町446番 大槌第22地割３番３先無番

1182 末広町沢山２号線 末広町14番２ 末広町14番４ 1522 末広町沢山２号線 末広町444番 末広町444番

1183 新町３号線 新町49番 新町38番１ 1601 新町１号線 新町34番10 新町34番10

1184 新町４号線 新町59番 新町38番１ 1602 新町２号線 新町34番９ 新町34番９

1188 新町５号線 安渡一丁目１番先 新町197番 1603 新町３号線 安渡一丁目146番２ 末広町436番

1186 新町大町２号線 大町21番４ 新町38番１ 1604 新町大町１号線 大町３番17 新町34番11

1244 新町大町３号線 大町13 新町34 1605 新町大町２号線 大町３番16 新町106番

1093 桜木町外廻り線 桜木町591番 小鎚第25地割124番３ 1701 桜木町外廻り線 桜木町124番44 小鎚第25地割124番３

1095 桜木町幹線１号線 桜木町385番 桜木町414番 1702 桜木町幹線１号線 桜木町603番 桜木町615番

1096 桜木町幹線２号線 桜木町237番 桜木町265番 1703 桜木町幹線２号線 桜木町598番 桜木町620番

1099 桜木町幹線３号線 桜木町513番 桜木町532番 1704 桜木町幹線３号線 桜木町611番 桜木町611番

1094 桜木町１号線 桜木町526番 桜木町565番 1705 桜木町１号線 桜木町622番 桜木町635番

1097 桜木町２号線 桜木町562番 桜木町520番 1706 桜木町２号線 桜木町609番 桜木町520番

1098 桜木町３号線 桜木町544番 桜木町534番 1707 桜木町３号線 桜木町610番 桜木町608番

1100 桜木町４号線 桜木町475番 桜木町504番 1708 桜木町４号線 桜木町606番 桜木町612番

1101 桜木町５号線 桜木町445番 小鎚第25地割124番41 1709 桜木町５号線 桜木町605番 桜木町613番

1102 桜木町６号線 桜木町415番 桜木町444番 1710 桜木町６号線 桜木町604番 桜木町614番

1103 桜木町７号線 桜木町355番 桜木町384番 1711 桜木町７号線 桜木町602番 桜木町616番

1104 桜木町８号線 桜木町327番 桜木町354番 1712 桜木町８号線 桜木町601番 桜木町617番

1105 桜木町９号線 桜木町297番 桜木町326番 1713 桜木町９号線 桜木町600番 桜木町618番

1106 桜木町10号線 桜木町267番 桜木町296番 1714 桜木町10号線 桜木町599番 桜木町619番

1107 桜木町11号線 桜木町211番 桜木町235番 1715 桜木町11号線 桜木町597番 桜木町621番

1108 桜木町12号線 桜木町191番 桜木町209番 1716 桜木町12号線 桜木町596番 桜木町596番

1109 桜木町13号線 桜木町171番 桜木町189番 1717 桜木町13号線 桜木町595番 桜木町595番

1110 桜木町14号線 桜木町140番 桜木町152番 1718 桜木町14号線 桜木町593番 桜木町593番

1111 桜木町15号線 桜木町130番 桜木町138番 1719 桜木町15号線 桜木町592番 桜木町592番

1112 桜木町16号線 桜木町160番 桜木町126番 1720 桜木町16号線 桜木町628番 桜木町628番

1113 桜木町17号線 桜木町579番 桜木町590番 1721 桜木町17号線 桜木町626番１ 桜木町623番

1114 桜木町18号線 桜木町579番 桜木町570番 1722 桜木町18号線 桜木町625番 桜木町625番



1158 屋敷２号線 大槌第14地割字屋敷前123番17 大槌第14地割字屋敷前123番17 1801 屋敷１号線 大槌第14地割123番１ 大槌第14地割123番１

1160 屋敷３号線 大槌第17地割字上向川原１番１ 大槌第14地割字屋敷前128番２ 1802 屋敷２号線 大槌第17地割１番１ 大槌第14地割148番３先道

1263 屋敷１号線 大槌第14地割52番２ 大槌第16地割31番２ 1803 屋敷３号線 大槌第14地割52番２ 大槌第16地割31番２

1264 屋敷４号線 大槌第16地割34番18 大槌第14地割159番３先水 1804 屋敷４号線 大槌第16地割34番18 大槌第14地割159番３先水

1026 屋敷前公営住宅線 大槌第14地割111番１ 大槌第14地割111番１ 1805 屋敷前公営住宅線 大槌第14地割111番５ 大槌第14地割111番５

1150 源水迫又線 大槌第14地割字屋敷前142 大槌第16地割字大石前24 1806 源水迫又線 大槌第14地割148番５ 大槌第16地割48番17

1028 孵化場線 大槌第14地割字屋敷前 大槌第14地割字屋敷前 1807 孵化場線 大槌第14地割148番３先道 大槌第14地割128番２内

1025 源水１号線 大槌第14地割81番７ 大槌第14地割145番12 1808 源水１号線 大槌第14地割81番７ 大槌第14地割120番９

1027 源水２号線 大槌第14地割93番21 大槌第14地割95番８ 1809 源水２号線 大槌第14地割96番３ 大槌第14地割96番３

1239 源水３号線 大槌第14地割字屋敷前60番１ 大槌第14地割字屋敷前60番１ 1810 源水３号線 大槌第14地割60番３ 大槌第14地割60番３

1266 源水４号線 大槌第14地割111番10 大槌第14地割123番７ 1811 源水４号線 大槌第14地割111番10 大槌第14地割123番７

1001 大ヶ口１号街路線 大槌第11地割180番28 大槌第11地割180番166 1901 大ヶ口１号街路線 大ケ口二丁目161番３ 大ケ口一丁目180番166

1002 大ヶ口２号街路線 大槌第11地割180番９ 大槌第11地割175番119 1902 大ヶ口２号街路線 大ケ口一丁目180番38 大ケ口一丁目175番119

1003 大ヶ口３号街路線 大槌第11地割180番46 大槌第11地割175番198 1903 大ヶ口３号街路線 大ケ口二丁目180番73 大ケ口一丁目175番138

1004 大ヶ口４号街路線 大槌第11地割180番81 大槌第11地割175番243 1904 大ヶ口４号街路線 大ケ口一丁目180番108 大ケ口一丁目175番206

1005 大ヶ口５号街路線 大槌第11地割180番114 大槌第11地割175番267 1905 大ヶ口５号街路線 大ケ口一丁目180番135 大ケ口一丁目175番246

1006 大ヶ口６号街路線 大槌第11地割165番６ 大槌第11地割233番１ 1906 大ヶ口６号街路線 大ケ口二丁目175番２ 大ケ口二丁目175番42

1007 大ヶ口７号街路線 大槌第11地割180番19 大槌第11地割180番145 1907 大ヶ口７号街路線 大ケ口二丁目180番10 大ケ口一丁目180番166

1008 大ヶ口８号街路線 大槌第11地割175番255 大槌第11地割175番21 1908 大ヶ口８号街路線 大ケ口一丁目175番256 大ケ口二丁目175番20

1009 大ヶ口９号街路線 大槌第11地割175番231 大槌第11地割283番 1909 大ヶ口９号街路線 大ケ口一丁目175番232 大ケ口二丁目175番41

1010 大ヶ口10号街路線 大槌第11地割175番241 大槌第11地割175番63 1910 大ヶ口10号街路線 大ケ口一丁目175番242 大ケ口二丁目175番62

1011 大ヶ口11号街路線 大槌第11地割175番132 大槌第11地割175番134 1911 大ヶ口11号街路線 大ケ口一丁目175番133 大ケ口一丁目175番133

1012 大ヶ口12号街路線 大槌第11地割175番260 大槌第11地割字大ヶ口228番先水 1912 大ヶ口12号街路線 大槌第11地割32番１ 大槌第11地割273番90先水

1154 大ヶ口13号街路線 大ヶ口二丁目175番44 大ヶ口二丁目175番310 1913 大ヶ口13号街路線 大ケ口二丁目175番314 大ケ口二丁目175番43

1159 大ヶ口14号街路線 大ヶ口一丁目175番203 大ヶ口一丁目175番314 1914 大ヶ口14号街路線 大ケ口一丁目175番318 大ケ口一丁目175番318

1248 大ヶ口15号街路線 大槌第11地割字大ヶ口228番先水 大槌第11地割223番１ 1915 大ヶ口15号街路線 大槌第11地割273番89先水 大ケ口二丁目233番２

1139 大ヶ口団地１号線 大ヶ口二丁目100番２ 大ヶ口二丁目100番２ 1916 大ヶ口団地１号線 大ケ口二丁目100番２ 大ケ口二丁目100番２

1140 大ヶ口団地２号線 大ヶ口二丁目86番３ 大ヶ口二丁目100番２ 1917 大ヶ口団地２号線 大ケ口二丁目86番３ 大ケ口二丁目100番２

1141 大ヶ口団地３号線 大ヶ口二丁目100番２ 大ヶ口二丁目100番２ 1918 大ヶ口団地３号線 大ケ口二丁目100番２ 大ケ口二丁目100番２

1013 大ヶ口住宅１号線 大ヶ口一丁目180番158 大ヶ口一丁目180番162 1919 大ヶ口一丁目町営住宅線 大ケ口一丁目180番158 大ケ口一丁目180番162

1151 大ヶ口二丁目第２町営住宅１号線 大ヶ口二丁目100番10 大ヶ口二丁目100番38 1920 大ヶ口二丁目第２町営住宅１号線 大ケ口二丁目128番34 大ケ口二丁目128番34

1152 大ヶ口二丁目第２町営住宅２号線 大ヶ口二丁目100番12 大ヶ口二丁目100番21 1921 大ヶ口二丁目第２町営住宅２号線 大ケ口二丁目128番34 大ケ口二丁目128番34

1153 大ヶ口二丁目第２町営住宅３号線 大ヶ口二丁目100番33 大ヶ口二丁目100番35 1922 大ヶ口二丁目第２町営住宅３号線 大ケ口二丁目128番34 大ケ口二丁目128番34

2011 大槌北小学校線 大槌第16地割66番１ 大槌第23地割９番40 2001 沢山１号線 大槌第16地割47番７ 大槌第23地割171番

2012 沢山２号線 大槌第23地割７番４ 大槌第23地割33番２ 2002 沢山２号線 大槌第23地割120番２ 大槌第23地割33番11

2124 沢山１号線 大槌第23地割字沢山12番７ 大槌第23地割字沢山24番１ 2003 沢山３号線 大槌第23地割17番３ 大槌第23地割24番１

2125 沢山２号線 大槌第23地割字沢山６番１地先水 大槌第23地割字沢山25番30 2004 沢山４号線 大槌第23地割154番３ 大槌第23地割２番１

2126 沢山４号線 大槌第23地割字沢山72番34 大槌第23地割字沢山66番４ 2005 沢山５号線 大槌第23地割72番34 大槌第23地割170番

2021 沢山５号線 大槌第22地割字下野 大槌第22地割字下野３番３先 2006 沢山６号線 大槌第22地割32番３ 大槌第22地割34番４

2022 沢山６号線 大槌第24地割12番 大槌第24地割15番１ 2007 沢山７号線 大槌第24地割９番１ 大槌第24地割15番１

2101 沢山９号線 大槌 大槌 2008 沢山８号線 大槌第22地割102番３ 大槌第22地割99番３

2103 沢山10号線 大槌第23地割字沢山９番26 大槌第23地割字沢山８番30 2009 沢山９号線 大槌第23地割９番25 大槌第23地割８番２

2104 沢山11号線 大槌第23地割字沢山４番２ 大槌第23地割字沢山４番６ 2010 沢山10号線 大槌第23地割４番12 大槌第23地割４番12

2106 沢山12号線 大槌第23地割字沢山97番１ 大槌第23地割字沢山99番19 2011 沢山11号線 大槌第23地割97番46 大槌第23地割97番27

2107 沢山13号線 大槌第22地割字下野96番３ 大槌第22地割字下野88番１ 2012 沢山12号線 大槌第22地割96番５ 大槌第22地割88番４



2109 沢山14号線 大槌第23地割字沢山46番５ 大槌第23地割字沢山45番11 2013 沢山13号線 大槌第23地割45番２ 大槌第23地割45番２

2110 沢山15号線 大槌第22地割字下野61番１ 大槌第22地割字下野29番３ 2014 沢山14号線 大槌第22地割61番４ 大槌第22地割29番２

2127 沢山16号線 大槌第23地割字沢山49番９ 大槌第23地割字沢山59番１ 2015 沢山15号線 大槌第23地割56番２ 大槌第23地割59番21

2128 沢山17号線 大槌第23地割字沢山56番10 大槌第23地割字沢山56番２ 2016 沢山16号線 大槌第23地割57番16 大槌第23地割57番７

2129 沢山18号線 大槌第23地割字沢山25番47 大槌第23地割字沢山25番19 2017 沢山17号線 大槌第23地割25番43 大槌第23地割25番35

2198 沢山19号線 大槌第23地割字沢山35番13 大槌第23地割字沢山35番７ 2018 沢山18号線 大槌第28地割35番38 大槌第28地割35番38

2131 沢山20号線 大槌第23地割字沢山32番２ 大槌第23地割字沢山46番10 2019 沢山19号線 大槌第23地割32番10 大槌第23地割35番15

2132 沢山21号線 大槌第23地割字沢山35番25 大槌第23地割字沢山35番35 2020 沢山20号線 大槌第23地割35番15 大槌第23地割35番15

2133 沢山22号線 大槌第23地割字沢山46番14 大槌第23地割字沢山72番19 2021 沢山21号線 大槌第23地割46番７ 大槌第23地割43番60

2134 沢山23号線 大槌第23地割字沢43番３ 大槌第23地割字沢43番３ 2022 沢山22号線 大槌第23地割43番60 大槌第23地割43番60

2141 沢山24号線 大槌第23地割字沢山24番１ 大槌第23地割字沢山25番22 2023 沢山23号線 大槌第23地割25番３ 大槌第23地割25番41

2018 沢山団地１号線 大槌第23地割97番21 大槌第23地割97番３ 2024 沢山団地１号線 大槌第23地割97番31 大槌第23地割97番31

2019 沢山団地２号線 大槌第23地割97番15 大槌第23地割97番14 2025 沢山団地２号線 大槌第23地割97番31 大槌第23地割97番31

2020 沢山団地３号線 大槌第23地割118番５ 大槌第23地割97番８ 2026 沢山団地３号線 大槌第23地割97番31 大槌第23地割97番31

2023 小枝ヶ沢線 大槌第24地割48番１イ 大槌第24地割77番内９ 2101 小枝ヶ沢線 大槌第24地割11番２ 大槌第24地割77番９

2024 夏本団地１号線 大槌第24地割30番12 大槌第24地割24番 2102 夏本団地１号線 大槌第24地割77番21 大槌第24地割30番１

2025 夏本団地２号線 大槌第24地割77番内17 大槌第24地割30番30 2103 夏本団地２号線 大槌第24地割30番１ 大槌第24地割77番66

2026 夏本団地３号線 大槌第24地割30番４ 大槌第24地割30番21 2104 夏本団地３号線 大槌第24地割30番１ 大槌第24地割30番１

2027 夏本団地４号線 大槌第24地割30番28 大槌第24地割30番18 2105 夏本団地４号線 大槌第24地割30番29 大槌第24地割30番１

2028 高森団地線 大槌第24地割54番39 大槌第24地割55番17 2106 高森団地線 大槌第24地割54番36 大槌第24地割54番26

2029 夏本公営住宅１号線 大槌第24地割73番１先道 大槌第24地割63番 2107 大槌斎苑線 大槌第24地割174番３ 大槌第24地割78番13

2102 大槌学園線 大槌第16地割字大石前47番１ 大槌第15地割字沢山９番１ 2108 大槌学園線 大槌第16地割47番９ 大槌第15地割48番８

2009 迫又線 大槌第15地割77番２ 大槌第15地割23番１ 2109 迫又線 大槌第15地割77番２ 大槌第15地割23番１

2004 辺津ヶ沢線 大槌第15地割１番２ 吉里吉里第８地割39番３ 2201 辺津ヶ沢１号線 大槌第15地割１番25 吉里吉里第８地割39番３

2002 辺津ヶ沢１号線 大槌第15地割46番32 大槌第15地割46番29 2202 辺津ヶ沢２号線 大槌第15地割46番２ 大槌第15地割46番２

2003 辺津ヶ沢２号線 大槌第15地割46番８ 大槌第15地割46番17 2203 辺津ヶ沢３号線 大槌第15地割46番７ 大槌第15地割46番７

2005 辺津ヶ沢３号線 大槌第15地割字辺地ヶ沢 大槌第15地割字辺地ヶ沢 2204 辺津ヶ沢４号線 大槌第15地割95番239 大槌第15地割95番144

2006 辺津ヶ沢４号線 大槌第15地割字辺地ヶ沢 大槌第15地割字辺地ヶ沢 2205 辺津ヶ沢５号線 大槌第15地割95番124 大槌第15地割95番201

2007 辺津ヶ沢５号線 大槌第15地割95番35 大槌第15地割95番141 2206 辺津ヶ沢６号線 大槌第15地割95番104 大槌第15地割95番239

2008 辺津ヶ沢６号線 大槌第15地割字辺地ヶ沢 大槌第15地割字辺地ヶ沢 2207 辺津ヶ沢７号線 大槌第15地割95番182 大槌第15地割95番182

2095 辺津ヶ沢７号線 大槌第16地割字大石前 大槌第16地割字大石前 2208 辺津ヶ沢８号線 大槌第16地割46番45 大槌第16地割20番13

2096 辺津ヶ沢８号線 大槌第16地割字大石前 大槌第16地割字大石前 2209 辺津ヶ沢９号線 大槌第16地割20番13 大槌第16地割20番13

2097 辺津ヶ沢９号線 大槌第15地割字迫又 大槌第15地割字辺地ヶ沢 2210 辺津ヶ沢10号線 大槌第15地割46番43 大槌第15地割95番47

2098 辺津ヶ沢10号線 大槌第15地割字辺地ヶ沢 大槌第15地割字辺地ヶ沢 2211 辺津ヶ沢11号線 大槌第15地割95番209 大槌第15地割95番163

2099 辺津ヶ沢11号線 大槌第15地割字辺地ヶ沢 大槌第15地割字辺地ヶ沢 2212 辺津ヶ沢12号線 大槌第15地割95番235 大槌第15地割95番235

2108 辺津ヶ沢12号線 大槌第15地割字辺地ヶ沢95番267 大槌第15地割字辺地ヶ沢95番15 2213 辺津ヶ沢13号線 大槌第15地割95番261 大槌第15地割95番267

2192 辺津ヶ沢13号線 大槌第15地割字辺地ヶ沢51番22 大槌第15地割字辺地ヶ沢50番 2214 辺津ヶ沢14号線 大槌第15地割51番13 大槌第15地割104番２

1265 辺津ヶ沢14号線 大槌第15地割46番２ 大槌第15地割46番２ 2215 辺津ヶ沢15号線 大槌第15地割46番２ 大槌第15地割46番２

2122 辺地ヶ沢１号線 大槌第15地割字辺地ヶ沢95番256 大槌第15地割字辺地ヶ沢95番276 2216 辺津ヶ沢16号線 大槌第15地割95番279 大槌第15地割95番279

2123 辺地ヶ沢２号線 大槌第15地割字辺地ヶ沢95番278 大槌第15地割字辺地ヶ沢95番278 2217 辺津ヶ沢17号線 大槌第15地割95番279 大槌第15地割95番279

5014 柾内１号線 大槌第12地割50番２ 飛内山国有林99林班地内 飛内林道 2301 柾内１号線 大槌第12地割40番１ 飛内山国有林99林班地内 飛内林道

5015 柾内２号線 大槌第13地割２番３ 大槌第10地割５番１ 2302 柾内２号線 大槌第13地割129番１ 大槌第10地割５番１

5018 柾内３号線 大槌第12地割字柾内 大槌第12地割字柾内 2303 柾内３号線 大槌第12地割159番２ 大槌第12地割47番先水

5019 柾内４号線 大槌第12地割字柾内 大槌第12地割字柾内 2304 柾内４号線 大槌第12地割155番２ 大槌第12地割146番４先無番

5028 柾内５号線 大槌第12地割字柾内62番５ 大槌第12地割字柾内60番 2305 柾内５号線 大槌第12地割62番５ 大槌第12地割60番



5029 柾内６号線 大槌第12地割字柾内82番３ 大槌第12地割字柾内82番７ 2306 柾内６号線 大槌第12地割82番２ 大槌第12地割82番２

5031 柾内７号線 大槌第12地割字柾内96番９ 大槌第12地割字柾内96番５ 2307 柾内７号線 大槌第12地割96番10 大槌第12地割96番10

5032 柾内８号線 大槌第12地割字柾内122番１ 大槌第12地割字柾内122番７ 2308 柾内８号線 大槌第12地割122番10 大槌第12地割122番10

5033 柾内９号線 大槌第12地割字柾内90番２ 大槌第12地割字柾84番７ 2309 柾内９号線 大槌第12地割90番２ 大槌第12地割84番７

5034 柾内10号線 大槌第12地割字柾108番 大槌第12地割字柾108番 2310 柾内10号線 大槌第12地割107番４ 大槌第12地割107番４

5026 柾内町営住宅１号線 大槌第12地割字柾内151番３先水 大槌第12地割字柾内150番２ 2311 柾内町営住宅１号線 大槌第12地割151番21 大槌第12地割151番21

5027 柾内町営住宅２号線 大槌第12地割字柾内151番14 大槌第12地割字柾内151番７ 2312 柾内町営住宅２号線 大槌第12地割151番21 大槌第12地割151番21

5035 柾内町営住宅３号線 大槌第12地割字柾168番 大槌第12地割字柾168番 2313 柾内町営住宅３号線 大槌第12地割168番23 大槌第12地割168番16

5036 柾内町営住宅４号線 大槌第12地割字柾168番 大槌第12地割字柾168番 2314 柾内町営住宅４号線 大槌第12地割168番17 大槌第12地割168番17

5016 門脇線 大槌第６地割149番３ 大槌第６地割153番５ 2401 門脇線 大槌第６地割149番３ 大槌第６地割153番５

5013 小松野前短線 大槌第６地割117番１ 大槌第10地割75番21 2402 小松野前短線 大槌第６地割118番４ 大槌第10地割５番３先無番

5017 恵水講１号線 大槌第５地割字恵水講 大槌第３地割字桃畑 2403 恵水講１号線 大槌第５地割66番１ 大槌第３地割60番５

5039 恵水講２号線 大槌第６地割２番８ 大槌第５地割94番１ 2404 恵水講２号線 大槌第６地割２番８ 大槌第５地割94番１

5011 白銀線 大槌第４地割29番１ 大槌第３地割112番 2405 白銀１号線 大槌第４地割29番１ 大槌第３地割117番２

5024 白銀１号線 大槌第３地割字桃畑 大槌第３地割字桃畑 2406 白銀２号線 大槌第３地割142番２ 大槌第３地割87番３

5025 桃畑線 大槌第４地割字和野 大槌第４地割字和野 2407 桃畑線 大槌第４地割１番１先道 大槌第４地割66番１先道

5010 桃畑深渡線 大槌第４地割128番内20 大槌第２地割50番８ 2408 桃畑深渡線 大槌第４地割128番20 大槌第２地割50番８

5021 下屋敷線 金沢第42地割字下屋敷 金沢第42地割字下屋敷 2409 下屋敷線 金沢第42地割43番３ 金沢第42地割35番３

5009 下屋敷山母森線 金沢第42地割44番５ 東金沢山国有林114林班地内 下屋敷林道 2410 下屋敷山母森線 金沢第42地割44番５ 東金沢山国有林114林班地内 下屋敷林道

5008 道野線 金沢第30地割58番２ 金沢第31地割41番１ 2411 道野線 金沢第30地割58番２ 金沢第31地割40番２

5007 丹野⾧井線 金沢第29地割52番２ 金沢第34地割47番乙 2412 丹野⾧井線 金沢第29地割35番１先道 金沢第34地割47番乙

5022 町渡線 金沢第27地割42番 金沢第27地割24番 2413 町渡線 金沢第27地割42番 金沢第27地割24番

5005 折合線 金沢第15地割46番乙 金沢第16地割１番 折合林道 2414 折合線 金沢第15地割46番乙 金沢第16地割１番 折合林道

5037 安瀬の沢１号線 金沢第15地割75番３先道 金沢第14地割40番 2415 安瀬の沢１号線 金沢第15地割75番３先道 金沢第14地割40番

5020 松浦線 金沢第９地割字中山 金沢第９地割字中山 2416 松浦線 金沢第９地割169番１ 金沢第９地割112番

5002 中山線 金沢第９地割44番イ 金沢第９地割６番 2417 中山１号線 金沢第９地割44番イ 金沢第９地割６番

5003 中山１号線 金沢第７地割44番 金沢第９地割119番 2418 中山２号線 金沢第７地割44番 金沢第９地割119番

5004 中川原線 金沢第11地割43番１ 金沢第13地割８番 2419 中川原線 金沢第11地割43番１ 金沢第13地割８番

5001 戸沢線 金沢第３地割37番２ 西金沢山国有林89林班地内 ヒヤマ沢林道 2420 戸沢線 金沢第３地割37番２ 西金沢山国有林89林班地内 ヒヤマ沢林道

5030 大貫台線 金沢第１地割字大貫台27番６ 金沢第１地割字大貫台15番１ 2421 大貫台線 金沢第１地割27番６ 金沢第１地割15番１

3012 家の沢線 吉里吉里四丁目 吉里吉里第５地割字北田 3001 家の沢線 吉里吉里四丁目165番１ 吉里吉里第５地割49番17

3013 北田１号線 吉里吉里四丁目115番１ 吉里吉里第３地割50番６ 3002 北田１号線 吉里吉里四丁目330番１ 吉里吉里第３地割50番６

3014 北田２号線 吉里吉里四丁目314番７ 吉里吉里四丁目301番２ 3003 北田２号線 吉里吉里四丁目301番19 吉里吉里四丁目302番２

3017 北田３号線 吉里吉里四丁目215番６ 吉里吉里三丁目124番３ 3004 北田３号線 吉里吉里四丁目211番１ 吉里吉里三丁目124番３

3055 北田４号線 吉里吉里四丁目202番１ 吉里吉里四丁目202番９ 3005 北田４号線 吉里吉里四丁目202番２ 吉里吉里四丁目205番３

3058 北田５号線 吉里吉里四丁目 吉里吉里四丁目 3006 北田５号線 吉里吉里四丁目３番４ 吉里吉里四丁目５番９

3064 北田６号線 吉里吉里四丁目302番２ 吉里吉里四丁目316番 3007 北田６号線 吉里吉里四丁目315番15 吉里吉里四丁目315番15

3065 北田７号線 吉里吉里四丁目314番16 吉里吉里四丁目314番１ 3008 北田７号線 吉里吉里四丁目314番13 吉里吉里四丁目314番13

3066 北田８号線 吉里吉里四丁目413番18 吉里吉里四丁目413番４ 3009 北田８号線 吉里吉里四丁目413番37 吉里吉里四丁目413番37

3067 北田９号線 吉里吉里四丁目409番15 吉里吉里四丁目409番15 3010 北田９号線 吉里吉里四丁目409番18 吉里吉里四丁目409番18

3118 北田10号線 吉里吉里四丁目206番２ 吉里吉里四丁目205番３ 3011 北田10号線 吉里吉里四丁目206番２ 吉里吉里四丁目205番３

3015 吉里吉里北前線 吉里吉里三丁目201番３ 吉里吉里三丁目204番６ 3101 吉里吉里北前線 吉里吉里三丁目201番15 吉里吉里三丁目204番６

3018 北田吉里吉里小学校裏線 吉里吉里四丁目12番12 吉里吉里三丁目124番３ 3102 北田吉里吉里小学校裏線 吉里吉里四丁目216番７ 吉里吉里三丁目117番３

3019 吉里吉里門前１号線 吉里吉里四丁目10番７ 吉里吉里四丁目16番 3103 吉里吉里門前１号線 吉里吉里四丁目10番４ 吉里吉里四丁目16番７

3020 吉里吉里門前２号線 吉里吉里四丁目10番８ 吉里吉里四丁目10番11 3104 吉里吉里門前２号線 吉里吉里四丁目10番５ 吉里吉里四丁目10番５



3021 吉里吉里門前３号線 吉里吉里四丁目10番12 吉里吉里四丁目10番15 3105 吉里吉里門前３号線 吉里吉里四丁目10番６ 吉里吉里四丁目10番６

3022 塚鼻踏切線 吉里吉里四丁目401番１ 吉里吉里二丁目104番６ 3106 塚鼻踏切１号線 吉里吉里四丁目84番３ 吉里吉里二丁目519番

3032 塚鼻踏切１号線 吉里吉里二丁目101番10 吉里吉里四丁目85番２ 3107 塚鼻踏切２号線 吉里吉里二丁目101番11 吉里吉里二丁目85番２

3027 吉里吉里小学校線 吉里吉里三丁目45番１ 吉里吉里二丁目14番７ 3108 吉里吉里小学校線 吉里吉里三丁目806番 吉里吉里二丁目17番６

3028 吉里吉里中通り１号線 吉里吉里二丁目68番９ 吉里吉里二丁目８番15 3109 吉里吉里中通り１号線 吉里吉里二丁目635番 吉里吉里二丁目52番14

3030 吉里吉里中通り３号線 吉里吉里二丁目88番１ 吉里吉里二丁目86番12 3110 吉里吉里中通り２号線 吉里吉里二丁目503番６ 吉里吉里二丁目86番12

3031 吉里吉里駅通り線 吉里吉里二丁目103番５ 吉里吉里四丁目85番12 3111 吉里吉里駅通り線 吉里吉里二丁目520番 吉里吉里二丁目85番12

3110 吉里吉里駅前線 吉里吉里四丁目84番８ 吉里吉里四丁目78番２ 3112 吉里吉里駅前線 吉里吉里四丁目84番８ 吉里吉里四丁目78番２

3050 大槌テレビ局線 吉里吉里第１地割３番７ 吉里吉里第１地割29番６ 3113 大槌テレビ局線 吉里吉里第１地割３番７ 吉里吉里第１地割29番６

3049 吉里吉里峠線 吉里吉里第１地割６番１ 吉里吉里第２地割10番26 3114 吉里吉里峠線 吉里吉里第１地割６番１ 吉里吉里第２地割７番３

3061 越郷の丘線 吉里吉里一丁目314番６ 吉里吉里一丁目311番１ 3115 越郷の丘線 吉里吉里一丁目314番６ 吉里吉里一丁目311番２

3063 吉里吉里筋ヶ原１号線 吉里吉里一丁目44番１ 吉里吉里一丁目52番２ 3116 吉里吉里筋ヶ原線 吉里吉里三丁目809番 吉里吉里一丁目38番４

3112 吉里吉里三日月山１号線 吉里吉里三丁目544番２ 吉里吉里一丁目178番 3201 吉里吉里三日月山１号線 吉里吉里三丁目544番２ 吉里吉里一丁目178番

3052 吉里吉里三日月山２号線 吉里吉里一丁目183番 吉里吉里一丁目177番１ 3202 吉里吉里三日月山２号線 吉里吉里一丁目167番31 吉里吉里一丁目167番31

3053 吉里吉里三日月山３号線 吉里吉里三丁目512番 吉里吉里三丁目492番 3203 吉里吉里三日月山３号線 吉里吉里三丁目501番２ 吉里吉里三丁目467番１

3056 吉里吉里三日月山４号線 吉里吉里三丁目 吉里吉里三丁目 3204 吉里吉里三日月山４号線 吉里吉里三丁目467番１ 吉里吉里三丁目467番１

3057 吉里吉里三日月山５号線 吉里吉里三丁目 吉里吉里三丁目 3205 吉里吉里三日月山５号線 吉里吉里三丁目467番１ 吉里吉里三丁目467番１

3076 吉里吉里三日月山６号線 吉里吉里三丁目413番３ 吉里吉里三丁目404番９ 3206 吉里吉里三日月山６号線 吉里吉里三丁目413番３ 吉里吉里三丁目467番１

3077 吉里吉里三日月山７号線 吉里吉里三丁目404番７ 吉里吉里三丁目404番33 3207 吉里吉里三日月山７号線 吉里吉里三丁目404番24 吉里吉里三丁目404番60

3078 吉里吉里三日月山８号線 吉里吉里三丁目453番 吉里吉里三丁目437番１ 3208 吉里吉里三日月山８号線 吉里吉里三丁目404番26 吉里吉里三丁目404番26

3079 吉里吉里三日月山９号線 吉里吉里三丁目460番 吉里吉里三丁目451番先水 3209 吉里吉里三日月山９号線 吉里吉里三丁目404番25 吉里吉里三丁目404番25

3040 吉里吉里４号線 吉里吉里一丁目149番２ 吉里吉里一丁目311番 3301 吉里吉里１号線 吉里吉里一丁目338番４ 吉里吉里一丁目312番１

3041 吉里吉里５号線 吉里吉里一丁目344番10 吉里吉里一丁目177番 3302 吉里吉里２号線 吉里吉里一丁目149番９ 吉里吉里一丁目174番１

3114 吉里吉里３号線 吉里吉里一丁目130番４ 吉里吉里一丁目516番 3303 吉里吉里３号線 吉里吉里一丁目130番４ 吉里吉里一丁目516番

3051 吉里吉里分館線 吉里吉里一丁目146番２ 吉里吉里一丁目147番11 3304 吉里吉里４号線 吉里吉里一丁目144番１ 吉里吉里一丁目147番９

3072 吉里吉里７号線 吉里吉里二丁目26番16 吉里吉里二丁目19番32 3305 吉里吉里５号線 吉里吉里二丁目19番31 吉里吉里二丁目19番31

3073 吉里吉里８号線 吉里吉里二丁目19番23 吉里吉里第１地割字鶴ヶ沢口19番９ 3306 吉里吉里６号線 吉里吉里二丁目19番32 吉里吉里二丁目19番32

3080 吉里吉里９号線 吉里吉里三丁目37番１ 吉里吉里三丁目208番 3307 吉里吉里７号線 吉里吉里三丁目807番 吉里吉里三丁目208番25先無番

3107 吉里吉里10号線 吉里吉里一丁目344番14 吉里吉里一丁目152番２ 3308 吉里吉里８号線 吉里吉里一丁目344番14 吉里吉里一丁目344番10

3119 吉里吉里11号線 吉里吉里三丁目202番５ 吉里吉里三丁目204番９ 3309 吉里吉里９号線 吉里吉里三丁目202番５ 吉里吉里三丁目204番９

3115 吉里吉里旧国道線 吉里吉里一丁目321番７ 吉里吉里一丁目38番７ 3401 吉里吉里旧国道線 吉里吉里一丁目321番７ 吉里吉里一丁目38番７

3113 吉里吉里海岸１号線 吉里吉里一丁目38番７ 吉里吉里三丁目248番 3402 吉里吉里海岸線 吉里吉里一丁目38番７ 吉里吉里三丁目248番

3109 吉里吉里漁業集落排水処理施設線 吉里吉里三丁目542番３ 吉里吉里第30地割57番１ 3403 吉里吉里漁業集落排水処理施設線 吉里吉里三丁目541番３ 吉里吉里第30地割58番３

3044 筋山１号線 吉里吉里三丁目 吉里吉里第29地割字上田 3404 筋山１号線 吉里吉里第30地割60番２ 吉里吉里第29地割21番65

3081 吉里吉里町内２号線 吉里吉里二丁目45番12 吉里吉里二丁目45番８ 3405 吉里吉里町内１号線 吉里吉里二丁目534番 吉里吉里二丁目534番

3082 吉里吉里町内３号線 吉里吉里二丁目48番３ 吉里吉里二丁目49番１ 3406 吉里吉里町内２号線 吉里吉里二丁目536番 吉里吉里二丁目536番

3083 吉里吉里町内４号線 吉里吉里二丁目48番12 吉里吉里二丁目34番12 3407 吉里吉里町内３号線 吉里吉里二丁目533番 吉里吉里二丁目533番

3084 吉里吉里町内５号線 吉里吉里二丁目58番７ 吉里吉里二丁目45番20 3408 吉里吉里町内４号線 吉里吉里二丁目532番 吉里吉里二丁目532番

3085 吉里吉里町内６号線 吉里吉里二丁目68番６ 吉里吉里二丁目68番９ 3409 吉里吉里町内５号線 吉里吉里二丁目636番 吉里吉里二丁目636番

3086 吉里吉里町内７号線 吉里吉里二丁目70番４ 吉里吉里二丁目70番４ 3410 吉里吉里町内６号線 吉里吉里二丁目529番 吉里吉里二丁目529番

3087 吉里吉里町内８号線 吉里吉里二丁目70番１ 吉里吉里二丁目70番15 3411 吉里吉里町内７号線 吉里吉里二丁目528番 吉里吉里二丁目72番１

3088 吉里吉里町内９号線 吉里吉里二丁目73番37 吉里吉里二丁目73番25 3412 吉里吉里町内８号線 吉里吉里二丁目527番 吉里吉里二丁目527番

3089 吉里吉里町内10号線 吉里吉里二丁目73番37 吉里吉里二丁目69番７ 3413 吉里吉里町内９号線 吉里吉里二丁目526番 吉里吉里二丁目526番

3090 吉里吉里町内11号線 吉里吉里二丁目73番47 吉里吉里二丁目73番29 3414 吉里吉里町内10号線 吉里吉里二丁目525番 吉里吉里二丁目525番

3091 吉里吉里町内12号線 吉里吉里二丁目73番65 吉里吉里二丁目73番47 3415 吉里吉里町内11号線 吉里吉里一丁目634番 吉里吉里一丁目634番



3092 吉里吉里町内13号線 吉里吉里一丁目119 吉里吉里一丁目73番65 3416 吉里吉里町内12号線 吉里吉里一丁目633番 吉里吉里一丁目633番

3093 吉里吉里町内14号線 吉里吉里二丁目74番14 吉里吉里二丁目74番４ 3417 吉里吉里町内13号線 吉里吉里二丁目524番 吉里吉里二丁目524番

3094 吉里吉里町内15号線 吉里吉里二丁目74番１先道 吉里吉里二丁目69番１ 3418 吉里吉里町内14号線 吉里吉里二丁目523番 吉里吉里二丁目523番

3095 吉里吉里町内16号線 吉里吉里一丁目324番12 吉里吉里一丁目68番９ 3419 吉里吉里町内15号線 吉里吉里一丁目632番 吉里吉里一丁目632番

3096 吉里吉里町内17号線 吉里吉里一丁目324番12 吉里吉里一丁目86番６ 3420 吉里吉里町内16号線 吉里吉里一丁目631番 吉里吉里二丁目522番

3097 吉里吉里町内18号線 吉里吉里一丁目503番８ 吉里吉里一丁目503番８ 3421 吉里吉里町内17号線 吉里吉里一丁目630番 吉里吉里一丁目630番

3098 吉里吉里町内19号線 吉里吉里一丁目323番４ 吉里吉里一丁目90番１先水 3422 吉里吉里町内18号線 吉里吉里一丁目628番 吉里吉里一丁目629番

3099 吉里吉里町内20号線 吉里吉里一丁目318番３ 吉里吉里一丁目323番４ 3423 吉里吉里町内19号線 吉里吉里一丁目627番 吉里吉里一丁目627番

3100 吉里吉里町内21号線 吉里吉里一丁目315番２ 吉里吉里一丁目324番13 3424 吉里吉里町内20号線 吉里吉里一丁目626番 吉里吉里一丁目626番

3101 吉里吉里町内22号線 吉里吉里一丁目315番７ 吉里吉里一丁目504番13 3425 吉里吉里町内21号線 吉里吉里一丁目622番 吉里吉里一丁目622番

3102 吉里吉里町内23号線 吉里吉里二丁目314番13先道 吉里吉里一丁目31番１先道 3426 吉里吉里町内22号線 吉里吉里一丁目623番 吉里吉里一丁目623番

3009 望洋ヶ丘１号線 吉里吉里第14地割28番52 吉里吉里第14地割28番41 3501 望洋ヶ丘１号線 吉里吉里第５地割85番13 吉里吉里第14地割28番２

3010 望洋ヶ丘２号線 吉里吉里第14地割23番12 吉里吉里第14地割28番41 3502 望洋ヶ丘２号線 吉里吉里第14地割28番２ 吉里吉里第14地割28番２

3011 望洋ヶ丘３号線 吉里吉里第14地割28番48 吉里吉里第14地割24番８ 3503 望洋ヶ丘３号線 吉里吉里第14地割24番15 吉里吉里第14地割24番15

3059 望洋ヶ丘４号線 吉里吉里第14地割 吉里吉里第14地割 3504 望洋ヶ丘４号線 吉里吉里第14地割28番52 吉里吉里第14地割28番53

3008 北田浪板線 吉里吉里四丁目 吉里吉里第10地割字浪板 3601 北田浪板線 吉里吉里四丁目183番４ 吉里吉里第10地割49番４

3116 浪板海岸線 吉里々々第７地割４番４ 吉里々々第７地割12番12 3602 浪板海岸線 吉里吉里第７地割４番４ 吉里吉里第７地割12番12

3117 浪板弓形線 吉里々々第７地割12番26 吉里々々第11地割54番１ 3603 浪板弓形線 吉里吉里第７地割12番26 吉里吉里第11地割54番１

3054 浪板線 大槌第９地割字和山口16番４ 大槌第９地割字和山口25番１ 3604 浪板１号線 吉里吉里第９地割26番40 吉里吉里第９地割57番21

3006 浪板線 吉里吉里第７地割10番７ 吉里吉里第11地割54番４ 3605 浪板２号線 吉里吉里第７地割６番７ 吉里吉里第11地割43番47

3068 浪板１号線 吉里吉里第９地割字和山38番２ 吉里吉里第９地割字和山43番 3606 浪板３号線 吉里吉里第９地割37番21 吉里吉里第９地割71番

3069 浪板２号線 吉里吉里第９地割字和山43番 吉里吉里第９地割字和山43番 3607 浪板４号線 吉里吉里第９地割37番22 吉里吉里第９地割37番22

3104 浪板３号線 吉里吉里第11地割字新山64番６ 吉里吉里第13地割字松磯９番34 3608 浪板５号線 吉里吉里第11地割64番６ 吉里吉里第11地割65番３

3105 浪板４号線 吉里吉里第11地割字白石51番３ 吉里吉里第11地割字白石47番４ 3609 浪板６号線 吉里吉里第11地割43番32 吉里吉里第11地割43番32

3111 浪板６号線 吉里吉里第12地割字田屋10番 吉里吉里第13地割字松磯１番50 3610 浪板７号線 吉里吉里第12地割10番 吉里吉里第13地割１番50

3004 不動滝線 吉里吉里第９地割４番３ 吉里吉里第８地割39番３ 3701 不動滝線 吉里吉里第９地割８番 吉里吉里第８地割39番３

3075 鯨峠線 吉里吉里第11地割字鯨山77番３ 吉里吉里第９地割字和山46番３ 3702 鯨峠線 吉里吉里第11地割86番 吉里吉里第９地割50番６

3001 田屋１号線 吉里吉里第13地割９番１ 吉里吉里第13地割字松磯８番 3703 田屋１号線 吉里吉里第12地割２番５ 吉里吉里第12地割７番２

3003 田屋２号線 吉里吉里第10地割25番１ 吉里吉里第10地割41番５ 3704 田屋２号線 吉里吉里第10地割26番226 吉里吉里第10地割41番15

3002 浪板分校線 吉里吉里第11地割35番 吉里吉里第11地割26番10 3705 田屋３号線 吉里吉里第11地割30番６ 吉里吉里第11地割26番８

3062 田屋４号線 吉里々々第９地割29番２ 吉里々々第９地割27番６ 3706 田屋４号線 吉里吉里第９地割29番２ 吉里吉里第９地割27番６

3103 浪板交流促進センター線 吉里吉里第11地割字新山11番３ 吉里吉里第11地割字白石54番１ 3707 浪板交流促進センター線 吉里吉里第11地割11番３ 吉里吉里第11地割43番１

3070 浪板町営住宅１号線 吉里吉里第11地割字白石45番６ 吉里吉里第11地割字白石44番１ 3708 浪板町営住宅１号線 吉里吉里第11地割45番６ 吉里吉里第11地割44番１

3071 浪板町営住宅２号線 吉里吉里第11地割字白石44番１ 吉里吉里第11地割字白石44番１ 3709 浪板町営住宅２号線 吉里吉里第11地割44番１ 吉里吉里第11地割44番１

1124 小枕幹線 小鎚第28地割164番１ 小鎚第28地割132番３ 4001 小枕幹線 小鎚第28地割201番３ 小鎚第28地割132番４

1258 小枕１号線 小鎚第28地割203番 小鎚第28地割203番 4002 小枕１号線 小鎚第28地割203番 小鎚第28地割203番

1259 小枕２号線 小鎚第28地割200番１ 小鎚第28地割165番５ 4003 小枕２号線 小鎚第28地割200番１ 小鎚第28地割165番５

1260 小枕３号線 小鎚第28地割164番21 小鎚第28地割174番 4004 小枕３号線 小鎚第28地割164番21 小鎚第28地割174番

1261 小枕４号線 小鎚第28地割153番68 小鎚第28地割174番 4005 小枕４号線 小鎚第28地割153番68 小鎚第28地割174番

1240 小枕６号線 小鎚第28地割字間渡153番111 小鎚第28地割字間渡153番126 4006 小枕５号線 小鎚第28地割153番111 小鎚第28地割153番137

1241 小枕７号線 小鎚第28地割字間渡153番105 小鎚第28地割字間渡153番114 4007 小枕６号線 小鎚第28地割153番138 小鎚第28地割153番138

1242 小枕８号線 小鎚第28地割字小枕129番12 小鎚第28地割字間渡153番139 4008 小枕７号線 小鎚第28地割129番30 小鎚第28地割153番158

1243 小枕９号線 小鎚第28地割字間渡153番152 小鎚第28地割字間渡161番１先無番 4009 小枕８号線 小鎚第28地割153番156 小鎚第28地割168番８

1256 伸松１号線 小鎚第28地割176番 小鎚第28地割77番１ 4010 伸松１号線 小鎚第28地割176番 小鎚第28地割77番１

1257 伸松２号線 小鎚第28地割77番４ 小鎚第28地割118番６ 4011 伸松２号線 小鎚第28地割77番４ 小鎚第28地割118番６



1121 古廟線 小鎚第27地割22番３ 小鎚第28地割３番１ 4101 古廟線 小鎚第27地割22番３ 小鎚第28地割３番１

1143 花輪田線 小鎚第27地割字花輪田 小鎚第26地割字花輪田 4102 花輪田１号線 小鎚第27地割13番６ 小鎚第26地割８番４

1116 花輪田１号線 小鎚第26地割164番14 小鎚第26地割148番30 4103 花輪田２号線 小鎚第26地割171番３ 小鎚第26地割140番２

1117 花輪田２号線 小鎚第26地割176番５ 小鎚第26地割172番１ 4104 花輪田３号線 小鎚第26地割176番３ 小鎚第26地割174番４

1118 花輪田３号線 小鎚第26地割148番１ 小鎚第26地割148番24 4105 花輪田４号線 小鎚第26地割148番31 小鎚第26地割148番31

1119 花輪田４号線 小鎚第26地割148番１ 小鎚第26地割148番13 4106 花輪田５号線 小鎚第26地割148番31 小鎚第26地割148番31

1120 花輪田５号線 小鎚第26地割148番16 小鎚第26地割148番９ 4107 花輪田６号線 小鎚第26地割148番31 小鎚第26地割148番31

1136 花輪田６号線 小鎚第26地割字花輪田 小鎚第26地割字花輪田 4108 花輪田７号線 小鎚第26地割128番２ 小鎚第26地割131番２

1137 花輪田７号線 小鎚第26地割128番２ 小鎚第26地割128番２ 4109 花輪田８号線 小鎚第26地割128番２ 小鎚第26地割128番２

1138 花輪田８号線 小鎚第26地割131番２ 小鎚第26地割131番２ 4110 花輪田９号線 小鎚第26地割131番２ 小鎚第26地割131番２

1145 花輪田９号線 大槌第26地割117番11 大槌第26地割117番２ 4111 花輪田10号線 小鎚第26地割117番３ 小鎚第26地割177番２

1146 花輪田10号線 小鎚第26地割字花輪田 小鎚第26地割字花輪田 4112 花輪田11号線 小鎚第26地割142番１ 小鎚第26地割143番13

1155 花輪田11号線 小鎚第26地割字花輪田140番８ 小鎚第26地割字花輪田142番２ 4113 花輪田12号線 小鎚第26地割140番２ 小鎚第26地割145番８

1156 花輪田12号線 小鎚第26地割字花輪田118番１ 小鎚第26地割字生井沢112番11 4114 花輪田13号線 小鎚第26地割118番１ 小鎚第26地割112番11

1157 花輪田13号線 小鎚第26地割字花輪田126番６ 小鎚第26地割字花輪田126番８ 4115 花輪田14号線 小鎚第26地割126番１ 小鎚第26地割126番１

1115 生井沢線 小鎚第26地割字花輪田 小鎚第26地割字館ヶ洞 4116 生井沢線 小鎚第26地割164番30 小鎚第26地割42番２

1131 花輪田寺野線 小鎚第26地割字生井沢 小鎚第22地割字中川原 4117 花輪田寺野線 小鎚第26地割122番２先無番 小鎚第22地割53番３

4037 寺野臼澤１号線 小鎚第23地割字寺野23番５ 小鎚第23地割字寺野22番２ 4201 寺野臼澤１号線 小鎚第23地割22番５ 小鎚第23地割22番５

4038 寺野臼澤２号線 小鎚第23地割字寺野１番１ 小鎚第22地割字中川原27番71 4202 寺野臼澤２号線 小鎚第23地割１番52 小鎚第22地割27番69

4039 寺野臼澤３号線 小鎚第22地割字中川原27番31 小鎚第22地割字中川原27番26 4203 寺野臼澤３号線 小鎚第22地割27番66 小鎚第22地割27番25

4040 寺野臼澤４号線 小鎚第22地割字中川原27番47 小鎚第22地割字中川原27番50 4204 寺野臼澤４号線 小鎚第22地割27番67 小鎚第22地割27番67

4041 寺野臼澤５号線 小鎚第22地割字中川原27番35 小鎚第22地割字中川原27番34 4205 寺野臼澤５号線 小鎚第22地割27番68 小鎚第22地割27番68

4042 寺野臼澤６号線 小鎚第23地割字寺野１番１ 小鎚第22地割字中川原15番１ 4206 寺野臼澤６号線 小鎚第23地割１番48 小鎚第20地割75番71

4043 寺野臼澤７号線 小鎚第23地割字寺野１番23 小鎚第23地割字三枚堂75番１ 4207 寺野臼澤７号線 小鎚第22地割27番21 小鎚第20地割75番73

4044 寺野臼澤８号線 小鎚第22地割字中川原27番19 小鎚第22地割字中川原27番18 4208 寺野臼澤８号線 小鎚第22地割27番22 小鎚第22地割27番22

4045 寺野臼澤９号線 小鎚第23地割字寺野１番32 小鎚第23地割字寺野１番27 4209 寺野臼澤９号線 小鎚第23地割１番49 小鎚第23地割１番49

4046 寺野臼澤10号線 小鎚第23地割字寺野１番16 小鎚第23地割字寺野１番15 4210 寺野臼澤10号線 小鎚第23地割１番47 小鎚第23地割１番47

4047 寺野臼澤11号線 小鎚第23地割字寺野１番１ 小鎚第23地割字寺野１番５ 4211 寺野臼澤11号線 小鎚第23地割１番51 小鎚第23地割１番51

4048 寺野臼澤12号線 小鎚第23地割字寺野１番45 小鎚第23地割字寺野１番45 4212 寺野臼澤12号線 小鎚第20地割75番14 小鎚第20地割75番14

4049 寺野臼澤13号線 小鎚第22地割字中川原27番71 小鎚第22地割字中川原15番１ 4213 寺野臼澤13号線 小鎚第22地割27番71 小鎚第22地割15番５

4050 寺野臼澤14号線 小鎚第20地割字三枚堂75番１ 小鎚第20地割字三枚堂75番１ 4214 寺野臼澤14号線 小鎚第20地割75番76 小鎚第20地割75番76

4051 寺野臼澤15号線 小鎚第20地割字三枚堂75番１ 小鎚第20地割字三枚堂75番１ 4215 寺野臼澤15号線 小鎚第20地割75番72 小鎚第20地割75番72

4052 寺野臼澤16号線 小鎚第22地割字中川原15番１ 小鎚第20地割字三枚堂75番１ 4216 寺野臼澤16号線 小鎚第20地割75番71 小鎚第20地割75番75

4053 寺野臼澤17号線 小鎚第22地割字中川原15番１ 小鎚第20地割字三枚堂75番１ 4217 寺野臼澤17号線 小鎚第20地割75番74 小鎚第20地割75番74

4054 寺野臼澤18号線 小鎚第20地割字三枚堂75番１ 小鎚第20地割字三枚堂75番１ 4218 寺野臼澤18号線 小鎚第20地割75番70 小鎚第20地割75番70

4016 臼沢線 小鎚第22地割43番１ 小鎚第20地割82番内26 4219 臼沢１号線 小鎚第22地割42番6 小鎚第20地割82番26

4030 臼沢２号線 小鎚第22地割11番４ 小鎚第20地割26番３ 4220 臼沢２号線 小鎚第22地割６番２ 小鎚第20地割17番４

4064 高清水１号線 小鎚第21地割102番27 小鎚第21地割102番27 4301 高清水１号線 小鎚第21地割102番27 小鎚第21地割102番27

4019 高清水２号線 小鎚第25地割字高清 小鎚第21地割字高清水 4302 高清水２号線 小鎚第21地割102番22 小鎚第24地割４番６

4036 高清水５号線 小鎚第21地割字高清水98番１ 小鎚第21地割字高清水98番１ 4303 高清水３号線 小鎚第21地割98番20 小鎚第21地割98番20

4062 高清水６号線 小鎚第21地割字高清水106番１ 小鎚第21地割字高清水102番１ 4304 高清水４号線 小鎚第21地割106番１ 小鎚第21地割98番３

4063 臼澤高清水線 小鎚第22地割27番69 小鎚第22地割81番６ 4305 臼澤高清水線 小鎚第22地割27番69 小鎚第22地割81番６

4027 高清水団地１号線 小鎚第21地割126番21 小鎚第21地割126番２ 4306 高清水団地１号線 小鎚第21地割126番21 小鎚第21地割126番２

4028 高清水団地２号線 小鎚第21地割126番２ 小鎚第21地割126番２ 4307 高清水団地２号線 小鎚第21地割126番２ 小鎚第21地割126番２

4029 高清水団地３号線 小鎚第21地割126番２ 小鎚第21地割126番２ 4308 高清水団地３号線 小鎚第21地割126番２ 小鎚第21地割126番２



4031 三枚堂線 小鎚第20地割26番３ 小鎚第18地割136番２ 4309 三枚堂１号線 小鎚第20地割17番４ 小鎚第18地割136番２先水

4034 三枚堂１号線 小鎚第21地割字高清水 小鎚第20地割字三枚堂 4310 三枚堂２号線 小鎚第21地割41番１ 小鎚第20地割17番４

4055 三枚堂住宅１号線 小鎚第21地割字三枚堂１番１ 小鎚第19地割字三枚堂123番 4311 三枚堂住宅１号線 小鎚第21地割１番１ 小鎚第19地割123番１

4056 三枚堂住宅２号線 小鎚第19地割字三枚堂123番 小鎚第19地割字三枚堂123番 4312 三枚堂住宅２号線 小鎚第19地割123番１ 小鎚第19地割123番１

4057 三枚堂住宅３号線 小鎚第21地割字三枚堂112 小鎚第21地割字三枚堂112 4313 三枚堂住宅３号線 小鎚第21地割112番１ 小鎚第21地割112番１

4058 三枚堂住宅４号線 小鎚第21地割字三枚堂112 小鎚第21地割字三枚堂112 4314 三枚堂住宅４号線 小鎚第21地割112番１ 小鎚第21地割112番１

4059 三枚堂住宅５号線 小鎚第21地割字三枚堂112 小鎚第21地割字三枚堂112 4315 三枚堂住宅５号線 小鎚第21地割112番１ 小鎚第21地割112番１

4060 三枚堂住宅６号線 小鎚第21地割字三枚堂112 小鎚第21地割字三枚堂112 4316 三枚堂住宅６号線 小鎚第21地割112番１ 小鎚第21地割112番１

4061 三枚堂住宅７号線 小鎚第21地割字高清水79番８ 小鎚第21地割字高清水79番８ 4317 三枚堂住宅７号線 小鎚第21地割79番９ 小鎚第21地割79番９

4014 中村線 小鎚第19地割字野々向 小鎚第14地割字蕨打直 4401 中村線 小鎚第19地割108番45 小鎚第14地割67番２先道

4015 中村沢線 小鎚第18地割68番 小鎚第18地割126番内41 4402 中村沢線 小鎚第18地割69番２ 小鎚第18地割126番66

4066 曽根線 小鎚第19地割108番77 小鎚第17地割12番４ 4403 曽根線 小鎚第19地割108番77 小鎚第17地割12番４

4013 蕨打直線 小鎚第15地割67番４ 小鎚第15地割116番内21 4404 蕨打直１号線 小鎚第14地割67番３ 小鎚第14地割107番43

4025 蕨打直２号線 小鎚第14地割字蕨打直 小鎚第14地割字蕨打直 4405 蕨打直２号線 小鎚第14地割101番10 小鎚第14地割51番２

4067 蕨打直３号線 小鎚第15地割112番２ 小鎚第15地割107番５ 4406 蕨打直３号線 小鎚第15地割112番２ 小鎚第15地割107番５

4026 わらび学園線 小鎚第15地割字寺沢口 小鎚第15地割字寺沢口 4407 わらび学園線 小鎚第15地割28番１ 小鎚第15地割109番２

4001 小鎚１号線 西金沢山国有林56林班地内 金沢第34地割96番 樺坂峠林道 4408 小鎚２号線 西金沢山国有林56林班地内 金沢第34地割96番 樺坂峠林道

4065 小鎚２号線 小鎚第13地割３番22 小鎚第12地割47番４ 4409 小鎚３号線 小鎚第13地割３番22 小鎚第12地割47番４

4012 五本松線 小鎚第13地割70番１ 小鎚第12地割109番44 4410 五本松線 小鎚第13地割69番85先道 小鎚第12地割109番48

4035 一ノ渡線 小鎚第13地割字一ノ渡 小鎚第13地割字一ノ渡 4411 一ノ渡線 小鎚第13地割46番４ 小鎚第13地割70番６

4010 大寺野線 小鎚第７地割65番 小鎚第９地割31番 4412 大寺野線 小鎚第７地割66番２ 小鎚第９地割31番

4011 徳並線 小鎚第７地割字徳並 小鎚第７地割字徳並 4413 徳並１号線 小鎚第５地割63番 小鎚第７地割54番２

4068 徳並１号線 小鎚第６地割30番８ 小鎚第11地割43番２ 4414 徳並２号線 小鎚第６地割30番８ 小鎚第11地割43番２

4009 札場線 小鎚第５地割字横丁１番 小鎚第５地割字横丁２番１ 4415 札場１号線 小鎚第５地割１番 小鎚第６地割20番２

4024 札場２号線 小鎚第６地割字清水 小鎚第６地割字清水 4416 札場２号線 小鎚第６地割30番１ 小鎚第６地割15番２

4008 猿沢線 小鎚第４地割41番 小鎚第３地割38番32-１-３ 4417 猿沢線 小鎚第４地割36番１ 小鎚第４地割38番67

4022 種戸小渡線 小鎚第４地割43番 小鎚第３地割７番 4418 種戸小渡線 小鎚第４地割35番２先道 小鎚第３地割12番１

4023 水境線 小鎚第１地割字葛柄 小鎚第１地割字葛柄 4419 水境線 小鎚第１地割59番154 小鎚第１地割59番154

4004 新山１号線 小鎚第１地割59番38 金沢第34地割96番 新山１号より小鎚１号線接続 4420 新山２号線 小鎚第１地割59番130 金沢第34地割96番 新山２号線より小鎚２号線接続

4005 新山２号線 小鎚第１地割59番38 小鎚第１地割59番38 新山１号（その他線）接続 4421 新山３号線 小鎚第１地割59番125 小鎚第１地割59番220 新山２号線（その他線）接続

4006 新山３号線 小鎚第１地割59番38 小鎚第１地割59番38 新山２号線接続 4422 新山４号線 小鎚第１地割59番127 小鎚第１地割59番38 新山３号線接続

4007 新山４号線 小鎚第１地割59番38 小鎚第１地割59番38 林道初神線接続 4423 新山５号線 小鎚第１地割59番126 小鎚第１地割59番123 林道初神線接続

4033 新山５号線 小鎚第１地割字葛柄 小鎚第１地割字葛柄 遠野市土淵町栃内7地割 4424 新山６号線 小鎚第１地割59番130 小鎚第１地割59番119 遠野市土淵町栃内７地割

4002 窓貫沢線 金沢第34地割85番内３ 西金沢山国有林51林班地内 4425 窓貫沢線 金沢第34地割85番３ 西金沢山国有林51林班地内

2100 安渡土橋線 大槌第25地割19番１ 大槌第25地割18番３ 5001 安渡土橋線 安渡一丁目119番７ 安渡一丁目118番３

2061 安渡沢線 大槌第27地割23番２ 大槌第27地割65番内３ 5002 安渡沢線 安渡二丁目369番 大槌第27地割65番３

2078 安渡臨海線 大槌第31地割17番１ 大槌第31地割17番15 5003 安渡臨海線 安渡三丁目519番 安渡三丁目519番

2111 安渡北側線 安渡一丁目14番２ 安渡三丁目76番 5004 安渡北側１号線 安渡一丁目６番14 安渡三丁目76番

2113 安渡北側２号線 安渡一丁目314番５ 安渡一丁目315番３ 5005 安渡北側２号線 安渡一丁目314番５ 安渡一丁目315番３

2114 安渡東側１号線 大槌第28地割字道ノ下７番１ 大槌第28地割字道ノ下11番１ 5006 安渡東側１号線 大槌第28地割７番１ 大槌第28地割11番６

2115 安渡東側２号線 安渡二丁目214番１先道 大槌第28地割字道ノ下７番１ 5007 安渡東側２号線 安渡二丁目214番１ 大槌第27地割65番31

2105 安渡町営住宅１号線 安渡二丁目149番先道 安渡二丁目140番 5008 安渡町営住宅１号線 安渡二丁目415番23 安渡二丁目415番23

2142 安渡１号線 安渡二丁目264番４ 安渡二丁目250番４ 5101 安渡１号線 安渡二丁目419番 安渡二丁目419番

2143 安渡２号線 安渡二丁目258番41 安渡二丁目259番２ 5102 安渡２号線 安渡二丁目420番 安渡二丁目420番

2144 安渡３号線 安渡二丁目258番33 安渡二丁目258番44 5103 安渡３号線 安渡二丁目421番 安渡二丁目421番



2145 安渡４号線 安渡二丁目258番22先道 安渡二丁目258番16 5104 安渡４号線 安渡二丁目422番 安渡二丁目422番

2146 安渡５号線 安渡二丁目263番１ 安渡二丁目257番20 5105 安渡５号線 安渡二丁目423番 安渡二丁目257番27

2147 安渡６号線 安渡二丁目258番16 安渡二丁目257番17 5106 安渡６号線 安渡二丁目424番 安渡二丁目257番25

2148 安渡７号線 安渡二丁目257番13 安渡二丁目257番15 5107 安渡７号線 安渡二丁目257番26 安渡二丁目257番26

2149 安渡８号線 大槌第28地割字道ノ下15番26 大槌第28地割字道ノ下13番７ 5108 安渡８号線 大槌第28地割13番23 大槌第28地割13番23

2150 安渡９号線 安渡三丁目155番 安渡三丁目101番12 5109 安渡９号線 安渡二丁目613番 安渡二丁目613番

2166 安渡10号線 安渡三丁目421番１ 安渡三丁目421番２先道 5110 安渡10号線 安渡三丁目612番 安渡三丁目612番

2167 安渡11号線 安渡二丁目252番３先道 安渡二丁目115番20 5111 安渡11号線 安渡二丁目428番 安渡二丁目115番17

2168 安渡12号線 安渡三丁目309番11 安渡三丁目311番１ 5112 安渡12号線 安渡三丁目614番 安渡三丁目614番

2169 安渡13号線 安渡三丁目344番10 安渡三丁目344番10 5113 安渡13号線 安渡三丁目617番 安渡三丁目617番

2170 安渡14号線 安渡三丁目252番４先道 安渡三丁目119番16 5114 安渡14号線 安渡二丁目426番 安渡二丁目426番

2171 安渡15号線 安渡二丁目158番４ 安渡二丁目119番18 5115 安渡15号線 安渡二丁目425番 安渡二丁目425番

2172 安渡16号線 安渡三丁目311番13先道 安渡三丁目35番１先道 5116 安渡16号線 安渡三丁目615番 大槌第29地割13番10

2173 安渡17号線 安渡三丁目148番４ 安渡三丁目344番３ 5117 安渡17号線 安渡三丁目616番 安渡三丁目616番

2174 安渡18号線 安渡三丁目149番 安渡三丁目201番 5118 安渡18号線 安渡三丁目619番 安渡三丁目619番

2175 安渡19号線 安渡三丁目422番イ 安渡三丁目394番７先水 5119 安渡19号線 安渡三丁目620番 安渡三丁目620番

2176 安渡20号線 安渡二丁目１番 安渡三丁目31番 5120 安渡20号線 安渡二丁目１番４ 安渡三丁目611番

2177 安渡21号線 安渡二丁目164番１先道 安渡二丁目250番35 5121 安渡21号線 安渡二丁目418番１ 安渡二丁目418番１

2178 安渡22号線 安渡三丁目343番２ 安渡三丁目344番10 5122 安渡22号線 安渡三丁目618番 安渡三丁目618番

2179 安渡23号線 安渡三丁目351番８ 安渡三丁目351番８ 5123 安渡23号線 安渡三丁目324番34 安渡三丁目324番34

2180 安渡24号線 安渡二丁目25番１ 安渡二丁目119番８ 5124 安渡24号線 大槌第28地割25番32 安渡二丁目427番１

2181 安渡25号線 安渡二丁目25番４ 安渡二丁目25番24先 5125 安渡25号線 大槌第28地割25番32 大槌第28地割25番32

2182 安渡26号線 安渡二丁目25番23 安渡二丁目25番20 5126 安渡26号線 大槌第28地割25番32 大槌第28地割25番32

2183 安渡27号線 安渡二丁目25番15 安渡二丁目25番12 5127 安渡27号線 大槌第28地割25番32 大槌第28地割25番32

2184 安渡28号線 安渡二丁目25番８ 安渡二丁目25番５ 5128 安渡28号線 大槌第28地割25番32 大槌第28地割25番32

2185 安渡29号線 安渡一丁目33番 安渡一丁目19番１ 5129 安渡29号線 安渡一丁目17番10 安渡一丁目17番13

2186 安渡30号線 安渡二丁目37番 安渡二丁目44番 5130 安渡30号線 安渡二丁目１番７ 安渡二丁目１番８

2187 安渡31号線 安渡二丁目95番 安渡二丁目96番１ 5131 安渡31号線 安渡二丁目１番14 安渡二丁目１番14

2188 安渡32号線 安渡二丁目45番１ 安渡三丁目31番 5132 安渡32号線 安渡二丁目１番10 安渡三丁目１番10

2189 安渡33号線 安渡二丁目95番 安渡二丁目94番 5133 安渡33号線 安渡二丁目１番13 安渡二丁目１番13

2196 安渡34号線 大槌第28地割字道ノ下13番24 大槌第28地割字道ノ下13番24 5134 安渡34号線 大槌第28地割17番 大槌第28地割18番

2197 安渡35号線 安渡二丁目315番３ 安渡一丁目309番１ 5135 安渡35号線 大槌第28地割13番24 大槌第28地割13番24

2190 新港町１号線 新港町194番 新港町194番 5201 新港町１号線 新港町２番15 新港町２番５

2191 新港町２号線 新港町202番 新港町183番１ 5202 新港町２号線 新港町２番５ 新港町２番５

2199 新港町３号線 新港町256番 新港町170番２ 5203 新港町３号線 新港町２番10 新港町170番１

2079 惣川１号線 大槌第31地割５番６ 大槌第31地割14番１ 5301 惣川１号線 安渡三丁目506番11 安渡三丁目502番４

2080 惣川２号線 大槌第30地割100番24 大槌第30地割100番18 5302 惣川２号線 安渡三丁目300番６ 安渡三丁目300番６

2092 惣川３号線 吉里吉里第24地割33番24 吉里吉里第24地割34番10 5303 惣川３号線 赤浜一丁目33番22 赤浜一丁目33番23

2093 惣川４号線 吉里吉里第24地割31番 吉里吉里第24地割34番19 5304 惣川４号線 赤浜一丁目34番20 赤浜一丁目34番９

2112 赤浜中央線 赤浜二丁目73番１ 赤浜二丁目57番１ 5401 赤浜中央線 赤浜一丁目321番 赤浜二丁目57番１

2085 赤浜１号線 赤浜二丁目58番２ 赤浜二丁目１番１ 5402 赤浜１号線 赤浜一丁目69番３ 赤浜二丁目27番２

2116 赤浜２号線 赤浜二丁目73番７ 赤浜二丁目74番５ 5403 赤浜２号線 赤浜二丁目515番 赤浜二丁目515番

2117 赤浜３号線 赤浜二丁目156番３ 赤浜二丁目136番１ 5404 赤浜３号線 赤浜二丁目334番 赤浜二丁目512番

2118 赤浜４号線 赤浜二丁目147番１ 赤浜二丁目146番 5405 赤浜４号線 赤浜二丁目335番 赤浜二丁目335番

2119 赤浜５号線 赤浜二丁目142番１ 赤浜二丁目140番 5406 赤浜５号線 赤浜二丁目513番 赤浜二丁目513番



2120 赤浜６号線 赤浜二丁目146番 赤浜二丁目143番１ 5407 赤浜６号線 赤浜二丁目510番 赤浜二丁目510番

2121 赤浜７号線 赤浜二丁目139番２ 赤浜二丁目138番先水 5408 赤浜７号線 赤浜二丁目511番 赤浜二丁目511番

2135 赤浜８号線 赤浜二丁目45番１ 赤浜二丁目45番26 5409 赤浜８号線 赤浜二丁目45番45 赤浜二丁目45番45

2136 赤浜９号線 赤浜二丁目55番２ 赤浜二丁目45番12 5410 赤浜９号線 赤浜二丁目45番46 赤浜二丁目45番46

2137 赤浜10号線 赤浜二丁目470番４ 赤浜二丁目45番32 5411 赤浜10号線 赤浜二丁目45番47 赤浜二丁目45番47

2138 赤浜11号線 赤浜二丁目45番19 赤浜二丁目45番16 5412 赤浜11号線 赤浜二丁目45番49 赤浜二丁目45番49

2139 赤浜12号線 赤浜二丁目45番34 赤浜二丁目45番34 5413 赤浜12号線 赤浜二丁目44番４ 赤浜二丁目44番４

2140 赤浜13号線 赤浜二丁目45番38 赤浜二丁目45番38 5414 赤浜13号線 赤浜二丁目45番48 赤浜二丁目45番48

2151 赤浜14号線 赤浜一丁目21番５ 赤浜一丁目212番９ 5415 赤浜14号線 赤浜一丁目321番 赤浜一丁目332番

2152 赤浜15号線 赤浜一丁目206番８ 赤浜一丁目206番５ 5416 赤浜15号線 赤浜一丁目331番 赤浜一丁目331番

2153 赤浜16号線 赤浜一丁目206番13 赤浜一丁目214番７ 5417 赤浜16号線 赤浜一丁目330番 赤浜一丁目330番

2154 赤浜17号線 赤浜一丁目38番２ 赤浜一丁目110番１ 5418 赤浜17号線 赤浜一丁目329番 赤浜一丁目329番

2155 赤浜18号線 吉里吉里第23地割字茶洞１番 赤浜一丁目206番１ 5419 赤浜18号線 赤浜一丁目333番 赤浜一丁目333番

2156 赤浜19号線 赤浜一丁目212番９ 赤浜一丁目215番１ 5420 赤浜19号線 赤浜一丁目328番 赤浜一丁目328番

2157 赤浜20号線 赤浜一丁目27番10 赤浜一丁目215番５ 5421 赤浜20号線 赤浜一丁目326番 赤浜一丁目326番

2158 赤浜21号線 赤浜一丁目112番２ 赤浜一丁目110番13 5422 赤浜21号線 赤浜一丁目323番 赤浜一丁目323番

2159 赤浜22号線 赤浜一丁目112番２ 赤浜一丁目113番１ 5423 赤浜22号線 赤浜一丁目325番 赤浜一丁目325番

2160 赤浜23号線 赤浜一丁目111番６ 赤浜一丁目112番５ 5424 赤浜23号線 赤浜一丁目324番 赤浜一丁目324番

2161 赤浜24号線 赤浜一丁目16番12 赤浜一丁目115番１ 5425 赤浜24号線 赤浜一丁目322番 赤浜一丁目322番

2162 赤浜25号線 赤浜一丁目112番２ 赤浜一丁目213番２ 5426 赤浜25号線 赤浜一丁目327番 赤浜一丁目327番

2163 赤浜26号線 赤浜三丁目36番５ 赤浜二丁目203番１ 5427 赤浜26号線 赤浜三丁目24番29 赤浜二丁目201番24

2164 赤浜27号線 赤浜三丁目136番４ 赤浜三丁目112番１ 5428 赤浜27号線 赤浜三丁目24番29 赤浜三丁目24番29

2165 赤浜28号線 赤浜三丁目112番１ 赤浜三丁目37番１ 5429 赤浜28号線 赤浜三丁目24番36 赤浜三丁目24番36

2193 赤浜29号線 赤浜二丁目324番２ 赤浜二丁目92番10 5430 赤浜29号線 赤浜二丁目307番19 赤浜二丁目92番15

2194 赤浜30号線 赤浜二丁目307番１ 赤浜二丁目312番２ 5431 赤浜30号線 赤浜二丁目307番18 赤浜二丁目307番16

2195 赤浜31号線 赤浜一丁目88番 赤浜一丁目116番４ 5432 赤浜31号線 赤浜一丁目88番１ 赤浜一丁目116番４

2088 筋山団地１号線 吉里吉里第27地割105番 吉里吉里第27地割105番104 5501 筋山団地１号線 赤浜三丁目６番１ 赤浜三丁目105番82

2089 筋山団地２号線 赤浜三丁目105番86 赤浜二丁目78番１ 5502 筋山団地２号線 赤浜三丁目105番82 赤浜二丁目78番１

2090 筋山団地３号線 吉里吉里第27地割105番 吉里吉里第27地割105番82 5503 筋山団地３号線 赤浜三丁目６番１ 赤浜三丁目105番82

2091 筋山団地４号線 吉里吉里第27地割105番 吉里吉里第27地割105番83 5504 筋山団地４号線 赤浜三丁目105番82 赤浜三丁目105番82

備考 変更部分は、下線の部分である。


