
- 永洞山 えいどうやま １～２

- 火沢山 ひのさわやま ３

栗駒沼倉３５番の１ - 川台山 かわだいやま ４

栗駒沼倉３８番の１ - 上田山 うえだやま ５～７

栗駒沼倉３６番の１ - 栗駒岳 くりこまだけ ８～１３，　１５～１６，　１９～２０，　２１へ1～と

- ２１い1～ほ，ち～ハ2，　２２，　２４～２７

花山 - ２８～２９， ３１わ1～わ3･た･れ， ３２よ1～た･ら･む， ３５に～る・な1～ら， ３６り･か2

栗駒石佛１番 栗駒 - 石仏山 いしぼとけやま ３０

３１い1～る3･か1～よ･そ1～ハ，　３２い～か･れ1～な，　３３～３４，

３５い1～は･わ～ね5･イ～ホ，　３６い1～ち・ぬ～か1･か3～ハ

本澤岳山１番ノ１ 本沢岳山 ほんさわだけやま３７～４６，　５６い～れ･む1～の2･イ～ホ2･ト

山伏山１番 山伏山 やまぶしやま ５３～５５，　５６そ～ら･ヘ，　５７～６０

南鬼首 １０１～１０７

１０８～１１４

- 須金岳 すがねだけ １１５～１３２

１３３～１３７

１３８～１３９い1～む･イ～ニ，　１４０～１４５

山崎山１番ノ２号 山崎山 やまざきやま １３９う1･う2･ホ

中沢山１番ノ２号 中沢山 なかさわやま １３９う３～う５

１４６～１４７

１４８～１５１

奥羽岳１番ノ１ 奥羽岳 おううだけ １５２～１５６

古戸前１２９番ノ２号古戸前 ふるとまえ １５９

鳴子温泉鬼首 南鬼首 鳥留川渕 鳥留川渕 うろこがふち １６０

鳴子温泉 日向山４３番ノ２号 日向山 ひなたやま １６１い1～い2

小黒崎２８番ノ３号 小黒崎 おぐろがさき １６１ろ1～は2

舘山 舘山 たてやま １６１ほ･と1～ち･る2･わ･よ･れ1･れ2

南山 南山 みなみやま １６１に1～に13･イ･ホ

不動山 不動山 ふどうやま １６１へ1～へ10･り1～る1･か1～か3･た･そ1～そ3･ロ～ニ

沼井４番 沼井 ぬまい １６２ろ1～ロ

沼井５番 沼井 ぬまい １６２い1～い4

上多田川 袖番坂１番 袖番坂（甲） そでばんさか ２７９

- 大森山 おおもりやま ２０１

檜澤１番 桧沢 ひざわ ２０２

田代岳 田代岳 たしろだけ ２０３～２０７，　２０９～２１０，　２８６～２８８

矢倉１２番 矢倉 やぐら ２７７

道沖４番 道沖 みちおき ２７８い1～は5･わ1～わ2･リ

- ぶどう沢 ぶどうさわ ２７８に1～る3･イ～チ

烏川３番 烏川（甲） からすがわ（こう）２８０い1･へ～と･わ～か･ホ

- 石仏 いしほとけ ２８０い2～ほ･ち～る2･イ～ニ

- 烏川（乙） からすがわ（おつ）２８１

- 大平 おおだいら ２８２い1～ほ･イ～リ

- 小川入 おがわいり ２８２へ～と3･ヌ～ヨ

北 北 きた ２８９

田代岳１番ノ１ 田代岳 たしろだけ ２１１～２１４，　２１５い～に1･か1～よ･イ

寒風澤岳１番ノ１ 寒風沢岳 さぶさわだけ ２１７～２１８

- 南 みなみ ２８５

梨子澤１番 梨子沢 なしこさわ ２０８

漆澤嶽山１番 漆沢岳山 うるしざわだけやま ２１５に2～わ3･ロ，　２１６，　２１９～２２９い1～ち･わ1～わ4，　２３０

安寺坂 安寺坂 あてらさか ２１５た

２２９り～る･イ，　２３１～２４６

２４７～２５２

加美郡
色麻町

小栗山 大船形山１番 大船形山 おおふながたやま２５３～２５６　　２５７

- 三ツ峯山 みつみねやま ２５８，　２６０～２６６，　２６８～２６９

- 赤崩山 あかくずれやま ２７０～２７２

- 遂倉森 とがくらもり ２７３

松倉１０番 松倉 まつくら ２７４

高山３１番ノ１号 高山 たかやま ２７５
宮床

－

所　在　地
森　林
事務所

字  国 有 林 名

栗駒沼倉

栗駒深山嶽１番ノ１

関　係　林　小　班　名

栗原市

栗駒

深山岳 ふかやまだけ

花山

切留山１番 切留山

花山

きりどめやま

大崎市

鳴子温泉鬼首

荒雄岳３番ノ１

鳴子温泉
鳴子

鳴子

岩出山池月

鳴子温泉

荒雄岳 あらおだけ

北鬼首

軍澤嶽１番ノ内 軍沢岳 いくさざわだけ

南鬼首

- 花渕岳 はなぶちだけ

かのはらだけやま

吉田

加美郡
加美町

宮崎

宮崎

北川内

宮崎

中新田

鹿原岳山鹿原嶽山１番ノ１

黒川郡
大和町

吉田

宮 城 北 部 森 林 管 理 署 管 轄 国 有 林 一 覧 表



所　在　地
森　林
事務所

字  国 有 林 名 関　係　林　小　班　名

宮 城 北 部 森 林 管 理 署 管 轄 国 有 林 一 覧 表

鮎川濱金華山１５番ノ１号 - 金華山 きんかさん ５０２～５０９

鮎川濱駒ヶ峰１番ノ１ - 駒ヶ峯 こまがみね ５１０～５１１，　５１２い～と4･り･ロ～ニ

鮎川濱鬼形山１番 - 鬼形山 おにがたやま ５１４～５１５

新山濱新山１番ノ１ - 新山 にいやま ５１２ち1～ち4･イ･ホ，　５２０～５２１，　５２２い･よ～そ2･の

十八成濱太田山１番 - 太田山 おおたやま ５１６～５１８

十八成濱 - 疣石山 いぼいしやま ５１９

泊濱泊山１番 - 泊山 とまりやま ５２２ろ～か･つ～う･イ，　５２３，　５２４い･ち･ぬ

谷川濱谷川山１番ノ１ - 谷川山 やがわやま ５２４ろ～と2･り･る～わ， ５２５～５２８， ５３０， ５３１い1～ろ7･か1～か2･そ･二1～ホ･ト～チ

小網倉濱一ノ峯山１番 - 一ノ峰山 いちのみねやま ５２９い1～に6･と2～イ

小網倉濱安藤澤２４番 - 安藤沢 あんどうさわ ５２９ほ～と1･ロ

小渕浜牧ノ崎１番 - 牧ノ崎 まきのさき ５３２

小積濱 大鳥屋山１番 大鳥屋山 おおとりややま ５３１は～わ2･よ1～れ･つ･イ1～ハ･へ

荻濱 石峠山１番ノ１ 石峠山 いしとうげやま ５３８，　５３９い1～ろ1･に･イ～ハ

桃浦 袴岳１番 袴岳 はかまだけ ５３９ろ2～は2･ほ･ニ，　５４０

塚濱 竹尻山１番 竹尻山 たけじりやま ５３４い～と･わ3～よ･ロ～二･チ～ヌ

飯子濱 飯子２番 飯子 いいこ ５３４ち～わ2･イ･ホ～ト･ル，　５３５い～は2･へ1･へ4･イ～ロ

野々濱 大道１３７番 大道 だいどう ５３５に1～ほ･へ2～へ3･ハ～ヘ

大石原濱 大石原３番 大石原 おおいしはら ５３６い1～ろ11･に1～に4･と1～2･イ

横浦 三國２番 三国 みくに ５３６は1～は8･ほ1～へ･ち･ロ，　５３７い1～は9･ぬ･イ･ニ･ヘ

高白濱 向山３７番 向山 むかいやま ５３７に1～と2･ロ･ホ･ト

針濱 川尻１番 川尻 かわじり ５３７ち～り･ハ

鹿妻山１０５番ノ１ 鹿妻山 かずまやま ５４１，　５４２は～へ1･と～か･な～う･ホ

- 古舘山 ふるだてやま ５４３

水抜山１番 水抜山 みずぬきやま ５４２い1～ろ16･へ2～へ3

濱曽根山１番 浜曽根山 はまそねやま ５４４

磯田山２０番 磯田山 いそだやま ５４２た～ね･ニ

井内山１０番 井内山 いないやま ５４２よ･イ～ハ

大曲 - 新堀向 しんぼりむかい ５４６い1～ろ3･イ

矢本 - 浜須賀松 はますかまつ ５４６は～ぬ･ロ～へ

牛網 - 大浮足 おおうたる ５４８い1～い3

濱市 - 筒場山 どうばやま ５４８ろ1～に2

野蒜 南余景６６番 南余景 みなみよげ ５４９

雄勝町分濱 波板２６４番ノ１ 波板 なみいた ５５０～５５１

船戸山１番１ 船戸山 ふなどやま ５５２～５５４

- 中倉山 なかくらやま ５５５～５５６

雄勝山１番ノ１ 雄勝山 おがつやま ５６２～５６４

雄勝町明神濱 明神山１番１ 明神山 みょうじんやま ５６１

立濱７８番ノ１ 立浜 たちはま ５５７い1～か2

寺下山１番 寺下山 てらしたやま ５５７よ～ね

雄勝町大濱 - 大浜山 おおはまやま ５５８～５５９

雄勝町小島濱 和田１９番１ 和田 わだ ５６０

雄勝町桑濱 羽坂２２番ノ１ 羽坂 はざか ５６５

雄勝町熊澤濱 小松峰山１番ノ１ 小松峰山 こまつみねやま ５６６

雄勝町大須濱 大須２５１番ノ１ 大須 おおす ５６７

雄勝町船越濱 石峰山１番ノ１ 石峰山 いしみねやま ５６８～５６９

雄勝町名振濱 似手沢山１番 似手沢山 にてざわやま ５７０

名越山８０番 名越山 なごしやま ５７１

- 大浦山 おおうらやま ５７２

細工濱山２番 細工浜山 さいくはまやま ５７３

須賀１６番ノ１ 須賀 すが ５７４い1～い2

須賀１７番 須賀 すが ５７４ろ

釜谷 天神山５６番ノ１号 天神山 てんじんやま ５７５

針岡 劔ヶ下山１５番 劔ヶ下山 けんがしたやま ５７６

- 沢釜山 さわかまやま ５７７～５８０

大萓山２０番 大萓山 おおぎやま ６４９

鷹巣山１番 鷹巣山 たかのすやま ５９６は～う，　５９７い1～ほ3･り～ニ

琵琶首山１番 琵琶首山 びわくびやま ５９７へ1～ち･ホ

- 立神山 たてがみやま ５８１～５８３，　５８４い1～に2･へ～ち，　５８５～５８６

下大平７５番 下大平 しもおおだい ５８４ほ1～ほ5

- 月浜山 つきはまやま ５８７～５９０

翁倉山１番ノ１ 翁倉山 おきなくらやま ５９１～５９３，　５９５

- 石塔山 いしどうやま ５９４

北上町橋浦 滝ノ澤山１番 滝ノ沢山 たきのさわやま ５９６い1～ろ2

鮎川山１番 鮎川山 あゆかわやま ６２１～６２６

相川１８８番 相川 あいかわ ６２７い～ほ･ち～イ

銅圓澤９番 銅円沢 どうえんさわ ６２７へ～と，　６２８～６３２

大峯山１番 大峰山 おおみねやま ６３３～６３５

上澤山１番 上沢山 かみさわやま ６３６～６４０

小山下３番ノ１ 小山下 おやました ６５２

北上沢３７番 北上沢 きたかみさわ ６５３

高城山１１２番 高城山 たかぎやま ６４１～６４４

- 八森山 やつもりやま ６４５～６４８

米山町 貝待井２６番ノ１ 貝待井（甲） かいまちい（こう）６５０

石巻

渡波

井内

雄勝町雄勝濱

福地

尾崎

長面

東和町錦織

北上町女川

石巻市

湊

雄勝町立濱

石巻市

鮎川

牡鹿郡
女川町

登米市

東和町

東松島市

石巻市

馬鞍

北上町十三浜

米川
東和町米川



所　在　地
森　林
事務所

字  国 有 林 名 関　係　林　小　班　名

宮 城 北 部 森 林 管 理 署 管 轄 国 有 林 一 覧 表

唐桑町小原木大沢山１番 - 大沢山 おおさわやま ３０１～３０６

唐桑町舞根山１番 - 舞根山 もうねやま ３０７～３０８

白石４１番ノ１ - 白石 しろいし ３１０～３１２

高判形山１番１ - 高判形山 たかはんぎょうやま ３１３～３１８

大峠山１番１ - 大峠山 おおとうげやま ３１９～３２４，　３２６～３２７

大岩井山１番ノ１ - 大岩井山 おおいわいやま ３２８～３３１

月立細尾２２０番ノ１号 - 細尾 ほそお ３３２～３３４

月立吉ノ口１９０番ノ１ - 芳ノ口 よしのくち ３３５

月立早稲谷２７５番ノ４号 - 早稲谷 わせや ３３６

月立黒石山１番ノ１ - 黒石山 くろいしやま ３３７～３４０

物倉山１番 - 物倉山 ものくらやま ３４３

下金取１４番ノ１号 - 志田山 しださん ３４４～３４５

本吉町沖ノ田７２番 - 沖田７２ おきた ３４６ろ

本吉町沖ノ田１６２番 - 沖田１６２ おきた ３４６い

本吉町沖ノ田３７番１ - 沖ノ田３７の１おきのだ ３４６へ1

本吉町沖の田３７番の２ - 沖ノ田３７の２おきのだ ３４６へ3

本吉町沖の田６６番の２ - 沖ノ田６６の２おきのだ ３４６へ2

本吉町沖ノ田６８番１ - 沖ノ田６８の１おきのだ ３４６ほ

本吉町沖ノ田７１番 - 沖ノ田７１ おきのだ ３４６に

本吉町沖ノ田７３番 - 沖ノ田７３ おきのだ ３４６は

本吉町野々下１３０番 - 野々下１３０ ののした ３４６と1～と2･か

本吉町大谷３番 - 大谷３ おおや ３４６る1
本吉町岩尻大谷１６番ノ１ - 大谷１６の１ おおや ３４６ぬ
本吉町岩尻大谷２０番ノ１ - 大谷２０の１ おおや ３４６ぬ内

本吉町岩尻大谷３８番 - 大谷３８ おおや ３４６り1
本吉町岩尻大谷３９番ノ５ - 大谷３９の５ おおや ３４６り2
本吉町岩尻大谷７９番ノ２ - 大谷７９の２ おおや ３４６ぬ内

本吉町大谷１１５番 - 大谷１１５ おおや ３４６ち

本吉町三島１４４番１ - 三島１４４の１ みしま ３４６わ

本吉町三島９６番ノ１ - 三島９６の１ みしま ３４６る2～る3･よ･イ～ロ

本吉町菖蒲澤１７９番ノ１ - 菖蒲沢 しょうぶさわ ３４８～３４９

本吉町狼巣３３７番ノ１ - 狼巣 おいのす ３５０～３５１

本吉町東川内１２６番ノ１ - 東川内 ひがしかわうち ３５２

本吉町御嶽山１番の１ - 御岳山 みたけさん ３５３い1～な･う
本吉町中島３６６番ノ１及び３ - 中島 なかじま ３５３ら～む･イ～ハ

本吉町高金山１番ノ１ - 高金山 たかがねやま ３５４

本吉町西川内１１２番ノ１ - 西川内 にしかわうち ３５５

松森山１番 松森山 まつもりやま ３６０～３６１

赤柴山１番 赤柴山 あかしばやま ３６２～３６３

戸倉 - 切曽木山 きりそぎやま ３６４～３６５，　３６７～３６９，　３７７～３８１

志津川 権現１９１番 権現１９１ ごんげん ３６６

津ノ宮２０１番 津ノ宮２０１ つのみや ３７１い

合羽澤１００番 合羽沢１００ かっぱさわ ３７１ろ

- 門前山 もんぜんやま ３７２～３７６

本吉郡
南三陸町
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戸倉

戸倉
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