
森林事務所 国有林名 市町村 大字 字 番 林　小　班

摺石山 江繋 摺石山 1 １７５

立丸山 小国 立丸山 １ノ１ １７７～１７９

早池峰山 江繋 早池峰山 １ノ１ １８０～１９６

計

横倉沢 鈴久名 横倉沢 １ノ１ １９８～２０２
鬼米内沢（乙） 川内 鬼米内沢 １ノ１ ２０３
鬼米内沢（甲） 川内 鬼米内沢 ２０４

達曽部山 川内 達曽部山 １ノ１ ２０５～２０９

南平津戸山 平津戸 南平津戸山 １ノ１ ３０１～３１７､３１８ほ・ホ､４２０は･ロ２

興部沢 平津戸第１地割 与部沢 ８６番ノ２，３号 ３７０、３７１ち２・５～６・り・ぬ５

大日向山 門馬 大日向山 ３８４～３８５（へ２～３は除く）

葛部沢山 平津戸 葛部沢 ７９ノ４

計

南田代山 区界第１地割 桐沢 ５６番１ノ１ノ内外１１筆 ３３８～３５２、３５４、３５６～３５７、３５９～３６６

明神沢山 区界第２地割 明神沢山 １０５番ノ内外８筆 ４０４ろ、に、４０５り、ぬ、る２、４０８～４１０、４１４

上黒沢 区界第４地割 上黒沢 ７０番ノ内 ４１１～４１２

計

月山 白浜 月山 １ １～３（追切・鵜磯・藤原（甲）国有林を除く）

追切 重茂第３０地割 追切 ５２ １た～れ2、つ1、な、ら

鵜磯 重茂 鵜磯 ２４ １ね

長洞山 赤前 長洞山 １ノ１ ４～５

藤畑 津軽石 藤畑 １ノ１ ６～７（７に２、に４除く）

北ノ又 山田町 荒川 北ノ又 １ノ１ ６５～６７、６９～７１

豊峰 長沢 豊峰 １ノ１ ７２～７３

川目山 長沢 川目山 １ノ１ ７４

亀ヶ森 田代 亀ヶ森 １ ７５～７８

森林事務所・国有林名別林班一覧表

３１８～３３７、４２０
（３１８ほ・イ～ハ・ホ､３２０イ､４２０は・ロ２除く）

宮古市

川井

平津戸

松草

宮古市

宮古市

宮古市
北田代山

３８５へ２～３、３８６～３８９、３９１～４０５、４０７
（４０４ろ～に、４０５り～ぬ・る２除く）

北平津戸山 平津戸 北平津戸山 １ノ１
３７１～３８３
(３７１ち２・５～６・り・ぬ５、３８１ち一部除く）

区界第２地割 渋草沢

宮古

１０２番ノ１ノ内外１１筆

門馬山 門馬第２地割 小檜山 ７１番ノ１ノ内外１９筆

宮古市

亀ヶ森 田代 亀ヶ森 １ ７５～７８

藤原（甲） 藤原３丁目 ６４ノ１ １ロ１～ハ３

沖 磯鶏石崎

計

頓重 ７に２、に４

東山 豊間根 東山 １ノ１ ８～１０

穴乳山 豊間根 穴乳山 １ノ１ ５０～６１

小川山 荒川 小川山 １ ６２～６４

日當 豊間根 日当第１８地割 １９１ノ３ ７９～８０

計

寺地越 山田町 大沢 寺地越 １ノ１ １１～１４、２４

魹山 宮古市 重茂 音部字魹山 １ノ１ １５～２３

霞露山 船越 霞露山 １ノ１ ２５～２９

半崎 船越 半崎 １ノ１ ３０～３１

外山 織笠 外山 １ ３６～４０、４２～４３

不動山 山田 不動山 １ノ１ ４４～４８

計

摂待山 田老町 摂待山 １ノ１ ５８０～５８５　

砂　合 下有芸 砂合 １ノ１ ５８６～５８７　

滝ノ沢 上有芸 滝ノ沢 １ノ１ ５９１～５９２　

蝦夷森 蝦夷森 １ ５６６～５６７　

田野畑 田野畑 ９ノ１ ５６９～５７０、５９５へ１～る６　

川　平 川平 ６７ ５９５わ１～よ２　　　

明　戸 明戸 １ノ１ノ内 ５７１～５７４、５９５い１～ほ３　　

大牛内 岩泉町 小本 大牛内 １ノ１ ５７５、５７８～５７９　　

北山 田野畑村 北山 １２９ノ３ ５９６

計

権現 釜津田 権現 ４４ノ１５ ５４９～５５０

見内川山 門 見内川山 １ ５５３～５６０

夏節 岩泉 夏節 １ノ１ ５６３～５６５

兜森 大川 兜森 １ ５０１～５０８

上外山 大川 上外山 ８４ノ４９ ５０９～５１５

計

下大板屋 釜津田 下大板屋 １ノ１ノ内 ５１６～５２５、５２６は１～２

５２６（は１～２除く）

５２７～５３１、５４１ほ２・ロ２・ハ２・ニ２～４・ホ２

５４２～５４８

５３２～５４０

５４１（ほ２・ロ２・ハ２・ニ２～４・ホ２除く）
釜津田

釜津田

釜津田

上大板屋

滝の上

岩泉町

滝の上 ４５ノ１６ノ内

１ノ１上大板屋

岩泉町

山田町

宮古市

岩泉

豊間根

山田

田野畑

岩泉町

田野畑村

山田町

５４１（ほ２・ロ２・ハ２・ニ２～４・ホ２除く）

中居村 釜津田 中居村 ５９ノ１ ５９３～５９４

計

※宮古市は大字及び字を削除。（田老地区・新里地区・白浜地区を除く）

※岩泉町は大字を削除。


