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市町村 大  字 国有林名 呼  称 地  番 関   係   林   小   班

上指久保 かみさしくぼ ６５ １～３ 板橋山 いたばしやま １－１ １４８８

月 日 山 つきひやま １－１ ４～６ 秋取山 あきとりやま １－１ １５２７に・イ３

切　田 方　　平 かたひら １ ８、１０～１６、２６～２７ 北天間舘 きたてんまだて １－１ １４２５～１４２７、１４２９，１４３３，１４３６，１４４９～１４５４

生　　内 おもない ２７０－１ ９、１７～２５、２８～２９ 南天間舘 みなみてんまだて １ １４３９～１４４０，１４４２～１４４８

仙 ノ 沢 せんのさわ ２６４－２ ３１

高　　崎 たかさき １－１ ３２～４１・４３

三　沢 浜    通 はまどおり １５５い～り・ニ・ト 上志多 かみしだ １００－４５他 １５２７い１～は・イ１・イ２・ロ

天ヶ森 天 ヶ 森 あまがもり １５５ぬ・イ・ロ・ハ・ホ・ヘ 乙供山 おっともやま １－１ １４８０

高　　崎 たかさき １－１ ４２ 塔ノ沢山 とうのさわやま １－１ １４８２・１４８４い～か・れ・そ・イ～ト・リ

惣 辺 山 そうべやま １ ４４～５６ 寒水山 ひやみずやま １－１ １４８９い１～に・へ１～ち、１４９０～１４９１

尻 辺 山 しりべやま １ ６７～７１、１５６ 日影林ノ景山 ひかげはやしのかげやま １－１ １４９５～１４９７

宇 樽 部 うたるべ １－１ ５７～６６ 野田頭山 のだがしらやま １－１ １４９８～１５００

尻 辺 山 しりべやま １ ７２～７８ 横沢第二 よこさわだいに 細律80の内 １４８４よ・た・チ、１５６９，１５８３～１５８４

幌 内 山 ほろないやま １ ７９～９１ 外蛯沢後久保 そとえびさわうしろくぼ １９－１ １４８９ほ１～２

黄 瀬 山 おうせやま 1-1 ９２～１０２、１０５、１０８～１１１

蔦 つた １－１ １１２～１１３

奥　瀬 蔦 つた １－１ １１４～１１７ 南天間舘 みなみてんまだて １ １４１７～１４１８、１４２０、１４２２

谷   地 やち １３－１ １１８～１２３、１２５～１２６ 中天間舘 なかてんまだて １ １４０９，１４１１，１４１３

黒 森 山 くろもりやま １－１ １２７～１３６ 七戸深山 しちのへふかやま １ １５０６～１５２６

深　持 深 持 山 ふかもちやま １－１ １３９～１４４ 川台山(甲) かわだいやま １－１ ２００１～２００４い１～は２、と１～イ

遠　瀬 遠瀬深山 とおせふかやま １－１ ５０１～５２１ 二叉(甲) ふたまた ７２－１ ２００４へ２

関・山口 南来満山 みなみらいまんやま １－１ ５２２～５３６、５３９～５４３ 二叉(乙) ふたまた ７２－３ ２００４へ１

関・夏坂 北来満山 きたらいまんやま １－１ ５３７～５３８、５４４～５５７ 出戸・尾駮 棚沢山 たなさわやま １－１ ２００４に１～ほ４、２００５～２０２５

関・夏坂 北来満山 きたらいまんやま １－１ ５５９～５６１ 泊　山 泊山 とまりやま １－１ ２０２６～２０４７

田子・相米 小国深山 おぐにふかやま １－１ ５６４～５７４、５７６～５８０、５８２ 野附 のづき １１８ ２１４０い１～ろ

三戸町 貝　守 貝守深山 かいもりふかやま １－１ ５８３～５９１、５９４～５９８ 三ツ森 みつもり ８２－１ ２１４０は１～は４・に１～ほ１・イ・ロ

戸来 新郷村 戸　来 戸来岳 へらいだけ １－１ ５９２～５９３、５９９、６０１、６０３～６０５，６０７～６２１ 岡畑(丁) おかはたけ １１６－４ ２１４０は５～は６・ほ２・と１・ル２

横沢山 よこさわやま １－１ １０９２～１０９３

淋代 さびしろ ６０－１ １１３３

横沢第一 よこさわだいいち 淋代下山１ １２３８～１２３９、１２４１～１２５０ 前田(丙) まえだ １０－７３ ２１４０ぬ６

横沢第二 よこさわだいに 淋代下山１
１２６０～１２６７、１２７２～１２８２，１３０１～１３２１、
１３２２ろ１～ほ、１３２２と１～２、１３２３ろ１～は・ほ、
イ１～イ７、１３２４～１３２５

前田(戌） まえだ １０－６４他 ２１４１ろ１内

野辺地町 干草橋 ひくさばし ５７－１ １３２２い・へ、１３２３い１～い３・に１～に３ 前田(甲) まえだ １０－７１ ２１４１ろ２

地続山 じつづきやま １－１ １０７２～１０７９ 前田(乙) まえだ １０－７２ ２１４１ろ１内

野辺地第二 のへじだいに 中与田川21-1 １３４３ 前田(丁) まえだ ９１－１６ ２１４１ろ３

有戸 ありと 蟹田33-1 １３３０ 尾駮第二 おぶちだいに 三ツ森84-4他 ２２０１

鳥井平 とりいたい ６５－１ １１０１～１１０２ 尾駮第一 おぶちだいいち 野附108-1 ２２０２～２２０４，２２０６～２２１７

東太田ノ沢 ひがしおおたのさわ １－１ １１０３ 川台山 かわだいやま １－１ ２０８８～２０９７

干草橋 ひくさばし ５７－１ １３２６～１３２９ 檜川薹山 ひのきかわだいやま １－１ ２０９８～２１２０

添ノ沢 そえのさわ １３４４～１３５４ 川尻 かわじり ２－２ ２１１２イ１～イ３

石坂 いしさか ４－４ １０５５ハ

清水目深山 しみずめふかやま １－１ １０５５い～イ・ロ、１０５６～１０７１

尾　駮 尾駮第三 おぶちだいさん １１１８～１１２５、１１３８～１１４７ 横浜第一 よこはまだいいち ２６６１～２６６２

鷹架 たかほこ
１１４９～１１６０，１１６３，１１６５～１１７２，１１７４，
１１７６～１１８０

横浜第二 よこはまだいに ２６６３～２６６７

向田 むかいた １１４８ 横浜第四 よこはまだいよん ２６６８

平沼第一 ひらぬまだいいち １１９３～１１９５，１１９７～１２００ ※（）書きは、旧市町村名
平沼第二 ひらぬまだいに １２０８

鷹架・平沼 道ノ下 みちのした １１３４～１１３５

倉　内 倉内 くらうち １２１１～１２１３，１２１５～１２１７

吹越第一 ふっこしだいいち
２３６７，２３６９～２３７１，２３７３，２３７５～２３７９，
２３８２，２３８４～２３８５，２３９０～２３９２，
２３９５～２４０２，２４０７

室ノ久保 六ヶ所村

鷹　架

平 沼

たなさわ ６２－１他
２１４０ほ３・へ・と２～り４・ぬ２～ぬ５・ハ～ワ、
２１４１い１～い６・は１～２・に１～に３・イ

野辺地

野辺地町 尾　駮

横　浜 横浜町

東北町

田子町

尾　駮

出　戸
横　沢

東北町

棚沢

１４０１～１４０８，１４１０，１４１２，１４１４～１４１６，
１４１９，１４２１，１４２３～１４２４

法　量 十和田市 法　量
(旧十和田湖町)

六カ所 六ヶ所村

田　子 田子町
尾　駮

猿　部

七　戸 七戸町

天 間 舘
(旧天間林村)

東天間舘 ひがしてんまだて １－１

十和田 十和田市 奥　瀬
(旧十和田湖町)

八渓山 十和田市 奥　瀬
(旧十和田湖町)

中天間舘 なかてんまだて １－１
１４２８，１４３０～１４３２，１４３４～１４３５，
１４３７～１４３８，１４４１

三沢市

乙　供 東北町

市町村別森林事務所別関係林小班一覧表 市町村別森林事務所別関係林小班一覧表

奥　瀬

十和田市

滝　沢

北坪川

東北町

七戸町 天 間 舘
(旧天間林村)

奥　瀬
(旧十和田湖町)

(旧十和田湖町) 


