
 由利森林管理署国有林野名一覧表（参考） №１

① 町・大字名 読み ② 字名 読み

羽広 はびろ 中山 なかやま １-Ⅰ、２-Ⅰ

稲子沢 いなこざわ ３い～れ、つ～ね1、ね3～す2

明通 あきとおり ３そ、ね2

羽広（廣） はびろ 今田ヶ沢 こんたがさわ ４

瀧 たき 芋ノ沢 いものさわ ５～９

大荒沢 おおあらさわ １０

袖大小屋 そでおおごや １１い～ふ、み

力ノ場 かのば １１こ～め

兎額 うさぎひたい １２、１３

小黒森 こくろもり １４

中田代 なかたしろ 大沢 おおさわ １５

中長根 なかながね １６い、ろ、は2、に1、に2

畑ノ台 はたのだい １６い1～い9、ろ1～は1、は3、に、ほ～イ

長根山 ながねやま １７

高尾 たかお 孫太郎沢 まごたろうさわ １８

滝ノ上 たきのうえ ２１い～は

雨池 あまいけ ２１に～イ

四ノ沢 しのさわ ２２

保切 （ほぎり） ２３い

地竹森 ぢだけもり ２３ろ～に

地蔵沢 じぞうさわ ２３ほ～ホ

池ノ沢 いけのさわ ２４

大倉沢 おおくらざわ 立石沢 たていしざわ ２５

赤田 あかた 瀧ノ上 たきのうえ ２６、２７

南股（南ノ股）みなみのまた 八淵山 やぶちやま ２９～３３

大簗 おおやな 鍔出 つばいで ３４

東由利法内
ひがしゆり ほう

ない
臼ヶ沢 うすがさわ ３５、３６

陳場岱 じんばだい ３７い～と、３８ち～か、よ、れ、ニ

二ツ長根 ふたつながね ３７ち～る1、４０る～よ1

猿田沢 さるたさわ ４０と、ち、り、ぬ、４１ち、た～そ

４０い～へ、ち1、４１い～と、り～よ、つ～ロ、４２、４３

い～は、ほ～イ、５４、５５、５６い～と、れ～ね
５７よ～れ、つ～や4、ふ2、こ、こ2、こ3、こ5～こ21、こ

24～こ35、て1～て8、ル、ワ

   狐森 きつねもり ３８い～ろ1、５２り

   水林 みずばやし

３８は～と2、か1、た、た1、イ～ハ、３９、４７イ、４８

イ、４９イ、ロ、５０イ、イ1、５１、５２い～ち、５３、５

７い～か、ま～ふ1、ふ5、ふ12～ふ15、こ4、こ22、あ1、あ
藤崎水林 みずばやし ４３に

若竹沢 わかたけさわ ４４い～る、４５ろ～と、り、わ～イ、４６

寺ノ沢 てらのさわ ４４わ～４４イ、４５い、ち

藤ヶ崎 ふじがさき ４５ぬ、る、ロ～ニ

天井板 てんじょういた ５６ち～た

大堰頭 おおせきがしら ５７そ、や5，や6、こ1

海士剥道下 あまはぎみちした
５７ふ3、ふ4、ふ6～ふ11、ふ16、こ23、え～て、て9～あ、

あ4、き1～す、ハ～ヘ1、カ、ヨ

   湊岸 みなとぎし ５７あ2、さ～き、ト～ヌ

西目町出戸 にしめまちでと 浜山 はまやま ５８い、い1、に、に1、に3～ト5

西目町沼田 にしめまちぬまた 新道下 しんみちした ５８ろ、は、に2

石脇 いしわき 田尻 たじり ５９

東由利田代 ひがしゆりたしろ 深山 みやま ７１、７２

東由利黒淵
ひがしゆりくろぶ

ち
セキ根 せきね ７３

藤崎

西目町海士剥
にしめまちあまは

ぎ

やくしどう

薬師堂水林

市町村 （国有林名）

いわのめざわ

ふじさき

③ 林   小   班

由利本荘市

岩野目沢 いわのめさわ

岩野目沢

岩城滝俣
いわき たきのま

た

小栗山 こぐりやま

葛岡 くずおか

岩城福俣
いわき ふくのま

た

薬師堂

みずばやし

          ①      ②    ③                 ②     ③

 例Ⅰ：由利本荘市石脇字田尻国有林59林班い小班  例Ⅱ：由利本荘市字水林国有林51林班い小班



№２

① 町・大字名 読み ② 字名 読み

親失 おやうしない １００１、１００２

二階 にかい １００３い～は

弥平沢 やへいざわ １００３に～む1

峠ノ沢 とうげのさわ １００４、１００５、１００６い～ち1、れ

足延 あしのべ １００６り～た、１００７～１００９

甑 こしき １０１０、１０１１

沓掛 くつかけ １０１２

大森 おおもり １０１３、１０１４

大倉 おおくら １０１５

堤ヶ沢 つつみがさわ １０１６い～り5、ロ～ニ

トカ渕 とかぶち １０１６ぬ～イ

日照滝 ひでりだき １０１７

赤倉 あかくら １０１８

大台 おおだい １０１９、１０２０

龍ヶ沢 りゅうがさわ １０２１

湯ノ沢 ゆのさわ １０２２い～へ3、り～り2、り4～り6

大火山 おおびやま １０２２と、ち、り3、ぬ、る

荒沢 あらさわ １０２３

大火 おおび １０２４、１０２５、１０２６い、１０２７は～ほ、１０２８

束松 たばねまつ １０２６ろ～は、１０２７い、ろ

丁森 ひのともり １０２９～１０３３

大又 おおまた １０３４

滝ノ下 たきのした １０３５～１０３８

西ノ又 にしのまた １０３９

川熊沢 かわくまざわ １０４０い～へ

山ノ下 やまのした １０４０と～ぬ、わ

彦ハ沢 ひこはちざわ １０４０る、よ

鷹巣 たかのす １０４０か、か1、た～ロ

中田代山 なかたしろやま １０４１～１０４４

遠上山 とおがみやま １０４５、１０４６

手代沢 てしろさわ １０４７～１０６１

奥山 おくやま １０６２、１０６３

矢島町城内
やしままちじょう

ない
木境鳥海 きざかいちょうかい １０６４～１０７５

軽井沢山 かるいざわやま １０７７い、い1、ろ～は1、と、ち、る、よ～の

樋橋山 とよはしやま １０７７わ、か

大沢山 おおさわやま １０７７い2、に～へ、り、ぬ、１０７８

馬場 ばば 冬師山 とうしやま
６０～６５、６６い～ら、の、の1、ふ～さ、み、し、も、

イ、６７い～へ、ぬ、ね、な、け、め～し、も、ロ～ニ1

中島岱 なかじまたい
６６む、う、お～け、き～め1、ひ、せ、６７と～り1、る～

つ、ら～ま、ふ～ゆ、ひ、せ～イ、ホ、６８

谷櫃 やびつ ６９い、ろ、り～ロ、ヘ

稲村嶽 いなむらだけ ６９は～ち、ハ～ホ、７０る、ニ～ト

落ノ上 おとしのうえ ７０い～は、ほ

黒坊沢 くろぼうさわ ７０に、へ～ぬ、ロ、ハ

象潟町本郷
きさかたまちほん

ごう
谷間 たにま ７０わ～イ、チ

象潟町横岡
きさかたまちよこ

おか
にかほ市

         ①   ②       ③

 例：にかほ市馬場字冬師山国有林60林班い小班

鳥海町百宅

由利本荘市

鳥海町上笹子

市町村

鳥海町上直根
ちょうかいまちか

みひたね

ちょうかいまちも

もやけ

矢島町新荘
やしままちしん

じょう

ちょうかいまちか

みじねご

（国有林名）
③ 林   小   班

 由利森林管理署国有林野名一覧表（参考）

           ①            ②      ③

 例：由利本荘市鳥海町百宅字奥山国有林1062林班い小班


