
復興産業集積区域一覧（喜多方市）

番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

喜多方市熱塩加納町相田字北権現森 全域
喜多方市熱塩加納町米岡字梨木平 全域
喜多方市熱塩加納町米岡字円ノ花 丁2171番地
喜多方市熱塩加納町熱塩字大畑 29番地
喜多方市熱塩加納町熱塩字オソバ 1451番地３
喜多方市熱塩加納町熱塩弥平沢山 丙1453番地１

喜多方市熱塩加納町熱塩字北平田 甲347番地２
喜多方市熱塩加納町熱塩字的場 甲691番地
喜多方市熱塩加納町熱塩字間々ノ上 甲191番地
喜多方市熱塩加納町熱塩字熱塩 甲807番地
喜多方市熱塩加納町熱塩字熱塩 甲834番地
喜多方市熱塩加納町熱塩字熱塩 甲795番地
喜多方市熱塩加納町熱塩寺山 甲1167番地８

喜多方市熱塩加納町熱塩字前田 丁602番地２
喜多方市熱塩加納町熱塩字向川原下 甲72番１
喜多方市松山町鳥見山字三町歩 全域
喜多方市松山町鳥見山字上川原 全域
喜多方市字北町 全域
喜多方市字北町上 全域
喜多方市字山ノ神 全域
喜多方市字馬場 全域
喜多方市字稲清水 全域
喜多方市字寺西 全域
喜多方市字村西 全域
喜多方市字宮西 全域
喜多方市字中川原 全域
喜多方市字寺南 全域
喜多方市字中町 全域
喜多方市字南町 全域
喜多方市字五ノ神 全域
喜多方市字西町 全域
喜多方市字惣座宮 全域
喜多方市字南条 全域
喜多方市字東町 全域
喜多方市字四百苅 全域
喜多方市字井戸尻 全域
喜多方市字六枚長 全域
喜多方市字西四ツ谷 全域
喜多方市字屋敷免 全域
喜多方市字江中子 全域
喜多方市字稲荷宮 全域
喜多方市字大谷地田 全域
喜多方市字落合 全域
喜多方市字沼田 全域
喜多方市字水上 全域
喜多方市字小田付道上 全域
喜多方市字緑町 全域
喜多方市字小田付道下 全域
喜多方市字上川向 全域
喜多方市字下川向 全域
喜多方市字一丁目 全域
喜多方市字二丁目 全域
喜多方市字三丁目 全域
喜多方市字細田 全域
喜多方市字梅竹 全域
喜多方市字沢ノ免 全域

3 喜多方市 熱塩温泉地区

4 喜多方市 喜多の郷地区

集積区域（観光関連産業）※平成27年3月26日認定分

1 喜多方市 三ノ倉地区

2 喜多方市 日中温泉地区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

喜多方市字東川原田 全域
喜多方市字柳原 全域
喜多方市字六百苅 全域
喜多方市字細田 全域
喜多方市字谷地田 全域
喜多方市字御清水 全域
喜多方市字御清水東 全域
喜多方市字御清水南 全域
喜多方市字中島 全域
喜多方市字百苅田 全域
喜多方市字小田 全域
喜多方市字永久 全域
喜多方市字前田上 全域
喜多方市字町尻東 全域
喜多方市字町尻西 全域
喜多方市字大道田 全域
喜多方市字経壇 全域
喜多方市字花園 全域
喜多方市字諏訪 全域
喜多方市字御茶屋 全域
喜多方市字寺町 全域
喜多方市字寺町南 全域
喜多方市字通船場 全域
喜多方市字慶徳道上 全域
喜多方市字慶徳道下 全域
喜多方市字市道 全域
喜多方市字常盤町 全域
喜多方市字前田 全域
喜多方市字扇田 全域
喜多方市字寺田 全域
喜多方市字古寺 全域
喜多方市字七百苅 全域
喜多方市字一本木上 全域
喜多方市字一本木下 全域
喜多方市字長内 全域
喜多方市字東籠田 全域
喜多方市字西籠田 全域
喜多方市字押切二丁目 全域
喜多方市字押切南一丁目 全域
喜多方市字押切南二丁目 全域
喜多方市字鶴巻 全域
喜多方市字舘野 全域
喜多方市字北原 全域
喜多方市字番帳免 全域
喜多方市字町北 全域
喜多方市字町西 全域
喜多方市字天満前 全域
喜多方市字長源段 全域
喜多方市字太子堂 全域
喜多方市字窪屋敷 全域
喜多方市字町田 全域
喜多方市字町田下 全域
喜多方市字千苅 全域
喜多方市字千苅中道上 全域
喜多方市字千苅道下 全域
喜多方市関柴町上高額字境田 全域
喜多方市関柴町上高額字広面 全域
喜多方市豊川町米室字渕馬作 全域
喜多方市塩川町御殿場四丁目 全域
喜多方市塩川町字新町 1846番地

5 喜多方市 喜多方地区
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番号 市町村 箇所名 地　　　　　名 地番 備考

喜多方市塩川町字新町 1858番地
喜多方市塩川町字東栄町一丁目 1番地１
喜多方市塩川町字東栄町一丁目 ６番地３
喜多方市塩川町字新町 1871番地１
喜多方市塩川町字反町 919番地
喜多方市塩川町字東栄町五丁目 １番地３１
喜多方市塩川町字東栄町二丁目 ５番地５
喜多方市塩川町字反町 ９０９番地６
喜多方市塩川町字米沢町 1749番地
喜多方市塩川町小府根字畑ｹ田 １番地
喜多方市山都町一ノ木字越戸乙 3876番地4
喜多方市山都町一ノ木字高野原乙 全域
喜多方市山都町一ノ木字本村乙 全域
喜多方市山都町一ノ木字福別当乙 284番地
喜多方市山都町蓬莱字中村 全域
喜多方市山都町蓬莱字田面 4145番地
喜多方市山都町蓬莱字殿屋敷 全域
喜多方市山都町蓬莱字入深沢 5344番地
喜多方市山都町字木曽 全域
喜多方市山都町字江戸塚 712番地
喜多方市山都町字小山 619番地
喜多方市山都町字広野 全域
喜多方市山都町字広葎田 全域
喜多方市山都町字七十苅 全域
喜多方市山都町字中石打場 全域
喜多方市山都町字沢田 全域
喜多方市山都町字広古屋敷 全域
喜多方市山都町字蛇崩 全域
喜多方市高郷町揚津字袖山甲 全域
喜多方市高郷町揚津字館沼 全域
喜多方市高郷町上郷字西ノ沢 全域
喜多方市高郷町上郷字横道 全域
喜多方市高郷町上郷字南横道 全域
喜多方市高郷町上郷字梁窪 全域
喜多方市高郷町上郷字上ノ台 全域
喜多方市高郷町上郷字高平 全域
喜多方市高郷町上郷字松原 全域
喜多方市高郷町上郷字雨沼 全域
喜多方市高郷町上郷字中平 全域
喜多方市高郷町上郷字上原 全域
喜多方市高郷町上郷字細田 全域
喜多方市高郷町上郷字腰巻 全域
喜多方市高郷町上郷字西惣利 全域
喜多方市高郷町上郷字惣利 全域
喜多方市高郷町上郷字中惣利 全域
喜多方市高郷町上郷字東惣利 全域
喜多方市高郷町上郷字狸石 全域
喜多方市高郷町上郷字稲場 全域
喜多方市高郷町上郷字魚筍洲 全域
喜多方市高郷町上郷字袖杭根 全域
喜多方市高郷町上郷字西海枝 全域
喜多方市高郷町上郷字野際 全域
喜多方市高郷町上郷字馬場頭 全域
喜多方市高郷町上郷字中割 全域
喜多方市高郷町上郷字中村内 全域
喜多方市高郷町上郷字村岡 全域
喜多方市高郷町上郷字惣座 全域
喜多方市高郷町上郷字掘田 全域
喜多方市高郷町西羽賀字西羽賀 全域
喜多方市高郷町西羽賀字和尚堂 全域

11 喜多方市 西羽賀地区

9 喜多方市 山都地区

10 喜多方市 荻野地区

7 喜多方市 一ノ木地区

8 喜多方市 宮古地区

6 喜多方市 塩川地区
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