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指定
面積

郡・市 町・村 大字 (ha)

秩父 中津川 秩父市 大滝村 中津川 1.13 467 S52.4.5

秩父 赤岩日影 秩父市 大滝村 中津川 2.25 1393 S46.10.22

秩父 上中尾 秩父市 大滝村 大滝 3.30 467 S52.4.5

秩父 寺井麻生 秩父市 大滝村 大滝 13.81 467・1070 S52.4.5 H3.7.30

秩父 落合 秩父市 大滝村 大滝 1.30 467 S52.4.5

秩父 大輪 秩父市 大滝村 大滝 1.80 467 S52.4.5

秩父 巣場 秩父市 大滝村 大滝 3.90 57 S56.1.13

秩父 下大血川 秩父市 大滝村 大滝 4.40 57 S56.1.13

秩父 下落合 秩父市 大滝村 大滝 8.60 57 S56.1.13

秩父 中落合 秩父市 大滝村 大滝 6.20 57 S56.1.13

秩父 大西 秩父郡 両神村 小森 2.94 467 S52.4.5

秩父 西平 秩父郡 両神村 薄 0.65 467 S52.4.5

秩父 桧河原 秩父郡 小鹿野町 般若 0.77 467 S52.4.5

秩父 坂本 秩父郡 小鹿野町 河原沢 1.42 467 S52.4.5

秩父 沢戸 秩父市 吉田町 石間 8.06 467 S52.4.5

秩父 東 秩父市 吉田町 石間 4.77 467 S52.4.5

秩父 若浜 秩父郡 皆野町 下日野沢 1.28 1393 S46.10.22

東松山 大宝 秩父郡 東秩父村 大内沢 0.75 467 S52.4.5

東松山 十郎 比企郡 鳩山町 石坂 0.47 1393 S46.10.22

東松山 宿 比企郡 都幾川村 西平 0.30 1393 S46.10.22

本庄 下勝沢 児玉郡 児玉町 河内 0.95 1393 S46.10.22

本庄 平沢 児玉郡 児玉町 太駄 3.67 467・1329 S52.4.5 S53.9.8

本庄 円良田 児玉郡 美里町 円良田 2.19 467・418 S52.4.5 H7.3.24

本庄 下鳥羽 児玉郡 神泉村 矢納 6.75 1393・467 S46.10.22 S52.4.5

熊谷 六供玉淀 大里郡 寄居町 寄居 4.97 467 S52.4.5

熊谷 関山 大里郡 寄居町 鉢形 2.41 467 S52.4.5

さいたま 桜町１丁目 鳩ヶ谷市 里 0.78 467 S52.4.5

秩父 滝坂 秩父市 上野 0.45 1329 S53.9.8

秩父 井戸尻 秩父市 上野 0.61 1329 S53.9.8

秩父 赤谷 秩父郡 横瀬町 芦ヶ久保 2.98 1329 S53.9.8

秩父 椋宮 秩父市 吉田町 下吉田 0.58 1329 S53.9.8

秩父 吉田小学校 秩父市 吉田町 下吉田 2.70 1329 S53.9.8

秩父 兔田 秩父市 吉田町 下吉田 1.02 1329 S53.9.8

秩父 大神楽 秩父郡 両神村 薄 0.96 1329 S53.9.8

熊谷 露梨子 大里郡 寄居町 露梨子・鉢形 0.72 1329 S53.9.8

東松山 下モ 比企郡 都幾川村 大野 1.06 1329 S53.9.8

東松山 半場（上） 秩父郡 東秩父村 奥沢 0.83 1329 S53.9.8

東松山 半場（下） 秩父郡 東秩父村 奥沢 1.82 1329・1070 S53.9.8 H3.7.30

東松山 和知場 秩父郡 東秩父村 坂本 0.67 1329 S53.9.8

東松山 八重蔵 秩父郡 東秩父村 皆谷 1.83 1329 S53.9.8

東松山 皆谷 秩父郡 東秩父村 皆谷 0.93 1329 S53.9.8

東松山 白石 秩父郡 東秩父村 白石 1.47 1329・405 S53.9.8 H9.3.21
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秩父 出原 秩父郡 両神村 薄 0.59 1711 S58.12.16

秩父 中西 秩父郡 長瀞町 矢那瀬 4.45 1711 S58.12.16

秩父 二瀬 秩父市 大滝村 大滝 1.69 1720 S59.12.4

秩父 池原 秩父郡 小鹿野町 藤倉 2.29 9 S62.1.6

飯能 南町 飯能市 南町 0.49 452 H1.11.14

東松山 坂本下 秩父郡 東秩父村 坂本 2.13 452 H1.11.14

東松山 落合 秩父郡 東秩父村 坂本 1.18 732 H2.6.15

東松山 川下 秩父郡 東秩父村 御堂 3.77 1070・280 H3.7.30 H8.3.1

秩父 布里 秩父市 吉田町 下吉田 1.28 1070 H3.7.30

秩父 中割 秩父市 吉田町 石間 2.73 849 H4.6.12

東松山 上沢池田 比企郡 鳩山町 石坂 2.06 849 H4.6.12

東松山 坂本上 秩父郡 東秩父村 坂本 3.41 245 H5.2.26

熊谷 常木 大里郡 寄居町 寄居 0.84 245 H5.2.26

秩父 根古屋 秩父郡 横瀬町 横瀬 0.09 245 H5.2.26

秩父 小川日向 秩父市 吉田町 上吉田 1.18 278 H6.3.1

秩父 漆木 秩父市 吉田町 石間 0.93 278 H6.3.1

秩父 椚平 秩父市 大滝村 大滝 3.88 278 H6.3.1

東松山 奥沢 秩父郡 東秩父村 奥沢 1.45 418 H7.3.24

本庄 寺内 児玉郡 神泉村 上阿久原 0.56 418 H7.3.24

飯能 川寺 飯能市 川寺 1.27 280 H8.3.1

東松山 井戸 秩父郡 東秩父村 大内沢 2.86 405 H9.3.21

東松山 皆谷上 秩父郡 東秩父村 皆谷 0.69 405 H9.3.21

川越 鵜の木 狭山市 鵜の木 0.34 394 H10.3.20

秩父 鶉平 秩父市 大滝村 大滝 1.16 1266 H11.10.1

川越 根岸 狭山市 根岸 0.78 1064 H12.7.28

秩父 中双里 秩父市 大滝村 中津川 0.97 1064 H12.7.28

秩父 熊木 秩父市 熊木町 4.84 1201 H12.9.8

秩父 巴 秩父市 下影森 0.61 1059 H13.6.26

朝霞 妙音沢 新座市 栄一丁目 0.51 115 H14.1.25

秩父 小川日影 秩父市 吉田町 小川日影 0.95 1337 H13.8.31

秩父 ナラヲ 秩父市 吉田町 太田部 1.36 1337 H13.8.31

東松山 細入 比企郡 都幾川村 西平 3.88 601 H15.3.18

秩父 川東 秩父郡 横瀬町 横瀬 0.34 602 H15.3.18

秩父 釜の上 秩父市 吉田町 釜の上 0.46 1336 H15.6.17

秩父 上中尾諏訪森 秩父市 大滝村 大滝 1.07 621 H17.3.22

秩父 小双里 秩父市 大滝村 大滝 4.17 621 H17.3.22

東松山 寺岡 秩父郡 東秩父村 安戸 0.54 1422 H17.7.8

秩父 石上 秩父郡 小鹿野町 三山 0.56 398 H18.3.3

熊谷 露梨子（変更） 大里郡 寄居町 露梨子 0.13 1553 H18.9.5

秩父 上町 秩父市 上町 0.25 411 H20.3.21

秩父 千鹿谷 秩父市 上吉田 1.20 473 H21.3.27

秩父 下大輪 秩父市 大滝 1.65 472 H21.3.27
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飯能 上名栗西 飯能市 上名栗 0.43 137 H22.2.2

秩父 近戸町 秩父市 近戸町 0.45 268 H23.3.11

秩父 宮平 秩父市 大滝 0.81 386 H23.3.29

秩父 井戸上郷 秩父郡 長瀞町 井戸 3.26 1012 H24.7.20

川越 上ノ原団地 狭山市 上広瀬 0.65 1586 H25.11.19

本庄 桜城 児玉郡 神川町 下阿久原 0.54 269 H27.3.20

本庄 下鳥羽（追加） 児玉郡 神川町 矢納 0.23 767 H27.6.30

秩父 近戸上 秩父市 近戸町 0.34 902 H28.7.8

東松山 下モ－２ ときがわ町 大野 2.59 901 H29.8.14

秩父 川俣 秩父市 浦山 2.91 902 H29.8.14

186.25


