
１ 指定区域    

(1)土砂災害特別警戒区 域土砂災害警戒区域 H28.02.19   告示第 113 号   

整理 
番号 指定区域名   

自然現象の
種類 危険箇所番号 

2315 上の台 横手市山内大松川字上松川 急傾斜 Ⅰ-   913 

2316 上台 横手市山内大松川字上台 急傾斜 Ⅰ-   914 

2317 小松川 横手市山内小松川字小松川 急傾斜 Ⅰ-   915 

2318 田代沢口 
横手市山内黒沢字田代沢口

及び丸志田 
急傾斜 Ⅰ-   916 

2319 蒲坂２号 
横手市山内黒沢字蒲坂及び

瀬野ヶ台 
急傾斜 Ⅰ-  1672 

2320 下垂 横手市山内大松川字下垂 急傾斜 Ⅱ- 1363 

2321 蒲坂１号 
横手市山内黒沢字蒲坂及び

瀬野ヶ台 
急傾斜 Ⅱ- 1364 

2322 下黒沢 横手市山内黒沢字下黒沢 急傾斜 Ⅱ- 1366 

2323 大場沢 
横手市山内筏字大場沢及び

小野 
急傾斜 Ⅱ- 1367 

2324 塩貝１号 
横手市山内南郷字塩貝及び

茗荷坂 
急傾斜 Ⅱ- 1368 

2325 塩貝２号 横手市山内南郷字塩貝 急傾斜 Ⅱ- 1369 

2326 二タ瀬 横手市山内三又字二タ瀬 急傾斜 Ⅱ- 1370 

2327 赤渕沢 
横手市山内南郷字三ツ屋、赤

渕、大面及び畑南郷 
土石流 446-Ⅰ-005 

2328 下南郷沢 
横手市山内南郷字下南郷及

び髙畑 
土石流 446-Ⅰ-006 

2329 シゲ沢 
横手市山内筏字沢田及び植

田野 
土石流 446-Ⅰ-007 

2330 沢田沢 
横手市山内筏字沢田及び植

田野 
土石流 446-Ⅰ-008 

2331 水神沢２ 横手市山内筏字大場沢 土石流 446-Ⅰ-009 

2332 大畑沢 横手市山内筏字大場沢 土石流 446-Ⅰ-010 

2333 平石沢 
横手市山内土渕字平石上段

及び同市山内大松川字落合 
土石流 446-Ⅰ-019 

2334 相野沢１ 
横手市山内平野沢字北相

野々 
土石流 446-Ⅰ-020 

2335 相野沢２ 
横手市山内平野沢字相野々

及び北相野々 
土石流 446-Ⅰ-021 



2336 粕子瀬沢２ 横手市山内南郷字粕子瀬 土石流 446-Ⅱ-007 

2337 スギ沢 横手市山内南郷字粕子瀬 土石流 446-Ⅱ-008 

2338 北粕子瀬沢 横手市山内南郷字粕子瀬 土石流 446-Ⅱ-009 

2339 小丸志田沢 横手市山内南郷字丸志田 土石流 446-Ⅱ-011 

2340 塩貝沢 
横手市山内南郷字茗荷坂及

び塩貝 
土石流 446-Ⅱ-012 

2341 北塩貝沢 横手市山内南郷字塩貝 土石流 446-Ⅱ-013 

2342 南寒沢口沢 横手市山内南郷字寒沢口 土石流 446-Ⅱ-014 

2343 中寒沢口沢 横手市山内南郷字寒沢口 土石流 446-Ⅱ-015 

2344 大石沢 横手市山内南郷字畑南郷 土石流 446-Ⅱ-017 

2345 タノ沢 横手市山内南郷字畑南郷 土石流 446-Ⅱ-018 

2346 中雄勝川沢 横手市山内南郷字中雄勝川 土石流 446-Ⅱ-019 

2347 女中メキ沢 
横手市山内南郷字雄勝川及

び下雄勝川 
土石流 446-Ⅱ-020 

2348 水上沢 
横手市山内南郷字中南郷及

び下雄勝川 
土石流 446-Ⅱ-021 

2349 南中南郷沢 横手市山内南郷字中南郷 土石流 446-Ⅱ-022 

2350 北中南郷沢 横手市山内南郷字中南郷 土石流 446-Ⅱ-023 

2351 除キ沢 横手市山内南郷字除キ 土石流 446-Ⅱ-024 

2352 東沢田沢 
横手市山内筏字沢田及び同

市山内南郷字毛抜平 
土石流 446-Ⅱ-025 

2353 上沢田沢 
横手市山内筏字沢田及び同

市山内南郷字毛抜平 
土石流 446-Ⅱ-026 

2354 上シゲ沢 横手市山内筏字沢田 土石流 446-Ⅱ-027 

2355 西沢田沢 
横手市山内筏字沢田及び植

田野 
土石流 446-Ⅱ-028 

2356 植田野沢 
横手市山内筏字植田野及び

大穴 
土石流 446-Ⅱ-029 

2357 東伯耆沢 横手市山内筏字伯耆沢 土石流 446-Ⅱ-030 

2358 伯耆沢 
横手市山内筏字伯耆沢及び

九合取 
土石流 446-Ⅱ-031 

2359 水上沢８ 
横手市山内筏字水上及び穴

渕 
土石流 446-Ⅱ-032 



2360 水神沢５ 
横手市山内筏字山神及び天

狗沢 
土石流 446-Ⅱ-033 

2361 小野沢 
横手市山内筏字大場沢及び

小野 
土石流 446-Ⅱ-035 

2362 堂の上沢 横手市山内黒沢字堂の上 土石流 446-Ⅱ-043 

2363 黒沢２ 横手市山内黒沢字蒲坂 土石流 446-Ⅱ-044 

2364 女取沢 横手市山内小松川字女取 土石流 446-Ⅱ-046 

2365 小松川沢 横手市山内小松川字小松川 土石流 446-Ⅱ-047 

2366 下垂沢 
横手市山内大松川字下垂及

び袖浦 
土石流 446-Ⅱ-048 

2367 上松川沢 
横手市山内大松川字上松川、

錦沢、日影及び不動水上  
土石流 446-Ⅱ-049 

2368 不動水神沢 
横手市山内大松川字上松川

及び不動水上 
土石流 446-Ⅱ-050 

2369 落合沢 横手市山内大松川字落合 土石流 446-Ⅱ-051 

2370 南落合沢 横手市山内大松川字落合 土石流 446-Ⅱ-052 

2371 高根子沢 
横手市山内大松川字霜焼野

及び高根子 
土石流 446-Ⅱ-053 

2372 内渕沢 
横手市山内土渕字内渕及び

下内渕 
土石流 446-Ⅱ-054 

 


