
１  指定区域   

(1)土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域   

H26.9.30    告示第 485 号   

整理

番号 
指定区域名 所         在         地 自然現象の種類 危険箇所番号 

1545 小渕ケ沢 湯沢市秋ノ宮字小渕ケ沢及び大淵沢 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-995 

1546 椛山 湯沢市秋ノ宮字椛山及び九十九沢 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1453 

1547 松木沢 湯沢市秋ノ宮字松木沢及び幅ノ上 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1454 

1548 野中 湯沢市秋ノ宮字野中及び金田ノ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1459 

1549 小渕ケ沢 1 号 湯沢市秋ノ宮字小渕ケ沢及び肘懸 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1460 

1550 松木沢 1 号 湯沢市秋ノ宮字松木沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1493 

1551 真木 2 号 湯沢市秋ノ宮字真木及び背名沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1494 

1552 椛山 1 号 湯沢市秋ノ宮字椛山及び九十九沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1495 

1553 椛山 2 号 湯沢市秋ノ宮字椛山及び九十九沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1496 

1554 椛山 3 号 湯沢市秋ノ宮字椛山及び九十九沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1497 

1555 下幅 湯沢市秋ノ宮字椛山及び欠山 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1498 

1556 北ノ沢 湯沢市秋ノ宮字山谷、薄久内及び北ノ沢 土石流 462-Ⅰ-024 

1557 水上沢 湯沢市秋ノ宮字薄久内、槻ノ下、山谷及び葭ヶ沢 土石流 462-Ⅰ-025 

1558 大淵沢 湯沢市秋ノ宮字小渕ケ沢及び大淵沢 土石流 462-Ⅰ-026 

1559 小渕ケ沢 湯沢市秋ノ宮字小渕ケ沢、大淵沢及び肘懸 土石流 462-Ⅰ-027 

1560 肘懸沢 湯沢市秋ノ宮字小渕ケ沢及び肘懸 土石流 462-Ⅰ-028 

1561 野中沢 湯沢市秋ノ宮字城ノ内、沖、野中、山岸及び金田ノ沢 土石流 462-Ⅰ-030 

1562 城ノ内沢 湯沢市秋ノ宮字城ノ内及び山岸 土石流 462-Ⅰ-031 

1563 寺沢・芽沢 湯沢市秋ノ宮字山岸、城ノ内、沖、下幅、寺沢及び萱ノ沢 土石流 462-Ⅰ-032 

1564 真木の沢 湯沢市秋ノ宮字真木、夜牛、堰ノ口、真木ノ沢、黑棒及び蕨岡 土石流 462-Ⅰ-033 

1565 松木沢 湯沢市秋ノ宮字松木沢及び幅ノ上 土石流 462-Ⅰ-034 

1566 カニ堀沢 湯沢市秋ノ宮字松木沢、幅ノ上、夜牛及び田ノ沢 土石流 462-Ⅰ-035 



1567 有沢 湯沢市秋ノ宮字大平及び出穴沢 土石流 462-Ⅱ-011 

1568 桑沢 湯沢市秋ノ宮字桑沢及び槻ノ下 土石流 462-Ⅱ-013 

1569 徳左エ門沢 湯沢市秋ノ宮字椛山及び徳左エ門沢 土石流 462-Ⅱ-015 

1570 仏沢 湯沢市秋ノ宮字椛山及び欠山 土石流 462-Ⅱ-016 

1571 松根 湯沢市上院内字松根 急傾斜地 Ⅰ-989 

1572 長倉 湯沢市上院内字関ノ口 急傾斜地 Ⅰ-990 

1573 院内２号 湯沢市下院内字常盤町及び館山 急傾斜地 Ⅰ-993 

1574 川井 湯沢市秋ノ宮字川井 急傾斜地 Ⅰ-997 

1575 中山 湯沢市秋ノ宮字中山及び川井 急傾斜地 Ⅰ-998 

1576 南沢 湯沢市上院内字南沢 急傾斜地 Ⅰ-1448 

1577 中ノ沢３号 湯沢市上院内字中ノ沢 急傾斜地 Ⅰ-1449 

1578 湯ノ沢 湯沢市下院内字湯ノ沢 急傾斜地 Ⅰ-1458 

1579 八丁新町 湯沢市上院内字八丁新町 急傾斜地 Ⅱ-1472 

1580 八丁新町１号 湯沢市上院内字八丁新町 急傾斜地 Ⅱ-1473 

1581 落合１号 湯沢市上院内字落合 急傾斜地 Ⅱ-1474 

1582 長倉１号 湯沢市上院内字長倉 急傾斜地 Ⅱ-1475 

1583 山ノ田 湯沢市上院内字山ノ田 急傾斜地 Ⅱ-1476 

1584 山ノ田１号 湯沢市上院内字山ノ田 急傾斜地 Ⅱ-1477 

1585 山ノ田２号 湯沢市上院内字山ノ田 急傾斜地 Ⅱ-1478 

1586 山ノ田３号 湯沢市上院内字山ノ田 急傾斜地 Ⅱ-1479 

1587 中ノ沢５号 湯沢市上院内字中ノ沢 急傾斜地 Ⅱ-1480 

1588 中ノ沢６号 湯沢市上院内字中ノ沢 急傾斜地 Ⅱ-1481 

1589 町後 湯沢市上院内字北向及び町後 急傾斜地 Ⅱ-1482 

1590 太平山 湯沢市下院内字太平山 急傾斜地 Ⅱ-1485 

1591 ヘクリ 湯沢市秋ノ宮字ヘクリ 急傾斜地 Ⅱ-1499 



1592 中ノ沢４号 湯沢市上院内字中ノ沢 急傾斜地 Ⅱ-1716 

1593 矢込沢 湯沢市上院内字八丁新町 土石流 462-Ⅰ-001 

1594 ダノ沢 湯沢市上院内字長倉及び関ノ口 土石流 462-Ⅰ-002 

1595 長倉沢２ 湯沢市上院内字落合 土石流 462-Ⅰ-003 

1596 小沢 湯沢市上院内字小沢 土石流 462-Ⅰ-004 

1597 コチピラ沢 湯沢市上院内字中ノ沢 土石流 462-Ⅰ-005 

1598 マツネダテ沢 湯沢市上院内字松根 土石流 462-Ⅰ-006 

1599 馬場沢 湯沢市下院内字新馬場及び前林 土石流 462-Ⅰ-009 

1600 川連沢 湯沢市秋ノ宮字川連及び水無 土石流 462-Ⅰ-018 

1601 ハゲ沢 湯沢市秋ノ宮字中山 土石流 462-Ⅰ-019 

1602 滝ノ沢 湯沢市秋ノ宮字中山及び川井 土石流 462-Ⅰ-020 

1603 川井沢 湯沢市秋ノ宮字川井 土石流 462-Ⅰ-021 

1604 桂沢 湯沢市上院内字新雄勝 土石流 462-Ⅱ-001 

1605 長倉 湯沢市上院内字長倉 土石流 462-Ⅱ-002 

1606 山ノ田 湯沢市上院内字山ノ田 土石流 462-Ⅱ-003 

1607 ヤマサワ沢 湯沢市上院内字山ノ田 土石流 462-Ⅱ-004 

1608 貝沢 湯沢市上院内字貝沢 土石流 462-Ⅱ-005 

1609 カニ沢 湯沢市上院内字関ノ口 土石流 462-Ⅱ-006 

 


