
１ 指定区域    

(1)土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域 H28.07.26   告示第 452 号   

整理 

番号 
指定区域名   

自然現象の

種類 

危険箇所 

番号 

3009 菅生 湯沢市稲庭町字大谷 急傾斜地 Ⅰ-1011 

3010 獄ノ下 
湯沢市森字嶽ノ下並びに同市岩崎字小森山、森

合及び上宿 
急傾斜地 Ⅰ-1401 

3011 明戸 湯沢市高松字明戸、明戸山及び大檜内 急傾斜地 Ⅰ-1434 

3012 泥湯 湯沢市高松字泥湯沢 急傾斜地 Ⅰ-1443 

3013 下生内 湯沢市皆瀬字下生内及び生内 急傾斜地 Ⅰ-1494 

3014 戸石崎 湯沢市杉沢字戸石崎 急傾斜地 Ⅱ-1385 

3015 若神子 湯沢市酒蒔字若神子 急傾斜地 Ⅱ-1411 

3016 若神子１号 湯沢市酒蒔字若神子 急傾斜地 Ⅱ-1412 

3017 戸平 湯沢市高松字戸平及び愛宕沢 急傾斜地 Ⅱ-1439 

3018 明戸１号 湯沢市高松字明戸 急傾斜地 Ⅱ-1440 

3019 明戸２号 湯沢市高松字大檜内及び明戸 急傾斜地 Ⅱ-1441 

3020 上地 湯沢市高松字上地及び上地山 急傾斜地 Ⅱ-1446 

3021 上地１号 湯沢市高松字上地 急傾斜地 Ⅱ-1447 

3022 仏師ヶ沢 湯沢市皆瀬字仏師ヶ沢、上野及び沼田 急傾斜地 Ⅱ-1675 

3023 外浦 湯沢市皆瀬字外浦 急傾斜地 Ⅱ-1683 

3024 雨沼 湯沢市皆瀬字雨沼 急傾斜地 Ⅱ-1684 

3025 若畑 湯沢市皆瀬字若畑 急傾斜地 Ⅱ-1688 

3026 谷地頭 湯沢市皆瀬字谷地頭及び若畑 急傾斜地 Ⅱ-1689 

3027 畑等湯ノ沢 湯沢市皆瀬字痩長根 急傾斜地 Ⅱ-1690 

3028 上生内 湯沢市皆瀬字上生内及び金山沢 急傾斜地 Ⅱ-1691 

3029 上生内１号 湯沢市皆瀬字上生内 急傾斜地 Ⅱ-1692 

3030 生内 湯沢市皆瀬字上生内 急傾斜地 Ⅱ-1693 



3031 木積場 湯沢市皆瀬字下木積場及び上木積場 急傾斜地 Ⅱ-1694 

3032 中ノ台 湯沢市皆瀬字中ノ台 急傾斜地 Ⅱ-1695 

3033 中ノ台１号 湯沢市皆瀬字中ノ台 急傾斜地 Ⅱ-1696 

3034 寄合畑 湯沢市皆瀬字寄合畑及び深沢 急傾斜地 Ⅱ-1697 

3035 寄合畑１号 湯沢市皆瀬字寄合畑 急傾斜地 Ⅱ-1698 

3036 後ヶ沢山 湯沢市杉沢字後ヶ沢山、野々沢山及び野々沢 急傾斜地 Ⅰ-919 

3037 不動滝  湯沢市皆瀬字湯元、滝ノ上及び小湯ノ上 急傾斜地 Ⅰ-1012 

3038 元湯  湯沢市皆瀬字湯元 急傾斜地 Ⅰ-1013 

3039 湯元 湯沢市皆瀬字湯元及び小湯ノ上 急傾斜地 Ⅰ-1014 

3040 大湯 湯沢市皆瀬字小安奥山及び小安奥山国有林 急傾斜地 Ⅰ-1015 

3041 新城 湯沢市松岡字新城及び剣ヶ鼻 急傾斜地 Ⅰ-1403 

3042 下新田 湯沢市高松字下新田山 急傾斜地 Ⅰ-1442 

3043 畑等新処 湯沢市皆瀬字新処 急傾斜地 Ⅰ-1493 

3044 小安 湯沢市皆瀬字小安 急傾斜地 Ⅰ-1495 

3045 坂ノ上 湯沢市皆瀬字小田、坂ノ上及び滝ノ原 急傾斜地 Ⅰ-1496 

3046 不動滝１号 湯沢市皆瀬字湯元及び滝ノ上 急傾斜地 Ⅰ-1497 

3047 湯元１号 湯沢市皆瀬字湯元及び小湯ノ上 急傾斜地 Ⅰ-1498 

3048 沢田 湯沢市杉沢新所字沢田及び松山 急傾斜地 Ⅱ-1384 

3049 新城２号 湯沢市松岡字新城及び剣ヶ鼻 急傾斜地 Ⅱ-1399 

3050 下新田１号 湯沢市高松字下新田及び下新田山 急傾斜地 Ⅱ-1461 

3051 下新田２号 湯沢市高松字下新田及び下新田山 急傾斜地 Ⅱ-1462 

3052 下新田３号 湯沢市高松字下新田及び下新田山 急傾斜地 Ⅱ-1463 

3053 下新田４号 湯沢市高松字下新田及び下新田山 急傾斜地 Ⅱ-1464 

3054 大山沢 湯沢市小野字大山沢及び大山 急傾斜地 Ⅱ-1483 

3055 沖ノ沢 湯沢市皆瀬字沖ノ沢 急傾斜地 Ⅱ-1673 



3056 沖ノ沢１号 湯沢市皆瀬字沖ノ沢 急傾斜地 Ⅱ-1674 

3057 下村１号 湯沢市皆瀬字下村、小田及び林 急傾斜地 Ⅱ-1699 

3058 上村 湯沢市皆瀬字小田 急傾斜地 Ⅱ-1700 

3059 上村１号 湯沢市皆瀬字小田 急傾斜地 Ⅱ-1701 

3060 滝ノ原 湯沢市皆瀬字滝ノ原 急傾斜地 Ⅱ-1702 

3061 滝ノ原１号 湯沢市皆瀬字新処及び滝ノ原 急傾斜地 Ⅱ-1703 

3062 畑等新処１号 湯沢市皆瀬字新処 急傾斜地 Ⅱ-1704 

3063 畑等新処２号 湯沢市皆瀬字新処 急傾斜地 Ⅱ-1705 

3064 畑等新処３号 湯沢市皆瀬字新処及び小田 急傾斜地 Ⅱ-1706 

3065 畑等新処４号 湯沢市皆瀬字新処 急傾斜地 Ⅱ-1707 

3066 畑等新処５号 湯沢市皆瀬字新処 急傾斜地 Ⅱ-1708 

3067 滝向 湯沢市皆瀬字滝向 急傾斜地 Ⅱ-1709 

3068 滝向１号 湯沢市皆瀬字滝向及び滝ノ上 急傾斜地 Ⅱ-1710 

3069 湯元２号 湯沢市皆瀬字湯元及び小湯ノ上 急傾斜地 Ⅱ-1711 

3070 桂沢 湯沢市皆瀬字桂沢及び桂沢上 急傾斜地 Ⅱ-1712 

3071 後ヶ沢 湯沢市杉沢字後ヶ沢山、後ケ沢及び南部沢山 急傾斜地 Ⅲ-281 

3072 北土沢 湯沢市山田字米内沢、浦田、筬ノ目及び北土沢 急傾斜地 Ⅲ-282 

3073 南土沢１号 湯沢市山田字南土沢 急傾斜地 Ⅲ-283 

3074 田ノ沢藤花 湯沢市山田字上ノ宿、脇ノ沢及び上ノ宿川原 急傾斜地 Ⅲ-285 

3075 田ノ沢藤花１号 湯沢市山田字上ノ宿、脇ノ沢及び藤花 急傾斜地 Ⅲ-286 

3076 田ノ沢藤花２号 湯沢市山田字上ノ宿、田ノ沢、脇ノ沢及び藤花 急傾斜地 Ⅲ-287 

3077 東松沢 
湯沢市字東松沢、同市字新山、同市字深沢山及

び同市字杉ノ沢山 
急傾斜地 Ⅲ-296 

3078 宮田３号 湯沢市関口字宮田平、宮田及び落口 急傾斜地 Ⅲ-297 

3079 戸沢１号 湯沢市関口字戸沢及び戸沢山 急傾斜地 Ⅲ-298 



3080 芦ヶ沢 湯沢市山田字芦ヶ沢 急傾斜地 Ⅲ-284 

3081 角間沢４号 
湯沢市字角間沢、同市字上角間沢山及び同市字

下夕角間沢山 
急傾斜地 Ⅲ-288 

3082 下山谷１号 湯沢市字下山谷及び同市字上角間沢山 急傾斜地 Ⅲ-289 

3083 沼ノ岱山 湯沢市字沼ノ岱山及び同市字山谷 急傾斜地 Ⅲ-290 

3084 谷地沢山 
湯沢市字谷地沢山、同市字岩ノ沢山、同市字山

谷及び同市字鉦打沢 
急傾斜地 Ⅲ-291 

3085 桐〆平山２号 
 湯沢市字桐〆平山、同市字長沢山、同市字鉦

打沢及び同市字岩ノ沢山 
急傾斜地 Ⅲ-292 

3086 桐〆平山３号 
湯沢市字桐〆平山、同市字取上石山及び同市字

鉦打沢 
急傾斜地 Ⅲ-293 

3087 カックイ沢山 
湯沢市字カックイ沢山、同市字粟沢山、同市字鉦

打沢及び同市字取上石山 
急傾斜地 Ⅲ-294 

3088 広沢山 
湯沢市字広沢山、同市字鉦打沢、同市字粟沢山

及び同市字峠沢山 
急傾斜地 Ⅲ-295 

3089 泥湯沢 湯沢市高松字泥湯沢 土石流 207-Ⅰ-001 

3090 上地下沢 湯沢市高松字上地及び上地山 土石流 207-Ⅰ-009 

3091 ヨシガヤチ沢 湯沢市皆瀬字中ノ台、谷地、蟹沢及び塚長根 土石流 465-Ⅰ-009 

3092 
生内小学校上の

沢 
湯沢市皆瀬字生内 土石流 465-Ⅰ-010 

3093 中泊沢 湯沢市高松字中泊及び中泊山 土石流 207-Ⅱ-008 

3094 松浦沢 湯沢市高松字明戸及び明戸山 土石流 207-Ⅱ-009 

3095 戸平沢 湯沢市高松字戸平 土石流 207-Ⅱ-010 

3096 御返事沢 湯沢市桑崎字根掘場 土石流 462-Ⅱ-020 

3097 寄合畑沢 湯沢市皆瀬字寄合畑及び深沢 土石流 465-Ⅱ-006 

3098 湯ノ沢１ 湯沢市皆瀬字湯ノ沢 土石流 465-Ⅱ-007 

3099 湯ノ沢２ 湯沢市皆瀬字湯ノ沢及び瘦長根 土石流 465-Ⅱ-008 



3100 所沢 湯沢市皆瀬字瘦長根 土石流 465-Ⅱ-009 

3101 西川沢 湯沢市皆瀬字上生内 土石流 465-Ⅱ-010 

3102 ホリカイ沢 湯沢市皆瀬字上生内 土石流 465-Ⅱ-011 

3103 ヤスケ沢 湯沢市皆瀬字上生内 土石流 465-Ⅱ-012 

3104 下生内沢 湯沢市皆瀬字生内 土石流 465-Ⅱ-013 

3105 沢梨台沢 湯沢市皆瀬字若畑及び谷地頭 土石流 465-Ⅱ-015 

3106 米内沢 湯沢市山田字米内沢 土石流 207-Ⅲ-009 

3107 間木沢 湯沢市松岡字間木沢及び牧野沢 土石流 207-Ⅲ-025 

3108 蓮台寺 湯沢市山田字蓮台寺 土石流 207-Ⅲ-028 

3109 上ノ沢１ 湯沢市酒蒔字若神子 土石流 207-Ⅲ-001 

3110 勇ヶ岡 湯沢市山田字勇ヶ岡 土石流 207-Ⅲ-010 

3111 柳沢 湯沢市高松字三途川山、下新田山及び上新田山 土石流 207-Ⅰ-002 

3112 新城沢１ 湯沢市松岡字新城及び剣ヶ鼻 土石流 207-Ⅰ-102 

3113 下新田沢 
湯沢市高松字下新田山、下新田、下西ノ峰及び

高松沢国有林 
土石流 207-Ⅱ-001 

3114 頭首沢 
湯沢市杉沢新所字沢田、高山、頭首沢及び林長

根 
土石流 207-Ⅲ-015 

3115 南部沢２ 湯沢市杉沢字内沢、南部沢及び南部沢山 土石流 207-Ⅲ-018 

3116 内沢 
湯沢市杉沢字戸石崎、戸石崎山、内沢及び内沢

山 
土石流 207-Ⅲ-019 

3117 後ヶ沢 湯沢市杉沢字後ヶ沢及び後ヶ沢山 土石流 207-Ⅲ-020 

3118 野々沢１ 湯沢市杉沢字野々沢及び後ヶ沢山 土石流 207-Ⅲ-021 

3119 野々沢２ 
湯沢市杉沢字野々沢及び野々沢山並びに同市

杉沢新所字大平 
土石流 207-Ⅲ-022 

3120 女滝沢 湯沢市皆瀬字湯元 土石流 465-Ⅰ-001 

3121 湯元沢２ 湯沢市皆瀬字湯元 土石流 465-Ⅰ-002 

3122 湯元１ 湯沢市皆瀬字湯元及び新処 土石流 465-Ⅰ-003 

3123 かに沢 湯沢市皆瀬字小田、小安、中村及び向野 土石流 465-Ⅰ-005 



3124 小安沢２ 湯沢市皆瀬字小田、小安、中村、上村及び向野 土石流 465-Ⅰ-006 

3125 沖ノ沢 湯沢市皆瀬字沖ノ沢 土石流 465-Ⅰ-021 

3126 シバノ沢 湯沢市皆瀬字沖ノ沢 土石流 465-Ⅰ-025 

3127 湯元２ 湯沢市皆瀬字滝ノ上及び小湯ノ上 土石流 465-Ⅱ-002 

3128 滝向沢 湯沢市皆瀬字新処及び滝向 土石流 465-Ⅱ-003 

3129 新処沢 湯沢市皆瀬字新処 土石流 465-Ⅱ-004 

3130 新処沢２ 湯沢市皆瀬字新処 土石流 465-Ⅱ-005 

3131 滝ノ沢 
湯沢市山田字滝ノ沢並びに同市酒蒔字小滝ヶ沢

及び谷地 
土石流 207-Ⅲ-002 

3132 田ノ沢３ 
湯沢市山田字田ノ沢、滝ノ沢及び象石並びに同

市酒蒔字谷地 
土石流 207-Ⅲ-003 

3133 脇ノ沢 湯沢市山田字上ノ宿、脇ノ沢及び藤花 土石流 207-Ⅲ-004 

3134 西土沢１ 湯沢市山田字西土沢 土石流 207-Ⅲ-005 

3135 西土沢２ 湯沢市山田字西土沢及び水上沢 土石流 207-Ⅲ-006 

3136 北土沢 湯沢市山田字北土沢 土石流 207-Ⅲ-007 

3137 芦ヶ沢 湯沢市山田字芦ヶ沢 土石流 207-Ⅲ-008 

3138 広沢 
湯沢市字広沢山、同市字峠沢山、同市字鉦打

沢、同市字粟沢山及び同市字カックイ沢山 
土石流 207-Ⅲ-011 

3139 粟沢 
湯沢市字粟沢山、同市字峠沢山、同市字鉦打沢

及び同市字広沢山 
土石流 207-Ⅲ-012 

3140 沼ノ岱沢 
湯沢市字沼ノ岱山、同市字抜石場山及び同市字

山谷 
土石流 207-Ⅲ-013 

3141 谷地沢 
湯沢市字谷地沢山、同市字山谷、同市字沼ノ岱

山、同市字金堀沢山及び同市字西金堀沢山 
土石流 207-Ⅲ-014 

3142 上源内沢 
湯沢市松岡字上源内沢、下源内沢、中田及び中

田頭 
土石流 207-Ⅲ-023 

3143 牧野沢 湯沢市松岡字牧野沢及び間木沢 土石流 207-Ⅲ-024 

3144 川原沢３ 湯沢市山田字川原及び新川原田 土石流 207-Ⅲ-026 

 


