
１ 指定区域    

(1)土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域 H30.1. 19  告示第３２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 

5297  除野 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下除野山 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅰ-946 

5298  岩瀬 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字岩瀬 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1509 

5299  軽井沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字軽井沢山及び空知沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1510 

5300  山根沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字山根沢及び空知沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1511 

5301  下井出 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字中井出及び下井出 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1512 

5302  除野１号 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下除野山及び下除野 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1513 

5303  蒲倉 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字藤倉山及び蒲倉 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1551 

5304  藤倉山 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字藤倉山及び枝沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1552 

5305  内藤倉 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字内藤倉及び藤倉 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1553 

5306  枝沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字這坂山、蒲倉山及び枝沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1554 

5307  軽井沢滝ノ沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字井出滝ノ沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1555 

5308  杉沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下杉沢山及び中杉沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1514 

5309  井出道 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上牛ノ沢山及び井出道 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1556 

5310  井出道１号 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上牛ノ沢山及び井出道 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1557 

5311  井出道２号 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字中牛ノ沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1558 

5312  中牛ノ沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字中牛ノ沢山及び中牛ノ沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1559 

5313  上牛ノ沢山 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上牛ノ沢、中牛ノ沢、下牛

ノ沢及び土手ケ沢山 

急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1560 

5314  
上牛ノ沢山１

号 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上牛ノ沢 

急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1561 

5315  上杉沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢及び上杉沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1562 



5316  上杉沢１号 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢及び上杉沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1563 

5317  上杉沢２号 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢及び上杉沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1564 

5318  上杉沢３号 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上杉沢山及び上杉沢 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1565 

5319  上杉沢４号 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上杉沢山 
急傾斜地の 

崩壊 
Ⅱ-1566 

5320  蒲倉沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字内藤倉、藤倉及び藤倉山 土石流 
463-Ⅰ-090 

-1.2.3.4.5 

5321  井出沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字中井出 土石流 463-Ⅰ-091 

5322  除野沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下除野山及び下除野 土石流 463-Ⅰ-092 

5323  岩瀬 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字向岩瀬山及び向岩瀬 土石流 463-Ⅱ-170 

5324  岩瀬沢１ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字向岩瀬山及び向岩瀬 土石流 463-Ⅱ-171 

5325  岩瀬沢２ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字向岩瀬山及び向岩瀬 土石流 463-Ⅱ-172 

5326  蒲倉沢２ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字蒲倉山 土石流 463-Ⅱ-174 

5327  蒲倉沢３ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字内藤倉及び藤倉山 土石流 463-Ⅱ-175 

5328  蒲倉沢４ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字蒲倉山及び蒲倉 土石流 463-Ⅱ-176 

5329  蒲倉沢５ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字藤倉山、枝沢、蒲倉山及び

這坂山 
土石流 

463-Ⅱ- 

177-１.2 

5330  井出沢２ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字這坂山、上井出、八幡前、

井出滝ノ沢及び井出滝ノ沢山 
土石流 463-Ⅱ-178 

5331  井出沢４ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字十二ノ前 土石流 463-Ⅱ-180 

5332  井出沢５ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字十二ノ前及び中井出 土石流 463-Ⅱ-181 

5333  中井出沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字中井出及び十二ノ前 土石流 463-Ⅱ-182 

5334  井出沢６ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字中井出 土石流 463-Ⅱ-183 

5335  井出沢７ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字中井出及び下井出 土石流 463-Ⅱ-184 

5336  除野沢６ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下除野山、上除野及び下井

出 
土石流 463-Ⅱ-201 

5337  上杉沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢及び上杉沢山 土石流 463-Ⅱ-161 

5338  杉沢２ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上杉沢山、上杉沢及び下牛

ノ沢 
土石流 463-Ⅱ-162 

5339  杉沢３ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢、上杉沢及び上杉

沢山 
土石流 463-Ⅱ-163 

5340  杉沢６ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢、上杉沢及び上杉

沢山 
土石流 463-Ⅱ-166 

5341  杉沢７ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢、上杉沢及び上杉

沢山 
土石流 463-Ⅱ-167 



5342  杉沢 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢、上杉沢及び上杉

沢山 
土石流 463-Ⅱ-168 

5343  中杉沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字中杉沢及び下杉沢山 土石流 
463-Ⅱ-169 

-1．2.3 

5344  牛ノ沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上牛ノ沢山及び上牛ノ沢 土石流 463-Ⅱ-185 

5345  牛ノ沢２ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上牛ノ沢山及び上牛ノ沢 土石流 463-Ⅱ-186 

5346  牛ノ沢３ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上牛ノ沢山、上牛ノ沢及び

隠里 
土石流 463-Ⅱ-187 

5347  牛ノ沢４ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上牛ノ沢山及び隠里 土石流 463-Ⅱ-188 

5348  牛ノ沢５ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上牛ノ沢山、井出道及び隠

里 
土石流 463-Ⅱ-189 

5349  牛ノ沢７ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上牛ノ沢山、中牛ノ沢、井

出道及び土手ケ沢山 
土石流 463-Ⅱ-191 

5350  牛ノ沢８ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字土手ケ沢山、下牛ノ沢及び

中牛ノ沢 
土石流 463-Ⅱ-192 

5351  牛ノ沢９ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字土手ケ沢山、下牛ノ沢及び

中牛ノ沢 
土石流 463-Ⅱ-193 

5352  牛ノ沢１０ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字土手ケ沢山、下牛ノ沢及び

中牛ノ沢 
土石流 463-Ⅱ-194 

5353  牛ノ沢１１ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上牛ノ沢、中牛ノ沢、下牛

ノ沢及び上除野 
土石流 

463-Ⅱ-195 

-1.2 

5354  牛ノ沢１２ 
秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字中牛ノ沢山、中牛ノ沢及び

下牛ノ沢 
土石流 

463-Ⅱ-196 

-1.2 

5355  除野沢２ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢 土石流 
463-Ⅱ-197 

-1.2 

5356  除野沢３ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢 土石流 463-Ⅱ-198 

5357  除野沢４ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢 土石流 463-Ⅱ-199 

5358  除野沢５ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下牛ノ沢 土石流 463-Ⅱ-200 

 


