
１ 指定区域    

(1)土砂災害特別警戒区域  土砂災害警戒区域  H30.4.13  告示第 240 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 

5839  八幡 
秋田県雄勝郡羽後町田代字八幡、梺、山崎及び

門前山 
急傾斜地 Ⅰ-960 

5840  麓 秋田県雄勝郡羽後町田代字梺 急傾斜地 Ⅰ-962 

5841  門前 秋田県雄勝郡羽後町田代字門前及び門前山 急傾斜地 Ⅰ-1466 

5842  天王 秋田県雄勝郡羽後町田代字天王及び天王山 急傾斜地 Ⅰ-1467-1,-2 

5843  尼沢 秋田県雄勝郡羽後町田代字尼沢 急傾斜地 Ⅰ-1469 

5844  下菅生 秋田県雄勝郡羽後町田代字下菅生及び尼沢口 急傾斜地 Ⅰ-1470 

5845  上菅生 秋田県雄勝郡羽後町田代字上菅生 急傾斜地 Ⅰ-1471 

5846  小猿子沢 
秋田県雄勝郡羽後町田代字小猿子沢 

及び中猿子沢 
急傾斜地 Ⅰ-1472-1,-2 

5847  小猿子沢 1 号 秋田県雄勝郡羽後町田代字奥猿子沢 急傾斜地 Ⅱ-1532 

5848  上菅生 1号 秋田県雄勝郡羽後町田代字上菅生 急傾斜地 Ⅱ-1533(-1),-(2) 

5849  上菅生 2号 秋田県雄勝郡羽後町田代字七曲山及び笹倉 急傾斜地 Ⅱ-1534 

5850  山ノ口 秋田県雄勝郡羽後町田代字山ノ口及び尼沢口 急傾斜地 Ⅱ-1535 

5851  尼沢 1 号 秋田県雄勝郡羽後町田代字尼沢 急傾斜地 Ⅱ-1536-1,-2 

5852  尼沢 2 号 秋田県雄勝郡羽後町田代字尼沢 急傾斜地 Ⅱ-1537 

5853  尼沢 3 号 秋田県雄勝郡羽後町田代字尼沢 急傾斜地 Ⅱ-1538 

5854  尼沢 4 号 
秋田県雄勝郡羽後町田代字尼沢、尼沢山 

及び中村 
急傾斜地 Ⅱ-1539 

5855  山ノ口 1 号 秋田県雄勝郡羽後町田代字山ノ口 急傾斜地 Ⅱ-1540 

5856  山ノ口 2 号 秋田県雄勝郡羽後町田代字山ノ口 急傾斜地 Ⅱ-1541 

5857  麓 1 号 秋田県雄勝郡羽後町田代字向川原及び天王山 急傾斜地 Ⅱ-1542 

5858  麓 2 号 秋田県雄勝郡羽後町田代字梺 急傾斜地 Ⅱ-1543 

5859  明通 秋田県雄勝郡羽後町田代字明通及び梺 急傾斜地 Ⅱ-1544 

5860  黒沢 秋田県雄勝郡羽後町田代字朴渕及び明通 急傾斜地 Ⅱ-1545 

5861  黒沢 1 号 秋田県雄勝郡羽後町田代字黒沢及び明通 急傾斜地 Ⅱ-1546 

5862  古米沢 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字大谷地、古米沢及

び古米沢山 
急傾斜地 Ⅰ-947 

5863  唐松山 秋田県雄勝郡羽後町上到米字唐松山及び唐松 急傾斜地 Ⅰ-948-1,-2,-3 

5864  中林 秋田県雄勝郡羽後町上到米字蒲生 急傾斜地 Ⅰ-949 

5865  赤畑 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字蒲生、中林及び外

猫沢山 
急傾斜地 Ⅰ-950 

5866  中林１号 秋田県雄勝郡羽後町上到米字中林 急傾斜地 Ⅰ-1465 

5867  大谷地 秋田県雄勝郡羽後町上到米字大谷地 急傾斜地 Ⅱ-1515 

5868  古米沢１号 秋田県雄勝郡羽後町上到米字大谷地 急傾斜地 Ⅱ-1516 

5869  田麦沢 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字田麦沢山 

及び田麦沢 
急傾斜地 Ⅱ-1517 

5870  唐松山１号 秋田県雄勝郡羽後町上到米字唐松山 急傾斜地 Ⅱ-1518 



5871  鴻屋 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字鴻屋、中林、鴨ノ

侍及び日渡 
急傾斜地 Ⅱ-1519 

5872  天神堂 秋田県雄勝郡羽後町田代字天神堂山 急傾斜地 Ⅱ-1520 

5873  上ノ沢 秋田県雄勝郡羽後町上到米字上ノ沢及び中林 急傾斜地 Ⅱ-1521 

5874  蒲生 秋田県雄勝郡羽後町上到米字蒲生山 急傾斜地 Ⅱ-1522 

5875  蒲生１号 秋田県雄勝郡羽後町上到米字堅田及び上蒲生 急傾斜地 Ⅱ-1523 

5876  畑中沢 1 秋田県雄勝郡羽後町田代字畑中、朴渕及び明通 土石流 463-Ⅰ-063 

5877  畑中沢 2 秋田県雄勝郡羽後町田代字畑中、朴渕及び明通 土石流 463-Ⅰ-064 

5878  畑中沢 秋田県雄勝郡羽後町田代字明通及び畑中 土石流 463-Ⅰ-065 

5879  山ノ口沢 1 秋田県雄勝郡羽後町田代字山ノ口 土石流 463-Ⅰ-068 

5880  山ノ口沢 3 秋田県雄勝郡羽後町田代字山ノ口 土石流 463-Ⅰ-070 

5881  旦金森沢 1 秋田県雄勝郡羽後町田代字旦金森 土石流 463-Ⅰ-071 

5882  旦金森沢 4 秋田県雄勝郡羽後町田代字旦金森 土石流 463-Ⅰ-074 

5883  旦金森沢 5 秋田県雄勝郡羽後町田代字旦金森 土石流 463-Ⅰ-075 

5884  麓沢 1 秋田県雄勝郡羽後町田代字梺及び天王 土石流 463-Ⅰ-076 

5885  大平山沢 秋田県雄勝郡羽後町田代字梺及び八幡 土石流 463-Ⅰ-078 

5886  下門前沢 秋田県雄勝郡羽後町田代字門前及び門前山 土石流 463-Ⅰ-080 

5887  畑中沢 3 秋田県雄勝郡羽後町田代字明通、朴渕及び黒沢 土石流 463-Ⅱ-113 

5888  猿子沢 秋田県雄勝郡羽後町田代字奥猿子沢 土石流 463-Ⅱ-114 

5889  猿子沢 2 秋田県雄勝郡羽後町田代字奥猿子沢 土石流 463-Ⅱ-115-1,-2 

5890  猿子沢 3 秋田県雄勝郡羽後町田代字奥猿子沢 土石流 463-Ⅱ-116 

5891  アザミ沢 
秋田県雄勝郡羽後町田代字笹倉、笹倉山及び七

曲山 
土石流 463-Ⅱ-117 

5892  ころが沢 秋田県雄勝郡羽後町田代字尼沢及び風谷山 土石流 463-Ⅱ-125 

5893  尼沢 2 秋田県雄勝郡羽後町田代字尼沢及び尼沢山 土石流 463-Ⅱ-127 

5894  尼沢 
秋田県雄勝郡羽後町田代字尼中村山、中村、尼

沢及び尼沢口 
土石流 463-Ⅱ-129 

5895  尼沢 4 
秋田県雄勝郡羽後町田代字尼沢山、尼沢、尼沢

口及び中村 
土石流 463-Ⅱ-130 

5896  山ノ口沢 5 秋田県雄勝郡羽後町田代字山ノ口 土石流 463-Ⅱ-133 

5897  坂ノ下沢 秋田県雄勝郡羽後町上到米字坂ノ下 土石流 463-Ⅰ-081 

5898  上唐松沢 秋田県雄勝郡羽後町上到米字唐松及び唐松山 土石流 463-Ⅰ-083 

5899  カラ山沢 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字堂尻、唐松及び唐

松山 
土石流 463-Ⅰ-084 

5900  中古米沢 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字中古米沢、上野、

中古米沢山及び上ノ山 
土石流 463-Ⅰ-086 

5901  古米沢１ 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字古米沢、古米沢山

及び大谷地 
土石流 463-Ⅰ-087-1,-2 

5902  ミズカミ沢 秋田県雄勝郡羽後町上到米字大谷地 土石流 463-Ⅰ-088 

5903  古米沢２ 秋田県雄勝郡羽後町上到米字大谷地 土石流 463-Ⅰ-089 

5904  天神堂沢２ 秋田県雄勝郡羽後町田代字内山及び内山山 土石流 463-Ⅱ-139 



5905  猫の沢 
秋田県雄勝郡羽後町田代字内山、内山山及び天

神堂山 
土石流 463-Ⅱ-140 

5906  天神堂沢３ 
秋田県雄勝郡羽後町田代字天神堂、内山及び天

神堂山 
土石流 463-Ⅱ-141-1,-2 

5907  よもぎ沢 秋田県雄勝郡羽後町田代字天神堂及び天神堂山 土石流 463-Ⅱ-143 

5908  坂ノ下沢２ 秋田県雄勝郡羽後町上到米字坂ノ下 土石流 463-Ⅱ-144 

5909  坂ノ下沢３ 秋田県雄勝郡羽後町上到米字坂ノ下及び鴻屋 土石流 463-Ⅱ-145 

5910  蒲生沢 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字蒲生山、上蒲生及

び堅田 
土石流 463-Ⅱ-147 

5911  モロノ沢 秋田県雄勝郡羽後町上到米字中林 土石流 463-Ⅱ-150 

5912  鴻屋沢４ 秋田県雄勝郡羽後町上到米字鴻屋 土石流 463-Ⅱ-151 

5913  上ノ沢３ 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字上ノ沢、堅田及び

後沢 
土石流 463-Ⅱ-153 

5914  ノンゲ沢 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字後沢、上ノ沢、田ノ

沢及び堅田 
土石流 463-Ⅱ-154 

5915  上ノ沢 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字上ノ沢、中林及び

堅田 
土石流 463-Ⅱ-155-1,-2 

5916  上ノ沢２ 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字根小屋沢、後沢、

上ノ沢及び中林 
土石流 463-Ⅱ-156-1,-2 

5917  上唐松沢３ 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字宇都ノ沢及び唐松

山 
土石流 463-Ⅱ-158 

5918  下唐松沢２ 
秋田県雄勝郡羽後町上到米字中古米沢、中古米

沢山及び上野 
土石流 463-Ⅱ-159 

5919  不動沢 秋田県雄勝郡羽後町上到米字大谷地 土石流 463-Ⅱ-160 

 


