
１ 指定区域    

(1)土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域  H30.6.29    告示第 341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 

6012  楢渕 
秋田県由利本荘市岩野目沢字上長瀬野及び

小太郎畑 
急傾斜地 Ⅰ-1345 

6013  町妻川原 
秋田県由利本荘市葛岡字宮ノ前、町妻川原及

び宮ノ腰 
急傾斜地 Ⅰ-1578 

6014  中道添 秋田県由利本荘市葛岡字中道添 急傾斜地 Ⅰ-1579 

6015  越前山 秋田県由利本荘市葛岡字落合及び絵図書森 急傾斜地 Ⅰ-1580 

6016  舟ケ森 
秋田県由利本荘市岩野目沢字池ノ沢、滝ノ沢

及び堀回シ 
急傾斜地 Ⅰ-1581 

6017  川倉 
秋田県由利本荘市岩野目沢字川倉及び川倉

川端 
急傾斜地 Ⅰ-1582 

6018  小栗山 秋田県由利本荘市小栗山字小栗山 急傾斜地 Ⅰ-1649 

6019  大谷地 秋田県由利本荘市平岫字大谷地及び堤沢 急傾斜地 Ⅱ-944 

6020  上谷地 秋田県由利本荘市平岫字上谷地及び堤沢 急傾斜地 Ⅱ-945 

6021  土沢 秋田県由利本荘市葛岡字大沢口及び沢口 急傾斜地 Ⅱ-946 

6022  大沢口 秋田県由利本荘市葛岡字大沢口 急傾斜地 Ⅱ-947 

6023  鳥越下 
秋田県由利本荘市岩野目沢字鳥越下、舟ケ森

及び堀回シ 
急傾斜地 Ⅱ-948 

6024  畑野沢 秋田県由利本荘市小栗山字畑野沢 急傾斜地 Ⅱ-949 

6025  新田 秋田県由利本荘市新田字壱ノ台 急傾斜地 Ⅱ-950 

6026  長瀬野２号 
秋田県由利本荘市岩野目沢字長瀬野及び小

太郎畑 
急傾斜地 Ⅱ-951 

6027  中向１号 秋田県由利本荘市岩野目沢字中向 急傾斜地 Ⅱ-952 

6028  中向２号 秋田県由利本荘市岩野目沢字中向 急傾斜地 Ⅱ-953 

6029  馬場野 秋田県由利本荘市小栗山字代内及び高尾森 急傾斜地 Ⅱ-954 

6030  蜂ケ沢 
秋田県由利本荘市小栗山字蜂ケ沢及び中下

モ 
急傾斜地 Ⅱ-955 



6031  長瀬野１号 
秋田県由利本荘市岩野目沢字雨池、長瀬野及

び小太郎畑 
急傾斜地 Ⅱ-956 

6032  鹿ノ爪１号 
秋田県由利本荘市岩野目沢字鹿ノ爪及び坂ノ

下 
急傾斜地 Ⅱ-957 

6033  鹿ノ爪２号 秋田県由利本荘市岩野目沢字鹿ノ爪 急傾斜地 Ⅱ-958 

6034  小羽広 
秋田県由利本荘市岩野目沢字小羽広、李沢及

び舟ケ森 
急傾斜地 Ⅱ-960 

6035  上長坂 秋田県由利本荘市長坂字上長坂 急傾斜地 
Ⅰ-1344  

(849) 

6036  峠ノ沢 秋田県由利本荘市中俣字峠ノ沢 急傾斜地 
Ⅰ-1571 

(851) 

6037  蒲田２号 秋田県由利本荘市高尾字蒲田 急傾斜地 
Ⅰ-1572 

(852) 

6038  下台 秋田県由利本荘市高尾字下台 急傾斜地 
Ⅰ-1573 

(853) 

6039  真木ノ川 秋田県由利本荘市加賀沢字真木ノ川 急傾斜地 
Ⅰ-1576 

(856) 

6040  海又 秋田県由利本荘市高尾字海又 急傾斜地 
Ⅱ-916 

(1334) 

6041  熊ノ沢 秋田県由利本荘市高尾字熊ノ沢 急傾斜地 
Ⅱ-917 

(1335) 

6042  中ノ沢 秋田県由利本荘市高尾字中ノ沢 急傾斜地 
Ⅱ-918 

(1336) 

6043  山根 秋田県由利本荘市高尾字山根 急傾斜地 
Ⅱ-919 

(1337) 

6044  道ノ下１号 秋田県由利本荘市中俣字道ノ下 急傾斜地 
Ⅱ-920 

(1338) 

6045  蒲田１号 秋田県由利本荘市高尾字蒲田 急傾斜地 
Ⅱ-922 

(1340) 

6046  小金ヶ沢 秋田県由利本荘市中俣字小金ヶ沢 急傾斜地 
Ⅱ-923 

(1341) 

6047  松ノ下 秋田県由利本荘市中帳字松ノ下 急傾斜地 
Ⅱ-924 

(1342) 

6048  沖田 秋田県由利本荘市大倉沢字沖田 急傾斜地 
Ⅱ-937 

(1335) 

6049  松ノ木 秋田県由利本荘市大倉沢字松ノ木 急傾斜地 
Ⅱ-939 

(1357) 

6050  五輪沢 秋田県由利本荘市大倉沢字五輪沢 急傾斜地 
Ⅱ-941 

(1359) 

6051  細越 秋田県由利本荘市滝字細越 急傾斜地 Ⅱ-959 



6052  早稲田 秋田県由利本荘市滝字早稲田及び桜木台 急傾斜地 Ⅱ-961 

6053  桜木台 秋田県由利本荘市滝字桜木台 急傾斜地 Ⅱ-962 

6054  滝ノ上 
秋田県由利本荘市滝字田野沢、滝ノ上及び滝

ノ脇 
急傾斜地 Ⅱ-963 

6055  立石向野 秋田県由利本荘市滝字田野沢 急傾斜地 Ⅱ-964 

6056  若林１号 秋田県由利本荘市滝字立石野及び田野沢 急傾斜地 Ⅱ-965 

6057  若林２号 秋田県由利本荘市滝字立石向野及び若林 急傾斜地 Ⅱ-966 

6058  湯ノ沢 秋田県由利本荘市滝字湯ノ沢 急傾斜地 Ⅱ-967 

6059  矢立 秋田県由利本荘市羽広字矢立及び砂子台 急傾斜地 Ⅱ-968 

6060  田取沢 秋田県由利本荘市羽広字田取沢 急傾斜地 Ⅱ-969 

6061  沼ノ沢 秋田県由利本荘市羽広字沼ノ沢 急傾斜地 Ⅱ-970 

6062  鳥居脇１号 秋田県由利本荘市羽広字鳥居脇 急傾斜地 Ⅱ-971 

6063  鳥居脇２号 秋田県由利本荘市羽広字鳥居脇 急傾斜地 Ⅱ-972 

6064  寺山 秋田県由利本荘市東由利宿字寺山 急傾斜地 Ⅰ-1346 

6065  黒沢１号 秋田県由利本荘市東由利宿字黒沢 急傾斜地 Ⅰ-1584 

6066  大林 秋田県由利本荘市東由利宿字大林及び東合 急傾斜地 Ⅰ-1588 

6067  下吹 
秋田県由利本荘市東由利宿字下吹、夏川原及

び幅野 
急傾斜地 Ⅰ-1589 

6068  須郷田 

秋田県由利本荘市東由利舘合字須郷田、滝ノ

沢及び山王林並びに同市東由利田代字須郷

田 

急傾斜地 Ⅰ-1593-1,-2 

6069  黒沢３号 秋田県由利本荘市東由利宿字黒沢 急傾斜地 Ⅱ-998 

6070  石塚２号 秋田県由利本荘市東由利法内字石塚 急傾斜地 Ⅱ-999 

6071  黒沢４号 秋田県由利本荘市東由利宿字黒沢 急傾斜地 Ⅱ-1000 

6072  黒沢５号 秋田県由利本荘市東由利宿字黒沢 急傾斜地 Ⅱ-1001 



6073  畑村 秋田県由利本荘市東由利杉森字畑村 急傾斜地 Ⅱ-1002 

6074  船木 
秋田県由利本荘市東由利宿字船木及び船木

上 
急傾斜地 Ⅱ-1003 

6075  森ノ越２号 秋田県由利本荘市東由利宿字森ノ越 急傾斜地 Ⅱ-1013 

6076  宿 
秋田県由利本荘市東由利宿字宿及び同市東

由利蔵字根城 
急傾斜地 Ⅱ-1014 

6077  杉森 秋田県由利本荘市東由利杉森字杉森 急傾斜地 Ⅱ-1015 

6078  家ノ下 秋田県由利本荘市東由利宿字家ノ下 急傾斜地 Ⅱ-1016 

6079  十二ヶ沢 秋田県由利本荘市東由利杉森字十二ヶ沢 急傾斜地 Ⅱ-1017 

6080  沼２号 秋田県由利本荘市東由利杉森字西ノ股 急傾斜地 Ⅱ-1018 

6081  沼１号 秋田県由利本荘市東由利杉森字沼 急傾斜地 Ⅱ-1019 

6082  名古 秋田県由利本荘市東由利宿字名古 急傾斜地 Ⅱ-1020 

6083  舟打場 秋田県由利本荘市東由利田代字舟打場 急傾斜地 Ⅱ-1021 

6084  田代 
秋田県由利本荘市東由利田代字田代及び沖

田 
急傾斜地 Ⅱ-1029 

6085  畑中 
秋田県由利本荘市東由利田代字田代及び沖

田 
急傾斜地 Ⅱ-1030-1,-2 

6086  片符沢 秋田県由利本荘市東由利田代字片符沢 急傾斜地 Ⅱ-1033 

6087  熊高沢 
秋田県由利本荘市東由利田代字熊高沢及び

石高 
急傾斜地 Ⅱ-1034-1,-2 

6088  坂ノ下 秋田県由利本荘市東由利黒渕字坂ノ下 急傾斜地 Ⅱ-1038 

6089  森ノ越１号 
秋田県由利本荘市東由利黒渕字森ノ越、堀ノ

越及び滝ノ沢 
急傾斜地 Ⅱ-1039 

6090  袖山 秋田県由利本荘市東由利田代字袖山 急傾斜地 Ⅱ-1070 

6091  新小屋 
秋田県由利本荘市東由利宿字根小屋及び大

台 
急傾斜地 Ⅱ-1830 

6092  楮畑 秋田県由利本荘市東由利法内字楮畑 急傾斜地 Ⅱ-1831 

6093  十二ノ前 秋田県由利本荘市東由利法内字十二ノ前 急傾斜地 Ⅱ-1832 



6094  小倉 秋田県由利本荘市東由利法内字中ノ沢 急傾斜地 Ⅱ-1833-1,-2,-3 

6095  大谷地 
秋田県由利本荘市東由利宿字大谷地及び三

ツ森下 
急傾斜地 Ⅱ-1837 

6096  石塚１号 秋田県由利本荘市東由利法内字石塚 急傾斜地 Ⅱ-1838 

6097  石塚３号 
秋田県由利本荘市東由利法内字石塚及び小

倉 
急傾斜地 Ⅱ-1839 

6098  黒沢２号 秋田県由利本荘市東由利宿字黒沢及び御嶽 急傾斜地 Ⅱ-1840 

6099  新田 秋田県由利本荘市東由利舘合字新田 急傾斜地 Ⅰ-1590 

6100  八日町 
秋田県由利本荘市東由利舘合字八日町、前田

及び跡見坂 
急傾斜地 Ⅰ-1591 

6101  松沢 秋田県由利本荘市東由利舘合字松沢 急傾斜地 Ⅰ-1594 

6102  上野 秋田県由利本荘市東由利老方字上野 急傾斜地 Ⅱ-1012 

6103  梨田 秋田県由利本荘市東由利舘合字梨田 急傾斜地 Ⅱ-1024 

6104  冷沢 秋田県由利本荘市東由利舘合字冷沢 急傾斜地 Ⅱ-1025 

6105  柴倉１号 秋田県由利本荘市東由利舘合字柴倉 急傾斜地 Ⅱ-1028 

6106  仁賀餅 秋田県由利本荘市東由利舘合字仁賀餅 急傾斜地 Ⅱ-1032 

6107  柴倉２号 秋田県由利本荘市東由利舘合字柴倉 急傾斜地 Ⅱ-1036 

6108  矢畑 
秋田県由利本荘市東由利舘合字矢畑及び舘ノ

沢 
急傾斜地 Ⅱ-1037 

6109  内荒沢 秋田県由利本荘市東由利黒渕字内荒沢 急傾斜地 Ⅱ-1041 

6110  滝ノ下１号 秋田県由利本荘市東由利法内字滝ノ下 急傾斜地 Ⅱ-1835 

6111  滝ノ下２号 
秋田県由利本荘市東由利法内字滝ノ下及び同

市東由利老方字高村 
急傾斜地 Ⅱ-1836 

6112  汭下 
秋田県由利本荘市西目町沼田字汭下、大沼田

及び中谷地 
急傾斜地 Ⅰ-1596 

6113  敷森 
秋田県由利本荘市西目町沼田字敷森、金山及

び鱈ヶ沢 
急傾斜地 Ⅰ-1597 

6114  根子ノ沢２号 
秋田県由利本荘市西目町西目字根子ノ沢及び

大西目 
急傾斜地 Ⅰ-1598 



6115  上中沢 秋田県由利本荘市西目町西目字釜ヶ沢 急傾斜地 Ⅰ-1599 

6116  根子ノ沢１号 
秋田県由利本荘市西目町西目字根子ノ沢及び

大西目 
急傾斜地 Ⅱ-1042 

6117  小深田２号 
秋田県由利本荘市西目町沼田字金山及び桂

林並びに同市西目町西目字田仲 
急傾斜地 Ⅱ-1043 

6118  小深田１号 
秋田県由利本荘市西目町西目字田仲及び血

洗田 
急傾斜地 Ⅱ-1044 

6119  小羽広沢２ 
秋田県由利本荘市岩野目沢字李沢、小羽広及

び舟ケ森 
土石流 

Ⅰ-1650-1,-2 

(410-Ⅰ-005-1,-2) 

6120  小羽広沢３ 
秋田県由利本荘市岩野目沢字水上沢、小羽広

及び道ノ下 
土石流 

Ⅰ-1651-1,-2 

(410-Ⅰ-006-1,-2) 

6121  小増沢沢 

秋田県由利本荘市岩野目沢字要沢、薮図、大

小屋、山下､細越、横長根、小増沢、由ケ沢及

び増沢 

土石流 
Ⅰ-1656-1,-2 

(410-Ⅰ-011-1,-2) 

6122  小又沢 
秋田県由利本荘市中田代字葭ケ沢、小又及び

朴野 
土石流 

Ⅰ-1659-1,-2 

(410-Ⅰ-014-1,-2) 

6123  水潜沢 秋田県由利本荘市平岫字上谷地 土石流 
Ⅰ-1660 

(410-Ⅰ-015) 

6124  平岫沢 秋田県由利本荘市平岫字上谷地及び平岫 土石流 
Ⅰ-1661 

(410-Ⅰ-016) 

6125  舟ケ森沢 
秋田県由利本荘市岩野目沢字李沢、池ノ沢及

び舟ケ森 
土石流 

Ⅱ-1934 

(410-Ⅱ-016) 

6126  小羽広沢４ 
秋田県由利本荘市岩野目沢字川台ノ沢、川

台、十二ノ向及び小羽広 
土石流 

Ⅱ-1935 

(410-Ⅱ-017) 

6127  小羽広沢５ 
秋田県由利本荘市岩野目沢字川台ノ沢、十二

ノ向、小羽広及び川台 
土石流 

Ⅱ-1936 

(410-Ⅱ-018) 

6128  館ノ下沢４ 
秋田県由利本荘市岩野目沢字鹿ノ爪、由ケ沢

及び増沢 
土石流 

Ⅱ-1956 

(410-Ⅱ-038) 

6129  大小屋沢２ 
秋田県由利本荘市岩野目沢字大小屋、要沢、

薮図及び山下 
土石流 

Ⅱ-1958-1,-2 

(410-Ⅱ-040-1,-2) 

6130  雨池沢１ 
秋田県由利本荘市岩野目沢字小太郎畑及び

雨池 
土石流 

Ⅱ-1959 

(410-Ⅱ-041) 

6131  雨池沢２ 秋田県由利本荘市岩野目沢字雨池 土石流 
Ⅱ-1960 

(410-Ⅱ-042) 

6132  ひら沢 秋田県由利本荘市岩野目沢字雨池及び揚ノ上 土石流 
Ⅱ-1961 

(410-Ⅱ-043) 

6133  ミザ沢 
秋田県由利本荘市小栗山字砂子台、中下モ、

代内及び蜂ケ沢 
土石流 

Ⅱ-1964 

(410-Ⅱ-046) 

6134  クラ沢 秋田県由利本荘市小栗山字中下モ及び代内 土石流 
Ⅱ-1965 

(410-Ⅱ-047) 



6135  蜂ケ沢２ 秋田県由利本荘市小栗山字中下モ及び代内 土石流 
Ⅱ-1966 

(410-Ⅱ-048) 

6136  イト沢 
秋田県由利本荘市小栗山字代内、中下モ及び

高尾森 
土石流 

Ⅱ-1967 

(410-Ⅱ-049) 

6137  代内沢２ 秋田県由利本荘市小栗山字高尾森及び代内 土石流 
Ⅱ-1969 

(410-Ⅱ-051) 

6138  代内沢３ 秋田県由利本荘市小栗山字代内 土石流 
Ⅱ-1970 

(410-Ⅱ-052) 

6139  中ノ沢 
秋田県由利本荘市小栗山字グミカ台及び馬場

野 
土石流 

Ⅱ-1971 

(410-Ⅱ-053) 

6140  中向沢 
秋田県由利本荘市小栗山字横道、馬場野及び

小栗山 
土石流 

Ⅱ-1972 

(410-Ⅱ-054) 

6141  畑野沢１ 秋田県由利本荘市小栗山字畑野沢 土石流 
Ⅱ-1982 

(410-Ⅱ-064) 

6142  畑野沢２ 
秋田県由利本荘市小栗山字小又沢、高城、落

合及び畑野沢 
土石流 

Ⅱ-1983 

(410-Ⅱ-065) 

6143  高城沢 秋田県由利本荘市小栗山字高城 土石流 
Ⅱ-1984 

(410-Ⅱ-066) 

6144  大沢２ 秋田県由利本荘市葛岡字大沢 土石流 
Ⅱ-1986 

(410-Ⅱ-068) 

6145  大沢５ 秋田県由利本荘市葛岡字土沢及び沢口 土石流 
Ⅱ-1989-1,-2 

(410-Ⅱ-071-1,-2) 

6146  里沢 
秋田県由利本荘市葛岡字中道添、沢口及び西

里 
土石流 

Ⅱ-1990-1,-2.-3 

(410-Ⅱ-072-1,-2,-3) 

6147  堤ノ口沢 秋田県由利本荘市松本字堤ノ口 土石流 
410-Ⅰ-025 

(Ⅰ-1670) 

6148  ユウド沢 秋田県由利本荘市中俣字才ノ神 土石流 
410-Ⅰ-026-1,-2 

(Ⅰ-1671-1,-2) 

6149  大門沢 秋田県由利本荘市新沢字堂ノ沢 土石流 
410-Ⅰ-031 

(Ⅰ-1676) 

6150  向沢 秋田県由利本荘市大倉沢字向沢 土石流 
410-Ⅰ-033 

(Ⅰ-1678) 

6151  長根山沢 1 秋田県由利本荘市及位字長根山 土石流 
410-Ⅱ-075 

(Ⅱ-1933) 

6152  金沢 秋田県由利本荘市松本字如来地 土石流 
410-Ⅱ-078 

(Ⅱ-1996) 

6153  如来地沢 秋田県由利本荘市松本字如来地 土石流 
410-Ⅱ-079 

(Ⅱ-1997) 

6154  入水の沢 秋田県由利本荘市松本字小川口 土石流 
410-Ⅱ-080 

(Ⅱ-1998) 

6155  夏場の沢 秋田県由利本荘市中俣字諸倉 土石流 
410-Ⅱ-081 

(Ⅱ-1999) 



6156  鬼ヶ台沢 秋田県由利本荘市中俣字諸倉 土石流 
410-Ⅱ-082 

(Ⅱ-2000) 

6157  村釘の沢 秋田県由利本荘市中俣字諸倉 土石流 
410-Ⅱ-083 

(Ⅱ-2001) 

6158  鬼ヶ台沢 1 秋田県由利本荘市中俣字村卸 土石流 
410-Ⅱ-084 

(Ⅱ-2002) 

6159  鬼ヶ台沢 2 秋田県由利本荘市中俣字段ノ下 土石流 
410-Ⅱ-085 

(Ⅱ-2003) 

6160  鬼ヶ台沢 3 秋田県由利本荘市中俣字段ノ下 土石流 
410-Ⅱ-086 

(Ⅱ-2004) 

6161  黄金沢 秋田県由利本荘市中俣字坂ノ下 土石流 
410-Ⅱ-087 

(Ⅱ-2005) 

6162  二ツ橋沢 秋田県由利本荘市中俣字冷田沢 土石流 
410-Ⅱ-088 

(Ⅱ-2006) 

6163  三十刈の沢 秋田県由利本荘市中俣字道ノ下 土石流 
410-Ⅱ-090 

(Ⅱ-2008) 

6164  道ノ下沢 1 秋田県由利本荘市中俣字十二ノ下 土石流 
410-Ⅱ-091 

(Ⅱ-2009) 

6165  道ノ下沢 2 秋田県由利本荘市中俣字十二ノ下 土石流 
410-Ⅱ-092 

(Ⅱ-2010) 

6166  サダの沢 秋田県由利本荘市中俣字碇り 土石流 
410-Ⅱ-093-1,-2 

(Ⅱ-2011-1,-2) 

6167  トザ沢 秋田県由利本荘市中俣字碇り 土石流 
410-Ⅱ-094 

(Ⅱ-2012) 

6168  峠ノ沢 秋田県由利本荘市中俣字峠ノ沢 土石流 
410-Ⅱ-095 

(Ⅱ-2013) 

6169  海又沢 秋田県由利本荘市高尾字海又 土石流 
410-Ⅱ-096 

(Ⅱ-2014) 

6170  高尾沢 1 秋田県由利本荘市高尾字山根 土石流 
410-Ⅱ-098 

(Ⅱ-2016) 

6171  川原田沢 1 秋田県由利本荘市高尾字中山 土石流 
410-Ⅱ-100 

(Ⅱ-2018) 

6172  川原田沢 2 秋田県由利本荘市高尾字川原田 土石流 
410-Ⅱ-101 

(Ⅱ-2019) 

6173  蒲田沢 1 秋田県由利本荘市高尾字蒲田 土石流 
410-Ⅱ-102 

(Ⅱ-2020) 

6174  蒲田沢 2 秋田県由利本荘市高尾字蒲田 土石流 
410-Ⅱ-103 

(Ⅱ-2021) 

6175  蒲田沢 3 秋田県由利本荘市高尾字沢田 土石流 
410-Ⅱ-104-1,-2 

(Ⅱ-2022-1,-2) 

6176  いどの沢 秋田県由利本荘市中帳字谷地 土石流 
410-Ⅱ-105 

(Ⅱ-2023) 



6177  向崎沢 1 秋田県由利本荘市大倉沢字向沢 土石流 
410-Ⅱ-113 

(Ⅱ-2031) 

6178  向崎沢 3 秋田県由利本荘市大倉沢字松ノ木 土石流 
410-Ⅱ-115 

(Ⅱ-2033) 

6179  孫七沢 秋田県由利本荘市大倉沢字沖田 土石流 
410-Ⅱ-117 

(Ⅱ-2035) 

6180  中村沢 秋田県由利本荘市羽広字中村及び鳥居脇 土石流 
Ⅰ-1647 

(410-Ⅰ-002) 

6181  栩の木沢 1 秋田県由利本荘市羽広字栩ノ木 土石流 
Ⅰ-1648 

(410-Ⅰ-003) 

6182  湯ノ沢 1 秋田県由利本荘市滝字湯ノ沢 土石流 
Ⅰ-1652 

(410-Ⅰ-007) 

6183  湯ノ沢 2 秋田県由利本荘市滝字湯ノ沢 土石流 
Ⅰ-1653 

(410-Ⅰ-008) 

6184  堤沢 1 秋田県由利本荘市羽広字下村 土石流 
Ⅱ-1919 

(410-Ⅱ-001) 

6185  下村沢 1 
秋田県由利本荘市羽広字下村、中村及び鳥居

脇 
土石流 

Ⅱ-1920 

(410-Ⅱ-002) 

6186  下村沢 2 
秋田県由利本荘市羽広字下村、鳥居脇及び沢

口 
土石流 

Ⅱ-1921 

(410-Ⅱ-003) 

6187  栩の木沢 2 秋田県由利本荘市羽広字土沢及び山崎 土石流 
Ⅱ-1922 

(410-Ⅱ-004) 

6188  栩の木沢 3 秋田県由利本荘市羽広字土沢及び山崎 土石流 
Ⅱ-1923 

(410-Ⅱ-005) 

6189  下村沢 3 秋田県由利本荘市羽広字栩ノ木及び泉野 土石流 
Ⅱ-1924 

(410-Ⅱ-006) 

6190  松山沢 秋田県由利本荘市羽広字松山及び泉野 土石流 
Ⅱ-1925 

(410-Ⅱ-007) 

6191  松山沢 1 秋田県由利本荘市羽広字松山、泉野及び立寄 土石流 
Ⅱ-1926 

(410-Ⅱ-008) 

6192  松山沢 3 秋田県由利本荘市羽広字立寄 土石流 
Ⅱ-1928 

(410-Ⅱ-010) 

6193  松山沢 4 秋田県由利本荘市羽広字糠塚及び立寄 土石流 
Ⅱ-1929 

(410-Ⅱ-011) 

6194  松山沢 5 秋田県由利本荘市羽広字糠塚 土石流 
Ⅱ-1930 

(410-Ⅱ-012) 

6195  念仏橋沢 秋田県由利本荘市羽広字糠塚及び念仏橋 土石流 
Ⅱ-1931 

(410-Ⅱ-013) 

6196  ショウジ野沢 秋田県由利本荘市羽広字小滝沢 土石流 
Ⅱ-1932 

(410-Ⅱ-014) 

6197  牛巻沢 秋田県由利本荘市羽広字牛巻 土石流 
Ⅱ-1933 

(410-Ⅱ-015) 



6198  湯ノ沢 3 秋田県由利本荘市滝字湯ノ沢 土石流 
Ⅱ-1938 

(410-Ⅱ-020) 

6199  水車沢 秋田県由利本荘市滝字湯ノ沢 土石流 
Ⅱ-1939 

(410-Ⅱ-021) 

6200  水上沢 秋田県由利本荘市滝字早稲田及び小田代 土石流 
Ⅱ-1941 

(410-Ⅱ-023) 

6201  立石向野沢 
秋田県由利本荘市滝字田野沢、立石野、若林

及び立石向野 
土石流 

Ⅱ-1942 

(410-Ⅱ-024) 

6202  井戸ヶ台沢 1 
秋田県由利本荘市滝字田野沢、立石向野及び

若林 
土石流 

Ⅱ-1943 

(410-Ⅱ-025) 

6203  井戸ヶ台沢 2 秋田県由利本荘市滝字立石向野 土石流 
Ⅱ-1944 

(410-Ⅱ-026) 

6204  井戸ヶ台沢 3 秋田県由利本荘市滝字田野沢 土石流 
Ⅱ-1945 

(410-Ⅱ-027) 

6205  井戸ヶ台沢 4 秋田県由利本荘市滝字田野沢及び滝ノ上 土石流 
Ⅱ-1947 

(410-Ⅱ-029) 

6206  滝ノ脇沢 秋田県由利本荘市滝字滝ノ脇 土石流 
Ⅱ-1948 

(410-Ⅱ-030) 

6207  大滝野沢 秋田県由利本荘市滝字滝ノ上及び大滝野 土石流 
Ⅱ-1949 

(410-Ⅱ-031) 

6208  館ノ下沢 1 
秋田県由利本荘市滝字後ロ山、滝ノ上及び大

滝野 
土石流 

Ⅱ-1950 

(410-Ⅱ-032) 

6209  館ノ下沢 2 秋田県由利本荘市滝字大滝野 土石流 
Ⅱ-1951 

(410-Ⅱ-033) 

6210  館ノ下沢 3 秋田県由利本荘市滝字館ノ下 土石流 
Ⅱ-1952 

(410-Ⅱ-034) 

6211  穴沢 秋田県由利本荘市滝字穴沢 土石流 
Ⅱ-1953 

(410-Ⅱ-035) 

6212  曲沢 秋田県由利本荘市滝字家ノ前 土石流 
Ⅱ-1954 

(410-Ⅱ-036) 

6213  谷地田沢 秋田県由利本荘市滝字曲沢及び家ノ前 土石流 
Ⅱ-1955 

(410-Ⅱ-037) 

6214  キリヌキ沢 秋田県由利本荘市羽広字軽井沢 土石流 
Ⅱ-1973 

(410-Ⅱ-055) 

6215  スズノ台沢 秋田県由利本荘市羽広字軽井沢 土石流 
Ⅱ-1974 

(410-Ⅱ-056) 

6216  旧取沢 秋田県由利本荘市羽広字軽井沢 土石流 
Ⅱ-1975 

(410-Ⅱ-057) 

6217  うちの沢 秋田県由利本荘市羽広字田取沢 土石流 
Ⅱ-1976 

(410-Ⅱ-058) 

6218  軽井沢 1 秋田県由利本荘市羽広字田取沢 土石流 
Ⅱ-1977 

(410-Ⅱ-059) 



6219  軽井沢 2 秋田県由利本荘市羽広字袖ノ沢及び砂子台 土石流 
Ⅱ-1978 

(410-Ⅱ-060) 

6220  七ツ鉢沢 秋田県由利本荘市羽広字七ツ鉢 土石流 
Ⅱ-1979 

(410-Ⅱ-061) 

6221  奥ノ谷沢 秋田県由利本荘市羽広字奥ノ谷及び砂子台 土石流 
Ⅱ-1980 

(410-Ⅱ-062) 

6222  堤沢 2 秋田県由利本荘市羽広字奥ノ谷 土石流 
Ⅱ-1981 

(410-Ⅱ-063) 

6223  向田沢 
秋田県由利本荘市東由利黒渕字下田面及び

大台 
土石流 

Ⅰ-1604 

(409-Ⅰ-001) 

6224  泡ノ渕沢１ 秋田県由利本荘市東由利黒渕字泡ノ渕 土石流 
Ⅰ-1605-1,-2 

(409-Ⅰ-002-1,-2) 

6225  水上沢 
秋田県由利本荘市東由利黒渕字野中、森ノ越

及び水上 
土石流 

Ⅰ-1606 

(409-Ⅰ-003) 

6226  地下ノ沢１ 
秋田県由利本荘市東由利黒渕字段ノ下及び湯

田 
土石流 

Ⅰ-1608 

(409-Ⅰ-005) 

6227  石高沢 秋田県由利本荘市東由利田代字片符沢 土石流 
Ⅰ-1610 

(409-Ⅰ-007) 

6228  田代沢 
秋田県由利本荘市東由利田代字田代及び沖

田 
土石流 

Ⅰ-1611 

(409-Ⅰ-008) 

6229  畑中沢１ 
秋田県由利本荘市東由利田代字畑中及び沖

田 
土石流 

Ⅰ-1612 

(409-Ⅰ-009) 

6230  畑中沢２ 
秋田県由利本荘市東由利田代字畑中及び時

雨山 
土石流 

Ⅰ-1613 

(409-Ⅰ-010) 

6231  四十刈沢 
秋田県由利本荘市東由利田代字高戸屋、野崎

及び上ノ台 
土石流 

Ⅰ-1615 

(409-Ⅰ-012) 

6232  トヤ沢 
秋田県由利本荘市東由利田代字須郷田及び

山王林並びに同市東由利舘合字須郷田 
土石流 

Ⅰ-1616 

(409-Ⅰ-013) 

6233  クライ沢 
秋田県由利本荘市東由利舘合字上ノ代、喰沢

及び新田 
土石流 

Ⅰ-1617 

(409-Ⅰ-014) 

6234  十二ノ前沢 秋田県由利本荘市東由利法内字十二ノ前 土石流 
Ⅰ-1630 

(409-Ⅰ-027) 

6235  若林沢 秋田県由利本荘市東由利宿字寺山 土石流 
Ⅰ-1635 

(409-Ⅰ-032) 

6236  袖山沢 
秋田県由利本荘市東由利田代字袖山及び滝ノ

下 
土石流 

Ⅰ-1636-1,-2 

(409-Ⅰ-033-1,-2) 

6237  ミナズカミ沢 秋田県由利本荘市東由利田代字舟打場 土石流 
Ⅰ-1637 

(409-Ⅰ-034) 

6238  大林沢１ 秋田県由利本荘市東由利宿字東合及び大林 土石流 
Ⅰ-1640 

(409-Ⅰ-037) 

6239  大林沢２ 
秋田県由利本荘市東由利宿字東合、大林及び

船木 
土石流 

Ⅰ-1641 

(409-Ⅰ-038) 



6240  舟木沢 
秋田県由利本荘市東由利宿字船木上、船木、

東合及び大林 
土石流 

Ⅰ-1642 

(409-Ⅰ-039) 

6241  東合沢 
秋田県由利本荘市東由利宿字船木上及び船

木 
土石流 

Ⅰ-1643 

(409-Ⅰ-040) 

6242  舟木沢 2 
秋田県由利本荘市東由利宿字船木上及び船

木 
土石流 

Ⅰ-1644 

(409-Ⅰ-041) 

6243  松台沢 
秋田県由利本荘市東由利黒渕字松台、下松台

及び沢口 
土石流 

Ⅱ-1840 

(409-Ⅱ-001) 

6244  向田沢 
秋田県由利本荘市東由利黒渕字下田面及び

大台 
土石流 

Ⅱ-1841 

(409-Ⅱ-002) 

6245  葎沢 
秋田県由利本荘市東由利黒渕字堀ノ越、森ノ

越及び滝ノ沢 
土石流 

Ⅱ-1842 

(409-Ⅱ-003) 

6246  森ノ越沢 
秋田県由利本荘市東由利黒渕字森ノ越及び水

上 
土石流 

Ⅱ-1843 

(409-Ⅱ-004) 

6247  泡ノ渕沢２ 
秋田県由利本荘市東由利黒渕字泡ノ渕及び坂

ノ下 
土石流 

Ⅱ-1844 

(409-Ⅱ-005) 

6248  大橋場沢 秋田県由利本荘市東由利黒渕字坂ノ下 土石流 
Ⅱ-1845 

(409-Ⅱ-006) 

6249  坂ノ下沢 秋田県由利本荘市東由利黒渕字坂ノ下 土石流 
Ⅱ-1846 

(409-Ⅱ-007) 

6250  黒渕沢 
秋田県由利本荘市東由利黒渕字野中、石田及

び段ノ下 
土石流 

Ⅱ-1847 

(409-Ⅱ-008) 

6251  
清水山ノ下

沢 

秋田県由利本荘市東由利田代字清水山ノ下並

びに同市東由利黒渕字坂ノ下 
土石流 

Ⅱ-1848 

(409-Ⅱ-009) 

6252  朴ノ木沢 秋田県由利本荘市東由利田代字金森沢 土石流 
Ⅱ-1849 

(409-Ⅱ-010) 

6253  田代沢 
秋田県由利本荘市東由利田代字田代及び沖

田 
土石流 

Ⅱ-1851 

(409-Ⅱ-012) 

6254  笹山沢２ 
秋田県由利本荘市東由利田代字住吉及び笹

山 
土石流 

Ⅱ-1852 

(409-Ⅱ-013) 

6255  高戸屋沢２ 
秋田県由利本荘市東由利田代字高戸屋、山ノ

下及び野崎 
土石流 

Ⅱ-1853 

(409-Ⅱ-014) 

6256  宿沢１ 
秋田県由利本荘市東由利宿字宿並びに同市

東由利蔵字根城 
土石流 

Ⅱ-1897 

(409-Ⅱ-058) 

6257  宿沢２ 秋田県由利本荘市東由利宿字宿 土石流 
Ⅱ-1898-1,-2 

(409-Ⅱ-059-1,-2) 

6258  森ノ越沢 秋田県由利本荘市東由利宿字森ノ越 土石流 
Ⅱ-1899 

(409-Ⅱ-060) 

6259  大落沢 秋田県由利本荘市東由利宿字大落 土石流 
Ⅱ-1900 

(409-Ⅱ-061) 

6260  大谷地沢 
秋田県由利本荘市東由利宿字大谷地、九重滝

及び黒沢 
土石流 

Ⅱ-1901 

(409-Ⅱ-062) 



6261  黒沢１ 秋田県由利本荘市東由利宿字黒沢及び御嶽 土石流 
Ⅱ-1902 

(409-Ⅱ-063) 

6262  黒沢２ 秋田県由利本荘市東由利宿字黒沢及び御嶽 土石流 
Ⅱ-1903 

(409-Ⅱ-064) 

6263  黒沢５ 秋田県由利本荘市東由利宿字黒沢 土石流 
Ⅱ-1906 

(409-Ⅱ-067) 

6264  小鳥沢 
秋田県由利本荘市東由利宿字小鳥沢及び黒

沢 
土石流 

Ⅱ-1907 

(409-Ⅱ-068) 

6265  舟打場沢１ 秋田県由利本荘市東由利田代字舟打場 土石流 
Ⅱ-1908 

(409-Ⅱ-069) 

6266  舟打場沢２ 秋田県由利本荘市東由利田代字舟打場 土石流 
Ⅱ-1909 

(409-Ⅱ-070) 

6267  大平沢 秋田県由利本荘市東由利宿字大平及び下吹 土石流 
Ⅱ-1910-1,-2.-3 

(409-Ⅱ-071-1,-2,-3) 

6268  翁台沢 秋田県由利本荘市東由利宿字翁台 土石流 
Ⅱ-1911 

(409-Ⅱ-072) 

6269  高屋沢１ 秋田県由利本荘市東由利宿字名古 土石流 
Ⅱ-1912 

(409-Ⅱ-073) 

6270  高屋沢２ 秋田県由利本荘市東由利宿字高屋 土石流 
Ⅱ-1913 

(409-Ⅱ-074) 

6271  土場沢２ 
秋田県由利本荘市東由利宿字大釜及び土場

沢 
土石流 

Ⅱ-1914 

(409-Ⅱ-075) 

6272  蛇喰沢 秋田県由利本荘市東由利杉森字蛇喰及び沼 土石流 
Ⅱ-1915 

(409-Ⅱ-076) 

6273  十二ヶ沢 秋田県由利本荘市東由利杉森字十二ヶ沢 土石流 
Ⅱ-1916-1,-2 

(409-Ⅱ-077-1,-2) 

6274  杉森沢 
秋田県由利本荘市東由利杉森字杉森及び田ノ

頭 
土石流 

Ⅱ-1917 

(409-Ⅱ-078) 

6275  滝ノ沢 
秋田県由利本荘市東由利舘合字滝ノ沢及び長

泥 
土石流 

Ⅰ-1618  

(409-Ⅰ-015) 

6276  久保沢 
秋田県由利本荘市東由利舘合字久保及び梨

田 
土石流 

Ⅰ-1620  

(409-Ⅰ-017) 

6277  三千沢 
秋田県由利本荘市東由利舘合字山崎、山本、

檀ノ下、堰ノ下、五海保及び片越 
土石流 

Ⅰ-1621 

(409-Ⅰ-018) 

6278  山本沢 
秋田県由利本荘市東由利舘合字甘坂、山崎、

山本、檀ノ下、堰ノ下、五海保及び片越 
土石流 

Ⅰ-1622  

(409-Ⅰ-019) 

6279  高村沢 秋田県由利本荘市東由利老方字高村 土石流 
Ⅰ-1627 

 (409-Ⅰ-024) 

6280  荒沢 秋田県由利本荘市東由利黒渕字内荒沢 土石流 
Ⅱ-1854 

 (409-Ⅱ-015) 

6281  広畑沢 
秋田県由利本荘市東由利舘合字広畑及び小

田 
土石流 

Ⅱ-1855  

(409-Ⅱ-016) 



6282  仁賀餅沢１ 
秋田県由利本荘市東由利舘合字仁賀餅及び

小田 
土石流 

Ⅱ-1856 

 (409-Ⅱ-017) 

6283  仁賀餅沢２ 
秋田県由利本荘市東由利舘合字仁賀餅及び

小田 
土石流 

Ⅱ-1857  

(409-Ⅱ-018) 

6284  笹落沢 
秋田県由利本荘市東由利舘合字新田及び笹

落 
土石流 

Ⅱ-1858 

(409-Ⅱ-019) 

6285  中ノ沢 秋田県由利本荘市東由利舘合字跡見坂 土石流 
Ⅱ-1859 

(409-Ⅱ-020) 

6286  善徳沢 秋田県由利本荘市東由利舘合字善徳 土石流 
Ⅱ-1860  

(409-Ⅱ-021) 

6287  松沢沢１ 秋田県由利本荘市東由利舘合字妻ノ神 土石流 
Ⅱ-1861 

(409-Ⅱ-022) 

6288  松沢沢２ 秋田県由利本荘市東由利舘合字松沢 土石流 
Ⅱ-1862  

(409-Ⅱ-023) 

6289  松沢沢３ 秋田県由利本荘市東由利舘合字松沢 土石流 
Ⅱ-1863 

(409-Ⅱ-024) 

6290  松沢沢４ 秋田県由利本荘市東由利舘合字松沢 土石流 
Ⅱ-1864 

(409-Ⅱ-025) 

6291  柴倉沢１ 
秋田県由利本荘市東由利舘合字柴倉、妻ノ神

及び小田 
土石流 

Ⅱ-1865 

(409-Ⅱ-026) 

6292  柴倉沢２ 秋田県由利本荘市東由利舘合字柴倉 土石流 
Ⅱ-1866  

(409-Ⅱ-027) 

6293  柴倉沢３ 
秋田県由利本荘市東由利舘合字柴倉,焼山、

小田及び新沢 
土石流 

Ⅱ-1867 

409-Ⅱ-028) 

6294  柴倉沢４ 
秋田県由利本荘市東由利舘合字柴倉及び小

田 
土石流 

Ⅱ-1868  

(409-Ⅱ-029) 

6295  田屋沢 
秋田県由利本荘市東由利舘合字甘坂、十二山

及び田屋 
土石流 

Ⅱ-1869 

 (409-Ⅱ-030) 

6296  山崎沢２ 
秋田県由利本荘市東由利舘合字甘坂、十二山

及び山崎 
土石流 

Ⅱ-1871 

(409-Ⅱ-032) 

6297  山崎沢３ 
秋田県由利本荘市東由利舘合字甘坂、十二

山、山崎、白山、檀ノ下及び堰ノ下 
土石流 

Ⅱ-1872 

(409-Ⅱ-033) 

6298  久保沢１ 秋田県由利本荘市東由利舘合字久保 土石流 
Ⅱ-1880 

(409-Ⅱ-041) 

6299  久保沢２ 秋田県由利本荘市東由利舘合字久保 土石流 
Ⅱ-1881 

(409-Ⅱ-042) 

6300  新田沢 秋田県由利本荘市東由利蔵字新田 土石流 
Ⅱ-1890 

(409-Ⅱ-051) 

 


