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677 中ノ沢１号 湯沢市前森四丁目 急傾斜地 Ⅰ－920

678 中ノ沢２号
湯沢市前森四丁目、字西愛染沢及び字稲荷
山

急傾斜地 Ⅰ－921

679 大工町 湯沢市大工町及び字西愛染沢 急傾斜地 Ⅰ－922

680 大工町１号
湯沢市大工町、字西愛染沢、字伊勢堂山
及び字上経塚廻り

急傾斜地 Ⅰ－923

681 湯ノ原１号
湯沢市湯ノ原一丁目、湯ノ原二丁目
及び字湯ノ上山

急傾斜地 Ⅰ－929

682 湯ノ原 湯沢市裏門一丁目及び字柵内沢山 急傾斜地 Ⅰ－930

683 上町１号
湯沢市佐竹町、字根小屋町、字古館山
及び字内舘町

急傾斜地 Ⅰ－931

684 内舘 湯沢市佐竹町、字内舘町及び字内舘山 急傾斜地 Ⅰ－932

685 内舘１号 湯沢市字内舘町及び字内舘山 急傾斜地 Ⅰ－933

686 内町
湯沢市内町、字上町屋敷裏、字内舘山
及び字蟹沢山

急傾斜地 Ⅰ－934

687 内町１号
湯沢市内町、字清涼寺山、字袋町沢頭及び
字鳶ヶ沢山

急傾斜地 Ⅰ－935

688 湯ノ原２号 湯沢市字御嶽南沢 急傾斜地 Ⅰ－1425

689 前森 湯沢市前森四丁目及び字中ノ沢 急傾斜地 Ⅱ－1381

690 前森１号 湯沢市前森四丁目及び字中ノ沢 急傾斜地 Ⅱ－1382

691 湯ノ原３号
湯沢市湯ノ原二丁目、字湯ノ上、字湯ノ上山
及び字御嶽南沢

急傾斜地 Ⅱ－1423

692 裏門１号 湯沢市裏門一丁目及び字松長根山 急傾斜地 Ⅰ－928

693 新町
湯沢市字新町、字荒町、字鳶ヶ沢山及び
字権兵ヱ山

急傾斜地 Ⅰ－936

694 愛宕町 湯沢市字東松沢及び字上人沢山 急傾斜地 Ⅰ－938

695 愛宕町１号
湯沢市愛宕町一丁目、字愛宕山及び字箕輪
山

急傾斜地 Ⅰ－939

696 関口 湯沢市関口字寺沢、上寺沢及び杉ノ沢 急傾斜地 Ⅰ－941

697 寺沢 湯沢市関口字寺沢、関口及び禰宣ノ沢 急傾斜地 Ⅰ－942

698 寺沢１号 湯沢市関口字寺沢及び聖ヶ沢 急傾斜地 Ⅰ－1422

699 荒町 湯沢市字荒町及び字鳶ヶ沢山 急傾斜地 Ⅰ－1423

700 荒町１号 湯沢市字荒町及び字鳶ヶ沢山 急傾斜地 Ⅰ－1424
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701 寺沢２号 湯沢市関口字寺沢及び聖ヶ沢 急傾斜地 Ⅱ－1419

702 愛宕町２号 湯沢市愛宕町四丁目及び字松沢山 急傾斜地 Ⅱ－1420

703 新町１号 湯沢市字新町及び字鳶ヶ沢山 急傾斜地 Ⅱ－1421

704 内町沢１ 湯沢市内町及び字清涼寺山 土石流 207－Ⅰ－057 Ⅰ-0476

705 内町沢２ 湯沢市内町、字上町屋敷裏及び字蟹沢山 土石流 207－Ⅰ－058 Ⅰ-0477

706 大町沢 湯沢市字内舘町及び字内舘山 土石流 207－Ⅰ－059 Ⅰ-0478

707 湯ノ原沢２
湯沢市裏門一丁目、湯ノ原一丁目及び字古
館山

土石流 207－Ⅰ－073 Ⅰ-0492

708 湯ノ上沢
湯沢市湯ノ原二丁目、字御嶽南沢、字南沢、
字湯ノ上及び字湯ノ上山

土石流 207－Ⅰ－074 Ⅰ-0493

709 御嶽沢
湯沢市湯ノ原二丁目、字御嶽南沢、字南沢
及び
字御嶽沢

土石流 207－Ⅰ－075 Ⅰ-0494

710 佐竹町沢 湯沢市佐竹町及び字古館山 土石流 207－Ⅰ－076 Ⅰ-0495

711 愛染沢
湯沢市大工町、前森四丁目、字西愛染沢及
び
字伊勢堂山

土石流 207－Ⅰ－077 Ⅰ-0496

712 大工町沢
湯沢市大工町、字西愛染沢、字愛染山及び
字稲荷山

土石流 207－Ⅰ－078 Ⅰ-0497

713 中ノ沢 湯沢市前森四丁目及び字中ノ沢 土石流 207－Ⅰ－079 Ⅰ-0498

714 寺沢１
湯沢市関口字寺沢、関口、上寺沢、杉ノ沢及
び
禰宣ノ沢

土石流 207－Ⅰ－044 Ⅰ-0463

715 寺沢２ 湯沢市関口字寺沢、上寺沢及び杉ノ沢 土石流 207－Ⅰ－045 Ⅰ-0464

716 寺沢３ 湯沢市関口字寺沢、上寺沢及び聖ヶ沢 土石流 207－Ⅰ－046 Ⅰ-0465

717 愛宕町沢１ 湯沢市愛宕町四丁目及び同市関口字聖ヶ沢 土石流 207－Ⅰ－047 Ⅰ-0466

718 愛宕町沢２
湯沢市愛宕町四丁目、愛宕町五丁目及び南
台
並びに同市関口字上寺沢及び寺沢山

土石流 207－Ⅰ－048 Ⅰ-0467

719 愛宕町沢３
湯沢市愛宕町一丁目、愛宕町四丁目、字松
沢山
及び字東松沢

土石流 207－Ⅰ－049 Ⅰ-0468

720 松沢川

湯沢市愛宕町一丁目、愛宕町四丁目、字新
山、
字深沢山、字杉ノ沢山、字東松沢及び
字日影平山

土石流 207－Ⅰ－050 Ⅰ-0469
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721 愛宕町沢６ 湯沢市愛宕町一丁目、字新山及び字東松沢 土石流 207－Ⅰ－051 Ⅰ-0470

722 愛宕町沢４ 湯沢市字東松沢及び愛宕町一丁目 土石流 207－Ⅰ－052 Ⅰ-0471

723 愛宕町沢５ 湯沢市字東松沢及び愛宕町一丁目 土石流 207－Ⅰ－053 Ⅰ-0472

724 愛宕沢川
湯沢市字新町、愛宕町一丁目、字荒町、
字上人沢山、字東松沢及び吹張一丁目

土石流 207－Ⅰ－054 Ⅰ-0473

725 荒町沢
湯沢市字新町、愛宕町一丁目、字荒町、
字上人沢山、字鳶ヶ沢山、字東松沢及び
吹張一丁目

土石流 207－Ⅰ－055 Ⅰ-0474

726 かに沢
湯沢市字荒町、字古館山、字袋町山、
字袋町沢頭及び字鳶ヶ沢山

土石流 207－Ⅰ－056 Ⅰ-0475

727 湯ノ原沢１ 湯沢市裏門一丁目及び字松長根山 土石流 207－Ⅰ－072 Ⅰ-0491
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