
１　指定区域

(1)土砂災害警戒区域　H24.11.30　告示第622号

整理
番号

指定区域名 所　　　　在　　　　地 自然現象の種類

1114 岩ノ沢１号
湯沢市字岩ノ沢山、字カックイ沢山及び字
鉦打沢

急傾斜地の崩壊 Ⅰ-924

1115 岩ノ沢 湯沢市字岩ノ沢山 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-925

1116 麓３号 湯沢市相川字麓 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1417

1117 蟹沢 湯沢市下関字山根 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1418

1118 榎木
湯沢市下関字上舞台、榎木、瘤沢及び真
木ノ台

急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1419

1119 角間沢
湯沢市字角間沢、字下角間沢及び字下角
間沢山

急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1430

1120 角間沢１号 湯沢市字角間沢及び字角間沢山 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1431

1121 戸沢 湯沢市関口字戸沢及び戸沢山 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1432

1122 外ノ目 湯沢市相川字外ノ目及び堂ヶ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1433

1123 赤塚
湯沢市横堀字赤塚及び館ノ沢並びに同市
寺沢字館堀及び館堀林

急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1452

1124 外ノ目１号 湯沢市相川字麓、外ノ目及び僧ヶ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1413

1125 麓４号 湯沢市相川字麓及び僧ヶ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1414

1126 中山１号 湯沢市相川字中山及び蟹沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1415

1127 下本内 湯沢市下関字下本内、瘤沢及び上舞台 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1416

1128 下本内１号 湯沢市下関字下本内及び瘤沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1417

1129 下本内２号 湯沢市下関字下本内及び瘤沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1418

1130 角間沢２号
湯沢市字下角間沢山、字角間沢及び字下
角間沢

急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1427

1131 角間沢３号 湯沢市字角間沢山及び字角間沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1428

1132 蛇野
湯沢市字西金堀沢山、字下山谷及び字蛇
野

急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1431
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1133 金堀沢 湯沢市字山谷及び字西金堀沢山 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1432

1134 金堀沢１号 湯沢市字西金堀沢山及び字金堀沢山 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1433

1135 開 湯沢市字山谷、字短沢山及び字抜石場山 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1434

1136 鉦打沢
湯沢市字山谷、字乗上沢山、字短沢山及
び字鉦打沢

急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1435

1137 桐〆平山
湯沢市字桐〆平山、字岩ノ沢山、字鉦打
沢及び字カックイ沢山

急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1436

1138 桐〆平山１号 湯沢市字取上石山及び字鉦打沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1437

1139 外ノ目２号 湯沢市相川字外ノ目及び僧ヶ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1438

1140 梅ヶ台沢 湯沢市相川字梅ヶ台、碇及び岸ヶ沢 土石流 207-Ⅰ-014

1141 古館ノ下沢 湯沢市相川字麓 土石流 207-Ⅰ-015

1142 麓沢川
湯沢市相川字四日市、蟹沢、白ヶ沢、麓、
麓沢、古館ノ下、堂ヶ沢、内ノ目山及び十
文字

土石流 207-Ⅰ-016

1143 麓沢 湯沢市相川字麓 土石流 207-Ⅰ-017

1144 中山沢
湯沢市相川字堤下、薬師沢、中山沢、要
害、田畑及び中山

土石流 207-Ⅰ-018

1145 大沢
湯沢市相川字堤下、岩ノ沢、大沢、田畑、
三川尻、大沢山、平林及び薬師沢並びに
同市上関字三川尻

土石流 207-Ⅰ-019

1146 水上沢
湯沢市相川字三川尻、大沢及び岩ノ沢並
びに同市上関字立石、清水田、堀ノ内、三
川尻、鍋倉山、水上沢及び鍋ヶ沢

土石流 207-Ⅰ-020

1147 上関沢 湯沢市上関字道目木 土石流 207-Ⅰ-023

1148 大沢
湯沢市上関字道目木、鍋ヶ沢、八反田、清
水端、立石及び川向

土石流 207-Ⅰ-024

1149 下関沢２ 湯沢市下関字榎木、山根及び畑ヶ沢 土石流 207-Ⅰ-027

1150 シジミ沢
湯沢市下関字榎木、山根、蟹沢及び畑ヶ
沢

土石流 207-Ⅰ-028
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1151 下関沢３
湯沢市下関字上舞台、榎木、山根及び寺
沢

土石流 207-Ⅰ-029

1152 寺沢 湯沢市下関字上舞台、榎木及び山根 土石流 207-Ⅰ-030

1153 木内沢
湯沢市下関字下本内、下舞台、上舞台、
本免田及び瘤沢

土石流 207-Ⅰ-031

1154 戸沢 湯沢市関口字戸沢及び戸沢山 土石流 207-Ⅰ-033

1155 山谷川 湯沢市字岩ノ沢山 土石流 Ⅰ-479 207-Ⅰ-060

1156 岩ノ沢
湯沢市字岩ノ沢山、字桐〆平山、字鉦打
沢及び字長沢山

土石流 Ⅰ-480 207-Ⅰ-061

1157 開沢
湯沢市字山谷、字谷地沢山、字短沢山及
び字鉦打沢

土石流 Ⅰ-481 207-Ⅰ-062

1158 蛇野沢
湯沢市字山谷、字西金堀沢山及び字金堀
沢山

土石流 Ⅰ-482 207-Ⅰ-063

1159 蛇野沢２
湯沢市字山谷、字西金堀沢山及び字金堀
沢山

土石流 Ⅰ-483 207-Ⅰ-064

1160 堀ノ内沢
湯沢市相川字岩ノ沢、大沢、平林、三川尻
及び田畑並びに同市上関字三川尻及び
堀ノ内

土石流 207-Ⅱ-012

1161 イリ沢
湯沢市上関字清水端、道目木及び川向並
びに同市下関字蟹沢及び漆原

土石流 207-Ⅱ-014

1162 下関沢１
湯沢市下関字蟹沢、漆原、滝ノ沢及び山
根

土石流 207-Ⅱ-015

1163 戸沢２
湯沢市関口字戸沢、下仁田ノ沢及び仁田
ノ沢

土石流 207-Ⅱ-017

1164 戸沢３ 湯沢市関口字戸沢及び戸沢山 土石流 207-Ⅱ-018

1165 戸沢４ 湯沢市関口字戸沢及び戸沢山 土石流 207-Ⅱ-019

1166 角間沢 湯沢市字角間沢 土石流 Ⅱ-279 207-Ⅱ-021

1167 戸沢
湯沢市字角間沢、字角間沢山、字下角間
沢及び字下角間沢山

土石流 Ⅱ-280 207-Ⅱ-022

1168 下山谷沢
湯沢市字角間沢、字角間沢山、字下角間
沢及び字下角間沢山

土石流 Ⅱ-281 207-Ⅱ-023

1169 角間沢１
湯沢市字角間沢、字角間沢山、字下角間
沢及び字下角間沢山

土石流 Ⅱ-282 207-Ⅱ-024

危険箇所 番号



１　指定区域

(1)土砂災害警戒区域　H24.11.30　告示第622号

整理
番号

指定区域名 所　　　　在　　　　地 自然現象の種類

1170 角間沢２ 湯沢市字角間沢及び字下角間沢山 土石流 Ⅱ-283 207-Ⅱ-025

1171 岩ノ沢２ 湯沢市字取上石山 土石流 Ⅱ-284 207-Ⅱ-026

1172 岩ノ沢３
湯沢市字山谷、字鉦打沢、字谷地沢山、
字長沢山及び字岩ノ沢山

土石流 Ⅱ-285 207-Ⅱ-027

1173 開沢
湯沢市字山谷、字谷地沢山、字乗上沢山
及び字鉦打沢

土石流 Ⅱ-286 207-Ⅱ-028

1174 赤塚沢１ 湯沢市寺沢字館堀及び館堀林 土石流 462-Ⅰ-039

1175 赤塚沢２
湯沢市横堀字赤塚及び館ノ沢並びに同市
寺沢字館堀

土石流 462-Ⅰ-040

1176 赤塚沢３
湯沢市横堀字赤塚及び館ノ沢並びに同市
寺沢字館堀

土石流 462-Ⅰ-041

1177 小比内沢 湯沢市桑崎 土石流 462-Ⅰ-048

1178 小比内沢２ 湯沢市桑崎 土石流 462-Ⅰ-049

1179 大沢田沢
湯沢市小野字大沢田並びに同市横堀字
上新田、館ノ沢及び中屋敷

土石流 462-Ⅰ-050

1180 大滝沢
湯沢市小野字大沢田、大滝沢及び大清水
並びに同市横堀字館ノ沢

土石流 462-Ⅰ-051

1181 大滝沢２ 湯沢市小野字大滝沢及び大清水 土石流 462-Ⅰ-052

1182 寺田川
湯沢市小野字大滝沢及び大清水並びに
同市横堀字館ノ沢

土石流 462-Ⅰ-053

1183 大沢田沢２ 湯沢市小野字大沢田、大滝沢及び大清水 土石流 462-Ⅰ-054

1184 深沢
湯沢市小野字大沢田、大滝沢及び大清水
並びに同市桑崎字土倉及び根堀場

土石流 462-Ⅰ-055

1185 トチバ沢 湯沢市桑崎字野崎及び平城 土石流 462-Ⅰ-057

1186 チョウセイ沢 湯沢市桑崎字平城 土石流 462-Ⅰ-058

1187 三ツ村沢 湯沢市桑崎字三ツ村及び蟹沢 土石流 462-Ⅱ-019
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