
１　指定区域

R2.3.10      　告示第101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

139 蓮台寺 秋田県湯沢市山田字蓮台寺 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-940

140 八幡林
秋田県湯沢市松岡字八幡林及び東八幡
堂

急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1410

141 八幡林１号
秋田県湯沢市松岡字八幡林、東八幡堂及
び牧野沢

急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1411

142 堂ケ沢 秋田県湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1412

143 堂ケ沢１号 秋田県湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1413

144 堂ケ沢２号 秋田県湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1414

145 上堂ケ沢 秋田県湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1415

146 八幡林２号
秋田県湯沢市松岡字八幡林及び東八幡
堂並びに同市石塚字岩渕

急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1397

147 蓮台寺１号 秋田県湯沢市山田字蓮台寺 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1400

148 堂ケ沢３号
秋田県湯沢市山田字上堂ケ沢及び下堂
ケ沢

急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1401

149 堂ケ沢４号 秋田県湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1402

150 堂ケ沢５号 秋田県湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1403

151 堂ケ沢６号
秋田県湯沢市山田字上堂ケ沢及び同市
字上堂ケ沢

急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1404

210 打越 秋田県湯沢市松岡字打越及び聖ケ沢 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1404

211 切畑 秋田県湯沢市松岡字西八幡堂及び切畑 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1405

212 切畑１号
秋田県湯沢市松岡字十二ケ沢、切畑及び
重高沢

急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1406

213 切畑２号 秋田県湯沢市松岡字十二ケ沢及び切畑 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1407

214 切畑３号 秋田県湯沢市松岡字十二ケ沢及び切畑 急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1408

215 高野
秋田県湯沢市石塚字水上沢、栩木台及び
高野

急傾斜地の崩壊 Ⅰ-1409

216 水沢１号 秋田県湯沢市松岡字水沢及び切畑 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1388

217 切畑４号 秋田県湯沢市松岡字切畑 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1389

(1)土砂災害特別警戒区
域
　 土砂災害警戒区域

※今回の指定は、レッド反対箇所について
同意が得られたことから、レッド指定を行っ
たものである。
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218 切畑５号 秋田県湯沢市松岡字西八幡堂及び切畑 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1390

219 切畑６号 秋田県湯沢市松岡字十二ケ沢及び切畑 急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1391

220 古屋敷
秋田県湯沢市石塚字熊ノ堂、古屋敷及び
元屋敷

急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1392

224 岩ノ沢
秋田県湯沢市石塚字熊ノ堂、雨池及び岩
ノ沢

急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1396

225 坊中
秋田県湯沢市松岡字聖ケ沢、上源内沢及
び坊中

急傾斜地の崩壊 Ⅱ-1398

122 堂ケ沢
秋田県湯沢市山田字上堂ケ沢及び下堂
ケ沢並びに同市字上堂ケ沢

土石流 207-Ⅰ-040

124 堂ケ沢３ 秋田県湯沢市山田字上堂ケ沢 土石流 207-Ⅰ-042

125 堂ケ沢４
秋田県湯沢市山田字上堂ケ沢及び下堂
ケ沢並びに同市字上堂ケ沢

土石流 207-Ⅰ-043

126 与市ケ沢
秋田県湯沢市石塚字布引沢、与市ケ沢、
石塚、向谷地及び岩渕

土石流 207-Ⅰ-091

127 石塚沢３ 秋田県湯沢市石塚字向谷地及び岩渕 土石流 207-Ⅰ-092

128 八幡林沢２
秋田県湯沢市松岡字八幡林及び東八幡
堂

土石流 207-Ⅰ-093

129 八幡林沢３
秋田県湯沢市松岡字八幡林及び東八幡
堂

土石流 207-Ⅰ-094

130 蓮台寺沢１ 秋田県湯沢市山田字蓮台寺 土石流 207-Ⅰ-099

131 ウシヤ沢 秋田県湯沢市山田字蓮台寺 土石流 207-Ⅰ-100

132 蓮台寺沢２
秋田県湯沢市山田字蓮台寺及び同市字
蓮台寺

土石流 207-Ⅰ-101

133 石塚１
秋田県湯沢市石塚字芳ケ沢、華子沢、掌
ケ沢、鼻子田及び漆山

土石流 207-Ⅱ-037

134 石塚２
秋田県湯沢市石塚字華子沢、掌ケ沢、鼻
子田、石塚及び向谷地

土石流 207-Ⅱ-038

135 八幡林沢
秋田県湯沢市松岡字八幡林及び東八幡
堂並びに同市石塚字岩渕

土石流 207-Ⅱ-042

136 八幡林
秋田県湯沢市松岡字八幡林、東八幡堂、
牧野沢及び間木沢

土石流 207-Ⅱ-043

137 川原沢１
秋田県湯沢市山田字川原及び同市字新川原
田及び同市字川原田及び同市松岡字大清水

土石流 207-Ⅱ-044

226 杉高沢 秋田県湯沢市松岡字重高沢及び切畑 土石流 207-Ⅰ-084

(1)土砂災害特別警戒区
域
　 土砂災害警戒区域

※今回の指定は、レッド反対箇所について
同意が得られたことから、レッド指定を行っ
たものである。
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227 切畑沢１ 秋田県湯沢市松岡字十二ケ沢及び切畑 土石流 207-Ⅰ-085

228 切畑沢２ 秋田県湯沢市松岡字十二ケ沢及び切畑 土石流 207-Ⅰ-086

234 坊中沢１
秋田県湯沢市松岡字聖ケ沢、上源内沢及
び坊中

土石流 207-Ⅰ-096

236 坊中沢３ 秋田県湯沢市松岡字聖ケ沢及び打越 土石流 207-Ⅰ-098

237 切畑４
秋田県湯沢市松岡字水沢、上川原及び切
畑

土石流 207-Ⅱ-031

239 上水沢 秋田県湯沢市松岡字水沢及び上川原 土石流 207-Ⅱ-033

241 仏師ヶ沢
秋田県湯沢市松岡字十二ケ沢、仏師ケ
沢、切畑、保戸岡及び西八幡堂

土石流 207-Ⅱ-035

243 石塚３
秋田県湯沢市石塚字熊ノ堂、古屋敷、元
屋敷、御子田及び新町

土石流 207-Ⅱ-039

244 石塚４
秋田県湯沢市石塚字熊ノ堂、古屋敷、元
屋敷、御子田及び新町

土石流 207-Ⅱ-040

245 石塚沢２
秋田県湯沢市石塚字熊ノ堂、古屋敷、御
子田、馬場、仏師ケ沢及び新町

土石流 207-Ⅱ-041

(1)土砂災害特別警戒区
域
　 土砂災害警戒区域

※今回の指定は、レッド反対箇所について
同意が得られたことから、レッド指定を行っ
たものである。


