
１　指定区域

整理
番号

指定区域名 所　在　地 自然現象の種類

122 堂ケ沢 湯沢市山田字上堂ケ沢 土石流 207-I-040 Ⅰ-0459

123 ヤスケ山の沢 湯沢市山田字上堂ケ沢 土石流 207-Ⅰ-041 Ⅰ-0460

124 堂ケ沢３ 湯沢市山田字上堂ケ沢 土石流 207-Ⅰ-042 Ⅰ-0461

125 堂ケ沢４ 湯沢市山田字上堂ケ沢 土石流 207-Ⅰ-043 Ⅰ-0462

126 与市ケ沢 湯沢市石塚字石塚、向谷地及び与市ケ沢 土石流 207-Ⅰ-091 Ⅰ-0510

127 石塚沢３ 湯沢市石塚字向谷地及び岩渕 土石流 207-Ⅰ-092 Ⅰ-0511

128 八幡林沢２ 湯沢市松岡字八幡林 土石流 207-Ⅰ-093 Ⅰ-0512

129 八幡林沢３ 湯沢市松岡字八幡林 土石流 207-Ⅰ-094 Ⅰ-0513

130 蓮台寺沢１ 湯沢市山田字蓮台寺 土石流 207-Ⅰ-099 Ⅰ-0518

131 ウシヤ沢 湯沢市山田字蓮台寺 土石流 207-Ⅰ-100 Ⅰ-0519

132 蓮台寺沢２ 湯沢市山田字蓮台寺 土石流 207-Ⅰ-101 Ⅰ-0520

133 石塚１ 湯沢市石塚字漆山、鼻子田及び芳ケ沢 土石流 207-Ⅱ-037 Ⅱ-0295

134 石塚２ 湯沢市石塚字石塚、鼻子田及び掌ケ沢 土石流 207-Ⅱ-038 Ⅱ-0296

135 八幡林沢 湯沢市松岡字八幡林 土石流 207-Ⅱ-042 Ⅱ-0300

136 八幡林 湯沢市松岡字八幡林 土石流 207-Ⅱ-043 Ⅱ-0301

137 川原沢１ 湯沢市山田字川原 土石流 207-Ⅱ-044 Ⅱ-0302

138 川原沢２ 湯沢市山田字川原 土石流 207-Ⅱ-045 Ⅱ-0303

139 蓮台寺 湯沢市山田字蓮台寺 急傾斜地 Ⅰ-940

140 八幡林 湯沢市松岡字八幡林及び東八幡堂 急傾斜地 Ⅰ-1410

141 八幡林１号 湯沢市松岡字八幡林及び東八幡堂 急傾斜地 Ⅰ-1411

142 堂ケ沢 湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地 Ⅰ-1412

143 堂ケ沢１号 湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地 Ⅰ-1413
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144 堂ケ沢２号 湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地 Ⅰ-1414

145 上堂ケ沢 湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地 Ⅰ-1415

146 八幡林２号 湯沢市松岡字八幡林及び東八幡堂 急傾斜地 Ⅱ-1397

147 蓮台寺１号 湯沢市山田字蓮台寺 急傾斜地 Ⅱ-1400

148 堂ケ沢３号 湯沢市山田字上堂ケ沢及び下堂ケ沢 急傾斜地 Ⅱ-1401

149 堂ケ沢４号 湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地 Ⅱ-1402

150 堂ケ沢５号 湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地 Ⅱ-1403

151 堂ケ沢６号 湯沢市山田字上堂ケ沢 急傾斜地 Ⅱ-1404
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210 打越 湯沢市松岡字打越              　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅰ-1404

211 切畑 湯沢市松岡字切畑              　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅰ-1405

212 切畑１号 湯沢市松岡字切畑              　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅰ-1406

213 切畑２号 湯沢市松岡字切畑              　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅰ-1407

214 切畑３号 湯沢市松岡字切畑       　　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅰ-1408

215 高野 湯沢市松岡字切畑              　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅰ-1409

216 水沢１号 湯沢市松岡字永沢            　　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅱ-1388

217 切畑４号 湯沢市松岡字切畑             　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅱ-1389

218 切畑５号 湯沢市松岡字切畑              　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅱ-1390

219 切畑６号 湯沢市松岡字切畑             　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅱ-1391

220 古屋敷   　 湯沢市石塚字古屋敷      　   　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅱ-1392

221 雨池 湯沢市石塚字雨池  　　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅱ-1393

222 雨池１号 湯沢市石塚字雨池         　　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅱ-1394

223 雨池２号 湯沢市石塚字雨池         　　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅱ-1395

224 岩ノ沢 湯沢市石塚字岩ノ沢        　　　　　　　　  　 急傾斜地 Ⅱ-1396

225 坊中 湯沢市松岡字坊中            　　　　　　　　　 急傾斜地 Ⅱ-1398

226 杉高沢 湯沢市松岡字切畑             　　　　　　　　 土石流 207-Ⅰ-084 Ⅰ-0503

227 切畑沢１ 湯沢市松岡字切畑           　　　　　　　　 土石流 207-Ⅰ-085 Ⅰ-0504

228 切畑沢２ 湯沢市松岡字切畑           　　　　　　　　 土石流 207-Ⅰ-086 Ⅰ-0505

229 切畑２ 湯沢市松岡字切畑           　　　　　　　　  　 土石流 207-Ⅰ-087 Ⅰ-0506

230 曹蒲沢 湯沢市松岡字切畑       　　　　　　　　  　　 土石流 207-Ⅰ-088 Ⅰ-0507
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231 切畑沢４ 湯沢市松岡字切畑  　　　　　　　　 土石流 207-Ⅰ-089 Ⅰ-0508

232 石塚沢１ 湯沢市石塚字雨池   　　　　　　　　         　 土石流 207-Ⅰ-090 Ⅰ-0509

233 坊中 湯沢市松岡字打越       　　　　　　　　     　 土石流 207-Ⅰ-095 Ⅰ-0514

234 坊中沢１ 湯沢市松岡字打越  　　　　　　　　          　 土石流 207-Ⅰ-096 Ⅰ-0515

235 坊中沢２ 湯沢市松岡字打越       　　　　　　　　     　 土石流 207-Ⅰ-097 Ⅰ-0516

236 坊中沢３ 湯沢市松岡字細越  　　　　　　　　          　 土石流 207-Ⅰ-098 Ⅰ-0517

237 切畑４ 湯沢市松岡字永沢             　　　　　　　　 土石流 207-Ⅱ-031 Ⅱ-0289

238 切畑３ 湯沢市松岡字永沢　　　　　　　　        　　 土石流 207-Ⅱ-032 Ⅱ-0290

239 上水沢 湯沢市松岡字切畑       　　　　　　　　 土石流 207-Ⅱ-033 Ⅱ-0291

240 切畑１ 湯沢市松岡字切畑        　　　　　　　　　 土石流 207-Ⅱ-034 Ⅱ-0292

241 仏師ヶ沢 湯沢市松岡字切畑  　　　　　　　　 土石流 207-Ⅱ-035 Ⅱ-0293

242 石塚 湯沢市石塚字雨池       　　　　　　　　 土石流 207-Ⅱ-036 Ⅱ-0294

243 石塚３ 湯沢市石塚字元屋敷    　　　　　　　　 土石流 207-Ⅱ-039 Ⅱ-0297

244 石塚４ 湯沢市石塚字元屋敷     　　　　　　　　 土石流 207-Ⅱ-040 Ⅱ-0298

245 石塚沢２ 湯沢市石塚字古屋敷      　　　　　　　　　 土石流 207-Ⅱ-041 Ⅱ-0299
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