
１　解除区域

既整理
番号 解除区域名 所　在　地 自然現象の種類 危険箇所 番号

792 上屋敷 大仙市蛭川字上屋敷、下屋敷 急傾斜地 Ⅰ-797

793 上屋敷2号 大仙市蛭川字上屋敷、立平 急傾斜地 Ⅰ-1667

794 上毘沙門沢 大仙市大曲西根字上毘沙門沢、仁応治 急傾斜地 Ⅱ-1144

795 石山下 大仙市蛭川字石山下、大方寺、鳥ノ沢、上野 急傾斜地 Ⅱ-1145

796 石山下1号 大仙市蛭川字石山下、上屋敷 急傾斜地 Ⅱ-人104

836 上屋敷1号 大仙市蛭川字下屋敷 急傾斜地 Ⅰ-798

838 太田1号 大仙市内小友字浅川 急傾斜地 Ⅱ-1138

839 泉沢 大仙市内小友字泉沢、内小友字上伊岡 急傾斜地 Ⅱ-1139

840 荒山台 大仙市内小友字荒山台、内小友字荒山台下り 急傾斜地 Ⅱ-1140

841 太田 大仙市内小友字七頭、内小友字北太田 急傾斜地 Ⅱ-1893

1094 塞ノ神 大仙市内小友字ザラメキ 急傾斜地 Ⅱ-1141

1095 峰吉川
大仙市協和峰吉川字峰吉川、字前田、字中沢下、字
中沢平七沢

急傾斜地 Ⅰ-830

1096 峰吉川1号
大仙市協和峰吉川字峰吉川、字滝沢出口、字中沢
平七沢

急傾斜地 Ⅰ-831

1097 新丁 大仙市協和峰吉川字高見、字西窪、字水上沢葎沢 急傾斜地 Ⅰ-832

1098 半仙1号
大仙市協和峰吉川字半仙、字南明谷地、字西明谷
地、字葎沢

急傾斜地 Ⅰ-833

1099 中ノ沢
大仙市協和峰吉字中沢下、字中沢、字地蔵田、字前
田、字根岸

急傾斜地 Ⅱ-139

797 宇津台沢 大仙市大曲西根字仁応冶、本田 土石流 208-Ⅰ-002

799 上成沢沢 大仙市大曲西根字上成沢、下成沢、杉矢崎 土石流 208-Ⅰ-005

800 鳥居沢1 大仙市大曲西根字鳥居 土石流 208-Ⅰ-006

801 鳥居沢 大仙市大曲西根字鳥居 土石流 208-Ⅰ-007

802 蛭川
大仙市蛭川字石山下、大方寺、田ノ上、鳥ノ沢、段長
根

土石流 208-Ⅰ-008

803 蛭川北沢 大仙市蛭川字上屋敷、下屋敷、立平 土石流 208-Ⅰ-010

804 水上沢 大仙市蛭川字上屋敷、下屋敷、立平 土石流 208-Ⅰ-011

806 北太田沢1 大仙市内小友字北太田、浅川、太田 土石流 208-Ⅱ-022

(2)土砂災害警戒区域（解除）
R4.３.22  告示第 134号　　（H21.10.30　告示第483号及びH22.3.26　　告示第150号　及
びH24.3.23告示第１４３号　一部解除）



１　解除区域

既整理
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807 北太田沢2 大仙市内小友字北太田、浅川、太田 土石流 208-Ⅱ-023

808 北太田沢3 大仙市内小友字北太田、太田 土石流 208-Ⅱ-024

810 宇津田沢3 大仙市大曲西根字宇津台、仁応治 土石流 208-Ⅱ-026

811 宇津田沢1 大仙市大曲西根字宇津台、仁応治 土石流 208-Ⅱ-027

812 鳥居沢2 大仙市大曲西根字鳥居 土石流 208-Ⅱ-028

813 上戸沢沢1 大仙市大曲西根字仁応治、本田 土石流 208-Ⅲ-011

814 上戸沢沢2 大仙市大曲西根字上成沢、下成沢、杉矢崎 土石流 208-Ⅲ-012

842 荒山台沢1 大仙市内小友字荒山台、内小友字館ヶ沢 土石流 208-Ⅰ-014

843 梨木沢 大仙市内小友字地蔵田 土石流 208-Ⅰ-015

844 上伊岡沢 大仙市内小友字中伊岡 土石流 208-Ⅰ-016

846 元木沢5 大仙市内小友字元木 土石流 208-Ⅱ-016

847 太田沢1 大仙市内小友字太田 土石流 208-Ⅱ-017

848 七十刈沢
大仙市内小友字七十刈、内小友字荒山台、内小友
字塞ノ神下り

土石流 208-Ⅱ-018

849 荒山台沢2 大仙市内小友字荒山台 土石流 208-Ⅱ-019

850 甚助沢 大仙市内小友字荒山台下り 土石流 208-Ⅱ-020

851 荒山台下り沢 大仙市内小友字荒山台下り 土石流 208-Ⅱ-021

853 内小友沢6 大仙市内小友字泉沢 土石流 208-Ⅲ-006

855 内小友沢9 大仙市内小友字北太田 土石流 208-Ⅲ-009

856 内小友沢10 大仙市内小友字上余り目、内小友字余り目 土石流 208-Ⅲ-010

857 内小友沢24 大仙市内小友字上余り目、内小友字余り目 土石流 208-Ⅲ-026

1100 大桃沢 大仙市内小友字桃ノ沢 土石流 208-Ⅰ-019

1101 諏訪沢 大仙市内小友字中山 土石流 208-Ⅰ-020

1102 ザラメキ沢1 大仙市内小友字ザラメキ 土石流 208-Ⅱ-038

1103 ザラメキ沢
大仙市内小友字ザラメキ、字塞ノ神、字中山、字田ノ
沢、字堂ノ前

土石流 208-Ⅱ-039

(2)土砂災害警戒区域（解除）
R4.３.22  告示第 134号　　（H21.10.30　告示第483号及びH22.3.26　　告示第150号　及
びH24.3.23告示第１４３号　一部解除）
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1104 内小友沢21 大仙市内小友字塞ノ神、字ザラメキ 土石流 208-Ⅲ-023

1105 中沢
大仙市協和峰吉川字峰吉川、字中沢下、字中沢、字
中沢平七沢

土石流 427-Ⅰ-002

1106 峰吉川沢1
大仙市協和峰吉川字峰吉川、字滝沢出口、字水上
沢葎沢、字中沢平七沢

土石流 427-Ⅰ-003

1107 水上沢葎沢
大仙市協和峰吉川字峰吉川、字高見、字寺ノ下、字
滝沢出口、字水上沢葎沢、字中沢平七沢

土石流 427-Ⅰ-004

1108 峰吉川沢3
大仙市協和峰吉川字峰吉川、字高見、字丁田、字八
田、字水上沢葎沢

土石流 427-Ⅰ-005

1109 西窪沢
大仙市協和峰吉川字西窪、字南明谷地、字葎沢、字
水上沢葎沢

土石流 427-Ⅰ-006

1110 半仙沢1 大仙市協和峰吉川字半仙 土石流 427-Ⅰ-007

1111 半仙沢2 大仙市協和峰吉川字半仙 土石流 427-Ⅰ-008

1112 小平沢中段沢 大仙市協和峰吉川字半仙 土石流 427-Ⅰ-022

1113 峰吉川沢2
大仙市協和峰吉川字高見、字峰吉川、字寺ノ下、字
宮田、字丁田、字前田、字水上沢葎沢

土石流 427-Ⅱ-002

(2)土砂災害警戒区域（解除）
R4.３.22   告示第 134号　（H21.10.30　告示第483号及びH22.3.26　　告示第150号　及び
H24.3.23告示第１４３号　一部解除）


