
１　指定区域

整理
番号

指定区域名 所　在　地 自然現象の種類

7423 桜沢 秋田県由利本荘市岩城道川字桜沢及び前田表 急傾斜地 Ⅰ-685

7424 山崎 秋田県由利本荘市岩城道川字山崎、中沢及び中崎 急傾斜地 Ⅰ-686

7425 高畑
秋田県由利本荘市岩城内道川字八幡前、前畑及び
馬場ノ沢

急傾斜地 Ⅰ-687

7426 富田 秋田県由利本荘市岩城富田字板敷 急傾斜地 Ⅰ-690

7427 富田１号
秋田県由利本荘市岩城富田字板敷、竹ノ下及びノ
ホト

急傾斜地 Ⅰ-691

7428 飯沢
秋田県由利本荘市飯沢字飯沢、篠竹、山岸及び湯
ノ沢

急傾斜地 Ⅰ-727

7429 ガザ平 秋田県由利本荘市岩城内道川字ガザ平及び風平 急傾斜地 Ⅰ-1566

7430 築館
秋田県由利本荘市岩城内道川字築舘、扇田、苅又
沢及びトマカ沢

急傾斜地 Ⅰ-0211

7431 板戸 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸 急傾斜地 Ⅰ-1592

7432 桜沢１号
秋田県由利本荘市岩城道川字桜沢、前田表及び大
前田

急傾斜地 Ⅱ-883

7433 浮蓋１号 秋田県由利本荘市東由利老方字浮蓋 急傾斜地 Ⅱ-1006

7434 祝沢１号 秋田県由利本荘市東由利老方字祝沢及び水上 急傾斜地 Ⅱ-1007

7435 祝沢 秋田県由利本荘市東由利老方字祝沢及び水上 急傾斜地 Ⅱ-1008

7436 祝沢２号 秋田県由利本荘市東由利老方字森ノ越 急傾斜地 Ⅱ-1009

7437 扇野１号 秋田県由利本荘市東由利老方字扇野 急傾斜地 Ⅱ-1010

7438 扇野２号 秋田県由利本荘市東由利老方字扇野 急傾斜地 Ⅱ-1011

7439 茂沢１号
秋田県由利本荘市東由利老方字茂沢、後沢及びガ
ザ平

急傾斜地 Ⅱ-1022

7440 茂沢 秋田県由利本荘市東由利老方字茂沢及びガザ平 急傾斜地 Ⅱ-1023

7441 徳間沢１号 秋田県由利本荘市東由利館合字徳間沢及び檜倉 急傾斜地 Ⅱ-1026

7442 徳間沢２号 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸 急傾斜地 Ⅱ-1027

7443 浮蓋２号 秋田県由利本荘市東由利老方字浮蓋 急傾斜地 Ⅱ-1031

7444 西田 秋田県由利本荘市山内字西田 急傾斜地 Ⅱ-1828

7445 矢の本 秋田県由利本荘市鳥海町下川内字矢ノ本 急傾斜地 Ⅰ-778

7446 栗出１号
秋田県由利本荘市鳥海町下直根字栗出
及び間木

急傾斜地 Ⅰ-1632

7447 栗出 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字栗出 急傾斜地 Ⅰ-1633

7448 ヒノ沢
秋田県由利本荘市鳥海町中直根字柳下
及び馬垣

急傾斜地 Ⅰ-1638
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7449 袖川 秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字奥山 急傾斜地 Ⅰ-1639

7450 高野台 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字高野台 急傾斜地 Ⅱ-1092

7451 遠上１号 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字遠上及び高野台 急傾斜地 Ⅱ-1093

7452 遠上２号 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字遠上 急傾斜地 Ⅱ-1094

7453 大平ノ下
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大平ノ下及び岩
ノ沢

急傾斜地 Ⅱ-1095

7454 彦八沢
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字彦八沢及び山ノ
下

急傾斜地 Ⅱ-1096

7455 川熊
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字川熊及び川熊
沢

急傾斜地 Ⅱ-1097

7456 上虎杖平 秋田県由利本荘市鳥海町下川内字上虎杖平 急傾斜地 Ⅱ-1848

7457 高口２号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字石神 急傾斜地 Ⅱ-1861

7458 高口１号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字高口 急傾斜地 Ⅱ-1862

7459 南沢 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字南沢 急傾斜地 Ⅱ-1863

7460 末坂１号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字末坂 急傾斜地 Ⅱ-1866

7461 末坂２号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字末坂 急傾斜地 Ⅱ-1867

7462 沢内１号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字沢内 急傾斜地 Ⅱ-1868

7463 沢内２号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字沢内 急傾斜地 Ⅱ-1869

7464 礒ノ沢２号
秋田県由利本荘市鳥海町中直根字礒ノ沢及びヒノ
沢

急傾斜地 Ⅱ-1876

7465 田中沢 秋田県由利本荘市鳥海町中直根字田中沢 急傾斜地 Ⅱ-1877

7466 栗出２号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字栗出 急傾斜地 Ⅱ-1878

7467 石舟２号
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字石舟及び糸桶
沢

急傾斜地 Ⅱ-1879

7468 桑沢 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字桑沢 急傾斜地 Ⅱ-1880

7469 小宮内
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字小宮内及びトミ
沢

急傾斜地 Ⅱ-1881

7470 大宮内 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大宮内 急傾斜地 Ⅱ-1882

7471 大又 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大又 急傾斜地 Ⅱ-1883

7472 石舟１号
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字石舟及びヤシキ
沢

急傾斜地 Ⅲ-190

7473 伏見
秋田県由利本荘市鳥海町伏見字高平、赤渋、川添
及び山添

急傾斜地 Ⅰ-779

7474 久保
秋田県由利本荘市鳥海町伏見字久保、同市鳥海町
栗沢字上田野及び同市鳥海町上川内字伏見沢

急傾斜地 Ⅰ-780
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7475 伏見沢１号
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字伏見沢及び滝
野並びに同市鳥海町伏見字久保並びに同市鳥海
町栗沢字芦ヶ渕

急傾斜地 Ⅰ-1630

7476 八木山１号 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字八木山 急傾斜地 Ⅰ-1631

7477 百合茎２号
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字百合茎及び上
谷地

急傾斜地 Ⅰ-1634

7478 峠ノ下
秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字峠ノ下及び一ノ
坪

急傾斜地 Ⅰ-1641

7479 一ノ坪
秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字一ノ坪、峠ノ下
及び瀬目

急傾斜地 Ⅰ-1642

7480 瀬目 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字瀬目 急傾斜地 Ⅰ-1643

7481 伏見２号
秋田県由利本荘市鳥海町下川内字山ノ下及び同市
鳥海町伏見字伏見

急傾斜地 Ⅱ-1849

7482 伏見１号 秋田県由利本荘市鳥海町小川字清水 急傾斜地 Ⅱ-1850

7483 御嶽越２号 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字御嶽ノ越 急傾斜地 Ⅱ-1851

7484 伏見沢２号
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字伏見沢及び滝
野

急傾斜地 Ⅱ-1853

7485 滝野
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字滝野及び伏見
沢

急傾斜地 Ⅱ-1854

7486 八木山２号 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字八木山 急傾斜地 Ⅱ-1855

7487 葛ヶ台 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字葛ヶ台 急傾斜地 Ⅱ-1857

7488 下小川 秋田県由利本荘市鳥海町小川字下小川 急傾斜地 Ⅱ-1872

7489 峠 秋田県由利本荘市鳥海町小川字峠 急傾斜地 Ⅱ-1873

7490 泉ヶ平１号 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字泉ヶ平及び青平 急傾斜地 Ⅱ-1884

7491 泉ヶ平２号
秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字泉ヶ平、大平及
び大平道ノ下

急傾斜地 Ⅱ-1885

7492 間木平 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字間木ノ平 急傾斜地 Ⅱ-1886

7493 大栗沢 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字大栗沢及び中ノ沢 急傾斜地 Ⅲ-185

7494 御嶽越１号 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字御嶽ノ越 急傾斜地 Ⅲ-189

7495 天神 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字天神及び柳渕 急傾斜地 Ⅰ-790　

7496 下ノ宮 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字下ノ宮 急傾斜地 Ⅰ-791

7497 野宅 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字野宅 急傾斜地 Ⅰ-792

7498 赤倉1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉 急傾斜地 Ⅰ-794

7499 赤倉 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉 急傾斜地 Ⅰ-795
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7500 皿川 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川 急傾斜地 Ⅰ-1348

7501 福島 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字福島 急傾斜地 Ⅰ-1644

7502 下ノ宮1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字野宅 急傾斜地 Ⅰ-1645

7503 野宅2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字野宅 急傾斜地 Ⅰ-1646

7504 峠ノ沢1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字峠ノ沢 急傾斜地 Ⅰ-1647

7505 葛平 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字葛平 急傾斜地 Ⅱ-859（1486）

7506 大桂1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大桂 急傾斜地 Ⅱ-862（1487）

7507 大桂2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大桂 急傾斜地 Ⅱ-865（1488）

7508 口赤沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字口赤沢 急傾斜地 Ⅱ-871（1489）

7509 皿川1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川 急傾斜地 Ⅱ-875（1490）

7510 皿川4号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川 急傾斜地 Ⅱ-1068（1491）

7511 堺台 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台 急傾斜地 Ⅱ-1100（1510）

7512 天神1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字天神 急傾斜地 Ⅱ-1101（1511）

7513 砂口 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字砂口 急傾斜地 Ⅱ-1102（1512）

7514 模渕1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕 急傾斜地 Ⅱ-1103（1513）

7515 模渕 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕 急傾斜地 Ⅱ-1104（1514）

7516 滝ノ上1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字滝ノ上 急傾斜地 Ⅱ-1105（1515）

7517 滝ノ上3号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字滝ノ上 急傾斜地 Ⅱ-1106（1516）

7518 赤倉3号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉 急傾斜地 Ⅱ-1107（1517）

7519 向赤倉2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字向赤倉 急傾斜地 Ⅱ-1109（1519）

7520 赤倉2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉 急傾斜地 Ⅱ-1110（1520）

7521 向赤倉1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字向赤倉 急傾斜地 Ⅱ-1111（1521）

7522 天神2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字天神 急傾斜地 Ⅱ-1112（1522）

7523 針水1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水 急傾斜地 Ⅱ-1113（1523）

7524 針水2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水 急傾斜地 Ⅱ-1114（1524）

7525 二階 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字二階 急傾斜地 Ⅱ-1115（1525）
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7526 清水見1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字清水見 急傾斜地 Ⅱ-1116（1526）

7527 清水見2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字清水見 急傾斜地 Ⅱ-1117（1527）

7528 倉手 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字倉手 急傾斜地 Ⅱ-1118（1528）

7529 峠ノ沢2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字峠ノ沢 急傾斜地 Ⅱ-1119（1529）

7530 皿川3号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川 急傾斜地 Ⅱ-1889（1571）

7531 下ノ宮2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字下ノ宮 急傾斜地 Ⅲ-214　　　　

7532 滝ノ上2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字滝ノ上 急傾斜地 Ⅲ-215　　　　

7533 皿川2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川 急傾斜地 Ⅲ-216

7534 切留1号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字切留 急傾斜地 Ⅲ-217

7535 切留2号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字切留 急傾斜地 Ⅲ-218

7536 松ヶ崎町沢
秋田県由利本荘市松ヶ崎字松ヶ崎町並びに同市神
沢字神沢、陣場、冷水及び大ハケ

土石流

7537 浅田沢１ 秋田県由利本荘市岩城道川字浅田及び湯殿沢山 土石流

7538 浅田沢２
秋田県由利本荘市岩城道川字浅田、湯殿沢山、寺
田及び大石川原

土石流

7539 山崎沢１
秋田県由利本荘市岩城道川字山崎、中崎及び久保
田

土石流

7540 高畑沢
秋田県由利本荘市岩城内道川字高畑家ノ沢及び高
畑家ノ沢山

土石流

7541 湯ノ沢 秋田県由利本荘市岩城富田字竹ノ下及び字板敷 土石流

7542 行平 秋田県由利本荘市矢島町立石字行平 土石流

7543 藤田沢３
秋田県由利本荘市岩城君ヶ野字藤田及び同市岩城
道川字久保田

土石流

7544 藤田沢４ 秋田県由利本荘市岩城道川字田中及び久保田 土石流

7545 宮ノ前沢 秋田県由利本荘市岩城福俣字谷地 土石流

7546 竹ノ下沢 秋田県由利本荘市岩城富田字竹ノ下 土石流

7547 境沢１ 秋田県由利本荘市東由利館合字境及び板戸 土石流

7548 境沢２ 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸 土石流

7549 境沢３ 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸 土石流

7550 トヨギ沢 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸 土石流

7551 板戸沢 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸 土石流
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Ⅱ-1639　　　
(405-Ⅱ-014)

Ⅱ-1873　　
(409-Ⅱ-034)

Ⅱ-1874　　　
(409-Ⅱ-035）

Ⅱ-1875　　　
(409-Ⅱ-036)

Ⅱ-1637　　　
(405-Ⅱ-012)

Ⅰ-1413　　　
(205-Ⅰ-033)

Ⅰ-1475　　　　
(405-Ⅰ-006)

Ⅰ-1476　　　　
(405-Ⅰ-007)

Ⅰ-1477　　　　
(405-Ⅰ-008)

Ⅰ-1478　　　　
(405-Ⅰ-009)

Ⅰ-1487　　　
(405-Ⅰ-018)

Ⅱ-1624　　　　
(404-Ⅱ-008)

Ⅱ-1630　　　
(405-Ⅱ-005)

Ⅱ-1631　　　
(405-Ⅱ-006)

(1)土砂災害特別警戒区域
　 土砂災害警戒区域                     R2.3.24        　告示第125号



１　指定区域

整理
番号

指定区域名 所　在　地 自然現象の種類

7552 徳間沢１
秋田県由利本荘市東由利館合字板戸、檜倉及び徳
間沢

土石流

7553 徳間沢２ 秋田県由利本荘市東由利館合字徳間沢及び檜倉 土石流

7554 祝沢１
秋田県由利本荘市東由利老方字森ノ越、水上及び
島ノ越

土石流

7555 祝沢２
秋田県由利本荘市東由利老方字森ノ越、水上及び
島ノ越

土石流

7556 祝沢３ 秋田県由利本荘市東由利老方字森ノ越及び水上 土石流

7557 栃木台の沢
秋田県由利本荘市東由利老方字祝沢、松長根、森
ノ越及び水上

土石流

7558 扇野沢１ 秋田県由利本荘市東由利老方字扇野 土石流

7559 扇野沢２ 秋田県由利本荘市東由利老方字扇野 土石流

7560 茂沢 秋田県由利本荘市東由利老方字後沢 土石流

7561 下潟端沢２ 秋田県由利本荘市藤崎字大長根下 土石流

7562 板平沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字板平 土石流

7563 湯ノ沢４
秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字湯ノ沢、伐留及び
滝ノ下

土石流

7564 湯ノ沢５
秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字湯ノ沢、伐留及び
滝ノ下

土石流

7565 牛ノ子沢
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字川熊及び川熊
沢

土石流

7566 桑沢 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字桑沢及び田中 土石流

7567 山崎沢１
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字山サキ、田代及
び堰ノ上

土石流

7568 中村沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字中村 土石流

7569 中村沢４ 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字滝ノ沢及び打越 土石流

7570 高野台沢１
秋田県由利本荘市鳥海町百宅字高野台及び中田
代

土石流

7571 湯ノ沢１
秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字伐留、湯ノ沢、滝ノ
下、十二ノ前及び板平

土石流

7572 湯ノ沢６
秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字湯ノ沢、伐留及び
滝ノ下

土石流

7573 川熊沢
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字山ノ下及び彦八
沢

土石流

7574 彦入沢
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大平ノ下及び彦
八沢

土石流

7575 タカノス沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大平ノ下 土石流

7576 タカノス沢７
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大平ノ下及び岩
ノ沢

土石流

7577 タカノス沢３－１
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字タカノス、彦八沢
及び鷹巣

土石流

(1)土砂災害特別警戒区域
　 土砂災害警戒区域                   R2.3.24        　告示第125号

危険箇所 番号

Ⅱ-1725
（408-Ⅱ-025）

Ⅱ-1726
（408-Ⅱ-026）

新規（408-Ⅱ-
05002）

Ⅱ-1728-1
（408-Ⅱ-028-1）

Ⅰ-1562
（408-Ⅰ-019）

Ⅱ-1701
（408-Ⅱ-001）

Ⅱ-1718
（408-Ⅱ-018）

Ⅱ-1719
（408-Ⅱ-019）

Ⅱ-1724
（408-Ⅱ-024）

Ⅰ-1549
（408-Ⅰ-006）

Ⅰ-1553
（408-Ⅰ-010）

Ⅰ-1554
（408-Ⅰ-011）

Ⅰ-1555
（408-Ⅰ-012）

Ⅰ-1561
（408-Ⅰ-018）

Ⅱ-1888      
(409-Ⅱ-049)

Ⅱ-1889      
(409-Ⅱ-050)

Ⅲ-0436      
(205-Ⅲ-034)

Ⅰ-1546
（408-Ⅰ-003）

Ⅰ-1547
（408-Ⅰ-004）

Ⅱ-1882       
(409-Ⅱ-043)

Ⅱ-1883     
(409-Ⅱ-044)

Ⅱ-1884     
(409-Ⅱ-045)

Ⅱ-1885      
(409-Ⅱ-046)

Ⅱ-1887      
(409-Ⅱ-048)

Ⅱ-1878　　　　
(409-Ⅱ-039)

Ⅱ-1879　　　
(409-Ⅱ-040)



１　指定区域

整理
番号

指定区域名 所　在　地 自然現象の種類

7578 タカノス沢３－２
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字タカノス、彦八沢
及び鷹巣

土石流

7579 タカノス沢３－３
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字タカノス、彦八沢
及び鷹巣

土石流

7580 十二沢 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字タカノス 土石流

7581 タカノス沢４ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字タカノス 土石流

7582 タカノス沢５
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大宮内及び大
又

土石流

7583 タカノス沢６
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大宮内及び大
又

土石流

7584 小宮内沢
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字小宮内及び大
又

土石流

7585 トミ沢
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字トミ沢、清水尻及
び桑沢

土石流

7586 田代沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字堰ノ上及び田中 土石流

7587 田代沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字堰ノ上及び田代 土石流

7588 田代沢３ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字堰ノ上及び田代 土石流

7589 田代沢４
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字田代、堰ノ上及
び山サキ

土石流

7590 石舟１
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字石舟及び糸桶
沢

土石流

7591 石舟３ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字ヤシキ沢 土石流

7592 石舟４
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字石舟及びヤシキ
沢

土石流

7593 馬垣沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町中直根字田中沢 土石流

7594 馬垣沢３
秋田県由利本荘市鳥海町中直根字馬垣及び田中
沢

土石流

7595 出つぼ沢
秋田県由利本荘市鳥海町下直根字迯小屋、滝倉及
び沢内

土石流

7596 中村沢２
秋田県由利本荘市鳥海町下直根字迯小屋、沢内、
滝ノ沢及び中村

土石流

7597 真坂沢 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字末坂 土石流

7598 末坂沢 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字末坂 土石流

7599 水神沢 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字栗出及び間木 土石流

7600 滝ノ沢
秋田県由利本荘市鳥海町下川内字小坂、福岡、向
ノ平及び上鶴田

土石流

7601 七曲沢
秋田県由利本荘市鳥海町下川内字上虎杖平、下鶴
田及び上興屋

土石流

7602 上杉沢
秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字上杉沢、上ノ屋
敷及び田中

土石流

7603 神沢
秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字上ノ屋敷及び田
中

土石流

(1)土砂災害特別警戒区域
　 土砂災害警戒区域                               R2.3.24        　告示第125号

危険箇所 番号

Ⅱ-1760
（408-Ⅱ-060）

Ⅱ-1767
（408-Ⅱ-067）

Ⅱ-1838
（408-Ⅱ-138）

Ⅰ-1583
（408-Ⅰ-040）

Ⅰ-1584-1,2
（408-Ⅰ-041-1,2）

Ⅱ-1746
（408-Ⅱ-046）

Ⅱ-1754
（408-Ⅱ-054）

Ⅱ-1755
（408-Ⅱ-055）

Ⅱ-1756
（408-Ⅱ-056）

Ⅱ-1757
（408-Ⅱ-057）

Ⅱ-1738
（408-Ⅱ-038）

Ⅱ-1739
（408-Ⅱ-039）

Ⅱ-1741
（408-Ⅱ-041）

新規（408-Ⅱ-
05001）

Ⅱ-1744
（408-Ⅱ-044）

Ⅱ-1733
（408-Ⅱ-033）

Ⅱ-1734
（408-Ⅱ-034）

Ⅱ-1735
（408-Ⅱ-035）

Ⅱ-1736
（408-Ⅱ-036）

Ⅱ-1737
（408-Ⅱ-037）

Ⅱ-1728-3
（408-Ⅱ-028-3）

Ⅱ-1729
（408-Ⅱ-029）

Ⅱ-1730
（408-Ⅱ-030）

Ⅱ-1731
（408-Ⅱ-031）

Ⅱ-1732
（408-Ⅱ-032）

Ⅱ-1728-2
（408-Ⅱ-028-2）



１　指定区域

整理
番号

指定区域名 所　在　地 自然現象の種類

7604 乳飲沢
秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字瀬目及び本屋
敷

土石流

7605 間木の平沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字間木ノ平 土石流

7606 間木の平沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字間木ノ平 土石流

7607 上椿沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字上椿 土石流

7608 上椿沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字上椿及び日影 土石流

7609 小川沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町小川字山ノ田及び下小川 土石流

7610 稲荷沢１
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字百合茎及び上
谷地

土石流

7611 八木山沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字八木山 土石流

7612 八木山沢２
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字八木山及び下
台

土石流

7613 堤沢 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字八木山 土石流

7614 稲荷沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字大栗沢及び家ノ前 土石流

7615 沼の沢 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字大栗沢及び家ノ前 土石流

7616 郷具沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字葛ヶ台及び深山 土石流

7617 郷具沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字葛ヶ台 土石流

7618 中台沢
秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字上杉沢及び中
台

土石流

7619 瀬目沢１
秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字本屋敷及び瀬
目

土石流

7620 瀬目沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字瀬目 土石流

7621 瀬目沢３ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字瀬目 土石流

7622 上椿沢 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字日影 土石流

7623 大平沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字峠ノ下 土石流

7624 大平沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字峠ノ下 土石流

7625 青平沢 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字青平 土石流

7626 荒沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字上新沢 土石流

7627 孫仏山沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字峠 土石流

7628 男鹿内川沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字男鹿内 土石流

7629 小川沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町小川字国見及び下小川 土石流

(1)土砂災害特別警戒区域
　 土砂災害警戒区域                        R2.3.24        　告示第125号

危険箇所 番号

Ⅱ-1814
（408-Ⅱ-114）

Ⅱ-1807
（408-Ⅱ-107）

Ⅱ-1808
（408-Ⅱ-108）

Ⅱ-1810
（408-Ⅱ-110）

Ⅱ-1811
（408-Ⅱ-111）

Ⅱ-1813
（408-Ⅱ-113）

Ⅱ-1800
（408-Ⅱ-100）

Ⅱ-1801
（408-Ⅱ-101）

Ⅱ-1802
（408-Ⅱ-102）

Ⅱ-1805
（408-Ⅱ-105）

Ⅱ-1806
（408-Ⅱ-106）

Ⅰ-1602
（408-Ⅰ-059）

Ⅰ-1603
（408-Ⅰ-060）

Ⅱ-1764
（408-Ⅱ-064）

Ⅱ-1765
（408-Ⅱ-065）

Ⅱ-1799
（408-Ⅱ-099）

Ⅰ-1594
（408-Ⅰ-051）

Ⅰ-1596
（408-Ⅰ-053）

Ⅰ-1599
（408-Ⅰ-056）

Ⅰ-1600
（408-Ⅰ-057）

Ⅰ-1601
（408-Ⅰ-058）

Ⅰ-1588
（408-Ⅰ-045）

Ⅰ-1589
（408-Ⅰ-046）

Ⅰ-1590
（408-Ⅰ-047）

Ⅰ-1592
（408-Ⅰ-049）

Ⅰ-1593
（408-Ⅰ-050）



１　指定区域

整理
番号

指定区域名 所　在　地 自然現象の種類

7630 小川沢３
秋田県由利本荘市鳥海町小川字山ノ田、国見及び
下小川

土石流

7631 トラ沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字寅沢及び楢󠄀木平 土石流

7632 楢󠄀ノ木平沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字楢󠄀木平 土石流

7633 八森沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字酢々内 土石流

7634 オモノ沢
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字百合茎及び上
谷地

土石流

7635 百合茎沢
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字百合茎及び上
谷地

土石流

7636 生出谷地沢 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字金堀 土石流

7637 村木沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字村木 土石流

7638 大水神沢
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字上ノ平、大又及
び平根

土石流

7639 八木山沢
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字八木山、下谷地
及び下台

土石流

7640 提鍋沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字山根及び提鍋 土石流

7641 提鍋沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字山根及び提鍋 土石流

7642 カケズノ沢
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字山根、提鍋及び
西野

土石流

7643 外山沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字小又及び大又 土石流

7644 外山沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字小又及び大又 土石流

7645 大兵衛沢 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字外山 土石流

7646 小栗沢１
秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字蛇喰、和菅及び御
嶽ノ越

土石流

7647 小栗沢２
秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字蛇喰、御嶽ノ越及
び和菅

土石流

7648 小栗沢３
秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字蛇喰、御嶽ノ越及
び和菅

土石流

7649 中ノ沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字中ノ沢及び赤沼 土石流

7650 松森沢 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字中ノ沢 土石流

7651 中ノ沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字中ノ沢 土石流

7652 大栗沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字中ノ沢 土石流

7653 足延沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川 土石流

7654 滝の倉沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字西久米 土石流

7655 峠ノ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字西久米 土石流

(1)土砂災害特別警戒区域
　 土砂災害警戒区域                      R2.3.24        　告示第125号

408-Ⅰ-021
(Ⅰ-1564)

408-Ⅰ-022-1,       
  2(Ⅰ-1565)

Ⅱ-1834
（408-Ⅱ-134）

Ⅱ-1835
（408-Ⅱ-135）

Ⅱ-1836
（408-Ⅱ-136）

Ⅱ-1837
（408-Ⅱ-137）

408-Ⅰ-020
(Ⅰ-1563)

Ⅱ-1829
（408-Ⅱ-129）

Ⅱ-1830
（408-Ⅱ-130）

Ⅱ-1831
（408-Ⅱ-131）

Ⅱ-1832
（408-Ⅱ-132）

Ⅱ-1833
（408-Ⅱ-133）

Ⅱ-1824
（408-Ⅱ-124）

Ⅱ-1825
（408-Ⅱ-125）

Ⅱ-1826
（408-Ⅱ-126）

Ⅱ-1827
（408-Ⅱ-127）

Ⅱ-1828
（408-Ⅱ-128）

Ⅱ-1819
（408-Ⅱ-119）

Ⅱ-1820
（408-Ⅱ-120）

Ⅱ-1821
（408-Ⅱ-121）

Ⅱ-1822
（408-Ⅱ-122）

Ⅱ-1823
（408-Ⅱ-123）

Ⅱ-1815
（408-Ⅱ-115）

Ⅱ-1816
（408-Ⅱ-116）

Ⅱ-1817
（408-Ⅱ-117）

Ⅱ-1818
（408-Ⅱ-118）

危険箇所 番号



１　指定区域

整理
番号

指定区域名 所　在　地 自然現象の種類

7656 西久米沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字峠ノ沢 土石流

7657 ネズハタの沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕 土石流

7658 模淵沢1 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕 土石流

7659 ハタ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字野宅 土石流

7660 下宮沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字下ノ宮 土石流

7661 水神沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字下ノ宮 土石流

7662 彦谷沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字天神 土石流

7663 天神沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字天神 土石流

7664 目渡沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台 土石流

7665 双子沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台 土石流

7666 コズカミ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川 土石流

7667 堤ノ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字切留 土石流

7668 水無川沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川 土石流

7669 赤沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字口赤沢 土石流

7670 西久米沢1 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字西久米 土石流

7671 西久米沢2 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字西久米 土石流

7672 ヤンゼン沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉 土石流

7673 西久米沢3 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉 土石流

7674 下の沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉 土石流

7675 向赤倉沢1 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字二階 土石流

7676 向赤倉沢2 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字向赤倉 土石流

7677 水上沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉 土石流

7678 赤倉沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字滝ノ上 土石流

7679 模淵沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕 土石流

7680 ヤスケ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大桂 土石流

7681 ヒラノ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大桂 土石流

(1)土砂災害特別警戒区域
　 土砂災害警戒区域                    R2.3.24        　告示第125号

危険箇所 番号

408-Ⅱ-081
(Ⅱ-1781)

408-Ⅱ-082
(Ⅱ-1782)

408-Ⅱ-083
(Ⅱ-1783)

408-Ⅱ-076
(Ⅱ-1776)

408-Ⅱ-077
(Ⅱ-1777)

408-Ⅱ-078
(Ⅱ-1778)

408-Ⅱ-079
(Ⅱ-1779)

408-Ⅱ-080
(Ⅱ-1780)

408-Ⅱ-071
(Ⅱ-1771)

408-Ⅱ-072
(Ⅱ-1772)

408-Ⅱ-073
(Ⅱ-1773)

408-Ⅱ-074
(Ⅱ-1774)

408-Ⅱ-075
(Ⅱ-1775)

408-Ⅰ-037
(Ⅰ-1580)

408-Ⅰ-038
(Ⅰ-1581)

408-Ⅱ-068
(Ⅱ-1768)

408-Ⅱ-069
(Ⅱ-1769)

408-Ⅱ-070
(Ⅱ-1770)

408-Ⅰ-031
(Ⅰ-1574)

408-Ⅰ-032
(Ⅰ-1575)

408-Ⅰ-033
(Ⅰ-1576)

408-Ⅰ-034
(Ⅰ-1577)

408-Ⅰ-035
(Ⅰ-1578)

408-Ⅰ-023
(Ⅰ-1566)

408-Ⅰ-024
(Ⅰ-1567）

408-Ⅰ-025
(Ⅰ-1568)



１　指定区域

整理
番号

指定区域名 所　在　地 自然現象の種類

7682 オオカズラ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大桂 土石流

7683 針水沢1 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水 土石流

7684 ネコヤ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水 土石流

7685 針水沢2 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水 土石流

7686 針水沢3-1 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水 土石流

7687 針水沢3-2 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水 土石流

7688 模淵沢2 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕 土石流

7689 福島沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字福島 土石流

7690 砂口沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字砂口 土石流

7691 山の神沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字平ノ沢 土石流

7692 竜ヶ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字平ノ沢 土石流

7693 カンスズ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字平ノ沢 土石流

7694 畑平沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字畑平 土石流

(1)土砂災害特別警戒区域
　 土砂災害警戒区域                           R2.3.24        　告示第125号

危険箇所 番号

408-Ⅱ-096
(Ⅱ-1796)

408-Ⅱ-090
(Ⅱ-1790)

408-Ⅱ-092
(Ⅱ-1792)

408-Ⅱ-093
(Ⅱ-1793)

408-Ⅱ-094
(Ⅱ-1794)

408-Ⅱ-095
(Ⅱ-1795)

408-Ⅱ-086
(Ⅱ-1786)

408-Ⅱ-087
(Ⅱ-1787)

408-Ⅱ-088-1
(Ⅱ-1788)

408-Ⅱ-088-2
(Ⅱ-1788)

408-Ⅱ-089
(Ⅱ-1789)

408-Ⅱ-084
(Ⅱ-1784)

408-Ⅱ-085
(Ⅱ-1785)


