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7774 浜間口1 秋田県男鹿市男鹿中浜間口字岡杭 地滑り 82-1

7775 浜間口2 秋田県男鹿市男鹿中浜間口字岡杭 地滑り 82-2

7776 中間口1 秋田県男鹿市男鹿中中間口字千苅田 地滑り 83-1

7777 中間口6 秋田県男鹿市男鹿中中間口字千苅田 地滑り 83-6

7778 中間口7 秋田県男鹿市男鹿中中間口字千苅田及び堂田 地滑り 83-7

7779 中間口9 秋田県男鹿市男鹿中中間口字堂田及び姥懐 地滑り 83-9

7780 中間口10 秋田県男鹿市男鹿中中間口字千苅田及び堂田 地滑り 83-10

7781 中間口11 秋田県男鹿市男鹿中中間口字千苅田 地滑り 83-11

7782 姫ヶ沢1 秋田県男鹿市船川港金川字姫ヶ沢及び上ノ山 地滑り 87-1

7783 姫ヶ沢3 秋田県男鹿市船川港金川字姫ヶ沢 地滑り 87-3

7784 芦沢1 秋田県男鹿市船川港船川字芦沢及び化世沢 地滑り 89-1

7785 芦沢4
秋田県男鹿市船川港船川字芦沢及び化世沢並びに同市
船川港南平沢字大畑台

地滑り 89-4

7786 芦沢5
秋田県男鹿市船川港船川字芦沢及び化世沢並びに同市
船川港南平沢字大畑台

地滑り 89-5

7787 芦沢6
秋田県男鹿市船川港船川字芦沢及び化世沢並びに同市
船川港南平沢字大畑台

地滑り 89-6

7788 小浜1 秋田県男鹿市船川港小浜字小倉山及び下台 地滑り 91-1

7789 小浜2
秋田県男鹿市船川港小浜字小倉山及び同市船川港双六
字打越

地滑り 91-2

7790 門前1 秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水 地滑り 92-1

7791 門前2 秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水 地滑り 92-2

7792 門前3 秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水 地滑り 92-3

7793 門前4 秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水 地滑り 92-4

7794 門前5 秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水 地滑り 92-5

7795 門前6 秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水 地滑り 92-6

7796 門前7 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川及び垂水 地滑り 92-7

7797 門前8 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川及び垂水 地滑り 92-8

7798 門前9 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川及び垂水 地滑り 92-9

7799 門前10 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り 92-10

7800 門前11 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川及び垂水 地滑り 92-11
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7801 門前12 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川及び垂水 地滑り 92-12

7802 門前13 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り 92-13

7803 門前14 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り 92-14

7804 門前15 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り 92-15

7805 門前16 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り 92-16

7806 門前17 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り 92-17

7807 門前18 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り 92-18

7808 門前19 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り 92-19

7809 加茂青砂1 秋田県男鹿市戸賀加茂青砂字倉道、山道添及び鴨 地滑り 93-1

7810 加茂青砂2 秋田県男鹿市戸賀加茂青砂字倉道、休場、山道添及び鴨 地滑り 93-2

7811 加茂青砂4 秋田県男鹿市戸賀加茂青砂字倉道、休場及び山道添 地滑り 93-4

7812 加茂青砂5
秋田県男鹿市戸賀加茂青砂字倉道、休場、鴨、向山及び
山道添

地滑り 93-5

7813 加茂青砂6 秋田県男鹿市戸賀加茂青砂字休場及び向山 地滑り 93-6

7814 加茂青砂7
秋田県男鹿市戸賀加茂青砂字倉道、休場、鴨、向山及び
山道添

地滑り 93-7

7815 戸賀2 秋田県男鹿市戸賀戸賀字戸賀 地滑り 96-2

7816 戸賀5 秋田県男鹿市戸賀戸賀字戸賀及び長森前 地滑り 96-5

7817 戸賀6 秋田県男鹿市戸賀戸賀字戸賀及び長森前 地滑り 96-6

7818 泉台1 秋田県男鹿市船川港船川字泉台及び海岸通り二号 地滑り 88-1

7819 泉台2 秋田県男鹿市船川港船川字泉台、船川、片田及び漆畑 地滑り 88-2

7820 泉台3
秋田県男鹿市船川港船川字漆畑、片田、大沢田及び
小沢田

地滑り 88-3

7821 泉台4 秋田県男鹿市船川港船川字大沢田、柳沢及び漆畑 地滑り 88-4

7822 泉台5 秋田県男鹿市船川港船川字大沢田、柳沢及び漆畑 地滑り 88-5

7823 泉台6 秋田県男鹿市船川港船川字大沢田及び柳沢 地滑り 88-6

7824 泉台7
秋田県男鹿市船川港船川字大沢田、小沢田、漆畑及び
片田

地滑り 88-7

7825 泉台8 秋田県男鹿市船川港船川字大沢田及び小沢田 地滑り 88-8

7826 泉台9 秋田県男鹿市船川港船川字大沢田及び小沢田 地滑り 88-9

7827 泉台10 秋田県男鹿市船川港船川字小沢田 地滑り 88-10
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