
１　指定区域

R2.3.24        　告示第126号

整理
番号

指定区域名 所　在　地 自然現象の種類

7834 西田沢 秋田県由利本荘市山内字西田及び菖蒲谷地 土石流

7835 桜沢２ 秋田県由利本荘市岩城道川字桜沢及び前田表 土石流

7836 一島越沢 秋田県由利本荘市東由利老方字島ノ越、水上及び野郎沢 土石流

7837 山崎沢２
秋田県由利本荘市岩城道川字山崎及び中崎並びに同市
岩城内道川字屋根森

土石流

7838 桜沢 秋田県由利本荘市岩城泉田字長田及び小森 土石流

7839 湯殿沢 秋田県由利本荘市岩城富田字竹ノ下 土石流

7840 亀田町沢１ 秋田県由利本荘市岩城富田字板敷 土石流

7841 松長根沢 秋田県由利本荘市東由利老方字祝沢、松長根及び扇野 土石流

7842 家口台沢 秋田県由利本荘市船岡字砂堰及び竜ヶ森 土石流

7843 湯ノ沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字湯ノ沢及び滝ノ下 土石流

7844 板平沢２
秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字十二ノ前、外谷地及び板
平

土石流

7845 タカノス沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大平ノ下 土石流

7846 石舟２ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字石舟 土石流

7847 山崎沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字山サキ 土石流

7848 山崎沢３ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字山サキ 土石流

7849 馬垣沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町中直根字田中沢 土石流

7850 馬垣沢４ 秋田県由利本荘市鳥海町中直根字柳下及び馬垣 土石流

7851 中村沢３ 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字滝ノ沢及び沢内 土石流

7852 高口沢
秋田県由利本荘市鳥海町下直根字沢入及び同市鳥海町
上川内字葛ヶ台

土石流

7853 新沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字戸坂、桧山沢及び寅沢 土石流

7854 新沢平 秋田県由利本荘市鳥海町小川字下新沢 土石流

7855 祝沢-1 秋田県由利本荘市東由利老方字祝沢及び松長根 地滑り 129-1

7856 祝沢-2 秋田県由利本荘市東由利老方字祝沢、森ノ越及び松長根 地滑り 129-2

7857 飯沢
秋田県由利本荘市飯沢字山岸及び湯ノ沢並びに同市大
水口字大鉢沢及び大水口並びに同市前郷

地滑り 136
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7858 東中沢
秋田県由利本荘市東中沢字清造坊及び中沢並びに同市
大水口字鳥屋田並びに同市五十土

地滑り 137

7859 吉沢-1
秋田県由利本荘市吉沢字荒沢口、上林、小山田、玉坂、
坊ケ沢、向小山田、吉沢前田及び吉沢後田

地滑り 138-1

7860 吉沢-2
秋田県由利本荘市吉沢字荒沢口、芋ケ台、小山田、玉坂
及び向小山田

地滑り 138-2

7861 下屋敷1 秋田県由利本荘市西沢字上屋敷、坂ノ下及び下屋敷 地滑り 139

7862 二タ子
秋田県由利本荘市堰口字西上原角間台及び同市西沢字
上堂ケ沢、田代、舞台及び二タ子

地滑り 140

7863 平石
秋田県由利本荘市黒沢字東由利原及び同市堰口字堰口、曽根、西上原角間台
及び山ノ下並びに同市西沢字田代、舞台及び二タ子並びに同市東鮎川及び同
市平石字堂ケ沢、堂林及び平石

地滑り 141

7864 中畑
秋田県由利本荘市堰口字曽根及び山ノ下並びに同市東
鮎川字大舟沢及び蒲田前並びに同市町村字木戸口及び
中畑

地滑り 142

7865 沢口 秋田県由利本荘市東鮎川字石垣、岡田、沢口及び谷地 地滑り 144

7866 南福田
秋田県由利本荘市東鮎川及び同市町村字鳴瀬台及び同
市南福田字上鳴瀬、大門、中鳴瀬及び東鳴瀬

地滑り 145

7867 内道川-1
秋田県由利本荘市岩城内道川字馬道、風平、ガザ平、烏
森、川向、観音下及び三嶽堂

地滑り 150-1

7868 内道川-2
秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢、ガザ平及び烏森並び
に同市岩城勝手字赤砂子、大沢、潟ノ畑、烏ヶ森及び堂ノ後口

地滑り 150-2

7869 内道川-3
秋田県由利本荘市岩城勝手字大沢、潟ノ畑、中島及び堂
ノ後口

地滑り 150-3

7870 君ヶ野
秋田県由利本荘市岩城内道川字扇田、上台、中野及び町
田

地滑り 2108-0001

7871 上田表
秋田県由利本荘市赤田字上田表、日影持、古戸、百部岡
及び山崎

地滑り 2108-0010

7872 小滝
秋田県由利本荘市赤田字荒沢座、大滝、蟹沢、金山長
根、小滝、五枚田、白銀台、中沢大台、中山及び横長根

地滑り 2108-0011

7873 六助長根
秋田県由利本荘市東由利宿字大落、大谷地、黒沢、九重
滝、御嶽及び三ツ森下

地滑り 2108-0017

7874 大吹川
秋田県由利本荘市東由利黒渕字清水尻及び下田代並び
に同市東由利田代字沢中、片符沢及び袖山

地滑り 2108-0022

7875 蛇喰
秋田県由利本荘市東由利杉森字蛇喰、十二ケ沢、西ノ股
及び沼

地滑り 2108-0029

7876 北ノ股-2
秋田県由利本荘市北ノ股字大蛇ヶ嶽、上王子ヶ滝、上山神
沢及び下王子ヶ滝並びに同市南ノ股字大原田

地滑り N4-2

7877 大吹川1
秋田県由利本荘市東由利黒渕字清水尻、下田代、更田及
び山ノ下谷地並びに同市東由利田代字片符沢及び袖山

地滑り N8-1

7878 大吹川2-2 秋田県由利本荘市東由利黒渕字更田及び山ノ下谷地 地滑り N8-2-2

7879 須郷-1
秋田県由利本荘市東由利黒渕字下大平、須郷及び中大
平並びに同市東由利宿字名古及び山ノ下

地滑り N13-1

7880 須郷-2
秋田県由利本荘市東由利黒渕字下大平及び須郷並びに
同市東由利宿字名古及び山ノ下

地滑り N13-2

7881 須郷-3
秋田県由利本荘市東由利黒渕字須郷、中大平、更田及び
山岸

地滑り N13-3

(1)土砂災害警戒区域

危険箇所 番号



１　指定区域

R2.3.24        　告示第126号

整理
番号

指定区域名 所　在　地 自然現象の種類

7882 大台-1
秋田県由利本荘市東由利宿字大台、大谷地、根小屋及び
三ツ森下

地滑り N14-1-1

7883 大台-2
秋田県由利本荘市東由利宿字大落、大台、大谷地、根小
屋及び三ツ森下

地滑り N14-1-2

7884 大台-3
秋田県由利本荘市東由利宿字大落、大谷地、黒沢、九重
滝及び三ツ森下

地滑り N14-1-3

7885 大台-4 秋田県由利本荘市東由利宿字大落及び三ツ森下 地滑り N14-1-4

7886 大台-5 秋田県由利本荘市東由利宿字大落及び大台 地滑り N14-1-5

7887 大台-6 秋田県由利本荘市東由利宿字大落、大台及び三ツ森下 地滑り N14-1-6

7888 大台1
秋田県由利本荘市東由利宿字大台、寺山、根小屋及び若
林

地滑り N14-2

7889 滝ノ上-2 秋田県由利本荘市滝字穴沢 地滑り N15-2-2

7890 滝ノ上-3 秋田県由利本荘市滝字穴沢 地滑り N15-2-3

7891 長根山-3 秋田県由利本荘市葛岡字越前山及び同市及位字長根山 地滑り N44-3

7892 金山
秋田県由利本荘市金山字梅ノ木沢、大台、金山、須郷、堰根口、苗代
沢、向沢、湯ノ沢及び横長根並びに同市館前字館前、鳥追及び広向

地滑り N45

7893 町村-1
秋田県由利本荘市町村字上ノ畑及び鳴瀬台並びに同市
葛法字稲荷沢、片野台及び四十枚沢並びに同市東鮎川

地滑り N46-1

7894 町村-2
秋田県由利本荘市町村字上ノ畑、唐岸城、木戸口及び黒
森

地滑り N46-2

7895 町村-3
秋田県由利本荘市町村字木戸口及び同市東鮎川字蒲田
前

地滑り N46-3

7896 堰口
秋田県由利本荘市町村及び同市堰口字堰口、曽根、西上原、西上原角
間台及び山ノ下並びに同市平石字堂ケ沢及び平石並びに同市東鮎川

地滑り N47

7897 下屋敷
秋田県由利本荘市黒沢字東由利原及び同市西沢字上屋
敷、坂ノ下、下打ノ又及び下屋敷

地滑り N48

7898 下吹-1 秋田県由利本荘市東由利宿字大林、翁台及び下吹 地滑り N56-1

7899 下吹-3
秋田県由利本荘市東由利宿字大琴、大平、下吹、土場沢
及び宮ノ下

地滑り N56-3

7900 下吹-4 秋田県由利本荘市東由利宿字大平及び下吹 地滑り N56-4

7901 下吹-5 秋田県由利本荘市東由利宿字大釜及び土場沢 地滑り N56-5

7902 中台-1 秋田県由利本荘市東由利杉森字上沼、蛇喰及び沼 地滑り N65-1

7903 中台-2 秋田県由利本荘市東由利杉森字上沼、蛇喰及び沼 地滑り N65-2

7904 西久米-1
秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字佐吉畑、葛平、西久米
及び峠ノ沢

地滑り 104-1

7905 西久米-2 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字葛平及び西久米 地滑り 104-2
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7906 上野宅 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字砥沢、荒見及び猿落 地滑り 105

7907 日影-1
秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字蒲沢、日影、沼ノ平及
び狐沢

地滑り 106-1

7908 天神
秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字清水平、裾平、天神、
柳渕、色田、砂口及び狐沢

地滑り 107

7909 中村-1 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤舘、色田及び裾平 地滑り 108-1

7910 中村-2 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤舘、色田及び裾平 地滑り 108-2

7911 新沢平-1
秋田県由利本荘市鳥海町小川字新沢川、花見場、金森、
上新沢及び下新沢

地滑り 109-1

7912 小川-1
秋田県由利本荘市鳥海町小川字山ノ田、下小川、国見、
倉隅及び大坂

地滑り 110-1

7913 小川-2
秋田県由利本荘市鳥海町小川字山ノ田、大槻、下小川、
明戸及び倉隅

地滑り 110-2

7914 百合茎-1
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字ムヂナ沢、兎台、百合
茎、上谷地及び金堀

地滑り 111-1

7915 百合茎-2
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字ムヂナ沢、百合茎及び
上谷地

地滑り 111-2

7916 百合茎-3
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字ムヂナ沢、渕ノ上、百
合茎、生出谷地及び上谷地

地滑り 111-3

7917 八木山1-1 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字狐沢及び八木山 地滑り 112-1

7918 八木山1-2
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字狐沢、八木山及び下
台

地滑り 112-2

7919 八木山1-3
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字狐沢、八木山、下谷地
及び下台

地滑り 112-3

7920 栗沢-1
秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字中ノ沢、蛇喰、赤沼、桂
渕、牛越、牛ヶ首、小栗沢及び御嶽ノ越

地滑り 113-1

7921 栗沢-2 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字蛇喰、赤沼及び牛越 地滑り 113-2

7922 栗沢-5 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字中ノ沢 地滑り 113-5

7923 栗沢-6 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字中ノ沢及び桂渕 地滑り 113-6

7924 タカノス-1
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大平ノ下、岩ノ沢、彦
八沢、山ノ下、山の下国有林及び彦八国有林

地滑り 114-1

7925 タカノス-2
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大平ノ下、タカノス、彦
八沢、彦八国有林及び鷹巣国有林

地滑り 114-2

7926 タカノス-3
秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大平ノ下、タカノス及び
彦八沢

地滑り 114-3

7927 川端
秋田県由利本荘市鳥海町中直根字山田、鳥矢森、清水
沢、沢口、宮ノ下、川端、中山、山ノ下及び四ツ矢

地滑り 115

7928 外山-2
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字中長根、大又及び清
水尻

地滑り 116-2

7929 坂之下-1
秋田県由利本荘市矢島町坂之下字堀切、上新田、中陣新
田、貝喰、八森新田、高畑、八森及び上川原

地滑り 117-1
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7930 坂之下-2 秋田県由利本荘市矢島町坂之下字八森及び上川原 地滑り 117-2

7931 妻之神-1
秋田県由利本荘市矢島町新荘字上妻之神、下妻之神及
び貝長沢

地滑り 118-1

7932 妻之神-4 秋田県由利本荘市矢島町新荘字高清水及び下妻之神 地滑り 118-4

7933 妻之神-5
秋田県由利本荘市矢島町新荘字高清水、上沢内及び下
妻之神

地滑り 118-5

7934 軽井沢
秋田県由利本荘市矢島町立石字軽井沢及び草訳沢並び
に同市矢島町新荘字鍋倉

地滑り 119

7935 濁川 秋田県由利本荘市矢島町荒沢字上濁川及び濁川 地滑り 120

7936 熊之子沢
秋田県由利本荘市矢島町荒沢字上一枚田、下一枚田、深
沢及び蛭森

地滑り 121

7937 針ヶ岡-1
秋田県由利本荘市矢島町荒沢字大森、上針ヶ岡及び箸ノ
王子

地滑り 122-1

7938 西ノ舘-2
秋田県由利本荘市矢島町城内字中樋上、西ノ舘、樋上及
び水上

地滑り 123-2

7939 沢内1-3
秋田県由利本荘市矢島町川辺字相ヶ平、杉沢、砂子沢及
び大崩

地滑り 124-3

7940 沢内1-4
秋田県由利本荘市矢島町川辺字氷ヶ平、相ヶ平、松ヶ平及
び杉沢並びに同市矢島町木在字上木在

地滑り 124-4

7941 沢内-4
秋田県由利本荘市矢島町川辺字次郷尻、沢内、片倉及び
石原長根

地滑り 262-4

7942 姥ヶ懐-1
秋田県由利本荘市鳥海町上川内字狐沢並びに同市鳥海
町栗沢字姥ヶ懐、クルミ沢、姥ヶ懐台及び竪山

地滑り 2108-0048-1

7943 姥ヶ懐-4
秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字一本ブナ、土橋、和菅、
片倉、竪山及び姥ヶ懐

地滑り 2108-0048-4

7944 片倉-2
秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字片倉、クルミ沢及び姥ヶ
懐

地滑り 2108-0049-2

7945 崩ヶ沢-2
秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字繋ヶ沢、間木ノ平、上
間木ノ平及び下久保

地滑り 2108-0053-2

7946 向赤倉-1
秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字二階、薬師堂、下野沢
及び倉手

地滑り 2108-0056-1

7947 向赤倉-2
秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字向赤倉、二階、赤倉、
薬師堂及び日照滝

地滑り 2108-0056-2

7948 板平-2
秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前、板平、外谷地、
十二ノ前及び廣野

地滑り 2108-0063-2

7949 休石-1
秋田県由利本荘市鳥海町下直根字休石、栗出、高口及び間木、同市鳥
海町上川内字比良ノ下及び下モ沢並びに同市鳥海町才ノ神字中谷地

地滑り N1-1

7950 休石-2
秋田県由利本荘市鳥海町下直根字休石及び間木並びに
同市鳥海町上川内字深山、郷具及び川端

地滑り N1-2

7951 八木山-2
秋田県由利本荘市鳥海町小川字花見場、下新沢、八木
山、鍋清水及び男鹿内

地滑り N3-2

7952 八木山-5
秋田県由利本荘市鳥海町小川字花見場、大久内、八木
山、下新沢及び鍋清水

地滑り N3-5

7953 才ノ神-2
秋田県由利本荘市鳥海町才ノ神字カクチヒラ、前谷地及び
中谷地

地滑り N12-2

(1)土砂災害警戒区域

危険箇所 番号



１　指定区域

R2.3.24        　告示第126号

整理
番号

指定区域名 所　在　地 自然現象の種類

7954 才ノ神-4
秋田県由利本荘市鳥海町伏見字上原及び上ノ平並びに
同市鳥海町才ノ神字中谷地

地滑り N12-4

7955 上椿-1 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字上椿及び日影 地滑り N20-1

7956 上椿-10 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字上椿、中椿及び日影 地滑り N20-10

7957 田中-1
秋田県由利本荘市矢島町川辺字上ノ山、山舘、月山下、
田中、砂子沢、道端、杉沢及び艾田

地滑り N49-1

7958 田中-2
秋田県由利本荘市矢島町川辺字月山下、砂子沢、大崩、
相ヶ平及び杉沢

地滑り N49-2

7959 田中-3
秋田県由利本荘市矢島町川辺字楢長根、上ノ山、田中及
び艾田

地滑り N49-3

7960 田中-4
秋田県由利本荘市矢島町川辺字蕗平、大崩、次郷尻、沢
内及び中沢内

地滑り N49-4

7961 小杉沢
秋田県由利本荘市矢島町城内字高森、分水長根、広田面、千貫石、小
杉沢、落ノ沢及び日陰平並びに同市矢島町川辺字堰ノ下及び小杉沢

地滑り N51

7962 石滝-2
秋田県由利本荘市矢島町荒沢字石滝、濁川、與惣坂及び
柴倉

地滑り N52-2

7963 大谷地(2)
秋田県由利本荘市矢島町荒沢字横長根、大谷地、横長根
奥、石滝、深沢、上ユスリキ、下ユスリキ及び上一枚田

地滑り N54

7964 天池
秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字天池、下天池及び冷
沢並びに同市鳥海町小川字金森及び新沢川

地滑り N60

(1)土砂災害警戒区域

危険箇所 番号


