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秋田県告示第１２５号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項及び第９条

第１項の規定により、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定するので、同法第７条第４項及び

第９条第４項の規定に基づき、公示する。

令和２年３月24日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

土砂災害の発生原因 建築物の構造の規制

区 域 名 区 域 となる自然現象の種 に必要な衝撃に関す

類 る事項

三の丸 秋田県大館市三ノ丸及び古川町（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊 次の図のとおり

古川町 秋田県大館市古川町、中城、上町、金坂、八幡及び 急傾斜地の崩壊

鉄砲場（次の図のとおり）

本宮１号 秋田県大館市本宮字上ノ山、館下及び熊ノ下（次の 急傾斜地の崩壊

図のとおり）

大子内 秋田県大館市大子内字三ツ梨、八幡下、林ノ上及び 急傾斜地の崩壊

家ノ間（次の図のとおり）

本宮 秋田県大館市本宮字熊ノ下及び本田（次の図のとお 急傾斜地の崩壊

り）

松倉沢 秋田県大館市山田字保滝沢（次の図のとおり） 土石流

明利又 秋田県北秋田市七日市字明利又及び水無（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

湯ノ沢 秋田県北秋田市森吉字湯ノ岱川向湯ノ沢（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

根森田 秋田県北秋田市根森田字山下（次の図のとおり） 急傾斜地の崩壊

細越 秋田県北秋田市根森田字細越家ノ後及び苗代沢（次 急傾斜地の崩壊

の図のとおり）

堺田 秋田県北秋田市根森田字尽森下堺田、追上岱、追上 急傾斜地の崩壊

沢出口及び桂ノ沢（次の図のとおり）

湯ノ岱沢 秋田県北秋田市森吉字湯ノ岱（次の図のとおり） 土石流

深度沢１ 秋田県北秋田市森吉字押付岱（次の図のとおり） 土石流

立平沢 秋田県北秋田市根森田字仲ノ又及び山下（次の図の 土石流

とおり）

南沢 秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字塚ノ岱（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

不動羅 秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字不動羅及び同町沖 急傾斜地の崩壊

田面（次の図のとおり）

土湯ノ沢 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字梨木岱（次の図の 土石流

とおり）

水入沢 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字八木沢（次の図 土石流

のとおり）

八木沢２ 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字八木沢（次の図 土石流

のとおり）

西山下沢 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字西山下（次の図 土石流

のとおり）

南沢沢 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字梨木岱（次の図の 土石流

とおり）

長根沢１ 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字村廻及び下村下タ 土石流

並びに同町沖田面字長根沢（次の図のとおり）

種沢５ 秋田県能代市二ツ井町種外面（次の図のとおり） 土石流

仁鮒沢２ 秋田県能代市二ツ井町仁鮒中台（次の図のとおり） 土石流

種沢６ 秋田県能代市二ツ井町種外面（次の図のとおり） 土石流

桜沢 秋田県由利本荘市岩城道川字桜沢及び前田表(次の 急傾斜地の崩壊
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図のとおり)

山崎 秋田県由利本荘市岩城道川字山崎、中沢及び中崎 急傾斜地の崩壊

(次の図のとおり)

高畑 秋田県由利本荘市岩城内道川字八幡前、前畑及び馬 急傾斜地の崩壊

場ノ沢(次の図のとおり)

富田 秋田県由利本荘市岩城富田字板敷(次の図のとおり) 急傾斜地の崩壊

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 急傾斜地の崩壊

ト(次の図のとおり)

飯沢 秋田県由利本荘市飯沢字飯沢、篠竹、山岸及び湯ノ 急傾斜地の崩壊

沢(次の図のとおり)

ガザ平 秋田県由利本荘市岩城内道川字ガザ平及び風平(次 急傾斜地の崩壊

の図のとおり)

築館 秋田県由利本荘市岩城内道川字築館、扇田、苅又沢 急傾斜地の崩壊

及びトマカ沢(次の図のとおり)

板戸 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸(次の図のとお 急傾斜地の崩壊

り)

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 急傾斜地の崩壊

田(次の図のとおり)

浮蓋１号 秋田県由利本荘市東由利老方字浮蓋(次の図のとお 急傾斜地の崩壊

り)

祝沢１号 秋田県由利本荘市東由利老方字祝沢及び水上(次の 急傾斜地の崩壊

図のとおり)

祝沢 秋田県由利本荘市東由利老方字祝沢及び水上(次の 急傾斜地の崩壊

図のとおり)

祝沢２号 秋田県由利本荘市東由利老方字森ノ越(次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり)

扇野１号 秋田県由利本荘市東由利老方字扇野(次の図のとお 急傾斜地の崩壊

り)

扇野２号 秋田県由利本荘市東由利老方字扇野(次の図のとお 急傾斜地の崩壊

り)

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 急傾斜地の崩壊

平(次の図のとおり)

茂沢 秋田県由利本荘市東由利老方字茂沢及びガザ平(次 急傾斜地の崩壊

の図のとおり)

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(次 急傾斜地の崩壊

の図のとおり)

徳間沢２号 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸(次の図のとお 急傾斜地の崩壊

り)

浮蓋２号 秋田県由利本荘市東由利老方字浮蓋(次の図のとお 急傾斜地の崩壊

り)

西田 秋田県由利本荘市山内字西田(次の図のとおり) 急傾斜地の崩壊

矢の本 秋田県由利本荘市鳥海町下川内字矢ノ本（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

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（次 急傾斜地の崩壊

の図のとおり）

栗出 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字栗出（次の図のと 急傾斜地の崩壊

り）

ヒノ沢 秋田県由利本荘市鳥海町中直根字柳下及び馬垣（次 急傾斜地の崩壊

の図のとおり）

袖川 秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字奥山（次の図のとお 急傾斜地の崩壊

り）

高野台 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字高野台（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）
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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（次 急傾斜地の崩壊

の図のとおり）

遠上２号 秋田県由利本荘市鳥海町百宅字遠上（次の図のとお 急傾斜地の崩壊

り）

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 急傾斜地の崩壊

沢（次の図のとおり）

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 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

川熊 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字川熊及び川熊沢 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

上虎杖平 秋田県由利本荘市鳥海町下川内字上虎杖平（次の図 急傾斜地の崩壊

のとおり）

高口２号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字石神（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

高口１号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字高口（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

南沢 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字南沢（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

末坂１号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字末坂（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

末坂２号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字末坂（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

沢内１号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字沢内（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

沢内２号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字沢内（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

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 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

田中沢 秋田県由利本荘市鳥海町中直根字田中沢（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

栗出２号 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字栗出（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

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 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

桑沢 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字桑沢（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

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 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

大宮内 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大宮内（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

大又 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字大又（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

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 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

伏見 秋田県由利本荘市鳥海町伏見字高平、赤渋、川添及 急傾斜地の崩壊

び山添（次の図のとおり）

久保 秋田県由利本荘市鳥海町伏見字久保、同市鳥海町栗 急傾斜地の崩壊

沢字上田野及び同市鳥海町上川内字伏見沢（次の図

のとおり）

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 急傾斜地の崩壊

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（次の図のとおり）

八木山１号 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字八木山（次の図の 急傾斜地の崩壊
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とおり）

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 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

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 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

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 急傾斜地の崩壊

び瀬目（次の図のとおり）

瀬目 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字瀬目（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

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 急傾斜地の崩壊

海町伏見字伏見（次の図のとおり）

伏見１号 秋田県由利本荘市鳥海町小川字清水（次の図のとお 急傾斜地の崩壊

り）

御嶽越２号 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字御嶽ノ越（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

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 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

滝野 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字滝野及び伏見沢 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

八木山２号 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字八木山（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

葛ヶ台 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字葛ヶ台（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

下小川 秋田県由利本荘市鳥海町小川字下小川（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

峠 秋田県由利本荘市鳥海町小川字峠（次の図のとお 急傾斜地の崩壊

り）

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 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

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 急傾斜地の崩壊

大平道ノ下（次の図のとおり）

間木平 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字間木ノ平（次の図 急傾斜地の崩壊

のとおり）

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 急傾斜地の崩壊

（次の図のとおり）

御嶽越１号 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字御嶽ノ越（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

天神 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字天神及び柳渕（次 急傾斜地の崩壊

の図のとおり）

下ノ宮 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字下ノ宮（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

野宅 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字野宅（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

赤倉１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

赤倉 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

皿川 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

福島 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字福島（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

下ノ宮１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字野宅（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）
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野宅２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字野宅（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

峠ノ沢１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字峠ノ沢（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

葛平 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字葛平（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

大桂１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大桂（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

大桂２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大桂（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

口赤沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字口赤沢（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

皿川１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

皿川４号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

堺台 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

天神１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字天神（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

砂口 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字砂口（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

模渕１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

模渕 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

滝ノ上１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字滝ノ上（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

滝ノ上３号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字滝ノ上（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

赤倉３号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

向赤倉２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字向赤倉（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

赤倉２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

向赤倉１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字向赤倉（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

天神２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字天神（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

針水１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

針水２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

二階 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字二階（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

清水見１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字清水見（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

清水見２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字清水見（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

倉手 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字倉手（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

峠ノ沢２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字峠ノ沢（次の図の 急傾斜地の崩壊
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とおり）

皿川３号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

下ノ宮２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字下ノ宮（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

滝ノ上２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字滝ノ上（次の図の 急傾斜地の崩壊

とおり）

皿川２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

切留１号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字切留（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

切留２号 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字切留（次の図のと 急傾斜地の崩壊

おり）

松ヶ崎町沢 秋田県由利本荘市松ヶ崎字松ヶ崎町並びに神沢字神 土石流

沢、陣場、冷水及び大ハケ(次の図のとおり)

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(次 土石流

の図のとおり)

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 土石流

及び大石川原(次の図のとおり)

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

(次の図のとおり)

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 土石流

家ノ沢山(次の図のとおり)

湯ノ沢 秋田県由利本荘市岩城富田字竹ノ下及び字板敷(次 土石流

の図のとおり)

行平 秋田県由利本荘市矢島町立石字行平(次の図のとお 土石流

り)

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 土石流

川字久保田(次の図のとおり)

藤田沢４ 秋田県由利本荘市岩城道川字田中及び久保田(次の 土石流

図のとおり)

宮ノ前沢 秋田県由利本荘市岩城福俣字谷地(次の図のとおり) 土石流

竹ノ下沢 秋田県由利本荘市岩城富田字竹ノ下(次の図のとお 土石流

り)

境沢１ 秋田県由利本荘市東由利館合字境及び板戸(次の図 土石流

のとおり)

境沢２ 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸(次の図のとお 土石流

り)

境沢３ 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸(次の図のとお 土石流

り)

トヨギ沢 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸(次の図のとお 土石流

り)

板戸沢 秋田県由利本荘市東由利館合字板戸(次の図のとお 土石流

り)

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 土石流

沢(次の図のとおり)

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(次 土石流

の図のとおり)

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 土石流

ノ越(次の図のとおり)

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 土石流

ノ越(次の図のとおり)

祝沢３ 秋田県由利本荘市東由利老方字森ノ越及び水上(次 土石流
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の図のとおり)

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 土石流

越及び水上(次の図のとおり)

扇野沢１ 秋田県由利本荘市東由利老方字扇野(次の図のとお 土石流

り)

扇野沢２ 秋田県由利本荘市東由利老方字扇野(次の図のとお 土石流

り)

茂沢 秋田県由利本荘市東由利老方字後沢(次の図のとお 土石流

り)

下潟端沢２ 秋田県由利本荘市藤崎字大長根下(次の図のとおり) 土石流

板平沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字板平（次の図のとお 土石流

り）

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 土石流

ノ下（次の図のとおり）

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 土石流

ノ下（次の図のとおり）

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

（次の図のとおり）

桑沢 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字桑沢及び田中（次 土石流

の図のとおり）

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 土石流

堰ノ上（次の図のとおり）

中村沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字中村（次の図のと 土石流

おり）

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

（次の図のとおり）

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

（次の図のとおり）

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 土石流

下、十二ノ前及び板平（次の図のとおり）

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 土石流

ノ下（次の図のとおり）

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

（次の図のとおり）

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 土石流

沢（次の図のとおり）

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（次の図 土石流

のとおり）

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 土石流

沢（次の図のとおり）

タカノス沢３ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字タカノス、彦八沢 土石流

－１ 及び鷹巣（次の図のとおり）

タカノス沢３ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字タカノス、彦八沢 土石流

－２ 及び鷹巣（次の図のとおり）

タカノス沢３ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字タカノス、彦八沢 土石流

－３ 及び鷹巣（次の図のとおり）

十二沢 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字タカノス（次の図 土石流

のとおり）

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（次の図 土石流

のとおり）

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

（次の図のとおり）

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
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（次の図のとおり）

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

（次の図のとおり）

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 土石流

び桑沢（次の図のとおり）

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

（次の図のとおり）

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

（次の図のとおり）

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

（次の図のとおり）

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 土石流

山サキ（次の図のとおり）

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

（次の図とおり）

石舟３ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字ヤシキ沢（次の図 土石流

のとおり）

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

（次の図の通り）

馬垣沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町中直根字田中沢（次の図の 土石流

とおり）

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

（次の図のとおり）

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 土石流

沢内（次の図のとおり）

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 土石流

ノ沢及び中村（次の図のとおり）

真坂沢 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字末坂（次の図のと 土石流

おり）

末坂沢 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字末坂（次の図のと 土石流

おり）

水神沢 秋田県由利本荘市鳥海町下直根字栗出及び間木（次 土石流

の図のとおり）

滝ノ沢 秋田県由利本荘市鳥海町下川内字小坂、福岡、向ノ 土石流

平及び上鶴田（次の図のとおり）

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 土石流

及び上興屋（次の図のとおり）

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 土石流

及び田中 (次の図のとおり)

神沢 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字上ノ屋敷、上杉沢 土石流

及び田中（次の図のとおり）

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

(次の図のとおり)

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 (次の図 土石流

のとおり)

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（次の図 土石流

のとおり)

上椿沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字上椿（次の図のと 土石流

おり)

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（次 土石流

の図のとおり)

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

(次の図のとおり)
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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

(次の図のとおり)

八木山沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字八木山（次の図の 土石流

とおり)

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

(次の図のとおり)

堤沢 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字八木山（次の図の 土石流

とおり)

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

(次の図のとおり)

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

(次の図のとおり)

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

(次の図のとおり)

郷具沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字葛ヶ台 (次の図の 土石流

とおり)

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

(次の図のとおり)

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

(次の図のとおり)

瀬目沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字瀬目（次の図のと 土石流

おり)

瀬目沢３ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字瀬目（次の図のと 土石流

おり)

上椿沢 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字日影（次の図のと 土石流

おり)

大平沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字峠ノ下（次の図の 土石流

とおり)

大平沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字峠ノ下（次の図の 土石流

とおり)

青平沢 秋田県由利本荘市鳥海町下笹子字青平（次の図のと 土石流

おり）

荒沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字上新沢（次の図のと 土石流

おり)

孫仏山沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字峠（次の図のとおり) 土石流

男鹿内川沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字男鹿内（次の図のと 土石流

おり)

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（次 土石流

の図のとおり)

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 土石流

小川 (次の図のとおり)

トラ沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字寅沢及び楢󠄀木平（次 土石流

の図のとおり)

楢󠄀ノ木平沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字楢󠄀木平（次の図のと 土石流

おり)

八森沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字酢々内（次の図のと 土石流

おり)

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

(次の図のとおり)

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

(次の図のとおり)

生出谷地沢 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字金堀（次の図のと 土石流

おり)
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村木沢 秋田県由利本荘市鳥海町小川字村木（次の図のとお 土石流

り)

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 土石流

平根 (次の図のとおり)

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 土石流

び下台 (次の図のとおり)

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（次 土石流

の図のとおり)

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（次 土石流

の図のとおり)

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 土石流

野 (次の図のとおり)

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（次 土石流

の図のとおり)

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（次 土石流

の図のとおり）

大兵衛沢 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字外山（次の図のと 土石流

おり)

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 土石流

ノ越 (次の図のとおり)

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 土石流

和菅(次の図のとおり)

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 土石流

和菅 (次の図のとおり)

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（次 土石流

の図のとおり)

松森沢 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字中ノ沢（次の図のと 土石流

おり)

中ノ沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字中ノ沢（次の図のと 土石流

おり)

大栗沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字中ノ沢（次の図のと 土石流

おり)

足延沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川（次の図のと 土石流

おり）

滝の倉沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字西久米（次の図の 土石流

とおり）

峠ノ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字西久米（次の図の 土石流

とおり）

西久米沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字西久米（次の図の 土石流

とおり）

ネズハタの沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕（次の図のと 土石流

おり）

模淵沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕（次の図のと 土石流

おり）

ハタ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字野宅（次の図のと 土石流

おり）

下宮沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字下ノ宮（次の図の 土石流

とおり）

水神沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字下ノ宮（次の図の 土石流

とおり）

彦谷沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字天神（次の図のと 土石流

おり）

天神沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字天神（次の図のと 土石流
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おり）

目渡沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台（次の図のと 土石流

おり）

双子沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台（次の図のと 土石流

おり）

コズカミ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川（次の図のと 土石流

おり）

堤ノ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字切留（次の図のと 土石流

おり）

水無川沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字皿川（次の図のと 土石流

おり）

赤沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字口赤沢（次の図の 土石流

とおり）

西久米沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字西久米（次の図の 土石流

とおり）

西久米沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字西久米（次の図の 土石流

とおり）

ヤンゼン沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉（次の図のと 土石流

おり）

西久米沢３ 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉（次の図のと 土石流

おり）

下の沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉（次の図のと 土石流

おり）

向赤倉沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字二階（次の図のと 土石流

おり）

向赤倉沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字向赤倉（次の図の 土石流

とおり）

水上沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字赤倉（次の図のと 土石流

おり）

赤倉沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字滝ノ上（次の図の 土石流

とおり）

模淵沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕（次の図のと 土石流

おり）

ヤスケ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大桂（次の図のと 土石流

おり）

ヒラノ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大桂（次の図のと 土石流

おり）

オオカズラ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大桂（次の図のと 土石流

おり）

針水沢１ 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水（次の図のと 土石流

おり）

ネコヤ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水（次の図のと 土石流

おり）

針水沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水（次の図のと 土石流

おり）

針水沢３－１ 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水（次の図のと 土石流

おり）

針水沢３－２ 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字針水（次の図のと 土石流

おり）

模淵沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模渕（次の図のと 土石流

おり）

福島沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字福島（次の図のと 土石流

おり）
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砂口沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字砂口（次の図のと 土石流

おり）

山の神沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字平ノ沢（次の図の 土石流

とおり）

竜ヶ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字平ノ沢（次の図の 土石流

とおり）

カンスズ沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字平ノ沢（次の図の 土石流

とおり）

畑平沢 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字畑平（次の図のと 土石流

おり）

「次の図」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県建設部河川砂防課、関係地域振興局建設部及び関係市町

村に備え置いて縦覧に供する。


