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秋田県告示第１２６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項の規定によ

り、次のとおり土砂災害警戒区域を指定するので、同条第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

区 域 名 区 域 となる自然現象の種

類

保滝沢 秋田県大館市山田字保滝沢（次の図のとおり） 土石流

堰根田 秋田県大館市比内町大葛字大葛、大葛家後及び小栩沢 (次の図のとおり) 地滑り

黒沢１ 秋田県大館市雪沢字蕷ケ岱、大黒沢、角掛、黒沢及び黒沢下岱 (次の図の 地滑り

とおり)

黒沢２ 秋田県大館市雪沢字蕷ケ岱、郷山下及び水沢 (次の図のとおり) 地滑り

茂内屋敷 秋田県大館市雪沢字石渕、石渕上岱、大平下、篭谷岱、上谷地、郷山下、 地滑り

茂内屋布、下石渕、楢木岱、水沢及び向石渕 (次の図のとおり)

新沢１ 秋田県大館市雪沢字上中羽立、上谷地、下中羽立、大明神、大明神下谷地 地滑り

及び屋布岱 (次の図のとおり)

新沢２ 秋田県大館市雪沢字大明神、大明神下谷地、前谷地及び向大明神 (次の図 地滑り

のとおり)

新沢３ 秋田県大館市雪沢字下日影、昭和台、新沢、日影及び雪沢 (次の図のとお 地滑り

り)

新沢４ 秋田県大館市雪沢字屋布岱、雪沢国有林119林班及び雪沢国有林125林班並 地滑り

びに同市茂内 (次の図のとおり)

篭谷 秋田県大館市雪沢字塚ノ岱 (次の図のとおり) 地滑り

追上沢川 秋田県北秋田市根森田字追上沢出口、尽森下堺田及び追上岱（次の図のと 土石流

おり）

打当１ 秋田県北秋田市阿仁打当字上ハ岱、下夕岱、菅谷地、仙北渡道上ミ、仙北 地滑り

渡道下モ、轟、前山上ミ岱及び前山岱並びに同市阿仁中村字魚ノ子沢 (次

の図のとおり)

打当２ 秋田県北秋田市阿仁打当字菅谷地、轟及び前山上ミ岱 (次の図のとおり) 地滑り

根森田Ｂ１ 秋田県北秋田市根森田字仲ノ又及び山下 (次の図のとおり) 地滑り

根森田Ｂ２ 秋田県北秋田市根森田 (次の図のとおり) 地滑り

根森田Ｂ３ 秋田県北秋田市根森田字仲ノ又 (次の図のとおり) 地滑り

平里 秋田県北秋田市五味堀字柏木岱家ノ上及び同市小又字新屋布、小沢道、新 地滑り

田、羽根川、羽根川岱、平里及び平ノ脇 (次の図のとおり)

下前田 秋田県北秋田市阿仁前田字下川端、下前田家ノ前、下前田家ノ下モ、下前 地滑り

田山根、下野下ノ岱及び八幡森並びに同市小又字長坂ノ下、冷水ノ上、寺

ノ下、家ノ後、上野、堂ノ下、下川原、向川原、小又、迂途坂及び下タ道

並びに同市桂瀬 (次の図のとおり)

湯の岱 秋田県北秋田市森吉字湯ノ岱、湯ノ岱川向湯ノ沢、森吉湯ノ岱14国有林10 地滑り

09林班及び森吉湯ノ岱14国有林1041林班 (次の図のとおり)

横渕 秋田県北秋田市七日市字太田面、上川原、上田面、下川原、地切ノ上、堂 地滑り

山、堂山下タ、古舘、武田、横渕囲ノ内、横渕地切ノ上及び横渕前田 (次

の図のとおり)

中屋敷 秋田県北秋田市中屋敷字伊勢堂山続、囲ノ内、観音堂後ノ沢、地切廻り、 地滑り

中悪戸、二ツ山下及び脇神関下並びに同市七日市字泉川原、古舘及び前田

並びに同市脇神字向前田 (次の図のとおり)

陣場 秋田県北秋田市阿仁打当字倉滝沢、陳場、仙北渡道上ミ、仙北渡道下モ、 地滑り

野倉岱、前山岱、阿仁陣場国有林2031林班、阿仁陣場国有林2032林班、阿

仁陣場国有林2033林班及び阿仁陣場国有林2034林班並びに同市阿仁中村字

大川向畑 (次の図のとおり)

綴子 秋田県北秋田市綴子字岩坂下、合地、上台、小糠沢、糠沢柏木岱及び深沢 地滑り
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(次の図のとおり)

巻渕 秋田県北秋田市根森田字杉ノ下、田ノ沢、桂ノ沢、尽森下堺田、追上沢出 地滑り

口、追上岱、仲ノ又、苗代沢、細越家ノ後、家ノ下並びに同市阿仁小様字

田ノ上及び塚ノ岱下モ (次の図のとおり)

吉田 秋田県北秋田市阿仁吉田字上ミ上野、黒森、下モ上野、十二ノ沢及び冷ノ 地滑り

角 (次の図のとおり)

伏影 秋田県北秋田市阿仁幸屋字大平沢及び同市阿仁萱草字萱草沢及び同市阿仁 地滑り

伏影字大沢向、下ノ沢、高畑、梨木沢、水上沢口、向平及び横渕並びに同

市阿仁笑内字笑内及び笑内下モ (次の図のとおり)

戸鳥内１ 秋田県北秋田市阿仁戸鳥内字家ノ前、馬渡、大野、大野下タ岱、大葉谷 地滑り

地、小倉岱、川原田、高大野、突瀬、長坂、野尻岱及び前田 (次の図のと

おり)

戸鳥内２ 秋田県北秋田市阿仁戸鳥内字アサ平、家ノ前、大野、大葉谷地、栩木沢及 地滑り

び夏魚泊 (次の図のとおり)

打当内 秋田県北秋田市阿仁中村字魚ノ子沢、土平、戸草沢、中村アサミ沢、ホタ 地滑り

マギ、曲戸、阿仁打当内国有林2008林班、阿仁打当内国有林2009林班及び

阿仁打当内国有林2011林班並びに同市阿仁打当字下タ岱 (次の図のとお

り)

大林沢１ 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字村廻、谷地、上村下タ及び下タ川原（次 土石流

の図のとおり）

大林沢２ 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字村廻、谷地、下村下タ及び上村下タ（次 土石流

の図のとおり）

大林沢３ 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字村廻、谷地、下村下タ及び上村下タ（次 土石流

の図のとおり）

中茂沢 土石流秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字中茂及び上南沢（次の図のとおり）

八木沢 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字西山下及び八木沢 (次の図のとおり) 地滑り

南沢 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面及び同村南沢字塚ノ岱、南沢、村ノ上及 地滑り

び南沢国有林118林班並びに同村大林字梨木岱 (次の図のとおり)

小田瀬 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字小田瀬、小田瀬上、菊桜岱及び屋布廻 地滑り

(次の図のとおり)

土石流檜山沢 秋田県能代市檜山越王下（次の図のとおり）５

土石流仁鮒沢 秋田県能代市二ツ井町仁鮒（次の図のとおり）３

１ 地滑り鶴形 秋田県能代市外堤（次の図のとおり）

２ 地滑り鶴形 秋田県能代市外堤（次の図のとおり）

３ 地滑り鶴形 秋田県能代市外堤（次の図のとおり）

４ 地滑り種梅 秋田県能代市二ツ井町梅内源助田 （次の図のとおり）

５ 地滑り種梅 秋田県能代市二ツ井町梅内源助田（次の図のとおり）

１ 地滑り小掛 秋田県能代市二ツ井町小掛（次の図のとおり）

２ 地滑り小掛 秋田県能代市二ツ井町小掛（次の図のとおり）

１ 地滑り切石 秋田県能代市二ツ井町切石（次の図のとおり）

２ 地滑り切石 秋田県能代市二ツ井町切石（次の図のとおり）

３ 地滑り切石 秋田県能代市二ツ井町切石（次の図のとおり）

４ 地滑り切石 秋田県能代市二ツ井町切石（次の図のとおり）

５ 地滑り切石 秋田県能代市二ツ井町切石（次の図のとおり）

６ 地滑り切石 秋田県能代市二ツ井町切石（次の図のとおり）

１ 地滑り八兵衛 秋田県能代市二ツ井町田代（次の図のとおり）

２ 地滑り八兵衛 秋田県能代市二ツ井町田代（次の図のとおり）

２ 地滑り茨島 秋田県山本郡三種町上岩川茨島（次の図のとおり）

２ 地滑り茨島 秋田県山本郡三種町上岩川茨島（次の図のとおり）

地滑り大高石 秋田県山本郡藤里町藤琴中高石（次の図のとおり）

砂小渕１ 地滑り秋田県秋田市河辺三内字丸舞、丸舞口、下モ田及び高畑(次の図のとおり)

秋田県秋田市河辺三内字丸舞、丸舞口、下モ田及び高畑 地滑り砂子渕３ (次の図のとおり)

秋田県秋田市河辺三内字下モ田及び高畑 地滑り砂子渕４ (次の図のとおり)



- 3 -

秋田県秋田市河辺岩見字善知鳥坂、岨谷尻及び新川 地滑り岨谷峡１ (次の図のとおり)

仁別１ 秋田県秋田市仁別字中島、家ハツレ、堂ノ下、栗畑台及びマンタラメ 地滑り(次

の図のとおり)

仁別２ 秋田県秋田市仁別字中島、大台、堂ノ下及びマンタラメ 地滑り(次の図のとおり)

仁別３ 地滑り秋田県秋田市仁別字マンタラメ(次の図のとおり)

仁別４ 地滑り秋田県秋田市仁別字マンタラメ(次の図のとおり)

手形山１ 秋田県秋田市手形山北町及び同市手形山中町、同市手形山東町並びに同市 地滑り

(次の図のとおり)広面字二階堤及び堤敷

手形山２ 秋田県秋田市手形山北町及び同市手形山東町並びに同市広面字近藤沢、二 地滑り

(次の図のとおり)階堤及び堤敷

手形山３ 秋田県秋田市手形山北町及び同市手形山中町、同市手形山東町並びに同市 地滑り

(次の図のとおり)広面字近藤沢

手形山４ 秋田県秋田市手形山北町及び同市手形山中町、同市手形山西町、同市手形 地滑り

(次の図のとおり)山東町並びに同市広面字近藤堰越

手形山５ 秋田県秋田市手形山北町及び同市手形山東町並びに同市広面字近藤沢 地滑り(次

の図のとおり)

桜１ 地滑り秋田県秋田市桜１丁目及び同市桜三丁目(次の図のとおり)

桜２ 地滑り秋田県秋田市桜１丁目及び同市桜三丁目(次の図のとおり)

横森１ 地滑り秋田県秋田市横森２丁目及び同市下北手桜字蛭沢(次の図のとおり)

横森６ 秋田県秋田市楢山字太田沢 地滑り(次の図のとおり)

横森８ 秋田県秋田市楢山太田町及び同市楢山字太田沢 地滑り(次の図のとおり)

横森９ 秋田県秋田市楢山太田町及び同市楢山字太田沢 地滑り(次の図のとおり)

横森10 秋田県秋田市横森２丁目及び同市下北手桜字蛭沢 地滑り(次の図のとおり)

二手の又２ 秋田県秋田市仁別字小水沢 地滑り(次の図のとおり)

二手の又３ 秋田県秋田市仁別字小水沢 地滑り(次の図のとおり)

二手の又４ 秋田県秋田市仁別字小水沢及び蛇馬目沢 地滑り(次の図のとおり)

浜間口１ 地滑り秋田県男鹿市男鹿中浜間口字岡杭(次の図のとおり)

浜間口２ 地滑り秋田県男鹿市男鹿中浜間口字岡杭(次の図のとおり)

中間口１ 地滑り秋田県男鹿市男鹿中中間口字千苅田(次の図のとおり)

中間口６ 地滑り秋田県男鹿市男鹿中中間口字千苅田(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

中間口11 秋田県男鹿市男鹿中中間口字千苅田 地滑り(次の図のとおり)

姫ヶ沢１ 地滑り秋田県男鹿市船川港金川字姫ヶ沢及び上ノ山(次の図のとおり)

姫ヶ沢３ 秋田県男鹿市船川港金川字姫ヶ沢 地滑り(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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 地滑り

(次の図のとおり)台

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 地滑り

(次の図のとおり)台

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 地滑り

(次の図のとおり)台

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(次の図のとおり)

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(次の図のと

おり)

門前１ 地滑り秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水(次の図のとおり)

門前２ 地滑り秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水(次の図のとおり)

門前３ 地滑り秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水(次の図のとおり)

門前４ 地滑り秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水(次の図のとおり)

門前５ 地滑り秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水(次の図のとおり)

門前６ 地滑り秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)
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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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

門前10 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

門前13 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り(次の図のとおり)

門前14 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り(次の図のとおり)

門前15 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り(次の図のとおり)

門前16 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り(次の図のとおり)

門前17 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り(次の図のとおり)

門前18 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り(次の図のとおり)

門前19 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 地滑り(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図の

とおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図の

とおり)

戸賀２ 秋田県男鹿市戸賀戸賀字戸賀 地滑り(次の図のとおり)

戸賀５ 秋田県男鹿市戸賀戸賀字戸賀及び長森前 地滑り(次の図のとおり)

戸賀６ 秋田県男鹿市戸賀戸賀字戸賀及び長森前 地滑り(次の図のとおり)

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（次の図のとおり） 地滑り

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（次の図のとおり） 地滑り

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（次の図のとお 地滑り

り）

泉台４ 秋田県男鹿市船川港船川字大沢田、柳沢及び漆畑（次の図のとおり） 地滑り

泉台５ 秋田県男鹿市船川港船川字大沢田、柳沢及び漆畑（次の図のとおり） 地滑り

泉台６ 秋田県男鹿市船川港船川字大沢田及び柳沢（次の図のとおり） 地滑り

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（次の図のとお 地滑り

り）

泉台８ 秋田県男鹿市船川港船川字大沢田及び小沢田（次の図のとおり） 地滑り

泉台９ 秋田県男鹿市船川港船川字大沢田及び小沢田（次の図のとおり） 地滑り

泉台10 秋田県男鹿市船川港船川字小沢田（次の図のとおり） 地滑り

地滑り狐森１ 秋田県潟上市飯田川和田妹川字和田及び苗代沢（次の図のとおり)

地滑り狐森３ 秋田県潟上市飯田川和田妹川字和田及び苗代沢 (次の図のとおり)

地滑り狐森４ 秋田県潟上市飯田川和田妹川字和田 (次の図のとおり)

地滑り富津内１ 秋田県南秋田郡五城目町富津内中津又字川堤(次の図のとおり)

地滑り富津内２ 秋田県南秋田郡五城目町富津内中津又字川堤(次の図のとおり)

地滑り富津内３ 秋田県南秋田郡五城目町富津内中津又字川堤(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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

(次の図のとおり)

桜沢 秋田県由利本荘市岩城泉田字長田及び小森 土石流(次の図のとおり)

湯殿沢 秋田県由利本荘市岩城富田字竹ノ下 土石流(次の図のとおり)

亀田町沢１ 秋田県由利本荘市岩城富田字板敷 土石流(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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（次の図のとおり） 土石流

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（次の図のとお 土石流
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り）

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（次の図のとおり） 土石流

石舟２ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字石舟（次の図のとおり） 土石流

山崎沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字山サキ（次の図のとおり） 土石流

山崎沢３ 秋田県由利本荘市鳥海町上直根字山サキ（次の図のとおり） 土石流

馬垣沢２ 秋田県由利本荘市鳥海町中直根字田中沢（次の図のとおり） 土石流

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（次の図のとおり） 土石流

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（次の図のとおり） 土石流

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（次 土石流

の図のとおり）

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（次の図のとおり） 土石流

新沢平 秋田県由利本荘市鳥海町小川字下新沢（次の図のとおり） 土石流

祝沢－１ 秋田県由利本荘市東由利老方字祝沢及び松長根 (次の図のとおり) 地滑り

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 (次の図のとお 地滑り

り)

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 地滑り

水口並びに同市前郷 (次の図のとおり)

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 地滑り

に同市五十土 (次の図のとおり)

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 地滑り

田、吉沢前田及び吉沢後田 (次の図のとおり)

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 (次 地滑り

の図のとおり)

下屋敷 秋田県由利本荘市西沢字上屋敷、坂ノ下及び下屋敷 (次の図のとおり) 地滑り

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 地滑り

台及び二タ子 (次の図のとおり)

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 地滑り

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 (次の図のとおり)

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 地滑り

田前並びに同市町村字木戸口及び中畑 (次の図のとおり)

沢口 秋田県由利本荘市東鮎川字石垣、岡田、沢口及び谷地 (次の図のとおり) 地滑り

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、 地滑り

大門、中鳴瀬及び東鳴瀬 (次の図のとおり)

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 地滑り

及び三嶽堂 (次の図のとおり)

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 地滑り

勝手字赤砂子、大沢、潟ノ畑、烏ヶ森及び堂ノ後口 (次の図のとおり)

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 (次の図の 地滑り

とおり)

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 (次の図のとお 地滑り

り)

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 (次の図 地滑り

のとおり)

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、 地滑り

白銀台、中沢大台、中山及び横長根 (次の図のとおり)

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 地滑り

森下 (次の図のとおり)

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 地滑り

沢中、片符沢及び袖山 (次の図のとおり)

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 (次の図の 地滑り

とおり)

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 地滑り
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滝並びに同市南ノ股字大原田 (次の図のとおり)

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 地滑り

に同市東由利田代字片符沢及び袖山 (次の図のとおり)

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 (次の図のとおり) 地滑り

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 地滑り

宿字名古及び山ノ下 (次の図のとおり)

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 地滑り

及び山ノ下 (次の図のとおり)

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 (次の図のと 地滑り

おり)

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 (次の図 地滑り

のとおり)

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

(次の図のとおり)

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

(次の図のとおり)

大台－４ 秋田県由利本荘市東由利宿字大落及び三ツ森下 (次の図のとおり) 地滑り

大台－５ 秋田県由利本荘市東由利宿字大落及び大台 (次の図のとおり) 地滑り

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 (次の図のとおり) 地滑り

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 (次の図のとお 地滑り

り)

滝ノ上－２ 秋田県由利本荘市滝字穴沢 (次の図のとおり) 地滑り

滝ノ上－３ 秋田県由利本荘市滝字穴沢 (次の図のとおり) 地滑り

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 (次の図のとおり) 地滑り

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、 地滑り

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 (次の図の

とおり)

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 地滑り

台及び四十枚沢並びに同市東鮎川 (次の図のとおり)

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 (次の図のとお 地滑り

り)

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 (次の図のとお 地滑り

り)

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 地滑り

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 (次の図の

とおり)

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 地滑り

又及び下屋敷 (次の図のとおり)

下吹－１ 秋田県由利本荘市東由利宿字大林、翁台及び下吹 (次の図のとおり) 地滑り

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 (次の 地滑り

図のとおり)

下吹－４ 秋田県由利本荘市東由利宿字大平及び下吹 (次の図のとおり) 地滑り

下吹－５ 秋田県由利本荘市東由利宿字大釜及び土場沢 (次の図のとおり) 地滑り

中台－１ 秋田県由利本荘市東由利字杉森字上沼、蛇喰及び沼 (次の図のとおり) 地滑り

中台－２ 秋田県由利本荘市東由利字杉森字上沼、蛇喰及び沼 (次の図のとおり) 地滑り

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(次の

図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図の

とおり)

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 地滑り

(次の図のとおり)及び狐沢
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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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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

(次の図のとおり)

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(次

の図のとおり)

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(次

の図のとおり)

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 地滑り

(次の図のとおり)堀

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(次の図の

とおり)

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 地滑り

(次の図のとおり)び上谷地

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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図

のとおり)

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 地滑り

(次の図のとおり)首、小栗沢及び御嶽ノ越

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(次の図のとおり)

栗沢－５ 秋田県由利本荘市鳥海町栗沢字中ノ沢 地滑り(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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 地滑り

(次の図のとおり)の下国有林及び彦八国有林

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 地滑り

(次の図のとおり)林及び鷹巣国有林

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(次の図

のとおり)

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、 地滑り

(次の図のとおり)川端、中山、山ノ下及び四ツ矢

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(次の図のとお

り)

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 地滑り

(次の図のとおり)田、高畑、八森及び上川原

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(次の図のとおり)

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(次の図の

とおり)

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(次の図のとおり)

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(次の図のと

おり)

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 地滑り

(次の図のとおり)鍋倉

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(次の図のとおり)

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(次の

図のとおり)

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(次の図のと

おり)

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(次の図の

とおり)

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(次の図の

とおり)

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 地滑り
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(次の図のとおり)市矢島町木在字上木在

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(次の図

のとおり)

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 地滑り

(次の図のとおり)ルミ沢、姥ヶ懐台及び竪山

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 地滑り

(次の図のとおり)ヶ懐

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(次の図のとお

り)

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 地滑り

(次の図のとおり)保

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(次の図

のとおり)

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

(次の図のとおり)

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

(次の図のとおり)

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 地滑り

(次の図の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

とおり)

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 地滑り

(次の図のとおり)深山、郷具及び川端

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 地滑り

(次の図のとおり)内

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 地滑り

(次の図のとおり)水

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(次の図

のとおり)

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 地滑り

(次の図のとおり)中谷地

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(次の図のとおり)

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(次の図のとおり)

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 地滑り

(次の図のとおり)端、杉沢及び艾田

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

(次の図のとおり)

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(次の図の

とおり)

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(次

の図のとおり)

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 地滑り

(次の図沢、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

のとおり)

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(次の図のと

おり)

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、 地滑り

(次の図のとおり)上ユスリキ、下ユスリキ及び上一枚田

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 地滑り

(次の図のとおり)小川字金森及び新沢川

隠里－１ 秋田県にかほ市小国字雨池、上ノ沢、大谷地、隠里、金山、上小国、小金 地滑り

平、小坂、狐森、臭津、槻林、七日館、前田、ミノケタヱ、ミノケ台及び

横通り (次の図のとおり)

仏長根－１ 秋田県にかほ市伊勢居地字一枚平、菅谷地、善ケ森、太郎台林、畑杭根、 地滑り
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程ケ沢林及び佛長根並びに同市馬場字曲師小屋及びクラカケ並びに同市水

沢字上ノ山、大畑堂、切掛田、堤ノ下及び堂ノ前 (次の図のとおり)

仏長根－２ 秋田県にかほ市伊勢居地字太郎台林、程ケ沢林及び佛長根並びに同市馬場 地滑り

字曲師小屋及び冬師山(次の図のとおり)

横道 秋田県大仙市協和荒川字木仏岱、木仏山、横道及び川前（次の図のとお 地滑り

り）

巣ノ沢Ａ－11 秋田県大仙市南外字上巣ノ沢及び中桑台（次の図のとおり） 地滑り

巣ノ沢Ｃ－２ 秋田県大仙市南外字中桑台（次の図のとおり） 地滑り

巣ノ沢Ｃ－４ 秋田県大仙市南外字上巣ノ沢及び中桑台（次の図のとおり） 地滑り

巣ノ沢Ｃ－７ 秋田県大仙市南外字中桑台（次の図のとおり） 地滑り

巣ノ沢Ｃ－８ 秋田県大仙市南外字中桑台（次の図のとおり） 地滑り

巣ノ沢Ｃ－12 秋田県大仙市南外字中桑台（次の図のとおり） 地滑り

巣ノ沢Ｄ－４ 秋田県大仙市南外字上巣ノ沢（次の図のとおり） 地滑り

巣ノ沢Ｅ－２ 秋田県大仙市南外字上巣ノ沢（次の図のとおり） 地滑り

上生内－１ 秋田県湯沢市皆瀬字生内、金山沢及び上生内（次の図のとおり） 地滑り

上生内－２ 秋田県湯沢市皆瀬字生内、金山沢及び上生内（次の図のとおり） 地滑り

下雨生 秋田県湯沢市皆瀬字下雨生及び上雨生（次の図のとおり） 地滑り

仁田ノ沢 秋田県湯沢市関口字仁田ノ沢、下仁田ノ沢、戸沢及び戸沢山（次の図のと 地滑り

おり）

椛山 秋田県湯沢市秋ノ宮字椛山、堰ノ口及び中谷地（次の図のとおり） 地滑り

蓮花台 秋田県湯沢市松岡字蓮花台、上川原及び水沢（次の図のとおり） 地滑り

下繋沢 秋田県雄勝郡羽後町上仙道字下繋沢及び岩淵（次の図のとおり） 地滑り

八幡山 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字八幡山、十二ノ前及び中井出（次の図のとお 地滑り

り）

山根山 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字山根、八塩道及び滝ノ沢（次の図のとおり） 地滑り

田茂ノ沢 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上野山、田茂ノ沢及び温水沢山（次の図のと 地滑り

おり）

上村 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字上村山及び上村（次の図のとおり） 地滑り

太倉 秋田県雄勝郡羽後町下仙道字滑ノ沢及び小田廻（次の図のとおり） 地滑り

除野－１ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下杉沢山、長戸呂及び向岩瀬山（次の図のと 地滑り

おり）

除野－２ 秋田県雄勝郡羽後町軽井沢字下杉沢山及び長戸呂（次の図のとおり） 地滑り

沼又 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字沼又及び同村椿川字柳沢（次の図のとお 地滑り

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及び関係地域振興局建設部に備え置い

て縦覧に供する。


