
平成29年3月末

自然現象の種類 箇所番号 箇所名
特別警戒区域

の有無

1 急傾斜地の崩壊 143A0125 矢来 西根 諏訪小路 有

2 急傾斜地の崩壊 143A2001 後千貫石 西根 後千貫石 有

3 急傾斜地の崩壊 143A2002 壇原 西根 壇原 有

4 急傾斜地の崩壊 143A2003 矢来-1 西根 矢来 有

5 急傾斜地の崩壊 153A1001 北増沢 永栄 北増沢 有

6 急傾斜地の崩壊 143B2001 清水端 三ケ尻 清水端 有

7 急傾斜地の崩壊 143B2002 清水端-2 三ケ尻 清水端 有

8 急傾斜地の崩壊 143B2003 清水端-1 三ケ尻 清水端 有

9 急傾斜地の崩壊 143B2004 一ノ台 西根 一ノ台 有

10 急傾斜地の崩壊 143B2005 表小路 西根 表小路 有

11 急傾斜地の崩壊 143B2006 大石 西根 大石 有

12 急傾斜地の崩壊 143B2007 日當 西根 日當 有

13 急傾斜地の崩壊 143B2008 下谷地 永沢 下谷地 有

14 急傾斜地の崩壊 143B2009 横長根 永沢 横長根 有

15 急傾斜地の崩壊 143B2010 上大谷地 永沢 上大谷地 有

16 急傾斜地の崩壊 143B2011 広本山根 永沢 広本山根 有

17 急傾斜地の崩壊 143B2012 下羽黒町 永沢 下羽黒町 有

18 急傾斜地の崩壊 143B2013 下田谷 永栄 下田谷 有

19 急傾斜地の崩壊 143B2014 斉林寺 永栄 斉林寺 有

20 急傾斜地の崩壊 143B2015 西柏山 永栄 西柏山 有

21 急傾斜地の崩壊 144B2033 達小路 西根 達小路 有

22 急傾斜地の崩壊 152B1001 中ノ又 永栄 中ノ又 有

23 急傾斜地の崩壊 153B1002 河子端 永栄 河子端 有

24 急傾斜地の崩壊 153B1003 河子端-1 永栄 河子端 有

25 急傾斜地の崩壊 153B1004 女夫坂 永栄 女夫坂 有

26 急傾斜地の崩壊 153B1005 九石 永栄 九石 有

27 急傾斜地の崩壊 153B1006 五木田 永栄 五木田 有

28 急傾斜地の崩壊 153B1007 茶畑 永栄 茶畑 有

29 急傾斜地の崩壊 153B1008 細越-1 永栄 細越 有

30 急傾斜地の崩壊 153B1009 細越 永栄 細越 有

31 急傾斜地の崩壊 153B1010 桜田 永栄 桜田 有

32 急傾斜地の崩壊 153B1011 内高梨 永栄 内高梨 有

33 急傾斜地の崩壊 153B1012 北上高梨 永栄 北上高梨 有

34 急傾斜地の崩壊 153B1013 西北沢 永栄 西北沢 有

35 急傾斜地の崩壊 153B1014 西北沢-1 永栄 西北沢 有

36 急傾斜地の崩壊 153B1015 北大橋 永栄 北大橋 有

37 急傾斜地の崩壊 153B1016 谷木前-1 永栄 谷木前 有

38 急傾斜地の崩壊 153B1017 谷木前 永栄 谷木前 有

39 急傾斜地の崩壊 143C2001 三ケ尻 三ケ尻 有

40 急傾斜地の崩壊 143C2002 裏小路 西根 裏小路 有
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41 急傾斜地の崩壊 143C2003 鶴ケ岡 西根 鶴ケ岡 有

42 急傾斜地の崩壊 143C2004 下庄 永栄 下庄 有

43 急傾斜地の崩壊 143C2005 蟹沢 永沢 蟹沢 有

44 急傾斜地の崩壊 143C2006 上羽黒町-1 永沢 上羽黒町 有

45 急傾斜地の崩壊 143C2007 下田谷-1 永栄 下田谷 有

46 急傾斜地の崩壊 143C2008 下田谷-2 永栄 下田谷 有

47 急傾斜地の崩壊 143C2009 林蔵寺 永沢 林蔵寺 有

48 急傾斜地の崩壊 153C1001 根岸 永栄 根岸 有

49 急傾斜地の崩壊 153C1002 西根岸 永栄 西根岸 有

50 急傾斜地の崩壊 153C1003 窪 永栄 窪 有

51 急傾斜地の崩壊 143D2001 菖蒲沢 西根 菖蒲沢 有

52 急傾斜地の崩壊 152D1001 細野 永栄 細野 有

53 急傾斜地の崩壊 143E2001 一ノ台-1 西根 一ノ台 有

54 急傾斜地の崩壊 143E2002 壇原-1 西根 壇原 有

55 急傾斜地の崩壊 143E2003 矢来-2 西根 矢来 有

56 急傾斜地の崩壊 143E2004 大沢 西根 大沢 有

57 急傾斜地の崩壊 143E2005 八荒神 西根 八荒神 有

58 急傾斜地の崩壊 143E2006 雛子沢 西根 雛子沢 有

59 急傾斜地の崩壊 143E2007 上羽黒町 永沢 上羽黒町 有

60 急傾斜地の崩壊 153E1001 寺窪 永栄 寺窪 有

1 土石流 J153101 小歩（１） 永栄 小歩 有

2 土石流 J153102 小歩（２） 永栄 小歩 有

3 土石流 J153103 西北沢 永栄 西北沢 無

所在地
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