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土石流 久之浜町賤沢１ いわき市 久之浜町久之浜字中浜 H28.3.30
土石流 江ノ網沢 いわき市 久之浜町田之網字江之網 H28.3.30
土石流 長ヶ作沢 いわき市 内郷高坂町一丁目 H28.3.30
土石流 根本沢２ いわき市 小川町上小川字好古 H28.3.30 H29.7.28
土石流 根本沢３ いわき市 小川町上小川字好古 H28.3.30 H29.7.28
土石流 小野田沢 いわき市 常磐上湯長谷町嶽道 H28.3.30 H29.7.28
土石流 辰ノ口沢 いわき市 常磐上湯長谷町辰ノ口 H28.3.30 H29.7.28
土石流 東山沢１ いわき市 遠野町入遠野字東山 H28.3.30 H29.7.28
土石流 東山沢２（清道沢） いわき市 遠野町入遠野字東山 H28.3.30 H29.7.28
土石流 天王川２ いわき市 遠野町入遠野字天王 H28.3.30 H29.7.28
土石流 下戸渡沢 いわき市 小川町上小川字下渡戸 H29.3.8 H29.7.28
土石流 荻沢２ いわき市 川前町下桶売 H31.4.12
土石流 下岐沢 いわき市 川前町小白井字下岐 H29.3.8 R3.3.16
土石流 将監小屋沢 いわき市 川前町小白井字将監小屋 H29.3.8 R3.3.16
土石流 小屋沢 いわき市 大久町小久字仙石沢 H28.12.1 H29.3.28
土石流 堤田沢 いわき市 大久町小久字猿内 H28.12.1 H28.12.26
土石流 山口沢 いわき市 大久町小久字山口 H28.12.1 H28.12.26
土石流 唐貝内沢 いわき市 大久町大久字唐貝内 H28.12.1 H28.12.26
土石流 洞沢 いわき市 大久町大久字洞 H28.12.1 H29.3.28
土石流 久ノ浜沢 いわき市 久之浜町久之浜 H31.4.12
土石流 下片寄沼ノ作沢（沼ノ作沢） いわき市 平下片寄字沼ノ作 H29.1.11 H29.3.28
土石流 大作沢（平絹谷沢） いわき市 平絹谷字小塙 H28.12.1 H28.12.26
土石流 扇作沢 いわき市 平絹谷字扇作 H28.12.1 H28.12.26
土石流 名木沢 いわき市 四倉町名木字荒神下 H28.12.1 H28.12.26
土石流 中ノ内沢 いわき市 四倉町名木字鈴ノ沢 H28.12.1 H28.12.26
土石流 古屋敷沢右支 いわき市 四倉町長友字作樋口 H28.12.1 H28.12.26
土石流 沼ノ作沢 いわき市 四倉町白岩字沼ノ作 H28.12.1 H28.12.26
土石流 小湊沢左支 いわき市 四倉町山田小湊字小湊 H28.12.1 H28.12.26
土石流 井戸ノ上沢 いわき市 四倉町下柳生字右近田 H28.12.1 H28.12.26
土石流 井作沢 いわき市 平菅波字井作 H29.1.11 H29.3.28
土石流 矢ノ目沢 いわき市 平山崎字矢ノ目 H29.1.11 H29.3.28
土石流 峰根沢１ いわき市 内郷宮町峰根 H29.3.8 H29.3.28
土石流 峰根沢２ いわき市 内郷宮町峰根 H29.3.8 H29.3.28
土石流 秋山沢１ いわき市 内郷綴町秋山 H29.3.8 H29.3.28
土石流 秋山沢２ いわき市 内郷綴町秋山 H29.3.8 H29.3.28
土石流 長槻沢 いわき市 内郷白水町長槻 H29.8.31
土石流 白狐沢 いわき市 内郷高野町白狐 H29.3.8 H29.3.28
土石流 椚合沢２（銅景沢右支） いわき市 内郷高野町椚合 H29.3.8 H29.3.28
土石流 広町沢（銅景沢） いわき市 内郷高野町広町 H29.3.8 H29.3.28
土石流 下ケ屋敷沢 いわき市 好間町北好間字下ケ屋敷 H28.12.1 H28.12.26
土石流 南唐松沢 いわき市 好間町上好間字南唐松 H28.12.1 H28.12.26
土石流 成沢 いわき市 三和町合戸字成沢 H29.3.24 H30.6.29
土石流 入薮沢２ いわき市 三和町合戸字入薮沢 H29.3.24
土石流 中館下沢１ いわき市 三和町合戸字中館下 H29.3.24 H30.6.29
土石流 中館下沢２ いわき市 三和町合戸字中館下 H29.3.24 H30.6.29
土石流 中ノ内沢２ いわき市 三和町合戸字中ノ内 H29.3.24 H30.6.29
土石流 浮矢沢左支下流 いわき市 三和町合戸字浮矢 H29.3.24 H30.6.29
土石流 浮矢沢 いわき市 三和町渡戸字弓張木 H29.3.24
土石流 弓張木沢１ いわき市 三和町渡戸字弓張木 H29.3.24 H30.6.29
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土石流 弓張木沢２ いわき市 三和町渡戸字弓張木 H29.3.24 H30.6.29
土石流 弓張木沢３ いわき市 三和町渡戸字弓張木 H29.3.24 H30.6.29
土石流 弓張木沢４ いわき市 三和町渡戸字弓張木 H29.3.24 H30.6.29
土石流 弓張木沢５ いわき市 三和町渡戸字弓張木 H29.3.24 H30.6.29
土石流 峠平沢 いわき市 三和町渡戸字峠平 H29.3.24
土石流 楢木沢２ いわき市 三和町渡戸字楢木 H29.3.24 H30.6.29
土石流 山下沢２ いわき市 三和町中寺字山下 H29.3.24
土石流 山下沢３ いわき市 三和町中寺字山下 H29.3.24
土石流 関所沢 いわき市 三和町中寺字関所 H29.3.24 H30.6.29
土石流 館下沢（舘下沢） いわき市 三和町中寺字館下 H29.3.24 H30.6.29
土石流 大平沢１ いわき市 三和町中寺字大平 H29.3.24 H30.6.29
土石流 大平沢２ いわき市 三和町中寺字大平 H29.3.24
土石流 根古屋沢１ いわき市 三和町下市萱字根小屋 H29.3.24 H30.6.29
土石流 根古屋沢２ いわき市 三和町下市萱字根古屋 H29.3.24
土石流 堀ノ内沢１ いわき市 三和町下市萱字堀ノ内 H29.3.24
土石流 堀ノ内沢２ いわき市 三和町下市萱字堀ノ内 H29.3.24 H30.6.29
土石流 北沢１ いわき市 三和町下市萱字北 H29.3.24
土石流 北沢２ いわき市 三和町下市萱字北 H29.3.24
土石流 竹の下沢１ いわき市 三和町下市萱字竹ノ下 H29.3.24
土石流 竹の下沢２ いわき市 三和町下市萱字竹ノ下 H29.3.24
土石流 竹の下沢３ いわき市 三和町下市萱字竹ノ下 H29.3.24
土石流 諏訪沢２ いわき市 三和町上市萱字諏訪 H29.3.24 H30.6.29
土石流 猿作沢 いわき市 平幕ノ内字猿ケ作 H29.1.11 H29.3.28
土石流 笹田目沢 いわき市 平四ツ波字笹目田 H29.3.8 H29.3.28
土石流 大平沢 いわき市 平赤井字常住 H28.12.1 H28.12.26
土石流 大倉沢１ いわき市 平赤井字大倉 H28.12.1 H28.12.26
土石流 大倉沢２ いわき市 平赤井字大倉 H28.12.1 H28.12.26
土石流 南茨沢 いわき市 平赤井字南茨 H28.12.1 H28.12.26
土石流 辰ノ口沢 いわき市 平下平窪字大ジャクシ H29.1.11 H29.3.28
土石流 田ノ入沢 いわき市 平中平窪字古堤 H29.1.11 H29.3.28
土石流 諏訪原川 いわき市 平赤井字諏訪原 H28.12.1 H28.12.26
土石流 滝ノ作沢 いわき市 小川町西小川字滝ノ作 H29.3.8 H30.2.9
土石流 小橋沢 いわき市 小川町西小川字淵沢 H29.3.8 H29.7.28
土石流 渕沢２（渕沢右支） いわき市 小川町西小川字淵沢 H29.3.8 H29.7.28
土石流 渕沢１(渕沢) いわき市 小川町西小川字淵沢 H29.3.8 H29.7.28
土石流 中山沢１ いわき市 三和町下永井字中山 H29.3.24
土石流 明神平沢 いわき市 三和町下永井字明神平 H29.3.24
土石流 明神平沢右支 いわき市 三和町下永井字明神平 H29.3.24
土石流 軽井沢沢１ いわき市 三和町下永井字軽井沢 H29.3.24 H30.6.29
土石流 軽井沢 いわき市 三和町下永井字軽井沢 H29.3.24 H30.6.29
土石流 軽井沢ノ沢 いわき市 三和町下永井字軽井沢 H29.3.24 H30.6.29
土石流 中山沢３ いわき市 三和町下永井字中山 H29.3.24 H30.6.29
土石流 長草沢 いわき市 三和町下永井字中山 H29.3.24
土石流 大堀沢 いわき市 三和町下永井字大堀 H29.3.24 H30.9.28
土石流 火沢沢１ いわき市 三和町下永井字火沢 H29.8.31
土石流 火沢沢２ いわき市 三和町下永井字火沢 H29.8.31
土石流 迎田沢 いわき市 三和町上永井字迎田 H29.8.31
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土石流 高戸沢 いわき市 三和町上永井字永井坂 H29.8.31
土石流 深作沢 いわき市 三和町上永井字高戸 H29.8.31
土石流 上平沢 いわき市 小川町上平字下平 H29.3.8 H29.7.28
土石流 柴原沢１ いわき市 小川町柴原字宮沢 H29.3.8 H29.7.28
土石流 一ツ橋沢 いわき市 小川町柴原字一ツ橋 H29.3.8 H30.2.9
土石流 粟畠沢 いわき市 小川町柴原字粟畠 H29.3.8 H30.3.30
土石流 遠小屋沢（二ツ森沢） いわき市 小川町柴原字粟畠 H29.3.8 H29.7.28
土石流 柴原沢２ いわき市 小川町柴原字荒田 H29.3.8 H29.7.28
土石流 谷下沢 いわき市 小川町柴原字谷下 H29.3.8 H29.7.28
土石流 上小川沢２ いわき市 小川町上小川字湯ノ沢 H29.3.8 H29.7.28
土石流 川向川 いわき市 小川町上小川字川向 H29.3.8 H29.7.28
土石流 猪小屋沢（イノコヤ沢） いわき市 小川町上小川字川向 H29.3.8 H29.7.28
土石流 大畑沢 いわき市 小川町塩田字平石 H29.3.8 H29.7.28
土石流 香後沢 いわき市 小川町上小川字釜ノ平 H29.3.8 H29.7.28
土石流 釜ノ平沢 いわき市 小川町上小川字釜ノ平 H29.3.8 H29.7.28
土石流 椚平沢 いわき市 小川町上小川字椚平 H29.3.8 H29.7.28
土石流 下の沢 いわき市 小川町上小川字牛小川 H29.3.8 H29.7.28
土石流 外門沢２ いわき市 川前町川前字外門 H29.3.8 R3.3.16
土石流 荷付場沢 いわき市 川前町川前字竹島 H29.3.8 H30.3.30
土石流 千本の沢 いわき市 川前町下桶売字高部 H29.3.8 H29.7.28
土石流 志田名沢１ いわき市 川前町下桶売字志田名 H29.3.8 H29.7.28
土石流 志田名沢２ いわき市 川前町下桶売字志田名 H29.3.8 H29.7.28
土石流 志田名沢３ いわき市 川前町下桶売字志田名 H29.3.8 H29.7.28
土石流 志田名沢４ いわき市 川前町下桶売字志田名 H29.3.8 H29.7.28
土石流 荻沢３ いわき市 川前町下桶売字荻 H29.3.8 H29.7.28
土石流 荻沢４ いわき市 川前町下桶売字荻 H29.3.8 H29.7.28
土石流 荻沢５ いわき市 川前町下桶売字荻 H29.3.8 H29.7.28
土石流 家ノ前沢 いわき市 三和町下三坂字家ノ前 H29.3.24 H30.9.28
土石流 仲ノ町沢 いわき市 三和町下三坂字中ノ町 H29.3.24
土石流 永久保沢２ いわき市 三和町下三坂字永久保 H29.3.24 H30.9.28
土石流 永久保沢３ いわき市 三和町下三坂字石会 H29.3.24 R3.3.16
土石流 入合沢１ いわき市 三和町下三坂字明戸 H29.3.24
土石流 入合沢２ いわき市 三和町下三坂字後沢 H29.3.24
土石流 田の入沢１ いわき市 三和町中三坂字田ノ入 H29.3.24
土石流 藪窪沢 いわき市 三和町中三坂字向 H29.3.24
土石流 綱木沢２ いわき市 三和町上三坂字綱木 H29.3.24 R3.3.16
土石流 棚木沢（小田代沢） いわき市 川前町川前字棚木 H29.3.8 H30.3.30
土石流 小田代沢（五目保沢） いわき市 川前町川前字小田代 H29.3.8 H29.7.28
土石流 柿木平沢 いわき市 川前町川前字柿木平 H29.3.8 H29.7.28
土石流 西向沢 いわき市 川前町下桶売字西向 H29.3.8 H29.7.28
土石流 藪ノ上沢１ いわき市 川前町下桶売字藪ノ上 H29.3.8 H29.7.28
土石流 藪ノ上沢２-1 いわき市 川前町下桶売字藪ノ上 H29.3.8 R3.3.16
土石流 藪ノ上沢２-２ いわき市 川前町下桶売字藪ノ上 H29.3.8 R3.3.16
土石流 ナバタ沢 いわき市 川前町上樋売字小久田 H29.3.8 H30.3.30
土石流 山下谷沢 いわき市 川前町川前字沖流 H29.3.8 H29.7.28
土石流 山下谷沢１ いわき市 川前町川前字沖流 H29.3.8 H29.7.28
土石流 山下谷沢２ いわき市 川前町川前字沖流 H29.3.8 H29.7.28
土石流 ナッチャミ沢 いわき市 川前町下桶売字五味沢 H29.3.8 H29.7.28
土石流 五味沢１ いわき市 川前町下桶売字五味沢 H29.3.8 H29.7.28
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土石流 五味沢２ いわき市 川前町下桶売字五味沢 H29.3.8 H29.7.28
土石流 大沢 いわき市 平上山口字金折平 H28.12.1 H28.12.26
土石流 榎町沢 いわき市 平上山口字榎町 H28.12.1 H28.12.26
土石流 菅田沢左支 いわき市 平上高久字菅田 H28.12.1 H28.12.26
土石流 藁谷沢１ いわき市 平中山字藁谷 H28.12.1 H28.12.26
土石流 下町沢 いわき市 平豊間字下ノ内 H28.12.1 H28.12.26
土石流 川畑沢 いわき市 永崎字川畑 H29.3.24 H30.3.30
土石流 川籠石沢 いわき市 渡辺町上釜戸字川籠石 H29.3.24 H30.3.30
土石流 瀬峰沢 いわき市 渡辺町上釜戸字瀬峰 H29.3.24 H30.3.30
土石流 沢繋沢２ いわき市 遠野町深山田字沢繋 H29.8.31
土石流 前田沢 いわき市 小名浜金成字前田 H29.3.24 H30.3.30
土石流 宮ノ作沢（宮ノ作沢１） いわき市 鹿島町下蔵持字宮ノ作 H29.3.24 H30.3.30
土石流 嘉睦家沢（宮ノ作沢２） いわき市 鹿島町下蔵持字嘉睦家 H29.3.24 H30.3.30
土石流 走熊沢 いわき市 鹿島町走熊字渡折 H29.3.24 H30.3.30
土石流 柳沢 いわき市 鹿島町走熊字柳作 H29.3.24 H30.3.30
土石流 上ノ内沢 いわき市 鹿島町走熊字上ノ内 H29.3.24 H30.3.30
土石流 大作沢 いわき市 鹿島町下矢田字岩井作 H29.3.24 H30.3.30
土石流 中畑沢 いわき市 常磐下船尾町中畑 H29.3.24 H30.3.30
土石流 日渡沢 いわき市 常磐湯本町日渡 H29.3.24 H30.3.30
土石流 山ノ神沢右支 いわき市 常磐湯本町山ノ神 H29.3.24 H30.3.30
土石流 天神沢２ いわき市 常磐湯本町天神 H29.3.24 H30.3.30
土石流 鳥館沢（斑堂沢） いわき市 常磐上湯長谷町長倉 H29.3.24 H30.3.30
土石流 中沢 いわき市 常磐藤原町中 H29.3.24 H30.3.30
土石流 大端沢 いわき市 常磐藤原町大端 H29.3.24 H30.3.30
土石流 阿良田沢 いわき市 常磐藤原町阿良田 H29.3.24 H30.3.30
土石流 柳ノ町沢 いわき市 常磐藤原町柳ノ町 H29.3.24 H30.3.30
土石流 関口沢 いわき市 常磐藤原町小幡 H29.3.24 H30.3.30
土石流 小幡沢 いわき市 常磐藤原町小幡 H29.3.24 H30.3.30
土石流 二枚橋沢 いわき市 常磐藤原町二枚橋 H29.3.24 H30.8.31
土石流 江畑川沢 いわき市 江畑町江ノ上 H29.3.24 H30.3.30
土石流 江ノ上沢 いわき市 江畑町江ノ上 H29.3.24 H30.3.30
土石流 江畑町沢 いわき市 江畑町江ノ上 H29.3.24 H30.3.30
土石流 清水沢 いわき市 添野町清水 H29.3.24 H30.3.30
土石流 山田川沢 いわき市 山田町下堀ノ内 H29.3.24 H30.3.30
土石流 林越沢 いわき市 山田町林越 H29.3.24 H30.3.30
土石流 島廻沢 いわき市 遠野町滝字島廻 H29.8.31 R3.3.16
土石流 大久保沢２ いわき市 川部町寺田 H29.3.24 H30.3.30
土石流 根小屋沢 いわき市 川部町根小屋沢 H29.3.24 H30.3.30
土石流 椿立目沢 いわき市 田人町南大平字下毛 H29.3.24 H30.6.29
土石流 原口沢１ いわき市 田人町南大平字高松 H29.3.24 H30.6.29
土石流 原口沢２ いわき市 田人町南大平字高松 H29.3.24 H30.6.29
土石流 坪内沢 いわき市 田人町南大平字原口 H29.3.24 H30.6.29
土石流 高松沢３ いわき市 田人町南大平字高松 H29.3.24 H30.6.29
土石流 下坪沢２ いわき市 田人町旅人字下坪 H29.3.24 H30.6.29
土石流 川向沢１ いわき市 田人町旅人字下坪 H29.3.24 H30.6.29
土石流 川向沢２ いわき市 田人町旅人字和再松木平 H29.3.24 H30.6.29
土石流 和再松木平沢 いわき市 田人町旅人字和再松木平 H29.3.24
土石流 東中上沢左支 いわき市 田人町旅人字東中上 H29.3.24 H30.6.29
土石流 東中上沢 いわき市 田人町旅人字東中上 H29.3.24 H30.6.29
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土石流 横川沢４（長沢） いわき市 田人町旅人字横川 H29.3.24 H30.6.29
土石流 横川沢１ いわき市 田人町旅人字横川 H29.3.24 H30.6.29
土石流 前山沢２ いわき市 田人町旅人字前山 H29.3.24
土石流 男犬平沢 いわき市 田人町旅人字男犬平 H29.3.24
土石流 妻橋沢 いわき市 田人町旅人字妻橋 H29.3.24
土石流 滑石沢左支上流 いわき市 田人町旅人字滑石 H29.3.24
土石流 吉沼沢 いわき市 田人町旅人字村木立 H29.3.24 H30.6.29
土石流 笹ノ太輪沢 いわき市 田人町旅人字笹ノ太輪 H29.3.24 H30.6.29
土石流 大久保沢５ いわき市 田人町黒田字一ノ倉 H29.3.24
土石流 平草川３ いわき市 田人町荷路夫字下石 H29.3.24 H30.6.29
土石流 川崎沢 いわき市 田人町黒田字川崎 H29.3.24 H30.6.29
土石流 宝伝前沢１ いわき市 田人町荷路夫字宝伝前 H29.3.24 H30.6.29
土石流 向田沢 いわき市 田人町荷路夫字向田 H29.3.24 H30.6.29
土石流 間明沢沢 いわき市 田人町荷路夫字間明沢 H29.3.24 H30.6.29
土石流 宿家前沢 いわき市 田人町荷路夫字木和田 H29.3.24 H30.6.29
土石流 宝伝前沢３ いわき市 田人町荷路夫字宝伝前 H29.3.24 H30.6.29
土石流 鶴巻沢 いわき市 田人町荷路夫字鶴巻 H29.3.24 H30.6.29
土石流 中居沢 いわき市 田人町荷路夫字中居 H29.3.24 H30.6.29
土石流 唐漉沢 いわき市 田人町黒田字唐漉 H29.3.24 H30.6.29
土石流 唐漉沢１（塩ノ平沢１） いわき市 田人町黒田字唐漉 H29.3.24 H30.6.29
土石流 唐漉沢２（塩ノ平沢２） いわき市 田人町黒田字唐漉 H29.3.24 H30.6.29
土石流 唐沢１（唐沢沢１） いわき市 田人町黒田字唐沢 H29.3.24 H30.6.29
土石流 唐沢２ いわき市 田人町黒田字唐沢 H29.3.24 H30.6.29
土石流 明下沢１ いわき市 田人町荷路夫字明下 H29.3.24 H30.6.29
土石流 明下沢２ いわき市 田人町荷路夫字明下 H29.3.24 H30.6.29
土石流 菅ノ目沢（管ノ目沢） いわき市 田人町荷路夫字菅ノ目 H29.3.24 H30.6.29
土石流 風越沢 いわき市 田人町荷路夫字風越 H29.3.24 H30.6.29
土石流 芦ノ草沢 いわき市 遠野町滝字芦ノ平 H29.8.31
土石流 助右エ門沢 いわき市 田人町黒田字湯ノ倉 H29.3.24 H30.6.29
土石流 新田沢１ いわき市 田人町黒田字助右エ門沢 H29.3.24 H30.6.29
土石流 塩ノ平沢（塩平沢） いわき市 田人町黒田字塩ノ平 H29.3.24 H30.6.29
土石流 おもて沢 いわき市 遠野町滝字房林 H29.8.31
土石流 大反田沢１ いわき市 遠野町根岸字大反田 H29.8.31
土石流 大反田沢２ いわき市 遠野町根岸字大反田 H29.8.31
土石流 西山沢 いわき市 遠野町根岸字横道 H29.8.31 R3.3.16
土石流 川畑沢右支 いわき市 遠野町根岸字川畑 H29.8.31 R3.3.16
土石流 白坂沢 いわき市 遠野町上根本字白坂 H29.8.31
土石流 川堀沢 いわき市 遠野町深山田字稲荷林 H29.8.31
土石流 石畑沢 いわき市 遠野町大平字堀ノ内 H29.8.31
土石流 綱木沢左支 いわき市 田人町石住字綱木 H29.3.24 H30.6.29
土石流 綱木沢４ いわき市 田人町石住字綱木 H29.3.24 H30.6.29
土石流 綱木沢５ いわき市 田人町石住字綱木 H29.3.24 H30.6.29
土石流 曲藤沢１ いわき市 遠野町大平字曲藤 H29.8.31
土石流 落合沢 いわき市 遠野町入遠野字落合 H29.8.31 R3.3.16
土石流 綱木沢６ いわき市 遠野町入遠野字綱木 H29.8.31
土石流 綱木沢７ いわき市 遠野町入遠野字綱木 H29.8.31
土石流 諏訪沢 いわき市 遠野町入遠野字諏訪 H29.8.31 R3.3.16
土石流 天王川１ いわき市 遠野町入遠野字天王 H28.3.30 H29.7.28
土石流 南沢 いわき市 遠野町入遠野字南 H29.8.31
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土石流 久保目沢 いわき市 遠野町入遠野字久保目 H29.8.31
土石流 後台沢 いわき市 遠野町入遠野字後台 H29.8.31
土石流 新田沢５ いわき市 三和町下市萱字新田 H29.3.24 R3.3.16
土石流 支那志沢１ いわき市 田人町黒田字支那志 H29.3.24 H30.6.29
土石流 支那志沢２ いわき市 田人町黒田字支那志 H29.3.24 H30.6.29
土石流 中沢沢 いわき市 田人町貝泊字中沢 H29.3.24 H30.6.29
土石流 スウシロ沢 いわき市 田人町貝泊字下戸草 H29.3.24 H30.6.29
土石流 唐梅沢１ いわき市 田人町貝泊字唐梅 H29.3.24 H31.2.19
土石流 大柴沢１ いわき市 田人町貝泊字大柴 H29.3.24 H30.6.29
土石流 大柴沢２ いわき市 田人町貝泊字大柴 H29.3.24 H30.6.29
土石流 大柴沢３ いわき市 田人町貝泊字井出 H29.3.24 H30.6.29
土石流 耕土沢 いわき市 田人町貝泊字桐木 H29.3.24 H30.6.29
土石流 桐木沢（洞木沢） いわき市 田人町貝泊字桐木 H29.3.24 H30.6.29
土石流 神山沢１ いわき市 田人町石住字神山 H29.3.24 H31.2.19
土石流 神山沢左支 いわき市 田人町石住字神山 H29.3.24 H30.6.29
土石流 神山沢２ いわき市 田人町石住字神山 H29.3.24 H30.6.29
土石流 神山沢３ いわき市 田人町石住字神山 H29.3.24 H30.6.29
土石流 石住沢２ いわき市 田人町石住字石住 H29.3.24 H31.2.19
土石流 井出沢１ いわき市 田人町貝泊字井出 H29.3.24 H30.6.29
土石流 井出沢４ いわき市 田人町貝泊字井出 H29.3.24 H30.6.29
土石流 窪田熊ノ道沢（窪田熊ノ道沢1） いわき市 勿来町窪田熊ノ道 H29.3.24 H30.3.30
土石流 龍ノ沢（広川原沢１） いわき市 瀬戸町竜ノ沢 H29.3.24 H30.3.30
土石流 地切沢１ いわき市 瀬戸町地切 H29.3.24 H30.3.30
土石流 滝沢（東瀬戸沢） いわき市 瀬戸町入瀬戸 H29.3.24 H30.3.30
土石流 入瀬戸沢 いわき市 瀬戸町入瀬戸 H29.3.24 H30.3.30
土石流 神申沢１ いわき市 山玉町神申 H29.3.24 H30.3.30
土石流 神申沢２ いわき市 山玉町神申 H29.3.24 H30.3.30
土石流 蛭田川 いわき市 山玉町坂下 H29.3.24
土石流 九面滝谷沢 いわき市 勿来町九面浜田 H29.3.24 H30.3.30
土石流 戸沢内沢 いわき市 平水品字境ノ目 H29.1.11 H29.3.28
急傾斜 江之網１号 いわき市 久之浜町田之網字江之網 H28.12.1 H30.2.9
急傾斜 江之網２号 いわき市 久之浜町田之網字江之網 H28.12.1 H30.2.9
急傾斜 西内１号 いわき市 久之浜町田之網字西ノ内 H28.12.1 H29.10.27
急傾斜 代 いわき市 久之浜町久之浜字代 H28.12.1 H29.10.27
急傾斜 新屋敷１号(荒屋敷１号) いわき市 久之浜町末続字新屋敷 H28.12.1 H29.10.27
急傾斜 南作 いわき市 久之浜町田之網字南作 H28.12.1 H29.10.27
急傾斜 谷地 いわき市 大久町大久字下谷地 H28.12.1 H29.10.27
急傾斜 地切 いわき市 大久町大久字地切 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 仲川 いわき市 大久町小久字仲川 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 田仲 いわき市 大久町小久字田仲 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 滝の沢 いわき市 大久町小久字滝ノ沢 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 柳町 いわき市 平中山字柳町 H29.8.31
急傾斜 合磯 いわき市 平豊間字合磯 H28.12.1
急傾斜 沼ノ内１号 いわき市 平沼ノ内字浜街 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 沼ノ内２号 いわき市 平沼ノ内字浜街 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 高月 いわき市 平字高月 H28.3.30
急傾斜 田中内 いわき市 平谷川瀬字田中内 H28.3.30
急傾斜 広町 いわき市 平南白土字広町 H28.3.30
急傾斜 常住 いわき市 平赤井字常住 H28.3.30
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急傾斜 小塚２号 いわき市 平薄磯字小塚 H28.12.1
急傾斜 小館 いわき市 平下高久字小館 H28.1.29 H28.7.1
急傾斜 籬 いわき市 好間町北好間字籬 H28.3.30 H28.12.26
急傾斜 石田 いわき市 好間町上好間字石田 H28.3.30 H28.12.26
急傾斜 板木沢 いわき市 好間町北好間字板木沢 H28.3.30 H28.12.26
急傾斜 板木沢２号 いわき市 好間町北好間字板木沢 H28.3.30 H28.12.26
急傾斜 御殿１号 いわき市 内郷高坂町御殿 H28.3.1 H28.7.1
急傾斜 一丁目１号 いわき市 内郷高坂町一丁目 H28.3.30
急傾斜 一丁目２号 いわき市 内郷高坂町一丁目 H28.3.30
急傾斜 萇ヶ作 いわき市 内郷高坂町萇ヶ作 H28.3.30
急傾斜 駒谷 いわき市 内郷内町駒谷 H29.8.31
急傾斜 鬼越 いわき市 内郷御台境町鬼越 H28.1.29 H28.7.1
急傾斜 高坂 いわき市 内郷内町金坂 H28.3.1 H28.12.26
急傾斜 桜井２号 いわき市 内郷高坂町桜井 H28.3.1 H28.7.1
急傾斜 上宿 いわき市 内郷御厩町上宿 H29.1.11 H29.3.28
急傾斜 横根 いわき市 内郷御厩町横根 H29.1.11 H29.3.28
急傾斜 天王崎 いわき市 常磐湯本町天王崎 H31.4.12
急傾斜 傾城 いわき市 常磐湯本町傾城 H29.3.24
急傾斜 八仙１号 いわき市 常磐湯本町八仙 H29.3.24
急傾斜 吹矢１号 いわき市 常磐湯本町吹矢 H29.3.24
急傾斜 吹矢２号 いわき市 常磐湯本町吹矢 H29.3.24
急傾斜 吹谷３号 いわき市 常磐湯本町吹谷 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 梅ヶ平（山の神） いわき市 常磐湯本町山の神 H28.1.29 H29.3.28
急傾斜 三函１号 いわき市 常磐湯本町三函 H28.1.29 H28.7.1
急傾斜 下浅貝 いわき市 常磐湯本町下浅貝 H28.3.30 H28.12.26
急傾斜 矢津１号 いわき市 常磐関船町矢津 H29.3.24 R3.3.16
急傾斜 金坂１号 いわき市 内郷内町金坂 H28.3.1 H28.12.26
急傾斜 御台１号 いわき市 内郷御台境町御台 H28.1.29 H28.7.1
急傾斜 八仙 いわき市 常磐湯本町八仙 H29.3.24
急傾斜 迎 いわき市 常磐湯本町迎 H29.3.24
急傾斜 湯台堂２号 いわき市 常磐上湯長谷町上浅貝 H28.3.1 R2.8.28
急傾斜 堀ノ内 いわき市 常磐上湯長谷町堀ノ内 H28.3.1 R2.8.28
急傾斜 白鳥１号 いわき市 常磐白鳥町竜ヶ崎 H29.3.24 R3.3.16
急傾斜 矢津 いわき市 常磐関船町矢津 H29.3.24 R3.3.16
急傾斜 台ノ上 いわき市 小名浜岡小名字台ノ上 H29.3.24 H30.3.30
急傾斜 狩亦 いわき市 小名浜下神白字狩亦 H28.3.30
急傾斜 綱木Ａ いわき市 三和町上三坂字綱木 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 綱木Ｂ いわき市 三和町上三坂字綱木 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 中町Ａ いわき市 三和町上三坂字中町 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 本町 いわき市 三和町上三坂字本町 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 館下Ｂ いわき市 三和町差塩字館下 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 館下Ｃ いわき市 三和町差塩字館下 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 東作Ａ いわき市 三和町差塩字東作 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 東作Ｂ いわき市 三和町差塩字東作 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 東作Ｃ いわき市 三和町差塩字東作 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 仲ノ町 いわき市 三和町差塩字仲ノ町 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 堀添 いわき市 三和町差塩字堀添 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 道添Ｂ いわき市 三和町差塩字道添 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 川田 いわき市 三和町下三坂字川田 H30.5.25
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急傾斜 小風呂内 いわき市 三和町下三坂字小風呂内 H30.5.25
急傾斜 坂下Ｂ いわき市 三和町下三坂字中山 H30.5.25
急傾斜 中ノ町 いわき市 三和町下三坂字中山 H30.5.25
急傾斜 原 いわき市 三和町下三字坂南山 H30.5.25
急傾斜 南作 いわき市 三和町下三坂字南作 H30.5.25
急傾斜 後沢 いわき市 三和町下三坂字後沢 H30.5.25
急傾斜 蛭久保 いわき市 三和町中三坂字蛭久保 H30.5.25
急傾斜 藪窪 いわき市 三和町中三坂字向 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 湯ノ向 いわき市 三和町中三坂字向 H30.5.25
急傾斜 寺下Ａ いわき市 三和町上永井字寺下 H30.5.25
急傾斜 寺下Ｂ いわき市 三和町上永井字寺下 H30.5.25
急傾斜 寺下Ｃ いわき市 三和町上永井字鷹ノ巣 H30.5.25
急傾斜 寺下Ｅ いわき市 三和町上永井字鷹ノ巣 H30.5.25
急傾斜 寺下Ｆ いわき市 三和町上永井字鷹ノ巣 H30.5.25
急傾斜 古事又 いわき市 三和町上三坂字古事又 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 立町 いわき市 三和町上三坂字立町 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 水田Ａ いわき市 三和町上三坂字水田 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 水田Ｂ いわき市 三和町上三坂字水田 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 水田Ｃ いわき市 三和町上三坂字水田 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 屋地Ａ いわき市 三和町上三坂字山神前 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 屋地Ｂ いわき市 三和町上三坂字山神前 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 内畑Ａ いわき市 三和町合戸字内畑 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 中ノ内Ａ いわき市 三和町合戸字浮矢 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 中ノ内Ｂ いわき市 三和町合戸字中ノ内 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 大久保 いわき市 三和町差塩字川下 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 川下 いわき市 三和町差塩字川下 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 東作 いわき市 三和町差塩字東作 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 片岸Ｂ いわき市 三和町下市萱字片岸 H29.8.31
急傾斜 北ノ入Ａ いわき市 三和町下市萱字北ノ入 H29.8.31
急傾斜 北ノ入Ｂ いわき市 三和町下市萱字北ノ入 H29.8.31
急傾斜 新田Ａ いわき市 三和町下市萱字新田 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 新田Ｂ いわき市 三和町下市萱字新田 H29.8.31
急傾斜 新田Ｃ いわき市 三和町下市萱字新田 H29.8.31
急傾斜 新田Ｄ いわき市 三和町下市萱字新田 H29.8.31
急傾斜 新田Ｅ いわき市 三和町下市萱字新田 H29.8.31
急傾斜 竹ノ内 いわき市 三和町下市萱字竹ノ内 H29.8.31
急傾斜 根小屋Ａ いわき市 三和町下市萱字根小屋 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 根小屋Ｂ いわき市 三和町下市萱字遅川 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 松ヶ枝 いわき市 三和町下市萱字松ヶ枝 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 大堀Ｂ いわき市 三和町下永井字大堀 H29.8.31
急傾斜 軽井沢Ａ いわき市 三和町下永井字軽井沢 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 軽井沢Ｃ いわき市 三和町下永井字軽井沢 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 軽井沢Ｄ いわき市 三和町下永井字軽井沢 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 軽井沢Ｅ いわき市 三和町下永井字軽井沢 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 高野前 いわき市 三和町下永井字高野前 H29.3.24 H30.6.26
急傾斜 銅屋場Ｂ いわき市 三和町下永井字銅屋場 H29.3.24 H30.6.26
急傾斜 火沢Ａ いわき市 三和町下永井字火沢 H29.8.31
急傾斜 火沢Ｂ いわき市 三和町下永井字火沢 H29.8.31
急傾斜 峰岸Ｂ いわき市 三和町下永井字峰岸 H29.8.31
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急傾斜 明神平Ａ いわき市 三和町下永井字明神平 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 明神平Ｂ いわき市 三和町下永井字明神平 H29.8.31
急傾斜 明神平Ｄ いわき市 三和町下永井字明神平 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 横山 いわき市 三和町下永井字横山 H29.8.31
急傾斜 和久 いわき市 三和町下永井字和久 H29.8.31
急傾斜 宿Ｂ いわき市 三和町中寺字宿 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 館下Ｄ いわき市 三和町中寺字大平 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 館下Ｅ いわき市 三和町中寺字館下 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 川前 いわき市 三和町渡戸字川前 H29.8.31
急傾斜 滝中子Ａ いわき市 三和町渡戸字滝中子 H29.8.31
急傾斜 峠平Ａ いわき市 三和町渡戸字峠平 H29.8.31
急傾斜 峠平Ｂ いわき市 三和町渡戸字峠平 H29.8.31
急傾斜 中ノ内Ｂ いわき市 三和町渡戸字中ノ内 H29.8.31
急傾斜 二本川 いわき市 三和町渡戸字二本川 H29.8.31
急傾斜 弓張木Ａ いわき市 三和町渡戸字弓張木 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 楢木 いわき市 三和町渡戸字楢木 H29.8.31
急傾斜 二反田 いわき市 三和町中寺字二反田 H29.8.31
急傾斜 坂下Ａ いわき市 三和町下三坂字坂下 H29.8.31
急傾斜 仲居 いわき市 三和町下三坂字石会 H29.8.31
急傾斜 北ノ内 いわき市 三和町中三坂字北ノ内 H29.8.31
急傾斜 腰巻Ａ いわき市 三和町中三坂字腰巻 H29.8.31
急傾斜 谷合 いわき市 三和町下三坂字谷合 H29.8.31
急傾斜 水田 いわき市 三和町中三坂字水田 H29.8.31
急傾斜 片岸Ａ いわき市 三和町下市萱字片岸 H29.8.31
急傾斜 根小屋 いわき市 三和町下市萱字根小屋 H29.8.31
急傾斜 軽井沢 いわき市 三和町下永井字軽井沢 H29.8.31
急傾斜 銅屋場Ａ いわき市 三和町下永井字銅屋場 H29.8.31
急傾斜 峰岸Ａ いわき市 三和町下永井字峰岸 H29.8.31
急傾斜 横山A いわき市 三和町下永井字横山 H29.8.31
急傾斜 宿Ａ いわき市 三和町中寺字宿 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 館下Ａ いわき市 三和町中寺字関所 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 藪ノ上（薮ノ上） いわき市 川前町下桶売字藪ノ上 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 精才 いわき市 川前町小白井字精才 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 岩ノ作 いわき市 川前町上桶売字岩ノ作 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 大平Ａ いわき市 川前町上桶売字大平 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 大平Ｂ いわき市 川前町上桶売字大平 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 大平Ｃ いわき市 川前町上桶売字大平 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 大平Ｄ いわき市 川前町上桶売字大平 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 大平Ｅ いわき市 川前町上桶売字大平 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 大平Ｆ いわき市 川前町上桶売字大平 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 小久田Ａ いわき市 川前町上桶売字小久田 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 小久田Ｃ いわき市 川前町上桶売字小久田 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 小久田Ｄ いわき市 川前町上桶売字小久田 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 上沢尻Ａ いわき市 川前町上桶売字上沢尻 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 上沢尻Ｂ いわき市 川前町上桶売字上沢尻 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 上沢尻Ｃ いわき市 川前町上桶売字上沢尻 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 五斗巻（中里Ａ） いわき市 川前町上桶売字五斗巻 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 根本 いわき市 川前町上桶売字根本 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 大平Ｇ いわき市 川前町上桶売字大平 H30.5.25 R2.8.28
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急傾斜 小田代 いわき市 川前町川前字小田代 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 柿木平Ｂ いわき市 川前町川前字柿木平 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 鍛冶淵 いわき市 川前町川前字鍛冶淵 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 小滝 いわき市 川前町川前字小滝 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 山下谷 いわき市 川前町川前字沖流 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 棚木Ａ いわき市 川前町川前字棚木 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 棚木Ｂ いわき市 川前町川前字棚木 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 棚木Ｃ いわき市 川前町川前字棚木 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 矢田谷地　（藪ノ上Ａ） いわき市 川前町下桶売字矢田谷地 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 藪ノ上Ｂ（薮ノ上Ｂ） いわき市 川前町下桶売字藪ノ上 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 五味沢 いわき市 川前町下桶売字五味沢 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 城木 いわき市 川前町下桶売字城木 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 芹ケ作Ａ いわき市 川前町下桶売字芹ケ作 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 芹ケ作Ｃ いわき市 川前町下桶売字芹ケ作 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 高部 いわき市 川前町下桶売字高部 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 殿林Ａ いわき市 川前町下桶売字殿林 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 殿林Ｂ いわき市 川前町下桶売字殿林 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 西向Ａ いわき市 川前町下桶売字西向 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 西向Ｂ いわき市 川前町下桶売字西向 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 藪ノ上Ａ（藪ノ上Ｃ） いわき市 川前町下桶売字藪ノ上 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 藪ノ上Ｄ（薮ノ上Ｂ） いわき市 川前町下桶売字藪ノ上 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 藪ノ上Ｃ（藪ノ上Ｅ） いわき市 川前町下桶売字藪ノ上 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 宮下 いわき市 川前町上桶売字宮下 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 北大沢 いわき市 久之浜町末続字北大沢 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 北向 いわき市 久之浜町末続字北向 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 坂下 いわき市 久之浜町末続字坂下 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 塩民 いわき市 久之浜町末続字塩民 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 柿内 いわき市 久之浜町田之網字平松 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 横内 いわき市 久之浜町田之網字横内 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 入間沢 いわき市 大久町大久字入間沢 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 唐貝内 いわき市 大久町大久字唐貝内 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 才加良作 いわき市 大久町大久字才加良作 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 陣場 いわき市 大久町大久字陣場 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 地切Ａ いわき市 大久町大久字地切 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 地切Ｂ いわき市 大久町大久字地切 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 禰宜内 いわき市 大久町大久字禰宜内 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 後A いわき市 大久町小山田字後 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 後B いわき市 大久町小山田字後 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 滝ノ上 いわき市 大久町小山田字滝ノ上 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 松葉A いわき市 大久町小山田字松葉 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 松葉B いわき市 大久町小山田字松葉 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 菖蒲作 いわき市 大久町小久字菖蒲作 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 堤田 いわき市 大久町小久字堤田 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 山口 いわき市 大久町小久字山口 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 北田 いわき市 大久町大久字北田 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 滝ノ沢 いわき市 大久町小久字堤田 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 連郷 いわき市 大久町小久字連郷 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 烏内 いわき市 仁井田町烏内 H30.5.25
急傾斜 田戸B いわき市 四倉町字田戸 H30.5.25 R2.12.22
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急傾斜 沼ノ作 いわき市 四倉町白岩字沼ノ作 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 作 いわき市 四倉町玉山字作 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 炭釜 いわき市 四倉町玉山字炭釜 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 元村 いわき市 四倉町玉山字元村 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 稲荷作Ａ（稲荷作） いわき市 四倉町戸田字稲荷作 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 川子田A いわき市 四倉町戸田字川子田 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 川子田B いわき市 四倉町戸田字川子田 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 北ノ作 いわき市 四倉町戸田字北ノ作 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 古屋敷 いわき市 四倉町長友字古屋敷 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 仲ノ内 いわき市 四倉町名木字仲ノ内 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 脇ノ草Ａ（脇の草A） いわき市 四倉町八茎字脇ノ草 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 脇ノ草Ｂ（脇の草B） いわき市 四倉町八茎字脇ノ草 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 小湊 いわき市 四倉町山田小湊字小湊 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 上 いわき市 四倉町大森字上 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 中平 いわき市 四倉町駒込字中平 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 箒作 いわき市 四倉町戸田字箒作 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 稲荷作Ｂ（稲荷作） いわき市 四倉町戸田字稲荷作 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 仲作 いわき市 四倉町戸田字仲作 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 湯ノ口 いわき市 四倉町玉山字湯ノ口 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 香後Ａ いわき市 小川町上小川字香後 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 江田Ｃ いわき市 小川町塩田字江田 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 間門 いわき市 小川町塩田字間門 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 谷下 いわき市 小川町柴原字谷下 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 入屋敷Ａ いわき市 小川町西小川字入屋敷 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 入屋敷Ｂ いわき市 小川町西小川字入屋敷 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 沼平 いわき市 小川町西小川字沼平 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 水貫 いわき市 小川町柴原字水貫 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 下野地 いわき市 小川町西小川字下野地 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 大倉 いわき市 平赤井字大倉 H29.8.31
急傾斜 窪田A いわき市 平赤井字窪田 H30.5.25
急傾斜 諏訪原 いわき市 平赤井字諏訪原 H30.5.25
急傾斜 沼ノ作 いわき市 平赤井字沼ノ作 H30.5.25
急傾斜 磐井作 いわき市 平泉崎字磐井作 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 洞A いわき市 平豊間字洞 H29.8.31
急傾斜 洞B いわき市 平豊間字洞 H29.8.31
急傾斜 白土 いわき市 平大室字白土 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 五郎内A いわき市 平上荒川字五郎内 H29.8.31
急傾斜 五郎内B いわき市 平上荒川字五郎内 H29.8.31
急傾斜 五味作A いわき市 平上大越字五味作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 才子作 いわき市 平上片寄字才子作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 関場A いわき市 平上片寄字関場 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 関場B いわき市 平上片寄字関場 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 寺下A いわき市 平上片寄字寺下 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 高島 いわき市 平上高久字高島 H29.8.31
急傾斜 塚田 いわき市 平上高久字塚田 H30.5.25
急傾斜 松木前 いわき市 平上高久字松木前 H29.8.31
急傾斜 八反口 いわき市 平上平窪字八反口 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 内田 いわき市 平神谷作字内田 H29.8.31
急傾斜 神ノ前 いわき市 平神谷作字神ノ前 H29.8.31
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急傾斜 榎町A いわき市 平上山口字榎町 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 榎町B いわき市 平上山口字榎町 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 是慶 いわき市 平北神谷字是慶 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 七曲A いわき市 平北神谷字七曲 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 七曲B いわき市 平北神谷字七曲 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 恩作A いわき市 平絹谷字恩作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 呉坪A いわき市 平絹谷字呉坪 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 杉内A いわき市 平絹谷字杉内 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 杉内B いわき市 平絹谷字杉内 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 前泉屋 いわき市 平絹谷字前泉屋 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 南作 いわき市 平絹谷字南作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 磐ノ作 いわき市 平小泉字磐ノ作 H29.8.31
急傾斜 東 いわき市 平小泉字東 H30.5.25
急傾斜 川前 いわき市 平下荒川字川前 H29.8.31
急傾斜 後山A いわき市 平下片寄字後山 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 片帆 いわき市 平下高久字片帆 H29.8.31
急傾斜 馬場 いわき市 平下高久字馬場 H28.1.29
急傾斜 内田 いわき市 平下山口字内田 H30.5.25
急傾斜 妻 いわき市 平下山口字妻 H29.8.31
急傾斜 湯ノ口 いわき市 平下山口字湯ノ口 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 腰巻B いわき市 平菅波字腰巻 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 菅波入A いわき市 平菅波字菅波入 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 菅波入B いわき市 平菅波字菅波入 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 太郎作 いわき市 平菅波字太郎作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 西ノ内 いわき市 平菅波字西ノ内 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 南作B いわき市 平菅波字南作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 清水 いわき市 平鶴ケ井字清水 H29.8.31
急傾斜 八反田 いわき市 平鶴ケ井字八反田 H29.8.31
急傾斜 猿田 いわき市 平豊間字猿田 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 下ノ内 いわき市 平豊間字下ノ内 H30.5.25
急傾斜 榎町（堂正前） いわき市 平豊間字堂正前 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 地曽作 いわき市 平中神谷字地曽作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 松山 いわき市 平中塩字松山 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 赤 いわき市 平中山字赤 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 諏訪下Ａ いわき市 平中山字諏訪下 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 諏訪下Ｂ いわき市 平中山字諏訪下 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 藁谷 いわき市 平中山字藁谷 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 浜街 いわき市 平沼ノ内字浜街 H29.8.31
急傾斜 猿ケ作A いわき市 平幕ノ内字猿ケ作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 猿ケ作B いわき市 平幕ノ内字猿ケ作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 境ノ目A いわき市 平水品字境ノ目 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 戸沢内A いわき市 平水品字戸沢内 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 西ノ内 いわき市 平水品字西ノ内 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 根岸 いわき市 平水品字根岸 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 山崎 いわき市 平水品字山崎 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 竜沢 いわき市 平南白土字竜沢 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 館下 いわき市 平吉野谷字館下 H29.8.31
急傾斜 三反田 いわき市 平四ツ波字三反田 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 窪田B いわき市 平赤井字窪田 H30.5.25 R3.3.16



ＨＰ公表 指定
郡市 町村 大字以降 年月日 年月日

現象名
渓流名
箇所名

所在地

急傾斜 矢ノ目 いわき市 平山崎字矢ノ目 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 赤井嶽 いわき市 平赤井字赤井嶽 H29.8.31
急傾斜 五郎内C いわき市 平上荒川字五郎内 H29.8.31
急傾斜 五味作B いわき市 平上大越字五味作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 寺下B いわき市 平上片寄字寺下 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 作ノ入 いわき市 平上高久字作ノ入 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 諏訪下 いわき市 平中山字諏訪下 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 カキ田 いわき市 平水品字カキ田 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 塚ノ町 いわき市 平谷川瀬字塚ノ町 H28.3.30
急傾斜 扇作 いわき市 平絹谷字扇作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 堂ノ作 いわき市 平上片寄字堂ノ作 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 石脇１号 いわき市 平中神谷字石脇 H28.12.1 H29.3.28
急傾斜 三反田１号 いわき市 平四ッ波字三反田 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 根木内 いわき市 平山崎字根木内 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 梅福山A いわき市 平山崎字梅福山 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 梅福山B いわき市 平山崎字梅福山 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 山根 いわき市 平荒田目字山根 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 馬場A いわき市 平北神谷字馬場 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 馬場B いわき市 平北神谷字馬場 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 松倉 いわき市 平北神谷字松倉 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 岸前 いわき市 平下神谷字岸前 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 辰ノ口 いわき市 平下平窪字辰ノ口 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 宮下 いわき市 平馬目字宮下 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 岸前 いわき市 平上大越字岸前 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 諏訪下 いわき市 平下荒川字諏訪下 H29.8.31
急傾斜 洞口 いわき市 平鯨岡字洞口 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 一町田 いわき市 平絹谷字一町田 H30.5.25 R2.10.9
急傾斜 大利前Ａ いわき市 好間町大利字大利前 H30.5.25
急傾斜 向山 いわき市 好間町大利字向山 H29.8.31
急傾斜 岸 いわき市 好間町上好間字岸 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 槐作Ａ いわき市 好間町北好間字槐作 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 椎木平Ａ いわき市 好間町北好間字椎木平 H28.12.1 H28.12.26
急傾斜 松坂 いわき市 好間町北好間字松坂 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 江ノ上 いわき市 好間町榊小屋字居掛山 H29.8.31
急傾斜 堂ノ作 いわき市 好間町中好間字堂ノ作 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 大利前Ｂ いわき市 好間町大利字大利前 H30.5.25
急傾斜 槐作 いわき市 好間町北好間字槐作 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 大門 いわき市 内郷白水町大門 H29.8.31
急傾斜 広畑 いわき市 内郷白水町広畑 H29.8.31
急傾斜 弁天原 いわき市 内郷御台境町弁天原 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 大畑 いわき市 内郷御厩町大畑 H29.1.11 H29.3.28
急傾斜 平太郎Ａ いわき市 内郷宮町平太郎 H29.3.8 H29.3.28
急傾斜 峰根A いわき市 内郷宮町峰根 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 峰根B いわき市 内郷宮町峰根 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 高倉 いわき市 内郷白水町高倉 H30.5.25
急傾斜 御台Ｂ いわき市 内郷御台境町御台 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 作田 いわき市 内郷小島町作田 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 鶴巻 いわき市 内郷御台境町鶴巻 H29.1.11 H29.3.28
急傾斜 入山A いわき市 内郷白水町入山 H29.3.8 H29.3.28
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急傾斜 坂下 いわき市 内郷御台境町坂下 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 峰根 いわき市 内郷宮町峰根 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 小屋下 いわき市 常磐上矢田町小屋下 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 東作３号 いわき市 常磐下船尾町東作 H29.8.31
急傾斜 勝丘１号 いわき市 常磐白鳥町勝丘 H29.8.31
急傾斜 後山 いわき市 常磐藤原町後山 H29.8.31
急傾斜 内田 いわき市 常磐松久須根町内田 H29.8.31
急傾斜 根岸 いわき市 常磐松久須根町根岸 H29.8.31
急傾斜 広畑 いわき市 常磐松久須根町広畑 H29.8.31
急傾斜 竹ノ花１号 いわき市 常磐三沢町竹ノ花 H29.8.31
急傾斜 日吉下 いわき市 常磐三沢町日吉下 H29.8.31
急傾斜 亀ノ尾１号 いわき市 常磐水野谷町亀ノ尾 H29.8.31
急傾斜 亀ノ尾２号 いわき市 常磐水野谷町亀ノ尾 H29.8.31
急傾斜 亀ノ尾３号 いわき市 常磐水野谷町亀ノ尾 H29.8.31
急傾斜 千代鶴３号 いわき市 常磐水野谷町千代鶴 H29.8.31
急傾斜 栄田２号 いわき市 常磐湯本町栄田 H29.3.24 R3.3.16
急傾斜 天神２号 いわき市 常磐湯本町天神 H29.8.31
急傾斜 日渡４号 いわき市 常磐湯本町日渡 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 館下 いわき市 常磐三沢町館下 H29.8.31
急傾斜 千代鶴１号 いわき市 常磐水野谷町千代鶴 H29.8.31
急傾斜 花木下 いわき市 常磐上矢田町花木下 H29.8.31
急傾斜 千代鶴２号 いわき市 常磐水野谷町千代鶴 H29.8.31
急傾斜 宮田２号 いわき市 永崎字宮田 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 四方北２号 いわき市 永崎字四方北 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 餓鬼塚２号 いわき市 小名浜大原字餓鬼塚 H29.3.24 H30.3.30
急傾斜 安部作 いわき市 小名浜金成字前田 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 前田２号 いわき市 小名浜金成字前田 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 若宮１号 いわき市 小名浜金成字若宮 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 若宮２号 いわき市 小名浜金成字町田 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 西大沢 いわき市 小名浜上神白字西大沢 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 我鬼塚 いわき市 小名浜野田字我鬼塚 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 八合１号 いわき市 小名浜野田字八合 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 八合２号 いわき市 小名浜野田字八合 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 柳作 いわき市 小名浜野田字柳作 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 下ノ前２号 いわき市 小名浜南富岡字下ノ前 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 真石 いわき市 小名浜南富岡字真石 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 作入１号 いわき市 小名浜林城字作入 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 作入２号 いわき市 小名浜林城字八反田 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 神明前 いわき市 小名浜上神白字神明前 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 東大沢 いわき市 小名浜上神白字東大沢 H29.3.24 H30.3.30
急傾斜 小野作 いわき市 小名浜南富岡字小野作 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 下ノ前1号 いわき市 小名浜南富岡字下ノ前 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 餓鬼塚1号 いわき市 小名浜大原字餓鬼塚 H29.3.24 H30.3.30
急傾斜 梅ノ木作 いわき市 鹿島町上蔵持字梅ノ木作 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 江名口 いわき市 鹿島町上蔵持字江名口 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 畑中 いわき市 鹿島町上蔵持字畑中 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 反町１号 いわき市 鹿島町久保字反町 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 田ノ作１号 いわき市 鹿島町久保字下田ノ作 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 田ノ作２号 いわき市 鹿島町久保字田ノ作 H29.8.31 H31.2.19
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急傾斜 戸ノ内１号 いわき市 鹿島町下蔵持字戸ノ内 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 戸ノ内２号 いわき市 鹿島町下蔵持字戸ノ内 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 戸ノ内３号 いわき市 鹿島町下蔵持字戸ノ内 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 鍛治屋（鍛冶屋） いわき市 鹿島町走熊字鍛冶屋 H29.8.31 H30.3.30
急傾斜 小和口 いわき市 鹿島町走熊字小和口 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 上ノ内（寺作） いわき市 鹿島町走熊字寺作 H29.8.31 H30.3.30
急傾斜 柳作 いわき市 鹿島町走熊字柳作 H29.8.31 H30.3.30
急傾斜 渡折 いわき市 鹿島町走熊字渡折 H29.8.31 H30.3.30
急傾斜 堤 いわき市 鹿島町船戸字堤 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 九反田 いわき市 鹿島町御代字九反田 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 四郎作 いわき市 鹿島町米田字四郎作 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 渋倉 いわき市 鹿島町上蔵持字渋倉 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 鈴之沢１号 いわき市 鹿島町上蔵持字鈴之沢 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 満屋１号 いわき市 鹿島町下蔵持字満屋 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 八合１号 いわき市 鹿島町船戸字八合 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 赤坂 いわき市 鹿島町御代字赤坂 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 横山 いわき市 泉町字横山 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 江越 いわき市 泉町黒須野字砂利 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 砂井田 いわき市 泉町滝尻字砂井田 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 藪倉 いわき市 江名字蒲ケ作 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 余木田 いわき市 山田町余木田 H30.5.25
急傾斜 家ノ前 いわき市 山田町家ノ前 H30.5.25
急傾斜 蔵ノ内 いわき市 山田町蔵ノ内 H30.5.25
急傾斜 林越 いわき市 山田町林越 H30.5.25
急傾斜 舟板 いわき市 山田町舟板 H29.3.24 R3.3.16
急傾斜 細井 いわき市 山田町細井 H30.5.25
急傾斜 中ノ町 いわき市 錦町中ノ町 H29.8.31
急傾斜 梅沢 いわき市 錦町梅沢 H29.8.31
急傾斜 大町２号 いわき市 錦町大町 H29.8.31
急傾斜 鈴鹿 いわき市 錦町鈴鹿 H29.8.31
急傾斜 中ノ町１号 いわき市 錦町中ノ町 H29.8.31
急傾斜 中ノ町２号 いわき市 錦町中ノ町 H29.8.31
急傾斜 中ノ町３号 いわき市 錦町中ノ町 H29.8.31
急傾斜 松木町 いわき市 錦町松木町 H29.8.31
急傾斜 桑木１号 いわき市 添野町桑木町 H29.3.24
急傾斜 桑木２号 いわき市 添野町桑木町 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 桑木３号 いわき市 添野町桑木町 H29.3.24
急傾斜 清水 いわき市 添野町清水 H29.8.31
急傾斜 上木舟 いわき市 渡辺町松子屋字上木舟 H29.8.31
急傾斜 萱落１号 いわき市 渡辺町泉田字萱落 H29.8.31
急傾斜 萱落２号 いわき市 渡辺町泉田字萱落 H29.8.31
急傾斜 越田作１号 いわき市 渡辺町泉田字越田作 H29.8.31
急傾斜 越田作２号 いわき市 渡辺町泉田字越田作 H29.8.31
急傾斜 瀬峰 いわき市 渡辺町上釜戸字瀬峰 H29.8.31 H30.3.30
急傾斜 鳶尾 いわき市 渡辺町上釜戸字鳶尾 H29.8.31
急傾斜 橋の上１号 いわき市 渡辺町上釜戸字橋の上 H29.8.31
急傾斜 橋の上２号 いわき市 渡辺町上釜戸字橋の上 H29.8.31
急傾斜 大木田 いわき市 渡辺町中釜戸字大木田 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 川原子沢１号 いわき市 渡辺町中釜戸字川原子沢 H29.8.31
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急傾斜 柳町 いわき市 渡辺町昼野字柳町 H29.8.31
急傾斜 岸 いわき市 渡辺町洞字岸 H29.8.31
急傾斜 五反田 いわき市 渡辺町洞字五反田 H29.8.31
急傾斜 上の代 いわき市 渡辺町上釜戸字上の代 H29.8.31
急傾斜 初田 いわき市 渡辺町田辺字初田 H29.8.31
急傾斜 蛭坪 いわき市 沼部町蛭坪 H29.8.31
急傾斜 石井作１号 いわき市 勿来町窪田大槻 H29.8.31
急傾斜 熊ノ道 いわき市 勿来町窪田熊ノ道 H29.8.31
急傾斜 菅田 いわき市 勿来町窪田菅田 H29.8.31
急傾斜 菖蒲沢 いわき市 東田町菖蒲沢 H29.3.24
急傾斜 堤下 いわき市 東田町堤下 H29.8.31
急傾斜 菖蒲沢Ｂ（菖蒲沢） いわき市 東田町神山 H29.8.31
急傾斜 本山 いわき市 東田町家ノ前 H29.8.31
急傾斜 仲畑 いわき市 三沢町仲畑 H29.8.31
急傾斜 後田 いわき市 三沢町後田 H29.8.31
急傾斜 田島 いわき市 三沢町田島 H29.8.31
急傾斜 仲畑１号 いわき市 三沢町田島 H29.8.31
急傾斜 大平 いわき市 川部町大平 H29.8.31
急傾斜 北ノ内 いわき市 川部町北ノ内 H29.8.31
急傾斜 佐倉 いわき市 川部町大平 H29.8.31
急傾斜 富沢 いわき市 川部町富沢 H29.8.31
急傾斜 成作 いわき市 川部町成作 H29.8.31
急傾斜 入瀬戸１号(入瀬戸) いわき市 瀬戸町入瀬戸 H29.8.31
急傾斜 東瀬戸１号 いわき市 瀬戸町東瀬戸 H29.8.31
急傾斜 東瀬戸３号 いわき市 瀬戸町東瀬戸 H29.8.31
急傾斜 山下 いわき市 瀬戸町山下 H29.8.31
急傾斜 入瀬戸２号(入瀬戸) いわき市 瀬戸町入瀬戸 H29.8.31
急傾斜 曲藤 いわき市 遠野町大平字曲藤 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 鷹ノ巣 いわき市 遠野町深山田字小石平 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 久保目１号 いわき市 遠野町入遠野字久保目 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 久保目２号 いわき市 遠野町入遠野字久保目 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 久保目３号 いわき市 遠野町入遠野字貝那夫 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 綱木 いわき市 遠野町入遠野字綱木 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 中野 いわき市 遠野町入遠野字中野 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 羽黒 いわき市 遠野町入遠野字羽黒 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 前田１号 いわき市 遠野町入遠野字前田 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 前田２号 いわき市 遠野町入遠野字前田 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 石畑 いわき市 遠野町大平字石畑 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 植木田１号 いわき市 遠野町大平字植木田 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 植木田３号 いわき市 遠野町大平字植木田 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 細畑 いわき市 遠野町大平字細畑 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 物見岡 いわき市 遠野町大平字五反田 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 鍛治屋作１号 いわき市 遠野町上遠野字鍛治屋作 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 鍛治屋作３号 いわき市 遠野町上遠野字鍛治屋作 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 鍛治屋作４号 いわき市 遠野町上遠野字鍛治屋作 H29.8.31 H31.3.5
急傾斜 滝太洞１号 いわき市 遠野町上遠野字東大沢 H29.8.31
急傾斜 滝太洞２号 いわき市 遠野町上遠野字滝太洞 H29.8.31
急傾斜 滝太洞３号 いわき市 遠野町上遠野字滝太洞 H29.8.31
急傾斜 寺戸 いわき市 遠野町上遠野字小淵 H29.8.31
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急傾斜 前山１号 いわき市 遠野町上遠野字前山 H29.8.31
急傾斜 前山２号 いわき市 遠野町上遠野字前山 H30.5.25
急傾斜 矢本 いわき市 遠野町上遠野字矢本 H30.5.25
急傾斜 おもて いわき市 遠野町滝字おもて H29.8.31
急傾斜 柿ノ沢 いわき市 遠野町滝字柿ノ沢 H29.8.31
急傾斜 申田 いわき市 遠野町滝字申田 H29.8.31
急傾斜 洞坂 いわき市 遠野町滝字洞坂 H29.8.31
急傾斜 深山口 いわき市 遠野町滝字深山口 H29.8.31
急傾斜 大反田 いわき市 遠野町根岸字大反田 H30.5.25
急傾斜 西山 いわき市 遠野町根岸字西山 H30.5.25
急傾斜 大林 いわき市 遠野町深山田字大林 H29.8.31
急傾斜 釜ノ前 いわき市 遠野町深山田字釜ノ前 H29.8.31
急傾斜 小石平 いわき市 遠野町深山田字小石平 H29.8.31
急傾斜 沢繁 いわき市 遠野町深山田沢字繁 H29.8.31
急傾斜 コブキ いわき市 田人町貝泊字コブキ H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 貝屋１号 いわき市 田人町石住字綱木 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 神山１号 いわき市 田人町石住字神山 H29.3.24 H30.6.26
急傾斜 神山２号 いわき市 田人町石住字神山 H29.3.24 H30.6.26
急傾斜 神山３号 いわき市 田人町石住字神山 H29.3.24 H30.6.26
急傾斜 才鉢 いわき市 田人町石住字才鉢 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 綱木１号 いわき市 田人町石住字綱木 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 綱木２号 いわき市 田人町石住字綱木 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 綱木４号 いわき市 田人町石住字綱木 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 綱木５号 いわき市 田人町石住字綱木 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 井出 いわき市 田人町貝泊字井出 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 戸草１号 いわき市 田人町貝泊字戸草 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 戸草２号 いわき市 田人町貝泊字戸草 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 中沢１号 いわき市 田人町貝泊字中沢 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 中沢２号 いわき市 田人町貝泊字中沢 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 大沢 いわき市 田人町黒田字大沢 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 河内 いわき市 田人町黒田字河内 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 平草 いわき市 田人町黒田字平草 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 滑石 いわき市 田人町旅人字滑石 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 根室 いわき市 田人町旅人字根室 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 井戸沢２号 いわき市 田人町旅人字井戸沢 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 新田 いわき市 田人町荷路夫字明下 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 鶴巻 いわき市 田人町荷路夫字宝伝前 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 長沢 いわき市 田人町南大平字長沢 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 大堀Ｃ いわき市 三和町下永井字大堀 H29.8.31
急傾斜 軽井沢Ｆ いわき市 三和町下永井字軽井沢 H29.8.31
急傾斜 大平Ｈ いわき市 川前町上桶売字大平 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 将監小屋 いわき市 川前町小白井字将監小屋 H30.5.25 R2.6.26
急傾斜 江之網３号（鷹ノ巣） いわき市 久之浜町田之網字江之網 H28.12.1 H29.10.27
急傾斜 新屋敷 いわき市 久之浜町末続字新屋敷 H28.12.1 H29.10.27
急傾斜 川ノ入 いわき市 四倉町駒込字川ノ入 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 古屋敷B いわき市 四倉町長友字古屋敷 H30.5.25 R2.12.22
急傾斜 香後Ｂ いわき市 小川町上小川字香後 H30.5.25 R2.8.28
急傾斜 団粉田 いわき市 平赤井字団粉田 H30.5.25 R3.3.16
急傾斜 菅田 いわき市 平上高久字菅田 H30.5.25 R3.3.16
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急傾斜 山崎 いわき市 内郷高野町山崎 H29.8.31
急傾斜 大神田 いわき市 内郷白水町大神田 H29.8.31
急傾斜 彦惣白坂 いわき市 常磐湯本町彦惣白坂 H29.8.31
急傾斜 日渡３号 いわき市 常磐湯本町日渡 H29.8.31 R3.3.16
急傾斜 館下 いわき市 小名浜上神白字館下 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 反町２号 いわき市 鹿島町久保字反町 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 穂町 いわき市 鹿島町久保字穂町 H29.8.31 H31.2.19
急傾斜 柳作 いわき市 江畑町柳作 H29.8.31
急傾斜 東作１号 いわき市 山田町東作 H29.8.31
急傾斜 大平 いわき市 山田町大平 H30.5.25
急傾斜 細谷２号 いわき市 錦町細谷 H29.8.31
急傾斜 細谷４号 いわき市 錦町細谷 H29.8.31
急傾斜 細谷３号 いわき市 錦町細谷 H29.8.31
急傾斜 平次返り いわき市 勿来町九面平次返り H29.8.31
急傾斜 稲荷林１号 いわき市 遠野町深山田字稲荷林 H29.8.31 R2.8.28
急傾斜 下坪 いわき市 田人町旅人字下坪 H29.8.31 H30.6.26
急傾斜 草木屋 いわき市 小名浜下神白字草木屋 H30.5.25 H31.2.19
急傾斜 八ツ坂１号 いわき市 平南白土字八ツ坂 H31.4.12
急傾斜 自由ケ丘２号 いわき市 自由ケ丘 H31.4.12
急傾斜 朝日台１号 いわき市 金山町朝日台 H31.4.12
急傾斜 鬼越 いわき市 四倉町字鬼越 H31.4.12
急傾斜 豊間1号 いわき市 平豊間塩谷町 R3.1.15
急傾斜 兎渡路1号 いわき市 平豊間兎渡路 R3.1.15
急傾斜 大作 いわき市 平豊間大作 R3.1.15
急傾斜 志津-1 いわき市 四倉志津 R3.1.15
急傾斜 鶴巻1号 いわき市 内郷御台境鶴巻 R3.1.15
急傾斜 中之作2号 いわき市 中之作長田 R3.1.15
急傾斜 宮田1号 いわき市 永崎宮田 R3.1.15
急傾斜 薬師前 いわき市 小名浜南富岡薬師前 R3.1.15
急傾斜 寺前 いわき市 仁井田町寺前 R3.10.18
急傾斜 林崎2号 いわき市 山田町林崎 R3.10.18
急傾斜 東作1号 いわき市 常磐下船尾町東作 R3.10.18
急傾斜 山ノ根2号 いわき市 常磐岩ケ岡町山ノ根 R3.10.18
急傾斜 大平2 いわき市 小名浜上神白大平 R3.10.18
急傾斜 滝尻 いわき市 大久町大久字滝尻 R3.10.18
急傾斜 大志田 いわき市 平下高久字大志田 R3.10.18
急傾斜 宮ノ作 いわき市 渡辺町泉田字二タ又 R3.10.18
急傾斜 呉坪3号 いわき市 平絹谷字呉坪 R3.10.18
急傾斜 大苗代1号 いわき市 平絹谷字大苗代 R3.10.18
地滑り 芦沢 いわき市 大久町大久字芦沢 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 大利 いわき市 好間町大利 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 板橋 いわき市 内郷高野町板橋 H29.8.31 R2.6.26
地滑り 鬼ヶ沢 いわき市 内郷宮町鬼ヶ沢 H29.8.31 R2.6.26
地滑り 船場 いわき市 内郷綴町舟場 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 湯坂 いわき市 常磐藤原町湯坂 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 湯台堂 いわき市 常磐上湯長谷町湯台堂 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 上ノ台 いわき市 常磐上湯長谷町上ノ台 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 栄田 いわき市 常磐湯本町栄田 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 浅貝 いわき市 常磐湯本町上浅貝 H29.8.31 R2.8.28
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地滑り 寺倉（手倉） いわき市 常磐松久須根町寺倉 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 越台 いわき市 遠野町入遠野字越台 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 石畑 いわき市 遠野町大平字石畑 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 大沢 いわき市 川部町大沢 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 竹棚 いわき市 山玉町竹棚 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 仲ノ町 いわき市 錦町中ノ町 H29.8.31 R2.8.28
地滑り 菅谷 いわき市 平上山口字菅谷 H28.3.1
地滑り 下平 いわき市 平上片寄字下平 R3.1.15
地滑り 呉坪 いわき市 平絹谷字呉坪 R3.1.15
地滑り 上荒川 いわき市 平上荒川字笑堂 R3.1.15
地滑り 上ノ内 いわき市 平上片寄字上ノ内 R3.1.15
地滑り 上荒川第３ いわき市 平上荒川字笑堂 R3.1.15
地滑り 田戸 いわき市 四倉町字田戸 R3.1.15
地滑り 中山 いわき市 四倉町上柳生字中山 R3.1.15
地滑り 越台 いわき市 遠野町入遠野字越台 R3.1.15
地滑り 銅屋 いわき市 遠野町滝字銅谷 R3.1.15
地滑り 久保目 いわき市 遠野町入遠野字久保目 R3.1.15
地滑り 山崎 いわき市 遠野町滝字山崎 R3.1.15
地滑り 山下 いわき市 大久町大久字山下 R3.1.15
地滑り 台 いわき市 泉町本谷字台 R3.1.15
地滑り 峰根 いわき市 内郷宮町峰根 R3.1.15
地滑り 簑ヶ作 いわき市 内郷高坂町おさケ作 R3.1.15
地滑り 銅目木 いわき市 内郷高野町銅目木 R3.1.15
地滑り 地獄沢 いわき市 好間町北好間字椎木平 R3.1.15
地滑り 成沢 いわき市 好間町大利字成沢 R3.1.15
地滑り 居作 いわき市 常磐下船尾町居作 R3.1.15
地滑り 上平石 いわき市 田人町旅人字上平石 R3.1.15
地滑り 佐倉 いわき市 川部町佐倉 R3.1.15
地滑り 脇川 いわき市 山玉町脇川 R3.1.15


