
土石流
ＨＰ公表 指定

郡市 町村 大字以降 年月日 年月日
矢祭沢 東白川郡 矢祭町 矢祭 H28.1.29
矢祭沢２号 東白川郡 矢祭町 矢祭 H27.11.25
せとが沢 東白川郡 矢祭町 高野 H28.1.29
萩平沢 東白川郡 矢祭町 大垬 H27.11.25
道清入沢 東白川郡 矢祭町 大垬 H27.11.25
小坂沢 東白川郡 矢祭町 関岡 H27.11.25
大高沢 東白川郡 矢祭町 大高 H27.11.25
竹野内沢 東白川郡 矢祭町 宝坂 H27.11.25
竹野内沢２号 東白川郡 矢祭町 宝坂 H27.11.25
オソ沢 東白川郡 矢祭町 宝坂 H27.11.25
竹野内沢３号 東白川郡 矢祭町 宝坂 H27.11.25
手元沢 東白川郡 矢祭町 宝坂 H27.11.25
糸沢 東白川郡 矢祭町 宝坂 H27.11.25
押舘沢 東白川郡 矢祭町 宝坂 H27.11.25
滝ノ沢 東白川郡 矢祭町 関岡 H27.11.25 H29.7.28
矢沢川 東白川郡 矢祭町 金沢 H27.11.25
いわん沢 東白川郡 矢祭町 戸塚 H27.11.25
入山沢４号 東白川郡 矢祭町 下石井 H27.11.25
入山沢 東白川郡 矢祭町 下石井 H27.11.25
館谷沢 東白川郡 矢祭町 館谷 H28.1.29
蔵の作沢 東白川郡 塙町 坂下 H28.10.6
新宿沢 東白川郡 鮫川村 新宿 H28.12.5
小田ノ里沢 白河市 小田ノ里 H28.8.10
大谷地沢１号 白河市 大谷地 H28.8.10
五器洗沢２号 白河市 五器洗 H28.8.10
金掘沢１号 白河市 金掘 H28.8.10
金掘沢２号 白河市 金掘 H28.8.10
金掘沢３号 白河市 金掘 H28.8.10
金掘沢４号 白河市 金掘 H28.8.10
大木沢２号 白河市 大木 H28.8.10
大木沢４号 白河市 大木 H28.8.10
大木沢 白河市 大木 H28.8.10
滝沢１号 白河市 滝 H28.8.10
御倉沢 白河市 滝 H28.8.10
白川 白河市 滝 H28.8.10
中久保沢 西白河郡 西郷村 中久保 H28.7.28
中羽太沢 西白河郡 西郷村 中羽太 H28.7.28
牛窪沢 西白河郡 西郷村 牛窪 H28.7.28
牛窪沢２号 西白河郡 西郷村 牛窪 H28.7.28
真名子沢２号 西白河郡 西郷村 真名子 H28.7.28
真名子沢３号 西白河郡 西郷村 真名子 H28.7.28
鶴巣窪沢 西白河郡 西郷村 鶴巣窪 H28.7.28
高助沢２号 西白河郡 西郷村 高助 H28.7.28
坂ノ下沢 西白河郡 西郷村 坂ノ下 H28.7.28
段ノ原沢 西白河郡 西郷村 段ノ原 H28.7.28
茅窪沢 西白河郡 西郷村 茅窪沢 H28.7.28
シナシ沢 西白河郡 西郷村 シナシ H28.7.28
中島沢 西白河郡 西郷村 中島 H28.7.28
内松沢１号 白河市 表郷内松 H28.8.10
深山沢 白河市 表郷深山沢 H28.8.10
山田沢 白河市 表郷山田 H28.8.10
小石沢 白河市 表郷管辻 H28.8.10
管辻沢２号 白河市 表郷管辻 H28.8.10
犬神沢 白河市 表郷犬神 H28.8.10
蕪内沢１号 白河市 東蕪内 H28.8.10
蕪内沢２号 白河市 東蕪内 H28.8.10
木ノ内前沢３号 西白河郡 泉崎村 木ノ内前 H28.8.10 H29.7.28

渓流名
所在地



土石流
ＨＰ公表 指定

郡市 町村 大字以降 年月日 年月日
渓流名

所在地

後沢 白河市 大信下小屋字後沢 H29.11.10
沢入沢 白河市 大信下小屋字沢入 H29.11.10
大山沢 白河市 大信隈戸字大山 H29.11.10
日向沢 白河市 大信隈戸字日向屋敷 H29.11.10
鍋内沢 白河市 大信隈戸字鍋内 H29.11.10
岡ノ内沢 白河市 大信隈戸字岡ノ内 H29.11.10
赤仁田沢 白河市 大信隈戸字赤仁田 H29.11.10
樋ケ沢 白河市 大信下小屋字樋ケ沢 H29.11.10
柿ノ木原沢 白河市 大信隈戸字柿ノ木原 H29.11.10
飯出入沢 白河市 大信豊地字飯出入 H29.11.10
前良沢 白河市 大信豊地字前良沢 H29.11.10
津島河原沢 東白川郡 棚倉町 津島河原 H28.12.5
米山下沢右支 東白川郡 棚倉町 米山下 H28.12.5
米山下沢左支 東白川郡 棚倉町 米山下 H28.12.5
米山下沢２号 東白川郡 棚倉町 米山下 H28.12.5
竹田沢 東白川郡 棚倉町 竹田 H28.12.5
竹田沢２号 東白川郡 棚倉町 竹田 H28.12.5
たら久保沢 東白川郡 棚倉町 たら久保 H28.12.5
糸沢　 東白川郡 棚倉町 高渡 H28.12.5
高渡沢３号 東白川郡 棚倉町 高渡 H28.12.5
山口沢 東白川郡 棚倉町 山口 H28.12.5
反田沢 東白川郡 棚倉町 反田 H28.12.5
中豊沢 東白川郡 棚倉町 中豊 H28.12.5
中河内沢 東白川郡 棚倉町 中河内 H28.12.5
後河内沢 東白川郡 棚倉町 後河内 H28.12.5
山際沢 東白川郡 棚倉町 山際 H28.12.5
高松沢 東白川郡 棚倉町 高松 H28.12.5
高内沢 東白川郡 棚倉町 高内 H28.12.5
川前沢 東白川郡 棚倉町 川前 H28.12.5
才竜地沢 東白川郡 棚倉町 才竜地 H28.12.5
小瓜沢 東白川郡 棚倉町 小瓜 H28.12.5
大谷地沢 東白川郡 棚倉町 大谷地 H28.12.5
切通沢 東白川郡 棚倉町 切通 H28.12.5
切通沢２号 東白川郡 棚倉町 切通 H28.12.5
切通沢３号 東白川郡 棚倉町 切通 H28.12.5
河原田沢 東白川郡 棚倉町 河原田 H28.12.5
石原道上沢 東白川郡 矢祭町 石原道上 H28.10.31
宇津木沢 東白川郡 矢祭町 宇津木 H28.10.31
ナンヲキ沢 東白川郡 矢祭町 谷地下 H28.10.31
峠遠目沢 東白川郡 矢祭町 峠遠目 H28.10.31
名能目沢 東白川郡 矢祭町 名能目 H28.10.31
歯朶平沢 東白川郡 矢祭町 歯朶平 H28.10.31
東沢 東白川郡 矢祭町 上茗荷 H28.10.31
入山沢 東白川郡 矢祭町 入山 H28.10.31
入山沢２号 東白川郡 矢祭町 入山 H28.10.31
入山沢３号 東白川郡 矢祭町 入山 H28.10.31
寄藤沢 東白川郡 矢祭町 寄藤 H28.10.31
寄藤沢２号 東白川郡 矢祭町 寄藤 H28.10.31
折屋沢 東白川郡 矢祭町 折屋 H28.10.31
寄藤沢３号 東白川郡 矢祭町 寄藤 H28.10.31
越蒔沢 東白川郡 矢祭町 越蒔 H28.10.31
瀬戸ケ沢 東白川郡 矢祭町 追ケ草 H28.10.31
越蒔沢２号 東白川郡 矢祭町 越蒔 H28.10.31
天狗石・小屋ケ沢 東白川郡 矢祭町 仲町 H28.10.31
枇把平沢 東白川郡 矢祭町 枇把平 H28.10.31
下石塚沢 東白川郡 矢祭町 下石塚 H28.10.31
千本平沢 東白川郡 矢祭町 千本平 H28.10.31



土石流
ＨＰ公表 指定

郡市 町村 大字以降 年月日 年月日
渓流名

所在地

児墓沢 東白川郡 矢祭町 児墓 H28.10.31
高母衣沢 東白川郡 矢祭町 道清 H28.10.31
道清沢 東白川郡 矢祭町 道清 H28.10.31
明神沢 東白川郡 矢祭町 明神 H28.10.31
明神沢２号 東白川郡 矢祭町 明神 H28.10.31
中坪沢 東白川郡 矢祭町 中坪 H28.10.31
馬目沢 東白川郡 矢祭町 宝坂 H28.10.31
諸花沢 東白川郡 矢祭町 諸花 H28.10.31
諸花沢２号 東白川郡 矢祭町 諸花 H28.10.31
手元沢２号 東白川郡 矢祭町 手元 H28.10.31
滝沢 東白川郡 矢祭町 手元 H28.10.31
滝沢２号 東白川郡 矢祭町 手元 H28.10.31
滝沢３号 東白川郡 矢祭町 手元 H28.10.31
坂沢 東白川郡 矢祭町 坂 H28.10.31
入宝坂沢 東白川郡 矢祭町 入宝坂 H28.10.31
半蔵沢 東白川郡 矢祭町 半蔵沢 H28.10.31
市ノ沢 東白川郡 矢祭町 市ノ沢 H28.10.31
滝ノ沢５号 東白川郡 矢祭町 滝ノ沢 H28.10.31
堰場沢 東白川郡 矢祭町 堰場 H28.10.31
金沢３号 東白川郡 矢祭町 金沢 H28.10.31
沼畑沢 東白川郡 矢祭町 沼畑 H28.10.31
大内沢川 東白川郡 矢祭町 沼畑 H28.10.31
石畑沢 東白川郡 矢祭町 石畑 H28.10.31
入山沢２号 東白川郡 矢祭町 入山 H28.10.31
入山沢５号 東白川郡 矢祭町 入山 H28.10.31
前並沢 東白川郡 矢祭町 前並 H28.10.31
上河原沢 東白川郡 矢祭町 上河原 H28.10.31
上河原沢２号 東白川郡 矢祭町 上河原 H28.10.31
黒助沢２号 東白川郡 矢祭町 黒助 H28.10.31
早房沢 東白川郡 矢祭町 早房 H28.10.31
早房沢２号 東白川郡 矢祭町 早房 H28.10.31
矢野草沢 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
矢野草沢２号 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
斑沢 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
佐ケ草沢下流 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6
佐ケ草沢中流 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
高藤沢 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
佐ケ草沢上流 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
井戸沢２号 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
鎌田沢 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
中沢２号 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
中稲沢 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
中稲沢２号 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
入ノ沢 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
上ノ台沢 東白川郡 塙町 大字塙 H28.10.6 H29.7.28
広瀬沢 東白川郡 塙町 広瀬 H28.10.6 H29.7.28
観音前沢 東白川郡 塙町 観音前 H28.10.6 H29.7.28
水口平沢 東白川郡 塙町 水口平 H28.10.6 H29.7.28
出戸沢 東白川郡 塙町 出戸 H28.10.6 H29.7.28
権現沢 東白川郡 塙町 権現 H28.10.6 H29.7.28
北沢川 東白川郡 塙町 梨子本 H28.10.6 H29.7.28
中塚沢 東白川郡 塙町 館ケ岡 H28.10.6
中里沢 東白川郡 塙町 中里 H28.10.6 H29.7.28
入猿畑沢２号 東白川郡 塙町 入猿畑 H28.10.6
前沢 東白川郡 塙町 中平 H28.10.6 H29.7.28
黒下沢 東白川郡 塙町 黒下 H28.10.6 H29.7.28
枦沢 東白川郡 塙町 枦沢 H28.10.6



土石流
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郡市 町村 大字以降 年月日 年月日
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仲川沢 東白川郡 塙町 仲川 H28.10.6 H29.7.28
遠ノ木沢 東白川郡 塙町 遠ノ木沢 H28.10.6 H29.7.28
細ノ入沢 東白川郡 鮫川村 大戸中 H29.6.30
大戸中沢 東白川郡 鮫川村 大戸中 H29.6.30
下沢 東白川郡 鮫川村 下 H29.6.30
中野町沢 東白川郡 鮫川村 中野町 H29.6.30
関下沢 東白川郡 鮫川村 関下 H29.6.30
関口沢 東白川郡 鮫川村 関口 H29.6.30
越虫沢 東白川郡 鮫川村 越虫 H29.6.30
越虫沢２号 東白川郡 鮫川村 越虫 H29.6.30
青生野沢 東白川郡 鮫川村 青生野 H29.6.30
青生野沢２号 東白川郡 鮫川村 青生野 H29.6.30
青生野沢３号 東白川郡 鮫川村 青生野 H29.6.30
青生野沢５号 東白川郡 鮫川村 青生野 H29.6.30
赤柴沢 東白川郡 鮫川村 赤柴 H28.12.5
沼之湖沢 東白川郡 鮫川村 辺栗 H28.12.5
岩ノ草沢 東白川郡 鮫川村 岩ノ草 H28.12.5
関ノ上沢 東白川郡 鮫川村 関ノ上 H28.12.5
大塩沢 東白川郡 鮫川村 大塩 H29.6.30
大塩沢２号 東白川郡 鮫川村 大塩 H29.6.30
滝平沢 東白川郡 鮫川村 滝平 H28.12.5
押目沢２号 東白川郡 鮫川村 押目 H28.12.5
押目沢 東白川郡 鮫川村 押目 H28.12.5
押目沢３号 東白川郡 鮫川村 押目 H28.12.5
岫長沢 東白川郡 鮫川村 岫長 H28.12.5
新宿沢２号 東白川郡 鮫川村 新宿 H28.12.5
官代沢 東白川郡 鮫川村 官代 H28.12.5
官代沢５号 東白川郡 鮫川村 官代 H28.12.5
官代沢６号 東白川郡 鮫川村 官代 H28.12.5
内ケ滝沢２号 東白川郡 鮫川村 内ケ滝 H28.12.5
内ケ滝沢４号 東白川郡 鮫川村 内ケ滝 H28.12.5
遠ケ竜沢２号 東白川郡 鮫川村 遠ケ竜 H28.12.5
大根屋敷沢 東白川郡 鮫川村 大根屋敷 H28.12.5
鍬木田沢 東白川郡 鮫川村 鍬木田 H29.6.30
鍬木田沢３号 東白川郡 鮫川村 鍬木田 H29.6.30
鍬木田沢５号 東白川郡 鮫川村 鍬木田 H29.6.30
大竹沢 東白川郡 鮫川村 大竹 H29.6.30
戸草沢２号 東白川郡 鮫川村 戸草 H28.12.5
戸草沢３号 東白川郡 鮫川村 戸草 H28.12.5



急傾斜
ＨＰ公表 区域指定

郡市 町村 大字以降 年月日 年月日
天神町 白河市 天神町 H29.7.28 H29.7.28
前山 西白河郡 西郷村 小田倉前山 H27.12.15
松林 西白河郡 西郷村 真船松林 H27.12.15
宇津木 東白川郡 矢祭町 内川宇津木 H28.1.29
矢祭２号 東白川郡 矢祭町 内川矢祭 H28.1.29
湯岐 東白川郡 塙町 湯岐湯岐 H28.1.29
道場久保 西白河郡 西郷村 道場久保 H27.12.15
足洗場 白河市 萱根足洗場 H29.11.10
飯沢 ２号 白河市 飯沢 H29.11.10
飯沢 ４号 白河市 飯沢 H29.11.10
池下裏 白河市 池下裏 H29.8.9
石田 白河市 関辺字石田 H29.8.9
岩倉 白河市 大字岩倉 H29.8.9
老久保山 白河市 老久保山 H29.11.10
大久保 白河市 大久保 H28.8.10
大坂山１号 白河市 大坂山 H29.11.10
大坂山２号 白河市 大坂山 H29.11.10
大清水 白河市 萱根大清水 H29.11.10
大平 白河市 白坂字大平 H29.8.9
大谷地１号 白河市 豊地大谷地 H28.8.10
大和田１号 白河市 大和田 H29.11.10
大和田２号 白河市 大和田 H29.11.10
大和田３号 白河市 大和田 H29.11.10
蟹内 白河市 板橋蟹内 H27.12.15 H29.7.28
金子平１号 白河市 萱根金子平 H28.8.10
金堀 白河市 旗宿字金堀 H29.8.9
搦目１号 白河市 大搦目 H27.12.15 H29.7.28
搦目２号 白河市 大搦目 H27.12.15 H29.7.28
搦目山１号 白河市 大搦目山 H27.12.15 H29.7.28
搦目山２号 白河市 大搦目山 H27.12.15 H29.7.28
川前 白河市 関辺字川前 H29.8.9
金勝寺２号 白河市 金勝寺 H29.11.10
九番町西裏 白河市 九番町西裏 H29.11.10
合戦坂 白河市 合戦坂 H27.12.15 H29.7.28
郷渡 白河市 関辺字郷渡 H29.8.9
作田 白河市 板橋字作田 H29.8.9
笹平 白河市 笹平 H28.8.10
流石久保 白河市 双石流石久保 H27.12.15 H29.7.28
下黒川２号 白河市 白坂字下黒川 H29.8.9
白坂 白河市 白坂字白坂 H29.8.9
滝ノ尻 白河市 双石滝ノ尻 H27.12.15 H29.7.28
堤　山 白河市 双石堤山 H27.12.15 H29.7.28
鶴巻１号 白河市 白坂字鶴巻 H29.8.9
鶴巻２号 白河市 白坂字鶴巻 H29.8.9
手代塚 白河市 本沼字手代塚 H29.8.9
堂ノ前 白河市 本沼字堂ノ前 H29.8.9
鳥子山 白河市 萱根鳥子山 H29.11.10
中山 白河市 双石中山 H27.12.15 H29.7.28
南湖 白河市 南湖 H29.8.9
西ノ内 白河市 萱根西ノ内 H28.8.10
登木 白河市 小田川登木 H29.11.10
葉ノ木平１号 白河市 葉ノ木平 H29.11.10
東三坂山 白河市 東三坂山 H29.11.10
富貴作 白河市 小田川富貴作 H29.11.10
藤沢山１号 白河市 藤沢山 H27.12.15
藤沢山２号 白河市 藤沢山 H27.12.15 H29.7.28
二丸沢 白河市 二丸沢 H28.8.10

箇所名
所在地



ＨＰ公表 区域指定
郡市 町村 大字以降 年月日 年月日

箇所名
所在地

本社入 白河市 大本社入 H29.11.10
松ヶ苗 白河市 白坂字松ヶ苗 H29.8.9
南家前 白河市 南家ノ前 H29.8.9
明神 白河市 白坂字明神 H29.8.9
屋敷添 白河市 屋敷添 H29.8.9
犬神１号 白河市 表郷金山犬神 H28.8.10
犬神２号 白河市 表郷金山犬神 H28.8.10
犬神３号 白河市 表郷金山犬神 H28.8.10
作田 白河市 表郷内松作田 H28.8.10
清水前１号 白河市 表郷小松字清水前 H29.8.9
清水前２号 白河市 表郷小松字清水前 H29.8.9
硯石 白河市 表郷番沢字硯石 H29.8.9
天王山 白河市 表郷中野字天王山 H29.8.9
日向１号 白河市 表郷番沢字日向 H29.8.9
福崎 白河市 表郷八幡字福崎 H29.8.9
和田１号 白河市 表郷八幡字和田 H29.8.9
和田２号 白河市 表郷八幡字和田 H29.8.9
上道 西白河郡 西郷村 鶴生字上道 H29.8.9
上川原 西白河郡 西郷村 柏野字上川原 H29.8.9
観音山 西白河郡 西郷村 真船字観音山 H29.8.9
狐窪 西白河郡 西郷村 米狐窪 H27.12.15
連平 西白河郡 西郷村 米字連平 H29.8.9
長坂 西白河郡 西郷村 長坂字長坂 H29.8.9
馬場坂１号 西白河郡 西郷村 小田倉字馬場坂 H29.8.9
稗返 西白河郡 西郷村 小田倉字稗返 H29.8.9
弥右エ門窪 西白河郡 西郷村 真船字弥右エ門窪 H29.8.9
山下 西白河郡 西郷村 小田倉山下 H28.7.28
池ノ入 白河市 東形見池ノ入 H29.8.9
岩沢１号 白河市 東蕪内字岩沢 H29.8.9
大久保 白河市 東下野出島字大久保 H29.8.9
畑中 白河市 東釜子字畑中 H29.8.9
観音山 西白河郡 泉崎村 泉崎字観音山 H29.8.9
木野内 西白河郡 泉崎村 関和久木野内 H28.8.10 H29.7.28
木ノ内山 西白河郡 泉崎村 関和久木ノ内山 H28.8.10 H29.7.28
久保 西白河郡 泉崎村 踏瀬字久保 H29.8.9
外ノ入 西白河郡 泉崎村 泉崎字外ノ入 H29.8.9
富久保 西白河郡 泉崎村 泉崎字富久保 H29.8.9
根岸裏山 西白河郡 泉崎村 泉崎字根岸裏山 H29.8.9
上井 西白河郡 中島村 松崎字上井 H29.8.9
善棚 西白河郡 中島村 松崎字善棚 H29.8.9
中井 西白河郡 中島村 松崎字中井 H29.8.9
陣ヶ岡 西白河郡 矢吹町 陣ヶ岡 H29.8.9
明新上 西白河郡 矢吹町 明新上 H29.8.9
明新下１号 西白河郡 矢吹町 明新下 H29.8.9
赤仁田１号 白河市 大信隈戸字赤仁田 H29.11.10
赤仁田２号 白河市 大信隈戸字赤仁田 H29.11.10
後沢 白河市 大信下小屋字後沢 H29.11.10
上台 白河市 大信隈戸字上台 H29.11.10
大日向 白河市 大信増見字大日向 H29.11.10
大山 白河市 大信増見字大山 H29.11.10
北山 白河市 大信下新城字北山 H29.11.10
ザラ久保 白河市 大信隈戸字ザラ久保 H29.11.10
沢入１号 白河市 大信下小屋字沢入 H29.11.10
沢入２号 白河市 大信下小屋字沢入 H29.11.10
沢向 白河市 大信豊地字沢向 H29.11.10
十王山 白河市 大信下小屋字十王山 H29.11.10
外面 白河市 大信増見字外面 H29.11.10
大高内 白河市 大信下小屋字大高内 H29.11.10
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樋ヶ沢 白河市 大信下小屋字樋ヶ沢 H29.11.10
八幡山 白河市 大信増見字八幡山 H29.11.10
日向 白河市 大信豊地字日向 H29.11.10
日向１号 白河市 大信隈戸字日向屋敷 H29.11.10
日向前 白河市 大信隈戸字日向前 H29.11.10
日向屋敷 白河市 大信隈戸字日向屋敷 H29.11.10
日渡 白河市 大信隈戸字日渡 H29.11.10
分切田１号 白河市 大信豊地字分切田 H29.11.10
前良沢 白河市 大信豊地字前良沢 H29.11.10
松ヶ作 白河市 大信豊地字松ヶ作 H29.11.10
入沢 東白川郡 棚倉町 岡田入沢 H28.12.5
岡ノ内 東白川郡 棚倉町 強梨岡ノ内 H29.6.30
小山田 東白川郡 棚倉町 中山本小山田 H28.12.5
川原田 東白川郡 棚倉町 仁公儀川原田 H28.12.5
川前１号 東白川郡 棚倉町 戸中川前 H29.6.30
川前２号 東白川郡 棚倉町 戸中川前 H28.12.5
小鯨 東白川郡 棚倉町 中山本小　鯨 H28.12.5
古塙 東白川郡 棚倉町 下山本古塙 H28.12.5
才竜地 東白川郡 棚倉町 富岡才竜地 H28.12.5
沢目 東白川郡 棚倉町 花園沢目 H29.6.30
反田１号 東白川郡 棚倉町 仁公儀反田 H28.12.5
反田２号 東白川郡 棚倉町 仁公儀反田 H28.12.5
高内１号 東白川郡 棚倉町 戸中高内 H28.12.5
高内２号 東白川郡 棚倉町 戸中高内 H28.12.5
田中前 東白川郡 棚倉町 富岡田中前 H28.12.5
俵内 東白川郡 棚倉町 強梨俵内 H28.12.5
段河内 東白川郡 棚倉町 大梅段河内 H29.6.30
豊岡 東白川郡 棚倉町 寺山豊岡 H29.6.30
豊作 東白川郡 棚倉町 八槻豊作 H28.12.5
中平 東白川郡 棚倉町 上手沢字地割 H29.6.30
風呂ヶ沢１号 東白川郡 棚倉町 棚倉字風呂ヶ沢 H29.6.30
宮前 東白川郡 棚倉町 寺山字守崎 H29.6.30
薬師堂 東白川郡 棚倉町 中山本薬師堂 H28.12.5
屋敷前 東白川郡 棚倉町 山　際屋敷前 H28.12.5
石神 東白川郡 矢祭町 宝坂石神 H28.10.31
石畑 東白川郡 矢祭町 下石井石畑 H28.10.31
入山１号 東白川郡 矢祭町 下石井入山 H28.10.31
入山２号 東白川郡 矢祭町 茗荷入山 H28.10.31
入山３号 東白川郡 矢祭町 茗荷入山 H28.10.31
入山４号 東白川郡 矢祭町 茗荷入山 H28.10.31
金沢 東白川郡 矢祭町 金沢金沢 H28.10.31
加羅沢 東白川郡 矢祭町 金沢加羅沢 H28.10.31
栗木平 東白川郡 矢祭町 内川栗木平 H28.10.31
黒助 東白川郡 矢祭町 中石井黒助 H28.10.31
清水内１号 東白川郡 矢祭町 宝坂清水内 H28.10.31
清水内２号 東白川郡 矢祭町 宝坂清水内 H28.10.31
城主内 東白川郡 矢祭町 中石井城主内 H28.10.31
沼畑１号 東白川郡 矢祭町 下石井沼畑 H28.10.31
沼畑２号 東白川郡 矢祭町 下石井沼畑 H28.10.31
早房 東白川郡 矢祭町 中石井早房 H28.10.31
矢沢 東白川郡 矢祭町 金沢矢沢 H28.10.31
生袋 東白川郡 塙町 片貝生袋 H28.10.6 H29.7.28
折戸 東白川郡 塙町 真名畑折戸 H28.10.6 H29.7.28
鎌田 東白川郡 塙町 真名畑鎌田 H28.10.6 H29.7.28
上ノ台 東白川郡 塙町 上石井上ノ台 H28.10.6 H29.7.28
上ノ町 東白川郡 塙町 山形上ノ町 H28.10.6 H29.7.28
下地内 東白川郡 塙町 植田下地内 H28.10.6
佐ヶ草 東白川郡 塙町 真名畑佐ヶ草 H28.10.6
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下り藤 東白川郡 塙町 大蕨下り藤 H28.10.6 H29.7.28
関場 東白川郡 塙町 湯岐関場 H28.10.6
田中 東白川郡 塙町 西河内田中 H28.10.6 H29.7.28
遠ノ木 東白川郡 塙町 大蕨遠ノ木 H28.10.6 H29.7.28
中稲沢 東白川郡 塙町 台宿中稲沢 H28.10.6 H29.7.28
仲岡 東白川郡 塙町 上渋井仲岡 H28.10.6 H29.7.28
仲川 東白川郡 塙町 大蕨仲川 H28.10.6 H29.7.28
蓮久保 東白川郡 塙町 川上蓮久保 H28.10.6
東平 東白川郡 塙町 川上東平 H28.10.6 H29.7.28
坊主畑 東白川郡 塙町 那倉坊主畑 H28.10.6 H29.7.28
前ノ内 東白川郡 塙町 植田前ノ内 H28.10.6 H29.7.28
松田 東白川郡 塙町 西河内松田 H28.10.6 H29.7.28
本町１号 東白川郡 塙町 塙本町 H28.10.6
本町２号 東白川郡 塙町 塙本町 H28.10.6
森之根(森ノ根) 東白川郡 塙町 川上森ノ根 H28.10.6
青生野２号 東白川郡 鮫川村 青生野字大犬平 H29.6.30
赤柴 東白川郡 鮫川村 西山赤柴 H28.12.5
石の花 東白川郡 鮫川村 赤坂西野石の花 H28.12.5
内ヶ竜１号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野内ヶ竜 H28.12.5
内ヶ竜２号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野内ヶ竜 H28.12.5
内ヶ竜３号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野内ヶ竜 H28.12.5
大石草１号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野大石草 H29.6.30
大久保 東白川郡 鮫川村 西山大久保 H28.12.5
大塩２号 東白川郡 鮫川村 赤坂中野大塩 H28.12.5
大戸中１号 東白川郡 鮫川村 渡瀬大戸中 H29.6.30
大戸中２号 東白川郡 鮫川村 渡瀬大戸中 H29.6.30
追木 東白川郡 鮫川村 西山追木 H29.6.30
鍛冶平 東白川郡 鮫川村 西山鍛冶平 H28.12.5
官代１号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野官代 H28.12.5
官代２号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野官代 H29.6.30
官代３号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野官代 H29.6.30
官代４号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野官代 H29.6.30
木戸沢 東白川郡 鮫川村 赤坂東野木戸沢 H29.6.30
岫長 東白川郡 鮫川村 赤坂西野岫長 H28.12.5
鍬木田１号 東白川郡 鮫川村 富田鍬木田 H29.6.30
鍬木田２号 東白川郡 鮫川村 富田鍬木田 H29.6.30
鍬木田３号 東白川郡 鮫川村 富田鍬木田 H29.6.30
下２号 東白川郡 鮫川村 渡瀬下 H29.6.30
新宿１号 東白川郡 鮫川村 赤坂中野新宿 H28.12.5
菅野目 東白川郡 鮫川村 西山菅野目 H29.6.30
摺合 東白川郡 鮫川村 西山摺合 H28.12.5
関下２号 東白川郡 鮫川村 渡瀬関下 H29.6.30
関下３号 東白川郡 鮫川村 渡瀬関下 H29.6.30
大根屋敷 東白川郡 鮫川村 石井草大根屋敷 H28.12.5
大緑田 東白川郡 鮫川村 西山大緑田 H29.6.30
滝１号 東白川郡 鮫川村 赤坂西野滝 H29.6.30
滝平 東白川郡 鮫川村 赤坂中野滝平 H28.12.5
茅 東白川郡 鮫川村 赤坂西野茅 H28.12.5
遠ヶ竜 東白川郡 鮫川村 赤坂東野遠ヶ竜 H28.12.5
戸草１号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野戸草 H28.12.5
戸草２号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野戸草 H28.12.5
戸草３号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野戸草 H28.12.5
火打石 東白川郡 鮫川村 赤坂西野火打石 H28.12.5
福原 東白川郡 鮫川村 渡瀬字福原 H29.6.30
福原１号 東白川郡 鮫川村 渡瀬字福原 H29.6.30
伏木田２号 東白川郡 鮫川村 赤坂中野字伏木田 H29.6.30
前折戸 東白川郡 鮫川村 赤坂西野字前折戸 H29.6.30
前田１号 東白川郡 鮫川村 赤坂西野字前田 H29.6.30
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前田２号 東白川郡 鮫川村 赤坂東野字前田 H29.6.30
前沼１号 東白川郡 鮫川村 富田前沼 H28.12.5
前沼２号 東白川郡 鮫川村 富田前沼 H28.12.5
前沼３号 東白川郡 鮫川村 富田前沼 H28.12.5
前沼４号 東白川郡 鮫川村 富田前沼 H28.12.5
前沼５号 東白川郡 鮫川村 富田前沼 H28.12.5
藪 東白川郡 鮫川村 赤坂西野藪 H29.6.30
道少田１号 東白川郡 鮫川村 赤坂中野道少田 H28.12.5
飯 沢　５号 白河市 飯沢 H29.11.10
飯 沢　６号 白河市 飯沢 H29.11.10
池ノ下２号 白河市 泉田池ノ下 H29.11.10
池ノ下３号 白河市 泉田池ノ下 H29.11.10
薄 葉 ２号 白河市 薄葉 H29.11.10
薄 葉 ３号 白河市 薄葉 H29.11.10
西三坂山 白河市 西三坂山 H29.11.10
大谷地２号 白河市 豊地大谷地 H28.8.10
鬼窪 白河市 泉田鬼窪 H29.11.10
金勝寺３号 白河市 金勝寺 H29.11.10
下河原１号 白河市 本沼字下河原 H29.8.9
下河原２号 白河市 本沼字下河原 H29.8.9
土武塚 白河市 土武塚 H27.12.15 H29.7.28
西三坂 白河市 西三坂 H29.11.10
払 　川 白河市 久田野字払川 H29.8.9
風神下 白河市 風神下 H29.11.10
松　葉 白河市 田島字松葉 H29.8.9
結城舘 白河市 田島字結城舘 H29.8.9
高　助 西白河郡 西郷村 鶴生高助 H28.7.28
大窪 西白河郡 西郷村 羽太大窪 H28.7.28
家老地 西白河郡 西郷村 鶴生字家老地 H29.8.9
芝原 西白河郡 西郷村 真船字芝原 H29.8.9
東高山 西白河郡 西郷村 熊倉東高山 H28.7.28
中ノ久保 白河市 表郷堀之内字中ノ久保 H29.8.9
東　前 白河市 表郷八幡字東前 H29.8.9
東　町 白河市 表郷小松字東町 H29.8.9
山ノ神 白河市 表郷堀之内字山ノ神 H29.8.9
堤　田 白河市 表郷八幡堤田 H28.8.10
岩沢２号 白河市 東蕪内字岩沢 H29.8.9
矢越山 白河市 東釜子矢越山 H28.8.10
檜　沢 東白川郡 棚倉町 北山本檜沢 H29.6.30
反　田３号 東白川郡 棚倉町 仁公儀反田 H28.12.5
長　峰 東白川郡 棚倉町 上台長峰 H29.6.30



地すべり
ＨＰ公表 区域指定

郡市 町村 大字以降 年月日 年月日
川上 東白川郡 塙町 川上 H28.1.29
赤坂 東白川郡 塙町 常世北野 H28.1.29
葉ノ木平 白河市 葉ノ木平 H29.11.10

箇所名
所在地


