
郡市 町村 大字以降 年月日 指定年月日

344 344 343 344 344 0
日向 須賀川市 志茂日向 H28.10.25
石畑１号 石川郡 古殿町 田口石畑 H27.11.16
横川 石川郡 古殿町 松川横川 H27.11.16
久保田 石川郡 古殿町 田口久保田 H27.11.16
大原１号 石川郡 古殿町 松川大原 H27.11.16
大原 石川郡 古殿町 松川大原 H27.11.16
中居 石川郡 古殿町 田口中居 H27.11.16
日向町 田村郡 三春町 日向町 H27.11.16
入水２号 田村市 滝根町 菅谷入水 H27.11.16
舘 田村市 船引町 船引舘 H27.11.16
花木内 田村市 船引町 船引花木内 H27.11.16
中屋敷３号 岩瀬郡 天栄村 白子中屋敷 H28.10.25
更目木 岩瀬郡 天栄村 田良尾更目木 H28.10.25
野仲 岩瀬郡 天栄村 田良尾野仲 H28.10.25
権太倉 岩瀬郡 天栄村 牧之内権太倉 H28.10.25
太夫内 石川郡 石川町 矢沢太夫内 H28.11.7
鍛治内 石川郡 石川町 中野鍛治内 H28.11.7
数河内 石川郡 平田村 九竜滝数河内 H28.11.11
大道 石川郡 平田村 九竜滝大道 H28.11.11
平堂内 石川郡 平田村 九竜滝平堂内 H28.11.11
越代１号 石川郡 古殿町 大久田越代 H29.3.24
田中田 石川郡 古殿町 鎌田田中田 H29.3.24
湯ノ口 石川郡 古殿町 仙石湯ノ口 H29.3.24
松森１号 石川郡 古殿町 田口松森 H29.3.24
才竜内１号 石川郡 古殿町 松川才竜内 H29.3.24
才竜内２号 石川郡 古殿町 松川才竜内 H29.3.24
才竜内３号 石川郡 古殿町 松川才竜内 H29.3.24
滝ノ平２号 石川郡 古殿町 松川滝ノ平 H29.3.24
馬場 石川郡 古殿町 松川馬場 H29.3.24
古内１号 石川郡 古殿町 松川古内 H29.3.24
古内２号 石川郡 古殿町 松川古内 H29.3.24
前木１号 石川郡 古殿町 松川前木 H29.3.24
前木２号 石川郡 古殿町 松川前木 H29.3.24

箇所名
所在地

※基礎調査結果は改正土砂災害防止法(平成27年1月18日施行）により、公表を義務付け
られています。このため、平成27年1月18日施行以前に区域指定を受けた箇所について
は、HP公表はしていませんので承知願います。

公表箇所一覧表（急傾斜地）

区域指定ＨＰ公表
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三株１号 石川郡 古殿町 松川三株 H29.3.24
三株２号 石川郡 古殿町 松川三株 H29.3.24
水沼１号 石川郡 古殿町 松川水沼 H29.3.24
能登沢 石川郡 古殿町 山上能登沢 H29.3.24
八ヶ久保目 石川郡 古殿町 松川八ヶ久保目 H29.3.24
住吉２号 田村郡 三春町 南成田住吉 H28.11.7
北ノ作 田村郡 小野町 飯豊北ノ作 H28.12.5
大日堂 田村郡 小野町 飯豊大日堂 H28.12.5
石倉１号 田村郡 小野町 浮金石倉 H28.12.5
石倉２号 田村郡 小野町 浮金石倉 H28.12.5
宇東２号 田村郡 小野町 浮金宇東 H28.12.5
請地 田村郡 小野町 小戸神請地 H28.12.5
九郎田 田村郡 小野町 小戸神九郎田 H28.12.5
ツブラタ 田村郡 小野町 小戸神ツブラタ H28.12.5
本南内 田村郡 小野町 小戸神本南内 H28.12.5
入木前 田村郡 小野町 小野赤沼入木前 H28.12.5
西ノ内 田村郡 小野町 小野赤沼西ノ内 H28.12.5
知宗１号 田村郡 小野町 小野新町知宗 H28.12.5
知宗２号 田村郡 小野町 小野新町知宗 H28.12.5
百目木 田村郡 小野町 小野山神百目木 H28.12.5
五ノ神 田村郡 小野町 上羽出庭五ノ神 H28.12.5
道平 田村郡 小野町 上羽出庭道平 H28.12.5
成子内 田村郡 小野町 上羽出庭成子内 H28.12.5
間所内 田村郡 小野町 上羽出庭間所内 H28.12.5
黒森１号 田村郡 小野町 雁股田黒森 H28.12.5
黒森２号 田村郡 小野町 雁股田黒森 H28.12.5
沢目木１号 田村郡 小野町 雁股田沢目木 H28.12.5
沢目木２号 田村郡 小野町 雁股田沢目木 H28.12.5
千保 田村郡 小野町 雁股田千保 H28.12.5
仁井殿 田村郡 小野町 雁股田仁井殿 H28.12.5
堀切 田村郡 小野町 雁股田堀切 H28.12.5
漆平 田村郡 小野町 皮籠石漆平 H28.12.5
五百成 田村郡 小野町 皮籠石五百成 H28.12.5
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阿生田 田村郡 小野町 塩庭阿生田 H28.12.5
梅ノ窪１号 田村郡 小野町 塩庭梅ノ窪 H28.12.5
神山 田村郡 小野町 塩庭神山 H28.12.5
塩庭 田村郡 小野町 塩庭中ノ内 H28.12.5
畑ノ作 田村郡 小野町 塩庭畑ノ作 H28.12.5
堂田１号 田村郡 小野町 菖蒲谷堂田 H28.12.5
仲田 田村郡 小野町 菖蒲谷仲田 H28.12.5
作田 田村郡 小野町 夏井作田 H28.12.5
清水 田村郡 小野町 夏井清水 H28.12.5
太子堂 田村郡 小野町 夏井太子堂 H28.12.5
折ノ内 田村郡 小野町 南田原井折ノ内 H28.12.5
北ノ内 田村郡 小野町 南田原井北ノ内 H28.12.5
梨木平 田村郡 小野町 南田原井梨木平 H28.12.5
宮ノ前 田村郡 小野町 南田原井宮ノ前 H28.12.5
岩蔵 田村郡 小野町 湯沢岩蔵 H28.12.5
川羽内 田村郡 小野町 湯沢川羽内 H28.12.5
塩田 田村郡 小野町 湯沢塩田 H28.12.5
田ノ作２号 田村郡 小野町 湯沢田ノ作 H28.12.5
保代内 田村郡 小野町 湯沢保代内 H28.12.5
八又 田村郡 小野町 湯沢八又 H28.12.5
坊内 田村郡 小野町 吉野辺坊内 H28.12.5
中落合 田村郡 小野町 和名田中落合 H28.12.5
松木橋 田村郡 小野町 和名田松木橋 H28.12.5
八舛蒔 田村郡 小野町 小野山神八舛蒔 H28.12.5
夏井 田村郡 小野町 夏井百目木 H28.12.5
高屋敷 田村郡 小野町 菖蒲谷高屋敷 H28.12.5
鬼石１号 田村郡 小野町 谷津作鬼石 H28.12.5
新田内１号 田村郡 小野町 飯豊新田内 H28.12.5
新田内２号 田村郡 小野町 飯豊新田内 H28.12.5
日影 田村郡 小野町 浮金日影 H28.12.5
高山１号 田村郡 小野町 谷津作高山 H28.12.5
高山２号 田村郡 小野町 谷津作高山 H28.12.5
根子田１号 田村市 常葉町 早稲川根子田 H27.11.16
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黒森３号 田村郡 小野町 雁股田黒森 H28.12.5
三 王 堂 田村郡 小野町 飯豊三王堂 H28.12.5
　 舘 田村郡 小野町 浮金舘 H28.12.5
作 ノ 前 田村郡 小野町 小野山神作ノ前 H28.12.5
川　除 田村郡 小野町 夏井川除 H28.12.5
洞 田村郡 小野町 吉野辺洞 H28.12.5
七合田 田村郡 小野町 小野新町七合田 H28.12.5
上鵰巣１号 石川郡 古殿町 論田上鵰巣 H29.12.12
上鵰巣２号 石川郡 古殿町 論田上鵰巣 H29.12.12
上鵰巣３号 石川郡 古殿町 論田下鵰巣 H29.12.12
泥ノ草 石川郡 古殿町 論田泥ノ草 H29.12.12
下枝2号 郡山市 中田町 下枝字舘 H30.3.27
亀石 郡山市 中田町 牛総本郷字亀石 H30.3.27
槻ノ田和 郡山市 中田町 牛総本郷字槻ノ田和 H30.3.27
長久保 郡山市 中田町 牛総本郷字長久保 H30.3.27
向生後草 郡山市 中田町 牛総本郷字向生後草 H30.3.27
穴田 郡山市 中田町 海老根字穴田 H30.3.27
雲母作 郡山市 中田町 海老根字雲母作 H30.3.27
荻ノ窪 郡山市 中田町 黒木字荻ノ窪 H30.3.27
宮ノ前2号 郡山市 中田町 黒木字宮ノ前 H30.3.27
砂畑 郡山市 中田町 駒板字砂畑 H30.3.27
成神平 郡山市 中田町 駒板字成神平 H30.3.27
堂ノ作 郡山市 中田町 中津川字堂ノ作 H30.3.27
野橋1号 郡山市 中田町 中津川字野橋 H30.3.27
野橋2号 郡山市 中田町 中津川字野橋 H30.3.27
表 郡山市 中田町 駒板字表 H30.3.27
宇津熊 郡山市 中田町 中津川字宇津熊 H30.3.27
富永 郡山市 田村町 田母神字富永 H30.3.27
宮ノ前3号 郡山市 田村町 田母神字宮ノ前 H30.3.27
舘 郡山市 白岩町 舘 H30.3.27
東之内 郡山市 白岩町 東之内 H30.3.27
屋形内 田村市 常葉町 鹿山屋形内 H30.4.27
百目木 田村市 常葉町 久保百目木 H30.4.27
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栃久保 田村市 常葉町 久保栃久保 H30.4.27
一本松１号 田村市 常葉町 小桧山一本松 H30.4.27
田ノ入 田村市 常葉町 小桧山田ノ入 H30.4.27
壁谷田 田村市 常葉町 常葉壁谷田 H30.4.27
上石蒔田 田村市 常葉町 常葉上石蒔田 H30.4.27
上井坪 田村市 常葉町 常葉上井坪 H30.4.27
下井坪 田村市 常葉町 常葉下井坪 H30.4.27
舘 田村市 常葉町 常葉舘 H30.4.27
本坊 田村市 常葉町 常葉本坊 H30.4.27
入山 田村市 常葉町 西向入山 H30.4.27
熊野前 田村市 常葉町 西向熊野前 H30.4.27
東之内 田村市 常葉町 西向東之内 H30.4.27
屋形2号 田村市 常葉町 西向屋形 H30.4.27
休石２号 田村市 常葉町 西向休石 H30.4.27
折越１号 田村市 常葉町 新田折越 H30.4.27
折越２号 田村市 常葉町 新田折越 H30.4.27
高田 田村市 常葉町 新田高田 H30.4.27
山口 田村市 常葉町 新田山口 H30.4.27
湯舟 田村市 常葉町 新田湯舟 H30.4.27
赤坂 田村市 常葉町 堀田赤坂 H30.4.27
大向 田村市 常葉町 堀田大向 H30.4.27
川越１号 田村市 常葉町 堀田川越 H30.4.27
川越２号 田村市 常葉町 堀田川越 H30.4.27
五月平 田村市 常葉町 堀田五月平 H30.4.27
鳴子 田村市 常葉町 堀田鳴子 H30.4.27
八百坂 田村市 常葉町 堀田八百坂 H30.4.27
九十内 田村市 常葉町 山根九十内 H30.4.27
花立 田村市 常葉町 山根花立 H30.4.27
南倉 田村市 常葉町 山根南倉 H30.4.27
一本松２号 田村市 常葉町 早稲川一本松 H30.4.27
早稲川 田村市 常葉町 堀田柳渡戸 H30.4.27
柳渡戸１号 田村市 常葉町 堀田柳渡戸 H30.4.27
割石作 田村市 常葉町 新田割石作 H30.4.27
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仲川 田村市 常葉町 新田仲川 H30.4.27
猫内 田村市 常葉町 新田猫内 H30.4.27
殿上 田村市 常葉町 山根殿上 H30.4.27
角ノ入 田村市 常葉町 小桧山角ノ入 H30.4.27
坂ノ下 田村市 常葉町 常葉坂ノ下 H30.4.27
広畑 田村市 常葉町 西向広畑 H30.4.27
小林 田村市 常葉町 鹿山小林 H30.4.27
糀屋前 田村市 常葉町 鹿山糀屋前 H30.4.27
遠西 田村市 常葉町 久保遠西 H30.4.27
堂城前 田村市 常葉町 久保堂城前 H30.4.27
遠東 田村市 常葉町 新田遠東 H30.4.27
屋形３号 田村市 常葉町 西向屋形 H30.4.27
樋ノ口 田村市 常葉町 常葉樋ノ口 H30.4.27
柳渡戸２号 田村市 常葉町 堀田柳渡戸 H30.4.27
荻平 田村市 常葉町 山根萩平 H30.4.27
根子田２号 田村市 常葉町 早稲川根子田 H30.4.27
上遠野 田村市 常葉町 早稲川上遠野 H30.4.27
上関 田村市 船引町 芦沢上関 H30.4.27
深町 田村市 船引町 芦沢深町 H30.4.27
横土 田村市 船引町 芦沢横土 H30.4.27
大木沢 田村市 船引町 石沢大木沢 H30.4.27
三合田１号 田村市 船引町 石沢三合田 H30.4.27
三合田２号 田村市 船引町 石沢三合田 H30.4.27
三合田３号 田村市 船引町 石沢三合田 H30.4.27
沢口 田村市 船引町 北移沢口 H30.4.27
高橋１号 田村市 船引町 北移高橋 H30.4.27
田外山 田村市 船引町 北移田外山 H30.4.27
六平沢１号 田村市 船引町 北移六平沢 H30.4.27
六平沢２号 田村市 船引町 北移六平沢 H30.4.27
六平沢３号 田村市 船引町 北移六平沢 H30.4.27
山ノ内 田村市 船引町 北鹿又山ノ内 H30.4.27
宮内前 田村市 船引町 椚門宮内前 H30.4.27
松玄前１号 田村市 船引町 椚門松玄前 H30.4.27
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表 田村市 船引町 中山表 H30.4.27
下馬沢１号 田村市 船引町 中山下馬沢 H30.4.27
下馬沢２号 田村市 船引町 中山下馬沢 H30.4.27
小塚 田村市 船引町 中山小塚 H30.4.27
遠上 田村市 船引町 中山遠上 H30.4.27
遠中山１号 田村市 船引町 中山遠中山 H30.4.27
遠中山２号 田村市 船引町 中山遠中山 H30.4.27
上１号 田村市 船引町 新舘上 H30.4.27
下２号 田村市 船引町 新舘下 H30.4.27
源次郎１号 田村市 船引町 船引源次郎 H30.4.27
若宮 田村市 船引町 堀越若宮 H30.4.27
遠下 田村市 船引町 横道遠下 H30.4.27
日向前１号 田村市 船引町 横道日向前 H30.4.27
日向前２号 田村市 船引町 横道日向前 H30.4.27
風呂前１号 田村市 船引町 横道風呂前 H30.4.27
猫台 田村市 船引町 芦沢猫台 H30.4.27
ニツ宮 田村市 船引町 荒和田ニツ宮 H30.4.27
上２号 田村市 船引町 新舘上 H30.4.27
久保田 田村市 船引町 北移久保田 H30.4.27
牛久保 田村市 船引町 芦沢牛久保 H30.4.27
今坂内１号 田村市 船引町 芦沢今坂内 H30.4.27
今坂内２号 田村市 船引町 芦沢今坂内 H30.4.27
三合田４号 田村市 船引町 石沢三合田 H30.4.27
三合田５号 田村市 船引町 石沢三合田 H30.4.27
六平沢５号 田村市 船引町 北移六平沢 H30.4.27
高橋２号 田村市 船引町 北移高橋 H30.4.27
源次郎２号 田村市 船引町 船引源次郎 H30.4.27
漆久保 田村市 船引町 芦沢漆久保 H30.4.27
五反田 田村市 船引町 芦沢五反田 H30.4.27
高屋 田村市 船引町 芦沢高屋 H30.4.27
前城主内 田村市 船引町 芦沢前城主内 H30.4.27
神戸前 田村市 船引町 今泉神戸前 H30.4.27
惣太郎 田村市 船引町 今泉惣太郎 H30.4.27
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城の内 田村市 船引町 船引城の内 H30.4.27
上ノ前 田村市 船引町 堀越上ノ前 H30.4.27
柴平 田村市 船引町 堀越柴平 H30.4.27
高森 田村市 船引町 堀越高森 H30.4.27
楢梨子１号 田村市 都路町 岩井沢楢梨子 H30.4.27
楢梨子２号 田村市 都路町 岩井沢楢梨子 H30.4.27
日向１号 田村市 都路町 岩井沢日向 H30.4.27
日向２号 田村市 都路町 岩井沢日向 H30.4.27
平内地 田村市 都路町 岩井沢平内地 H30.4.27
持籐田１号 田村市 都路町 岩井沢持籐田 H30.4.27
持籐田２号 田村市 都路町 岩井沢持籐田 H30.4.27
持籐田３号 田村市 都路町 岩井沢持籐田 H30.4.27
言神 田村市 都路町 岩井沢言神 H30.4.27
阿園平１号 田村市 都路町 古道阿園平 H30.4.27
阿園平２号 田村市 都路町 古道阿園平 H30.4.27
石黒 田村市 都路町 古道石黒 H30.4.27
後ノ前 田村市 都路町 古道後ノ前 H30.4.27
尾ノ川１号 田村市 都路町 古道尾ノ川 H30.4.27
尾ノ川２号 田村市 都路町 古道尾ノ川 H30.4.27
尾ノ川３号 田村市 都路町 古道尾ノ川 H30.4.27
春日前 田村市 都路町 古道春日前 H30.4.27
蒲生河原 田村市 都路町 古道蒲生河原 H30.4.27
傾城谷 田村市 都路町 古道傾城谷 H30.4.27
小滝沢 田村市 都路町 古道小滝沢 H30.4.27
申酉 田村市 都路町 古道申酉 H30.4.27
下板橋１号 田村市 都路町 古道下板橋 H30.4.27
下板橋２号 田村市 都路町 古道下板橋 H30.4.27
下ノ前 田村市 都路町 古道下ノ前 H30.4.27
白石１号 田村市 都路町 古道白石 H30.4.27
白石２号 田村市 都路町 古道白石 H30.4.27
白石３号 田村市 都路町 古道白石 H30.4.27
舘腰１号 田村市 都路町 古道舘腰 H30.4.27
舘腰２号 田村市 都路町 古道舘腰 H30.4.27
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寺下３号 田村市 都路町 古道寺下 H30.4.27
戸田平１号 田村市 都路町 古道戸田平 H30.4.27
戸屋２号 田村市 都路町 古道戸屋 H30.4.27
仲ノ前 田村市 都路町 古道仲ノ前 H30.4.27
橋向１号 田村市 都路町 古道橋向 H30.4.27
橋向２号 田村市 都路町 古道橋向 H30.4.27
橋向３号 田村市 都路町 古道橋向 H30.4.27
橋向４号 田村市 都路町 古道橋向 H30.4.27
場々１号 田村市 都路町 古道場々 H30.4.27
場々２号 田村市 都路町 古道場々 H30.4.27
東谷地 田村市 都路町 古道東谷地 H30.4.27
前原沢 田村市 都路町 古道前原沢 H30.4.27
三沢前 田村市 都路町 古道三沢前 H30.4.27
休場 田村市 都路町 古道休場 H30.4.27
柳沢 田村市 都路町 古道柳沢 H30.4.27
山口１号 田村市 都路町 古道山口 H30.4.27
山口２号 田村市 都路町 古道山口 H30.4.27
山口３号 田村市 都路町 古道山口 H30.4.27
山口４号 田村市 都路町 古道山口 H30.4.27
山崎２号 田村市 都路町 古道山崎 H30.4.27
矢大臣２号 田村市 滝根町 広瀬矢大臣 H30.6.11
関場 田村市 滝根町 神俣関場 H30.6.11
江川 田村市 滝根町 菅谷江川 H30.6.11
後沢 田村市 大越町 下大越後沢 H30.6.11
深谷 田村市 大越町 牧野深谷 H30.6.11
日向畑 田村市 大越町 早稲川日向畑 H30.6.11
下田２号 田村市 船引町 永谷下田 H30.6.11
下永谷 田村市 船引町 永谷下永谷 H30.6.11
轟渕 田村市 船引町 春山轟渕 H30.6.11
入水３号 田村市 滝根町 菅谷入水 H30.6.11
北高柴 田村市 滝根町 菅谷北高柴 H30.6.11
作前 田村市 滝根町 菅谷作前 H30.6.11
沼ノ沢 田村市 滝根町 菅谷沼ノ沢 H30.6.11
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芦畑 田村市 滝根町 菅谷芦畑 H30.6.11
小袋内 田村市 滝根町 広瀬小袋内 H30.6.11
佐土畑 田村市 滝根町 広瀬佐土畑 H30.6.11
仲寺 田村市 滝根町 広瀬仲寺 H30.6.11
中ノ内２号 田村市 滝根町 広瀬中ノ内 H30.6.11
舟ヶ作 田村市 滝根町 広瀬舟ヶ作 H30.6.11
南作 田村市 滝根町 広瀬南作 H30.6.11
宮ノ前 田村市 滝根町 広瀬宮ノ前 H30.6.11
矢大臣１号 田村市 滝根町 広瀬矢大臣 H30.6.11
寺畑 田村市 滝根町 菅谷寺畑 H30.6.11
入水４号 田村市 滝根町 菅谷入水 H30.6.11
貝谷 田村市 滝根町 広瀬貝谷 H30.6.11
戸ノ内 田村市 滝根町 広瀬戸ノ内 H30.6.11
赤沼 田村市 滝根町 広瀬赤沼 H30.6.11
千丁池 田村市 大越町 早稲川千丁池 H30.6.11
蟹沢 田村市 大越町 上大越蟹沢 H30.6.11
金山平 田村市 大越町 上大越金山平 H30.6.11
三度蒔１号 田村市 大越町 上大越三斗蒔 H30.6.11
三度蒔２号 田村市 大越町 上大越三斗蒔 H30.6.11
中ノ内 田村市 大越町 上大越中ノ内 H30.6.11
白井倉 田村市 大越町 下大越白井倉 H30.6.11
千石平 田村市 大越町 下大越千石平 H30.6.11
宮山 田村市 大越町 下大越宮山 H30.6.11
関沢１号 田村市 大越町 早稲川関沢 H30.6.11
関沢２号 田村市 大越町 早稲川関沢 H30.6.11
中平 田村市 大越町 早稲川中平 H30.6.11
梨木作 田村市 大越町 早稲川梨木作 H30.6.11
宮ノ下 田村市 大越町 栗出宮ノ下 H30.6.11
道歳１号 田村市 大越町 下大越道歳 H30.6.11
町 田村市 大越町 上大越町 H30.6.11
道歳２号 田村市 大越町 下大越道歳 H30.6.11
馬酔木沢 田村市 都路町 岩井沢馬酔木沢 H30.6.11
大槻 田村市 都路町 岩井沢大槻 H30.6.11
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小保内１号 田村市 都路町 岩井沢小保内 H30.6.11
小保内２号 田村市 都路町 岩井沢小保内 H30.6.11
小保内３号 田村市 都路町 岩井沢小保内 H30.6.11
新田 田村市 都路町 岩井沢新田 H30.6.11
道之内２号 田村市 都路町 岩井沢道之内 H30.6.11
所久保 田村市 都路町 岩井沢所久保 H30.6.11
上道１号 田村市 船引町 上移上道 H30.6.11
上道２号 田村市 船引町 上移上道 H30.6.11
上道３号 田村市 船引町 上移上道 H30.6.11
馬込 田村市 船引町 上移馬込 H30.6.11
上移 田村市 船引町 上移町 H30.6.11
下田 田村市 船引町 永谷下田 H30.6.11
山中 田村市 船引町 永谷山中 H30.6.11
曲山 田村市 船引町 上移曲山 H30.6.11
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