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告 示

島根県告示第239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６条第１項の規定によ

り、次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域として指定するので、同条第４項の規定により告示する。

平成21年３月27日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１⑴ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

飯南町

⑵ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

ア 急傾斜地の崩壊

赤名大橋東、赤名小水力発電所北、赤名瀬戸Ａ、赤名瀬戸Ｂ、赤名瀬戸Ｃ、赤名瀬戸Ｄ、赤名張戸Ａ、赤名張戸

Ｂ、赤名張戸Ｃ、赤名張戸Ｄ、赤名張戸Ｅ、阿丹谷Ａ、阿丹谷Ｂ、飯石森林組合、飯南消防署、石次Ａ、石次Ｂ、

石次Ｃ、石次Ｄ、石次Ｅ、泉川Ａ、泉川Ｂ、泉川Ｃ、泉川Ｄ、板屋谷集会所西Ａ、板屋谷集会所西Ｂ、板屋谷集会

所東、一番町、井戸谷、井の奥Ａ、井の奥Ｂ、井の奥Ｃ、井の奥Ｄ、猪子原Ａ、猪子原Ｂ、伊比Ａ、伊比Ｂ、伊比

Ｃ、伊比Ｄ、伊比Ｅ、伊比Ｆ、伊比橋北Ａ、伊比橋北Ｂ、伊比橋北Ｃ、潮橋東Ａ、潮橋東Ｂ、潮橋南Ａ、潮橋南

Ｂ、内井原Ａ、内井原Ｂ、宇山、宇山Ａ、宇山Ｂ、宇山Ｃ、永照寺北、永照寺西Ａ、永照寺西Ｂ、恵比Ａ、恵比

Ｂ、恵比Ｃ、尾足Ａ、尾足Ｂ、尾足Ｃ、大年Ａ、大年Ｂ、大年Ｃ、大年Ｄ、大年Ｅ、大年Ｆ、大年Ｇ、岡、隠岐

原、奥畑Ａ、奥畑Ｂ、奥畑Ｃ、奥畑Ｄ、奥畑Ｅ、奥畑Ｆ、奥畑張戸Ａ、奥畑張戸Ｂ、奥畑張戸Ｃ、奥畑張戸Ｄ、小

才田Ａ、小才田Ｂ、小才田Ｃ、小原橋東Ａ、小原橋東Ｂ、小原橋東Ｃ、小原橋東Ｄ、加田Ａ、加田Ｂ、加田Ｃ、加

田Ｄ、加田Ｅ、門Ａ、門Ｂ、門Ｃ、門Ｄ、門Ｅ、門Ｆ、上市上、上来島郷、上組Ａ、上組Ｂ、上組Ｃ、上組Ｄ、上

組Ｅ、川尻Ａ、川尻Ｂ、観音原橋西、観音原橋東Ａ、観音原橋東Ｂ、観音原橋東Ｃ、観音原橋東Ｄ、観音原橋東

Ｅ、観音原橋東Ｆ、観音原橋東Ｇ、観音原橋東Ｈ、観音原橋東Ｉ、観音原橋南Ａ、観音原橋南Ｂ、観音原橋南Ｃ、

来島慰霊社東、来島小学校、来島神社西、北集会所北、北野下Ａ、北野下Ｂ、協和Ａ、協和Ｂ、協和Ｃ、協和Ｄ、

協和Ｅ、協和Ｆ、協和下谷Ａ、協和下谷Ｂ、協和下谷Ｃ、協和下谷Ｄ、協和下谷Ｅ、協和下谷Ｆ、協和下谷Ｇ、琴

麓Ａ、琴麓Ｂ、琴麓Ｃ、琴麓Ｄ、琴麓Ｅ、琴麓Ｆ、琴麓Ｇ、琴麓Ｈ、口小田Ａ、口小田Ｂ、口小田Ｃ、口真木Ａ、

口真木Ｂ、口真木Ｃ、口真木Ｄ、黒谷、県民の森、高林坊北、高林坊東Ａ、高林坊東Ｂ、国土交通省上赤名気象観

測所東、国倉Ａ、国倉Ｂ、国倉Ｃ、国倉Ｄ、古城Ａ、古城Ｂ、古城Ｃ、古城Ｄ、琴引Ａ、琴引Ｂ、琴引Ｃ、琴引

Ｄ、琴引Ｅ、琴引Ｆ、琴引Ｇ、琴引Ｈ、琴引Ｉ、琴引Ｊ、琴引Ｋ、小和田Ａ、小和田Ｂ、才谷上の谷Ａ、才谷上の

谷Ｂ、才谷上の谷Ｃ、才谷上の谷Ｄ、才谷上の谷Ｅ、才谷下の谷Ａ、才谷下の谷Ｂ、才谷下の谷Ｃ、西蓮坊東、坂

根橋西、迫、さつき保育所、佐見程原Ａ、佐見程原Ｂ、佐見程原Ｃ、沢屋Ａ、沢屋Ｂ、沢屋Ｃ、沢屋Ｄ、沢屋Ｅ、

塩谷上Ａ、塩谷上Ｂ、塩谷公民館北Ａ、塩谷公民館北Ｂ、塩谷公民館北Ｃ、塩谷公民館北Ｄ、塩谷公民館東、塩谷

下Ａ、塩谷下Ｂ、塩谷下Ｃ、塩谷下Ｄ、塩谷下Ｅ、塩谷下Ｆ、塩谷下Ｇ、塩谷下公民館、獅子Ａ、獅子Ｂ、獅子

Ｃ、獅子Ｄ、獅子Ｅ、志々小学校、下市下、下三日市Ａ、下三日市Ｂ、下三日市Ｃ、下三日市Ｄ、下三日市Ｅ、下

三日市橋西Ａ、下三日市橋西Ｂ、城山Ａ、城山Ｂ、城山Ｃ、城山Ｄ、城山Ｅ、城山大橋西Ａ、城山大橋西Ｂ、城山

大橋東Ａ、城山大橋東Ｂ、正善寺、正善寺北Ａ、正善寺北Ｂ、正善寺北Ｃ、正善寺北Ｄ、正善寺北Ｅ、正善寺西

Ａ、正善寺西Ｂ、正善寺南、城東Ａ、城東Ｂ、城東Ｃ、城東Ｄ、城東Ｅ、城東Ｆ、城東Ｇ、城東Ｈ、城東Ｉ、城南

Ａ、城南Ｂ、城南Ｃ、城南Ｄ、城南Ｅ、城南Ｆ、真栄橋西、真栄橋東Ａ、真栄橋東Ｂ、真栄橋南、伸和Ａ、伸和

Ｂ、伸和Ｃ、伸和Ｄ、伸和Ｅ、伸和Ｆ、伸和Ｇ、伸和Ｈ、伸和Ｉ、伸和Ｊ、伸和Ｋ、伸和Ｌ、伸和Ｍ、伸和Ｎ、杉

戸Ａ、杉戸Ｂ、杉戸Ｃ、寸後谷Ａ、寸後谷Ｂ、寸後谷Ｃ、寸後谷Ｄ、千束Ａ、千束Ｂ、千束Ｃ、千束Ｄ、太鼓橋

西、太鼓橋南Ａ、太鼓橋南Ｂ、太鼓橋南Ｃ、太鼓橋南Ｄ、太鼓橋南Ｅ、大役寺谷、田鍬、田鍬Ａ、田鍬Ｂ、田鍬
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Ｃ、田鍬Ｄ、武智Ａ、武智Ｂ、武智Ｃ、武智Ｄ、立石橋南、谷川Ａ、谷川Ｂ、谷川橋北Ａ、谷川橋北Ｂ、谷川橋南

Ａ、谷川橋南Ｂ、谷八幡宮北、谷八幡宮東、秩木Ａ、秩木Ｂ、秩木Ｃ、秩木Ｄ、秩木Ｅ、中国電力来島配電塔北、

中国電力来島配電塔東、中国電力来島配電塔南、塚原Ａ、塚原Ｂ、塚原Ｃ、塚原橋東、津々良橋北、津々良橋西

Ａ、津々良橋西Ｂ、津々良橋東Ａ、津々良橋東Ｂ、手倉Ａ、手倉Ｂ、手倉Ｃ、手倉Ｄ、寺垣内Ａ、寺垣内Ｂ、寺垣

内Ｃ、寺垣内Ｄ、寺垣内Ｅ、寺垣内Ｆ、寺町、寺町北、殿居Ａ、殿居Ｂ、殿居Ｃ、頓原小中学校、中市下、中小田

Ａ、中小田Ｂ、中小田Ｃ、中区Ａ、中区Ｂ、中通Ａ、中通Ｂ、中橋南、中村、中廻Ａ、中廻Ｂ、長屋谷Ａ、長屋谷

Ｂ、長屋谷Ｃ、肉戸橋西Ａ、肉戸橋西Ｂ、肉戸橋西Ｃ、肉戸橋西Ｄ、西Ａ、西Ｂ、西Ｃ、農業活性化センター、野

萱Ａ、野萱Ｂ、野萱Ｃ、野萱Ｄ、野萱Ｅ、野萱Ｆ、花栗瀬戸Ａ、花栗瀬戸Ｂ、花栗瀬戸Ｃ、花栗瀬戸Ｄ、花栗瀬戸

Ｅ、花栗瀬戸Ｆ、花栗瀬戸Ｇ、東Ａ、東Ｂ、東Ｃ、東Ｄ、東上Ａ、東上Ｂ、東上Ｃ、東区下、東下Ａ、東下Ｂ、日

南、福田Ａ、福田Ｂ、福田Ｃ、福田Ｄ、福田Ｅ、福田Ｆ、福田Ｇ、宝生橋東Ａ、宝生橋東Ｂ、宝生橋東Ｃ、宝生橋

南Ａ、宝生橋南Ｂ、宝生橋南Ｃ、保賀、程原Ａ、程原Ｂ、程原集会所北Ａ、程原集会所北Ｂ、程原集会所南、松本

Ａ、松本Ｂ、松本Ｃ、松本Ｄ、丸山、萬善寺西Ａ、萬善寺西Ｂ、萬善寺東Ａ、萬善寺東Ｂ、万対、万場Ａ、万場

Ｂ、万場Ｃ、みせん、三日市、三日市上、三日市上Ａ、三日市下、南、三原谷Ａ、三原谷Ｂ、三代木、向谷Ａ、向

谷Ｂ、向谷Ｃ、向谷Ｄ、森脇、屋敷、安江Ａ、安江Ｂ、安江Ｃ、安江Ｄ、安江Ｅ、安江Ｆ、やまなみ、養護老人ホ

ーム琴引の里、丁橋西Ａ、丁橋西Ｂ、丁橋西Ｃ、横路Ａ、横路Ｂ、龍神橋北、和井手橋西Ａ、和井手橋西Ｂ、和田

八幡宮西、和南ヶ崎大橋西、和南ヶ崎大橋東Ａ、和南ヶ崎大橋東Ｂ、和南ヶ崎大橋南Ａ、和南ヶ崎大橋南Ｂ

イ 土石流

赤名瀬戸Ａ、赤名瀬戸Ｂ、赤名瀬戸Ｃ、赤名瀬戸Ｄ、赤名瀬戸Ｅ、赤名瀬戸Ｆ、赤名瀬戸Ｇ、赤名瀬戸Ｈ、赤名

瀬戸Ｉ、赤名瀬戸Ｊ、赤名瀬戸Ｋ、赤名瀬戸Ｌ、赤名瀬戸Ｍ、赤名張戸Ａ、赤名張戸Ｂ、赤名張戸Ｃ、朝陽ケ丘、

朝日屋、穴釜、穴の谷、有槇、石原谷川、石屋、泉川Ａ、泉川Ｂ、泉川Ｃ、井谷奥谷、市貫田、井戸谷上谷、井戸

谷下Ａ、井戸谷下Ｂ、井戸谷下Ｃ、井戸谷下Ｄ、井戸谷下Ｅ、稲荷谷、井の奥川、井ノ奥下橋、猪子原谷、伊比谷

Ａ、伊比谷Ｂ、伊比谷Ｃ、鋳物屋、鈩谷Ａ、鈩谷Ｂ、岩谷、内井原、宇山下谷、宇山橋南谷、家成川、戎原、胡面

谷、尾足谷Ａ、尾足谷Ｂ、大内、大内谷Ａ、大内谷Ｂ、大内谷Ｃ、大掛Ａ、大掛Ｂ、狼谷、大峠、大歳、大年、大

畑、大前、隠岐原東谷、奥小谷、奥小田左支渓Ａ、奥小田左支渓Ｂ、奥小田左支渓Ｃ、奥小田左支渓Ｄ、奥小田左

支渓Ｅ、奥小田左支渓Ｆ、奥小田左支渓Ｇ、奥小田左支渓Ｈ、奥小田左支渓Ｉ、奥小田左支渓Ｊ、奥小田左支渓

Ｋ、奥小田左支渓Ｌ、奥小田左支渓Ｍ、奥小田左支渓Ｎ、奥小田左支渓Ｏ、奥小田左支渓Ｐ、奥小田左支渓Ｑ、奥

小田右支渓Ａ、奥小田右支渓Ｂ、奥小田右支渓Ｃ、奥小田右支渓Ｄ、奥小田右支渓Ｅ、奥小田右支渓Ｆ、奥小田右

支渓Ｇ、奥小田右支渓Ｈ、奥小田右支渓Ｉ、奥小田右支渓Ｊ、奥掛川Ａ、奥掛川Ｂ、奥寸後、奥の谷、奥畑、奥畑

西谷、奥畑張戸、奥原、奥真木左支渓Ａ、奥真木左支渓Ｂ、奥真木左支渓Ｃ、奥真木左支渓Ｄ、奥真木左支渓Ｅ、

奥真木左支渓Ｆ、奥真木左支渓Ｇ、奥真木左支渓Ｈ、奥真木左支渓Ｉ、奥真木左支渓Ｊ、奥真木右支渓Ａ、奥真木

右支渓Ｂ、奥真木右支渓Ｃ、奥真木右支渓Ｄ、奥真木右支渓Ｅ、奥真木右支渓Ｆ、奥真木右支渓Ｇ、奥真木右支渓

Ｈ、奥真木右支渓Ｉ、奥真木右支渓Ｊ、奥真木右支渓Ｋ、折敷谷、御下川、恩谷、恩谷東沢、笠ヶ谷、柏、門、金

井谷川、金井原、上穴知、上落合、上来島Ａ、上来島Ｂ、上来島Ｃ、上来島Ｄ、上来島Ｅ、上組Ａ、上組Ｂ、上組

Ｃ、上大仙谷、神手、上中間、上野萱川、紙屋、川尻Ａ、川尻Ｂ、川尻Ｃ、川尻Ｄ、川尻Ｅ、川尻Ｆ、川尻Ｇ、川

尻Ｈ、川尻Ｉ、川尻Ｊ、川尻Ｋ、川尻Ｌ、川尻Ｍ、神田、祇園谷、来治屋、北野、北野上Ａ、北野上Ｂ、北野上

Ｃ、北野上Ｄ、北野上Ｅ、北野下Ａ、北野下Ｂ、北野下Ｃ、北野下Ｄ、北野下Ｅ、北野下Ｆ、協和Ａ、協和Ｂ、協

和Ｃ、協和Ｄ、協和西谷、琴麓、口小田、口真木Ａ、口真木Ｂ、口真木Ｃ、口真木Ｄ、口真木Ｅ、口真木Ｆ、口真

木Ｇ、口真木Ｈ、倉本、栗屋谷、黒瀬川、黒谷、国倉、小才田、小才田森山谷、古城谷、小鈩川Ａ、小鈩川Ｂ、小

鈩川Ｃ、小立神、小玉屋、小玉屋谷、琴引、小丸上谷、小丸下谷、小屋敷、小和田、小和田西沢、小和田東沢、権

現屋奥、才倉川、境谷、栄口、栄西沢、坂根、坂の前、迫ノ前、佐見川、佐見中沢、佐見程原Ａ、佐見程原Ｂ、沢

屋Ａ、沢屋Ｂ、三田西谷、塩谷上Ａ、塩谷上Ｂ、塩谷上Ｃ、塩谷上Ｄ、塩谷上Ｅ、塩谷上Ｆ、塩谷上Ｇ、塩谷上

Ｈ、塩谷上Ｉ、塩谷上Ｊ、塩谷上Ｋ、塩谷上Ｌ、塩谷上Ｍ、塩谷上Ｎ、塩谷上Ｏ、塩谷上Ｐ、塩谷下Ａ、塩谷下
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Ｂ、塩谷下Ｃ、塩谷下Ｄ、塩谷下Ｅ、敷波川、下大仙谷、下田屋、下長屋、下の橋川、正ケ谷、城山川Ａ、城山川

Ｂ、城山川Ｃ、城山谷Ａ、城山谷Ｂ、城山谷Ｃ、城東Ａ、城東Ｂ、城東Ｃ、城東門、城南Ａ、城南Ｂ、城南Ｃ、志

よろ谷、次郎門、城ノ谷、陣屋谷、杉の谷、杉山谷、糘塚谷川、スゲ谷川、大役寺川、大役寺谷、高田屋、高頭

谷、滝谷下、田鍬、竹以後谷、竹ノ下、竹谷、田越、鈩原、田中屋、田ノ迫、樽迫谷、塚原、月根川、土打谷、坪

野屋Ａ、坪野屋Ｂ、出店、寺垣内Ａ、寺垣内Ｂ、寺垣内Ｃ、寺垣内Ｄ、寺垣内Ｅ、寺垣内下谷、寺西屋谷Ａ、寺西

屋谷Ｂ、天王山、土井、砥谷Ａ、砥谷Ｂ、土居屋、堂堂谷、刀根坂、殿居Ａ、殿居Ｂ、殿居Ｃ、殿敷谷、殿田屋、

殿増屋、中小田Ａ、中小田Ｂ、中小田Ｃ、中小田Ｄ、中小田Ｅ、中小田Ｆ、中区Ａ、中区Ｂ、中区Ｃ、中区Ｄ、中

区Ｅ、中田屋、中原、中廻Ａ、中廻Ｂ、中元屋、中元屋上、中屋、中屋敷、長屋谷、仁井屋、西田屋、西本谷川、

野萱、野萱川、野萱川Ａ、八神上谷、八神谷、八神中谷、畑田、畑田Ａ、畑田Ｂ、畑田Ｃ、畑田Ｄ、畑田Ｅ、畑田

Ｆ、畑田Ｇ、畑田Ｈ、畑田Ｉ、畑田Ｊ、畑田Ｋ、花栗瀬戸Ａ、花栗瀬戸Ｂ、花栗瀬戸Ｃ、花栗瀬戸Ｄ、花栗本間

沢、花田屋Ａ、花田屋Ｂ、花の谷Ａ、花の谷Ｂ、原元家、張戸谷下、灰屋、東上、東下Ａ、東下Ｂ、東下Ｃ、日

南、批杷ケ迫、平吉屋、平田屋、平西屋、平野屋、福田Ａ、福田Ｂ、藤谷屋Ａ、藤谷屋Ｂ、保賀Ａ、保賀Ｂ、保賀

Ｃ、保賀Ｄ、保賀Ｅ、保賀Ｆ、保賀Ｇ、保賀Ｈ、保賀Ｉ、細谷、仏谷川、程原Ａ、程原Ｂ、程原Ｃ、程原Ｄ、程原

Ｅ、程原Ｆ、程原Ｇ、程原Ｈ、程原上、程原川、程原下、程原谷、本奥畑、本家、槇ケ原、槇ノ屋、松本、松本西

部Ａ、松本西部Ｂ、松本西部Ｃ、松本西部Ｄ、松本西部Ｅ、松本西部Ｆ、松本西部Ｇ、松本西部Ｈ、松本西部Ｉ、

松本中部Ａ、松本中部Ｂ、松本中部Ｃ、松本中部Ｄ、松本中部Ｅ、松本中部Ｆ、松本中部Ｇ、丸山上Ａ、丸山上

Ｂ、丸山川、万場Ａ、万場Ｂ、三日市、三原上、三原下、三保市谷、宮谷川、宮の前、三代木川、向田、向谷Ａ、

向谷Ｂ、向谷Ｃ、向谷Ｄ、森、守多屋、森ノ下Ａ、森ノ下Ｂ、森脇西谷、門後屋Ａ、門後屋Ｂ、安江Ａ、安江Ｂ、

矢野原谷、八幡谷川Ａ、八幡谷川Ｂ、山本屋、山屋敷谷、山寄、弓谷下、養善谷、吉ヶ口谷、吉迫、代殿屋、若槻

⑶ 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県雲南県土整備事務所及び飯南町役場において一般の縦覧に供する。）

２⑴ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

斐川町

⑵ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

ア 急傾斜地の崩壊

岩野原Ａ、岩野原Ｂ、宇屋谷Ａ、宇屋谷Ｂ、宇屋谷Ｃ、宇屋谷Ｅ、宇屋谷Ｆ、宇屋谷Ｄ、駅前Ａ、大井Ａ、大井

上Ａ、大井上Ｂ、大井上Ｃ、大井上Ｄ、大井上Ｅ、大井上Ｆ、大井上Ｇ、大井上Ｈ、大倉Ａ、上阿宮１Ａ、上阿宮

１Ｂ、上阿宮１Ｄ、上阿宮２Ａ、上阿宮３Ａ、上阿宮３Ｂ、上阿宮３Ｃ、上阿宮４Ａ、上阿宮４Ｂ、上阿宮４Ｃ、

上阿宮４Ｄ、上阿宮４Ｅ、上阿宮４Ｇ、上阿宮４Ｈ、上阿宮４Ｉ、上学頭Ａ、上学頭Ｂ、上出西１Ａ、上出西１

Ｂ、上出西１Ｄ、上出西２Ｂ、上出西２Ｃ、神庭谷Ａ、神庭谷Ｂ、神庭谷Ｃ、神庭谷Ｄ、神庭谷Ｅ、神庭谷Ｆ、神

庭谷Ｈ、神守１Ａ、神守１Ｂ、神守１Ｃ、神守３Ａ、西谷Ａ、西谷Ｂ、西谷Ｃ、西谷Ｄ、西谷Ｅ、西谷Ｆ、西谷

Ｇ、西谷Ｈ、西谷Ｉ、西谷Ｊ、下阿宮１Ａ、下阿宮１Ｃ、下阿宮１Ｄ、下阿宮１Ｅ、下阿宮１Ｆ、下阿宮１Ｇ、下

阿宮１Ｈ、下阿宮１Ｉ、下阿宮２Ａ、下阿宮２Ｂ、下阿宮２Ｃ、下阿宮２Ｄ、下阿宮２Ｅ、下阿宮３Ａ、下阿宮３

Ｂ、下阿宮３Ｃ、下阿宮３Ｄ、下出西１Ａ、下出西１Ｂ、下出西２Ａ、下出西２Ｂ、下出西２Ｃ、下出西３Ａ、下

出西４Ａ、下出西４Ｂ、下出西４Ｃ、新市Ａ、新市Ｂ、新市Ｃ、新川Ａ、新田畑Ａ、新田畑Ｂ、新田畑Ｃ、新田畑

Ｄ、新田畑Ｅ、武部西Ａ、武部西Ｂ、武部西Ｃ、武部西Ｄ、武部東Ａ、武部東Ｂ、武部東Ｃ、武部東Ｄ、武部東

Ｅ、武部東Ｇ、つつじ丘１Ａ、直江共栄Ａ、中出西１Ａ、中出西２Ａ、中出西３Ａ、中出西３Ｂ、灘南Ａ、羽根西

Ａ、羽根西Ｂ、羽根西Ｃ、羽根西Ｄ、羽根東Ａ、羽根東Ｂ、羽根東Ｃ、羽根東Ｄ、羽根東Ｅ、氷室１Ａ、氷室１

Ｂ、氷室１Ｃ、氷室２Ａ、氷室２Ｂ、氷室２Ｃ、氷室２Ｄ、氷室３Ａ、氷室３Ｂ、氷室３Ｃ、氷室３Ｄ、氷室４

Ａ、氷室４Ｂ、氷室４Ｃ、氷室４Ｄ、氷室４Ｅ、氷室４Ｆ、氷室５Ａ、氷室５Ｂ、平野Ａ、堀切Ａ、堀切Ｂ、前原

Ａ、三井Ａ、三井Ｂ、みどりヶ丘Ａ、みどりヶ丘Ｂ、みはらしＢ、みはらしＣ、みはらしＤ、みはらしＦ、みはら

しＧ、みはらしＨ、結Ａ、結Ｂ、結Ｃ、結Ｄ、結西Ａ、結西Ｂ、結西Ｃ、結西Ｄ、八頭Ａ、八頭Ｂ、湯の丘Ａ、吉
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成Ａ、吉成Ｂ、吉成Ｃ、吉成Ｄ、綿田原Ａ

イ 土石流

井田Ａ、井田Ｂ、伊保、伊保谷、岩海Ａ、岩海Ｂ、岩海谷、上の谷、後谷、後谷川、宇屋谷Ａ、宇屋谷Ｂ、宇屋

谷Ｃ、大倉東Ａ、大袋谷Ａ、大袋谷Ｃ、柿木谷、学頭谷、かじや谷川Ａ、かじや谷川Ｂ、かじや谷川Ｃ、上阿宮１

Ａ、上阿宮１Ｂ、上阿宮１Ｃ、上阿宮１Ｄ、上阿宮１Ｅ、上阿宮１Ｆ、上阿宮１Ｇ、上阿宮３Ａ、上阿宮３Ｂ、上

阿宮４Ａ、上阿宮４Ｂ、上阿宮４Ｃ、上阿宮４Ｄ、上阿宮４Ｅ、上学頭Ａ、上出西１Ａ、上出西１Ｂ、上出西２

Ｂ、刈山川、神庭谷Ａ、神庭谷Ｂ、神庭谷Ｃ、神庭谷Ｄ、神庭谷Ｅ、神庭谷Ｆ、神氷、荒神谷、西谷Ａ、鷺谷川、

鷺谷小谷、四季荘谷Ａ、四季荘谷Ｂ、下阿宮１Ａ、下阿宮１Ｂ、下阿宮１Ｃ、下阿宮１Ｄ、下阿宮２Ａ、下出西１

Ａ、下出西１Ｂ、下出西４Ａ、下高野川、高瀬Ａ、高瀬Ｂ、高瀬Ｃ、高野川、竹谷、武部西Ａ、武部東Ｄ、寺谷川

Ａ、寺谷川Ｂ、寺谷川Ｃ、中出西１Ａ、灘北谷、西伊保谷、畑谷川Ａ、畑谷川Ｂ、畑谷川Ｃ、林之奥谷、東馬瀬

谷、氷室１Ａ、氷室１Ｂ、氷室１Ｃ、氷室１Ｄ、氷室２Ａ、氷室２Ｂ、氷室３Ａ、氷室３Ｃ、氷室谷、別所谷川

Ａ、別所谷川Ｂ、牧谷川Ａ、牧谷川Ｂ、廻谷川、三井Ａ、みはらしＡ、みはらしＢ、みはらしＥ、みはらしＦ、宮

尾谷、結Ａ、結本谷川、門田川Ｂ、柳川、弥生谷Ａ、弥生谷Ｂ、竜王谷川、和西川

⑶ 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県出雲県土整備事務所及び斐川町役場において一般の縦覧に供する。）

３⑴ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

川本町

⑵ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

ア 急傾斜地の崩壊

市井原Ａ、市井原Ｂ、市井原Ｃ、市井原Ｄ、市井原Ｅ、市井原Ｆ、市井原Ｇ、市井原Ｈ、芋畑Ａ、芋畑Ｂ、芋畑

Ｃ、芋畑Ｄ、芋畑Ｅ、因原Ａ、因原Ｂ、因原Ｃ、因原Ｄ、因原Ｅ、因原Ｆ、因原Ｇ、因原Ｈ、因原神社、後区Ａ、

後区Ｂ、会下Ａ、会下Ｂ、絵堂Ａ、絵堂Ｂ、柿ノ木原Ａ、柿ノ木原Ｂ、柿ノ木原Ｃ、柿ノ木原Ｄ、柿ノ木原Ｅ、柿

ノ木原Ｆ、上尾原、上組Ａ、上組Ｂ、上組Ｃ、上郷、上石Ａ、上石Ｂ、上石Ｃ、上新、上谷Ａ、上谷Ｂ、上谷Ｃ、

上谷Ｄ、上谷Ｅ、上谷Ｆ、上三島Ａ、上三島Ｂ、上三俣Ａ、上三俣Ｂ、上三俣Ｃ、川内Ｂ、川内Ｃ、川内Ｄ、川内

Ｅ、川内Ｆ、川下Ａ、川下ＡＡ、川下Ｂ、川下Ｃ、川下Ｄ、川下Ｅ、川下Ｆ、川下Ｇ、川下Ｈ、川下Ｉ、川下Ｋ、

川下Ｌ、川下Ｍ、川下Ｎ、川下Ｏ、川下Ｐ、川下Ｑ、川下Ｒ、川下Ｓ、川下Ｔ、川下Ｕ、川下Ｖ、川下Ｗ、川下

Ｘ、川下Ｙ、川下Ｚ、川本Ａ、川本Ｂ、川本Ｃ、川本Ｄ、川本Ｅ、川本Ｆ、川本Ｇ、川本Ｈ、川本Ｉ、川本Ｊ、川

本Ｋ、川本Ｌ、川本Ｍ、川本Ｎ、川本Ｏ、川本Ｐ、川本Ｑ、川本Ｒ、川本Ｓ、川本Ｔ、北佐木Ａ、北佐木Ｂ、北佐

木Ｃ、北佐木Ｄ、北佐木Ｅ、木谷Ａ、木谷Ｂ、木路原Ａ、木路原Ｂ、木路原Ｃ、木路原Ｄ、久座仁Ａ、久座仁Ｂ、

久座仁Ｃ、久料谷、江川荘、高校下、小谷Ａ、小谷Ｂ、古屋口Ａ、古屋口Ｂ、古屋口Ｃ、木屋原神社、笹畑Ａ、笹

畑Ｂ、志谷Ａ、志谷Ｂ、志谷Ｃ、志谷Ｄ、下因原、下尾原Ａ、下尾原Ｂ、下尾原Ｃ、下条Ａ、下条Ｂ、下条Ｃ、下

条Ｄ、下条Ｅ、下条Ｆ、下条Ｇ、下新、下多田、下三島、正覚寺、正源寺、常称寺、正蓮寺、白地Ａ、白地Ｂ、白

地Ｃ、清太寺Ａ、清太寺Ｂ、瀬来、瀬上、前条Ｇ、田窪Ａ、田窪ＡＡ、田窪ＡＢ、田窪Ｂ、田窪Ｃ、田窪Ｄ、田窪

Ｅ、田窪Ｆ、田窪Ｇ、田窪Ｈ、田窪Ｉ、田窪Ｊ、田窪Ｋ、田窪Ｌ、田窪Ｍ、田窪Ｎ、田窪Ｏ、田窪Ｐ、田窪Ｑ、田

窪Ｒ、田窪Ｓ、田窪Ｔ、田窪Ｕ、田窪Ｖ、田窪Ｗ、田窪Ｘ、田窪Ｙ、田窪Ｚ、竹下、多田Ａ、多田Ｃ、多田Ｄ、玉

繰、田原Ａ、田原Ｂ、田原Ｃ、田原Ｄ、田原Ｅ、谷戸Ａ、谷戸Ｂ、谷戸Ｃ、谷戸Ｄ、谷戸Ｅ、谷戸Ｆ、谷戸Ｇ、谷

戸Ｈ、谷戸Ｉ、町営住宅裏、都賀行、築紫原Ａ、築紫原Ｂ、築紫原Ｃ、築紫原Ｄ、築紫原Ｅ、天理教石東分教会、

統計事務所裏、飛渡、中因原、中尾原、中区Ａ、中区Ｂ、中区Ｃ、中倉Ａ、中倉Ｂ、中郷Ａ、中郷Ｂ、中郷Ｃ、中

郷Ｅ、中島、長谷Ａ、長谷Ｂ、長谷Ｃ、中の原、長原Ａ、長原Ｂ、長原Ｃ、長原Ｄ、長原集会所、南部峠、幡Ａ、

幡Ｂ、幡Ｃ、幡Ｄ、幡Ｅ、畑野、八幡前、半部Ａ、半部Ｂ、日向Ａ、日向Ｂ、日向Ｃ、日野、福常坊、古市、法隆

寺、本郷Ａ、本郷Ｂ、本郷Ｃ、本郷Ｄ、前条Ａ、前条Ｂ、前条Ｃ、前条Ｄ、前条Ｅ、前条Ｆ、馬野原Ａ、馬野原

Ｂ、馬野原Ｃ、馬野原Ｄ、馬野原Ｅ、馬野原Ｆ、馬野原Ｇ、宮台、三谷神社、南佐木Ａ、南佐木Ｂ、南佐木Ｃ、南
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佐木Ｄ、南佐木Ｅ、南佐木Ｆ、南佐木Ｇ、南佐木Ｈ、南佐木Ｉ、南佐木Ｊ、南佐木Ｋ、南佐木Ｌ、南佐木Ｍ、南佐

木Ｎ、南佐木Ｏ、南佐木Ｐ、南佐木Ｑ、南佐木Ｒ、三原Ａ、三原Ｂ、三原Ｃ、三原Ｄ、三原Ｅ、三原Ｆ、三原Ｇ、

三原Ｈ、三原Ｉ、三原Ｊ、三原Ｋ、三原Ｌ、三原Ｍ、三原Ｎ、三原Ｐ、三原Ｑ、三原Ｒ、三原Ｓ、三原Ｔ、三俣

Ａ、三俣Ｂ、三俣八幡宮、聞光寺、矢谷Ａ、矢谷Ｂ、矢谷Ｃ、矢谷Ｄ、矢谷Ｅ、矢谷Ｆ、矢谷Ｇ、矢谷Ｈ、湯谷

Ａ、湯谷Ｃ、湯谷Ｄ、湯谷Ｆ、湯谷Ｇ、湯谷Ｈ、湯谷Ｊ、湯谷Ｋ、湯谷Ｌ、湯谷Ｍ、湯谷Ｎ、湯谷Ｏ、湯谷Ｐ、湯

谷Ｑ、湯谷Ｒ、竜安寺、和田

イ 土石流

板屋谷、市井原Ａ、市井原Ｂ、市井原Ｄ、市井原Ｅ、居椿谷、犬ヶ谷Ａ、犬ヶ谷Ｂ、芋畑Ｂ、芋畑Ｃ、芋畑Ｄ、

芋畑Ｅ、岩渕川、因原、梅木谷、会下Ａ、会下Ｂ、会下Ｃ、会下Ｄ、絵堂谷、大久保谷、大田迫谷、大歳谷、奥の

谷川、奥平谷、笠取谷Ａ、笠取谷Ｂ、上因原、上谷川、上三島Ａ、上三島Ｃ、上三島Ｄ、上三宅谷、川内Ａ、川内

Ｂ、川下Ａ、川下Ｂ、川下Ｃ、川下Ｄ、川下Ｅ、川下Ｆ、川下Ｇ、川下Ｈ、川下Ｉ、川下Ｊ、川本Ａ、川本Ｂ、川

本Ｃ、川本Ｄ、川本Ｅ、川本Ｆ、川本Ｇ、川本Ｈ、川本Ｉ、川本Ｋ、川本Ｌ、川本Ｍ、川本Ｎ、川本Ｏ、川本Ｐ、

川本Ｑ、川本Ｒ、川本Ｓ、川本Ｔ、川本Ｕ、川本Ｖ、川本Ｗ、鉄穴谷川、北佐木Ａ、北佐木Ｂ、北佐木Ｃ、木谷川

Ａ、木谷川Ｂ、久座仁Ａ、久座仁Ｃ、倉田谷、久料谷川、桑野谷、小谷Ａ、小谷Ｂ、坂根川Ａ、坂根川Ｂ、坂根川

Ｃ、坂根川Ｄ、坂根谷川Ａ、坂根谷川Ｂ、迫谷川、沢井谷、志谷Ａ、志谷Ｂ、下郷、下条川、下三島谷、浄福寺

川、白地Ａ、白地Ｂ、白地Ｃ、城谷川、清太寺川、瀬尻谷Ａ、瀬尻谷Ｂ、全長寺谷、荘厳寺、高下谷川Ａ、高下谷

川Ｂ、田窪Ａ、田窪Ｂ、田窪Ｃ、田窪Ｄ、田窪Ｅ、田窪Ｆ、田窪Ｇ、田窪Ｈ、田窪Ｉ、田窪Ｊ、多田Ａ、多田Ｂ、

多田Ｃ、多田Ｄ、玉繰川Ａ、玉繰川Ｄ、玉繰川Ｅ、田原谷Ａ、田原谷Ｂ、田原谷Ｃ、谷戸Ａ、谷戸Ｂ、谷戸Ｃ、谷

戸Ｄ、都賀行Ａ、都賀行Ｂ、都賀行Ｄ、堤谷川、天神川、田水川Ａ、田水川Ｂ、田水川Ｃ、天王寺川Ａ、天王寺川

Ｂ、土居ヶ谷川、堂庭川、堂庭谷、飛渡谷Ａ、飛渡谷Ｂ、飛渡谷Ｃ、飛渡谷Ｄ、中郷、長谷Ａ、長谷Ｂ、長谷Ｃ、

中の迫谷、中野原谷、長原Ｄ、長原Ｅ、長原Ｆ、長原Ｇ、長原Ｈ、長原Ｉ、長原Ｊ、長原Ｋ、中間谷、濁川、西納

屋谷、新田川、幡、八幡川、林谷川Ａ、林谷川Ｂ、半部谷、日向川Ａ、日向川Ｃ、日向川Ｄ、日向川Ｅ、日の出

谷、仏谷川、増田谷、松井谷、松崎Ａ、松崎Ｂ、馬野原Ｃ、馬野原Ｄ、馬野原Ｆ、馬野原Ｇ、丸山川、溝手谷、南

佐木Ａ、南佐木Ｃ、三原Ａ、三原Ｂ、三俣Ａ、三俣Ｂ、三俣Ｃ、三俣Ｄ、三俣Ｅ、三俣Ｆ、三俣Ｈ、三俣Ｉ、三俣

Ｊ、宮川、聞光寺川、矢谷Ａ、矢谷Ｂ、湯谷Ａ、湯谷Ｂ、湯谷Ｃ、湯谷Ｅ、湯谷Ｆ、弓市、竜安寺川

⑶ 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県県央県土整備事務所及び川本町役場において一般の縦覧に供する。）

４⑴ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

美郷町

⑵ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

ア 急傾斜地の崩壊

明塚Ａ、明塚Ｂ、上里草Ａ、上里草Ｂ、上里草Ｃ、上里草Ｄ、吾郷Ａ、吾郷Ｂ、吾郷Ｃ、吾郷Ｄ、吾郷Ｅ、吾郷

Ｆ、吾郷Ｇ、吾郷Ｈ、石原、石原Ａ、石原Ｂ、石原Ｃ、市Ａ、市Ｂ、市井原、稲荷町、猪子田Ａ、猪子田Ｂ、猪子

田Ｃ、猪之谷Ａ、猪之谷Ｂ、猪之谷Ｃ、猪之谷Ｄ、猪之谷Ｅ、猪之谷Ｆ、猪之谷Ｇ、猪之谷Ｈ、井元Ａ、井元Ｂ、

上田・悪谷、魚切中央、潮上Ａ、潮下Ａ、潮下Ｂ、潮下Ｃ、潮下Ｄ、潮下Ｅ、内田Ａ、内田Ｂ、内田Ｃ、内田Ｄ、

内田Ｅ、内田Ｆ、内田Ｇ、大浦Ａ、大浦Ｂ、大浦Ｃ、大野Ａ、大野Ｂ、大野Ｃ、大畑、奥迫谷畑井屋背戸、奥ノ河

内背戸、奥山Ａ、奥山Ｂ、奥山Ｃ、奥山Ｄ、奥山Ｅ、奥山Ｆ、奥山Ｇ、奥山Ｈ、奥山Ｉ、奥山Ｊ、奥山Ｋ、奥山

Ｌ、奥山Ｍ、奥山Ｎ、奥山Ｏ、乙谷Ａ、乙谷Ｂ、乙原Ａ、乙原Ｂ、乙原Ｃ、乙原Ｄ、乙原Ｅ、粕渕、粕渕Ｂ、粕渕

Ｃ、粕渕Ｄ、粕渕Ｅ、粕渕Ｆ、片山Ａ、片山Ｂ、片山Ｃ、片山Ｄ、片山Ｅ、片山Ｆ、枦谷Ａ、枦谷Ｂ、枦谷Ｃ、枦

谷Ｄ、枦谷Ｅ、枦谷Ｆ、枦谷Ｇ、枦谷Ｈ、上粕渕Ａ、上粕渕Ｂ、上粕渕Ｃ、上粕渕Ｄ、上粕渕Ｅ、上粕渕Ｆ、上川

戸Ａ、上川戸Ｂ、上川戸Ｃ、上川戸Ｄ、上川戸Ｅ、上川戸Ｆ、上川戸Ｇ、上川戸Ｈ、上川戸Ｉ、上川戸Ｊ、上川戸

Ｋ、上川戸Ｌ、上川戸Ｍ、上川戸Ｎ、上川戸Ｏ、上野Ａ、上野大下、上野下組Ａ、上野下組Ｂ、川角谷Ａ、川角谷
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Ｂ、川角谷Ｃ、川角谷Ｄ、京覧原、京覧原Ｂ、京覧原Ｃ、京覧原Ｄ、京覧原Ｅ、京覧原Ｆ、京覧原Ｇ、京覧原Ｈ、

京覧原Ｉ、京覧原Ｊ、京覧原Ｋ、桐山、久喜原Ａ、久喜原Ｂ、久喜原Ｃ、久喜原Ｄ、久喜原Ｅ、久喜原Ｆ、久喜原

Ｇ、久喜原Ｈ、久喜原Ｉ、久喜原Ｊ、久喜原Ｋ、久喜原Ｌ、久保Ａ、久保Ｂ、久保Ｃ、久保Ｄ、久保Ｅ、久保Ｆ、

久保Ｇ、久保Ｈ、久保Ｉ、久保Ｊ、久保Ｋ、熊見Ａ、熊見Ｂ、熊見Ｃ、熊見Ｄ、熊見Ｅ、熊見Ｆ、熊見Ｇ、栗原

Ａ、栗原Ｂ、栗原Ｃ、栗原Ｄ、源田山、郷上Ａ、郷上Ｂ、郷上Ｃ、郷上Ｄ、郷口、郷口２、郷口Ｃ、郷口Ｄ、郷口

Ｅ、郷口Ｆ、郷下、光宅寺、河内上、九日市、九日市Ｂ、九日市Ｃ、九日市Ｄ、小谷Ａ、小谷Ｂ、小谷Ｃ、小谷

Ｄ、小谷Ｅ、後藤屋背戸、小林Ａ、小林Ｂ、小林Ｃ、小林Ｄ、小林Ｅ、小林Ｆ、小松地西Ａ、小松地西Ｂ、小松地

西Ｃ、小松地東Ａ、小松地東Ｂ、小松地東Ｃ、小松地東Ｄ、小松地東Ｅ、小松地東Ｆ、小松地東Ｇ、小松地東Ｈ、

才ヶ原Ａ、才ヶ原Ｂ、坂根Ａ、坂根Ｂ、坂根Ｃ、坂根峠、酒谷Ａ、酒谷Ｂ、酒谷Ｃ、酒谷Ｄ、酒谷Ｅ、酒谷Ｆ、酒

谷Ｇ、酒谷Ｈ、酒谷Ｉ、酒谷Ｊ、酒谷Ｋ、酒谷Ｌ、酒谷Ｍ、笹目Ａ、笹目Ｂ、笹目Ｃ、笹目Ｄ、笹目Ｅ、笹目Ｆ、

笹目Ｇ、笹目Ｈ、笹目Ｉ、笹目Ｊ、笹目Ｋ、猿丸Ａ、猿丸Ｂ、猿丸Ｃ、猿丸Ｄ、猿丸Ｅ、猿丸Ｆ、信喜Ａ、信喜

Ｂ、信喜Ｃ、信喜Ｄ、信喜Ｅ、信喜Ｆ、志君Ａ、志君Ｂ、志君Ｃ、志君Ｄ、志君Ｅ、志君Ｆ、志君Ｇ、志君Ｈ、志

君Ｉ、志君Ｊ、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、地頭所Ａ、地頭所Ｂ、地頭所Ｃ、地頭所Ｄ、地頭所Ｅ、地頭所Ｆ、地頭

所Ｇ、地頭所Ｈ、地頭所Ｉ、地頭所Ｊ、始末屋背戸の谷、島屋・迫田背戸、下本郷Ａ、照立寺、新道路Ａ、新道路

Ｂ、新道路Ｃ、新道路Ｄ、新道路Ｅ、新道路Ｆ、惣森Ａ、惣森Ｂ、惣森Ｃ、惣森Ｄ、惣森Ｅ、惣森Ｆ、惣森Ｇ、惣

森Ｈ、惣森Ｉ、高梨Ａ、高梨Ｂ、高梨Ｃ、高梨Ｄ、高梨Ｅ、高畑Ａ、高畑Ｂ、高畑Ｃ、高畑Ｄ、高畑下、高山Ａ、

高山Ｂ、高山Ｃ、高山Ｄ、滝原Ａ、滝原Ｂ、滝原Ｃ、滝原Ｄ、竹Ａ、竹Ｂ、竹谷、田代谷Ａ、田代谷Ｂ、鈩谷Ａ、

鈩谷Ｂ、鈩谷Ｃ、千原Ａ、千原Ｂ、都賀西Ａ、都賀西Ｂ、都賀西Ｃ、都賀西Ｄ、都賀西Ｅ、都賀本郷Ａ、都賀本郷

Ｂ、都賀本郷Ｄ、都賀本郷上、都賀行、連水Ａ、連水Ｂ、連水Ｃ、寺谷Ａ、寺谷Ｂ、寺谷Ｃ、寺谷Ｄ、寺谷Ｅ、寺

谷Ｆ、寺谷Ｇ、寺谷Ｈ、寺谷Ｉ、寺谷Ｊ、田水Ａ、田水Ｂ、田水Ｃ、共栄Ａ、共栄Ｂ、共栄Ｃ、共栄Ｄ、共栄Ｅ、

共栄Ｆ、中組Ａ、長田屋、難波背戸、西の原、野井Ａ、野井Ｂ、野間Ａ、野間Ｂ、野間Ｃ、野間Ｄ、野間Ｅ、野間

Ｆ、野間Ｇ、花ノ谷Ａ、花ノ谷Ｂ、花ノ谷Ｃ、花ノ谷Ｄ、浜井場ウラ山・明神背戸、浜原Ａ、浜原Ｂ、浜原Ｃ、浜

原Ｄ、浜原Ｅ、浜原Ｆ、浜原Ｇ、原Ａ、原Ｂ、飯谷Ａ、飯谷Ｂ、飯谷Ｃ、飯谷Ｄ、飯谷Ｅ、飯谷Ｆ、飯谷Ｇ、飯谷

Ｈ、飯谷Ｉ、光峠、比敷Ａ、比敷Ｂ、比敷Ｃ、比敷Ｄ、比敷Ｅ、比敷Ｆ、比敷Ｇ、比敷Ｈ、比敷Ｉ、比敷Ｊ、日南

Ａ、日南Ｂ、日南Ｃ、響谷Ａ、響谷Ｂ、響谷Ｃ、響谷Ｄ、響谷Ｅ、響谷Ｆ、響谷Ｇ、響谷Ｈ、響谷Ｉ、響谷Ｊ、響

谷Ｋ、日平Ａ、日平Ｂ、日平Ｃ、日平Ｄ、日平Ｅ、日平Ｆ、二多合Ａ、二多合Ｂ、分附Ａ、分附Ｂ、別府Ａ、別府

Ｂ、別府Ｃ、別府Ｄ、別府Ｅ、別府Ｆ、別府Ｇ、別府Ｈ、別府Ｉ、別府Ｊ、別府Ｋ、別府Ｌ、別府Ｍ、法田Ａ、法

田Ｂ、法田Ｃ、法田Ｄ、法田Ｅ、保関Ａ、保関Ｂ、本間、曲利Ａ、曲利Ｂ、曲利Ｃ、曲利Ｄ、曲利Ｅ、曲利Ｆ、槇

代Ａ、槇代Ｂ、松代谷Ａ、松代谷Ｂ、松代谷Ｃ、松代谷Ｄ、松代谷Ｅ、松原Ａ、松原Ｂ、丸山、水越谷Ａ、水越谷

Ｂ、水越谷Ｃ、水越谷Ｄ、水越谷Ｅ、三反谷Ａ、三反谷Ｂ、三反谷Ｃ、三反谷Ｄ、三反谷Ｅ、三反谷Ｆ、港Ａ、港

Ｂ、港Ｃ、港Ｄ、港Ｅ、港Ｆ、宮内１Ａ、宮内１Ｂ、宮内１Ｃ、宮内１Ｄ、宮内１Ｅ、宮内１Ｆ、宮内１Ｇ、宮内

１Ｈ、宮内１Ｉ、宮内１Ｊ、宮内１Ｋ、宮内２Ａ、宮内２Ｂ、宮内２Ｃ、宮内２Ｄ、宮内２Ｅ、宮内２Ｆ、宮内２

Ｇ、宮内２Ｈ、宮内２Ｉ、宮崎谷・宮盛・高丸背戸、宮原背戸、向井原、向井屋、向谷、村之郷１Ａ、村之郷１

Ｂ、村之郷１Ｃ、村之郷１Ｄ、村之郷１Ｅ、村之郷１Ｆ、村之郷１Ｇ、村之郷１Ｈ、村之郷１Ｉ、縺Ａ、縺Ｂ、縺

Ｃ、森脇背戸、簗瀬Ａ、簗瀬Ｂ、簗瀬Ｃ、簗瀬Ｄ、簗瀬Ｅ、山根Ａ、山根Ｂ、山根Ｃ、山根Ｄ、湯抱Ａ、湯抱Ｂ、

湯抱Ｃ、湯抱Ｄ、湯抱Ｅ、湯抱Ｆ、湯抱Ｇ、湯抱Ｈ、湯抱Ｉ、湯抱Ｊ、湯抱Ｋ、湯抱Ｌ、湯抱Ｍ、湯谷Ａ、湯谷

Ｂ、湯谷Ｃ、湯谷Ｄ、湯谷Ｅ、湯谷Ｆ、艾Ａ、艾Ｂ、湧利原Ａ、湧利原Ｂ

イ 土石流

明塚谷Ａ、明塚谷Ｂ、上里草Ａ、上里草Ｂ、上里草Ｃ、上里草Ｄ、上里草Ｅ、上里草Ｆ、上里草Ｇ、吾郷ノ谷

Ａ、吾郷ノ谷Ｂ、朝日奈奥、朝日奈中、浅広谷、芦田谷、後市、池之迫、石原Ａ、石原Ｂ、石原Ｃ、石原Ｄ、石原

ノ谷Ａ、石原ノ谷Ｂ、石廻谷川、石見谷川Ａ、石見谷川Ｂ、石見谷川Ｃ、石見ノ谷Ａ、石見ノ谷Ｂ、石見ノ谷Ｃ、

石見ノ谷Ｄ、石見ノ谷Ｅ、伊勢の谷川、板屋奥、市Ａ、市Ｂ、市Ｃ、市Ｄ、市井原谷Ａ、市井原谷Ｂ、一の未川、
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一本杉、井の奥谷川、猪子田、猪谷川Ａ、猪谷川Ｂ、猪谷川Ｃ、猪谷川Ｄ、芋ヶ谷川、井元Ａ、井元Ｂ、井元Ｃ、

井元Ｄ、井元Ｅ、岩屋奥、潮上Ａ、潮下Ａ、潮下Ｂ、潮谷川Ａ、潮谷川Ｂ、内田Ａ、内田Ｂ、漆谷川、大浦Ａ、大

浦Ｂ、大浦Ｃ、大浦Ｄ、大釜ヶ谷、大上言、大草谷、大迫、大年川Ａ、大年川Ｂ、大年川Ｃ、大友谷川、大野Ａ、

大野Ｂ、大野Ｃ、大原上、大原下、沖田、奥河内谷、奥の土居谷、奥の堀谷川、奥山Ａ、奥山Ｂ、奥山川、小田谷

川、乙谷川Ａ、乙谷川Ｂ、乙谷川Ｃ、小原谷川、乙原、垣廻谷川、掛合川、カジヤ谷川、鍛冶屋原谷、粕渕ノ谷、

片山Ａ、片山Ｂ、片山Ｃ、片山Ｄ、片山Ｅ、片山Ｆ、片山Ｇ、片山Ｈ、片山Ｉ、枦谷Ａ、枦谷Ｂ、枦谷Ｃ、枦谷

Ｄ、金井谷、釜ヶ谷川、上粕渕ノ谷Ａ、上粕渕ノ谷Ｂ、上粕渕ノ谷Ｃ、上川戸Ａ、上川戸Ｂ、上川戸Ｃ、上川戸

Ｄ、上川戸Ｅ、上川戸Ｆ、上川戸Ｇ、上川戸Ｈ、上川戸Ｉ、上川戸Ｊ、上川戸谷川、上竹奥、上野Ａ、上野Ｂ、上

野Ｃ、上曲谷、上宮内奥、亀村ノ谷Ａ、亀村ノ谷Ｂ、カラノ谷川、川角谷Ａ、川角谷Ｂ、川角谷Ｃ、観音谷川、上

畑川Ａ、上畑川Ｂ、上畑川Ｃ、菊谷、木村上谷川、京覧原Ａ、京覧原Ｂ、京覧原Ｃ、霧ヶ谷、久喜原Ａ、久喜原

Ｂ、久喜原Ｃ、久喜原Ｄ、久喜原Ｅ、久喜原Ｆ、久喜原Ｇ、久喜原Ｈ、久喜原Ｉ、久喜原Ｊ、久保Ａ、久保Ｂ、久

保Ｃ、熊見Ａ、熊見Ｂ、熊見Ｃ、熊見Ｄ、熊見Ｅ、熊見Ｆ、熊見Ｇ、熊見Ｈ、栗原ノ谷、ケン谷川、光宅寺谷Ａ、

光宅寺谷Ｂ、光宅寺谷Ｃ、光宅寺谷Ｄ、光宅寺谷Ｅ、項谷川、小笹目川Ａ、小笹目川Ｂ、小笹目川Ｃ、小笹目川

Ｄ、小笹目川Ｅ、小笹目川Ｆ、小笹目川Ｇ、小笹目川Ｈ、小笹目川Ｉ、小笹目川Ｊ、小笹目川Ｋ、小笹目川Ｌ、小

笹目川Ｍ、小笹目川Ｎ、小笹目川Ｏ、小笹目川Ｐ、小笹目谷、越地川、古城、古城谷川、小谷Ａ、小谷Ｂ、小谷

Ｃ、小谷Ｄ、小谷川、小林Ａ、小林Ｂ、小林Ｃ、小松地西Ａ、小松地西Ｂ、小松地東Ａ、小松地東Ｂ、小松屋上、

米屋ヶ谷、御領川、五割谷、坂根、酒谷Ａ、酒谷Ｂ、酒谷Ｃ、酒谷Ｄ、酒谷Ｅ、酒谷Ｆ、酒谷Ｇ、酒谷Ｈ、酒谷

Ｉ、酒谷Ｊ、酒谷Ｋ、酒谷Ｌ、酒谷Ｍ、三郎谷川、猿丸Ａ、猿丸Ｂ、猿丸Ｃ、信喜ノ谷Ａ、信喜ノ谷Ｂ、信喜ノ谷

Ｃ、志君Ａ、志君Ｂ、志君Ｃ、志君Ｄ、志君Ｅ、志君Ｆ、志君Ｇ、志君Ｈ、志君Ｉ、地ヶ谷、下谷Ａ、下谷Ｂ、地

頭所Ａ、地頭所Ｂ、地頭所Ｃ、地頭所Ｄ、地頭所Ｅ、地頭所Ｆ、地頭所Ｇ、地頭所Ｈ、始末屋奥、下畑、浄音寺谷

川、正専寺川、浄楽寺谷、城山谷Ａ、城山谷Ｂ、神回谷川、神宮谷川、新造路川Ａ、新造路川Ｂ、新造路川Ｃ、新

造路川Ｄ、新造路川Ｅ、新造路川Ｆ、新掘ノ谷Ａ、新掘ノ谷Ｂ、杉谷ノ谷、杉堂、関本川、惣森Ａ、惣森Ｂ、惣森

Ｃ、惣森Ｄ、惣森Ｅ、惣森Ｆ、惣森奥、空魚切、大地谷、高ヶ迫、高梨Ａ、高梨Ｂ、高梨川Ａ、高梨川Ｂ、高梨川

Ｃ、高梨川Ｄ、高梨川Ｅ、高梨川Ｆ、高梨川Ｇ、高梨谷川、高畑川、高畑ノ谷、高丸奥、高山Ａ、高山Ｂ、高山

Ｃ、高山Ｄ、高山Ｅ、高山Ｆ、高山Ｇ、高山Ｈ、高山Ｉ、高山Ｊ、高山Ｋ、高山Ｌ、高山Ｍ、高山Ｎ、高山Ｏ、滝

神谷川、滝原ノ谷、竹Ａ、竹Ｂ、竹Ｃ、竹谷、田代谷、鈩谷Ａ、鈩谷Ｂ、田中奥、谷川、段原谷川、中祖谷川、ツ

エケ谷、堤ヶ谷、提廻川、つづら谷川、連水、寺谷Ａ、寺谷Ｂ、寺谷Ｃ、寺谷Ｄ、寺谷Ｅ、寺の奥川、寺脇谷川、

田水ノ谷Ａ、田水ノ谷Ｂ、田水ノ谷Ｃ、土居谷川Ａ、土居谷川Ｂ、土居谷川Ｃ、銅ヶ谷川、共栄谷、友田、中沢谷

川、長砂、長田谷、中津、中の谷、中ノ谷、中松屋下、梨木原奥、七曲利谷、新屋向谷、仁沢迫、野井谷、信迫、

野間、野間川、橋根向谷、柱ヶ谷、畑井屋奥、畠ヶ谷、花ノ谷Ａ、花ノ谷Ｂ、花ノ谷Ｃ、浜原ノ谷Ａ、浜原ノ谷

Ｂ、原Ａ、原Ｂ、原Ｃ、原ヶ迫、春木屋上、春木屋下、飯谷川Ａ、飯谷川Ｂ、飯谷川Ｃ、飯谷川Ｄ、飯谷川Ｅ、飯

谷川Ｆ、飯谷川Ｇ、飯谷川Ｈ、飯谷川Ｉ、飯谷川Ｊ、半矢川、火谷川、日南Ａ、日南Ｂ、日南Ｃ、響谷Ａ、響谷

Ｂ、響谷川Ａ、響谷川Ｂ、響谷川Ｃ、響谷川Ｄ、響谷川Ｅ、響谷川Ｆ、響谷川Ｇ、響谷川Ｈ、響谷川Ｉ、響谷川

Ｊ、響谷川Ｋ、響谷川Ｌ、響谷川Ｍ、響谷川Ｎ、響谷川Ｏ、響谷川Ｐ、響谷川Ｑ、日平川Ａ、日平川Ｂ、日平川

Ｃ、日平川Ｄ、日平川Ｅ、日平川Ｆ、日平川Ｇ、日平川Ｈ、日平川Ｉ、藤迫奥、藤田屋奥、二多合川Ａ、二多合川

Ｂ、二多合川Ｃ、二多谷川、古屋谷、分附Ａ、分附Ｂ、別府Ａ、別府Ｂ、別府Ｃ、別府Ｄ、別府Ｅ、別府Ｆ、別府

Ｇ、別府Ｈ、別府Ｉ、別府Ｊ、別府Ｋ、別府Ｌ、報恩寺谷川、法田ノ谷Ａ、法田ノ谷Ｂ、法田ノ谷Ｃ、法田ノ谷

Ｄ、法田ノ谷Ｅ、本郷Ａ、本郷Ｅ、本郷谷、前出、曲利Ａ、曲利Ｂ、曲利谷、松川、松下谷、松代谷Ａ、松代谷

Ｂ、松代谷Ｃ、松ノ奥、松原、松原谷、丸屋奥、三上谷川、溝口川、三反谷Ａ、三反谷Ｂ、御堂ノ奥、三通谷川、

港Ａ、港Ｂ、港谷、南谷川Ａ、南谷川Ｂ、宮内下、宮ノ奥谷、宮ノ谷、向井屋谷、向谷Ａ、向谷Ｂ、免谷川、縺

Ａ、縺Ｂ、者割、森谷、門ヶ谷川、屋敷谷、安田、柳ヶ谷、簗瀬、簗瀬谷川、八幡谷、山根Ａ、山根川Ａ、山根川

Ｂ、山根川Ｃ、湯抱谷、由利谷、湯谷Ａ、湯谷Ｂ、湯谷Ｃ、横屋谷、艾Ａ、艾Ｂ、艾Ｃ、湧利原Ａ、湧利原Ｂ、湧
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利原Ｃ、湧利原Ｄ、わさび谷、渡津谷川

⑶ 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県県央県土整備事務所及び美郷町役場において一般の縦覧に供する。）

５⑴ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

邑南町

⑵ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

ア 急傾斜地の崩壊

青石Ａ、青石Ｂ、青石Ｃ、青石Ｄ、青石Ｅ、青笹Ａ、青笹Ｂ、青笹Ｃ、青笹Ｄ、青笹Ｅ、朝原Ａ、朝原Ｂ、朝原

Ｃ、朝原Ｄ、朝原Ｅ、阿須那後谷Ａ、阿須那後谷Ｂ、阿須那後谷Ｃ、阿須那後谷Ｄ、阿須那後谷Ｅ、阿須那後谷

Ｆ、阿須那後谷Ｇ、阿須那後谷Ｈ、阿須那後谷Ｉ、阿須那小林Ａ、阿須那小林Ｂ、阿須那小林Ｃ、阿須那町、東屋

Ａ、東屋Ｂ、東屋Ｃ、東屋Ｄ、東屋Ｅ、東屋Ｆ、菖蒲Ａ、菖蒲Ｂ、菖蒲Ｃ、菖蒲Ｄ、菖蒲Ｅ、菖蒲Ｆ、菖蒲Ｇ、有

安Ａ、有安Ｂ、有安Ｃ、有安Ｄ、有安Ｅ、有安Ｆ、有安Ｇ、有安Ｈ、出羽Ａ、出羽Ｂ、出羽後谷Ａ、出羽後谷Ｂ、

出羽後谷Ｃ、出羽後谷Ｄ、出羽後谷Ｅ、出羽後谷Ｆ、市木、市木町、猪子山Ａ、猪子山Ｂ、猪子山Ｃ、猪子山Ｄ、

猪子山Ｅ、猪子山Ｆ、猪子山Ｇ、猪子山Ｈ、猪子山Ｉ、猪子山Ｊ、猪子山Ｋ、今西Ａ、今西Ｂ、入野Ａ、入野Ｂ、

入野Ｃ、入野Ｄ、入野Ｅ、入野Ｆ、岩屋Ａ、岩屋Ｂ、岩屋Ｃ、岩屋Ｄ、岩屋Ｅ、岩屋Ｆ、岩屋Ｇ、岩屋Ｈ、岩屋

Ｉ、岩屋Ｊ、岩屋Ｋ、岩屋Ｌ、岩屋Ｍ、岩屋Ｎ、岩屋Ｏ、岩屋Ｐ、上ヶ畑Ａ、上ヶ畑Ｂ、上ヶ畑Ｃ、上ヶ畑Ｄ、上

側Ａ、上側Ｂ、上田Ａ、上田Ｂ、上田Ｃ、上田Ｄ、上田Ｅ、上町Ａ、上町Ｂ、後原Ａ、後原Ｂ、後原Ｃ、後山Ａ、

後山Ｂ、後山Ｃ、後山Ｄ、後山Ｅ、後山Ｆ、後山Ｇ、後山Ｈ、臼谷Ａ、臼谷Ｂ、臼谷Ｃ、臼谷Ｄ、臼谷Ｅ、臼谷

Ｆ、臼谷Ｇ、獺越Ａ、獺越Ｂ、獺越Ｃ、円の板Ａ、円の板Ｂ、円の板Ｃ、円の板Ｄ、大釜谷Ａ、大釜谷Ｂ、大釜谷

Ｃ、大釜谷Ｄ、大釜谷Ｅ、大草Ｉ、大草Ａ、大草Ｂ、大草Ｃ、大草Ｄ、大草Ｅ、大草Ｆ、大草Ｇ、大草Ｈ、大鹿山

Ａ、大鹿山Ｂ、大坪原Ａ、大坪原Ｂ、大坪原Ｃ、大所Ａ、大所Ｂ、大所Ｃ、大庭上Ａ、大庭上Ｂ、大庭上Ｃ、大庭

上Ｄ、大庭下Ａ、大庭下Ｂ、大庭下Ｃ、大庭下Ｄ、大野Ａ、大野Ｂ、大野Ｃ、大野Ｄ、大野Ｅ、大野Ｆ、大野Ｇ、

大林Ａ、大林Ｂ、大林Ｃ、大林Ｄ、大林Ｅ、大林Ｆ、大林Ｇ、大原Ａ、大原Ｂ、大原Ｃ、大原Ｄ、大町原Ａ、大町

原Ｂ、大町原Ｃ、大町原Ｄ、大町原Ｅ、荻原Ａ、荻原Ｂ、荻原Ｃ、荻原Ｄ、荻原Ｅ、荻原Ｆ、荻原Ｇ、荻原Ｈ、荻

原Ｉ、荻原Ｊ、奥亀谷Ａ、奥亀谷Ｂ、奥亀谷Ｃ、奥亀谷Ｄ、奥亀谷Ｅ、奥亀谷Ｆ、奥亀谷Ｇ、奥亀谷Ｈ、奥亀谷

Ｉ、奥谷Ａ、奥谷Ｂ、奥谷Ｃ、奥谷Ｄ、奥谷Ｅ、小河内Ａ、小河内Ｂ、小河内Ｃ、小河内Ｄ、小河内Ｅ、小河内

Ｆ、小河内Ｇ、小原迫Ａ、小原迫Ｂ、小原迫Ｃ、小原迫Ｄ、生家Ａ、生家Ｂ、生家Ｃ、生家Ｄ、生家Ｅ、生家Ｆ、

生家Ｇ、峺迫Ａ、峺迫Ｂ、峺迫Ｃ、峺迫Ｄ、峺迫Ｅ、峺迫Ｆ、川角Ａ、川角Ｂ、川角Ｃ、川角Ｄ、片田西Ａ、片田

西Ｂ、片田東Ａ、片田東Ｂ、片田東Ｃ、片田東Ｄ、金渕Ａ、金渕Ｂ、金渕Ｃ、金渕Ｄ、鹿子原Ａ、鹿子原Ｂ、鹿子

原Ｃ、鹿子原Ｄ、鹿子原Ｅ、鹿子原Ｆ、鹿子原Ｇ、鹿子原Ｈ、釜谷Ａ、釜谷Ｂ、釜谷Ｃ、上大畑谷Ａ、上大畑谷

Ｂ、上大畑谷Ｃ、上大畑谷Ｄ、上大畑谷Ｅ、上大畑谷Ｆ、上大畑谷Ｇ、上金井谷Ａ、上金井谷Ｂ、上金井谷Ｃ、上

金井谷Ｄ、上茅場Ａ、上茅場Ｂ、上茅場Ｃ、上茅場Ｄ、上茅場Ｅ、上茅場Ｆ、上京、上郷Ａ、上郷Ｂ、上郷Ｃ、上

郷Ｄ、上郷Ｅ、上郷Ｆ、上旅迫Ａ、上旅迫Ｂ、上旅迫Ｃ、上旅迫Ｄ、上戸河内Ａ、上戸河内Ｂ、上戸河内Ｃ、上戸

河内Ｄ、上戸河内Ｅ、上戸河内Ｆ、上戸河内Ｇ、上戸河内Ｈ、上原Ａ、上原Ｂ、上原Ｃ、上原Ｄ、上原Ｅ、上原

Ｆ、上日南原Ａ、上日南原Ｂ、上伏谷Ａ、上伏谷Ｂ、上伏谷Ｃ、上伏谷Ｄ、上伏谷Ｅ、上伏谷Ｆ、上雪田Ａ、上雪

田Ｂ、上雪田Ｃ、上雪田Ｄ、上雪田Ｅ、上雪田Ｆ、上和田Ａ、上和田Ｂ、上和田Ｃ、上和田Ｄ、上和田Ｅ、仮屋

Ａ、仮屋Ｂ、仮屋Ｃ、仮屋Ｄ、川淵上Ａ、川淵上Ｂ、川淵上Ｃ、川淵下Ａ、川淵下Ｂ、川淵下Ｃ、神谷Ａ、神谷

Ｂ、神谷Ｃ、神谷Ｄ、鉄穴ヶ原Ａ、鉄穴ヶ原Ｂ、鉄穴ヶ原Ｃ、鉄穴ヶ原Ｄ、鉄穴ヶ原Ｅ、鉄穴ヶ原Ｆ、観音寺原

Ａ、観音寺原Ｂ、観音寺原Ｃ、観音寺原Ｄ、観音寺原Ｅ、木須田Ａ、木須田Ｂ、木須田Ｃ、木須田Ｄ、口羽町上、

口羽町下Ａ、口羽町下Ｂ、幸米Ａ、幸米Ｂ、幸米Ｃ、幸米Ｄ、高水Ａ、高水Ｂ、高水Ｃ、江平Ａ、江平Ｂ、江平

Ｃ、江平Ｄ、江平Ｅ、郡山Ａ、郡山Ｂ、郡山Ｃ、郡山Ｄ、郡山Ｅ、郡山Ｆ、小掛谷Ａ、小掛谷Ｂ、小掛谷Ｃ、小掛

谷Ｄ、小掛谷Ｅ、小掛谷Ｆ、小掛谷Ｇ、後木屋Ａ、後木屋Ｂ、後木屋Ｃ、後木屋Ｄ、後木屋Ｅ、小武家城Ａ、小武
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家城Ｂ、小武家城Ｃ、小武家城Ｄ、小武家城Ｅ、小武家城Ｆ、小武家城Ｇ、桜井Ａ、桜井Ｂ、桜井Ｃ、桜井Ｄ、沢

久谷Ａ、沢久谷Ｂ、沢久谷Ｃ、沢久谷Ｄ、下大畑谷Ａ、下大畑谷Ｂ、下大畑谷Ｃ、下大畑谷Ｄ、下金井谷Ａ、下金

井谷Ｂ、下金井谷Ｃ、下金井谷Ｄ、下金井谷Ｅ、下金井谷Ｆ、下亀谷上Ａ、下亀谷上Ｂ、下亀谷上Ｃ、下亀谷上

Ｄ、下亀谷上Ｅ、下亀谷上Ｆ、下亀谷下Ａ、下亀谷下Ｂ、下亀谷下Ｃ、下亀谷下Ｄ、下亀谷下Ｅ、下亀谷下Ｆ、下

茅場Ａ、下茅場Ｂ、下茅場Ｃ、下茅場Ｄ、下京、下郷Ａ、下郷Ｂ、下郷Ｃ、下旅迫Ａ、下旅迫Ｂ、下対Ａ、下対

Ｂ、下対Ｃ、下対Ｄ、下対Ｅ、下対Ｆ、下戸河内Ａ、下戸河内Ｂ、下戸河内Ｃ、下戸河内Ｄ、下戸河内Ｅ、下戸河

内Ｆ、下戸河内Ｇ、下伏谷Ａ、下伏谷Ｂ、下伏谷Ｃ、下伏谷Ｄ、下和田Ａ、下和田Ｂ、下和田Ｃ、新山、簾Ａ、簾

Ｂ、簾Ｃ、簾Ｄ、簾Ｅ、簾Ｆ、簾Ｇ、簾Ｈ、須摩谷Ａ、須摩谷Ｂ、須摩谷Ｃ、須摩谷Ｄ、須摩谷Ｅ、須摩谷Ｆ、須

摩谷Ｇ、須摩谷Ｈ、須摩谷Ｉ、須摩谷Ｊ、須摩谷Ｋ、須摩谷Ｌ、善教寺原Ａ、善教寺原Ｂ、善教寺原Ｃ、上別所

Ａ、上別所Ｂ、垰ノ原、高見町Ａ、高見町Ｂ、高見町Ｃ、竹Ａ、竹Ｂ、竹Ｃ、竹友、田代Ａ、田代Ｂ、田代Ｃ、田

代Ｄ、田所上Ａ、田所上Ｂ、田所上Ｃ、田所小林Ａ、田所小林Ｂ、田所小林Ｃ、田所小林Ｄ、田所小林Ｅ、田所小

林Ｆ、田所小林Ｇ、田所小林Ｈ、田所小林Ｉ、田所小林Ｊ、田所小林Ｋ、田所小林Ｌ、田所下Ａ、田所下Ｂ、田所

下Ｃ、田所下Ｄ、田所下Ｅ、田所下Ｆ、田所下Ｇ、谷Ａ、谷Ｂ、谷川Ａ、谷川Ｂ、田の原Ａ、田の原Ｂ、田の原

Ｃ、旅迫、田本Ａ、田本Ｂ、田本Ｃ、断魚Ａ、断魚Ｂ、断魚Ｃ、断魚Ｄ、断魚Ｅ、断魚Ｆ、段原、坪木Ａ、坪木

Ｂ、坪木Ｃ、出店口Ａ、出店口Ｂ、出店口Ｃ、天蔵寺原Ａ、天蔵寺原Ｂ、天蔵寺原Ｃ、土居Ａ、土居Ｂ、道明Ａ、

道明Ｂ、道明Ｃ、道明Ｄ、道明Ｅ、道明Ｆ、道明Ｇ、道明Ｈ、泊里Ａ、泊里Ｂ、泊里Ｃ、泊里Ｄ、泊里Ｅ、泊里

Ｆ、泊里Ｇ、泊里Ｈ、中組Ａ、中組Ｂ、中組Ｃ、中組Ｄ、中組Ｅ、中郷Ａ、中郷Ｂ、長田市Ａ、長田市Ｂ、長田市

Ｃ、長田向Ａ、長田向Ｂ、長田向Ｃ、長田向Ｄ、長田向Ｅ、長田向Ｆ、中野原Ａ、中野原Ｂ、中野原Ｃ、中野原

Ｄ、中野原Ｅ、中野原Ｆ、中野原Ｇ、中野原Ｈ、中野原Ｉ、中野原Ｊ、中野原Ｋ、中野原Ｌ、中日和Ａ、中日和

Ｂ、中日和Ｃ、中日和Ｄ、中日和Ｅ、中日和Ｆ、中日和Ｇ、中別所Ａ、中別所Ｂ、中山Ａ、中山Ｂ、中山Ｃ、中山

Ｄ、中山Ｅ、中山Ｆ、中山Ｇ、中雪田Ａ、中雪田Ｂ、中雪田Ｃ、中雪田Ｄ、流田Ａ、流田Ｂ、流田Ｃ、七日市Ａ、

七日市Ｂ、七日市Ｃ、鳴滝Ａ、鳴滝Ｂ、鳴滝Ｃ、鳴滝Ｄ、鳴滝Ｅ、鳴滝Ｆ、鳴滝Ｇ、西の原、西野原Ａ、西野原

Ｂ、西野原Ｃ、西野原Ｄ、西之原下Ａ、西之原下Ｂ、根布Ａ、根布Ｂ、根布Ｃ、野原谷Ａ、野原谷Ｂ、花ノ木Ａ、

花ノ木Ｂ、花ノ木Ｃ、花ノ木Ｄ、花ノ木Ｅ、花ノ木Ｆ、花ノ木Ｇ、馬場Ａ、馬場Ｂ、馬場Ｃ、馬場Ｄ、馬場Ｅ、馬

場Ｆ、馬場Ｇ、馬場Ｈ、馬場Ｉ、馬場Ｊ、浜井場Ａ、浜井場Ｂ、浜井場Ｃ、浜井場Ｄ、浜井場Ｅ、浜井場Ｆ、浜井

場Ｇ、原Ａ、原Ｂ、原田Ａ、原田Ｂ、原田Ｃ、原田Ｄ、原田Ｅ、判場Ａ、判場Ｂ、判場Ｃ、判場Ｄ、判場Ｅ、樋口

谷Ａ、樋口谷Ｂ、日南川Ａ、日南川Ｂ、日南川Ｃ、日南川Ｄ、日南川Ｅ、日南川Ｆ、日南川Ｇ、日南川Ｈ、日南川

Ｉ、日南原Ａ、日南原Ｂ、日貫、百石Ａ、百石Ｂ、日向西Ａ、日向西Ｂ、日向西Ｃ、日向西Ｄ、日向西Ｅ、日向東

Ａ、日向東Ｂ、日向東Ｃ、平佐Ａ、平佐Ｂ、平佐Ｃ、平佐Ｄ、平佐Ｅ、平佐Ｆ、日和上郷Ａ、日和上郷Ｂ、日和上

郷Ｃ、日和上郷Ｄ、日和下郷Ａ、日和下郷Ｂ、福原Ａ、福原Ｂ、福原Ｃ、福原Ｄ、福原Ｅ、福原Ｆ、布施Ａ、布施

Ｂ、布施Ｃ、布施Ｄ、布施Ｅ、布施Ｆ、布施Ｇ、布施Ｈ、布施Ｊ、布施Ｋ、布施Ｌ、布施Ｍ、布施Ｎ、布施Ｏ、普

明司Ａ、普明司Ｂ、普明司Ｃ、普明司Ｄ、普明司Ｅ、細貝Ａ、細貝Ｂ、細貝Ｃ、細貝Ｄ、細貝Ｅ、細貝Ｆ、細谷

Ａ、細谷Ｂ、細谷Ｃ、仏一原Ａ、仏一原Ｂ、仏一原Ｃ、仏一原Ｄ、仏一原Ｅ、仏一原Ｆ、本田上Ａ、本田上Ｂ、本

田上Ｃ、本田上Ｄ、本田上Ｅ、本田下Ａ、本田下Ｂ、鱒渕上Ｂ、鱒渕上Ｃ、鱒渕上Ｄ、鱒渕上Ｅ、鱒渕上Ｆ、鱒渕

下Ａ、鱒渕下Ｂ、鱒渕下Ｃ、町Ａ、町Ｂ、町Ｃ、町Ｄ、町第三Ａ、町第三Ｂ、町中央、町西Ａ、町西Ｂ、町西Ｃ、

町西Ｄ、町西Ｅ、町西Ｆ、松木Ａ、松木Ｂ、松木Ｃ、松木Ｄ、松木Ｅ、松木Ｆ、松木Ｇ、馬野原上Ａ、馬野原上

Ｂ、馬野原上Ｃ、馬野原上Ｄ、馬野原上Ｅ、馬野原上Ｆ、馬野原上Ｇ、馬野原下Ａ、馬野原下Ｂ、馬野原下Ｄ、馬

野原下Ｅ、馬野原下Ｆ、馬野原下Ｇ、馬野原下Ｈ、馬野原下Ｉ、三坂Ａ、三坂Ｂ、三坂Ｃ、三坂Ｄ、三坂Ｅ、三坂

Ｆ、三坂Ｇ、三坂Ｈ、三日市、三日市一Ａ、三日市一Ｂ、三日市二Ａ、三日市二Ｂ、皆井田Ａ、皆井田Ｂ、皆井田

Ｃ、皆井田Ｄ、宮中Ａ、宮中Ｂ、宮野原Ａ、宮野原Ｂ、宮野原Ｃ、宮野原Ｄ、明泉谷Ａ、明泉谷Ｂ、明泉谷Ｃ、明

泉谷Ｄ、明泉谷Ｅ、明泉谷Ｆ、明泉谷Ｇ、明泉谷Ｈ、明泉谷Ｉ、明泉谷Ｊ、麦尾Ａ、麦尾Ｂ、麦尾Ｃ、麦尾Ｄ、麦

尾Ｅ、森実Ａ、森実Ｂ、森実Ｃ、森脇谷Ａ、森脇谷Ｂ、森脇谷Ｃ、森脇谷Ｄ、森脇谷Ｅ、森脇谷Ｆ、森脇谷Ｇ、森
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脇谷Ｈ、門前、八色石Ａ、八色石Ｂ、八色石Ｃ、八色石Ｄ、八色石Ｅ、八色石Ｆ、八色石Ｇ、矢上荻原Ａ、矢上荻

原Ｂ、矢上荻原Ｃ、矢上荻原Ｄ、矢上荻原Ｅ、矢上荻原Ｆ、矢上荻原Ｇ、矢上荻原Ｈ、矢上荻原Ｉ、矢上団地、安

田Ａ、安田Ｂ、安田Ｃ、安田Ｄ、安田Ｅ、安田Ｇ、安田Ｈ、安田Ｉ、安田Ｊ、矢広原Ａ、矢広原Ｂ、矢広原Ｃ、矢

広原Ｄ、矢広原Ｅ、山田Ａ、山田Ｂ、山田Ｃ、山田Ｄ、山田Ｅ、山田Ｆ、山根谷Ａ、山根谷Ｂ、山根谷Ｃ、山根谷

Ｄ、山根谷Ｅ、山根谷Ｆ、山根原Ａ、山根原Ｂ、山根原Ｃ、山ノ内Ａ、山ノ内Ｂ、山ノ内Ｃ、山ノ内Ｄ、山ノ内

Ｅ、山ノ内Ｆ、山ノ内Ｇ、山ノ内Ｈ、柚ノ木Ａ、柚ノ木Ｂ、柚ノ木Ｃ、柚ノ木Ｄ、柚ノ木Ｅ、柚ノ木谷Ａ、柚ノ木

谷Ｂ、湯舟谷Ａ、湯舟谷Ｂ、湯舟谷Ｃ、湯舟谷Ｄ、湯舟谷Ｅ、湯舟谷Ｆ、湯舟谷Ｇ、横谷Ａ、横谷Ｂ、横引Ａ、横

引Ｂ、横引Ｃ、横引Ｄ、横引Ｅ、横見Ａ、横見Ｂ、横見Ｃ、吉時Ａ、吉時Ｂ、吉原Ａ、吉原Ｂ、吉原Ｃ、吉原Ｄ、

吉原Ｅ、吉原Ｆ、吉原Ｇ、吉原Ｈ、淀原一Ａ、淀原一Ｂ、淀原一Ｃ、淀原一Ｄ、淀原二Ａ、淀原二Ｂ、力沢谷Ａ、

力沢谷Ｂ、力沢谷Ｃ、両半Ａ、両半Ｂ、両半Ｃ、両半Ｄ、両半Ｅ

イ 土石流

相ヶ迫川、青石川左支渓Ａ、青石川左支渓Ｂ、青石川左支渓Ｃ、青笹川右支渓Ａ、青笹川右支渓Ｂ、青笹川右支

渓Ｃ、青笹川右支渓Ｄ、青笹川右支渓Ｅ、青笹川右支渓Ｆ、青笹川右支渓Ｇ、青笹川左支渓Ａ、青笹川左支渓Ｂ、

青笹川左支渓Ｃ、青山谷川、朝原川右支渓、芦谷川、小豆ヶ迫川左支渓、小豆ヶ迫川右支渓、阿須那出羽川左支渓

Ａ、阿須那出羽川左支渓Ｂ、阿須那出羽川左支渓Ｃ、阿須那出羽川左支渓Ｄ、阿須那出羽川左支渓Ｅ、阿須那出羽

川左支渓Ｆ、阿須那出羽川左支渓Ｇ、阿須那出羽川左支渓Ｈ、阿須那出羽川左支渓Ｉ、阿須那出羽川左支渓Ｊ、阿

須那出羽川左支渓Ｋ、阿須那出羽川左支渓Ｌ、阿須那出羽川左支渓Ｍ、阿須那出羽川右支渓Ａ、阿須那出羽川右支

渓Ｂ、阿須那出羽川右支渓Ｃ、阿須那出羽川右支渓Ｄ、阿須那出羽川右支渓Ｅ、阿須那出羽川右支渓Ｆ、阿須那出

羽川右支渓Ｇ、阿須那出羽川右支渓Ｈ、阿須那出羽川右支渓Ｉ、阿須那杉谷川、阿須那長瀬川左支渓Ａ、阿須那長

瀬川左支渓Ｂ、阿須那長瀬川左支渓Ｃ、東屋川左支渓Ａ、東屋川左支渓Ｂ、東屋川左支渓Ｃ、東屋川左支渓Ｄ、天

蔵川、天蔵川左支渓、菖蒲川、荒田谷川、有安川、有安川右支渓、有安川左支渓、石堂川、石堂川右支渓、石童谷

川、出羽出羽川左支渓Ａ、出羽出羽川左支渓Ｂ、出羽出羽川左支渓Ｃ、出羽出羽川左支渓Ｄ、出羽長瀬川左支渓

Ａ、出羽長瀬川左支渓Ｂ、出羽長瀬川左支渓Ｄ、出羽長瀬川左支渓Ｅ、出羽長瀬川左支渓Ｆ、出羽三沢谷川左支

渓、一日原川右支渓、一の谷川、一ノ渡瀬川、猪子谷川、猪子谷川左支渓Ａ、猪子谷川左支渓Ｂ、猪子谷川左支渓

Ｃ、猪子谷川右支渓Ａ、猪子谷川右支渓Ｂ、猪子谷川右支渓Ｃ、猪子谷川右支渓Ｄ、猪子谷川右支渓Ｅ、猪子谷川

右支渓Ｆ、猪子谷川右支渓Ｇ、猪子谷川右支渓Ｈ、猪迫川右支渓、井原川上町、井原川西野原Ａ、井原川西野原

Ｂ、井原川西野原Ｃ、井原川日向東Ａ、井原川日向東Ｂ、井原川宮野原、今山川左支渓Ａ、今山川左支渓Ｂ、今山

川左支渓Ｄ、今山川左支渓Ｅ、今山川左支渓Ｆ、今山川左支渓Ｇ、今山川左支渓Ｈ、今山川右支渓Ａ、今山川右支

渓Ｂ、今山川右支渓Ｃ、今山川右支渓Ｄ、井村谷川、井村谷川右支渓Ａ、井村谷川右支渓Ｂ、井村谷川左支渓Ａ、

井村谷川左支渓Ｂ、以弥谷川、岩井谷川、岩井谷川右支渓、岩井谷川左支渓、岩ヶ迫川、岩屋大原川左支渓Ａ、岩

屋大原川左支渓Ｂ、岩屋大原川右支渓、岩屋川左支渓Ａ、岩屋川左支渓Ｂ、岩屋川左支渓Ｃ、岩屋川右支渓、上田

川、上田川奥Ａ、上田川奥Ｂ、牛市原川左支渓、後谷川奥Ａ、後谷川奥Ｂ、後谷川左支渓Ａ、後谷川左支渓Ｂ、後

谷川左支渓Ｃ、後谷川右支渓Ａ、後谷川右支渓Ｂ、後友川右支渓、後山川左支渓Ａ、後山川左支渓Ｂ、後山川左支

渓Ｃ、後山川右支渓Ａ、後山川右支渓Ｂ、後山川右支渓Ｃ、後山川右支渓Ｄ、獺越川、宇都井谷川左支渓Ａ、宇都

井谷川左支渓Ｂ、宇都井谷川左支渓Ｃ、宇都井谷川左支渓Ｄ、宇都井谷川左支渓Ｅ、宇都井谷川右支渓Ｂ、宇都井

谷川右支渓Ｃ、宇都井谷川右支渓Ｄ、宇山川左支渓Ａ、宇山川左支渓Ｂ、浦栃川、恵草川左支渓、恵草川右支渓、

円の板川左支渓Ａ、円の板川左支渓Ｂ、円の板川左支渓Ｃ、円の板川左支渓Ｄ、円の板川左支渓Ｅ、円の板川左支

渓Ｆ、円の板川左支渓Ｇ、大釜谷川、大釜谷川右支渓、大釜谷川左支渓、大草川左支渓Ａ、大草川左支渓Ｂ、大草

川左支渓Ｃ、大草川右支渓Ａ、大草川右支渓Ｂ、大草川右支渓Ｃ、大草川右支渓Ｄ、大草川右支渓Ｅ、大草川右支

渓Ｆ、大迫川、大谷川Ａ、大谷川Ｂ、大庭川、大ノ奥谷川、大野川左支渓Ａ、大野川左支渓Ｂ、大野川右支渓Ａ、

大野川右支渓Ｂ、大野川右支渓Ｃ、大畑谷川、大畑谷川右支渓Ａ、大畑谷川右支渓Ｂ、大畑谷川右支渓Ｃ、大畑谷

川左支渓Ａ、大畑谷川左支渓Ｂ、大畑谷川左支渓Ｃ、大畑谷川左支渓Ｄ、大林川左支渓、大林川右支渓Ａ、大林川
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右支渓Ｃ、大原奥川右支渓Ａ、大原奥川右支渓Ｂ、大檜川左支渓、大元川Ａ、大元川Ｂ、大元川Ｃ、奥谷川、奥谷

川左支渓Ａ、奥谷川左支渓Ｂ、奥谷川左支渓Ｃ、奥谷川左支渓Ｄ、奥谷川左支渓Ｅ、奥谷川左支渓Ｆ、奥谷川右支

渓、押谷奥川、落合川田代Ａ、落合川田代Ｂ、落合川田代Ｃ、落合川浜井場Ａ、落合川浜井場Ｂ、落合川浜井場

Ｃ、落合川浜井場Ｄ、落合川浜井場Ｅ、生家川左支渓Ａ、生家川左支渓Ｂ、生家川左支渓Ｃ、生家川左支渓Ｄ、生

家川左支渓Ｅ、生家川左支渓Ｆ、生家川左支渓Ｇ、生家川左支渓Ｈ、生家川左支渓Ｉ、生家川左支渓Ｊ、生家川左

支渓Ｋ、生家川右支渓Ａ、生家川右支渓Ｂ、生家川右支渓Ｃ、生家川右支渓Ｄ、折渡川、折渡川左支渓、峺迫谷

川、鍛冶屋谷川右支渓Ａ、鍛冶屋谷川右支渓Ｂ、鍛冶屋谷川右支渓Ｃ、カシワ谷川、片田川、片登川左支渓Ａ、片

登川左支渓Ｂ、片登川右支渓、勝地川、合戦川、叶井谷川、金井谷川左支渓Ａ、金井谷川左支渓Ｂ、金井谷川左支

渓Ｃ、金井谷川左支渓Ｄ、金井谷川左支渓Ｅ、金井谷川左支渓Ｆ、金井谷川左支渓Ｇ、金井谷川左支渓Ｈ、金井谷

川左支渓Ｉ、金井谷川左支渓Ｊ、金井谷川左支渓Ｋ、金井谷川右支渓Ａ、金井谷川右支渓Ｂ、金井谷川右支渓Ｃ、

金井谷川右支渓Ｄ、金井谷川右支渓Ｅ、金井谷川右支渓Ｆ、金井谷川右支渓Ｇ、金町川、鹿子原川、カマケ川、釜

谷川、上郷川奥左支渓Ａ、上郷川奥左支渓Ｂ、上郷川奥左支渓Ｃ、上郷川奥右支渓Ａ、上郷川奥右支渓Ｂ、上郷川

左支渓Ａ、上郷川左支渓Ｂ、上郷川右支渓Ａ、上郷川右支渓Ｂ、上郷川右支渓Ｃ、上郷川右支渓Ｄ、上郷谷川、上

原川右支渓Ａ、上原川右支渓Ｂ、上緩木川、上和田川、上和田川右支渓、亀谷川左支渓Ａ、亀谷川左支渓Ｂ、亀谷

川左支渓Ｃ、亀谷川左支渓Ｄ、亀谷川左支渓Ｅ、亀谷川左支渓Ｆ、亀谷川左支渓Ｇ、亀谷川右支渓Ａ、亀谷川右支

渓Ｂ、亀谷川右支渓Ｃ、亀谷川右支渓Ｄ、亀谷川右支渓Ｅ、亀谷川右支渓Ｆ、亀谷川右支渓Ｇ、亀谷川右支渓Ｈ、

亀谷川右支渓Ｉ、亀谷川右支渓Ｊ、茅場川右支渓Ａ、茅場川右支渓Ｂ、茅場川右支渓Ｃ、茅場川右支渓Ｄ、柏原谷

川、烏子川、仮屋川、枯木尾谷川、川角川Ａ、川角川Ｂ、神谷川、神谷川奥Ａ、神谷川奥Ｂ、鉄穴ヶ原川、鉄穴ヶ

原川右支渓Ａ、鉄穴ヶ原川右支渓Ｂ、鉄穴ヶ原川右支渓Ｃ、鉄穴ヶ原川左支渓、願入寺裏、木須田川、木須田川左

支渓Ａ、木須田川左支渓Ｂ、木須田川左支渓Ｃ、木須田川左支渓Ｄ、木須田川右支渓Ａ、木須田川右支渓Ｂ、京羅

川、京羅川右支渓Ａ、京羅川右支渓Ｂ、京羅川右支渓Ｃ、京羅川右支渓Ｄ、京羅川右支渓Ｅ、京羅川左支渓、久喜

川左支渓Ａ、久喜川左支渓Ｂ、久喜川左支渓Ｃ、久喜川左支渓Ｄ、久喜川左支渓Ｅ、久喜川左支渓Ｆ、久喜川左支

渓Ｇ、久喜川左支渓Ｈ、久喜川左支渓Ｉ、久喜川左支渓Ｊ、久喜平田屋川左支渓、口羽出羽川左支渓Ａ、口羽出羽

川右支渓Ａ、口羽出羽川右支渓Ｂ、口羽出羽川右支渓Ｃ、口羽出羽川右支渓Ｄ、口羽出羽川右支渓Ｅ、口羽出羽川

右支渓Ｆ、口羽出羽川右支渓Ｇ、口羽出羽川右支渓Ｈ、口羽出羽川右支渓Ｉ、口羽出羽川右支渓Ｊ、口羽江の川右

支渓Ａ、口羽江の川右支渓Ｂ、倉谷川、黒坊川左支渓Ａ、黒坊川左支渓Ｂ、黒坊川左支渓Ｃ、黒坊川右支渓Ａ、黒

坊川右支渓Ｂ、黒坊川右支渓Ｃ、高水川、高水川高水Ａ、高水川高水Ｂ、高水川左支渓Ａ、高水川左支渓Ｂ、高水

川左支渓Ｃ、高水川左支渓Ｄ、高水川左支渓Ｅ、高水川右支渓Ａ、高水川右支渓Ｂ、高水川右支渓Ｃ、高水川右支

渓Ｄ、高水川右支渓Ｅ、小掛谷川、小掛谷川右支渓、小掛谷川左支渓、五斗苗川、五斗苗川右支渓Ａ、五斗苗川右

支渓Ｂ、小林川左支渓Ａ、小林川左支渓Ｂ、小林川左支渓Ｃ、小林川左支渓Ｄ、小林川左支渓Ｅ、小林川左支渓

Ｆ、小林川左支渓Ｇ、小林川左支渓Ｈ、小林川右支渓Ａ、小林川右支渓Ｂ、小林川右支渓Ｃ、小緩木川左支渓、坂

谷川Ａ、坂谷川Ｂ、迫奥川、迫奥川右支渓Ａ、迫奥川右支渓Ｂ、迫奥川右支渓Ｃ、迫田川、迫ノ名川、迫ノ名川左

支渓、沢久谷川、志都岩屋川、志都岩屋川右支渓Ａ、志都岩屋川右支渓Ｂ、志都岩屋川右支渓Ｃ、志都岩屋川右支

渓Ｄ、下対川、下対川左支渓Ａ、下対川左支渓Ｂ、下対川左支渓Ｃ、下対川左支渓Ｄ、下対川左支渓Ｅ、下対川左

支渓Ｆ、下対川左支渓Ｇ、下対川左支渓Ｈ、下対川左支渓Ｉ、下対川左支渓Ｊ、下対川左支渓Ｌ、下対川左支渓

Ｍ、下対川左支渓Ｎ、下対川右支渓、新山川右支渓、新庄谷川、簾川、簾川左支渓、砂田川、須摩谷、銭宝川、添

谷川右支渓Ａ、添谷川右支渓Ｂ、蕎麦谷川、大別当川左支渓、高尾瀬川右支渓Ａ、高尾瀬川右支渓Ｂ、高尾瀬川右

支渓Ｃ、高尾瀬川左支渓、田頭谷川、高田川、高原出羽川左支渓Ａ、高原出羽川左支渓Ｂ、高原出羽川左支渓Ｃ、

高原出羽川左支渓Ｄ、高原出羽川左支渓Ｅ、高原出羽川左支渓Ｆ、高原出羽川左支渓Ｇ、高原出羽川左支渓Ｈ、高

原出羽川左支渓Ｉ、高原出羽川左支渓Ｊ、高原出羽川左支渓Ｋ、高原出羽川左支渓Ｌ、高原出羽川右支渓Ａ、高原

出羽川右支渓Ｂ、高原出羽川右支渓Ｃ、高原出羽川右支渓Ｄ、高原出羽川右支渓Ｅ、高原出羽川右支渓Ｆ、高原出

羽川右支渓Ｇ、高原出羽川右支渓Ｈ、高原出羽川右支渓Ｉ、高原出羽川右支渓Ｊ、高原出羽川右支渓Ｋ、高原出羽
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川右支渓Ｌ、高原出羽川右支渓Ｍ、高原宇津井谷川左支渓Ａ、高原宇津井谷川左支渓Ｂ、高原宇津井谷川右支渓

Ａ、高原宇津井谷川右支渓Ｂ、高原宇津井谷川右支渓Ｃ、高原宇津井谷川右支渓Ｄ、高見川左支渓Ａ、高見川左支

渓Ｂ、高見川左支渓Ｃ、高見川左支渓Ｄ、高見川左支渓Ｅ、高見川左支渓Ｆ、高見川左支渓Ｇ、高見川左支渓Ｈ、

高見川左支渓Ｉ、高見川左支渓Ｊ、高見川左支渓Ｋ、高見川右支渓Ａ、高見川右支渓Ｃ、高見川右支渓Ｄ、滝ヶ谷

川右支渓、竹の下谷川、鈩奥川、鈩迫川、鈩迫川左支渓Ａ、鈩迫川左支渓Ｂ、田所出羽川左支渓Ａ、田所出羽川左

支渓Ｂ、田所出羽川左支渓Ｃ、田所出羽川左支渓Ｄ、田所出羽川左支渓Ｅ、田所出羽川左支渓Ｆ、田所出羽川左支

渓Ｇ、田所出羽川左支渓Ｈ、田所出羽川左支渓Ｉ、田所出羽川左支渓Ｊ、田所出羽川左支渓Ｋ、田所出羽川左支渓

Ｌ、田所出羽川左支渓Ｍ、田所出羽川左支渓Ｎ、田所出羽川左支渓Ｏ、田所出羽川左支渓Ｐ、田所出羽川左支渓

Ｑ、田所出羽川左支渓Ｒ、田所出羽川左支渓Ｓ、田所出羽川左支渓Ｔ、田所出羽川左支渓Ｕ、田所出羽川右支渓

Ａ、田所出羽川右支渓Ｂ、田所出羽川右支渓Ｃ、田所出羽川右支渓Ｄ、田所出羽川右支渓Ｅ、田所出羽川右支渓

Ｆ、田所出羽川右支渓Ｇ、田所出羽川右支渓Ｈ、田所出羽川右支渓Ｉ、田所出羽川右支渓Ｊ、田所出羽川右支渓

Ｋ、田所出羽川右支渓Ｌ、田所出羽川右支渓Ｍ、田所出羽川右支渓Ｎ、田所出羽川右支渓Ｏ、田所出羽川右支渓

Ｐ、田所出羽川右支渓Ｑ、田所出羽川右支渓Ｒ、田所出羽川右支渓Ｓ、田所出羽川右支渓Ｔ、田所三沢谷川左支渓

Ａ、田所三沢谷川左支渓Ｂ、田所三沢谷川左支渓Ｄ、田所三沢谷川右支渓Ｂ、田所三沢谷川右支渓Ｃ、田所三沢谷

川右支渓Ｄ、棚原川、谷川、谷川左支渓、旅迫川、旅迫川左支渓Ａ、旅迫川左支渓Ｂ、旅迫川左支渓Ｃ、旅迫川左

支渓Ｄ、旅迫川左支渓Ｅ、旅迫川右支渓Ａ、旅迫川右支渓Ｂ、旅迫川右支渓Ｃ、旅迫川右支渓Ｄ、旅迫川右支渓

Ｅ、田福屋川、玉田川左支渓、千代国川、角谷川左支渓Ａ、角谷川左支渓Ｂ、角谷川左支渓Ｃ、角谷川左支渓Ｄ、

角谷川左支渓Ｅ、角谷川左支渓Ｆ、角谷川左支渓Ｈ、角谷川右支渓Ａ、角谷川右支渓Ｂ、角谷川右支渓Ｃ、角谷川

右支渓Ｄ、天羽川左支渓、天羽川右支渓Ａ、天羽川右支渓Ｂ、天羽川右支渓Ｃ、同形尻川、堂所川左支渓Ａ、堂所

川左支渓Ｂ、堂所川左支渓Ｃ、堂所川左支渓Ｄ、堂所川左支渓Ｅ、徳前川左支渓、徳前川右支渓Ａ、徳前川右支渓

Ｂ、徳前川右支渓Ｃ、戸河内川左支渓Ａ、戸河内川右支渓Ａ、戸河内川右支渓Ｂ、戸河内川右支渓Ｃ、戸河内川右

支渓Ｄ、戸河内川右支渓Ｅ、戸河内川右支渓Ｆ、栃谷川右支渓Ａ、栃谷川右支渓Ｂ、留屋川、長尾谷川、中組谷

川、長田川左支渓Ａ、長田川左支渓Ｂ、長田川左支渓Ｃ、長田川左支渓Ｄ、長田川左支渓Ｅ、長田川左支渓Ｆ、長

田川左支渓Ｇ、長田川左支渓Ｈ、長田川左支渓Ｉ、長田川左支渓Ｊ、長田川左支渓Ｋ、長田川左支渓Ｌ、長田川右

支渓Ａ、長田川右支渓Ｂ、長田川右支渓Ｃ、長田川右支渓Ｄ、長田川右支渓Ｅ、長田川右支渓Ｆ、長田川右支渓

Ｇ、長田川右支渓Ｈ、長田川右支渓Ｉ、中谷川、中の谷川、中野原川右支渓Ａ、中野原川右支渓Ｂ、中屋川、中屋

川右支渓、中山川右支渓Ａ、中山川右支渓Ｂ、中山川右支渓Ｃ、中山川右支渓Ｄ、中山川右支渓Ｅ、中山川右支渓

Ｆ、中山川右支渓Ｇ、中山川左支渓、流田川左支渓、濁川獺越Ａ、濁川獺越Ｂ、濁川仮屋Ａ、濁川仮屋Ｂ、濁川仮

屋Ｃ、濁川仮屋Ｄ、濁川仮屋Ｅ、濁川沢久谷、濁川断魚Ａ、濁川断魚Ｃ、濁川皆井田Ａ、濁川皆井田Ｂ、濁川皆井

田Ｃ、濁川皆井田Ｄ、濁川皆井田Ｅ、荷〆峠川左支渓Ａ、荷〆峠川左支渓Ｂ、荷〆峠川右支渓、子川川、野武士原

川、花ノ木川、花ノ木川右支渓、花ノ木川左支渓Ａ、花ノ木川左支渓Ｂ、花ノ木川左支渓Ｃ、馬場ヶ谷川左支渓

Ｂ、馬場ヶ谷川右支渓、原川、判場川、聖岩谷川、日貫川、日貫川有安、日貫川鉄穴ヶ原、日貫川簾、日貫川田代

Ａ、日貫川田代Ｂ、日貫川泊里Ａ、日貫川泊里Ｂ、日貫川鳴滝Ａ、日貫川鳴滝Ｂ、日貫川鳴滝Ｃ、日貫川鳴滝Ｄ、

日貫川鳴滝Ｅ、日貫川鳴滝Ｆ、日貫川鳴滝Ｇ、日貫川鳴滝Ｈ、日貫川町第三Ａ、日貫川町第三Ｂ、日貫川町第三

Ｃ、日貫川吉原、日貫狭間川、日貫狭間川右支渓、日貫狭間川左支渓Ａ、日貫狭間川左支渓Ｂ、日ノ城川、日ノ城

川左支渓、平見川、日和奥谷川、日和奥谷川右支渓、日和奥谷川左支渓Ａ、日和奥谷川左支渓Ｂ、日和奥谷川左支

渓Ｃ、日和川、日和川中日和、日和川山根谷Ａ、日和川山根谷Ｂ、日和川山根谷Ｃ、日和川山ノ内Ａ、日和川山ノ

内Ｂ、日和本谷川、福城谷川右支渓、福原川、福原川右支渓Ａ、福原川右支渓Ｂ、福原川右支渓Ｃ、福原川右支渓

Ｄ、福原川右支渓Ｅ、福原川右支渓Ｆ、福原川右支渓Ｇ、福原川左支渓Ａ、福原川左支渓Ｂ、福原川左支渓Ｃ、フ

ジキ谷川、フジキ谷川右支渓、伏谷川左支渓Ａ、伏谷川左支渓Ｂ、伏谷川左支渓Ｃ、伏谷川左支渓Ｄ、不動田川左

支渓、細貝川、細貝川左支渓Ａ、細貝川左支渓Ｂ、細貝川左支渓Ｃ、細貝川左支渓Ｄ、細貝川右支渓Ａ、細貝川右

支渓Ｂ、細貝川右支渓Ｃ、細貝川右支渓Ｄ、本田川左支渓Ａ、本田川左支渓Ｂ、本田川左支渓Ｃ、本田川左支渓

 
13



号外第43号 島 根 県 報 平成21年３月27日

Ｄ、本田川左支渓Ｅ、本田川左支渓Ｆ、本田川左支渓Ｇ、本田川右支渓Ａ、本田川右支渓Ｂ、本田川右支渓Ｃ、本

田川右支渓Ｄ、本田川右支渓Ｅ、本谷川、槇川、間地谷川、松尾谷、松木谷川、馬野原川右支渓Ａ、馬野原川右支

渓Ｂ、馬野原川右支渓Ｃ、丸山川、丸山川右支渓Ａ、丸山川右支渓Ｂ、丸山川左支渓、水ヶ谷川、水越川、水越川

右支渓、水越川左支渓Ａ、水越川左支渓Ｂ、水梨川、水梨川右支渓、道ヶ谷川左支渓、道ヶ谷川右支渓、光沢谷

川、光沢谷川左支渓、宮尾谷川、明泉谷川、明泉谷川右支渓Ａ、明泉谷川右支渓Ｂ、明泉谷川左支渓Ａ、明泉谷川

左支渓Ｂ、明泉谷川左支渓Ｃ、明泉谷川左支渓Ｄ、麦尾川、麦尾川左支渓、麦尾川右支渓、宗藤奥川、宗藤奥川左

支渓、森実川、森実川左支渓Ａ、森実川左支渓Ｂ、森実川左支渓Ｃ、門谷川、門谷川右支渓、門谷川左支渓Ｂ、矢

上大谷川、矢上川、矢上川左支渓、矢上狭間川、安田川左支渓Ａ、安田川左支渓Ｂ、安田川右支渓Ａ、安田川右支

渓Ｂ、安田川右支渓Ｃ、安田川右支渓Ｄ、八戸川左支渓Ａ、八戸川左支渓Ｂ、八戸川左支渓Ｃ、八戸川左支渓Ｄ、

八戸川左支渓Ｅ、八戸川右支渓、山根川左支渓Ａ、山根川左支渓Ｂ、山根川左支渓Ｃ、柳迫川、雪田川左支渓Ａ、

雪田川左支渓Ｂ、雪田川左支渓Ｃ、雪田川左支渓Ｄ、雪田川左支渓Ｅ、雪田川左支渓Ｆ、雪田川左支渓Ｇ、雪田川

左支渓Ｈ、雪田川左支渓Ｉ、雪田川左支渓Ｊ、雪田川左支渓Ｋ、雪田川左支渓Ｌ、雪田川左支渓Ｍ、雪田川左支渓

Ｎ、雪田川左支渓Ｏ、雪田川左支渓Ｐ、雪田川右支渓Ａ、雪田川右支渓Ｂ、雪田川右支渓Ｃ、雪田川右支渓Ｄ、雪

田川右支渓Ｅ、雪田川右支渓Ｆ、雪田川右支渓Ｇ、雪田川右支渓Ｈ、雪田川右支渓Ｉ、雪田川右支渓Ｊ、雪田川右

支渓Ｋ、雪田川右支渓Ｌ、雪田川右支渓Ｍ、雪田川右支渓Ｎ、雪田川右支渓Ｏ、雪田川右支渓Ｐ、雪田川右支渓

Ｑ、雪田川右支渓Ｒ、柚ノ木谷川、柚ノ木谷川右支渓、柚ノ木谷川左支渓、湯船谷川、湯舟谷川右支渓Ａ、湯舟谷

川右支渓Ｂ、湯舟谷川左支渓Ａ、湯舟谷川左支渓Ｂ、湯舟谷川左支渓Ｃ、湯舟谷川左支渓Ｄ、緩木鈩奥川、緩木鈩

奥川右支渓、横田川、横田川左支渓、賀安川、賀安川左支渓、力沢谷川、力沢谷川右支渓Ａ、力沢谷川右支渓Ｂ

⑶ 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県県央県土整備事務所及び邑南町役場において一般の縦覧に供する。）

６⑴ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

隠岐の島町

⑵ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

ア 急傾斜地の崩壊

ＪＡ島後東、アッソン平、雨来橋西Ａ、雨来橋西Ｂ、荒尾、荒尾神社西、有木Ａ、有木Ｂ、有木Ｃ、有木Ｄ、有

木神社南、飯田Ａ、飯田Ｂ、飯田Ｃ、飯田Ｄ、飯の山、飯美、飯美２、飯美Ｃ、家ノ元、池畔、池田Ａ、池田Ｂ、

池田Ｃ、池之奥、伊後Ａ、伊後Ｂ、伊後Ｃ、居里Ａ、居里Ｂ、居里Ｃ、石山、泉、一ノ瀬Ａ、一ノ瀬Ｂ、一の塚、

一宮、犬来Ａ、犬来Ｂ、今井、今津２、今津Ａ、今津Ｂ、今津Ｃ、今津Ｄ、鰯浜、卯敷Ａ、卯敷Ｂ、卯敷Ｃ、歌木

Ａ、歌木Ｂ、宇屋谷Ａ、宇屋谷Ｂ、大浦、大久、大城、大津久、奥谷、重栖、御客橋西、カス谷、学校、釜屋、上

元屋公民館北、上元屋神社北、上里、上都万路、上那久Ａ、上那久Ｂ、上那久Ｃ、上那久Ｄ、上西神社南、加茂、

加茂大橋東、加茂大橋東Ｂ、加茂大橋東Ｃ、加茂下Ａ、加茂下Ｂ、加茂本町、唐井Ａ、唐井Ｂ、唐井Ｃ、唐井Ｄ、

柯尾尻、辛山、完全寺、神尾、願満寺、願満寺北、元屋、喜五郎谷、岸浜Ａ、岸浜Ｂ、北方Ａ、北方Ｂ、北方Ｃ、

北方神社南Ａ、北方神社南Ｂ、北谷、客ノ森、久見、久見Ｂ、蔵田Ａ、蔵田Ｂ、倉の前、蔵見、蔵見Ｂ、蔵見Ｃ、

蔵見Ｄ、蔵見Ｅ、クラミ口、黒川橋東Ａ、黒川橋東Ｂ、黒川橋東Ｃ、小路Ａ、小路Ｂ、小路Ｃ、小路Ｄ、郡、五箇

小学校北、五箇小学校西、五箇中学校北、五箇村役場北、国分尼寺跡北、欣浄院西、西郷大橋北、栄町Ａ、栄町

Ｂ、栄町Ｃ、栄町Ｄ、栄町Ｅ、栄町Ｆ、栄町Ｇ、栄町Ｈ、栄町Ｉ、桜田Ａ、桜田Ｂ、砂子谷Ａ、砂子谷Ｂ、里の

前、椎並崎の一、塩の浜、芝橋北、芝橋南、清水団地、下モ、下坂橋西、下西Ａ、下西Ｂ、下西Ｃ、下西Ｄ、下西

Ｅ、下西Ｆ、城北町、白崎、白髭神社西、代、代公民館北、代公民館東、代公民館南、砂尾、芹沢、大光寺Ａ、大

光寺Ｂ、大光寺Ｃ、大光寺前、高井、高倉神社北、蛸木、竹田、竹の下Ａ、竹の下Ｂ、竹原、田部谷団地Ａ、田部

谷団地Ｂ、近石橋、中央Ａ、中央Ｂ、中央Ｃ、銚子橋北、銚子橋西、潰山、月無、津戸、津戸Ｂ、津戸Ｃ、津戸

Ｄ、津戸Ｅ、津戸Ｆ、津戸Ｇ、都万目Ａ、都万目Ｂ、都万目橋西、都万路、寺原橋北、土居敷、東郷Ａ、東郷Ｂ、

東郷Ｃ、東郷Ｄ、東郷Ｅ、東郷Ｆ、東郷Ｇ、東郷Ｈ、東郷Ｉ、東郷Ｊ、東郷Ｋ、東郷Ｌ、東郷Ｍ、東郷Ｎ、東郷
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Ｏ、東郷Ｐ、堂田Ａ、堂田Ｂ、堂田Ｃ、堂ノ前、登具、殿屋敷、中尾、中河原橋北、中里Ｂ、中里Ｃ、中里Ｄ、中

里、中里Ｅ、中里Ｆ、中島、仲代橋南Ａ、中条小学校西、仲代橋北、仲代橋東、仲代橋南Ｂ、仲代橋南Ｃ、中ノ

谷、中町、中町出雲結、中町大城、中町行尾、中村Ａ、中村Ｂ、中村Ｃ、中村Ｄ、中名田、諾浦、那久路Ａ、那久

路Ｂ、那久路Ｃ、那久路Ｄ、那久路Ｅ、長尾田、苗代田Ａ、苗代田Ｂ、苗代田Ｃ、苗代田橋北、西里Ⅰ、西里Ⅱ、

西田Ａ、西田Ｂ、西田Ｃ、西田Ｄ、西田Ｅ、西町、西町指向、西村Ａ、西村Ｂ、西村Ｃ、西村Ｄ、西村Ｅ、橋Ａ、

橋Ｂ、八王子神社北、浜那久Ａ、浜那久Ｂ、浜那久Ｃ、原、原田、原畑、半崎、東、東町、東町西、東町ミナイ

ダ、日吉神社南、平岩の二、深浦Ａ、深浦Ｂ、福浦、福浦１、布施、布施Ｂ、船原Ａ、船原Ｂ、船原Ｃ、平Ａ、平

Ｂ、平Ｃ、平Ｄ、蛇山Ａ、蛇山Ｂ、本郷Ａ、本郷Ｂ、真杉、真杉橋西、松ヶ浦、美田Ａ、美田Ｂ、皆市Ａ、皆市

Ｂ、皆市Ｃ、皆市Ｄ、皆市Ｅ、皆市Ｆ、皆市Ｇ、皆市Ｈ、皆市Ｉ、湊、港大津、湊橋西、港町、箕浦Ａ、箕浦Ｂ、

見々津Ａ、見々津Ｂ、宮谷、宮ノ前橋東、宮ノ前橋南、妙見、向、向山、向山Ｂ、名田２、物忌神社西、物忌神社

南、森里、森里Ｂ、屋敷余り、安川Ａ、安川Ｂ、山崎、山田Ａ、山田Ｂ、山田Ｃ、山田Ｄ、山田Ｅ、山田Ｆ、山田

Ｇ、山田Ｈ、山根、油井、油井Ｂ、油井Ｃ、吉ヶ谷、吉田Ａ、吉田Ｂ

イ 土石流

赤川Ａ、赤川Ｂ、アッソン平、雨来Ａ、雨来Ｂ、雨来Ｃ、有木、有木川右支渓Ａ、有木川右支渓Ｂ、有木川右支

渓Ｃ、有木川右支渓Ｄ、有木川左支渓Ａ、有木川左支渓Ｂ、有木川左支渓Ｃ、飯田Ａ、飯田Ｂ、飯田Ｃ、飯田川右

支渓、飯美川右支渓、飯美川左支渓Ａ、飯美川左支渓Ｂ、飯美川左支渓Ｃ、池田Ａ、池田Ｂ、池田Ｃ、伊後Ａ、伊

後Ｂ、伊後Ｃ、井島谷川、一の坂谷、一の塚谷、一宮谷、今津Ａ、今津Ｂ、今津Ｃ、牛が谷、歌木Ａ、歌木Ｂ、江

の谷、大浦川、大河川、大津久川、大津久川左支渓、大風呂川、奥谷川、奧の谷川、奥ノ原谷Ａ、奥ノ原谷Ｂ、奥

ノ原谷Ｃ、落越川、重栖Ａ、重栖Ｂ、御客谷、神谷、垣ノ内川、掛橋谷、釜屋、上後谷、上那久谷川、上西川、上

西川右支渓Ａ、上西川右支渓Ｂ、上西川右支渓Ｃ、上西川右支渓Ｄ、上西川右支渓Ｅ、上西川右支渓Ｆ、上西川右

支渓Ｇ、上西川右支渓Ｈ、上西川右支渓Ｉ、上西川左支渓Ａ、上西川左支渓Ｂ、上西川左支渓Ｃ、上西川左支渓

Ｄ、上西川左支渓Ｅ、上西川左支渓Ｆ、上西川左支渓Ｇ、上西川左支渓Ｈ、亀原谷、加茂Ａ、加茂Ｂ、加茂Ｃ、加

茂Ｄ、加茂川右支渓Ａ、加茂川右支渓Ｂ、加茂川右支渓Ｃ、柯尾尻川、神尾Ａ、神尾Ｂ、願満寺谷、元屋川右支渓

Ａ、元屋川右支渓Ｂ、元屋川左支渓Ａ、元屋川左支渓Ｃ、喜五郎谷川、岸浜川、岸浜の谷、北方Ａ、北方Ｂ、北谷

川、北谷川右支渓Ａ、北谷川右支渓Ｂ、北谷川右支渓Ｃ、北谷川左支渓、客ノ森谷、久見川右支渓、久見谷、粂地

ノ谷川、蔵田Ａ、蔵田Ｂ、蔵田川、蔵見Ａ、蔵見Ｂ、栗原谷川、栗町谷、栗山谷川、黒川、宮田Ａ、宮田Ｂ、宮田

Ｃ、宮田Ｄ、宮田Ｅ、小井手平川、小路川Ｂ、小路川Ａ、小路谷、郡川左支渓、郡の奧川、小入道谷、小原田川、

小原田川左支渓、森里権現谷川、東郷権現谷川Ａ、東郷権現谷川Ｂ、竿の奧川、栄町Ａ、栄町Ｂ、三味田川、三味

田川右支渓、山神前谷、下西Ａ、下西Ｂ、シヤモ谷川、城北町、白水・山田沢、代川右支渓Ａ、代川右支渓Ｂ、代

川左支渓、スワノ尾川、セバト谷、高井谷、高丘、鷹野、蛸木Ａ、蛸木Ｂ、種ヶ畠、太郎谷川、近石Ａ、近石Ｂ、

近石Ｃ、近石Ｄ、近石Ｅ、近石川右支渓Ａ、近石川右支渓Ｂ、近石川左支渓、銚子川左支渓Ａ、銚子川左支渓Ｂ、

津戸Ａ、津戸Ｂ、津戸Ｃ、津戸Ｄ、都万目川、都万目川右支渓、都万目川左支渓、都万川右支渓、都万川左支渓、

都万路川Ａ、都万路川Ｂ、堂ヶ谷、東郷川右支渓Ａ、東郷川右支渓Ｂ、東郷川右支渓Ｃ、登具、中賀谷、中川、中

島川、中ノ谷川、中村奧谷、中村川左支渓Ａ、中村川左支渓Ｂ、中村川左支渓Ｃ、中村川左支渓Ｄ、那久川、那久

川右支渓、那久路川、那久路川右支渓Ａ、那久路川右支渓Ｂ、那久路川右支渓Ｃ、那久路川左支渓Ａ、那久路川左

支渓Ｂ、那久路川左支渓Ｃ、那久路川左支渓Ｄ、那久路川左支渓Ｅ、長尾田川、那智川、那智川右支渓、那智川左

支渓、苗代田川、苗代田川左支渓、苗代田川右支渓、西田、西谷、西ノ奧川、西の谷、西見谷、西村Ａ、西村Ｂ、

西良川、日記川、竹原川、橋本谷川、浜那久Ａ、浜那久Ｂ、原田八尾川、東ノ谷川、ヒラギ谷、深浦川、福浦川、

布施Ａ、布施Ｂ、布施Ｃ、布施Ｅ、布施川、布施長尾谷川、平Ａ、平Ｂ、平Ｃ、前田川、馬込谷、真杉川右支渓

Ａ、真杉川右支渓Ｂ、真杉川右支渓Ｃ、真杉川右支渓Ｄ、真杉川右支渓Ｅ、真杉川右支渓Ｆ、真杉川右支渓Ｇ、真

杉川左支渓Ａ、真杉川左支渓Ｂ、真谷川、松田尻川、松の本谷、水落川、水谷、水若酢神社南、湊、箕浦奧谷、見

々津Ａ、見々津Ｂ、見々津Ｃ、見々津谷、宮谷川、茗荷谷、妙見北谷、妙見谷、向山川左支渓Ａ、安川谷、矢谷
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川、山田川右支渓、山田川左支渓Ａ、山田川左支渓Ｂ、山田谷川、山根川、山ノ中谷川、油井川、六郎谷川

⑶ 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県隠岐支庁県土整備局及び隠岐の島町役場において一般の縦覧に供す

る。）

号外第43号 島 根 県 報 平成21年３月27日
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