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告 示

島根県告示第215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７条第１項の規定によ

り、平成19年島根県告示第237号、平成20年島根県告示第168号、平成21年島根県告示第239号、平成25年島根県告示第420

号及び平成29年島根県告示第606号で指定された土砂災害警戒区域に係る指定を次のとおり解除するので、同条第６項に

おいて準用する同条第４項の規定により告示する。

平成31年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 解除に係る市町村の名称

出雲市

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び解除に係る土砂災害警戒区域の名称

 急傾斜地の崩壊

今市町Ａ、鷹の沢、今市町Ｂ、今市町Ｃ、今市町Ｄ、大津町Ａ、大津町Ｂ、兎谷、三谷川西１、三谷川東、大津町

三谷Ａ、大津町Ｃ、大津町Ｄ、大津町Ｅ、大津町来原Ａ、大津町来原Ｂ、大津町Ｆ、大津町Ｇ、大津町来原Ｃ、大津

町Ｉ、向山、上塩冶町下沢Ａ、上塩冶町下沢Ｂ、菅沢Ｂ、上塩冶町菅沢Ａ、白彊、上塩冶町菅沢Ｂ、大井谷池北、上

塩冶町半分Ａ、半分、上塩冶町下沢Ｃ、上塩冶町下沢Ｄ、上塩冶町大井谷Ａ、上塩冶町半分Ｂ、上塩冶町半分Ｃ、上

塩冶町菅沢Ｃ、上塩冶町下沢Ｅ、上塩冶町大井谷Ｂ、上塩冶町半分Ｄ、上塩冶町半分Ｅ、上塩冶町菅沢Ｄ、上塩冶町

下沢Ｆ、上塩冶町半分Ｆ、上塩冶町半分Ｇ、上塩冶町Ａ、上塩冶町Ｂ、南浜、日下Ａ、日下Ｂ、中組Ｂ、来阪神社南

２、谷田谷、矢尾町神門谷Ａ、神門谷Ａ、神門谷Ｂ、矢尾町高浜八幡宮東、高浜八幡宮西、矢尾、熊見谷、矢尾西、

大寺Ａ、大寺Ｂ、東林木町湯屋谷Ａ、東林木町湯屋谷Ｂ、前口西、門前谷上、東林木町門前谷、門前谷、阿土谷、東

林木、東組Ａ、西林木町Ａ、川北、川北西、伊努谷、西林木町伊努谷、妙蓮寺東、下古志町地蔵堂Ａ、下古志町新宇

賀、地蔵堂１、地蔵堂、下古志町宇賀、芦渡町吉廻谷Ａ、芦渡町吉廻谷Ｂ、芦渡町吉廻谷Ｃ、廻田谷上、芦渡町廻田

谷Ａ、芦渡町廻田谷Ｂ、廻田谷下、芦渡町廻田谷Ｃ、神谷、芦渡町神谷Ａ、芦渡町神谷Ｂ、芦渡町保知石中橋Ａ、芦

渡町保知石中橋Ｂ、芦渡町花月橋東Ａ、芦渡町花月橋東Ｂ、芦渡町花月橋南、平成橋東、平成橋南１、保知石２、保

知石３、芦渡町保知石Ｄ、滝姫、知井宮２、知井宮１、知井宮１、保知石１、平成橋西１、知井宮４、平成橋北２、

平成橋北１、花月橋西１、保知石中橋西２、保知石中橋西１、知井宮変電所南、知井宮変電所東、浅柄大橋南、浅柄

１、浅柄２、知井宮町浅柄、知井宮町間谷Ａ、知井宮町間谷Ｂ、間谷、知井宮町真幸ヶ丘、真幸ヶ丘、下古志町、知

井宮町間谷Ｄ、神門町Ａ、神門町Ｂ・知井宮町Ｃ、神門町Ｃ、芦渡町廻田谷Ｄ、知井宮町Ａ、小浜、東神西町Ａ・知

井宮町Ａ、東神西町Ｂ・知井宮町Ｂ、東神西町東組Ａ、東神西町東組Ｂ、東組Ｂ、代官家谷、麓下、東神西町中組

Ｂ、東神西町麓Ａ、東神西町麓Ｂ、東神西町麓Ｃ、麓、東神西町麓Ｄ、東神西町麓Ｅ、恵比寿１、恵比須、西神西町

恵比須Ａ、坂本、西神西町坂本Ｂ、西神西町中組、西神西町坂本Ａ、市場２、西神西町恵比須Ｂ、田中、西神西町鳥

目Ｃ、西神西町鳥目Ｄ、西神西町鳥目Ｅ、西神西町鳥目Ａ、鳥目、西神西町九景Ａ、神西新町九景Ａ、西下、西中、

西上、神西沖町前組Ｂ、前西、神西沖町前組Ａ、前東、後下、前北、田中口、神西沖町Ａ・神門町Ｄ、西神西町恵比

須Ｃ、西神西町鳥目Ｂ、神西新町九景Ｂ、東神西町中組Ａ、神西沖町Ａ、西神西町Ａ、平成町、古志町井上Ａ、井

上、古志町井上Ｂ、中組Ｃ、上組、古志町下新宮Ａ、古志町下新宮Ｂ、古志町上新宮Ａ、古志町上新宮Ｂ、古志町上

新宮Ｃ、古志町上新宮Ｄ、古志町上新宮Ｅ、古志町上新宮Ｆ、上新宮、小丸子橋３、小丸子橋１、下新宮、古志町下

新宮Ｄ、下新宮１、古志町下新宮Ｅ、古志町下新宮Ｆ、古志町下新宮Ｇ、古志町下新宮Ｈ、古志町井上Ｃ、古志町井

上Ｄ、古志町井上Ｅ、古志町井上Ｆ、古志町井上Ｇ、古志町下新宮Ｉ、野尻町岩根Ｅ、馬木北１、馬木北２、下組

Ａ、朝山町下組、坂の下、下組Ｃ、立岩、朝山町西田Ａ、的場、朝山町、朝山町鞍掛橋西、鞍掛橋南１、鞍掛橋南

２、西田１、知谷１、所原町知谷Ａ、知谷橋東１、桜谷１、桜下４、所原町桜下、所原町桜谷、桜谷、所原町桜上、
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所原町安谷Ａ、須原、所原町須原Ａ、要害山西、所原町須原Ｂ、所原町須原Ｃ、所原町須原Ｄ、所原町須原Ｅ、所原

町須原Ｆ、堂原５、堂原、堂原４、堂原２、富能加神社北、殿森１、安谷２、殿森４、所原町安谷Ｂ、安谷１、木村

橋南、木村橋東１Ｂ、木村橋北、堂原６、堂原７、堂原９、堂原10Ａ、所原町堂原、堂原10Ｂ、境橋北１、境橋南

１、下組Ｂ、御方２、御方１、御方、御方橋東、見々久町御方Ａ、見々久町御方Ｂ、見々久町御方Ｃ、見々久町御方

Ｄ、見々久町御方Ｅ、御方橋南１、見々久町御方Ｆ、御方橋南２、見々久町御方Ｇ、見々久町御方Ｈ、見々久町御方

Ｉ、見々久町御崎神社南、見々久町山後Ａ、見々久町畑Ａ、見々久町畑Ｂ、見々久町畑Ｃ、見々久町段Ａ、見々久町

段Ｂ、見々久町段Ｃ、見々久町段Ｄ、見々久町段Ｅ、所原町寺領Ａ、所原町大月Ａ、所原町大月Ｂ、所原町大月Ｃ、

所原町大月Ｄ、所原町大月Ｅ、所原町大月Ｆ、所原町大月Ｇ、所原町大月Ｈ、所原町大月Ｉ、所原町大月Ｊ、所原町

殿森Ａ、所原町殿森Ｂ、所原町殿森Ｃ、所原町殿森Ｄ、所原町殿森Ｅ、所原町殿森Ｆ、所原町殿森Ｇ、所原町谷合、

所原町木村Ａ、所原町木村Ｂ、所原町木村Ｃ、所原町知谷Ｂ、所原町知谷Ｃ、所原町知谷Ｄ、所原町知谷Ｅ、所原町

知谷Ｆ、馬木町Ａ、馬木町Ｂ、馬木町Ｃ、馬木町Ｅ、馬木町Ｆ、朝山町上組Ｄ、朝山町西田Ｄ、朝山町西田Ｅ、朝山

町西田Ｆ、見々久町山後Ｂ、所原町寺領Ｂ、所原町知谷Ｇ、立久恵６、乙立町立久恵Ａ、乙立町立久恵Ｂ、乙立町森

原Ｄ、森原１、乙立町笈神社前、乙立町森原Ｃ、乙立発電所西２、乙立発電所、殿川内下、殿川内上、向名大橋西

３、和久利２、和久利１、向名、向名大橋南、乙立町向名Ａ、乙立町向名Ｂ、乙立町向名Ｃ、乙立町向名Ｄ、乙立町

Ａ、見田原２、乙立町見田原Ａ、乙立町見田原Ｂ、乙立町見田原Ｃ、見田原１、見田原、乙立町見田原Ｄ、乙立町見

田原Ｅ、乙立町見田原Ｆ、乙立町見田原Ｇ、乙立町、上田代上、上田代、田代２、田代１、真覚庵西１、乙立町田代

Ｂ、田代橋西、立久恵５、立久恵１、乙立町立久恵Ｄ、乙立町立久恵Ｅ、乙立町立久恵Ｆ、乙立町森原Ａ、乙立町森

原Ｂ、乙立町Ｂ、上ゲ１、上ゲ、船津町上ゲ１、上ゲ２、船津町原Ａ、原３、原１、船津神社東、原２、菅原Ａ、菅

原Ｂ、平谷川東１、大谷Ｂ、上乗寺西１、上島町大谷Ａ、大谷Ａ、上島町大谷Ｂ、上ゲ３、三田谷川１、上島町中

央、中央、上島町奥井谷Ａ、奥井谷１Ａ、奥井谷１Ｂ、上島町奥井谷Ｂ、奥井谷２、植木谷、丸ヶ谷、森坂、和久

輪、金山神社北、上島町和久輪Ａ、金山神社南、出雲砕石南１、上島町和久輪Ｂ、西谷町Ｂ、昭和橋東、昭和橋西、

延畑２、延畑３、西谷町Ａ、石広川南２、石広川北Ａ、上島町延畑Ｂ、延畑４、西谷町Ｅ、西谷町Ｃ、西谷町Ｆ、万

福寺西、西谷町Ｇ、西谷町Ｈ、西谷町Ｉ、上島町延畑Ａ、延畑、沖谷橋北、西谷町Ｄ、船津町菅原Ｂ、船津町菅原

Ｃ、船津町原Ｂ、上島町森坂Ｂ、稗原町仏谷Ｑ、宇那手町北口Ａ、火守神社西、宇那手町北口Ｂ、廻、宇那手町殿御

池、宇那手町西谷Ａ、宇那手町中筋Ａ、宇那手町中筋Ｂ、宇那手町中筋Ｃ、宇那手町右谷Ａ、宇那手町右谷Ｂ、宇那

手町右谷Ｃ、宇那手町右谷Ｄ、右谷１、右谷３、右谷５、宇那手町右谷Ｅ、沖谷橋西、仏谷１、稗原町仏谷Ａ、仏谷

２、稗原町仏谷Ｂ、稗原町仏谷Ｄ、稗原町仏谷Ｅ、稗原町仏谷Ｆ、稗原町仏谷Ｇ、稗原町仏谷Ｈ、稗原町仏谷Ｉ、稗

原町仏谷Ｊ、稗原町仏谷Ｋ、稗原町仏谷Ｌ、稗原町仏谷Ｍ、稗原町仏谷Ｎ、稗原町仏谷Ｏ、稗原町仏谷Ｐ、稗原町三

坂川Ａ、稗原町三坂川Ｂ、三坂川北２、三坂川北３、三坂川北４、稗原町三坂川Ｃ、三坂川北５、稗原町仏谷Ｓ、稗

原町仏谷Ｔ、稗原町仏谷Ｕ、稗原町仏谷Ｖ、角谷３、稗原町角谷Ａ、稗原町角谷Ｂ、角谷５、角谷４、稗原町角谷

Ｃ、稗原町角谷Ｄ、稗原町角谷Ｅ、稗原町角谷Ｆ、稗原町角谷Ｇ、稗原町角谷Ｈ、角谷１、稗原町角谷Ｉ、稗原町角

谷Ｊ、稗原町角谷Ｋ、稗原町角谷Ｌ、稗原町角谷Ｍ、稗原町角谷Ｎ、稗原町角谷Ｏ、市森２、野尻町石井、野尻町法

王寺Ａ、野尻町法王寺Ｂ、野尻町法王寺Ｃ、野尻町法王寺Ｄ、野尻町法王寺Ｅ、野尻町法王寺Ｆ、野尻町牛尾Ａ、野

尻町牛尾Ｂ、野尻町牛尾Ｃ、野尻町宮本Ｂ、野尻町宮本Ａ、野尻町宮本Ｃ、野尻町宮本Ｄ、野尻町宮本Ｅ、野尻町宮

本Ｆ、野尻町岩根Ａ、野尻町廻田、野尻町岩根Ｂ、野尻町岩根Ｃ、野尻町岩根Ｄ、野尻町山後、稗原町杉尾Ｄ、稗原

町杉尾Ｅ、稗原町杉尾Ｆ、稗原町杉尾Ｇ、稗原町杉尾Ｈ、稗原町杉尾Ａ、稲荷神社南、稗原町杉尾Ｂ、稗原町杉尾

Ｃ、稗原町杉尾Ｉ、稗原町戸倉Ａ、要害山北、新殿、稗原町山寄Ａ、稗原町山寄Ｂ、稗原町山寄Ｃ、稗原町戸倉Ｂ、

稗原町戸倉Ｃ、稗原町戸倉Ｄ、稗原町戸倉Ｅ、稗原町市森Ｄ、稗原町市森Ａ、稗原町市森Ｂ、市森１Ａ、市森１Ｂ、

稗原町市森Ｃ、角井、稗原町戸倉Ｆ、稗原町山寄Ｅ、山寄４、山寄３、稗原町山寄Ｆ、稗原町山寄Ｇ、稗原町山寄

Ｈ、稗原町山寄Ｉ、海崎２、海崎１、石畑３、稗原町石畑Ａ、市森神社南１、稗原町石畑Ｂ、石畑１、宇那手町右谷

Ｇ、石畑２、稗原町山寄Ｊ、稗原町山寄Ｋ、稗原町山寄Ｌ、白石、山寄１、稗原町山寄Ｍ、山寄川東、稗原町鐘築

Ａ、鐘築５、鐘築３、稗原町山寄Ｎ、鐘築１、稗原町鐘築Ｂ、稗原町鐘築Ｃ、稗原町鐘築Ｄ、宇那手町西谷Ｂ、宇那
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手町西谷Ｃ、宇那手町西谷Ｄ、大平２、鐘築６、稗原町鐘築Ｅ、稗原町鐘築Ｆ、稗原町鐘築Ｇ、稗原町下鐘築、大平

１、地合町西地合、西地合、地合町東地合Ａ、地合町東地合Ｂ、東地合、地合町東地合Ｃ、野郷町金森Ａ、野郷町金

森Ｂ、野郷町金森Ｃ、野郷町金森Ｄ、野郷町堂ノ本Ａ、野郷町畑Ａ、野郷町堂ノ本Ｂ、野郷町畑Ｂ、野郷町三ノ谷

Ａ、野郷町三ノ谷Ｂ、野郷町金森Ｅ、美野町高山Ａ、美野町高山Ｂ、美野町高山Ｃ、美野町高山Ｄ、美野町高山Ｅ、

中ノ手、美野町高山Ｆ、美野町引木、美野町大谷Ａ、美野町大谷Ｂ、美野町西灘、美野町西上Ａ、美野町西上Ｂ、美

野町西上Ｃ、野郷町中ノ手Ａ、野郷町中ノ手Ｂ、野郷町中ノ手Ｃ、野郷町中ノ手Ｄ、野郷町松枝、大畑下、野郷町三

ノ谷Ｃ、野郷町大畑、北垣上４、小境町北垣上Ａ、小境町北垣上東Ａ、小境町北垣上東Ｂ、小境町北垣上Ｂ、北垣

上、小境町北垣中、鹿園寺町上奥Ａ、坂下、小境町後山Ａ、小境町後山Ｂ、木村橋東１Ａ、鹿園寺町上奥Ｂ、小境町

胡麻谷、小境町中ノ手上Ｂ、小境町胡麻谷Ａ、小境町胡麻谷Ｂ、小境町胡麻谷Ｃ、小境町東上Ａ、中条、小境町東上

Ｂ、小境町東上Ｃ、中ノ手中１、中ノ手下、中条、新宮池北、小境町中ノ手下Ａ、小境町中ノ手下Ｂ、小境町小境西

Ａ、小境町小境西Ｂ、小境町小境西Ｃ、小境町小境灘、鹿園寺町繁門、馬場、馬場、元寺橋南１、鹿園寺町中央上、

上鹿園寺、鹿園寺町中央下、鹿園寺町上川西、園町本郷上Ａ、園町本郷上Ｂ、園町本郷上・多久町苅藻谷Ｄ、園町本

郷下Ｂ、園町若葉Ａ、園町若葉Ｂ、園町若葉Ｃ、園町扇町、合ヶ谷、園町山谷、園町布崎上、鹿園寺町下東、竹ノ

上、柳谷、坂浦町下小路、坂浦、坂浦町田の戸Ａ、坂浦町田の戸Ｂ、坂浦町繁田黒目Ａ、坂浦町、坂浦町繁田黒目

Ｂ、坂浦町立石、坂浦町田の戸Ｃ、小伊津町地下小路二、小伊津川奥谷、宮ノ下、西小路、菅沢Ａ、中村東、三津町

川向、川向、三津町中村東Ａ、三津町中村東Ｂ、三津Ａ、三津Ｂ、三津町中村西、西谷下、三津町西谷下、西谷下２

Ａ、西谷下２Ｂ、三津、多久町苅藻谷Ｂ、別所上、畑、多久谷町畑、多久谷町奥上Ａ、多久町苅藻谷Ａ、多久町多久

上Ｄ、多久上、多久町多久上Ｅ、多久町多久中、多久町多久上Ａ、多久町多久上Ｂ、多久町多久上Ｃ、多久谷町多久

中Ａ、多久谷町中ノ手東、多久町苅藻谷Ｆ、多久町寺谷Ａ、多久町寺谷Ｂ、旭が丘Ａ、多久谷町遠所Ｂ、多久谷町奥

上Ｃ、多久谷町奥上Ｂ、多久谷町別所上Ａ、多久谷町別所上Ｂ、多久谷町遠所Ａ、多久谷町遠所Ｃ、多久谷町中ノ手

西、多久谷町多久谷灘、岡田町立正、岡田町飯山Ａ、岡田町飯山Ｂ、岡田町飯山Ｃ、多久町鳴竹Ｂ、多久町鳴竹Ａ、

多久町上灘、多久町苅藻谷Ｃ、多久町苅藻谷Ｅ、多久谷町別所上Ｃ、多久町上灘Ａ、多久町上灘Ｂ、旭が丘Ｂ、上岡

田町上岡田上Ｂ、上岡田中、上岡田町上岡田上Ａ、久保田、上岡田町上岡田上Ｃ、上岡田町上岡田下Ａ、上岡田町上

岡田下Ｂ、上岡田町上岡田下Ｃ、東郷町日の出Ａ、東郷町日の出Ｂ、東郷町東下、浜、東郷町西上Ａ、東郷町西上

Ｂ、野石谷町佐藤Ａ、野石谷町佐藤Ｂ、野石谷町佐藤Ｃ、上寄１、上寄２、上寄、上寄４、野石谷町伊儀Ａ、野石谷

町伊儀Ｂ、野石谷町坂坊Ａ、坂坊２、野石谷町坂坊Ｂ、野石谷町坂坊Ｃ、倉垣、久多見町久多見下Ａ、久多見町久多

見下Ｂ、久多見町久多見中Ｂ、久多見町久多見中Ａ、久多見上、久多見上５、久多見上１、久多見町久多見上、久多

見町久多見下Ｃ、東福町臼井、臼井、東福町中組Ａ、中組Ａ、茅原２、東福町作暮Ａ、東福町作暮Ｂ、東福町茅原、

東福町中組Ｂ、東福町吉原Ａ、吉原２、東福町牧戸、東福町吉原Ｂ、東福町吉原Ｃ、唯浦、唯浦下浦、美保、柿ノ木

谷、塩津、小津町相代Ａ、小津町相代Ｂ、相代、許豆、寄居高島、十六島多井Ａ、十六島多井Ｂ、十六島町十六島、

十六島、釜谷、釜浦、小津町宮ノ町、愛宕山公園、桃山西、平田町桃山町、平田町愛宕町、平田町薬師町、桃山西

２、水谷上１、水谷上、水谷上４、本庄町水谷下、廻田池北１、西郷町奈良尾Ａ、西郷町小池Ａ、東谷、西郷町小池

Ｂ、西郷町奈良尾Ｂ、表、西谷、西郷町西谷下Ａ、庵地、庵地１、本庄町大蔵Ｂ、本庄町森崎、要橋東１、熊野神社

南３、中西１、大谷２、千本、苅山、奥宇賀町納木Ａ、万田町尾添、万田町庄大、万田町湯屋谷Ａ、深山１、万田町

峠Ａ、万田町峠Ｂ、湯屋谷、奥宇賀町光尾下、奥宇賀町納木Ｂ、奥宇賀町納木Ｃ、奥宇賀町納木Ｄ、奥宇賀町納木

Ｅ、奥宇賀町光尾上、奥宇賀町和田上Ａ、和田上３、和田上２、奥宇賀町和田上Ｂ、和田中、奥宇賀町布勢下Ａ、奥

宇賀町和田中、奥宇賀町布勢上、布勢上、奥宇賀町布勢下Ｂ、奥宇賀町布勢下Ｃ、西郷町西谷下Ｂ、西谷下、口宇賀

町上の島、口宇賀、口宇賀一、口宇賀六、国富町金山、金山２、国富十、上ヶ島東、国富町馬伏、美談町東谷、荒

木、美談町西谷、布勢、廻田、河下町報徳Ａ、山崎、河下町報徳Ｂ、前田、松林池西、親睦２、金山１、別所東、別

所町別所Ａ、別所町別所Ｂ、君野、唐川１、唐川３、御橋西１、後野橋西、唐川町後野、猪目１、小猪目谷、川北

上、川北下Ｃ、馬垣橋北、川北下Ｅ、川北下Ｄ、佐田中学校北、才谷橋東、川北下Ｂ、川北下Ａ、川北大橋西、川北

下Ｆ、和江島Ⅱ、和江島、才谷橋西、原川Ｂ、栗原Ａ、原川Ａ、原川、川南上Ａ、川南上Ｂ、川南上Ｃ、川南上Ｄ、
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川南上Ｅ、川南上Ｆ、栗原Ｂ、栗原Ｃ、栗原Ｄ、飯の原Ａ、飯の原Ｂ、飯の原Ｃ、東本郷Ａ、東本郷Ｂ、東本郷Ｃ、

東本郷Ｄ、東本郷Ｆ、東本郷Ｇ、東本郷Ｈ、東本郷Ｅ、受地Ａ、受地Ｆ、受地Ｇ、受地Ｈ、受地Ｅ、受地Ｃ、受地

Ｄ、萱野Ｂ、萱野Ｃ、萱野Ｄ、萱野Ｈ、萱野Ｇ、萱野Ｊ、萱野Ｆ、萱野Ｅ、萱野Ａ、石場Ａ、石場Ｅ、石場Ｄ、石場

Ｃ、石場Ｂ、仁江Ａ、仁江Ｂ、仁江Ｃ、仁江Ｄ、共和Ａ、共和Ｂ、共和Ｃ、共和Ｄ、高津屋Ａ、高津屋Ｂ、高津屋

Ｄ、高津屋Ｅ、高津屋Ｃ、横見Ａ、横見Ｂ、門曲Ａ、横見Ｃ、門曲Ｂ、門曲Ｃ、門曲Ｄ、日の出Ａ、日の出Ｂ、宮の

部Ｄ、下の原、宮の部Ｂ、宮の部、日の出Ｇ、宮の部Ａ、日の出Ｆ、日の出Ｅ、日の出Ｄ、田の上橋西、日の出Ｃ、

二反田橋南Ａ、二反田橋南Ｂ、中佐津目Ｃ、中佐津目Ｂ、中佐津目Ａ、掛田橋北、下佐津目Ａ、下佐津目Ｂ、下佐津

目Ｃ、下佐津目Ｄ、下佐津目Ｅ、下佐津目Ｆ、豊田Ａ、豊田Ｃ、豊田Ｄ、豊田Ｂ、窪田ダム南、菅田Ａ、菅田Ｂ、菅

田Ｃ、菅田Ｄ、加賀谷Ｂ、加賀谷Ａ、加賀谷、錦、栄Ａ、栄Ｃ、栄Ｂ、旭Ａ、旭Ｂ、五谷Ａ、五谷Ｃ、銀山谷Ａ、銀

山谷Ｃ、銀山谷Ｂ、後谷Ｆ、毛津、毛津本郷Ａ、毛津本郷Ｂ、毛津本郷Ｄ、毛津本郷Ｃ、毛津本郷Ｅ、後谷Ｄ、後谷

Ｃ、後谷Ｅ、後谷Ｂ、一窪田Ａ、一窪田Ｂ、御田Ａ、御田Ｂ、御田Ｄ、御田Ｅ、御田Ｉ、御田Ｌ、佐田、御田Ｋ、御

田Ｊ、御田Ｈ、御田Ｇ、御田Ｆ、菅代Ａ、菅代Ｂ、御田Ｃ、下佐田、上佐田、塚脇Ａ、塚脇Ｂ、飼領Ｂ、飼領Ｃ、飼

領Ｄ、飼領Ｅ、飼領Ｆ、飼領Ｇ、郷Ａ、郷Ｂ、郷Ｃ、郷Ｄ、郷Ｅ、郷Ｆ、郷Ｇ、三槇Ａ、三槇Ｂ、朝原川西Ａ、朝原

川東Ｂ、三槇Ｃ、三槇Ｄ、三槇Ｅ、三槇Ｆ、三槇Ｇ、三槇Ｈ、寺領Ｂ、寺領Ｃ、寺領Ｄ、寺領Ｆ、寺領Ｈ、寺領Ｅ、

寺領Ａ、名梅Ｂ、名梅Ｃ、名梅Ｄ、名梅Ｅ、名梅Ｆ、名梅Ｇ、名梅Ａ、寺尾Ａ、寺尾Ｉ、寺尾Ｊ、寺尾Ｋ、寺尾Ｈ、

寺尾Ｇ、寺尾Ｆ、寺尾Ｅ、寺尾Ｄ、寺尾Ｃ、寺尾Ｂ、山中Ａ、山中Ｆ、山中Ｅ、山中Ｄ、飼領Ａ、山中Ｃ、山中Ｂ、

三代Ａ、三代Ｂ、三代Ｇ、三代Ｈ、三代Ｆ、三代Ｅ、三代Ｄ、三代Ｃ、稲田Ａ、稲田Ｃ、稲田Ｅ、稲田Ｄ、稲田Ｂ、

白滝Ａ、白滝Ｃ、白滝Ｄ、白滝Ｈ、白滝Ｉ、白滝Ｊ、白滝Ｏ、白滝Ｎ、白滝Ｍ、白滝Ｋ、白滝Ｇ、白滝Ｆ、白滝Ｅ、

白滝Ｂ、東山中Ａ、東山中Ｅ、東山中Ｆ、東山中Ｇ、東山中Ｉ、東山中Ｈ、東山中Ｄ、東山中Ｃ、東山中Ｂ、羽西谷

Ｂ、三の宮Ｅ、上組Ｃ、上組Ｉ、上組Ｊ、上組Ｋ、上組Ｈ、坊主畑橋東、上組Ｇ、上組Ｆ、上組Ｅ、上組Ｄ、須郷橋

西、上組Ｂ、大呂上組Ａ、吉野Ｂ、吉野Ａ、吉野Ｉ、吉野Ｗ、吉野Ｖ、吉野Ｕ、吉野Ｒ、吉野Ｔ、吉野Ｑ、吉野Ｏ、

吉野Ｐ、吉野Ｎ、吉野Ｍ、吉野Ｌ、吉野Ｋ、吉野Ｊ、吉野Ｈ、吉野Ｇ、吉野Ｆ、吉野Ｅ、吉野Ｄ、吉野Ｃ、大山Ａ、

大山Ｄ、大山Ｈ、大山Ｉ、大山Ｊ、大山Ｋ、大山Ｎ、大山Ｍ、大山Ｌ、御幡Ｌ、大山Ｆ、大山Ｇ、大山Ｅ、大山Ｃ、

大山Ｂ、御幡Ｃ、御幡Ｄ、御幡Ｅ、御幡Ｏ、御幡Ｐ、御幡Ｑ、御幡Ｎ、御幡Ｍ、御幡Ｊ、御幡Ｉ、御幡Ｈ、御幡Ｇ、

御幡Ｆ、御幡Ａ、御幡Ｂ、常信寺Ａ、三の宮Ｄ、河東Ｅ、河東Ｂ、河東Ａ、大呂神社南、宮、三の宮Ｂ、三の宮Ｃ、

三の宮Ａ、常信寺Ｂ、八幡Ａ、八幡Ｃ、八幡Ｄ、大輝、八幡Ｂ、平田Ａ、別所Ｄ、別所Ｆ、別所Ｅ、別所Ｂ、別所

Ａ、平田Ｃ、平田Ｄ、平田Ｅ、湯の尾、平田Ｂ、町Ｈ、本郷Ａ、本郷Ｃ、本郷Ｄ、本郷Ｇ、別所Ｃ、本郷Ｅ、前清水

Ａ、前清水Ｂ、越端、町Ａ、町Ｂ、南屋橋東、町Ｅ、町Ｄ、町Ｃ、本郷Ｂ、町Ｇ、町Ｆ、馬垣、淀西Ｂ、慶正西、淀

西Ｃ、淀西Ａ、呑水Ｂ、呑水Ａ、明谷橋東、呑水Ｃ、反辺Ａ、呑水橋北、反辺Ｂ、慶正Ａ、慶正、羽西谷Ｃ、御幡

Ｒ、須佐大呂Ａ、恵堂Ｂ、後畑Ａ、小田、小田町Ｂ、山の空Ｃ、山の空Ｂ、山の空Ａ、小田町Ａ、小田菅沢Ｂ、小田

菅沢Ａ、菅沢Ｅ、菅沢Ｇ、菅沢Ｄ、菅沢Ｃ、小田苑、高木、旧道下、揚東、福志原、工業団地Ａ、工業団地Ｃ、工業

団地Ｂ、新道Ａ、新道Ｂ、新道Ｅ、新道Ｄ、新道Ｃ、向下、向上、町下、町上Ｃ、中砂子Ａ、中砂子Ｃ、中砂子Ｄ、

中砂子Ｂ、五反田下、矢谷Ａ、矢谷Ｃ、矢谷Ｄ、矢谷Ｅ、矢谷Ｂ、新道Ｆ、新道Ｇ、矢谷Ｆ、華蔵Ｂ、華蔵Ａ、赤松

Ａ、赤松Ｂ、赤松Ｅ、赤松Ｇ、赤松Ｈ、赤松Ｉ、赤松Ｆ、赤松、赤松Ｄ、赤松Ｃ、宇杉Ａ、宇杉Ｂ、下頭名Ａ、下頭

名Ｃ、下頭名Ｅ、下頭名Ｄ、下頭名Ｂ、下頭名下、西明Ａ、西明Ｂ、西明Ｃ、西明Ｄ、上頭名Ａ、上頭名Ｂ、上頭名

Ｃ、上頭名Ｄ、上頭名Ｅ、宮本Ａ、宮本Ｂ、大須、蔵谷Ａ、蔵谷Ｂ、山郡Ａ、山郡Ｂ、山郡Ｃ、川西Ａ、川西Ｂ、川

西Ｃ、針戸上、小原Ａ、小原Ｂ、小原Ｃ、小原Ｄ、小原Ｅ、智呑、中郷下、草井谷、中郷上Ｂ、大山神社東、中郷上

Ａ、中郷中、竹之上、塚之尾谷Ｃ、塚之尾谷Ｂ、塚之尾谷Ｄ、塚之尾谷Ｆ、塚之尾谷Ｅ、城平Ａ、城平Ｂ、本町Ａ、

本町Ｂ、東本町、田儀、本町、越堂下、越堂上、田儀余草Ｃ、田儀余草Ｄ、田儀余草Ｂ、田儀余草Ａ、田儀余草Ｆ、

田儀余草Ｅ、赤谷Ａ、赤谷Ｂ、赤谷Ｃ、山の空Ｄ、後畑Ｂ、後畑Ｃ、後畑Ｄ、後畑Ｅ、小田余草、小田余草Ａ、御茶

屋場Ａ、御茶屋場Ｂ、小田柳谷、柳谷Ａ、柳谷Ｂ、町上Ｂ、板津、浄土寺、三部Ｃ、竹崎、三部Ａ、三部Ｂ、倉道

Ａ、三部Ｅ、三部Ｄ、三部Ｆ、安原、常楽寺東Ａ、常楽寺東Ｂ、常楽寺東Ｃ、常楽寺東Ｅ、飯谷、常楽寺西上、神
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田、常楽寺西下Ｂ、常楽寺西下Ａ、常楽寺東Ｄ、常楽寺東Ｆ、畑下Ｂ、畑下Ｃ、畑東Ａ、畑東Ｃ、畑東Ｂ、畑東Ｄ、

畑西、西ノ谷、上畑Ａ、上畑Ｃ、上畑Ｂ、姉谷Ｂ、畑下Ａ、姉谷Ｇ、姉谷Ｊ、姉谷Ｋ、姉谷Ｎ、姉谷Ｍ、姉谷Ｌ、姉

谷Ｄ、姉谷Ｉ、姉谷Ｃ、姉谷Ｈ、姉谷Ｆ、姉谷Ｅ、後谷下Ａ、後谷下Ｄ、後谷下Ｆ、後谷上Ｂ、後谷上Ｃ、後谷上

Ｄ、後谷上Ａ、後谷下Ｃ、後谷下Ｂ、板津前田、清水、明神Ｃ、明神Ｄ、水神、明神Ｂ、明神Ａ、荒神、大池上組

Ａ、大池上組、蛇池Ａ、蛇池Ｂ、蛇池Ｃ、一里塚南、一里塚北、通ヒ西、通ヒ東、中ツラ、宇龍立花、宇龍東Ａ、宇

龍東Ｂ、宇龍西、宇龍田町、御碕小東、宇龍新町、御碕小西、隠ヶ丘、御座、神社裏、駐在所前、後山、黒田西、黒

田東、中山西Ｅ、中山西Ｄ、中山西Ｃ、中山西Ｂ、中山西Ａ、岐神社、高尾下、高天原、這田西、幕島、這田東、御

這田、中山東Ｂ、中山東Ａ、高尾上、二俣、日御碕Ａ、鵜峠東、鵜峠西、面坂、鵜峠北、以下谷北、鵜鷺小、以下谷

南、森林公園、鷺浦東、八千代川東、八千代川西、鷺浦西、笹子、築港、稲佐、権兵衛谷、奉納山東、奉納山西、安

養寺、山根、鶴山、奥谷、亀山、真名井、本郷西、本郷東Ｂ、本郷東Ａ、千石山、菱根西、河原谷、三十歩、菱根

上、繁の谷、阿式谷西、阿式谷東、極楽山、樽戸谷北、樽戸谷南、鎌代、花摘、才の元南、才の元北、霊山寺、石

臼、空、大井上Ａ、大井上Ｂ、大井上Ｃ、大井上Ｄ、みはらしＢ、みはらしＣ、新田畑Ａ、新田畑Ｂ、新田畑Ｃ、新

田畑Ｄ、新田畑Ｅ、みはらしＤ、大井上Ｅ、大井上Ｆ、みはらしＦ、みはらしＧ、みはらしＨ、大井上Ｇ、大井上

Ｈ、湯の丘Ａ、大井Ａ、灘南Ａ、宇屋谷Ａ、宇屋谷Ｂ、宇屋谷Ｃ、宇屋谷Ｄ、宇屋谷Ｅ、宇屋谷Ｆ、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、上学頭Ｂ、前原Ａ、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、羽根東Ａ、羽根東Ｂ、羽根東Ｃ、羽根東Ｄ、羽根東Ｅ、武

部東Ａ、武部東Ｂ、武部東Ｃ、武部東Ｄ、武部東Ｅ、武部東Ｇ、武部西Ａ、武部西Ｂ、武部西Ｃ、羽根西Ａ、羽根西

Ｂ、吉成Ａ、吉成Ｂ、吉成Ｃ、吉成Ｄ、羽根西Ｃ、羽根西Ｄ、三絡Ａ、羽根東Ｇ、羽根東Ｆ、下阿宮３Ａ、下阿宮３

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

上阿宮４Ｄ、上阿宮４Ｅ、上阿宮４Ｇ、上阿宮４Ｈ、上阿宮４Ｉ、上阿宮３Ｂ、上阿宮３Ｃ、上阿宮２Ａ、上阿宮１

Ａ、上阿宮１Ｂ、上阿宮１Ｄ、阿宮Ａ、神守１Ａ、神守１Ｂ、氷室４Ａ、氷室４Ｂ、氷室５Ａ、氷室５Ｂ、氷室４

Ｃ、氷室４Ｄ、氷室４Ｅ、氷室４Ｆ、氷室３Ａ、氷室３Ｂ、氷室３Ｃ、氷室３Ｄ、氷室２Ａ、氷室２Ｂ、氷室２Ｃ、

氷室２Ｄ、氷室１Ａ、神守１Ｃ、神守３Ａ、氷室１Ｂ、下出西４Ａ、下出西４Ｂ、下出西４Ｃ、下出西２Ａ、下出西

３Ａ、下出西２Ｂ、下出西２Ｃ、下出西１Ａ、下出西１Ｂ、中出西３Ａ、中出西３Ｂ、中出西２Ａ、中出西１Ａ、上

出西２Ｂ、上出西２Ｃ、上出西１Ａ、上出西１Ｂ、上出西１Ｄ、岩野原Ａ、岩野原Ｂ、みどりヶ丘Ａ、みどりヶ丘

Ｂ、八頭Ａ、八頭Ｂ、平野Ａ、結Ａ、結Ｂ、結Ｃ、結Ｄ、結西Ａ、結西Ｂ、結西Ｃ、結西Ｄ、三井Ａ、三井Ｂ、堀切

Ａ、新川Ａ、新市Ａ、つつじ丘１Ａ、新市Ｃ、駅前Ａ、直江共栄Ａ、結Ｅ、直江共栄Ｂ

 土石流

一の谷、三谷川Ａ、上栗原①、大津町Ａ、大津町Ｂ、大井谷川、大井谷Ａ、築山、上塩冶町Ａ、上塩冶町Ｂ、鍛冶

屋谷川②、中谷川、谷田谷川①、神門谷川③、神門谷川②、神門谷川①、神門谷川Ａ、神門谷川Ｂ、廻田谷、神門谷

川Ｃ、客垣谷川、能見谷川Ｃ、能見谷川Ａ、熊見谷川Ｂ、能見谷川Ｄ、大谷川Ｂ、湯屋谷、湯屋谷川、東林木町Ａ、

門前谷川①、門前谷川②、阿土谷川①Ａ、阿土谷川①Ｂ、東林木町Ｂ、鍛冶屋谷川①、伊努谷川（支）Ａ、伊努谷川

（支）Ｂ、伊努谷川Ａ、伊努谷、芦渡町Ａ、芦渡町Ｂ、神谷川Ｄ、神谷川Ｃ、神谷川Ｂ、芦渡町Ｃ、芦渡町Ｄ、芦渡

町Ｅ、芦渡町Ｆ、保知石①、保知石②、保知石③、保知石④、芦渡町Ｇ、芦渡町Ｈ、保知石⑨、保知石⑦、花月・

一、芦渡町Ｉ、保知石⑧、知井宮町Ａ、知井宮町Ｂ、保知石⑥、保知石⑤Ｂ、知井宮町Ｃ、知井宮町Ｄ、知井宮町

Ｅ、知井宮町Ｇ、下古志町、芦渡町Ｊ、芦渡町Ｋ、芦渡町Ｍ、芦渡町Ｎ、芦渡町Ｏ、御崎谷Ａ、東組、麓、土町、

麓・三、麓・五、麓・二、恵比須、中村、井上、古志町Ｋ、古志小谷、瀬戸風、古志町Ｅ、新宮、古志町Ｂ、古志町

Ａ、古志町Ｆ、古志町Ｇ、古志町Ｈ、古志町Ｉ、古志町Ｊ、馬木町、北谷川Ｂ、朝山町・一Ｂ、朝山町・一Ａ、御崎

谷、朝山町・二、的場、朝山町Ａ、朝山町Ｂ、岩根谷Ａ、岩根谷Ｂ、滝反川、桜谷②、桜・一、雲井滝、桜谷①、

桜・二、安谷Ｄ、須原・一、堂原Ｂ、須原⑥、須原・二、須原・四、須原・三、投石川、下組・三、御方・一、

御方・二、見々久町Ａ、見々久町Ｂ、畑①、畑、段Ａ、段Ｂ、山の空川、下組・二、下組・一、山の奥谷川Ｂ、山の
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奥谷川Ａ、山の奥②、山の奥①、堂原Ａ、鍛冶屋床谷、大月・二、芦谷Ｂ、坂根川Ａ、上大月・二、上大月・三、坂

根川Ｂ、上大月小谷、上大月Ａ、上大月Ｃ、上大月・一、大月・一、大倉谷川、大月・三、殿森Ａ、新廻谷、谷合、

木村、宇和佐、槙ヶ谷Ｂ、下の奥、木村①、所原町、知谷川、知谷・二、知谷・一、知谷④、知谷③、馬木町・二、

朝山町・三、桜下、向馬木、向馬木・二、馬木町・一、北谷川Ａ、安谷Ｃ、安谷Ｂ、御方・三Ｂ、桜、菅谷川、立久

恵④、立久恵・三、立久恵・一、立久恵・二、鷺の瀬、和久利、奥の明谷、芦谷Ａ、佐賀利谷川、ロクロ谷、向名

①、殿川内、稲荷谷、森原・二、森原・一、上田代・二、二又川Ａ、見田原⑤、二又川、見田原、乙立町Ｂ、乙立町

Ｃ、見田原①、見田原⑥、後谷越①、後谷越②、乙立町Ｄ、後谷川Ａ、後谷川支川、松の木谷、下原・三、下原・

二、下原・一、後谷川Ｂ、乙立町Ｅ、和久輪・二、上島町Ａ、和久輪・一、西谷町・一、西谷町・二、西谷町Ｅ、西

谷町Ｃ、西谷町Ａ、西谷町・四、西谷町・三、西谷町⑤Ａ、西谷町Ｂ、西谷町Ｄ、延畑、西谷町⑥、延畑⑭、延畑

③、延畑⑬、延畑⑫、延畑⑥、延畑・二、延畑⑦、延畑⑪、延畑⑩Ａ、延畑⑨、延畑・一、加瀬屋、森坂Ａ、上島町

Ｅ、森坂Ｂ、横土手、丸ヶ谷、植木谷、丸ヶ谷②、河手坂、奥井谷前、奥井谷上、紺屋谷川①、枝谷川Ａ、奥井谷

川、六ヶ谷川、中央、奥原川、松山、三田谷川Ａ、大谷川Ｄ、大谷川Ｃ、大谷奥、上乗寺、大谷・一、大谷・三、菅

原・二、上島町Ｆ、大谷④、菅原・一、原・二、山中、船津原、高丸②、高丸①Ａ、奥の谷、原・一、神部川Ａ、上

げ・一、上げ・二、上島町Ｂ、上島町Ｃ、船津町Ａ、延畑⑩Ｃ、三田谷川Ｂ、高丸①Ｂ、沖谷川、仏谷・二、沖谷川

Ｃ、西谷町Ｈ、西谷町Ｇ、仏谷・一、沖谷川Ｂ、沖谷川Ａ、大谷、大谷Ｂ、大谷Ｄ、角谷・二、上ヶ山川Ｃ、上ヶ山

川Ｂ、上ヶ山川Ａ、稗原町Ｇ、稗原町Ｈ、仏谷・三、角谷、稗原町Ｉ、稗原町Ｊ、稗原町Ｋ、野尻東・二Ａ、

野尻東・二Ｂ、野尻町Ａ、野尻東・一、野尻町Ｂ、野尻町Ｃ、戸倉・一、戸倉・二、稗原町Ｌ、岩倉、滝ヶ平谷川、

正応寺川、市森、大坪、清谷川Ｂ、清谷川Ｃ、日進、宮後、宮横、茗荷谷川、右谷川、宇那手町Ａ、宇那手町Ｂ、平

林、宇那手下、宇那手川Ａ、右谷③、右谷④、右谷⑤、宇那手川、神部川Ｂ、北組、大年、朝間、中筋、山寄・一、

大谷Ａ、稗原町Ｎ、金森Ａ、金森Ｂ、金森Ｃ、三の谷川、松枝、松枝下谷、高山、野郷・三Ｂ、野郷・二、野郷・

一、引木、野郷・三Ａ、北垣上東Ａ、北垣上東Ｂ、一畑、後谷山、胡麻谷、小境灘Ａ、小境灘Ｂ、中ノ手下、

中ノ手・四、中ノ手・三、中ノ手・二、中ノ手・一、殿宮橋谷、殿宮谷川、一畑駅前Ａ、一畑駅前Ｂ、一畑薬師谷、

上奥Ａ、境川、上奥Ｂ、上鹿園寺・一、鹿鳴小谷、鹿鳴谷、上鹿園寺・二、上園、中組、柳谷川Ｂ、一畑駅前Ｃ、西

谷上・一、西谷上・二、本山川、崎の奥川、太平川、中村西谷、三津灘川、西谷川Ｂ、西谷上・三、西谷下、浅床川

Ｂ、峠谷川、三津浦川、菅沢川Ｂ、加登川、森本川、小伊津・一、菅沢・三、菅沢・一、菅沢・二Ａ、小伊津奥谷、

小伊津川、野石谷川Ａ、立石谷川、庄部、坂浦・三、坂浦Ａ、坂浦・一、竹上川Ａ、竹上川Ｂ、山藤川、坂谷川、柳

谷川Ｃ、坂浦Ｂ、菅沢・二Ｂ、別所上谷、別所川、多久谷川Ｂ、多久谷町畑、畑小谷、多久川小谷、上組、苅藻谷

川、苅藻谷、久多見中、久多見上Ｂ、久多見川、尻尾無川、楠ノ木川、高野寺川、能呂志川、伊儀・一、野石谷川

Ｂ、伊儀・二、伊儀・三、向堀川、上岡田上・二、上岡田上・一、東郷川、柳谷川、内の池支川、上岡田中、上岡田

下、林田内川、相代川Ｂ、相代川Ｃ、許豆川、堂の奥川、若宮川、釜谷川支流、十六島、本郷川、寄居谷川、石上

川、相代川Ａ、セドヤ川、小谷川、大浦川、柿木尻川、神谷川Ｅ、神谷川Ｆ、奥山川、日向川、宮ノ下、布施下・

三、布施下・二、布施下・一、夜立川Ａ、布施上・二、布勢上、布施上・一、布施川、光尾上・一、光尾上・二Ａ、

岩屋川、納木・一、納木・二、納木、狩迫谷、光尾下、布施中谷、和田下、和田川、和田川二、万田・二、万田・

一、西谷、水谷上・四、水谷下・一、水谷下・二、七塚谷、水谷上・三、水谷上、矢谷川、水谷川、湯屋谷・二、湯

屋谷・一、深山川、平奥川、峠、夜立川Ｂ、光尾上・二Ｂ、山崎谷、榎谷川、口宇賀一谷、大谷川Ａ、上の島、口宇

賀七谷、下椿川、左皿川、金山川、康国寺谷、赤地川、定岡川、国富小谷、中村川、丹堀川、上ケ島川、馬伏山②、

馬伏山①、菅沢川Ａ、東谷川、西谷川Ａ、山田川、青苔谷川、東川、猪目川（支流）、唐川川、後野、後野谷Ａ、唐

川Ｃ、君野川、西金山川、君野・二、君野、親睦Ｂ、金山・二、別所、山崎川、鰐淵９号線谷、河下・二、報徳、堂

原川、平側川、中廻川、河下・一、後野谷Ｂ、浮浪屋谷川、東別所川、唐川Ｂ、バリ滝谷、引杉谷川、川北上、中屋

谷川、ゴハン谷川、シブノ上谷川、川北下、和江島Ａ、和江島Ｃ、原川Ｂ、原川Ａ、穴場谷川Ａ、原川Ｃ、原川上

谷、滝頭谷川、川南上Ａ、川南上Ｂ、川南上Ｃ、明会谷川、飯の原Ａ、飯の原Ｂ、飯の原Ｃ、舟岡谷川、成ノ木谷

川、東本郷Ｄ、高畑谷川、東本郷Ｅ、木路木谷川、東本郷Ａ、東本郷Ｂ、東本郷Ｃ、受地Ｅ、受地Ａ、受地Ｂ、受地
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Ｃ、受地Ｄ、石場Ｃ、石場谷Ｂ、石場Ａ、石場Ｂ、共和、高津屋Ａ、請地川、高津屋Ｃ、高津屋Ｂ、七人塚川、造林

谷、高津屋Ｄ、横見Ａ、横見Ｂ、木下谷川、門曲Ｃ、居舟谷川Ａ、居舟谷川Ｂ、門曲Ａ、門曲Ｂ、柳瀬谷川、宮の

部、奥鍋川Ａ、奥鍋川Ｂ、日の出Ｃ、日の出Ｂ、日の出Ａ、中佐津目Ｄ、中佐津目Ｃ、中佐津目Ｂ、松井屋谷川、カ

エノキ谷川、大岩ヶ谷川、岩利谷川、中佐津目Ａ、中佐津目Ｅ、大谷川、湯の谷川、下佐津目Ｃ、下佐津目Ｄ、下佐

津目Ａ、下佐津目Ｂ、豊田Ａ、豊田Ｂ、菅田Ｄ、菅田Ｃ、菅田Ｂ、岩ノ奥谷川、菅田Ａ、加賀谷Ａ、加賀谷Ｂ、錦

Ａ、錦Ｂ、清水谷川、朝倉川、穴場谷川Ｂ、五谷Ａ、林谷、野田谷、蕎麦谷、毛津本郷Ｅ、毛津本郷Ｄ、毛津本郷

Ｃ、毛津本郷Ａ、毛津Ｂ、毛津Ａ、和江島Ｂ、石場谷Ａ、奥鍋川Ｃ、五谷Ｂ、毛津本郷Ｂ、ゴゼ谷、御田Ｄ、御田

Ｃ、御田Ｂ、御田Ａ、稲田Ｃ、稲田Ｂ、佐固の奥谷川Ｂ、宮田谷川、飼領谷、奥床谷、黒谷川、滝谷、郷Ａ、郷Ｂ、

キャワグリ谷、梅ノ木谷Ａ、ヤボ谷川、江月谷川、坪貝谷Ｂ、坪貝谷Ａ、朝原上谷、かわらけ谷、三槙Ｂ、三槙Ａ、

宝坂谷、宝坂峠谷、寺領Ｄ、寺領Ｅ、寺領Ｂ、寺領Ｃ、寺領Ａ、名梅Ｅ、名梅Ａ、名梅Ｂ、名梅谷、名梅Ｃ、名梅

Ｄ、寺尾Ｂ、寺尾Ａ、寺尾Ｇ、寺尾谷Ｂ、寺尾Ｃ、寺尾Ｅ、寺尾Ｆ、山中Ｉ、山中Ｈ、山中Ｄ、山中Ｃ、山中Ｅ、山

中Ｇ、三代Ａ、奥横谷Ｂ、三代Ｂ、三代Ｃ、三代Ｄ、三代Ｈ、三代Ｆ、三代Ｅ、三代Ｉ、杉谷、三代Ｍ、三代Ｌ、三

代Ｋ、三代Ｊ、稲田谷、稲田Ａ、白滝Ａ、白滝Ｂ、白滝Ｃ、大滝川Ｃ、大滝川Ａ、東山中Ａ、東山中谷川Ｂ、東山中

Ｂ、上組Ｈ、上組Ｆ、坊主畑谷、上組Ｇ、東山中谷川Ｄ、上組Ｅ、上組Ｃ、君谷、上組Ｂ、上組Ａ、羽西谷、廻屋中

谷、廻屋谷Ｂ、吉野谷、水谷Ａ、水谷小谷、万寿谷、吉野Ｇ、上堂谷川Ａ、上堂谷川Ｂ、須佐吉野川、吉野Ｈ、吉野

Ｉ、吉野Ｆ、菅沢谷川Ｂ、吉野Ｅ、吉野Ｄ、吉野Ｃ、吉野Ｂ、大山Ｂ、大山Ａ、松尾谷川Ｊ、松尾谷川Ｉ、松尾谷川

Ｈ、松尾谷川Ｅ、松尾谷川Ｇ、松尾谷川Ｂ、御幡Ｂ、御幡Ａ、赤羽根川、御幡Ｃ、御幡Ｄ、三の宮Ａ、北迫谷川、多

久和谷川、大呂中谷川、寺床谷川、三の宮Ｂ、中村屋奥谷川、三の宮Ｄ、竜体谷Ａ、竜体谷Ｅ、三の宮Ｃ、五反田谷

川Ａ、別所Ｄ、別所Ｃ、別所Ｅ、別所Ｂ、別所Ａ、本郷Ｂ、本郷Ａ、士落谷川、馬垣谷川Ａ、内馬谷川、馬ノセ谷

川、小倉屋谷川、呑水Ｂ、呑水Ａ、慶正、大井後谷川、町、本郷谷、平田Ａ、平田Ｂ、平田Ｃ、八幡、平田Ｆ、平田

Ｅ、平田Ｄ、佐固の奥谷川Ａ、梅ノ木谷Ｂ、寺尾谷Ｃ、寺尾谷Ａ、寺尾Ｄ、山中Ｊ、山中Ａ、山中Ｂ、山中Ｆ、奥横

谷Ａ、三代Ｇ、大滝川Ｂ、東山中谷川Ｅ、東山中谷川Ｃ、東山中谷川Ａ、上組Ｄ、廻屋谷Ｊ、廻屋谷Ｈ、廻屋谷Ａ、

廻屋谷Ｃ、廻屋谷Ｄ、廻屋谷Ｅ、廻屋谷Ｆ、廻屋谷Ｇ、廻屋谷Ｉ、水谷Ｄ、吉野Ｊ、松尾谷川Ｃ、松尾谷川Ｄ、松尾

谷川Ｆ、松尾谷川Ａ、五反田谷川Ｂ、馬垣谷川Ｂ、竜体谷Ｂ、竜体谷Ｃ、竜体谷Ｄ、水谷Ｃ、水谷Ｂ、恵堂川、恵

堂、上小田小谷、小田町、菅沢谷川Ａ、二谷屋川、揚東、畑谷、福志原、念仏田川、矢谷Ｃ、華蔵川、矢谷Ｂ、矢谷

Ａ、赤松、赤松谷Ｂ、畑谷川Ｂ、檜木谷川、河内平、宇杉、下頭名Ａ、下頭名Ｂ、下頭名Ｃ、下頭名Ｄ、猪子谷、片

平谷、茗ヶ原、朝漬谷、西明Ａ、西明Ｂ、西明Ｃ、西明Ｄ、宮本Ｃ、大須、奥田儀中組、宮木川、山郡北、大仙谷、

田熊谷、針戸Ｂ、能生寺川、針戸Ａ、小原Ａ、糀屋Ｂ、糀屋Ａ、草井谷川Ａ、草井谷川Ｂ、金堀谷、中郷、中郷川、

辺田川、竹ノ上、塚之尾谷川Ｂ、塚之尾谷川Ａ、城平、田儀小谷、口田儀東川、万治川Ａ、万治川Ｂ、家奥谷、田儀

余草、赤谷川Ｂ、赤谷川Ａ、小田余草、小田余草谷、柳谷小谷、桜堂川、柳谷、御茶屋場、青野谷、後畑、赤松谷

Ａ、赤松谷Ｃ、畑谷川Ａ、畑谷川Ｃ、西明Ｅ、宮本Ａ、宮本Ｂ、下宇杉Ｂ、下宇杉Ａ、下宇杉Ｃ、土居谷、常楽寺西

上、瀬の谷川、常楽寺東Ｂ、角屋谷川、常楽寺東Ａ、三本松、大蔵、奥ノ谷川、奥ノ向、常楽寺川Ｅ、亀割、常楽寺

川Ａ、森ノ奥Ａ、森ノ奥Ｂ、牛ヶ谷、畑村西の谷川、畑村小谷、姉谷Ａ、姉谷Ｂ、石佛Ａ、石佛Ｂ、井瀬ノ谷、鉢屋

谷、平木谷、畑村大谷、畑下、三部、常楽寺川Ｃ、常楽寺川Ｄ、常楽寺川Ｂ、梅谷川支川、通ヒ川、中ツラ川、立花

谷、東下谷、東上谷、宇龍東川、妙見谷、孫兵衛谷、大谷東、大谷西、宇龍西川、神宮寺谷、秘台原、宮前川、後山

川、鬼の目川、鬼の目川左支川Ｂ、鬼の目川左支川Ａ、這田川、這田奥谷、小這田川、二俣西川、二俣東川、水尻

谷、本谷川、本谷川奥谷、戸井の奥川、西川、面坂東、宮の奥川、面坂西、大床谷、以下谷川、以下谷西、東大床

東、東大床西、百間滝、八千代川、梅谷川、大床東、大床西、笹子谷、稲佐川、滝坂川、柿の木谷川、権兵衛谷川、

池の奥川、蜷の尻川、素鵞川、奥谷川、吉野川、亀の助谷、薬師谷川、西の谷川、河原谷川、繁の谷川、阿式谷川、

樽戸谷川、亀谷川、遙堪湯屋谷川、才木谷川、才の元川、大黒谷川、石臼谷川、四季荘谷Ａ、四季荘谷Ｂ、門田川

Ｂ、みはらしＡ、みはらしＢ、みはらしＥ、灘北谷、竹谷、柿木谷、後谷、大倉東Ａ、学頭谷、宇屋谷Ａ、宇屋谷

Ｂ、高瀬Ａ、高瀬Ｂ、宇屋谷Ｃ、神庭谷Ａ、神庭谷Ｂ、神庭谷Ｃ、神庭谷Ｄ、神庭谷Ｅ、上学頭Ａ、西谷Ａ、弥生谷
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Ａ、弥生谷Ｂ、荒神谷、武部東Ｄ、牧谷川Ａ、牧谷川Ｂ、武部西Ａ、高瀬Ｃ、神庭谷Ｆ、みはらしＦ、岩海谷、かじ

や谷川Ａ、下阿宮２Ａ、高野川、下高野川、下阿宮１Ａ、宮尾谷、下阿宮１Ｂ、井田Ａ、下阿宮１Ｃ、下阿宮１Ｄ、

井田Ｂ、上阿宮４Ａ、上阿宮４Ｂ、上阿宮４Ｃ、畑谷川Ａ、畑谷川Ｂ、畑谷川Ｃ、大袋谷Ａ、上阿宮４Ｄ、上阿宮４

Ｅ、大袋谷Ｃ、上阿宮３Ａ、上阿宮３Ｂ、刈山川、別所谷川Ａ、別所谷川Ｂ、上阿宮１Ａ、上阿宮１Ｂ、上阿宮１

Ｃ、上阿宮１Ｄ、上阿宮１Ｅ、上阿宮１Ｆ、上阿宮１Ｇ、かじや谷川Ｂ、かじや谷川Ｃ、氷室３Ａ、鷺谷川、鷺谷小

谷、氷室谷、氷室３Ｃ、廻谷川、寺谷川Ａ、寺谷川Ｂ、寺谷川Ｃ、氷室２Ａ、神氷、柳川、氷室２Ｂ、和西川、氷室

１Ａ、氷室１Ｂ、氷室１Ｃ、下出西４Ａ、後谷川、下出西１Ａ、下出西１Ｂ、竜王谷川、中出西１Ａ、上の谷、西伊

保谷、伊保谷、伊保、上出西２Ｂ、上出西１Ａ、上出西１Ｂ、岩海Ａ、岩海Ｂ、氷室１Ｄ、結本谷川、結Ａ、林之奥

谷、東馬瀬谷、三井Ａ

３ 解除に係る区域

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出雲市役所において一般の縦覧に供する。）

島根県告示第216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７条第１項の規定によ

り、平成20年島根県告示第92号、平成26年島根県告示第428号及び平成29年島根県告示第199号で指定された土砂災害警戒

区域に係る指定を次のとおり解除するので、同条第６項において準用する同条第４項の規定により告示する。

平成31年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 解除に係る市町村の名称

大田市

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び解除に係る土砂災害警戒区域の名称

 急傾斜地の崩壊

工業団地、鳥越Ａ、鳥越Ｂ、鳥越Ｃ、鳥越Ｄ、鳥越Ｅ、鳥越Ｆ、鳥越Ｇ、鳥越Ｈ、鳥越Ｊ、鳥越Ｋ、鳥越Ｌ、鳥越

Ｍ、新諸友Ａ、刺鹿Ｃ、柳井１Ａ、柳井１Ｂ、柳井１Ｃ、柳井１Ｄ、大正Ａ、柳井１Ｆ、大正西１Ａ、綿田Ａ、綿田

Ｂ、柳井２Ａ、柳井２Ｂ、城山２Ａ、城山２Ｂ、飯盛山、市井、城山２Ｃ、城山２Ｄ、城山２Ｅ、城山２Ｆ、城山２

Ｇ、柳井、城山１Ａ、城山２Ｈ、城山１Ｂ、城山１Ｃ、大田Ａ、加土Ｂ、加土Ｃ、加土Ｄ、加土Ｅ、加土Ｆ、加土

Ｇ、加土Ｈ、加土Ｉ、加土Ｊ、小池Ａ、小池Ｂ、小池Ｄ、小池Ｅ、小池Ｆ、小池Ｇ、長谷Ｂ、押ヶ峠Ｂ、長谷Ｃ、長

谷Ｄ、長谷Ｆ、長谷Ｇ、長谷Ｈ、長谷Ｉ、出口Ａ、出口Ｂ、出口Ｉ、出口Ｃ、出口Ｄ、出口Ｅ、出口Ｆ、出口Ｇ、出

口Ｈ、大田野城Ａ、大田野城Ｂ、大田野城Ｃ、灰取Ａ、灰取Ｂ、灰取Ｃ、大田野城Ｄ、大田野城Ｅ、大田野城Ｆ、大

田野城Ｇ、大田野城Ｈ、大田野城Ｉ、大田野城Ｊ、大田野城Ｋ、大田野城Ｌ、大田野城Ｍ、大田野城Ｎ、大田野城

Ｏ、大田野城Ｐ、大田程原、大田日の出Ａ、大田日の出Ｂ、大田日の出Ｃ、大田日の出Ｄ、大田日の出Ｅ、大田日の

出Ｆ、大田日の出Ｇ、大田日の出Ｈ、大田日の出Ｉ、立花Ａ、立花Ｂ、大田日の出Ｊ、大田日の出Ｋ、大田日の出

Ｌ、大田日の出Ｍ、天神２、天神１Ａ、大田本町Ａ、天神１Ｃ、末広西、末広Ａ、末広Ｂ、末広Ｃ、諏訪３Ａ、諏訪

３Ｂ、諏訪、諏訪３Ｃ、諏訪１、宮島Ａ、大田本町Ｂ、宮島Ｂ、鳴滝Ａ、栄Ａ、明善寺、大田本町Ｃ、殿町、栄町代

官山Ａ、栄町Ａ、栄町１Ａ、栄町代官山Ｂ、栄町１Ｂ、栄町１Ｃ、栄町２Ａ、吉永、栄町２Ｂ、栄町２Ｃ、宮島Ｃ、

鳴滝Ｂ、宮島Ｄ、栄町３Ａ、栄町３Ｂ、栄町３Ｃ、栄Ｄ、栄Ｂ、栄Ｃ、栄町３Ｅ、栄町３Ｆ、柳ヶ坪１Ａ、柳ヶ坪

南、柳ヶ坪２、柳ヶ坪１Ｂ、柳ヶ坪北、大坪Ａ、大坪Ｂ、大坪Ｃ、大坪Ｄ、大坪Ｇ、大坪Ｅ、大坪Ｆ、宮島Ｅ、宮島

Ｆ、山崎１Ａ、山崎１Ｂ、山崎１Ｃ、山崎１Ｄ、山崎４Ｂ、山崎２Ａ、山崎２Ｂ、山崎２Ｃ、大田Ｂ、山崎３、押ヶ

峠Ａ、島津屋Ａ、島津屋Ｂ、島津屋Ｃ、島津屋Ｄ、津戸Ｂ、津戸Ｃ、上津戸Ａ、津戸Ｄ、中通Ａ、仙山Ａ、中通Ｂ、

中通Ｃ、中通Ｄ、丸尾Ａ、川東Ａ、丸尾Ｂ、丸尾Ｄ、丸尾Ｅ、仙山Ｂ、日ノ尾Ａ、日ノ尾Ｂ、日ノ尾Ｃ、中通Ｅ、長

畑Ａ、長畑Ｂ、長畑Ｃ、長畑Ｄ、丸尾Ｆ、長畑Ｅ、朝倉Ａ、城蓮Ａ、城蓮西、西城蓮Ａ、西城蓮Ｂ、西城蓮Ｃ、城蓮
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Ｂ、朝倉Ｂ、上谷、朝山竹原Ａ、朝山竹原Ｂ、畑Ａ、朝山竹原Ｃ、朝山竹原Ｄ、朝倉Ｃ、朝山竹原Ｅ、朝山竹原Ｆ、

朝山竹原Ｇ、朝倉Ｄ、下畑Ａ、畑Ｂ、下畑Ｂ、畑Ｃ、下畑Ｃ、下畑Ｄ、畑Ｄ、畑Ｅ、上畑Ａ、上畑Ｂ、上畑Ｃ、大暮

Ａ、大暮Ｂ、宮西Ａ、宮西Ｂ、宮西Ｃ、宮西Ｄ、朝山下谷Ａ、宮西Ｅ、朝山下谷Ｂ、朝山本谷Ａ、朝山本谷Ｂ、宮西

Ｆ、朝倉Ｅ、朝山本谷Ｃ、朝山鶴ヶ丘Ａ、朝山鶴ヶ丘Ｂ、朝山鶴ヶ丘Ｃ、朝山鶴ヶ丘Ｄ、山谷Ａ、山谷Ｂ、山谷Ｃ、

灘山Ａ、灘山Ｂ、灘山Ｃ、灘山Ｄ、田長Ａ、波根鶴ヶ丘Ａ、波根鶴ヶ丘Ｂ、田長Ｂ、田長Ｃ、田長Ｄ、田長Ｅ、田長

Ｆ、田長Ｇ、田長Ｈ、田長Ｉ、田長Ｊ、上川内東、上川内Ａ、上川内西、上川内Ｂ、上川内Ｃ、高砂、上川内Ｄ、上

川内Ｅ、上川内Ｆ、上川内Ｇ、上川内Ｈ、大西Ａ、上川内Ｉ、砂山Ａ、砂山Ｂ、才ノ神、波根上町Ａ、西中、新市、

東灘Ａ、西灘、波根上町Ｂ、砂山Ｃ、江奥Ａ、江奥Ｂ、江奥Ｃ、天場Ａ、天場Ｂ、東灘Ｂ、古川北Ａ、古川北Ｂ、波

根町Ａ、久手西、大津、大西Ｂ、大西Ｃ、大西Ｄ、大西Ｅ、大西Ｆ、大西Ｉ、大西Ｇ、鈴見Ａ、鈴見Ｂ、鈴見Ｃ、鈴

見Ｄ、涼見Ａ、涼見Ｂ、江谷Ａ、江谷Ｂ、江谷Ｃ、江谷Ｄ、江谷Ｅ、刺鹿Ａ、刺鹿Ｂ、江谷Ｆ、中尾Ａ、中尾Ｂ、中

尾Ｃ、中尾Ｄ、中尾Ｅ、中尾Ｆ、市井Ａ、市井Ｂ、市井Ｃ、市井Ｄ、市井Ｅ、市井Ｆ、諸友Ａ、諸友Ｂ、諸友Ｃ、久

手鳥越Ａ、久手鳥越Ｂ、諸友Ｆ、上沢田Ａ、上沢田Ｂ、久手竹原Ａ、久手竹原Ｂ、久手竹原Ｃ、沢田、迫Ａ、迫Ｂ、

迫Ｃ、迫Ｄ、迫Ｅ、迫Ｆ、久手新田Ａ、久手新田Ｂ、久手新田Ｃ、仕明Ａ、仕明Ｂ、仕明Ｃ、仕明Ｄ、港、寺前、旭

Ａ、旭Ｂ、久手町波根西Ａ、八幡Ａ、八幡Ｂ、大平Ａ、大平Ｂ、大平Ｃ、鳥井鳥越Ｄ、鳥井鳥越Ａ、大平Ｄ、鳥井鳥

越Ｂ、鳥井鳥越Ｃ、さぎみＡ、さぎみＢ、鳥井和江、鳥井下、土江Ａ、長久Ａ、川北下Ａ、川北下Ｂ、川北中、川北

下Ｃ、川北上Ａ、西用田、長久Ｂ、東用田Ａ、東用田Ｂ、東用田Ｃ、東用田Ｄ、長久Ｃ、川南上Ａ、川南上Ｂ、長久

山崎Ａ、長久Ｄ、長久山崎Ｂ、川南、長久Ｅ、川南２Ａ、長久Ｆ、川南２Ｂ、川南２Ｃ、土江Ｂ、土江上Ａ、土江上

Ｂ、土江Ｃ、稲用Ａ、稲用Ｂ、稲用Ｃ、稲用Ｄ、稲用下Ａ、稲用中Ａ、稲用中Ｂ、稲用Ｅ、稲用Ｆ、稲用Ｇ、稲用

Ｉ、稲用上Ａ、稲用中Ｃ、稲用Ｈ、長久八日市、延里Ａ、延里Ｂ、延里Ｃ、延里Ｄ、延里Ｅ、延里下、延里上Ａ、延

里上Ｂ、静間和江、静間新田Ａ、静間新田Ｃ、正原、仮屋、堋Ａ、堋Ｂ、堋Ｃ、堋Ｄ、弓辺Ａ、弓辺Ｂ、弓辺Ｄ、弓

辺Ｃ、笹Ａ、八日市Ａ、八日市Ｂ、八日市Ｃ、八日市Ｄ、八日市Ｅ、八日市Ｉ、八日市Ｆ、八日市Ｇ、八日市Ｈ、笹

Ｂ、笹Ｃ、笹Ｄ、笹Ｅ、笹山、垂水Ａ、垂水Ｂ、垂水Ｃ、角山、垂水Ｄ、垂水Ｅ、垂水Ｆ、垂水Ｇ、垂水Ｈ、垂水

Ｉ、静間平Ａ、静間平Ｂ、垂水Ｊ、静間平Ｃ、魚津Ａ、魚津Ｂ、鬼村Ｄ、鬼村Ｃ、鬼村下Ｆ、鬼村Ｂ、鬼村下Ａ、鬼

村上Ｉ、鬼村下Ｅ、鬼村下Ｄ、鬼村下Ｃ、鬼村下Ｂ、鬼村上Ｈ、鬼村上Ｄ、鬼村Ａ、鬼村上Ｅ、鬼村上Ｇ、鬼村上

Ｃ、鬼村上Ａ、鬼村上Ｂ、角折Ｃ、角折Ｄ、角折Ｅ、角折Ｇ、大屋農協裏、角折Ｆ、角折Ｂ、角折Ａ、大国Ｄ、中尾

波Ａ、中尾波Ｂ、中尾波Ｃ、中尾波Ｄ、上尾波Ｂ、上尾波Ａ、上尾波Ｃ、上尾波Ｄ、尾波Ａ、上尾波Ｅ、尾波Ｂ、上

尾波Ｆ、大国Ａ、大国Ｂ、大国Ｃ、大国Ｅ、大国Ｆ、大屋上Ａ、大屋上Ｃ、大屋上Ｆ、大屋Ｅ、大屋下Ｅ、大屋下

Ｆ、大屋下Ｄ、大屋Ｄ、大屋Ｃ、大屋Ｂ、大屋上Ｅ、大屋上Ｂ、大屋Ａ、大屋下Ｂ、大屋下Ａ、大屋下Ｇ、大屋Ｆ、

行恒Ｂ、行恒Ａ、松代Ｃ、松代Ａ、松代１、小山Ｆ、小山Ｅ、小山Ｄ、小山二、小山Ｃ、小山Ｂ、小山一Ｄ、小山一

Ｃ、小山一Ｂ、小山Ａ、小山一Ａ、市ノ上Ｂ、市ノ上Ａ、市ノ上Ｄ、今市Ｅ、今市Ｄ、今市Ｂ、今市Ａ、市原Ｃ、市

原Ａ、亀谷Ａ、亀谷Ｂ、市原Ｂ、市原Ｄ、今市Ｃ、市原Ｊ、市原Ｈ、市原Ｆ、市原Ｅ、市原Ｇ、市原Ｉ、先市、市原

Ｋ、市原Ｌ、久利Ａ、佐摩Ｉ、佐摩Ｈ、市原Ｍ、赤波Ａ、佐摩Ｆ、佐摩Ｄ、佐摩Ｃ、佐摩Ａ、佐摩Ｂ、赤波一、佐摩

Ｅ、佐摩Ｇ、赤波Ｂ、市原Ｎ、久利Ｂ、久利Ｃ、畑ヶ中二Ａ、畑ヶ中Ａ、畑ヶ中一Ａ、畑ヶ中Ｂ、畑ヶ中Ｃ、畑ヶ中

Ｅ、畑ヶ中二Ｃ、畑ヶ中Ｄ、畑ヶ中二Ｂ、畑ヶ中Ｆ、畑ヶ中Ｇ、松代Ｂ、鉱山、松代Ｄ、畑ヶ中Ｈ、市原Ｑ、湊二、

湊Ａ、駅北、湊Ｂ、湊一、湊Ｃ、湊三、湊Ｄ、湊Ｅ、湊Ｆ、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、嘉庭Ａ、嘉庭Ｂ、嘉庭Ｃ、嘉庭Ｄ、丹波Ａ、丹波Ｂ、丹波

Ｃ、丹波Ｄ、丹波Ｅ、丹波Ｆ、丹波Ｇ、丹波Ｈ、丹波Ｉ、丹波Ｊ、畑井Ａ、畑井Ｂ、畑井Ｃ、畑井Ｅ、畑井Ｆ、野梅

Ａ、野梅Ｂ、野梅Ｃ、野梅Ｄ、野梅Ｅ、野梅Ｆ、野梅Ｇ、野梅Ｈ、赤井Ｂ、赤井Ｃ、赤井Ｄ、赤井Ｅ、赤井Ｆ、嘉塩

Ａ、嘉塩Ｂ、赤井Ｇ、嘉塩Ｃ、赤井Ｈ、赤井Ｉ、赤井Ｊ、赤井Ｋ、嘉塩Ｅ、赤井Ｌ、赤井Ｍ、赤井Ｎ、赤井Ｏ、古

浦、明神、大浦南、大浦Ａ、漁民団地、竪町、大浦北Ａ、上市第一、柳町Ａ、大浦Ｂ、五十猛日の出Ａ、五十猛日の

出Ｂ、五十猛日の出Ｃ、下佐摩Ｂ、下佐摩Ａ、駒足西側、昭和Ｂ、昭和Ａ、新町Ｂ、新町Ａ、羅漢町Ｃ、羅漢町Ａ、

上佐摩上Ｇ、上佐摩上Ｈ、上佐摩上Ｉ、上佐摩上Ｊ、上佐摩上Ｃ、上佐摩上Ａ、上佐摩上Ｂ、上佐摩上Ｄ、上佐摩上
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Ｆ、上佐摩上Ｅ、羅漢町Ｂ、銀山Ｆ、銀山Ｄ、銀山Ｃ、銀山Ｂ、銀山Ａ、銀山Ｅ、銀山Ｇ、銀山Ｈ、町上Ａ、町上

Ｂ、町上Ｃ、町下、代官所跡、宮ノ前、荻原Ａ、荻原Ｅ、福原下Ｄ、福原下Ｃ、福原中Ｅ、又持Ｄ、又持Ｂ、又持

Ａ、米山Ｅ、米山Ｄ、米山Ｃ、米山Ｂ、米山Ａ、又持Ｃ、福原Ａ、高津下Ｄ、高津下Ｃ、高津上Ｃ、高津上Ａ、高津

上Ｂ、高津下Ｂ、三久須下Ｃ、高津、高津下Ａ、三久須中Ｃ、本郷上Ａ、本郷上Ｂ、本郷下Ａ、本郷下Ｄ、本郷下

Ｆ、白坏、本郷下Ｃ、本郷上Ｅ、本郷上Ｄ、本郷上Ｃ、三久須中Ｂ、三久須中Ａ、三久須上、三久須Ｃ、三久須Ｄ、

三久須Ｅ、三久須Ｆ、三久須下Ａ、三久須下Ｂ、福原上Ａ、水上農協裏、福原上Ｆ、福原上Ｄ、福原上Ｃ、福原上

Ｂ、福原上Ｅ、福原上Ｇ、福原上Ｈ、福原Ｂ、小学校裏、福原Ｃ、福原中Ａ、福原中Ｃ、福原Ｄ、福原Ｅ、福原Ｆ、

福原Ｇ、福原下Ｂ、福原中Ｄ、福原下Ａ、福原下Ｅ、福原下Ｆ、荻原Ｄ、荻原Ｃ、荻原Ｂ、矢滝Ａ、矢滝Ｂ、矢滝

Ｃ、矢滝Ｅ、矢滝Ｆ、上町Ａ、下町、上瀬戸、瀬戸Ａ、瀬戸Ｂ、下瀬戸Ａ、下瀬戸Ｂ、瀬戸Ｄ、大原Ｃ、大原Ｂ、大

原Ａ、大原Ｄ、祖式Ａ、祖式Ｂ、大原Ｅ、大原Ｇ、大原Ｈ、大原Ｉ、大原Ｆ、瀬戸Ｃ、向川Ｄ、向川Ｃ、向川Ｂ、向

川Ａ、横谷Ａ、横谷Ｂ、横谷Ｃ、猪ノ目、横谷Ｆ、南山Ｂ、南山Ａ、山中Ｎ、山中Ｆ、山中Ｋ、山中Ｍ、山中Ｌ、山

中Ｈ、山中Ｇ、山中Ｉ、山中Ｊ、山中Ｅ、山中Ａ、山中Ｂ、山中Ｄ、山中Ｃ、伊勢階Ｂ、伊勢階Ａ、吉永下、吉永上

Ａ、吉永上Ｂ、神領２Ａ、神領２Ｂ、神領１Ａ、神領１Ｂ、川合南Ａ、川合程原Ａ、川合程原Ｂ、川合程原Ｃ、川合

程原Ｄ、川合程原Ｅ、川合程原Ｇ、川合程原Ｈ、川合東、川合南Ｂ、川合程原Ｆ、瓜坂Ａ、瓜坂Ｂ、瓜坂Ｃ、瓜坂

Ｄ、瓜坂Ｅ、瓜坂Ｆ、芋原Ａ、芋原Ｂ、芋原Ｃ、芋原Ｄ、鶴府Ａ、鶴府Ｂ、鶴府Ｄ、鶴府Ｅ、川合Ａ、鶴府Ｆ、鶴府

Ｃ、忍原Ａ、忍原Ｃ、野田原Ａ、忍原Ｂ、寺垣内、野田原Ｂ、野田原Ｃ、忍原Ｄ、忍原Ｅ、浅原Ｄ、浅原Ｃ、浅原

Ａ、南Ａ、南Ｂ、南Ｃ、南Ｄ、南Ｅ、南Ｆ、出岡Ａ、出岡Ｂ、出岡Ｃ、出岡Ｄ、高松地Ａ、高松地Ｂ、野田Ａ、野田

Ｂ、野田Ｃ、野田Ｄ、向吉永Ａ、向吉永Ｂ、高松地２、富山本谷Ａ、富山本谷Ｂ、富山本谷Ｃ、富山本谷Ｄ、入石

Ｂ、入石Ａ、市Ａ、市Ｂ、市Ｃ、市Ｅ、重蔵Ａ、重蔵Ｄ、重蔵Ｃ、曽根川、重蔵Ｆ、下才坂Ｆ、下才坂Ｅ、下才坂

Ｇ、才坂Ａ、才坂Ｃ、才坂Ｂ、下才坂Ａ、下才坂Ｂ、下才坂Ｃ、下才坂Ｄ、芦谷Ａ、才坂Ｄ、芦谷Ｂ、才坂Ｅ、才坂

Ｆ、半明Ａ、半明Ｂ、半明Ｃ、勝手Ａ、勝手Ｂ、勝手Ｃ、富山本郷Ｄ、富山本郷Ｂ、富山本郷Ｃ、富山本郷Ｅ、富山

本郷Ａ、筆院堂Ａ、筆院堂Ｃ、筆院堂Ｂ、筆院堂Ｄ、道原Ａ、道原Ｃ、道原Ｂ、道原Ｄ、道原Ｅ、入口Ａ、入口Ｂ、

入口Ｄ、入口Ｅ、堀越Ｂ、堀越Ａ、堀越Ｃ、高原Ａ、高原Ｂ、高原Ｃ、高原Ｄ、高原Ｅ、入口Ｃ、土居Ａ、土居Ｂ、

土居Ｃ、土居Ｅ、土居Ｄ、土居Ｆ、神原、入石Ｄ、入石Ｅ、大家Ａ、大家Ｃ、大家Ｇ、川上Ｃ、川上Ｄ、大家Ｊ、大

家Ｋ、本郷Ｂ、本郷Ｄ、新屋Ｄ、新屋Ｃ、山田Ｆ、山田Ｄ、新屋Ｂ、山田Ｂ、山田Ｃ、山田Ｅ、山田Ｇ、新屋Ａ、上

飯谷Ａ、上飯谷Ｂ、下飯谷Ａ、下飯谷Ｂ、平Ｇ、平Ｈ、平Ｉ、弓久Ｃ、弓久Ｄ、新屋Ｊ、弓久Ａ、弓久Ｂ、新屋Ｉ、

上飯谷Ｄ、山田Ａ、上飯谷Ｃ、平Ａ、平Ｃ、平Ｄ、平Ｆ、平Ｂ、平Ｅ、本郷Ｆ、新屋Ｅ、本郷Ｃ、柿田Ｂ、本郷Ａ、

大家Ｌ、大家Ｉ、柿田Ａ、柿田Ｃ、八反田Ｅ、八反田Ｆ、八反田Ｇ、八反田Ｄ、四日市Ｃ、八反田Ｃ、八反田Ｂ、八

反田Ａ、新屋Ｆ、新屋Ｇ、新屋Ｈ、右原Ｃ、右原Ｂ、右原Ａ、大代下谷Ｂ、大代下谷Ａ、大家Ｍ、上市Ａ、上市Ｃ、

上市Ｂ、四日市Ａ、四日市Ｂ、柿田Ｄ、椿Ｉ、椿Ｆ、椿Ｅ、椿Ｇ、椿Ｈ、椿Ｃ、椿Ｄ、椿Ｂ、椿Ａ、大家Ｈ、大家

Ｆ、大家Ｅ、大家Ｄ、川上Ｂ、大家Ｂ、大家Ｎ、新屋Ｎ、新屋Ｋ、下谷、小屋原下Ｃ、三瓶中組、小屋原Ａ、小屋原

下Ａ、小屋原下Ｂ、小屋原下Ｄ、小屋原Ｃ、小屋原上Ａ、小屋原Ｂ、小屋原上Ｂ、小屋原上Ｃ、池田町下、池田Ｃ、

町Ｂ、町Ｃ、町Ｄ、小原Ａ、大江Ａ、大江Ｂ、大江Ｃ、大江Ｄ、池ノ原Ａ、池ノ原Ｂ、小田Ａ、小田Ｂ、小田Ｃ、小

田Ｄ、小田Ｅ、小田Ｆ、小田Ｇ、西田Ａ、西田Ｃ、槇原Ａ、槇原Ｂ、槇原Ｃ、槇原Ｄ、槇原Ｅ、槇原Ｆ、野畑Ａ、野

畑Ｂ、野畑Ｃ、野畑Ｄ、池田Ｂ、野畑Ｅ、奥畑Ａ、奥畑Ｂ、奥畑Ｃ、奥畑Ｅ、奥畑Ｄ、西田Ｂ、町Ｇ、西田Ｅ、志学

Ａ、三瓶温泉、三瓶西、上立馬場、加渕Ａ、加渕Ｂ、三瓶東Ｂ、上山Ａ、上山Ｃ、東上山Ａ、東上山Ｂ、上山Ｂ、東

上山Ｄ、東上山Ｃ、上山Ｄ、上山Ｅ、上山Ｆ、上山Ｇ、上山Ｉ、西上山Ａ、上山Ｊ、西上山Ｃ、西上山Ｂ、上山Ｋ、

上山Ｌ、西上山Ｄ、長原Ａ、長原Ｂ、長原Ｃ、長原Ｄ、長原Ｅ、長原Ｆ、温泉Ａ、温泉Ｂ、志学Ｂ、長原Ｇ、長原

Ｈ、志学Ｄ、志学Ｃ、志学Ｅ、長原Ｉ、三瓶町志学Ａ、三瓶町志学Ｂ、三瓶町志学Ｃ、長沢、長田Ａ、長田Ｂ、長田

Ｃ、田向Ａ、田向Ｂ、上多根Ａ、上多根Ｃ、上多根Ｂ、上多根Ｅ、上多根Ｄ、中津森Ａ、中多根Ａ、中多根Ｂ、中津

森Ｂ、中津森Ｄ、中津森Ｃ、下多根Ｅ、下多根Ｇ、下多根Ｄ、下多根Ｃ、下多根Ｂ、下多根Ａ、小豆原Ｅ、小豆原

Ｆ、小豆原Ｈ、小豆原Ｄ、小豆原Ａ、小豆原Ｂ、小豆原Ｃ、小豆原Ｇ、三瓶野城Ａ、上野城Ｂ、上野城Ａ、三瓶野城
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Ｂ、上野城Ｃ、三瓶野城Ｃ、上野城Ｄ、上野城Ｅ、上野城Ｆ、上野城Ｇ、三瓶町多根Ａ、佐津目Ａ、佐津目Ｂ、佐津

目Ｃ、佐津目Ｆ、佐津目Ｇ、佐津目Ｅ、佐津目Ｄ、佐津目Ｈ、獺越Ａ、獺越Ｂ、獺越Ｄ、獺越Ｅ、獺越Ｃ、山口中組

Ａ、山口中組Ｂ、山口中組Ｃ、山口中組Ｅ、山口中組Ｆ、山口中組Ｄ、山口中組Ｇ、山口中組Ｈ、山口中組Ｉ、山口

中組Ｊ、山口中組Ｋ、山口中組Ｍ、山口中組Ｌ、山口中組Ｎ、藤木Ａ、藤木Ｂ、藤木Ｃ、藤木Ｄ、藤木Ｅ、山口Ｄ、

山口Ｅ、下立石Ａ、下立石Ｂ、上立石Ｂ、上立石Ｃ、上立石Ｄ、上立石Ｅ、山口Ｇ、山口Ｆ、上立石Ｆ、立石Ａ、山

口Ｃ、立石Ｄ、立石Ｅ、上立石Ａ、立石Ｃ、立石Ｆ、立石Ｂ、町Ｅ、山口Ａ、山口Ｂ、町Ｆ、新柄Ａ、新柄Ｂ、渡

瀬、新柄Ｃ、新柄Ｄ、新柄Ｅ、新柄Ｆ、立目Ａ、立目Ｂ、立目Ｃ、立目Ｄ、立目Ｅ、立目Ｇ、立目Ｆ、東山Ａ、東山

Ｇ、東山Ｂ、東山Ｃ、東山Ｄ、東山Ｅ、東山Ｆ、大井手Ａ、大井手Ｂ、大井手Ｃ、寺ヶ内Ａ、宮村、湯迫Ａ、湯迫

Ｂ、湯迫Ｃ、湯迫Ｄ、日ノ本Ａ、日ノ本Ｂ、日ノ本Ｃ、白石Ａ、白石Ｂ、白石Ｃ、白石Ｄ、白石Ｅ、白石Ｆ、白石

Ｇ、白石Ｈ、白石Ｉ、白石Ｊ、大谷、樋詰、仁万朝日、天神Ａ、天神Ｂ、天神Ｃ、寺ヶ内Ｃ、寺ヶ内Ｄ、寺ヶ内Ｅ、

寺ヶ内Ｆ、天神Ｄ、仁万本町、仁万末広、仁万八幡Ｂ、原井戸Ａ、原井戸Ｂ、原井戸Ｃ、申神Ａ、山根Ａ、久年Ａ、

山根Ｂ、久年Ｂ、久年Ｃ、石川、宅野大原Ａ、宅野大原Ｂ、宅野大原Ｃ、向山Ａ、向山Ｂ、鈩Ａ、鈩Ｂ、津辺Ｂ、津

辺Ａ、宅野、波啼寺山、申神Ｂ、夕永Ａ、宮村下Ａ、宮村下Ｂ、宮村上Ａ、宮村上Ｃ、宮村上Ｂ、和田Ａ、和田Ｂ、

和田Ｃ、和田Ｄ、中市Ａ、中市Ｂ、中市Ｃ、門谷Ａ、門谷Ｂ、門谷Ｃ、門谷Ｄ、森の前、大国上市Ａ、大国市Ａ、狭

平Ａ、狭平Ｂ、狭平Ｃ、草木原Ａ、狭平Ｄ、草木原Ｍ、草木原Ｂ、草木原Ｃ、永久Ａ、草木原Ｆ、永久Ｂ、草木原

Ｇ、鳥羽Ａ、鳥羽Ｂ、鳥羽Ｃ、冠羽Ａ、鳥羽Ｄ、鳥羽Ｅ、鳥羽Ｆ、冠羽Ｂ、鳥羽Ｇ、冠羽Ｃ、冠羽Ｄ、冠羽Ｅ、上野

Ａ、冠羽Ｆ、冠羽Ｇ、草木原Ｈ、草木原Ｉ、草木原Ｏ、草木原Ｊ、草木原Ｋ、草木原Ｌ、大国上市Ｂ、大国上市Ｃ、

大国市Ｂ、川西Ａ、川西Ｂ、宇谷Ａ、宇谷Ｂ、中市Ｄ、菖蒲迫、和田Ｅ、宮村上Ｄ、宮村上Ｅ、宮村下Ｃ、上野Ｂ、

上野Ｃ、上野Ｄ、上野Ｅ、神畑Ａ、神畑Ｂ、友Ａ、友Ｃ、西馬路、前馬路、馬路本郷Ａ、馬路南、馬路朝日、北Ａ、

北Ｂ、向Ｃ、友Ｂ、日祖西、日祖、日祖南、沖泊Ａ、松山Ａ、小浜本町、小浜上、小浜Ｂ、小浜Ｃ、小浜Ｅ、小浜

Ｆ、上毛Ｅ、小浜Ｄ、小浜Ａ、西町Ａ、西町Ｂ、高瀬Ｃ、高瀬Ｂ、高瀬Ａ、西町東Ａ、西町東Ｂ、波路浦、波路浦

東、波路浦西、上毛Ａ、上毛Ｂ、上毛Ｃ、上毛Ｄ、飯原下Ａ、飯原下Ｂ、飯原下Ｃ、飯原下Ｄ、飯原Ｃ、飯原上Ａ、

飯原上Ｂ、飯原Ｆ、飯原Ｅ、飯原Ｄ、飯原Ｂ、飯原下Ｅ、飯原下Ｆ、飯原下Ｇ、飯原下Ｈ、飯原Ａ、飯原下Ｉ、上村

東Ａ、上村東Ｂ、上村東Ｃ、上村東Ｄ、上村東Ｅ、上村東Ｆ、上村Ｅ、上村Ｇ、熊谷Ａ、熊谷Ｂ、上村Ｆ、上村西、

上村Ｄ、上村Ｂ、上村Ｃ、上村Ａ、上毛Ｆ、上毛Ｇ、高瀬Ｄ、高瀬Ｅ、飯原下Ｊ、西念寺山、愛宕山、温泉津本町、

法泉町Ｂ、温泉津上町Ａ、温泉津上町Ｂ、温泉津上町Ｆ、温泉津、温泉津上町Ｃ、温泉津上町Ｄ、温泉津上町Ｅ、沖

泊Ｂ、沖浦Ａ、丙組Ｂ、丙組Ａ、湯湊Ａ、湯湊Ｂ、湯湊Ｃ、甲組、湯湊Ｄ、湯湊Ｅ、湯湊Ｆ、湯里本郷Ａ、乙組、湯

里本郷Ｂ、湯里本郷Ｃ、湯里本郷Ｆ、湯里本郷Ｇ、湯里本郷Ｄ、湯里本郷Ｅ、中組下、湯里小学校Ａ、湯里小学校

Ｂ、駅前、清水Ａ、湯里、淵江Ｃ、淵江Ｂ、淵江Ａ、中村Ａ、中村Ｂ、淵江Ｄ、中村Ｃ、中村Ｄ、清水Ｂ、清水Ｃ、

清水Ｄ、清水Ｅ、中村Ｅ、中村Ｆ、願城寺Ａ、願城寺Ｂ、願城寺Ｃ、西垣内Ａ、西垣内Ｂ、西垣内Ｃ、西垣内Ｄ、湯

里野田Ａ、湯里野田Ｂ、湯里野田Ｃ、湯里野田Ｄ、郷Ａ、郷Ｂ、郷Ｃ、郷Ｄ、郷Ｅ、郷Ｇ、郷Ｉ、郷Ｊ、机原Ａ、机

原Ｂ、机原Ｄ、机原Ｃ、机原Ｅ、机原Ｆ、郷Ｆ、西田町Ｂ、西田町Ｃ、西田町Ｄ、西田矢滝Ａ、西田矢滝Ｂ、老原

Ｄ、老原Ｅ、老原Ｆ、老原Ｇ、老原Ｈ、西田町Ａ、老原Ｃ、老原Ｂ、老原Ａ、西田矢滝Ｃ、西田矢滝Ｄ、西田矢滝

Ｅ、西田矢滝Ｆ、中村Ｇ、願城寺Ｄ、都合Ｂ、釜野Ａ、釜野Ｂ、湊八区Ａ、湊八区Ｃ、湊中、福光、福波小学校、森

分Ａ、森分Ｂ、森分Ｃ、森分Ｄ、福光市Ｅ、森分Ｅ、福光市Ｂ、福光市Ａ、福光市Ｃ、福光市Ｄ、箱坂Ａ、箱坂Ｂ、

箱坂Ｃ、箱坂Ｄ、箱坂Ｅ、箱坂Ｆ、楞厳寺、林Ｂ、林Ａ、林Ｃ、林Ｄ、白谷Ｃ、白谷Ｄ、白谷Ｅ、今浦西Ａ、白谷

Ｂ、白谷Ａ、湊南、古川Ｃ、今浦Ｂ、今浦Ａ、古川Ａ、今浦小池Ａ、今浦小池Ｂ、今浦中Ａ、今浦中Ｂ、今浦西Ｂ、

吉浦東Ａ、吉浦Ｃ、吉浦Ａ、上口、吉浦Ｂ、白谷Ｇ、白谷Ｈ、白谷Ｉ、古川Ｂ、白谷13、福波小学校２、菰口Ｃ、菰

口Ｄ、菰口Ｂ、菰口Ｆ、菰口Ｇ、菰口Ｈ、菰口Ｉ、境橋Ｃ、境橋Ｄ、境橋Ｅ、上中荻Ａ、上中荻Ｄ、上中荻Ｂ、上中

荻Ｅ、太田二Ａ、太田二Ｈ、境橋Ｆ、境橋Ｇ、境橋Ｈ、上井田Ｅ、隅田Ｅ、隅田Ｄ、上井田Ｆ、上井田Ｃ、上井田

Ｂ、上井田Ａ、畑、隅田Ｆ、上井田Ｇ、隅田Ｃ、上井田Ｉ、中正路Ａ、中正路Ｂ、中正路Ｃ、中正路Ｄ、中正路Ｅ、

中正路Ｆ、城郷Ｃ、城郷Ｄ、城郷Ｆ、城郷Ｅ、城郷Ｂ、城郷Ａ、隅田Ｂ、上井田Ｈ、津渕Ａ、津渕Ｂ、津渕Ｃ、津渕
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Ｆ、津渕Ｇ、津渕Ｊ、津渕Ｈ、太田二Ｅ、太田二Ｄ、太田二Ｃ、太田二Ｂ、太田二Ｆ、太田一Ｃ、太田Ｂ、太田Ａ、

太田一Ｂ、横道Ａ、横道Ｂ、横道Ｃ、横道Ｅ、横道Ｆ、横道Ｇ、横道Ｄ、横道Ｐ、太田一Ｄ、殿村Ｃ、殿村Ｔ、福田

Ａ、横道Ｈ、横道Ｉ、横道Ｊ、横道Ｌ、横道Ｍ、横道Ｎ、福田Ｅ、福田Ｆ、福田Ｇ、福田Ｈ、福田Ｊ、福田Ｋ、福田

Ｌ、福田Ｍ、福田Ｏ、福田Ｐ、中原、大人Ａ、大人Ｃ、福田Ｑ、福田Ｒ、殿村Ｒ、殿村Ｑ、福田Ｔ、殿村Ｎ、殿村

Ｌ、井尻Ｌ、井尻Ｉ、井尻Ｊ、井尻Ｆ、井尻Ｈ、井尻Ｅ、井尻Ｃ、井尻Ａ、井尻Ｂ、井尻Ｍ、殿村Ｇ、井尻Ｋ、殿村

Ｋ、殿村Ｆ

 土石流

灰取谷、大田野城谷Ａ、大田野城谷Ｂ、大田野城谷Ｃ、大田野城谷Ｄ、大田野城Ａ、大田野城谷Ｅ、大田野城谷

Ｆ、大田野城谷Ｇ、大田野城谷Ｈ、木下橋谷Ａ、円立寺谷、木下橋谷Ｂ、木下橋谷Ｃ、大田野城Ｂ、長谷Ａ、長谷

Ｂ、長谷Ｃ、長谷右支谷、長谷Ｄ、長谷Ｅ、長谷下、出口、小池Ａ、立花谷Ａ、立花谷Ｂ、小池Ｂ、小池谷、大田牛

尻谷Ａ、大田牛尻谷Ｂ、大田牛尻谷Ｃ、大田牛尻谷Ｄ、大田牛尻谷Ｅ、大田牛尻谷Ｆ、大田牛尻谷Ｇ、大田牛尻谷

Ｈ、牛尻谷中Ａ、牛尻谷中Ｂ、牛尻下谷、立花上谷Ａ、立花上谷Ｂ、立花上谷Ｃ、立花谷Ｃ、立花谷Ｄ、立花谷Ｅ、

木田上川Ａ、木田上川Ｂ、木田川、加土、加土谷Ａ、加土谷Ｂ、三正代東谷、三正代谷、城山谷川、溶谷川、栄町

３、末広、城平川、大人谷、大坪谷、宮島谷、鳴滝川Ａ、綿田谷、大田綿田谷上谷、山崎谷Ａ、山崎１、城山２Ａ、

上野川谷、城山２Ｂ、押ヶ峠Ｂ、押ヶ峠Ａ、大暮Ａ、大暮Ｂ、上畑Ａ、日ノ尾、日ノ尾下谷、馬木谷、城蓮谷、長

畑、津戸、津戸川Ａ、津戸川Ｂ、島津屋谷Ａ、島津屋谷Ｂ、上川内Ａ、上川内Ｂ、上川内Ｃ、上川内谷Ａ、上川内谷

Ｂ、上川内Ｄ、上川内Ｅ、田長Ａ、田長Ｂ、田長Ｃ、天場谷、輝日谷、灘山Ａ、江谷Ａ、江谷Ｂ、江谷Ｃ、江谷Ｄ、

刺鹿上谷、江谷Ｅ、江谷Ｆ、江谷Ｇ、成ヶ谷Ａ、成ヶ谷Ｂ、鈴見Ａ、鈴見Ｂ、鈴見Ｃ、鈴見谷、大西谷、迫谷、新田

Ａ、新田Ｂ、百済谷Ａ、百済谷Ｂ、久手綿田谷上谷、市井、山根上谷、正願寺上川、正願寺谷、金剛川中、山崎谷、

川南１Ａ、川南１Ｂ、川南１Ｃ、有光川、川南２、蓮教寺谷Ａ、蓮教寺谷Ｂ、仮屋谷Ａ、仮屋谷Ｂ、金剛川、明顕谷

Ａ、明顕谷Ｂ、明顕谷Ｃ、第１八日市、郷ノ迫谷、笹谷、小淀川、新田上谷、新田谷、静間清水谷、湊東谷、垂水谷

Ａ、何原谷、古屋谷、鬼村下谷、鬼村下Ｂ、鬼村下Ａ、鬼村谷Ｂ、鬼村谷Ａ、上尾波Ａ、上尾波Ｂ、尾波下谷Ａ、尾

波下谷Ｂ、尾波下谷Ｃ、大屋谷、小学校裏山、角折谷、行恒谷、松代１、スゲソ谷、小山上谷Ａ、小山下、小山上、

小山一、戸蔵谷、小山上谷Ｂ、小山上谷Ｃ、小山上谷Ｄ、市ノ上、今市谷、今市上谷Ｃ、今市上谷Ｂ、今市上谷Ａ、

亀谷Ｂ、亀谷上谷Ａ、亀谷上谷Ｂ、亀谷上谷Ｃ、亀谷Ａ、亀谷下谷Ａ、亀谷下谷Ｂ、亀谷下谷Ｃ、下佐摩下谷Ａ、下

佐摩下谷Ｂ、下佐摩下谷Ｃ、先市谷、今市上谷Ｄ、先市Ａ、先市Ｂ、杉追谷、佐摩谷Ｅ、赤波一Ｂ、赤波一Ａ、佐摩

上谷、佐摩谷Ａ、佐摩谷Ｂ、佐摩谷Ｃ、佐摩谷Ｄ、市上谷Ａ、信楽寺谷、市上谷Ｂ、市谷Ａ、市谷Ｂ、甘寺谷Ａ、甘

寺谷Ｂ、亀谷Ｃ、嘉庭谷川上、嘉庭谷Ａ、嘉庭谷Ｂ、嘉庭谷Ｃ、嘉庭谷川下、寺山Ａ、寺山Ｂ、嘉庭下谷、地頭所谷

Ａ、地頭所谷Ｂ、地頭所谷Ｃ、地頭所谷Ｄ、地頭所谷Ｅ、湊上谷Ａ、湊三、湊上谷Ｂ、丹波谷Ａ、丹波谷Ｂ、畑井谷

Ａ、畑井谷Ｂ、畑井Ａ、畑井Ｂ、湊谷、赤井Ｂ、赤井Ｃ、池の尻谷Ａ、赤井Ａ、池の尻谷Ｂ、池の尻谷下、下佐摩上

谷Ａ、宮ノ前上谷、井戸神社谷Ｂ、井戸神社谷Ａ、井戸神社谷Ｃ、井戸神社谷Ｄ、昭和谷、観世音寺谷、新町上谷、

大音寺谷、上佐摩下Ｂ、羅漢上谷Ｅ、羅漢上谷Ｃ、上佐摩上Ｃ、上佐摩上Ｄ、上佐摩上Ｂ、上佐摩谷Ａ、上佐摩谷

Ｂ、上佐摩谷Ｃ、上佐摩上Ａ、羅漢上谷Ａ、羅漢上谷Ｂ、羅漢上谷Ｄ、上佐摩下Ａ、三石谷Ｂ、三石谷Ａ、羅漢谷、

裏宮谷、安養寺谷、大森清水谷、谷大谷、昆布谷、栃畑谷、カリシ谷、牛ノ首谷Ａ、牛ノ首谷Ｂ、大龍寺谷、極楽寺

谷、榧木谷、狭平谷、駒ノ足上谷、栄泉寺谷Ａ、栄泉寺谷Ｂ、正寿寺谷、火発場谷、妙蓮寺、勝源寺谷Ｂ、勝源寺谷

Ａ、城上神社谷Ｂ、城上神社谷Ａ、願龍寺谷、下佐摩上谷Ｂ、下佐摩谷Ａ、下佐摩谷Ｂ、下佐摩谷Ｃ、荻原下谷、梅

雨左衛門谷、福原下谷、又持下谷Ｂ、又持Ａ、又持谷Ｂ、又持谷Ａ、又持Ｂ、又持下谷Ａ、又持Ｃ、福原上Ｂ、米

山、本郷谷Ｂ、本郷谷Ａ、本郷下Ｃ、本郷下Ｂ、本郷下Ａ、白杯谷Ｂ、白杯谷Ａ、願勝寺裏、三久須南谷、三久須谷

Ａ、三久須上Ｂ、三久須上Ａ、光蓮寺谷Ａ、光蓮寺谷Ｂ、光蓮寺谷Ｃ、光蓮寺谷Ｄ、三久須谷Ｂ、三久須谷Ｃ、三久

須谷Ｄ、三久須下谷、三久須下、高津上谷、福原上Ａ、炭床谷、福原中Ａ、福原中Ｂ、福原中Ｃ、福原中Ｄ、福原中

谷Ａ、福原中谷Ｂ、神立谷、福原中谷Ｃ、福原下Ｃ、福原下Ｂ、福原中Ｆ、福原中Ｅ、福原中Ｇ、福原下Ａ、福原上

谷、矢滝谷Ａ、矢滝谷Ｂ、石堂谷西谷、石堂谷、大内追谷、東上谷、松本谷、松本谷東谷、瀬戸谷Ａ、瀬戸谷Ｂ、瀬
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戸谷Ｃ、瀬戸下谷、祖式谷Ｄ、祖式谷Ｅ、大原Ａ、大原Ｂ、内田谷、大原Ｅ、大原Ｄ、大原Ｃ、大原Ｆ、大原谷Ｂ、

大原谷Ａ、祖式谷Ｃ、祖式谷Ｂ、下瀬戸、西ヶ追谷、イモノヤ谷、横谷Ａ、横谷Ｂ、横谷Ｄ、猪目谷、横谷Ｃ、南山

下谷、祖式谷Ａ、南山谷、南山上谷、山中谷Ｃ、山中Ｃ、山中谷Ｄ、山中Ｄ、山中Ａ、山中Ｂ、山中谷Ｂ、山中谷

Ａ、矢滝、川合溶谷川上谷、大仙川、大仙川上谷、吉永上、インゴ川Ｃ、インゴ川Ａ、インゴ川Ｂ、福城寺裏、程原

谷Ｂ、程原谷Ａ、浅原谷Ｄ、浅原谷Ｃ、程原、川合町牛尻谷Ｃ、川合町牛尻谷Ｂ、川合町牛尻谷Ａ、妙覚寺谷Ｂ、妙

覚寺谷Ａ、瓜坂谷、瓜坂上谷、槇原谷Ａ、川合芋原谷Ａ、鶴府Ｂ、鶴府谷、川合芋原谷Ｂ、鶴府Ａ、川合芋原谷Ｃ、

浅原谷Ａ、浅原谷Ｂ、南川、浄光寺谷、南谷Ａ、南谷Ｂ、大谷、川合南、市場谷、忍原谷Ａ、忍原谷Ｂ、野田原下

谷、忍原、野田原谷、野田原上谷、中山谷Ａ、姫ヶ谷、出岡、前田谷上Ｂ、前田谷上Ａ、前田谷、岩根谷、安田谷、

安田谷下、出岡谷Ｂ、高松地谷Ｂ、高松地谷Ａ、出岡谷Ａ、向吉永谷、川合牛尻谷Ｄ、鶴府Ｃ、市谷、本谷Ｂ、才坂

谷、芦谷Ａ、芦谷Ｂ、芦谷Ｃ、芦谷Ｄ、芦谷Ｅ、曽根川、富山本郷Ｂ、富山本郷Ａ、高原Ａ、神原谷Ｃ、神原谷Ｂ、

神原谷Ａ、本谷Ｃ、本谷Ａ、川上Ａ、八反田川東谷Ａ、八反田川東谷Ｂ、川上Ｄ、川上Ｇ、柿田谷Ａ、本郷Ａ、本郷

Ｂ、八反田上谷Ａ、山田、八反田上谷Ｂ、平、山田谷、原田谷、水出川、飯谷川、小原谷Ｃ、小原谷Ａ、小原谷Ｂ、

武田谷Ａ、武田谷Ｂ、下飯谷Ａ、下飯谷Ｂ、平谷、平下谷、弓久下谷、弓久Ｄ、弓久Ｂ、弓久Ｃ、弓久Ｅ、弓久谷

Ｃ、弓久谷Ｂ、弓久谷Ａ、了真寺裏Ｄ、了真寺裏Ｃ、了真寺裏Ｂ、了真寺裏Ａ、弓久Ａ、右原川谷、右原川東谷、右

原、右原川西谷Ｂ、右原川西谷Ａ、大家谷川、下谷Ｄ、下谷Ｃ、下谷Ｂ、下谷Ａ、大家谷、大年追谷、椿、椿谷Ｃ、

椿谷Ｂ、椿谷Ａ、椿下谷Ｂ、椿下谷Ａ、柿田谷Ｂ、八反田西谷Ｅ、八反田西谷Ｄ、八反田西谷Ｃ、八反田西谷Ｂ、八

反田西谷Ａ、川上Ｆ、川上Ｅ、川上Ｃ、川上Ｂ、水滝谷Ｄ、小屋原上Ａ、小屋原上Ｂ、北の原谷、西の原谷Ａ、西の

原谷Ｂ、西の原谷Ｃ、池ノ原谷、池田谷Ａ、池田谷Ｂ、池田谷Ｃ、池田谷Ｄ、小田谷Ｄ、小田谷Ｃ、小田谷Ｂ、小田

谷Ａ、大江谷、西田谷Ａ、西田谷Ｂ、西田谷Ｃ、奥畑、三瓶芋原谷、鉱泉北谷、野畑谷Ｂ、野畑上谷、野畑谷Ａ、産

王神社前谷Ｃ、産王神社前谷Ｂ、鉱泉南谷、槇原谷Ｃ、槇原谷Ｂ、奥畑下谷、産王神社前谷Ａ、奥畑上谷、中学校西

谷、高利谷Ｂ、高利谷Ｃ、高利谷Ａ、小屋原上谷Ｃ、小屋原上谷Ｂ、小屋原上谷Ａ、水ヶ追、早水川、早水川向谷、

長原谷Ａ、西上山谷支谷、西上山谷西谷、西上山谷Ｃ、西上山谷Ｂ、西上山谷Ａ、上山Ｆ、西上山上谷Ａ、西上山上

谷Ｂ、東上山谷Ｃ、東上山谷Ｂ、東上山谷Ａ、上山Ａ、上山Ｂ、東上山上谷Ａ、東上山上谷Ｂ、上山Ｃ、上山Ｄ、縺

谷、酢梅ヶ谷、酢梅ヶ谷東谷、長原谷Ｂ、久部谷Ｂ、久部谷Ｃ、久部谷Ｄ、志学上谷、久部谷Ａ、志学谷、女夫松

谷、湯の谷川、軍平谷、軍平谷東谷Ｃ、軍平谷東谷Ｂ、軍平谷東谷Ａ、長田Ａ、長田Ｃ、長田Ｂ、田向谷、土本橋谷

Ａ、中多根谷、上多根、立石下谷、上多根谷、多根谷Ａ、上多根上谷、中多根、土本橋谷Ｂ、中津森谷Ａ、中津森谷

Ｂ、円城寺谷、野城下谷、福間谷Ａ、福間谷Ｃ、福間谷Ｂ、三瓶野城谷Ｂ、三瓶野城谷Ａ、水滝谷Ａ、水滝谷Ｂ、水

滝谷Ｃ、小豆原谷Ｅ、小豆原谷Ｄ、小豆原谷Ｃ、小豆原谷Ｂ、小豆原谷Ａ、小豆原、佐津目谷Ａ、佐津目谷Ｂ、佐津

目谷Ｃ、獺越谷Ｃ、獺越谷Ｂ、獺越谷Ａ、藤木Ａ、藤木谷Ｃ、藤木谷Ｄ、藤木Ｃ、藤木上谷、藤木谷Ｅ、藤木Ｂ、藤

木谷Ｂ、藤木Ｆ、中組谷、立石谷Ａ、町Ｂ、町谷、立石谷Ｂ、立石谷Ｃ、立石、立石谷Ｄ、立石谷Ｅ、上立石Ｂ、上

立石Ａ、立石谷Ｆ、八幡宮谷、西善寺谷、町Ａ、新柄Ｄ、新柄Ｅ、新柄Ｃ、中組上谷、中組Ｄ、中組Ｃ、中組Ｂ、中

組Ａ、藤木谷Ａ、新柄Ｂ、新柄Ａ、渡瀬谷、佐津目、佐津目谷Ｄ、佐津目谷Ｅ、立目Ａ、立目Ｂ、立目Ｃ、立目Ｄ、

立目Ｅ、野浦浜上谷、大平、湯迫Ａ、湯迫Ｂ、日ノ本Ａ、日ノ本Ｂ、白石Ａ、白石Ｂ、万場谷向谷Ａ、万場谷向谷

Ｂ、白石Ｃ、河内川谷、原井戸、白石Ｄ、万場谷、寺ヶ内、満行寺谷、灘上谷Ａ、灘上谷Ｂ、天神、井奥谷、立目上

谷、矢谷川、老曽、夕永Ａ、夕永Ｂ、山根谷、山根谷上、久年、大原上谷、宅野大原、大原下谷、宅野Ａ、宮村下

Ａ、宮村、和田Ａ、和田Ｂ、うみ谷西谷、うみ谷、うみ谷東谷、門谷Ａ、門谷Ｂ、門谷Ｃ、門谷Ｄ、門谷Ｅ、本経寺

川Ａ、本経寺川Ｂ、本経寺川Ｃ、本経寺裏東谷、狭平谷下、狭平谷中、狭平Ａ、狭平Ｂ、狭平Ｃ、狭平Ｄ、狭平Ｅ、

狭平Ｆ、草木原Ａ、草木原Ｂ、草木原Ｃ、草木原Ｄ、柑子谷Ａ、柑子谷Ｂ、柑子谷Ｃ、草木原Ｅ、柑子谷Ｄ、冠羽

Ａ、冠上谷、冠羽Ｂ、冠羽Ｃ、冠羽Ｄ、冠谷中、冠羽Ｅ、冠羽Ｆ、冠羽Ｇ、上野Ａ、上野Ｂ、草木原Ｆ、草木原Ｇ、

草木原Ｈ、草木原下谷、上市Ａ、上市Ｂ、川西Ａ、上野Ｃ、川西Ｂ、宇谷Ａ、宇谷Ｂ、宇谷Ｃ、川西谷上、川西Ｃ、

うみ谷向谷、川西Ｄ、川西Ｅ、川西Ｆ、宮村向谷、宮村下Ｂ、門谷Ｆ、草木原Ｉ、柑子谷Ｅ、冠羽Ｈ、北、ウブク谷

西谷Ａ、向谷、ウブク谷西谷Ｂ、前馬路Ａ、前馬路Ｂ、友Ａ、神畑上谷Ａ、神畑上谷Ｂ、神畑上谷Ｃ、神畑上谷Ｄ、
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神畑上谷Ｅ、神畑谷奥、神畑Ａ、神畑Ｂ、神畑Ｃ、友Ｂ、矢谷川西谷、天谷川Ａ、上町Ａ、シミ追谷、日祖東谷Ａ、

清水谷奥、清水谷上、清水谷中、上毛谷下、清水谷下、日組越谷川、杉追川、小浜谷Ｃ、杉追川東谷、小浜谷Ｂ、上

町Ｂ、小浜谷Ａ、小浜極楽寺谷、小浜谷Ｄ、日組越谷川向谷Ａ、日組越谷川向谷Ｃ、上毛谷、小浜上谷、上毛Ａ、飯

原谷Ａ、飯原下Ａ、飯原下Ｂ、飯原谷Ｂ、本エゴ谷川東、本エゴ谷川、竹の尻谷川Ａ、下熊谷川西谷Ａ、上村谷奥、

上村谷Ｂ、上村谷Ａ、上村西Ｄ、飯原下Ｃ、飯原上Ａ、飯原谷Ｄ、飯原上Ｂ、下り谷Ｂ、下り谷Ｃ、下り谷Ａ、鹿路

谷川東谷、鹿路谷川、上村谷Ｄ、下熊谷川Ａ、下熊谷川Ｂ、下能谷川Ｃ、上村西Ｂ、上村西Ｃ、下熊谷川西谷Ｄ、下

熊谷川西谷Ｃ、下熊谷川西谷Ｂ、上村谷Ｃ、高瀬谷、西町東谷川、高瀬、小浜谷Ｅ、小豆追谷、堀越谷東谷、西町

東、堀越谷Ａ、波路浦寺谷、波路浦川、波路浦Ｂ、波路浦Ａ、釜野坂谷、沖泊Ａ、沖浦谷西谷、沖浦、沖浦谷下、沖

泊Ｂ、沖泊川Ｂ、沖泊川Ａ、沖泊谷、沖浦谷、寺町谷、龍沢寺谷、温泉津谷Ａ、忠左ェ門谷、上町Ｃ、恩玩寺谷、温

泉津谷Ｂ、上町Ｄ、温泉津川、日組越谷川向谷Ｂ、飯原谷Ｃ、竹の尻谷川Ｂ、上村西Ａ、堀越谷Ｂ、オサンザカ谷

川、銀山迫川、板屋谷、専念寺川、専念川谷川、中組下谷、堀ガ追川、シカミ谷川Ａ、渕江川Ａ、渕江川Ｂ、渕江川

Ｃ、後谷川、中村下谷Ａ、中村谷Ａ、郷谷Ａ、郷谷Ｂ、郷谷Ｃ、野田谷Ａ、机原、野田谷Ｂ、矢羽津谷西谷、矢羽津

谷、ヨーヒの谷、机原谷Ａ、町谷川下、西田町Ａ、町上谷Ａ、町上谷Ｂ、降路川、笹畑川東谷、矢滝Ａ、矢滝Ｂ、笹

畑川下、矢滝Ｃ、矢滝Ｄ、矢滝Ｅ、笹畑川上、笹畑川中、笹畑川、笹畑川西谷、西田町Ｂ、追ノ奥川、カラ谷川、カ

ラ谷川西谷、老原Ａ、老原Ｂ、ツズラコ川、町谷川上Ａ、老原Ｃ、西田町Ｃ、西田上谷、郷Ａ、郷Ｃ、板根川Ｂ、郷

川谷Ａ、郷川谷Ｂ、郷川谷Ｃ、中村上谷Ｂ、中村上谷中、中村上谷Ａ、西の奥谷川Ａ、清水下谷、清水、板屋谷向

谷、家追谷東谷、家追谷Ａ、家追谷Ｂ、久野川東谷Ｂ、久野川、久野川東谷Ａ、シカミ谷川Ｂ、シカミ谷川Ｃ、中村

下谷Ｂ、中村谷Ｂ、机原谷Ｂ、机原谷Ｃ、町谷川上Ｂ、郷Ｂ、板根川Ａ、都合谷、都治川Ａ、湊八区、湊東、森分下

谷、写九郎谷、滑谷川、森分上谷、森分川、森分Ａ、森分川東谷、市川西谷、市川Ｂ、市川Ａ、市川東谷、箱坂Ａ、

鷲峰寺川下、箱坂谷下Ａ、箱坂谷中、箱坂谷上、箱坂Ｄ、箱坂Ｅ、箱坂Ｃ、箱坂Ｂ、箱坂谷、市川向谷Ａ、林谷Ａ、

林谷奥、林谷Ｂ、林谷Ｃ、林谷Ｄ、福光谷Ａ、白谷下谷、湊南、福光谷Ｂ、福光谷Ｃ、空口、市川Ｃ、市川Ｄ、箱坂

谷下Ｂ、箱坂谷下Ｃ、市川向谷Ｂ、市川向谷Ｃ、上北上谷、菰口Ａ、菰口Ｂ、菰口谷Ａ、菰口谷Ｂ、菰口谷Ｃ、菰口

Ｃ、菰口谷Ｄ、菰口中、菰口上、上中荻奥、上中荻谷、太田谷、太田二Ａ、殿村上谷Ａ、福田谷上、殿村Ａ、横道

Ａ、横道Ｂ、福田上谷Ａ、福田Ａ、福田上谷Ｂ、福田上谷Ｄ、福田上谷Ｅ、福田上谷Ｆ、殿村谷、福田谷、福田Ｊ、

福田Ｄ、福田Ｇ、福田Ｉ、福田Ｈ、福田Ｆ、福田Ｅ、枇杷ヶ谷、枇杷ヶ谷西谷、井尻谷、井尻Ａ、殿村上谷Ｂ、津渕

Ｂ、津渕Ｃ、津渕Ｄ、津渕谷、中正路Ａ、中正路Ｂ、中正路谷Ａ、馬鹿谷東谷Ａ、馬鹿谷、深淵谷、津渕Ａ、境橋川

上、境橋上谷、境橋川下、境橋下谷Ａ、隅田谷、畑峠谷川向谷、中正路Ｄ、城郷谷、畑峠谷川、隅田Ａ、畑上谷、隅

田Ｂ、隅田Ｃ、隅田Ｄ、上井田谷Ａ、上井田谷Ｃ、上井田Ｂ、上井田谷Ｄ、菰口谷川橋Ｃ、菰口谷川橋Ａ、菰口谷川

下、菰口谷川中、菰口谷川上Ａ、菰口谷Ｅ、菰口谷川奥、寿松寺裏Ａ、菰口Ｄ、鷲峰寺谷、鷲峰寺川上、福田Ｂ、福

田Ｃ、福田上谷Ｃ、中正路Ｃ、中正路谷Ｂ、中正路谷Ｃ、馬鹿谷東谷Ｂ、境橋下谷Ｂ、上井田谷Ｂ、上井田Ａ、菰口

谷川橋Ｂ、菰口谷川上Ｂ、菰口谷川上Ｃ、菰口谷川上Ｄ、菰口谷川上Ｅ、寿松寺裏Ｂ

３ 解除に係る区域

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大田事業所及び大田市役所において一般の縦覧に

供する。）

島根県告示第217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７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31年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称
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出雲市

２ 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

 急傾斜地の崩壊

今市町Ａ、鷹の沢、今市町Ｂ、今市町Ｃ、今市町Ｄ、大津町Ａ、大津町Ｂ、兎谷、三谷川西１、三谷川東、大津町

三谷Ａ、大津町Ｃ、大津町Ｄ、大津町Ｅ、大津町来原Ａ、大津町来原Ｂ、大津町Ｆ、大津町Ｇ、大津町来原Ｃ、大津

町Ｉ、向山、上塩冶町下沢Ａ、上塩冶町下沢Ｂ、菅沢Ｂ、上塩冶町菅沢Ａ、白彊、上塩冶町菅沢Ｂ、大井谷池北、上

塩冶町半分Ａ、半分、上塩冶町下沢Ｃ、上塩冶町下沢Ｄ、上塩冶町大井谷Ａ、上塩冶町半分Ｂ、上塩冶町半分Ｃ、上

塩冶町菅沢Ｃ、上塩冶町下沢Ｅ、上塩冶町大井谷Ｂ、上塩冶町半分Ｄ、上塩冶町半分Ｅ、上塩冶町菅沢Ｄ、上塩冶町

下沢Ｆ、上塩冶町半分Ｆ、上塩冶町半分Ｇ、上塩冶町Ａ、上塩冶町Ｂ、南浜、日下Ａ、日下Ｂ、中組Ｂ、来阪神社南

２、谷田谷、矢尾町神門谷Ａ、神門谷Ａ、神門谷Ｂ、矢尾町高浜八幡宮東、高浜八幡宮西、矢尾、熊見谷、矢尾西、

大寺Ａ、大寺Ｂ、東林木町湯屋谷Ａ、東林木町湯屋谷Ｂ、前口西、門前谷上、東林木町門前谷、門前谷、阿土谷、東

林木、東組Ａ、西林木町Ａ、川北、川北西、伊努谷、西林木町伊努谷、妙蓮寺東、下古志町地蔵堂Ａ、下古志町新宇

賀、地蔵堂１、地蔵堂、下古志町宇賀、芦渡町吉廻谷Ａ、芦渡町吉廻谷Ｂ、芦渡町吉廻谷Ｃ、廻田谷上、芦渡町廻田

谷Ａ、芦渡町廻田谷Ｂ、廻田谷下、芦渡町廻田谷Ｃ、神谷、芦渡町神谷Ａ、芦渡町神谷Ｂ、芦渡町保知石中橋Ａ、芦

渡町保知石中橋Ｂ、芦渡町花月橋東Ａ、芦渡町花月橋東Ｂ、芦渡町花月橋南、平成橋東、平成橋南１、保知石２、保

知石３、芦渡町保知石Ｄ、滝姫、知井宮２、知井宮３、知井宮１、保知石１、平成橋西１、知井宮４、平成橋北２、

平成橋北１、花月橋西１、保知石中橋西２、保知石中橋西１、知井宮変電所南、知井宮変電所東、浅柄大橋南、浅柄

１、浅柄２、知井宮町浅柄、知井宮町間谷Ａ、知井宮町間谷Ｂ、間谷、知井宮町真幸ヶ丘、真幸ヶ丘、下古志町、知

井宮町間谷Ｄ、神門町Ａ、神門町Ｂ・知井宮町Ｃ、神門町Ｃ、芦渡町廻田谷Ｄ、知井宮町Ａ、小浜、東神西町Ａ・知

井宮町Ａ、東神西町Ｂ・知井宮町Ｂ、東神西町東組Ａ、東神西町東組Ｂ、東組Ｂ、代官家谷、麓下、東神西町中組

Ｂ、東神西町麓Ａ、東神西町麓Ｂ、東神西町麓Ｃ、麓、東神西町麓Ｄ、東神西町麓Ｅ、恵比寿１、恵比須、西神西町

恵比須Ａ、坂本、西神西町坂本Ｂ、西神西町中組、西神西町坂本Ａ、市場２、西神西町恵比須Ｂ、田中、西神西町鳥

目Ｃ、西神西町鳥目Ｄ、西神西町鳥目Ｅ、西神西町鳥目Ａ、鳥目、西神西町九景Ａ、神西新町九景Ａ、西下、西中、

西上、神西沖町前組Ｂ、前西、神西沖町前組Ａ、前東、後下、前北、田中口、神西沖町Ａ・神門町Ｄ、西神西町恵比

須Ｃ、西神西町鳥目Ｂ、神西新町九景Ｂ、東神西町中組Ａ、神西沖町Ａ、西神西町Ａ、平成町、古志町井上Ａ、井

上、古志町井上Ｂ、中組Ｃ、上組、古志町下新宮Ａ、古志町下新宮Ｂ、古志町上新宮Ａ、古志町上新宮Ｂ、古志町上

新宮Ｃ、古志町上新宮Ｄ、古志町上新宮Ｅ、古志町上新宮Ｆ、上新宮、小丸子橋３、小丸子橋１、下新宮、古志町下

新宮Ｄ、下新宮１、古志町下新宮Ｅ、古志町下新宮Ｆ、古志町下新宮Ｇ、古志町下新宮Ｈ、古志町井上Ｃ、古志町井

上Ｄ、古志町井上Ｅ、古志町井上Ｆ、古志町井上Ｇ、古志町下新宮Ｉ、野尻町岩根Ｅ、馬木北１、馬木北２、下組

Ａ、朝山町下組、坂の下、下組Ｃ、立岩、朝山町西田Ａ、的場、朝山町、朝山町鞍掛橋西、鞍掛橋南１、鞍掛橋南

２、西田１、知谷１、所原町知谷Ａ、知谷橋東１、桜谷１、桜下４、所原町桜下、所原町桜谷、桜谷、所原町桜上、

所原町安谷Ａ、須原、所原町須原Ａ、要害山西、所原町須原Ｂ、所原町須原Ｃ、所原町須原Ｄ、所原町須原Ｅ、所原

町須原Ｆ、堂原５、堂原、堂原４、堂原２、富能加神社北、殿森１、安谷２、殿森４、所原町安谷Ｂ、安谷１、木村

橋南、木村橋東１Ｂ、木村橋北、堂原６、堂原７、堂原９、堂原10Ａ、所原町堂原、堂原10Ｂ、境橋北１、境橋南

１、下組Ｂ、御方２、御方１、御方、御方橋東、見々久町御方Ａ、見々久町御方Ｂ、見々久町御方Ｃ、見々久町御方

Ｄ、見々久町御方Ｅ、御方橋南１、見々久町御方Ｆ、御方橋南２、見々久町御方Ｇ、見々久町御方Ｈ、見々久町御方

Ｉ、見々久町御崎神社南、見々久町山後Ａ、見々久町畑Ａ、見々久町畑Ｂ、見々久町畑Ｃ、見々久町段Ａ、見々久町

段Ｂ、見々久町段Ｃ、見々久町段Ｄ、見々久町段Ｅ、所原町寺領Ａ、所原町大月Ａ、所原町大月Ｂ、所原町大月Ｃ、

所原町大月Ｄ、所原町大月Ｅ、所原町大月Ｆ、所原町大月Ｇ、所原町大月Ｈ、所原町大月Ｉ、所原町大月Ｊ、所原町

殿森Ａ、所原町殿森Ｂ、所原町殿森Ｃ、所原町殿森Ｄ、所原町殿森Ｅ、所原町殿森Ｆ、所原町殿森Ｇ、所原町谷合、

所原町木村Ａ、所原町木村Ｂ、所原町木村Ｃ、所原町知谷Ｂ、所原町知谷Ｃ、所原町知谷Ｄ、所原町知谷Ｅ、所原町

知谷Ｆ、馬木町Ａ、馬木町Ｂ、馬木町Ｃ、馬木町Ｅ、馬木町Ｆ、朝山町上組Ｄ、朝山町西田Ｄ、朝山町西田Ｅ、朝山

16



号外第51号 島 根 県 報 平成31年３月31日

町西田Ｆ、見々久町山後Ｂ、所原町寺領Ｂ、所原町知谷Ｇ、立久恵６、乙立町立久恵Ａ、乙立町立久恵Ｂ、乙立町森

原Ｄ、森原１、乙立町笈神社前、乙立町森原Ｃ、乙立発電所西２、乙立発電所、殿川内下、殿川内上、向名大橋西

３、和久利２、和久利１、向名、向名大橋南、乙立町向名Ａ、乙立町向名Ｂ、乙立町向名Ｃ、乙立町向名Ｄ、乙立町

Ａ、見田原２、乙立町見田原Ａ、乙立町見田原Ｂ、乙立町見田原Ｃ、見田原１、見田原、乙立町見田原Ｄ、乙立町見

田原Ｅ、乙立町見田原Ｆ、乙立町見田原Ｇ、乙立町、上田代上、上田代、田代２、田代１、真覚庵西１、乙立町田代

Ｂ、田代橋西、立久恵５、立久恵１、乙立町立久恵Ｄ、乙立町立久恵Ｅ、乙立町立久恵Ｆ、乙立町森原Ａ、乙立町森

原Ｂ、乙立町Ｂ、上ゲ１、上ゲ、船津町上ゲ１、上ゲ２、船津町原Ａ、原３、原１、船津神社東、原２、菅原Ａ、菅

原Ｂ、平谷川東１、大谷Ｂ、上乗寺西１、上島町大谷Ａ、大谷Ａ、上島町大谷Ｂ、上ゲ３、三田谷川１、上島町中

央、中央、上島町奥井谷Ａ、奥井谷１Ａ、奥井谷１Ｂ、上島町奥井谷Ｂ、奥井谷２、植木谷、丸ヶ谷、森坂、和久

輪、金山神社北、上島町和久輪Ａ、金山神社南、出雲砕石南１、上島町和久輪Ｂ、西谷町Ｂ、昭和橋東、昭和橋西、

延畑２、延畑３、西谷町Ａ、石広川南２、石広川北Ａ、上島町延畑Ｂ、延畑４、西谷町Ｅ、西谷町Ｃ、西谷町Ｆ、万

福寺西、西谷町Ｇ、西谷町Ｈ、西谷町Ｉ、上島町延畑Ａ、延畑、沖谷橋北、西谷町Ｄ、船津町菅原Ｂ、船津町菅原

Ｃ、船津町原Ｂ、上島町森坂Ｂ、稗原町仏谷Ｑ、宇那手町北口Ａ、火守神社西、宇那手町北口Ｂ、廻、宇那手町殿御

池、宇那手町西谷Ａ、宇那手町中筋Ａ、宇那手町中筋Ｂ、宇那手町中筋Ｃ、宇那手町右谷Ａ、宇那手町右谷Ｂ、宇那

手町右谷Ｃ、宇那手町右谷Ｄ、右谷１、右谷３、右谷５、宇那手町右谷Ｅ、沖谷橋西、仏谷１、稗原町仏谷Ａ、仏谷

２、稗原町仏谷Ｂ、稗原町仏谷Ｄ、稗原町仏谷Ｅ、稗原町仏谷Ｆ、稗原町仏谷Ｇ、稗原町仏谷Ｈ、稗原町仏谷Ｉ、稗

原町仏谷Ｊ、稗原町仏谷Ｋ、稗原町仏谷Ｌ、稗原町仏谷Ｍ、稗原町仏谷Ｎ、稗原町仏谷Ｏ、稗原町仏谷Ｐ、稗原町三

坂川Ａ、稗原町三坂川Ｂ、三坂川北２、三坂川北３、三坂川北４、稗原町三坂川Ｃ、三坂川北５、稗原町仏谷Ｓ、稗

原町仏谷Ｔ、稗原町仏谷Ｕ、稗原町仏谷Ｖ、角谷３、稗原町角谷Ａ、稗原町角谷Ｂ、角谷５、角谷４、稗原町角谷

Ｃ、稗原町角谷Ｄ、稗原町角谷Ｅ、稗原町角谷Ｆ、稗原町角谷Ｇ、稗原町角谷Ｈ、角谷１、稗原町角谷Ｉ、稗原町角

谷Ｊ、稗原町角谷Ｋ、稗原町角谷Ｌ、稗原町角谷Ｍ、稗原町角谷Ｎ、稗原町角谷Ｏ、市森２、野尻町石井、野尻町法

王寺Ａ、野尻町法王寺Ｂ、野尻町法王寺Ｃ、野尻町法王寺Ｄ、野尻町法王寺Ｅ、野尻町法王寺Ｆ、野尻町牛尾Ａ、野

尻町牛尾Ｂ、野尻町牛尾Ｃ、野尻町宮本Ｂ、野尻町宮本Ａ、野尻町宮本Ｃ、野尻町宮本Ｄ、野尻町宮本Ｅ、野尻町宮

本Ｆ、野尻町岩根Ａ、野尻町廻田、野尻町岩根Ｂ、野尻町岩根Ｃ、野尻町岩根Ｄ、野尻町山後、稗原町杉尾Ｄ、稗原

町杉尾Ｅ、稗原町杉尾Ｆ、稗原町杉尾Ｇ、稗原町杉尾Ｈ、稗原町杉尾Ａ、稲荷神社南、稗原町杉尾Ｂ、稗原町杉尾

Ｃ、稗原町杉尾Ｉ、稗原町戸倉Ａ、要害山北、新殿、稗原町山寄Ａ、稗原町山寄Ｂ、稗原町山寄Ｃ、稗原町戸倉Ｂ、

稗原町戸倉Ｃ、稗原町戸倉Ｄ、稗原町戸倉Ｅ、稗原町市森Ｄ、稗原町市森Ａ、稗原町市森Ｂ、市森１Ａ、市森１Ｂ、

稗原町市森Ｃ、角井、稗原町戸倉Ｆ、稗原町山寄Ｅ、山寄４、山寄３、稗原町山寄Ｆ、稗原町山寄Ｇ、稗原町山寄

Ｈ、稗原町山寄Ｉ、海崎２、海崎１、石畑３、稗原町石畑Ａ、市森神社南１、稗原町石畑Ｂ、石畑１、宇那手町右谷

Ｇ、石畑２、稗原町山寄Ｊ、稗原町山寄Ｋ、稗原町山寄Ｌ、白石、山寄１、稗原町山寄Ｍ、山寄川東、稗原町鐘築

Ａ、鐘築５、鐘築３、稗原町山寄Ｎ、鐘築１、稗原町鐘築Ｂ、稗原町鐘築Ｃ、稗原町鐘築Ｄ、宇那手町西谷Ｂ、宇那

手町西谷Ｃ、宇那手町西谷Ｄ、大平２、鐘築６、稗原町鐘築Ｅ、稗原町鐘築Ｆ、稗原町鐘築Ｇ、稗原町下鐘築、大平

１、地合町西地合、西地合、地合町東地合Ａ、地合町東地合Ｂ、東地合、地合町東地合Ｃ、野郷町金森Ａ、野郷町金

森Ｂ、野郷町金森Ｃ、野郷町金森Ｄ、野郷町堂ノ本Ａ、野郷町畑Ａ、野郷町堂ノ本Ｂ、野郷町畑Ｂ、野郷町三ノ谷

Ａ、野郷町三ノ谷Ｂ、野郷町金森Ｅ、美野町高山Ａ、美野町高山Ｂ、美野町高山Ｃ、美野町高山Ｄ、美野町高山Ｅ、

中ノ手、美野町高山Ｆ、美野町引木、美野町大谷Ａ、美野町大谷Ｂ、美野町西灘、美野町西上Ａ、美野町西上Ｂ、美

野町西上Ｃ、野郷町中ノ手Ａ、野郷町中ノ手Ｂ、野郷町中ノ手Ｃ、野郷町中ノ手Ｄ、野郷町松枝、大畑下、野郷町三

ノ谷Ｃ、野郷町大畑、北垣上４、小境町北垣上Ａ、小境町北垣上東Ａ、小境町北垣上東Ｂ、小境町北垣上Ｂ、北垣

上、小境町北垣中、鹿園寺町上奥Ａ、坂下、小境町後山Ａ、小境町後山Ｂ、木村橋東１Ａ、鹿園寺町上奥Ｂ、小境町

胡麻谷、小境町中ノ手上Ｂ、小境町胡麻谷Ａ、小境町胡麻谷Ｂ、小境町胡麻谷Ｃ、小境町東上Ａ、中条１、小境町東

上Ｂ、小境町東上Ｃ、中ノ手中１、中ノ手下、中条２、新宮池北、小境町中ノ手下Ａ、小境町中ノ手下Ｂ、小境町小

境西Ａ、小境町小境西Ｂ、小境町小境西Ｃ、小境町小境灘、鹿園寺町繁門、馬場１、馬場２、元寺橋南１、鹿園寺町
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中央上、上鹿園寺、鹿園寺町中央下、鹿園寺町上川西、園町本郷上Ａ、園町本郷上Ｂ、園町本郷上・多久町苅藻谷

Ｄ、園町本郷下Ｂ、園町若葉Ａ、園町若葉Ｂ、園町若葉Ｃ、園町扇町、合ヶ谷、園町山谷、園町布崎上、鹿園寺町下

東、竹ノ上、柳谷、坂浦町下小路、坂浦、坂浦町田の戸Ａ、坂浦町田の戸Ｂ、坂浦町繁田黒目Ａ、坂浦町、坂浦町繁

田黒目Ｂ、坂浦町立石、坂浦町田の戸Ｃ、小伊津町地下小路二、小伊津川奥谷、宮ノ下、西小路、菅沢Ａ、中村東、

三津町川向、川向、三津町中村東Ａ、三津町中村東Ｂ、三津Ａ、三津Ｂ、三津町中村西、西谷下、三津町西谷下、西

谷下２Ａ、西谷下２Ｂ、三津、多久町苅藻谷Ｂ、別所上、畑、多久谷町畑、多久谷町奥上Ａ、多久町苅藻谷Ａ、多久

町多久上Ｄ、多久上、多久町多久上Ｅ、多久町多久中、多久町多久上Ａ、多久町多久上Ｂ、多久町多久上Ｃ、多久谷

町多久中Ａ、多久谷町中ノ手東、多久町苅藻谷Ｆ、多久町寺谷Ａ、多久町寺谷Ｂ、旭が丘Ａ、多久谷町遠所Ｂ、多久

谷町奥上Ｃ、多久谷町奥上Ｂ、多久谷町別所上Ａ、多久谷町別所上Ｂ、多久谷町遠所Ａ、多久谷町遠所Ｃ、多久谷町

中ノ手西、多久谷町多久谷灘、岡田町立正、岡田町飯山Ａ、岡田町飯山Ｂ、岡田町飯山Ｃ、多久町鳴竹Ｂ、多久町鳴

竹Ａ、多久町上灘、多久町苅藻谷Ｃ、多久町苅藻谷Ｅ、多久谷町別所上Ｃ、多久町上灘Ａ、多久町上灘Ｂ、旭が丘

Ｂ、上岡田町上岡田上Ｂ、上岡田中、上岡田町上岡田上Ａ、久保田、上岡田町上岡田上Ｃ、上岡田町上岡田下Ａ、上

岡田町上岡田下Ｂ、上岡田町上岡田下Ｃ、東郷町日の出Ａ、東郷町日の出Ｂ、東郷町東下、浜、東郷町西上Ａ、東郷

町西上Ｂ、野石谷町佐藤Ａ、野石谷町佐藤Ｂ、野石谷町佐藤Ｃ、上寄１、上寄２、上寄、上寄４、野石谷町伊儀Ａ、

野石谷町伊儀Ｂ、野石谷町坂坊Ａ、坂坊２、野石谷町坂坊Ｂ、野石谷町坂坊Ｃ、倉垣、久多見町久多見下Ａ、久多見

町久多見下Ｂ、久多見町久多見中Ｂ、久多見町久多見中Ａ、久多見上、久多見上５、久多見上１、久多見町久多見

上、久多見町久多見下Ｃ、東福町臼井、臼井、東福町中組Ａ、中組Ａ、茅原２、東福町作暮Ａ、東福町作暮Ｂ、東福

町茅原、東福町中組Ｂ、東福町吉原Ａ、吉原２、東福町牧戸、東福町吉原Ｂ、東福町吉原Ｃ、唯浦、唯浦下浦、美

保、柿ノ木谷、塩津、小津町相代Ａ、小津町相代Ｂ、相代、許豆、寄居高島、十六島多井Ａ、十六島多井Ｂ、十六島

町十六島、十六島、釜谷、釜浦、小津町宮ノ町、愛宕山公園、桃山西、平田町桃山町、平田町愛宕町、平田町薬師

町、桃山西２、水谷上１、水谷上、水谷上４、本庄町水谷下、廻田池北１、西郷町奈良尾Ａ、西郷町小池Ａ、東谷、

西郷町小池Ｂ、西郷町奈良尾Ｂ、表、西谷、西郷町西谷下Ａ、庵地、庵地１、本庄町大蔵Ｂ、本庄町森崎、要橋東

１、熊野神社南３、中西１、大谷２、千本、苅山、奥宇賀町納木Ａ、万田町尾添、万田町庄大、万田町湯屋谷Ａ、深

山１、万田町峠Ａ、万田町峠Ｂ、湯屋谷、奥宇賀町光尾下、奥宇賀町納木Ｂ、奥宇賀町納木Ｃ、奥宇賀町納木Ｄ、奥

宇賀町納木Ｅ、奥宇賀町光尾上、奥宇賀町和田上Ａ、和田上３、和田上２、奥宇賀町和田上Ｂ、和田中、奥宇賀町布

勢下Ａ、奥宇賀町和田中、奥宇賀町布勢上、布勢上、奥宇賀町布勢下Ｂ、奥宇賀町布勢下Ｃ、西郷町西谷下Ｂ、西谷

下、口宇賀町上の島、口宇賀、口宇賀一、口宇賀六、国富町金山、金山２、国富十、上ヶ島東、国富町馬伏、美談町

東谷、荒木、美談町西谷、布勢、廻田、河下町報徳Ａ、山崎、河下町報徳Ｂ、前田、松林池西、親睦２、金山１、別

所東、別所町別所Ａ、別所町別所Ｂ、君野、唐川１、唐川３、御橋西１、後野橋西、唐川町後野、猪目１、小猪目

谷、川北上、川北下Ｃ、馬垣橋北、川北下Ｅ、川北下Ｄ、佐田中学校北、才谷橋東、川北下Ｂ、川北下Ａ、川北大橋

西、川北下Ｆ、和江島Ⅱ、和江島、才谷橋西、原川Ｂ、栗原Ａ、原川Ａ、原川、川南上Ａ、川南上Ｂ、川南上Ｃ、川

南上Ｄ、川南上Ｅ、川南上Ｆ、栗原Ｂ、栗原Ｃ、栗原Ｄ、飯の原Ａ、飯の原Ｂ、飯の原Ｃ、東本郷Ａ、東本郷Ｂ、東

本郷Ｃ、東本郷Ｄ、東本郷Ｆ、東本郷Ｇ、東本郷Ｈ、東本郷Ｅ、受地Ａ、受地Ｆ、受地Ｇ、受地Ｈ、受地Ｅ、受地

Ｃ、受地Ｄ、萱野Ｂ、萱野Ｃ、萱野Ｄ、萱野Ｈ、萱野Ｇ、萱野Ｊ、萱野Ｆ、萱野Ｅ、萱野Ａ、石場Ａ、石場Ｅ、石場

Ｄ、石場Ｃ、石場Ｂ、仁江Ａ、仁江Ｂ、仁江Ｃ、仁江Ｄ、共和Ａ、共和Ｂ、共和Ｃ、共和Ｄ、高津屋Ａ、高津屋Ｂ、

高津屋Ｄ、高津屋Ｅ、高津屋Ｃ、横見Ａ、横見Ｂ、門曲Ａ、横見Ｃ、門曲Ｂ、門曲Ｃ、門曲Ｄ、日の出Ａ、日の出

Ｂ、宮の部Ｄ、下の原、宮の部Ｂ、宮の部、日の出Ｇ、宮の部Ａ、日の出Ｆ、日の出Ｅ、日の出Ｄ、田の上橋西、日

の出Ｃ、二反田橋南Ａ、二反田橋南Ｂ、中佐津目Ｃ、中佐津目Ｂ、中佐津目Ａ、掛田橋北、下佐津目Ａ、下佐津目

Ｂ、下佐津目Ｃ、下佐津目Ｄ、下佐津目Ｅ、下佐津目Ｆ、豊田Ａ、豊田Ｃ、豊田Ｄ、豊田Ｂ、窪田ダム南、菅田Ａ、

菅田Ｂ、菅田Ｃ、菅田Ｄ、加賀谷Ｂ、加賀谷Ａ、加賀谷、錦、栄Ａ、栄Ｃ、栄Ｂ、旭Ａ、旭Ｂ、五谷Ａ、五谷Ｃ、銀

山谷Ａ、銀山谷Ｃ、銀山谷Ｂ、後谷Ｆ、毛津、毛津本郷Ａ、毛津本郷Ｂ、毛津本郷Ｄ、毛津本郷Ｃ、毛津本郷Ｅ、後

谷Ｄ、後谷Ｃ、後谷Ｅ、後谷Ｂ、一窪田Ａ、一窪田Ｂ、御田Ａ、御田Ｂ、御田Ｄ、御田Ｅ、御田Ｉ、御田Ｌ、佐田、
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御田Ｋ、御田Ｊ、御田Ｈ、御田Ｇ、御田Ｆ、菅代Ａ、菅代Ｂ、御田Ｃ、下佐田、上佐田、塚脇Ａ、塚脇Ｂ、飼領Ｂ、

飼領Ｃ、飼領Ｄ、飼領Ｅ、飼領Ｆ、飼領Ｇ、郷Ａ、郷Ｂ、郷Ｃ、郷Ｄ、郷Ｅ、郷Ｆ、郷Ｇ、三槇Ａ、三槇Ｂ、朝原川

西Ａ、朝原川東Ｂ、三槇Ｃ、三槇Ｄ、三槇Ｅ、三槇Ｆ、三槇Ｇ、三槇Ｈ、寺領Ｂ、寺領Ｃ、寺領Ｄ、寺領Ｆ、寺領

Ｈ、寺領Ｅ、寺領Ａ、名梅Ｂ、名梅Ｃ、名梅Ｄ、名梅Ｅ、名梅Ｆ、名梅Ｇ、名梅Ａ、寺尾Ａ、寺尾Ｉ、寺尾Ｊ、寺尾

Ｋ、寺尾Ｈ、寺尾Ｇ、寺尾Ｆ、寺尾Ｅ、寺尾Ｄ、寺尾Ｃ、寺尾Ｂ、山中Ａ、山中Ｆ、山中Ｅ、山中Ｄ、飼領Ａ、山中

Ｃ、山中Ｂ、三代Ａ、三代Ｂ、三代Ｇ、三代Ｈ、三代Ｆ、三代Ｅ、三代Ｄ、三代Ｃ、稲田Ａ、稲田Ｃ、稲田Ｅ、稲田

Ｄ、稲田Ｂ、白滝Ａ、白滝Ｃ、白滝Ｄ、白滝Ｈ、白滝Ｉ、白滝Ｊ、白滝Ｏ、白滝Ｎ、白滝Ｍ、白滝Ｋ、白滝Ｇ、白滝

Ｆ、白滝Ｅ、白滝Ｂ、東山中Ａ、東山中Ｅ、東山中Ｆ、東山中Ｇ、東山中Ｉ、東山中Ｈ、東山中Ｄ、東山中Ｃ、東山

中Ｂ、羽西谷Ｂ、三の宮Ｅ、上組Ｃ、上組Ｉ、上組Ｊ、上組Ｋ、上組Ｈ、坊主畑橋東、上組Ｇ、上組Ｆ、上組Ｅ、上

組Ｄ、須郷橋西、上組Ｂ、大呂上組Ａ、吉野Ｂ、吉野Ａ、吉野Ｉ、吉野Ｗ、吉野Ｖ、吉野Ｕ、吉野Ｒ、吉野Ｔ、吉野

Ｑ、吉野Ｏ、吉野Ｐ、吉野Ｎ、吉野Ｍ、吉野Ｌ、吉野Ｋ、吉野Ｊ、吉野Ｈ、吉野Ｇ、吉野Ｆ、吉野Ｅ、吉野Ｄ、吉野

Ｃ、大山Ａ、大山Ｄ、大山Ｈ、大山Ｉ、大山Ｊ、大山Ｋ、大山Ｎ、大山Ｍ、大山Ｌ、御幡Ｌ、大山Ｆ、大山Ｇ、大山

Ｅ、大山Ｃ、大山Ｂ、御幡Ｃ、御幡Ｄ、御幡Ｅ、御幡Ｏ、御幡Ｐ、御幡Ｑ、御幡Ｎ、御幡Ｍ、御幡Ｊ、御幡Ｉ、御幡

Ｈ、御幡Ｇ、御幡Ｆ、御幡Ａ、御幡Ｂ、常信寺Ａ、三の宮Ｄ、河東Ｅ、河東Ｂ、河東Ａ、大呂神社南、宮、三の宮

Ｂ、三の宮Ｃ、三の宮Ａ、常信寺Ｂ、八幡Ａ、八幡Ｃ、八幡Ｄ、大輝、八幡Ｂ、平田Ａ、別所Ｄ、別所Ｆ、別所Ｅ、

別所Ｂ、別所Ａ、平田Ｃ、平田Ｄ、平田Ｅ、湯の尾、平田Ｂ、町Ｈ、本郷Ａ、本郷Ｃ、本郷Ｄ、本郷Ｇ、別所Ｃ、本

郷Ｅ、前清水Ａ、前清水Ｂ、越端、町Ａ、町Ｂ、南屋橋東、町Ｅ、町Ｄ、町Ｃ、本郷Ｂ、町Ｇ、町Ｆ、馬垣、淀西

Ｂ、慶正西、淀西Ｃ、淀西Ａ、呑水Ｂ、呑水Ａ、明谷橋東、呑水Ｃ、反辺Ａ、呑水橋北、反辺Ｂ、慶正Ａ、慶正、羽

西谷Ｃ、御幡Ｒ、須佐大呂Ａ、恵堂Ｂ、後畑Ａ、小田、小田町Ｂ、山の空Ｃ、山の空Ｂ、山の空Ａ、小田町Ａ、小田

菅沢Ｂ、小田菅沢Ａ、菅沢Ｅ、菅沢Ｇ、菅沢Ｄ、菅沢Ｃ、小田苑、高木、旧道下、揚東、福志原、工業団地Ａ、工業

団地Ｃ、工業団地Ｂ、新道Ａ、新道Ｂ、新道Ｅ、新道Ｄ、新道Ｃ、向下、向上、町下、町上Ｃ、中砂子Ａ、中砂子

Ｃ、中砂子Ｄ、中砂子Ｂ、五反田下、矢谷Ａ、矢谷Ｃ、矢谷Ｄ、矢谷Ｅ、矢谷Ｂ、新道Ｆ、新道Ｇ、矢谷Ｆ、華蔵

Ｂ、華蔵Ａ、赤松Ａ、赤松Ｂ、赤松Ｅ、赤松Ｇ、赤松Ｈ、赤松Ｉ、赤松Ｆ、赤松、赤松Ｄ、赤松Ｃ、宇杉Ａ、宇杉

Ｂ、下頭名Ａ、下頭名Ｃ、下頭名Ｅ、下頭名Ｄ、下頭名Ｂ、下頭名下、西明Ａ、西明Ｂ、西明Ｃ、西明Ｄ、上頭名

Ａ、上頭名Ｂ、上頭名Ｃ、上頭名Ｄ、上頭名Ｅ、宮本Ａ、宮本Ｂ、大須、蔵谷Ａ、蔵谷Ｂ、山郡Ａ、山郡Ｂ、山郡

Ｃ、川西Ａ、川西Ｂ、川西Ｃ、針戸上、小原Ａ、小原Ｂ、小原Ｃ、小原Ｄ、小原Ｅ、智呑、中郷下、草井谷、中郷上

Ｂ、大山神社東、中郷上Ａ、中郷中、竹之上、塚之尾谷Ｃ、塚之尾谷Ｄ、塚之尾谷Ｆ、塚之尾谷Ｅ、城平Ａ、城平

Ｂ、本町Ａ、本町Ｂ、東本町、田儀、本町、越堂下、越堂上、田儀余草Ｃ、田儀余草Ｄ、田儀余草Ｂ、田儀余草Ａ、

田儀余草Ｆ、田儀余草Ｅ、赤谷Ａ、赤谷Ｂ、赤谷Ｃ、山の空Ｄ、後畑Ｂ、後畑Ｃ、後畑Ｄ、後畑Ｅ、小田余草、小田

余草Ａ、御茶屋場Ａ、御茶屋場Ｂ、小田柳谷、柳谷Ａ、柳谷Ｂ、町上Ｂ、板津、浄土寺、三部Ｃ、竹崎、三部Ａ、三

部Ｂ、倉道Ａ、三部Ｅ、三部Ｄ、三部Ｆ、安原、常楽寺東Ａ、常楽寺東Ｂ、常楽寺東Ｃ、常楽寺東Ｅ、飯谷、常楽寺

西上、神田、常楽寺西下Ｂ、常楽寺西下Ａ、常楽寺東Ｄ、常楽寺東Ｆ、畑下Ｂ、畑下Ｃ、畑東Ａ、畑東Ｃ、畑東Ｂ、

畑東Ｄ、畑西、西ノ谷、上畑Ａ、上畑Ｃ、上畑Ｂ、姉谷Ｂ、畑下Ａ、姉谷Ｇ、姉谷Ｊ、姉谷Ｋ、姉谷Ｎ、姉谷Ｍ、姉

谷Ｌ、姉谷Ｄ、姉谷Ｉ、姉谷Ｃ、姉谷Ｈ、姉谷Ｆ、姉谷Ｅ、後谷下Ａ、後谷下Ｄ、後谷下Ｆ、後谷上Ｂ、後谷上Ｃ、

後谷上Ｄ、後谷上Ａ、後谷下Ｃ、後谷下Ｂ、板津前田、清水、明神Ｃ、明神Ｄ、水神、明神Ｂ、明神Ａ、荒神、大池

上組Ａ、大池上組、蛇池Ａ、蛇池Ｂ、蛇池Ｃ、一里塚南、一里塚北、通ヒ西、通ヒ東、中ツラ、宇龍立花、宇龍東

Ａ、宇龍東Ｂ、宇龍西、宇龍田町、御碕小東、宇龍新町、御碕小西、隠ヶ丘、御座、神社裏、駐在所前、後山、黒田

西、黒田東、中山西Ｅ、中山西Ｄ、中山西Ｃ、中山西Ｂ、中山西Ａ、岐神社、高尾下、高天原、這田西、幕島、這田

東、御這田、中山東Ｂ、中山東Ａ、高尾上、二俣、日御碕Ａ、鵜峠東、鵜峠西、面坂、鵜峠北、以下谷北、鵜鷺小、

以下谷南、森林公園、鷺浦東、八千代川東、八千代川西、鷺浦西、笹子、築港、稲佐、権兵衛谷、奉納山西、奉納山

東、安養寺、山根、鶴山、奥谷、亀山、真名井、本郷西、本郷東Ｂ、本郷東Ａ、千石山、菱根西、河原谷、三十歩、

菱根上、繁の谷、阿式谷西、阿式谷東、極楽山、樽戸谷北、樽戸谷南、鎌代、花摘、才の元南、才の元北、霊山寺、
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石臼、空、大井上Ａ、大井上Ｂ、大井上Ｃ、大井上Ｄ、みはらしＢ、みはらしＣ、新田畑Ａ、新田畑Ｂ、新田畑Ｃ、

新田畑Ｄ、新田畑Ｅ、みはらしＤ、大井上Ｅ、大井上Ｆ、みはらしＦ、みはらしＧ、みはらしＨ、大井上Ｇ、大井上

Ｈ、湯の丘Ａ、大井Ａ、灘南Ａ、宇屋谷Ａ、宇屋谷Ｂ、宇屋谷Ｃ、宇屋谷Ｄ、宇屋谷Ｅ、宇屋谷Ｆ、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、上学頭Ｂ、前原Ａ、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、羽根東Ａ、羽根東Ｂ、羽根東Ｃ、羽根東Ｄ、羽根東Ｅ、武

部東Ａ、武部東Ｂ、武部東Ｃ、武部東Ｄ、武部東Ｅ、武部東Ｇ、武部西Ａ、武部西Ｂ、武部西Ｃ、羽根西Ａ、羽根西

Ｂ、吉成Ａ、吉成Ｂ、吉成Ｃ、吉成Ｄ、羽根西Ｃ、羽根西Ｄ、三絡Ａ、羽根東Ｇ、羽根東Ｆ、下阿宮３Ａ、下阿宮３

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

上阿宮４Ｄ、上阿宮４Ｅ、上阿宮４Ｇ、上阿宮４Ｈ、上阿宮４Ｉ、上阿宮３Ｂ、上阿宮３Ｃ、上阿宮２Ａ、上阿宮１

Ａ、上阿宮１Ｂ、上阿宮１Ｄ、阿宮Ａ、神守１Ａ、神守１Ｂ、氷室４Ａ、氷室４Ｂ、氷室５Ａ、氷室５Ｂ、氷室４

Ｃ、氷室４Ｄ、氷室４Ｅ、氷室４Ｆ、氷室３Ａ、氷室３Ｂ、氷室３Ｃ、氷室３Ｄ、氷室２Ａ、氷室２Ｂ、氷室２Ｃ、

氷室２Ｄ、氷室１Ａ、神守１Ｃ、神守３Ａ、氷室１Ｂ、下出西４Ａ、下出西４Ｂ、下出西４Ｃ、下出西２Ａ、下出西

３Ａ、下出西２Ｂ、下出西２Ｃ、下出西１Ａ、下出西１Ｂ、中出西３Ａ、中出西３Ｂ、中出西２Ａ、中出西１Ａ、上

出西２Ｂ、上出西２Ｃ、上出西１Ａ、上出西１Ｂ、上出西１Ｄ、岩野原Ａ、岩野原Ｂ、みどりヶ丘Ａ、みどりヶ丘

Ｂ、八頭Ａ、八頭Ｂ、平野Ａ、結Ａ、結Ｂ、結Ｃ、結Ｄ、結西Ａ、結西Ｂ、結西Ｃ、結西Ｄ、三井Ａ、三井Ｂ、堀切

Ａ、新川Ａ、新市Ａ、つつじ丘１Ａ、新市Ｃ、駅前Ａ、直江共栄Ａ、結Ｅ、直江共栄Ｂ

 土石流

一の谷、三谷川Ａ、上栗原①、大津町Ａ、大津町Ｂ、大井谷川、大井谷Ａ、築山、上塩冶町Ａ、上塩冶町Ｂ、鍛冶

屋谷川②、中谷川、谷田谷川①、神門谷川③、神門谷川②、神門谷川①、神門谷川Ａ、神門谷川Ｂ、廻田谷、神門谷

川Ｃ、客垣谷川、熊見谷川Ｃ、熊見谷川Ａ、熊見谷川Ｂ、熊見谷川Ｄ、大谷川Ｂ、湯屋谷、湯屋谷川、東林木町Ａ、

門前谷川①、門前谷川②、阿土谷川①Ａ、阿土谷川①Ｂ、東林木町Ｂ、鍛冶屋谷川①、伊努谷川（支）Ａ、伊努谷川

（支）Ｂ、伊努谷川Ａ、伊努谷、芦渡町Ａ、芦渡町Ｂ、神谷川Ｄ、神谷川Ｃ、神谷川Ｂ、芦渡町Ｃ、芦渡町Ｄ、芦渡

町Ｅ、芦渡町Ｆ、保知石①、保知石②、保知石③、保知石④、芦渡町Ｇ、芦渡町Ｈ、保知石⑨、保知石⑦、花月・

一、芦渡町Ｉ、保知石⑧、知井宮町Ａ、知井宮町Ｂ、保知石⑥、保知石⑤Ｂ、知井宮町Ｃ、知井宮町Ｄ、知井宮町

Ｅ、知井宮町Ｇ、下古志町、芦渡町Ｊ、芦渡町Ｋ、芦渡町Ｍ、芦渡町Ｎ、芦渡町Ｏ、御崎谷Ａ、東組、麓、土町、

麓・三、麓・五、麓・二、恵比須、中村、井上、古志町Ｋ、古志小谷、瀬戸風、古志町Ｅ、新宮、古志町Ｂ、古志町

Ａ、古志町Ｆ、古志町Ｇ、古志町Ｈ、古志町Ｉ、古志町Ｊ、馬木町、北谷川Ｂ、朝山町・一Ｂ、朝山町・一Ａ、御崎

谷、朝山町・二、的場、朝山町Ａ、朝山町Ｂ、岩根谷Ａ、岩根谷Ｂ、滝反川、桜谷②、桜・一、雲井滝、桜谷①、

桜・二、安谷Ｄ、須原・一、堂原Ｂ、須原⑥、須原・二、須原・四、須原・三、投石川、下組・三、御方・一、

御方・二、見々久町Ａ、見々久町Ｂ、畑①、畑、段Ａ、段Ｂ、山の空川、下組・二、下組・一、山の奥谷川Ｂ、山の

奥谷川Ａ、山の奥②、山の奥①、堂原Ａ、鍛冶屋床谷、大月・二、芦谷Ｂ、坂根川Ａ、上大月・二、上大月・三、坂

根川Ｂ、上大月小谷、上大月Ａ、上大月Ｃ、上大月・一、大月・一、大倉谷川、大月・三、殿森Ａ、新廻谷、谷合、

木村、宇和佐、槙ヶ谷Ｂ、下の奥、木村①、所原町、知谷川、知谷・二、知谷・一、知谷④、知谷③、馬木町・二、

朝山町・三、桜下、向馬木、向馬木・二、馬木町・一、北谷川Ａ、安谷Ｃ、安谷Ｂ、御方・三Ｂ、桜、菅谷川、立久

恵④、立久恵・三、立久恵・一、立久恵・二、鷺の瀬、和久利、奥の明谷、芦谷Ａ、佐賀利谷川、ロクロ谷、向名

①、殿川内、稲荷谷、森原・二、森原・一、上田代・二、二又川Ａ、見田原⑤、二又川、見田原、乙立町Ｂ、乙立町

Ｃ、見田原①、見田原⑥、後谷越①、後谷越②、乙立町Ｄ、後谷川Ａ、後谷川支川、松の木谷、下原・三、下原・

二、下原・一、後谷川Ｂ、乙立町Ｅ、和久輪・二、上島町Ａ、和久輪・一、西谷町・一、西谷町・二、西谷町Ｅ、西

谷町Ｃ、西谷町Ａ、西谷町・四、西谷町・三、西谷町⑤Ａ、西谷町Ｂ、西谷町Ｄ、延畑、西谷町⑥、延畑⑭、延畑

③、延畑⑬、延畑⑫、延畑⑥、延畑・二、延畑⑦、延畑⑪、延畑⑩Ａ、延畑⑨、延畑・一、加瀬屋、森坂Ａ、上島町

Ｅ、森坂Ｂ、横土手、丸ヶ谷、植木谷、丸ヶ谷②、河手坂、奥井谷前、奥井谷上、紺屋谷川①、枝谷川Ａ、奥井谷
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川、六ヶ谷川、中央、奥原川、松山、三田谷川Ａ、大谷川Ｄ、大谷川Ｃ、大谷奥、上乗寺、大谷・一、大谷・三、菅

原・二、上島町Ｆ、大谷④、菅原・一、原・二、山中、船津原、高丸②、高丸①Ａ、奥の谷、原・一、神部川Ａ、上

げ・一、上げ・二、上島町Ｂ、上島町Ｃ、船津町Ａ、延畑⑩Ｃ、三田谷川Ｂ、高丸①Ｂ、沖谷川、仏谷・二、沖谷川

Ｃ、西谷町Ｈ、西谷町Ｇ、仏谷・一、沖谷川Ｂ、沖谷川Ａ、大谷、大谷Ｂ、大谷Ｄ、角谷・二、上ヶ山川Ｃ、上ヶ山

川Ｂ、上ヶ山川Ａ、稗原町Ｇ、稗原町Ｈ、仏谷・三、角谷、稗原町Ｉ、稗原町Ｊ、稗原町Ｋ、野尻東・二Ａ、

野尻東・二Ｂ、野尻町Ａ、野尻東・一、野尻町Ｂ、野尻町Ｃ、戸倉・一、戸倉・二、稗原町Ｌ、岩倉、滝ヶ平谷川、

正応寺川、市森、大坪、清谷川Ｂ、清谷川Ｃ、日進、宮後、宮横、茗荷谷川、右谷川、宇那手町Ａ、宇那手町Ｂ、平

林、宇那手下、宇那手川Ａ、右谷③、右谷④、右谷⑤、宇那手川、神部川Ｂ、北組、大年、朝間、中筋、山寄・一、

大谷Ａ、稗原町Ｎ、金森Ａ、金森Ｂ、金森Ｃ、三の谷川、松枝、松枝下谷、高山、野郷・三Ｂ、野郷・二、野郷・

一、引木、野郷・三Ａ、北垣上東Ａ、北垣上東Ｂ、一畑、後谷山、胡麻谷、小境灘Ａ、小境灘Ｂ、中ノ手下、

中ノ手・四、中ノ手・三、中ノ手・二、中ノ手・一、殿宮橋谷、殿宮谷川、一畑駅前Ａ、一畑駅前Ｂ、一畑薬師谷、

上奥Ａ、境川、上奥Ｂ、上鹿園寺・一、鹿鳴小谷、鹿鳴谷、上鹿園寺・二、上園、中組、柳谷川Ｂ、一畑駅前Ｃ、西

谷上・一、西谷上・二、本山川、崎の奥川、太平川、中村西谷、三津灘川、西谷川Ｂ、西谷上・三、西谷下、浅床川

Ｂ、峠谷川、三津浦川、菅沢川Ｂ、加登川、森本川、小伊津・一、菅沢・三、菅沢・一、菅沢・二Ａ、小伊津奥谷、

小伊津川、野石谷川Ａ、立石谷川、庄部、坂浦・三、坂浦Ａ、坂浦・一、竹上川Ａ、竹上川Ｂ、山藤川、坂谷川、柳

谷川Ｃ、坂浦Ｂ、菅沢・二Ｂ、別所上谷、別所川、多久谷川Ｂ、多久谷町畑、畑小谷、多久川小谷、上組、苅藻谷

川、苅藻谷、久多見中、久多見上Ｂ、久多見川、尻尾無川、楠ノ木川、高野寺川、能呂志川、伊儀・一、野石谷川

Ｂ、伊儀・二、伊儀・三、向堀川、上岡田上・二、上岡田上・一、東郷川、柳谷川、内の池支川、上岡田中、上岡田

下、林田内川、相代川Ｂ、相代川Ｃ、許豆川、堂の奥川、若宮川、釜谷川支流、十六島、本郷川、寄居谷川、石上

川、相代川Ａ、セドヤ川、小谷川、大浦川、柿木尻川、神谷川Ｅ、神谷川Ｆ、奥山川、日向川、宮ノ下、布施下・

三、布施下・二、布施下・一、夜立川Ａ、布施上・二、布勢上、布施上・一、布施川、光尾上・一、光尾上・二Ａ、

岩屋川、納木・一、納木・二、納木、狩迫谷、光尾下、布施中谷、和田下、和田川、和田川二、万田・二、万田・

一、西谷、水谷上・四、水谷下・一、水谷下・二、七塚谷、水谷上・三、水谷上、矢谷川、水谷川、湯屋谷・二、湯

屋谷・一、深山川、平奥川、峠、夜立川Ｂ、光尾上・二Ｂ、山崎谷、榎谷川、口宇賀一谷、大谷川Ａ、上の島、口宇

賀七谷、下椿川、左皿川、金山川、康国寺谷、赤地川、定岡川、国富小谷、中村川、丹堀川、上ケ島川、馬伏山②、

馬伏山①、菅沢川Ａ、東谷川、西谷川Ａ、山田川、青苔谷川、東川、猪目川（支流）、唐川川、後野、後野谷Ａ、唐

川Ｃ、君野川、西金山川、君野・二、君野、親睦Ｂ、金山・二、別所、山崎川、鰐淵９号線谷、河下・二、報徳、堂

原川、平側川、中廻川、河下・一、後野谷Ｂ、浮浪屋谷川、東別所川、唐川Ｂ、バリ滝谷、引杉谷川、川北上、中屋

谷川、ゴハン谷川、シブノ上谷川、川北下、和江島Ａ、和江島Ｃ、原川Ｂ、原川Ａ、穴場谷川Ａ、原川Ｃ、原川上

谷、滝頭谷川、川南上Ａ、川南上Ｂ、川南上Ｃ、明会谷川、飯の原Ａ、飯の原Ｂ、飯の原Ｃ、舟岡谷川、成ノ木谷

川、東本郷Ｄ、高畑谷川、東本郷Ｅ、木路木谷川、東本郷Ａ、東本郷Ｂ、東本郷Ｃ、受地Ｅ、受地Ａ、受地Ｂ、受地

Ｃ、受地Ｄ、石場Ｃ、石場谷Ｂ、石場Ａ、石場Ｂ、共和、高津屋Ａ、請地川、高津屋Ｃ、高津屋Ｂ、七人塚川、造林

谷、高津屋Ｄ、横見Ａ、横見Ｂ、木下谷川、門曲Ｃ、居舟谷川Ａ、居舟谷川Ｂ、門曲Ａ、門曲Ｂ、柳瀬谷川、宮の

部、奥鍋川Ａ、奥鍋川Ｂ、日の出Ｃ、日の出Ｂ、日の出Ａ、中佐津目Ｄ、中佐津目Ｃ、中佐津目Ｂ、松井屋谷川、カ

エノキ谷川、大岩ヶ谷川、岩利谷川、中佐津目Ａ、中佐津目Ｅ、大谷川、湯の谷川、下佐津目Ｃ、下佐津目Ｄ、下佐

津目Ａ、下佐津目Ｂ、豊田Ａ、豊田Ｂ、菅田Ｄ、菅田Ｃ、菅田Ｂ、岩ノ奥谷川、菅田Ａ、加賀谷Ａ、加賀谷Ｂ、錦

Ａ、錦Ｂ、清水谷川、朝倉川、穴場谷川Ｂ、五谷Ａ、林谷、野田谷、蕎麦谷、毛津本郷Ｅ、毛津本郷Ｄ、毛津本郷

Ｃ、毛津本郷Ａ、毛津Ｂ、毛津Ａ、和江島Ｂ、石場谷Ａ、奥鍋川Ｃ、五谷Ｂ、毛津本郷Ｂ、ゴゼ谷、御田Ｄ、御田

Ｃ、御田Ｂ、御田Ａ、稲田Ｃ、稲田Ｂ、佐固の奥谷川Ｂ、宮田谷川、飼領谷、奥床谷、黒谷川、滝谷、郷Ａ、郷Ｂ、

キャワグリ谷、梅ノ木谷Ａ、ヤボ谷川、江月谷川、坪貝谷Ｂ、坪貝谷Ａ、朝原上谷、かわらけ谷、三槙Ｂ、三槙Ａ、

宝坂谷、宝坂峠谷、寺領Ｄ、寺領Ｅ、寺領Ｂ、寺領Ｃ、寺領Ａ、名梅Ｅ、名梅Ａ、名梅Ｂ、名梅谷、名梅Ｃ、名梅

Ｄ、寺尾Ｂ、寺尾Ａ、寺尾Ｇ、寺尾谷Ｂ、寺尾Ｃ、寺尾Ｅ、寺尾Ｆ、山中Ｉ、山中Ｈ、山中Ｄ、山中Ｃ、山中Ｅ、山
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中Ｇ、三代Ａ、奥横谷Ｂ、三代Ｂ、三代Ｃ、三代Ｄ、三代Ｈ、三代Ｆ、三代Ｅ、三代Ｉ、杉谷、三代Ｍ、三代Ｌ、三

代Ｋ、三代Ｊ、稲田谷、稲田Ａ、白滝Ａ、白滝Ｂ、白滝Ｃ、大滝川Ｃ、大滝川Ａ、東山中Ａ、東山中谷川Ｂ、東山中

Ｂ、上組Ｈ、上組Ｆ、坊主畑谷、上組Ｇ、東山中谷川Ｄ、上組Ｅ、上組Ｃ、君谷、上組Ｂ、上組Ａ、羽西谷、廻屋中

谷、廻屋谷Ｂ、吉野谷、水谷Ａ、水谷小谷、万寿谷、吉野Ｇ、上堂谷川Ａ、上堂谷川Ｂ、須佐吉野川、吉野Ｈ、吉野

Ｉ、吉野Ｆ、菅沢谷川Ｂ、吉野Ｅ、吉野Ｄ、吉野Ｃ、吉野Ｂ、大山Ｂ、大山Ａ、松尾谷川Ｊ、松尾谷川Ｉ、松尾谷川

Ｈ、松尾谷川Ｅ、松尾谷川Ｇ、松尾谷川Ｂ、御幡Ｂ、御幡Ａ、赤羽根川、御幡Ｃ、御幡Ｄ、三の宮Ａ、北迫谷川、多

久和谷川、大呂中谷川、寺床谷川、三の宮Ｂ、中村屋奥谷川、三の宮Ｄ、竜体谷Ａ、竜体谷Ｅ、三の宮Ｃ、五反田谷

川Ａ、別所Ｄ、別所Ｃ、別所Ｅ、別所Ｂ、別所Ａ、本郷Ｂ、本郷Ａ、士落谷川、馬垣谷川Ａ、内馬谷川、馬ノセ谷

川、小倉屋谷川、呑水Ｂ、呑水Ａ、慶正、大井後谷川、町、本郷谷、平田Ａ、平田Ｂ、平田Ｃ、八幡、平田Ｆ、平田

Ｅ、平田Ｄ、梅ノ木谷Ｂ、寺尾谷Ｃ、寺尾谷Ａ、寺尾Ｄ、山中Ｊ、山中Ａ、山中Ｂ、山中Ｆ、奥横谷Ａ、三代Ｇ、大

滝川Ｂ、東山中谷川Ｅ、東山中谷川Ｃ、東山中谷川Ａ、上組Ｄ、廻屋谷Ｊ、廻屋谷Ｈ、廻屋谷Ａ、廻屋谷Ｃ、廻屋谷

Ｄ、廻屋谷Ｅ、廻屋谷Ｆ、廻屋谷Ｇ、廻屋谷Ｉ、水谷Ｄ、吉野Ｊ、松尾谷川Ｃ、松尾谷川Ｄ、松尾谷川Ｆ、松尾谷川

Ａ、五反田谷川Ｂ、馬垣谷川Ｂ、竜体谷Ｂ、竜体谷Ｃ、竜体谷Ｄ、水谷Ｃ、水谷Ｂ、恵堂川、恵堂、上小田小谷、小

田町、菅沢谷川Ａ、二谷屋川、揚東、畑谷、福志原、念仏田川、矢谷Ｃ、華蔵川、矢谷Ｂ、矢谷Ａ、赤松、赤松谷

Ｂ、畑谷川Ｂ、檜木谷川、河内平、宇杉、下頭名Ａ、下頭名Ｂ、下頭名Ｃ、下頭名Ｄ、猪子谷、片平谷、茗ヶ原、朝

漬谷、西明Ａ、西明Ｂ、西明Ｃ、西明Ｄ、宮本Ｃ、大須、奥田儀中組、宮木川、山郡北、大仙谷、田熊谷、針戸Ｂ、

能生寺川、針戸Ａ、小原Ａ、糀屋Ｂ、糀屋Ａ、草井谷川Ａ、草井谷川Ｂ、金堀谷、中郷、中郷川、辺田川、竹ノ上、

塚之尾谷川Ｂ、塚之尾谷川Ａ、城平、田儀小谷、口田儀東川、万治川Ａ、万治川Ｂ、家奥谷、田儀余草、赤谷川Ｂ、

赤谷川Ａ、小田余草、小田余草谷、柳谷小谷、桜堂川、柳谷、御茶屋場、青野谷、後畑、赤松谷Ａ、赤松谷Ｃ、畑谷

川Ａ、畑谷川Ｃ、西明Ｅ、宮本Ａ、宮本Ｂ、下宇杉Ｂ、下宇杉Ａ、下宇杉Ｃ、土居谷、常楽寺西上、瀬の谷川、常楽

寺東Ｂ、角屋谷川、常楽寺東Ａ、三本松、大蔵、奥ノ谷川、奥ノ向、常楽寺川Ｅ、亀割、常楽寺川Ａ、森ノ奥Ａ、森

ノ奥Ｂ、牛ヶ谷、畑村西の谷川、畑村小谷、姉谷Ａ、姉谷Ｂ、石佛Ａ、石佛Ｂ、井瀬ノ谷、鉢屋谷、平木谷、畑村大

谷、畑下、三部、常楽寺川Ｃ、常楽寺川Ｄ、常楽寺川Ｂ、梅谷川支川、通ヒ川、中ツラ川、立花谷、東下谷、東上

谷、宇龍東川、妙見谷、孫兵衛谷、大谷東、大谷西、宇龍西川、神宮寺谷、秘台原、宮前川、後山川、鬼の目川、鬼

の目川左支川Ｂ、鬼の目川左支川Ａ、這田川、這田奥谷、小這田川、二俣西川、二俣東川、水尻谷、本谷川、本谷川

奥谷、戸井の奥川、西川、面坂東、宮の奥川、面坂西、大床谷、以下谷川、以下谷西、東大床東、東大床西、百間

滝、八千代川、梅谷川、大床東、大床西、笹子谷、稲佐川、滝坂川、柿の木谷川、権兵衛谷川、池の奥川、蜷の尻

川、素鵞川、奥谷川、吉野川、亀の助谷、薬師谷川、西の谷川、河原谷川、繁の谷川、阿式谷川、樽戸谷川、亀谷

川、遙堪湯屋谷川、才木谷川、才の元川、大黒谷川、石臼谷川、四季荘谷Ａ、四季荘谷Ｂ、門田川Ｂ、みはらしＡ、

みはらしＢ、みはらしＥ、灘北谷、竹谷、柿木谷、後谷、大倉東Ａ、学頭谷、宇屋谷Ａ、宇屋谷Ｂ、高瀬Ａ、高瀬

Ｂ、宇屋谷Ｃ、神庭谷Ａ、神庭谷Ｂ、神庭谷Ｃ、神庭谷Ｄ、神庭谷Ｅ、上学頭Ａ、西谷Ａ、弥生谷Ａ、弥生谷Ｂ、荒

神谷、武部東Ｄ、牧谷川Ａ、牧谷川Ｂ、武部西Ａ、高瀬Ｃ、神庭谷Ｆ、みはらしＦ、岩海谷、かじや谷川Ａ、下阿宮

２Ａ、高野川、下高野川、下阿宮１Ａ、宮尾谷、下阿宮１Ｂ、井田Ａ、下阿宮１Ｃ、下阿宮１Ｄ、井田Ｂ、上阿宮４

Ａ、上阿宮４Ｂ、上阿宮４Ｃ、畑谷川Ａ、畑谷川Ｂ、畑谷川Ｃ、大袋谷Ａ、上阿宮４Ｄ、上阿宮４Ｅ、大袋谷Ｃ、上

阿宮３Ａ、上阿宮３Ｂ、刈山川、別所谷川Ａ、別所谷川Ｂ、上阿宮１Ａ、上阿宮１Ｂ、上阿宮１Ｃ、上阿宮１Ｄ、上

阿宮１Ｅ、上阿宮１Ｆ、上阿宮１Ｇ、かじや谷川Ｂ、かじや谷川Ｃ、氷室３Ａ、鷺谷川、鷺谷小谷、氷室谷、氷室３

Ｃ、廻谷川、寺谷川Ａ、寺谷川Ｂ、寺谷川Ｃ、氷室２Ａ、神氷、柳川、氷室２Ｂ、和西川、氷室１Ａ、氷室１Ｂ、氷

室１Ｃ、下出西４Ａ、後谷川、下出西１Ａ、下出西１Ｂ、竜王谷川、中出西１Ａ、上の谷、西伊保谷、伊保谷、伊

保、上出西２Ｂ、上出西１Ａ、上出西１Ｂ、岩海Ａ、岩海Ｂ、氷室１Ｄ、結本谷川、結Ａ、林之奥谷、東馬瀬谷、三

井Ａ

３ 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出雲市役所において一般の縦覧に供する。）
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島根県告示第218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７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31年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

大田市

２ 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

 急傾斜地の崩壊

工業団地、鳥越Ａ、鳥越Ｂ、鳥越Ｃ、鳥越Ｄ、鳥越Ｅ、鳥越Ｆ、鳥越Ｇ、鳥越Ｈ、鳥越Ｊ、鳥越Ｋ、鳥越Ｌ、鳥越

Ｍ、新諸友Ａ、刺鹿Ｃ、柳井１Ａ、柳井１Ｂ、柳井１Ｃ、柳井１Ｄ、大正Ａ、柳井１Ｆ、大正西１Ａ、綿田Ａ、綿田

Ｂ、柳井２Ａ、柳井２Ｂ、城山２Ａ、城山２Ｂ、飯盛山、市井、城山２Ｃ、城山２Ｄ、城山２Ｅ、城山２Ｆ、城山２

Ｇ、柳井、城山１Ａ、城山２Ｈ、城山１Ｂ、城山１Ｃ、大田Ａ、加土Ｂ、加土Ｃ、加土Ｄ、加土Ｅ、加土Ｆ、加土

Ｇ、加土Ｈ、加土Ｉ、加土Ｊ、小池Ａ、小池Ｂ、小池Ｄ、小池Ｅ、小池Ｆ、小池Ｇ、長谷Ｂ、押ヶ峠Ｂ、長谷Ｃ、長

谷Ｄ、長谷Ｆ、長谷Ｇ、長谷Ｈ、長谷Ｉ、出口Ａ、出口Ｂ、出口Ｉ、出口Ｃ、出口Ｄ、出口Ｅ、出口Ｆ、出口Ｇ、出

口Ｈ、大田野城Ａ、大田野城Ｂ、大田野城Ｃ、灰取Ａ、灰取Ｂ、灰取Ｃ、大田野城Ｄ、大田野城Ｅ、大田野城Ｆ、大

田野城Ｇ、大田野城Ｈ、大田野城Ｉ、大田野城Ｊ、大田野城Ｋ、大田野城Ｌ、大田野城Ｍ、大田野城Ｎ、大田野城

Ｏ、大田野城Ｐ、大田程原、大田日の出Ａ、大田日の出Ｂ、大田日の出Ｃ、大田日の出Ｄ、大田日の出Ｅ、大田日の

出Ｆ、大田日の出Ｇ、大田日の出Ｈ、大田日の出Ｉ、立花Ａ、立花Ｂ、大田日の出Ｊ、大田日の出Ｋ、大田日の出

Ｌ、大田日の出Ｍ、天神２、天神１Ａ、大田本町Ａ、天神１Ｃ、末広西、末広Ａ、末広Ｂ、末広Ｃ、諏訪３Ａ、諏訪

３Ｂ、諏訪、諏訪３Ｃ、諏訪１、宮島Ａ、大田本町Ｂ、宮島Ｂ、鳴滝Ａ、栄Ａ、明善寺、大田本町Ｃ、殿町、栄町代

官山Ａ、栄町Ａ、栄町１Ａ、栄町代官山Ｂ、栄町１Ｂ、栄町１Ｃ、栄町２Ａ、吉永、栄町２Ｂ、栄町２Ｃ、宮島Ｃ、

鳴滝Ｂ、宮島Ｄ、栄町３Ａ、栄町３Ｂ、栄町３Ｃ、栄Ｄ、栄Ｂ、栄Ｃ、栄町３Ｅ、栄町３Ｆ、柳ヶ坪１Ａ、柳ヶ坪

南、柳ヶ坪２、柳ヶ坪１Ｂ、柳ヶ坪北、大坪Ａ、大坪Ｂ、大坪Ｃ、大坪Ｄ、大坪Ｇ、大坪Ｅ、大坪Ｆ、宮島Ｅ、宮島

Ｆ、山崎１Ａ、山崎１Ｂ、山崎１Ｃ、山崎１Ｄ、山崎４Ｂ、山崎２Ａ、山崎２Ｂ、山崎２Ｃ、大田Ｂ、山崎３、押ヶ

峠Ａ、島津屋Ａ、島津屋Ｂ、島津屋Ｃ、島津屋Ｄ、津戸Ｂ、津戸Ｃ、上津戸Ａ、津戸Ｄ、中通Ａ、仙山Ａ、中通Ｂ、

中通Ｃ、中通Ｄ、丸尾Ａ、川東Ａ、丸尾Ｂ、丸尾Ｄ、丸尾Ｅ、仙山Ｂ、日ノ尾Ａ、日ノ尾Ｂ、日ノ尾Ｃ、中通Ｅ、長

畑Ａ、長畑Ｂ、長畑Ｃ、長畑Ｄ、丸尾Ｆ、長畑Ｅ、朝倉Ａ、城蓮Ａ、城蓮西、西城蓮Ａ、西城蓮Ｂ、西城蓮Ｃ、城蓮

Ｂ、朝倉Ｂ、上谷、朝山竹原Ａ、朝山竹原Ｂ、畑Ａ、朝山竹原Ｃ、朝山竹原Ｄ、朝倉Ｃ、朝山竹原Ｅ、朝山竹原Ｆ、

朝山竹原Ｇ、朝倉Ｄ、下畑Ａ、畑Ｂ、下畑Ｂ、畑Ｃ、下畑Ｃ、下畑Ｄ、畑Ｄ、畑Ｅ、上畑Ａ、上畑Ｂ、上畑Ｃ、大暮

Ａ、大暮Ｂ、宮西Ａ、宮西Ｂ、宮西Ｃ、宮西Ｄ、朝山下谷Ａ、宮西Ｅ、朝山下谷Ｂ、朝山本谷Ａ、朝山本谷Ｂ、宮西

Ｆ、朝倉Ｅ、朝山本谷Ｃ、朝山鶴ヶ丘Ａ、朝山鶴ヶ丘Ｂ、朝山鶴ヶ丘Ｃ、朝山鶴ヶ丘Ｄ、山谷Ａ、山谷Ｂ、山谷Ｃ、

灘山Ａ、灘山Ｂ、灘山Ｃ、灘山Ｄ、田長Ａ、波根鶴ヶ丘Ａ、波根鶴ヶ丘Ｂ、田長Ｂ、田長Ｃ、田長Ｄ、田長Ｅ、田長

Ｆ、田長Ｇ、田長Ｈ、田長Ｉ、田長Ｊ、上川内東、上川内Ａ、上川内西、上川内Ｂ、上川内Ｃ、高砂、上川内Ｄ、上

川内Ｅ、上川内Ｆ、上川内Ｇ、上川内Ｈ、大西Ａ、上川内Ｉ、砂山Ａ、砂山Ｂ、才ノ神、波根上町Ａ、西中、新市、

東灘Ａ、西灘、波根上町Ｂ、砂山Ｃ、江奥Ａ、江奥Ｂ、江奥Ｃ、天場Ａ、天場Ｂ、東灘Ｂ、古川北Ａ、古川北Ｂ、波

根町Ａ、久手西、大津、大西Ｂ、大西Ｃ、大西Ｄ、大西Ｅ、大西Ｆ、大西Ｉ、大西Ｇ、鈴見Ａ、鈴見Ｂ、鈴見Ｃ、鈴

見Ｄ、涼見Ａ、涼見Ｂ、江谷Ａ、江谷Ｂ、江谷Ｃ、江谷Ｄ、江谷Ｅ、刺鹿Ａ、刺鹿Ｂ、江谷Ｆ、中尾Ａ、中尾Ｂ、中

尾Ｃ、中尾Ｄ、中尾Ｅ、中尾Ｆ、市井Ａ、市井Ｂ、市井Ｃ、市井Ｄ、市井Ｅ、市井Ｆ、諸友Ａ、諸友Ｂ、諸友Ｃ、久

手鳥越Ａ、久手鳥越Ｂ、諸友Ｆ、上沢田Ａ、上沢田Ｂ、久手竹原Ａ、久手竹原Ｂ、久手竹原Ｃ、沢田、迫Ａ、迫Ｂ、
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迫Ｃ、迫Ｄ、迫Ｅ、迫Ｆ、久手新田Ａ、久手新田Ｂ、久手新田Ｃ、仕明Ａ、仕明Ｂ、仕明Ｃ、仕明Ｄ、港、寺前、旭

Ａ、旭Ｂ、久手町波根西Ａ、八幡Ａ、八幡Ｂ、大平Ａ、大平Ｂ、大平Ｃ、鳥井鳥越Ｄ、鳥井鳥越Ａ、大平Ｄ、鳥井鳥

越Ｂ、鳥井鳥越Ｃ、さぎみＡ、さぎみＢ、鳥井和江、鳥井下、土江Ａ、長久Ａ、川北下Ａ、川北下Ｂ、川北中、川北

下Ｃ、川北上Ａ、西用田、長久Ｂ、東用田Ａ、東用田Ｂ、東用田Ｃ、東用田Ｄ、長久Ｃ、川南上Ａ、川南上Ｂ、長久

山崎Ａ、長久Ｄ、長久山崎Ｂ、川南、長久Ｅ、川南２Ａ、長久Ｆ、川南２Ｂ、川南２Ｃ、土江Ｂ、土江上Ａ、土江上

Ｂ、土江Ｃ、稲用Ａ、稲用Ｂ、稲用Ｃ、稲用Ｄ、稲用下Ａ、稲用中Ａ、稲用中Ｂ、稲用Ｅ、稲用Ｆ、稲用Ｇ、稲用

Ｉ、稲用上Ａ、稲用中Ｃ、稲用Ｈ、長久八日市、延里Ａ、延里Ｂ、延里Ｃ、延里Ｄ、延里Ｅ、延里下、延里上Ａ、延

里上Ｂ、静間和江、静間新田Ａ、静間新田Ｃ、正原、仮屋、堋Ａ、堋Ｂ、堋Ｃ、堋Ｄ、弓辺Ａ、弓辺Ｂ、弓辺Ｄ、弓

辺Ｃ、笹Ａ、八日市Ａ、八日市Ｂ、八日市Ｃ、八日市Ｄ、八日市Ｅ、八日市Ｉ、八日市Ｆ、八日市Ｇ、八日市Ｈ、笹

Ｂ、笹Ｃ、笹Ｄ、笹Ｅ、笹山、垂水Ａ、垂水Ｂ、垂水Ｃ、角山、垂水Ｄ、垂水Ｅ、垂水Ｆ、垂水Ｇ、垂水Ｈ、垂水

Ｉ、静間平Ａ、静間平Ｂ、垂水Ｊ、静間平Ｃ、魚津Ａ、魚津Ｂ、鬼村Ｄ、鬼村Ｃ、鬼村下Ｆ、鬼村Ｂ、鬼村下Ａ、鬼

村上Ｉ、鬼村下Ｅ、鬼村下Ｄ、鬼村下Ｃ、鬼村下Ｂ、鬼村上Ｈ、鬼村上Ｄ、鬼村Ａ、鬼村上Ｅ、鬼村上Ｇ、鬼村上

Ｃ、鬼村上Ａ、鬼村上Ｂ、角折Ｃ、角折Ｄ、角折Ｅ、角折Ｇ、大屋農協裏、角折Ｆ、角折Ｂ、角折Ａ、大国Ｄ、中尾

波Ａ、中尾波Ｂ、中尾波Ｃ、中尾波Ｄ、上尾波Ｂ、上尾波Ａ、上尾波Ｃ、上尾波Ｄ、尾波Ａ、上尾波Ｅ、尾波Ｂ、上

尾波Ｆ、大国Ａ、大国Ｂ、大国Ｃ、大国Ｅ、大国Ｆ、大屋上Ａ、大屋上Ｃ、大屋上Ｆ、大屋Ｅ、大屋下Ｅ、大屋下

Ｆ、大屋下Ｄ、大屋Ｄ、大屋Ｃ、大屋Ｂ、大屋上Ｅ、大屋上Ｂ、大屋Ａ、大屋下Ｂ、大屋下Ａ、大屋下Ｇ、大屋Ｆ、

行恒Ｂ、行恒Ａ、松代Ｃ、松代Ａ、松代１、小山Ｆ、小山Ｅ、小山Ｄ、小山二、小山Ｃ、小山Ｂ、小山一Ｄ、小山一

Ｃ、小山一Ｂ、小山Ａ、小山一Ａ、市ノ上Ｂ、市ノ上Ａ、市ノ上Ｄ、今市Ｅ、今市Ｄ、今市Ｂ、今市Ａ、市原Ｃ、市

原Ａ、亀谷Ａ、亀谷Ｂ、市原Ｂ、市原Ｄ、今市Ｃ、市原Ｊ、市原Ｈ、市原Ｆ、市原Ｅ、市原Ｇ、市原Ｉ、先市、市原

Ｋ、市原Ｌ、久利Ａ、佐摩Ｉ、佐摩Ｈ、市原Ｍ、赤波Ａ、佐摩Ｆ、佐摩Ｄ、佐摩Ｃ、佐摩Ａ、佐摩Ｂ、赤波一、佐摩

Ｅ、佐摩Ｇ、赤波Ｂ、市原Ｎ、久利Ｂ、久利Ｃ、畑ヶ中二Ａ、畑ヶ中Ａ、畑ヶ中一Ａ、畑ヶ中Ｂ、畑ヶ中Ｃ、畑ヶ中

Ｅ、畑ヶ中二Ｃ、畑ヶ中Ｄ、畑ヶ中二Ｂ、畑ヶ中Ｆ、畑ヶ中Ｇ、松代Ｂ、鉱山、松代Ｄ、畑ヶ中Ｈ、市原Ｑ、湊二、

湊Ａ、駅北、湊Ｂ、湊一、湊Ｃ、湊三、湊Ｄ、湊Ｅ、湊Ｆ、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、嘉庭Ａ、嘉庭Ｂ、嘉庭Ｃ、嘉庭Ｄ、丹波Ａ、丹波Ｂ、丹波

Ｃ、丹波Ｄ、丹波Ｅ、丹波Ｆ、丹波Ｇ、丹波Ｈ、丹波Ｉ、丹波Ｊ、畑井Ａ、畑井Ｂ、畑井Ｃ、畑井Ｅ、畑井Ｆ、野梅

Ａ、野梅Ｂ、野梅Ｃ、野梅Ｄ、野梅Ｅ、野梅Ｆ、野梅Ｇ、野梅Ｈ、赤井Ｂ、赤井Ｃ、赤井Ｄ、赤井Ｅ、赤井Ｆ、嘉塩

Ａ、嘉塩Ｂ、赤井Ｇ、嘉塩Ｃ、赤井Ｈ、赤井Ｉ、赤井Ｊ、赤井Ｋ、嘉塩Ｅ、赤井Ｌ、赤井Ｍ、赤井Ｎ、赤井Ｏ、古

浦、明神、大浦南、大浦Ａ、漁民団地、竪町、大浦北Ａ、上市第一、柳町Ａ、大浦Ｂ、五十猛日の出Ａ、五十猛日の

出Ｂ、五十猛日の出Ｃ、下佐摩Ｂ、下佐摩Ａ、駒足西側、昭和Ｂ、昭和Ａ、新町Ｂ、新町Ａ、羅漢町Ｃ、羅漢町Ａ、

上佐摩上Ｇ、上佐摩上Ｈ、上佐摩上Ｉ、上佐摩上Ｊ、上佐摩上Ｃ、上佐摩上Ａ、上佐摩上Ｂ、上佐摩上Ｄ、上佐摩上

Ｆ、上佐摩上Ｅ、羅漢町Ｂ、銀山Ｆ、銀山Ｄ、銀山Ｃ、銀山Ｂ、銀山Ａ、銀山Ｅ、銀山Ｇ、銀山Ｈ、町上Ａ、町上

Ｂ、町上Ｃ、町下、代官所跡、宮ノ前、荻原Ａ、荻原Ｅ、福原下Ｄ、福原下Ｃ、福原中Ｅ、又持Ｄ、又持Ｂ、又持

Ａ、米山Ｅ、米山Ｄ、米山Ｃ、米山Ｂ、米山Ａ、又持Ｃ、福原Ａ、高津下Ｄ、高津下Ｃ、高津上Ｃ、高津上Ａ、高津

上Ｂ、高津下Ｂ、三久須下Ｃ、高津、高津下Ａ、三久須中Ｃ、本郷上Ａ、本郷上Ｂ、本郷下Ａ、本郷下Ｄ、本郷下

Ｆ、白坏、本郷下Ｃ、本郷上Ｅ、本郷上Ｄ、本郷上Ｃ、三久須中Ｂ、三久須中Ａ、三久須上、三久須Ｃ、三久須Ｄ、

三久須Ｅ、三久須Ｆ、三久須下Ａ、三久須下Ｂ、福原上Ａ、水上農協裏、福原上Ｆ、福原上Ｄ、福原上Ｃ、福原上

Ｂ、福原上Ｅ、福原上Ｇ、福原上Ｈ、福原Ｂ、小学校裏、福原Ｃ、福原中Ａ、福原中Ｃ、福原Ｄ、福原Ｅ、福原Ｆ、

福原Ｇ、福原下Ｂ、福原中Ｄ、福原下Ａ、福原下Ｅ、福原下Ｆ、荻原Ｄ、荻原Ｃ、荻原Ｂ、矢滝Ａ、矢滝Ｂ、矢滝

Ｃ、矢滝Ｅ、矢滝Ｆ、上町Ａ、下町、上瀬戸、瀬戸Ａ、瀬戸Ｂ、下瀬戸Ａ、下瀬戸Ｂ、瀬戸Ｄ、大原Ｃ、大原Ｂ、大

原Ａ、大原Ｄ、祖式Ａ、祖式Ｂ、大原Ｅ、大原Ｇ、大原Ｈ、大原Ｉ、大原Ｆ、瀬戸Ｃ、向川Ｄ、向川Ｃ、向川Ｂ、向

川Ａ、横谷Ａ、横谷Ｂ、横谷Ｃ、猪ノ目、横谷Ｆ、南山Ｂ、南山Ａ、山中Ｎ、山中Ｆ、山中Ｋ、山中Ｍ、山中Ｌ、山

中Ｈ、山中Ｇ、山中Ｉ、山中Ｊ、山中Ｅ、山中Ａ、山中Ｂ、山中Ｄ、山中Ｃ、伊勢階Ｂ、伊勢階Ａ、吉永下、吉永上
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Ａ、吉永上Ｂ、神領２Ａ、神領２Ｂ、神領１Ａ、神領１Ｂ、川合南Ａ、川合程原Ａ、川合程原Ｂ、川合程原Ｃ、川合

程原Ｄ、川合程原Ｅ、川合程原Ｇ、川合程原Ｈ、川合東、川合南Ｂ、川合程原Ｆ、瓜坂Ａ、瓜坂Ｂ、瓜坂Ｃ、瓜坂

Ｄ、瓜坂Ｅ、瓜坂Ｆ、芋原Ａ、芋原Ｂ、芋原Ｃ、芋原Ｄ、鶴府Ａ、鶴府Ｂ、鶴府Ｄ、鶴府Ｅ、川合Ａ、鶴府Ｆ、鶴府

Ｃ、忍原Ａ、忍原Ｃ、野田原Ａ、忍原Ｂ、寺垣内、野田原Ｂ、野田原Ｃ、忍原Ｄ、忍原Ｅ、浅原Ｄ、浅原Ｃ、浅原

Ａ、南Ａ、南Ｂ、南Ｃ、南Ｄ、南Ｅ、南Ｆ、出岡Ａ、出岡Ｂ、出岡Ｃ、出岡Ｄ、高松地Ａ、高松地Ｂ、野田Ａ、野田

Ｂ、野田Ｃ、野田Ｄ、向吉永Ａ、向吉永Ｂ、高松地２、富山本谷Ａ、富山本谷Ｂ、富山本谷Ｃ、富山本谷Ｄ、入石

Ｂ、入石Ａ、市Ａ、市Ｂ、市Ｃ、市Ｅ、重蔵Ａ、重蔵Ｄ、重蔵Ｃ、曽根川、重蔵Ｆ、下才坂Ｆ、下才坂Ｅ、下才坂

Ｇ、才坂Ａ、才坂Ｃ、才坂Ｂ、下才坂Ａ、下才坂Ｂ、下才坂Ｃ、下才坂Ｄ、芦谷Ａ、才坂Ｄ、芦谷Ｂ、才坂Ｅ、才坂

Ｆ、半明Ａ、半明Ｂ、半明Ｃ、勝手Ａ、勝手Ｂ、勝手Ｃ、富山本郷Ｄ、富山本郷Ｂ、富山本郷Ｃ、富山本郷Ｅ、富山

本郷Ａ、筆院堂Ａ、筆院堂Ｃ、筆院堂Ｂ、筆院堂Ｄ、道原Ａ、道原Ｃ、道原Ｂ、道原Ｄ、道原Ｅ、入口Ａ、入口Ｂ、

入口Ｄ、入口Ｅ、堀越Ｂ、堀越Ａ、堀越Ｃ、高原Ａ、高原Ｂ、高原Ｃ、高原Ｄ、高原Ｅ、入口Ｃ、土居Ａ、土居Ｂ、

土居Ｃ、土居Ｅ、土居Ｄ、土居Ｆ、神原、入石Ｄ、入石Ｅ、大家Ａ、大家Ｃ、大家Ｇ、川上Ｃ、川上Ｄ、大家Ｊ、大

家Ｋ、本郷Ｂ、本郷Ｄ、新屋Ｄ、新屋Ｃ、山田Ｆ、山田Ｄ、新屋Ｂ、山田Ｂ、山田Ｃ、山田Ｅ、山田Ｇ、新屋Ａ、上

飯谷Ａ、上飯谷Ｂ、下飯谷Ａ、下飯谷Ｂ、平Ｇ、平Ｈ、平Ｉ、弓久Ｃ、弓久Ｄ、新屋Ｊ、弓久Ａ、弓久Ｂ、新屋Ｉ、

上飯谷Ｄ、山田Ａ、上飯谷Ｃ、平Ａ、平Ｃ、平Ｄ、平Ｆ、平Ｂ、平Ｅ、本郷Ｆ、新屋Ｅ、本郷Ｃ、柿田Ｂ、本郷Ａ、

大家Ｌ、大家Ｉ、柿田Ａ、柿田Ｃ、八反田Ｅ、八反田Ｆ、八反田Ｇ、八反田Ｄ、四日市Ｃ、八反田Ｃ、八反田Ｂ、八

反田Ａ、新屋Ｆ、新屋Ｇ、新屋Ｈ、右原Ｃ、右原Ｂ、右原Ａ、大代下谷Ｂ、大代下谷Ａ、大家Ｍ、上市Ａ、上市Ｃ、

上市Ｂ、四日市Ａ、四日市Ｂ、柿田Ｄ、椿Ｉ、椿Ｆ、椿Ｅ、椿Ｇ、椿Ｈ、椿Ｃ、椿Ｄ、椿Ｂ、椿Ａ、大家Ｈ、大家

Ｆ、大家Ｅ、大家Ｄ、川上Ｂ、大家Ｂ、大家Ｎ、新屋Ｎ、新屋Ｋ、下谷、小屋原下Ｃ、三瓶中組、小屋原Ａ、小屋原

下Ａ、小屋原下Ｂ、小屋原下Ｄ、小屋原Ｃ、小屋原上Ａ、小屋原Ｂ、小屋原上Ｂ、小屋原上Ｃ、池田町下、池田Ｃ、

町Ｂ、町Ｃ、町Ｄ、小原Ａ、大江Ａ、大江Ｂ、大江Ｃ、大江Ｄ、池ノ原Ａ、池ノ原Ｂ、小田Ａ、小田Ｂ、小田Ｃ、小

田Ｄ、小田Ｅ、小田Ｆ、小田Ｇ、西田Ａ、西田Ｃ、槇原Ａ、槇原Ｂ、槇原Ｃ、槇原Ｄ、槇原Ｅ、槇原Ｆ、野畑Ａ、野

畑Ｂ、野畑Ｃ、野畑Ｄ、池田Ｂ、野畑Ｅ、奥畑Ａ、奥畑Ｂ、奥畑Ｃ、奥畑Ｅ、奥畑Ｄ、西田Ｂ、町Ｇ、西田Ｅ、志学

Ａ、三瓶温泉、三瓶西、上立馬場、加渕Ａ、加渕Ｂ、三瓶東Ｂ、上山Ａ、上山Ｃ、東上山Ａ、東上山Ｂ、上山Ｂ、東

上山Ｄ、東上山Ｃ、上山Ｄ、上山Ｅ、上山Ｆ、上山Ｇ、上山Ｉ、西上山Ａ、上山Ｊ、西上山Ｃ、西上山Ｂ、上山Ｋ、

上山Ｌ、西上山Ｄ、長原Ａ、長原Ｂ、長原Ｃ、長原Ｄ、長原Ｅ、長原Ｆ、温泉Ａ、温泉Ｂ、志学Ｂ、長原Ｇ、長原

Ｈ、志学Ｄ、志学Ｃ、志学Ｅ、長原Ｉ、三瓶町志学Ａ、三瓶町志学Ｂ、三瓶町志学Ｃ、長沢、長田Ａ、長田Ｂ、長田

Ｃ、田向Ａ、田向Ｂ、上多根Ａ、上多根Ｃ、上多根Ｂ、上多根Ｅ、上多根Ｄ、中津森Ａ、中多根Ａ、中多根Ｂ、中津

森Ｂ、中津森Ｄ、中津森Ｃ、下多根Ｅ、下多根Ｇ、下多根Ｄ、下多根Ｃ、下多根Ｂ、下多根Ａ、小豆原Ｅ、小豆原

Ｆ、小豆原Ｈ、小豆原Ｄ、小豆原Ａ、小豆原Ｂ、小豆原Ｃ、小豆原Ｇ、三瓶野城Ａ、上野城Ｂ、上野城Ａ、三瓶野城

Ｂ、上野城Ｃ、三瓶野城Ｃ、上野城Ｄ、上野城Ｅ、上野城Ｆ、上野城Ｇ、三瓶町多根Ａ、佐津目Ａ、佐津目Ｂ、佐津

目Ｃ、佐津目Ｆ、佐津目Ｇ、佐津目Ｅ、佐津目Ｄ、佐津目Ｈ、獺越Ａ、獺越Ｂ、獺越Ｄ、獺越Ｅ、獺越Ｃ、山口中組

Ａ、山口中組Ｂ、山口中組Ｃ、山口中組Ｅ、山口中組Ｆ、山口中組Ｄ、山口中組Ｇ、山口中組Ｈ、山口中組Ｉ、山口

中組Ｊ、山口中組Ｋ、山口中組Ｍ、山口中組Ｌ、山口中組Ｎ、藤木Ａ、藤木Ｂ、藤木Ｃ、藤木Ｄ、藤木Ｅ、山口Ｄ、

山口Ｅ、下立石Ａ、下立石Ｂ、上立石Ｂ、上立石Ｃ、上立石Ｄ、上立石Ｅ、山口Ｇ、山口Ｆ、上立石Ｆ、立石Ａ、山

口Ｃ、立石Ｄ、立石Ｅ、上立石Ａ、立石Ｃ、立石Ｆ、立石Ｂ、町Ｅ、山口Ａ、山口Ｂ、町Ｆ、新柄Ａ、新柄Ｂ、渡

瀬、新柄Ｃ、新柄Ｄ、新柄Ｅ、新柄Ｆ、立目Ａ、立目Ｂ、立目Ｃ、立目Ｄ、立目Ｅ、立目Ｇ、立目Ｆ、東山Ａ、東山

Ｇ、東山Ｂ、東山Ｃ、東山Ｄ、東山Ｅ、東山Ｆ、大井手Ａ、大井手Ｂ、大井手Ｃ、寺ヶ内Ａ、宮村、湯迫Ａ、湯迫

Ｂ、湯迫Ｃ、湯迫Ｄ、日ノ本Ａ、日ノ本Ｂ、日ノ本Ｃ、白石Ａ、白石Ｂ、白石Ｃ、白石Ｄ、白石Ｅ、白石Ｆ、白石

Ｇ、白石Ｈ、白石Ｉ、白石Ｊ、大谷、樋詰、仁万朝日、天神Ａ、天神Ｂ、天神Ｃ、寺ヶ内Ｃ、寺ヶ内Ｄ、寺ヶ内Ｅ、

寺ヶ内Ｆ、天神Ｄ、仁万本町、仁万末広、仁万八幡Ｂ、原井戸Ａ、原井戸Ｂ、原井戸Ｃ、申神Ａ、山根Ａ、久年Ａ、

山根Ｂ、久年Ｂ、久年Ｃ、石川、宅野大原Ａ、宅野大原Ｂ、宅野大原Ｃ、向山Ａ、向山Ｂ、鈩Ａ、鈩Ｂ、津辺Ｂ、津
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辺Ａ、宅野、波啼寺山、申神Ｂ、夕永Ａ、宮村下Ａ、宮村下Ｂ、宮村上Ａ、宮村上Ｃ、宮村上Ｂ、和田Ａ、和田Ｂ、

和田Ｃ、和田Ｄ、中市Ａ、中市Ｂ、中市Ｃ、門谷Ａ、門谷Ｂ、門谷Ｃ、門谷Ｄ、森の前、大国上市Ａ、大国市Ａ、狭

平Ａ、狭平Ｂ、狭平Ｃ、草木原Ａ、狭平Ｄ、草木原Ｍ、草木原Ｂ、草木原Ｃ、永久Ａ、草木原Ｆ、永久Ｂ、草木原

Ｇ、鳥羽Ａ、鳥羽Ｂ、鳥羽Ｃ、冠羽Ａ、鳥羽Ｄ、鳥羽Ｅ、鳥羽Ｆ、冠羽Ｂ、鳥羽Ｇ、冠羽Ｃ、冠羽Ｄ、冠羽Ｅ、上野

Ａ、冠羽Ｆ、冠羽Ｇ、草木原Ｈ、草木原Ｉ、草木原Ｏ、草木原Ｊ、草木原Ｋ、草木原Ｌ、大国上市Ｂ、大国上市Ｃ、

大国市Ｂ、川西Ａ、川西Ｂ、宇谷Ａ、宇谷Ｂ、中市Ｄ、菖蒲迫、和田Ｅ、宮村上Ｄ、宮村上Ｅ、宮村下Ｃ、上野Ｂ、

上野Ｃ、上野Ｄ、上野Ｅ、神畑Ａ、神畑Ｂ、友Ａ、友Ｃ、西馬路、前馬路、馬路本郷Ａ、馬路南、馬路朝日、北Ａ、

北Ｂ、向Ｃ、友Ｂ、日祖西、日祖、日祖南、沖泊Ａ、松山Ａ、小浜本町、小浜上、小浜Ｂ、小浜Ｃ、小浜Ｅ、小浜

Ｆ、上毛Ｅ、小浜Ｄ、小浜Ａ、西町Ａ、西町Ｂ、高瀬Ｃ、高瀬Ｂ、高瀬Ａ、西町東Ａ、西町東Ｂ、波路浦、波路浦

東、波路浦西、上毛Ａ、上毛Ｂ、上毛Ｃ、上毛Ｄ、飯原下Ａ、飯原下Ｂ、飯原下Ｃ、飯原下Ｄ、飯原Ｃ、飯原上Ａ、

飯原上Ｂ、飯原Ｆ、飯原Ｅ、飯原Ｄ、飯原Ｂ、飯原下Ｅ、飯原下Ｆ、飯原下Ｇ、飯原下Ｈ、飯原Ａ、飯原下Ｉ、上村

東Ａ、上村東Ｂ、上村東Ｃ、上村東Ｄ、上村東Ｅ、上村東Ｆ、上村Ｅ、上村Ｇ、熊谷Ａ、熊谷Ｂ、上村Ｆ、上村西、

上村Ｄ、上村Ｂ、上村Ｃ、上村Ａ、上毛Ｆ、上毛Ｇ、高瀬Ｄ、高瀬Ｅ、飯原下Ｊ、西念寺山、愛宕山、温泉津本町、

法泉町Ｂ、温泉津上町Ａ、温泉津上町Ｂ、温泉津上町Ｆ、温泉津、温泉津上町Ｃ、温泉津上町Ｄ、温泉津上町Ｅ、沖

泊Ｂ、沖浦Ａ、丙組Ｂ、丙組Ａ、湯湊Ａ、湯湊Ｂ、湯湊Ｃ、甲組、湯湊Ｄ、湯湊Ｅ、湯湊Ｆ、湯里本郷Ａ、乙組、湯

里本郷Ｂ、湯里本郷Ｃ、湯里本郷Ｆ、湯里本郷Ｇ、湯里本郷Ｄ、湯里本郷Ｅ、中組下、湯里小学校Ａ、湯里小学校

Ｂ、駅前、清水Ａ、湯里、淵江Ｃ、淵江Ｂ、淵江Ａ、中村Ａ、中村Ｂ、淵江Ｄ、中村Ｃ、中村Ｄ、清水Ｂ、清水Ｃ、

清水Ｄ、清水Ｅ、中村Ｅ、中村Ｆ、願城寺Ａ、願城寺Ｂ、願城寺Ｃ、西垣内Ａ、西垣内Ｂ、西垣内Ｃ、西垣内Ｄ、湯

里野田Ａ、湯里野田Ｂ、湯里野田Ｃ、湯里野田Ｄ、郷Ａ、郷Ｂ、郷Ｃ、郷Ｄ、郷Ｅ、郷Ｇ、郷Ｉ、郷Ｊ、机原Ａ、机

原Ｂ、机原Ｄ、机原Ｃ、机原Ｅ、机原Ｆ、郷Ｆ、西田町Ｂ、西田町Ｃ、西田町Ｄ、西田矢滝Ａ、西田矢滝Ｂ、老原

Ｄ、老原Ｅ、老原Ｆ、老原Ｇ、老原Ｈ、西田町Ａ、老原Ｃ、老原Ｂ、老原Ａ、西田矢滝Ｃ、西田矢滝Ｄ、西田矢滝

Ｅ、西田矢滝Ｆ、中村Ｇ、願城寺Ｄ、都合Ｂ、釜野Ａ、釜野Ｂ、湊八区Ａ、湊八区Ｃ、湊中、福光、福波小学校、森

分Ａ、森分Ｂ、森分Ｃ、森分Ｄ、福光市Ｅ、森分Ｅ、福光市Ｂ、福光市Ａ、福光市Ｃ、福光市Ｄ、箱坂Ａ、箱坂Ｂ、

箱坂Ｃ、箱坂Ｄ、箱坂Ｅ、箱坂Ｆ、楞厳寺、林Ｂ、林Ａ、林Ｃ、林Ｄ、白谷Ｃ、白谷Ｄ、白谷Ｅ、今浦西Ａ、白谷

Ｂ、白谷Ａ、湊南、古川Ｃ、今浦Ｂ、今浦Ａ、古川Ａ、今浦小池Ａ、今浦小池Ｂ、今浦中Ａ、今浦中Ｂ、今浦西Ｂ、

吉浦東Ａ、吉浦Ｃ、吉浦Ａ、上口、吉浦Ｂ、白谷Ｇ、白谷Ｈ、白谷Ｉ、古川Ｂ、白谷13、福波小学校２、菰口Ｃ、菰

口Ｄ、菰口Ｂ、菰口Ｆ、菰口Ｇ、菰口Ｈ、菰口Ｉ、境橋Ｃ、境橋Ｄ、境橋Ｅ、上中荻Ａ、上中荻Ｄ、上中荻Ｂ、上中

荻Ｅ、太田二Ａ、太田二Ｈ、境橋Ｆ、境橋Ｇ、境橋Ｈ、上井田Ｅ、隅田Ｅ、隅田Ｄ、上井田Ｆ、上井田Ｃ、上井田

Ｂ、上井田Ａ、畑、隅田Ｆ、上井田Ｇ、隅田Ｃ、上井田Ｉ、中正路Ａ、中正路Ｂ、中正路Ｃ、中正路Ｄ、中正路Ｅ、

中正路Ｆ、城郷Ｃ、城郷Ｄ、城郷Ｆ、城郷Ｅ、城郷Ｂ、城郷Ａ、隅田Ｂ、上井田Ｈ、津渕Ａ、津渕Ｂ、津渕Ｃ、津渕

Ｆ、津渕Ｇ、津渕Ｊ、津渕Ｈ、太田二Ｅ、太田二Ｄ、太田二Ｃ、太田二Ｂ、太田二Ｆ、太田一Ｃ、太田Ｂ、太田Ａ、

太田一Ｂ、横道Ａ、横道Ｂ、横道Ｃ、横道Ｅ、横道Ｆ、横道Ｇ、横道Ｄ、横道Ｐ、太田一Ｄ、殿村Ｃ、殿村Ｔ、福田

Ａ、横道Ｈ、横道Ｉ、横道Ｊ、横道Ｌ、横道Ｍ、横道Ｎ、福田Ｅ、福田Ｆ、福田Ｇ、福田Ｈ、福田Ｊ、福田Ｋ、福田

Ｌ、福田Ｍ、福田Ｏ、福田Ｐ、中原、大人Ａ、大人Ｃ、福田Ｑ、福田Ｒ、殿村Ｒ、殿村Ｑ、福田Ｔ、殿村Ｎ、殿村

Ｌ、井尻Ｌ、井尻Ｉ、井尻Ｊ、井尻Ｆ、井尻Ｈ、井尻Ｅ、井尻Ｃ、井尻Ａ、井尻Ｂ、井尻Ｍ、殿村Ｇ、井尻Ｋ、殿村

Ｋ、殿村Ｆ

 土石流

灰取谷、大田野城谷Ａ、大田野城谷Ｂ、大田野城谷Ｃ、大田野城谷Ｄ、大田野城Ａ、大田野城谷Ｅ、大田野城谷

Ｆ、大田野城谷Ｇ、大田野城谷Ｈ、木下橋谷Ａ、円立寺谷、木下橋谷Ｂ、木下橋谷Ｃ、大田野城Ｂ、長谷Ａ、長谷

Ｂ、長谷Ｃ、長谷右支谷、長谷Ｄ、長谷Ｅ、長谷下、出口、小池Ａ、立花谷Ａ、立花谷Ｂ、小池Ｂ、小池谷、大田牛

尻谷Ａ、大田牛尻谷Ｂ、大田牛尻谷Ｃ、大田牛尻谷Ｄ、大田牛尻谷Ｅ、大田牛尻谷Ｆ、大田牛尻谷Ｇ、大田牛尻谷

Ｈ、牛尻谷中Ａ、牛尻谷中Ｂ、牛尻下谷、立花上谷Ａ、立花上谷Ｂ、立花上谷Ｃ、立花谷Ｃ、立花谷Ｄ、立花谷Ｅ、
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木田上川Ａ、木田上川Ｂ、木田川、加土、加土谷Ａ、加土谷Ｂ、三正代東谷、三正代谷、城山谷川、溶谷川、栄町

３、末広、城平川、大人谷、大坪谷、宮島谷、鳴滝川Ａ、綿田谷、大田綿田谷上谷、山崎谷Ａ、山崎１、城山２Ａ、

上野川谷、城山２Ｂ、押ヶ峠Ｂ、押ヶ峠Ａ、大暮Ａ、大暮Ｂ、上畑Ａ、日ノ尾、日ノ尾下谷、馬木谷、城蓮谷、長

畑、津戸、津戸川Ａ、津戸川Ｂ、島津屋谷Ａ、島津屋谷Ｂ、上川内Ａ、上川内Ｂ、上川内Ｃ、上川内谷Ａ、上川内谷

Ｂ、上川内Ｄ、上川内Ｅ、田長Ａ、田長Ｂ、田長Ｃ、天場谷、輝日谷、灘山Ａ、江谷Ａ、江谷Ｂ、江谷Ｃ、江谷Ｄ、

刺鹿上谷、江谷Ｅ、江谷Ｆ、江谷Ｇ、成ヶ谷Ａ、成ヶ谷Ｂ、鈴見Ａ、鈴見Ｂ、鈴見Ｃ、鈴見谷、大西谷、迫谷、新田

Ａ、新田Ｂ、百済谷Ａ、百済谷Ｂ、久手綿田谷上谷、市井、山根上谷、正願寺上川、正願寺谷、金剛川中、山崎谷、

川南１Ａ、川南１Ｂ、川南１Ｃ、有光川、川南２、蓮教寺谷Ａ、蓮教寺谷Ｂ、仮屋谷Ａ、仮屋谷Ｂ、金剛川、明顕谷

Ａ、明顕谷Ｂ、明顕谷Ｃ、第１八日市、郷ノ迫谷、笹谷、小淀川、新田上谷、新田谷、静間清水谷、湊東谷、垂水谷

Ａ、何原谷、古屋谷、鬼村下谷、鬼村下Ｂ、鬼村下Ａ、鬼村谷Ｂ、鬼村谷Ａ、上尾波Ａ、上尾波Ｂ、尾波下谷Ａ、尾

波下谷Ｂ、尾波下谷Ｃ、大屋谷、小学校裏山、角折谷、行恒谷、松代１、スゲソ谷、小山上谷Ａ、小山下、小山上、

小山一、戸蔵谷、小山上谷Ｂ、小山上谷Ｃ、小山上谷Ｄ、市ノ上、今市谷、今市上谷Ｃ、今市上谷Ｂ、今市上谷Ａ、

亀谷Ｂ、亀谷上谷Ａ、亀谷上谷Ｂ、亀谷上谷Ｃ、亀谷Ａ、亀谷下谷Ａ、亀谷下谷Ｂ、亀谷下谷Ｃ、下佐摩下谷Ａ、下

佐摩下谷Ｂ、下佐摩下谷Ｃ、先市谷、今市上谷Ｄ、先市Ａ、先市Ｂ、杉追谷、佐摩谷Ｅ、赤波一Ｂ、赤波一Ａ、佐摩

上谷、佐摩谷Ａ、佐摩谷Ｂ、佐摩谷Ｃ、佐摩谷Ｄ、市上谷Ａ、信楽寺谷、市上谷Ｂ、市谷Ａ、市谷Ｂ、甘寺谷Ａ、甘

寺谷Ｂ、亀谷Ｃ、嘉庭谷川上、嘉庭谷Ａ、嘉庭谷Ｂ、嘉庭谷Ｃ、嘉庭谷川下、寺山Ａ、寺山Ｂ、嘉庭下谷、地頭所谷

Ａ、地頭所谷Ｂ、地頭所谷Ｃ、地頭所谷Ｄ、地頭所谷Ｅ、湊上谷Ａ、湊三、湊上谷Ｂ、丹波谷Ａ、丹波谷Ｂ、畑井谷

Ａ、畑井谷Ｂ、畑井Ａ、畑井Ｂ、湊谷、赤井Ｂ、赤井Ｃ、池の尻谷Ａ、赤井Ａ、池の尻谷Ｂ、池の尻谷下、下佐摩上

谷Ａ、宮ノ前上谷、井戸神社谷Ｂ、井戸神社谷Ａ、井戸神社谷Ｃ、井戸神社谷Ｄ、昭和谷、観世音寺谷、新町上谷、

大音寺谷、上佐摩下Ｂ、羅漢上谷Ｅ、羅漢上谷Ｃ、上佐摩上Ｃ、上佐摩上Ｄ、上佐摩上Ｂ、上佐摩谷Ａ、上佐摩谷

Ｂ、上佐摩谷Ｃ、上佐摩上Ａ、羅漢上谷Ａ、羅漢上谷Ｂ、羅漢上谷Ｄ、上佐摩下Ａ、三石谷Ｂ、三石谷Ａ、羅漢谷、

裏宮谷、安養寺谷、大森清水谷、谷大谷、昆布谷、栃畑谷、カリシ谷、牛ノ首谷Ａ、牛ノ首谷Ｂ、大龍寺谷、極楽寺

谷、榧木谷、狭平谷、駒ノ足上谷、栄泉寺谷Ａ、栄泉寺谷Ｂ、正寿寺谷、火発場谷、妙蓮寺、勝源寺谷Ｂ、勝源寺谷

Ａ、城上神社谷Ｂ、城上神社谷Ａ、願龍寺谷、下佐摩上谷Ｂ、下佐摩谷Ａ、下佐摩谷Ｂ、下佐摩谷Ｃ、荻原下谷、梅

雨左衛門谷、福原下谷、又持下谷Ｂ、又持Ａ、又持谷Ｂ、又持谷Ａ、又持Ｂ、又持下谷Ａ、又持Ｃ、福原上Ｂ、米

山、本郷谷Ｂ、本郷谷Ａ、本郷下Ｃ、本郷下Ｂ、本郷下Ａ、白杯谷Ｂ、白杯谷Ａ、願勝寺裏、三久須南谷、三久須谷

Ａ、三久須上Ｂ、三久須上Ａ、光蓮寺谷Ａ、光蓮寺谷Ｂ、光蓮寺谷Ｃ、光蓮寺谷Ｄ、三久須谷Ｂ、三久須谷Ｃ、三久

須谷Ｄ、三久須下谷、三久須下、高津上谷、福原上Ａ、炭床谷、福原中Ａ、福原中Ｂ、福原中Ｃ、福原中Ｄ、福原中

谷Ａ、福原中谷Ｂ、神立谷、福原中谷Ｃ、福原下Ｃ、福原下Ｂ、福原中Ｆ、福原中Ｅ、福原中Ｇ、福原下Ａ、福原上

谷、矢滝谷Ａ、矢滝谷Ｂ、石堂谷西谷、石堂谷、大内追谷、東上谷、松本谷、松本谷東谷、瀬戸谷Ａ、瀬戸谷Ｂ、瀬

戸谷Ｃ、瀬戸下谷、祖式谷Ｄ、祖式谷Ｅ、大原Ａ、大原Ｂ、内田谷、大原Ｅ、大原Ｄ、大原Ｃ、大原Ｆ、大原谷Ｂ、

大原谷Ａ、祖式谷Ｃ、祖式谷Ｂ、下瀬戸、西ヶ追谷、イモノヤ谷、横谷Ａ、横谷Ｂ、横谷Ｄ、猪目谷、横谷Ｃ、南山

下谷、祖式谷Ａ、南山谷、南山上谷、山中谷Ｃ、山中Ｃ、山中谷Ｄ、山中Ｄ、山中Ａ、山中Ｂ、山中谷Ｂ、山中谷

Ａ、矢滝、川合溶谷川上谷、大仙川、大仙川上谷、吉永上、インゴ川Ｃ、インゴ川Ａ、インゴ川Ｂ、福城寺裏、程原

谷Ｂ、程原谷Ａ、浅原谷Ｄ、浅原谷Ｃ、程原、川合町牛尻谷Ｃ、川合町牛尻谷Ｂ、川合町牛尻谷Ａ、妙覚寺谷Ｂ、妙

覚寺谷Ａ、瓜坂谷、瓜坂上谷、槇原谷Ａ、川合芋原谷Ａ、鶴府Ｂ、鶴府谷、川合芋原谷Ｂ、鶴府Ａ、川合芋原谷Ｃ、

浅原谷Ａ、浅原谷Ｂ、南川、浄光寺谷、南谷Ａ、南谷Ｂ、大谷、川合南、市場谷、忍原谷Ａ、忍原谷Ｂ、野田原下

谷、忍原、野田原谷、野田原上谷、中山谷Ａ、姫ヶ谷、出岡、前田谷上Ｂ、前田谷上Ａ、前田谷、岩根谷、安田谷、

安田谷下、出岡谷Ｂ、高松地谷Ｂ、高松地谷Ａ、出岡谷Ａ、向吉永谷、川合牛尻谷Ｄ、鶴府Ｃ、市谷、本谷Ｂ、才坂

谷、芦谷Ａ、芦谷Ｂ、芦谷Ｃ、芦谷Ｄ、芦谷Ｅ、曽根川、富山本郷Ｂ、富山本郷Ａ、高原Ａ、神原谷Ｃ、神原谷Ｂ、

神原谷Ａ、本谷Ｃ、本谷Ａ、川上Ａ、八反田川東谷Ａ、八反田川東谷Ｂ、川上Ｄ、川上Ｇ、柿田谷Ａ、本郷Ａ、本郷

Ｂ、八反田上谷Ａ、山田、八反田上谷Ｂ、平、山田谷、原田谷、水出川、飯谷川、小原谷Ｃ、小原谷Ａ、小原谷Ｂ、
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武田谷Ａ、武田谷Ｂ、下飯谷Ａ、下飯谷Ｂ、平谷、平下谷、弓久下谷、弓久Ｄ、弓久Ｂ、弓久Ｃ、弓久Ｅ、弓久谷

Ｃ、弓久谷Ｂ、弓久谷Ａ、了真寺裏Ｄ、了真寺裏Ｃ、了真寺裏Ｂ、了真寺裏Ａ、弓久Ａ、右原川谷、右原川東谷、右

原、右原川西谷Ｂ、右原川西谷Ａ、大家谷川、下谷Ｄ、下谷Ｃ、下谷Ｂ、下谷Ａ、大家谷、大年追谷、椿、椿谷Ｃ、

椿谷Ｂ、椿谷Ａ、椿下谷Ｂ、椿下谷Ａ、柿田谷Ｂ、八反田西谷Ｅ、八反田西谷Ｄ、八反田西谷Ｃ、八反田西谷Ｂ、八

反田西谷Ａ、川上Ｆ、川上Ｅ、川上Ｃ、川上Ｂ、水滝谷Ｄ、小屋原上Ａ、小屋原上Ｂ、北の原谷、西の原谷Ａ、西の

原谷Ｂ、西の原谷Ｃ、池ノ原谷、池田谷Ａ、池田谷Ｂ、池田谷Ｃ、池田谷Ｄ、小田谷Ｄ、小田谷Ｃ、小田谷Ｂ、小田

谷Ａ、大江谷、西田谷Ａ、西田谷Ｂ、西田谷Ｃ、奥畑、三瓶芋原谷、鉱泉北谷、野畑谷Ｂ、野畑上谷、野畑谷Ａ、産

王神社前谷Ｃ、産王神社前谷Ｂ、鉱泉南谷、槇原谷Ｃ、槇原谷Ｂ、奥畑下谷、産王神社前谷Ａ、奥畑上谷、中学校西

谷、高利谷Ｂ、高利谷Ｃ、高利谷Ａ、小屋原上谷Ｃ、小屋原上谷Ｂ、小屋原上谷Ａ、水ヶ追、早水川、早水川向谷、

長原谷Ａ、西上山谷支谷、西上山谷西谷、西上山谷Ｃ、西上山谷Ｂ、西上山谷Ａ、上山Ｆ、西上山上谷Ａ、西上山上

谷Ｂ、東上山谷Ｃ、東上山谷Ｂ、東上山谷Ａ、上山Ａ、上山Ｂ、東上山上谷Ａ、東上山上谷Ｂ、上山Ｃ、上山Ｄ、縺

谷、酢梅ヶ谷、酢梅ヶ谷東谷、長原谷Ｂ、久部谷Ｂ、久部谷Ｃ、久部谷Ｄ、志学上谷、久部谷Ａ、志学谷、女夫松

谷、湯の谷川、軍平谷、軍平谷東谷Ｃ、軍平谷東谷Ｂ、軍平谷東谷Ａ、長田Ａ、長田Ｃ、長田Ｂ、田向谷、土本橋谷

Ａ、中多根谷、上多根、立石下谷、上多根谷、多根谷Ａ、上多根上谷、中多根、土本橋谷Ｂ、中津森谷Ａ、中津森谷

Ｂ、円城寺谷、野城下谷、福間谷Ａ、福間谷Ｃ、福間谷Ｂ、三瓶野城谷Ｂ、三瓶野城谷Ａ、水滝谷Ａ、水滝谷Ｂ、水

滝谷Ｃ、小豆原谷Ｅ、小豆原谷Ｄ、小豆原谷Ｃ、小豆原谷Ｂ、小豆原谷Ａ、小豆原、佐津目谷Ａ、佐津目谷Ｂ、佐津

目谷Ｃ、獺越谷Ｃ、獺越谷Ｂ、獺越谷Ａ、藤木Ａ、藤木谷Ｃ、藤木谷Ｄ、藤木Ｃ、藤木上谷、藤木谷Ｅ、藤木Ｂ、藤

木谷Ｂ、藤木Ｆ、中組谷、立石谷Ａ、町Ｂ、町谷、立石谷Ｂ、立石谷Ｃ、立石、立石谷Ｄ、立石谷Ｅ、上立石Ｂ、上

立石Ａ、立石谷Ｆ、八幡宮谷、西善寺谷、町Ａ、新柄Ｄ、新柄Ｅ、新柄Ｃ、中組上谷、中組Ｄ、中組Ｃ、中組Ｂ、中

組Ａ、藤木谷Ａ、新柄Ｂ、新柄Ａ、渡瀬谷、佐津目、佐津目谷Ｄ、佐津目谷Ｅ、立目Ａ、立目Ｂ、立目Ｃ、立目Ｄ、

立目Ｅ、野浦浜上谷、大平、湯迫Ａ、湯迫Ｂ、日ノ本Ａ、日ノ本Ｂ、白石Ａ、白石Ｂ、万場谷向谷Ａ、万場谷向谷

Ｂ、白石Ｃ、河内川谷、原井戸、白石Ｄ、万場谷、寺ヶ内、満行寺谷、灘上谷Ａ、灘上谷Ｂ、天神、井奥谷、立目上

谷、矢谷川、老曽、夕永Ａ、夕永Ｂ、山根谷、山根谷上、久年、大原上谷、宅野大原、大原下谷、宅野Ａ、宮村下

Ａ、宮村、和田Ａ、和田Ｂ、うみ谷西谷、うみ谷、うみ谷東谷、門谷Ａ、門谷Ｂ、門谷Ｃ、門谷Ｄ、門谷Ｅ、本経寺

川Ａ、本経寺川Ｂ、本経寺川Ｃ、本経寺裏東谷、狭平谷下、狭平谷中、狭平Ａ、狭平Ｂ、狭平Ｃ、狭平Ｄ、狭平Ｅ、

狭平Ｆ、草木原Ａ、草木原Ｂ、草木原Ｃ、草木原Ｄ、柑子谷Ａ、柑子谷Ｂ、柑子谷Ｃ、草木原Ｅ、柑子谷Ｄ、冠羽

Ａ、冠上谷、冠羽Ｂ、冠羽Ｃ、冠羽Ｄ、冠谷中、冠羽Ｅ、冠羽Ｆ、冠羽Ｇ、上野Ａ、上野Ｂ、草木原Ｆ、草木原Ｇ、

草木原Ｈ、草木原下谷、上市Ａ、上市Ｂ、川西Ａ、上野Ｃ、川西Ｂ、宇谷Ａ、宇谷Ｂ、宇谷Ｃ、川西谷上、川西Ｃ、

うみ谷向谷、川西Ｄ、川西Ｅ、川西Ｆ、宮村向谷、宮村下Ｂ、門谷Ｆ、草木原Ｉ、柑子谷Ｅ、冠羽Ｈ、北、ウブク谷

西谷Ａ、向谷、ウブク谷西谷Ｂ、前馬路Ａ、前馬路Ｂ、友Ａ、神畑上谷Ａ、神畑上谷Ｂ、神畑上谷Ｃ、神畑上谷Ｄ、

神畑上谷Ｅ、神畑谷奥、神畑Ａ、神畑Ｂ、神畑Ｃ、友Ｂ、矢谷川西谷、天谷川Ａ、上町Ａ、シミ追谷、日祖東谷Ａ、

清水谷奥、清水谷上、清水谷中、上毛谷下、清水谷下、日組越谷川、杉追川、小浜谷Ｃ、杉追川東谷、小浜谷Ｂ、上

町Ｂ、小浜谷Ａ、小浜極楽寺谷、小浜谷Ｄ、日組越谷川向谷Ａ、日組越谷川向谷Ｃ、上毛谷、小浜上谷、上毛Ａ、飯

原谷Ａ、飯原下Ａ、飯原下Ｂ、飯原谷Ｂ、本エゴ谷川東、本エゴ谷川、竹の尻谷川Ａ、下熊谷川西谷Ａ、上村谷奥、

上村谷Ｂ、上村谷Ａ、上村西Ｄ、飯原下Ｃ、飯原上Ａ、飯原谷Ｄ、飯原上Ｂ、下り谷Ｂ、下り谷Ｃ、下り谷Ａ、鹿路

谷川東谷、鹿路谷川、上村谷Ｄ、下熊谷川Ａ、下熊谷川Ｂ、下能谷川Ｃ、上村西Ｂ、上村西Ｃ、下熊谷川西谷Ｄ、下

熊谷川西谷Ｃ、下熊谷川西谷Ｂ、上村谷Ｃ、高瀬谷、西町東谷川、高瀬、小浜谷Ｅ、小豆追谷、堀越谷東谷、西町

東、堀越谷Ａ、波路浦寺谷、波路浦川、波路浦Ｂ、波路浦Ａ、釜野坂谷、沖泊Ａ、沖浦谷西谷、沖浦、沖浦谷下、沖

泊Ｂ、沖泊川Ｂ、沖泊川Ａ、沖泊谷、沖浦谷、寺町谷、龍沢寺谷、温泉津谷Ａ、忠左ェ門谷、上町Ｃ、恩玩寺谷、温

泉津谷Ｂ、上町Ｄ、温泉津川、日組越谷川向谷Ｂ、飯原谷Ｃ、竹の尻谷川Ｂ、上村西Ａ、堀越谷Ｂ、オサンザカ谷

川、銀山迫川、板屋谷、専念寺川、専念川谷川、中組下谷、堀ガ追川、シカミ谷川Ａ、渕江川Ａ、渕江川Ｂ、渕江川

Ｃ、後谷川、中村下谷Ａ、中村谷Ａ、郷谷Ａ、郷谷Ｂ、郷谷Ｃ、野田谷Ａ、机原、野田谷Ｂ、矢羽津谷西谷、矢羽津
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谷、ヨーヒの谷、机原谷Ａ、町谷川下、西田町Ａ、町上谷Ａ、町上谷Ｂ、降路川、笹畑川東谷、矢滝Ａ、矢滝Ｂ、笹

畑川下、矢滝Ｃ、矢滝Ｄ、矢滝Ｅ、笹畑川上、笹畑川中、笹畑川、笹畑川西谷、西田町Ｂ、追ノ奥川、カラ谷川、カ

ラ谷川西谷、老原Ａ、老原Ｂ、ツズラコ川、町谷川上Ａ、老原Ｃ、西田町Ｃ、西田上谷、郷Ａ、郷Ｃ、板根川Ｂ、郷

川谷Ａ、郷川谷Ｂ、郷川谷Ｃ、中村上谷Ｂ、中村上谷中、中村上谷Ａ、西の奥谷川Ａ、清水下谷、清水、板屋谷向

谷、家追谷東谷、家追谷Ａ、家追谷Ｂ、久野川東谷Ｂ、久野川、久野川東谷Ａ、シカミ谷川Ｂ、シカミ谷川Ｃ、中村

下谷Ｂ、中村谷Ｂ、机原谷Ｂ、机原谷Ｃ、町谷川上Ｂ、郷Ｂ、板根川Ａ、都合谷、都治川Ａ、湊八区、湊東、森分下

谷、写九郎谷、滑谷川、森分上谷、森分川、森分Ａ、森分川東谷、市川西谷、市川Ｂ、市川Ａ、市川東谷、箱坂Ａ、

鷲峰寺川下、箱坂谷下Ａ、箱坂谷中、箱坂谷上、箱坂Ｄ、箱坂Ｅ、箱坂Ｃ、箱坂Ｂ、箱坂谷、市川向谷Ａ、林谷Ａ、

林谷奥、林谷Ｂ、林谷Ｃ、林谷Ｄ、福光谷Ａ、白谷下谷、湊南、福光谷Ｂ、福光谷Ｃ、空口、市川Ｃ、市川Ｄ、箱坂

谷下Ｂ、箱坂谷下Ｃ、市川向谷Ｂ、市川向谷Ｃ、上北上谷、菰口Ａ、菰口Ｂ、菰口谷Ａ、菰口谷Ｂ、菰口谷Ｃ、菰口

Ｃ、菰口谷Ｄ、菰口中、菰口上、上中荻奥、上中荻谷、太田谷、太田二Ａ、殿村上谷Ａ、福田谷上、殿村Ａ、横道

Ａ、横道Ｂ、福田上谷Ａ、福田Ａ、福田上谷Ｂ、福田上谷Ｄ、福田上谷Ｅ、福田上谷Ｆ、殿村谷、福田谷、福田Ｊ、

福田Ｄ、福田Ｇ、福田Ｉ、福田Ｈ、福田Ｆ、福田Ｅ、枇杷ヶ谷、枇杷ヶ谷西谷、井尻谷、井尻Ａ、殿村上谷Ｂ、津渕

Ｂ、津渕Ｃ、津渕Ｄ、津渕谷、中正路Ａ、中正路Ｂ、中正路谷Ａ、馬鹿谷東谷Ａ、馬鹿谷、深淵谷、津渕Ａ、境橋川

上、境橋上谷、境橋川下、境橋下谷Ａ、隅田谷、畑峠谷川向谷、中正路Ｄ、城郷谷、畑峠谷川、隅田Ａ、畑上谷、隅

田Ｂ、隅田Ｃ、隅田Ｄ、上井田谷Ａ、上井田谷Ｃ、上井田Ｂ、上井田谷Ｄ、菰口谷川橋Ｃ、菰口谷川橋Ａ、菰口谷川

下、菰口谷川中、菰口谷川上Ａ、菰口谷Ｅ、菰口谷川奥、寿松寺裏Ａ、菰口Ｄ、鷲峰寺谷、鷲峰寺川上、福田Ｂ、福

田Ｃ、福田上谷Ｃ、中正路Ｃ、中正路谷Ｂ、中正路谷Ｃ、馬鹿谷東谷Ｂ、境橋下谷Ｂ、上井田谷Ｂ、上井田Ａ、菰口

谷川橋Ｂ、菰口谷川上Ｂ、菰口谷川上Ｃ、菰口谷川上Ｄ、菰口谷川上Ｅ、寿松寺裏Ｂ

３ 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大田事業所及び大田市役所において一般の縦覧に

供する。）

島根県告示第219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９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特別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31年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 土砂災害特別警戒区域を指定する市町村の名称

出雲市

２ 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特別警戒区域の名称

 急傾斜地の崩壊

今市町Ａ、鷹の沢、今市町Ｂ、今市町Ｃ、今市町Ｄ、大津町Ｂ、兎谷、三谷川西１、三谷川東、大津町三谷Ａ、大

津町Ｃ、大津町Ｄ、大津町Ｅ、大津町来原Ａ、大津町来原Ｂ、大津町Ｆ、大津町Ｇ、大津町来原Ｃ、大津町Ｉ、向

山、上塩冶町下沢Ａ、上塩冶町下沢Ｂ、菅沢Ｂ、上塩冶町菅沢Ａ、白彊、上塩冶町菅沢Ｂ、大井谷池北、上塩冶町半

分Ａ、半分、上塩冶町下沢Ｃ、上塩冶町下沢Ｄ、上塩冶町大井谷Ａ、上塩冶町半分Ｂ、上塩冶町半分Ｃ、上塩冶町菅

沢Ｃ、上塩冶町下沢Ｅ、上塩冶町大井谷Ｂ、上塩冶町半分Ｄ、上塩冶町半分Ｅ、上塩冶町菅沢Ｄ、上塩冶町下沢Ｆ、

上塩冶町半分Ｆ、上塩冶町半分Ｇ、南浜、日下Ａ、日下Ｂ、中組Ｂ、来阪神社南２、谷田谷、矢尾町神門谷Ａ、神門

谷Ａ、神門谷Ｂ、矢尾町高浜八幡宮東、高浜八幡宮西、矢尾、熊見谷、矢尾西、大寺Ａ、大寺Ｂ、東林木町湯屋谷

Ａ、東林木町湯屋谷Ｂ、前口西、門前谷上、東林木町門前谷、門前谷、阿土谷、東林木、東組Ａ、西林木町Ａ、川

北、川北西、伊努谷、西林木町伊努谷、妙蓮寺東、下古志町地蔵堂Ａ、下古志町新宇賀、地蔵堂１、地蔵堂、下古志
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町宇賀、芦渡町吉廻谷Ｂ、芦渡町吉廻谷Ｃ、廻田谷上、芦渡町廻田谷Ａ、芦渡町廻田谷Ｂ、廻田谷下、芦渡町廻田谷

Ｃ、神谷、芦渡町神谷Ａ、芦渡町神谷Ｂ、芦渡町保知石中橋Ａ、芦渡町保知石中橋Ｂ、芦渡町花月橋東Ａ、芦渡町花

月橋東Ｂ、芦渡町花月橋南、平成橋東、平成橋南１、保知石２、保知石３、芦渡町保知石Ｄ、滝姫、知井宮２、知井

宮３、知井宮１、保知石１、平成橋西１、知井宮４、平成橋北２、平成橋北１、花月橋西１、保知石中橋西２、保知

石中橋西１、知井宮変電所南、知井宮変電所東、浅柄大橋南、浅柄１、浅柄２、知井宮町浅柄、知井宮町間谷Ａ、知

井宮町間谷Ｂ、間谷、知井宮町真幸ヶ丘、真幸ヶ丘、下古志町、神門町Ａ、神門町Ｂ・知井宮町Ｃ、神門町Ｃ、小

浜、東神西町Ａ・知井宮町Ａ、東神西町Ｂ・知井宮町Ｂ、東神西町東組Ａ、東組Ｂ、代官家谷、麓下、東神西町中組

Ｂ、東神西町麓Ａ、東神西町麓Ｂ、東神西町麓Ｃ、麓、東神西町麓Ｄ、東神西町麓Ｅ、恵比寿１、恵比須、西神西町

恵比須Ａ、坂本、西神西町坂本Ｂ、西神西町中組、西神西町坂本Ａ、市場２、西神西町恵比須Ｂ、田中、西神西町鳥

目Ｃ、西神西町鳥目Ｄ、西神西町鳥目Ｅ、西神西町鳥目Ａ、鳥目、西神西町九景Ａ、神西新町九景Ａ、西下、西中、

西上、神西沖町前組Ｂ、前西、神西沖町前組Ａ、前東、後下、前北、田中口、神西沖町Ａ・神門町Ｄ、西神西町恵比

須Ｃ、西神西町鳥目Ｂ、神西新町九景Ｂ、東神西町中組Ａ、平成町、古志町井上Ａ、井上、古志町井上Ｂ、中組Ｃ、

上組、古志町下新宮Ａ、古志町下新宮Ｂ、古志町上新宮Ａ、古志町上新宮Ｂ、古志町上新宮Ｃ、古志町上新宮Ｄ、古

志町上新宮Ｅ、古志町上新宮Ｆ、上新宮、小丸子橋３、小丸子橋１、下新宮、古志町下新宮Ｄ、下新宮１、古志町下

新宮Ｅ、古志町下新宮Ｆ、古志町下新宮Ｇ、古志町下新宮Ｈ、古志町井上Ｃ、古志町井上Ｄ、古志町井上Ｅ、古志町

井上Ｆ、古志町井上Ｇ、古志町下新宮Ｉ、野尻町岩根Ｅ、馬木北１、馬木北２、下組Ａ、朝山町下組、坂の下、下組

Ｃ、立岩、朝山町西田Ａ、的場、朝山町、朝山町鞍掛橋西、鞍掛橋南１、鞍掛橋南２、西田１、知谷１、所原町知谷

Ａ、知谷橋東１、桜谷１、桜下４、所原町桜下、所原町桜谷、桜谷、所原町桜上、所原町安谷Ａ、須原、所原町須原

Ａ、要害山西、所原町須原Ｂ、所原町須原Ｃ、所原町須原Ｄ、所原町須原Ｅ、所原町須原Ｆ、堂原５、堂原、堂原

４、堂原２、富能加神社北、殿森１、安谷２、殿森４、所原町安谷Ｂ、安谷１、木村橋南、木村橋東１Ｂ、木村橋

北、堂原６、堂原７、堂原９、堂原10Ａ、所原町堂原、堂原10Ｂ、境橋北１、境橋南１、下組Ｂ、御方２、御方１、

御方、御方橋東、見々久町御方Ａ、見々久町御方Ｂ、見々久町御方Ｃ、見々久町御方Ｄ、見々久町御方Ｅ、御方橋南

１、見々久町御方Ｆ、御方橋南２、見々久町御方Ｇ、見々久町御方Ｈ、見々久町御方Ｉ、見々久町御崎神社南、見々

久町山後Ａ、見々久町畑Ａ、見々久町畑Ｂ、見々久町畑Ｃ、見々久町段Ａ、見々久町段Ｂ、見々久町段Ｃ、見々久町

段Ｄ、見々久町段Ｅ、所原町寺領Ａ、所原町大月Ａ、所原町大月Ｂ、所原町大月Ｃ、所原町大月Ｄ、所原町大月Ｅ、

所原町大月Ｆ、所原町大月Ｇ、所原町大月Ｈ、所原町大月Ｉ、所原町大月Ｊ、所原町殿森Ａ、所原町殿森Ｂ、所原町

殿森Ｃ、所原町殿森Ｄ、所原町殿森Ｅ、所原町殿森Ｆ、所原町殿森Ｇ、所原町谷合、所原町木村Ａ、所原町木村Ｂ、

所原町木村Ｃ、所原町知谷Ｂ、所原町知谷Ｃ、所原町知谷Ｄ、所原町知谷Ｅ、所原町知谷Ｆ、馬木町Ａ、馬木町Ｂ、

馬木町Ｃ、馬木町Ｅ、馬木町Ｆ、朝山町上組Ｄ、朝山町西田Ｄ、朝山町西田Ｅ、朝山町西田Ｆ、見々久町山後Ｂ、所

原町寺領Ｂ、所原町知谷Ｇ、立久恵６、乙立町立久恵Ａ、乙立町立久恵Ｂ、乙立町森原Ｄ、森原１、乙立町笈神社

前、乙立町森原Ｃ、乙立発電所西２、乙立発電所、殿川内下、殿川内上、向名大橋西３、和久利２、和久利１、向

名、向名大橋南、乙立町向名Ａ、乙立町向名Ｂ、乙立町向名Ｃ、乙立町向名Ｄ、乙立町Ａ、見田原２、乙立町見田原

Ａ、乙立町見田原Ｂ、乙立町見田原Ｃ、見田原１、見田原、乙立町見田原Ｄ、乙立町見田原Ｅ、乙立町見田原Ｆ、乙

立町見田原Ｇ、乙立町、上田代上、上田代、田代２、田代１、真覚庵西１、乙立町田代Ｂ、田代橋西、立久恵５、立

久恵１、乙立町立久恵Ｄ、乙立町立久恵Ｅ、乙立町立久恵Ｆ、乙立町森原Ａ、乙立町森原Ｂ、上ゲ１、上ゲ、船津町

上ゲ１、上ゲ２、船津町原Ａ、原３、原１、船津神社東、原２、菅原Ａ、菅原Ｂ、平谷川東１、大谷Ｂ、上乗寺西

１、上島町大谷Ａ、大谷Ａ、上島町大谷Ｂ、上ゲ３、三田谷川１、上島町中央、中央、上島町奥井谷Ａ、奥井谷１

Ａ、奥井谷１Ｂ、上島町奥井谷Ｂ、奥井谷２、植木谷、丸ヶ谷、森坂、和久輪、金山神社北、上島町和久輪Ａ、金山

神社南、出雲砕石南１、上島町和久輪Ｂ、西谷町Ｂ、昭和橋東、昭和橋西、延畑２、延畑３、西谷町Ａ、石広川南

２、石広川北Ａ、上島町延畑Ｂ、延畑４、西谷町Ｅ、西谷町Ｃ、西谷町Ｆ、万福寺西、西谷町Ｇ、西谷町Ｈ、西谷町

Ｉ、上島町延畑Ａ、延畑、沖谷橋北、西谷町Ｄ、船津町菅原Ｂ、船津町菅原Ｃ、船津町原Ｂ、上島町森坂Ｂ、稗原町

仏谷Ｑ、宇那手町北口Ａ、火守神社西、宇那手町北口Ｂ、廻、宇那手町殿御池、宇那手町西谷Ａ、宇那手町中筋Ａ、

30



号外第51号 島 根 県 報 平成31年３月31日

宇那手町中筋Ｂ、宇那手町中筋Ｃ、宇那手町右谷Ａ、宇那手町右谷Ｂ、宇那手町右谷Ｃ、宇那手町右谷Ｄ、右谷１、

右谷３、右谷５、宇那手町右谷Ｅ、沖谷橋西、仏谷１、稗原町仏谷Ａ、仏谷２、稗原町仏谷Ｂ、稗原町仏谷Ｄ、稗原

町仏谷Ｅ、稗原町仏谷Ｆ、稗原町仏谷Ｇ、稗原町仏谷Ｈ、稗原町仏谷Ｉ、稗原町仏谷Ｊ、稗原町仏谷Ｋ、稗原町仏谷

Ｌ、稗原町仏谷Ｍ、稗原町仏谷Ｎ、稗原町仏谷Ｐ、稗原町三坂川Ａ、稗原町三坂川Ｂ、三坂川北２、三坂川北３、三

坂川北４、稗原町三坂川Ｃ、三坂川北５、稗原町仏谷Ｓ、稗原町仏谷Ｔ、稗原町仏谷Ｕ、稗原町仏谷Ｖ、角谷３、稗

原町角谷Ａ、稗原町角谷Ｂ、角谷５、角谷４、稗原町角谷Ｃ、稗原町角谷Ｄ、稗原町角谷Ｅ、稗原町角谷Ｆ、稗原町

角谷Ｇ、稗原町角谷Ｈ、角谷１、稗原町角谷Ｉ、稗原町角谷Ｊ、稗原町角谷Ｋ、稗原町角谷Ｌ、稗原町角谷Ｍ、稗原

町角谷Ｎ、稗原町角谷Ｏ、市森２、野尻町石井、野尻町法王寺Ａ、野尻町法王寺Ｂ、野尻町法王寺Ｃ、野尻町法王寺

Ｄ、野尻町法王寺Ｅ、野尻町法王寺Ｆ、野尻町牛尾Ａ、野尻町牛尾Ｂ、野尻町牛尾Ｃ、野尻町宮本Ｂ、野尻町宮本

Ａ、野尻町宮本Ｃ、野尻町宮本Ｄ、野尻町宮本Ｅ、野尻町宮本Ｆ、野尻町岩根Ａ、野尻町廻田、野尻町岩根Ｂ、野尻

町岩根Ｃ、野尻町岩根Ｄ、野尻町山後、稗原町杉尾Ｄ、稗原町杉尾Ｅ、稗原町杉尾Ｆ、稗原町杉尾Ｇ、稗原町杉尾

Ｈ、稗原町杉尾Ａ、稲荷神社南、稗原町杉尾Ｂ、稗原町杉尾Ｃ、稗原町杉尾Ｉ、稗原町戸倉Ａ、要害山北、新殿、稗

原町山寄Ａ、稗原町山寄Ｂ、稗原町山寄Ｃ、稗原町戸倉Ｂ、稗原町戸倉Ｃ、稗原町戸倉Ｄ、稗原町戸倉Ｅ、稗原町市

森Ｄ、稗原町市森Ａ、稗原町市森Ｂ、市森１Ａ、市森１Ｂ、稗原町市森Ｃ、角井、稗原町戸倉Ｆ、稗原町山寄Ｅ、山

寄４、山寄３、稗原町山寄Ｆ、稗原町山寄Ｇ、稗原町山寄Ｈ、稗原町山寄Ｉ、海崎２、海崎１、石畑３、稗原町石畑

Ａ、市森神社南１、稗原町石畑Ｂ、石畑１、宇那手町右谷Ｇ、石畑２、稗原町山寄Ｊ、稗原町山寄Ｋ、稗原町山寄

Ｌ、白石、山寄１、稗原町山寄Ｍ、山寄川東、稗原町鐘築Ａ、鐘築５、鐘築３、稗原町山寄Ｎ、鐘築１、稗原町鐘築

Ｂ、稗原町鐘築Ｃ、稗原町鐘築Ｄ、宇那手町西谷Ｂ、宇那手町西谷Ｃ、宇那手町西谷Ｄ、大平２、鐘築６、稗原町鐘

築Ｅ、稗原町鐘築Ｆ、稗原町鐘築Ｇ、稗原町下鐘築、大平１、地合町西地合、西地合、地合町東地合Ａ、地合町東地

合Ｂ、東地合、地合町東地合Ｃ、野郷町金森Ａ、野郷町金森Ｂ、野郷町金森Ｃ、野郷町金森Ｄ、野郷町堂ノ本Ａ、野

郷町畑Ａ、野郷町堂ノ本Ｂ、野郷町畑Ｂ、野郷町三ノ谷Ａ、野郷町三ノ谷Ｂ、野郷町金森Ｅ、美野町高山Ａ、美野町

高山Ｂ、美野町高山Ｃ、美野町高山Ｄ、美野町高山Ｅ、中ノ手、美野町高山Ｆ、美野町引木、美野町大谷Ａ、美野町

大谷Ｂ、美野町西灘、美野町西上Ａ、美野町西上Ｃ、野郷町中ノ手Ａ、野郷町中ノ手Ｂ、野郷町中ノ手Ｃ、野郷町中

ノ手Ｄ、野郷町松枝、大畑下、野郷町三ノ谷Ｃ、野郷町大畑、北垣上４、小境町北垣上Ａ、小境町北垣上東Ａ、小境

町北垣上東Ｂ、小境町北垣上Ｂ、北垣上、小境町北垣中、鹿園寺町上奥Ａ、坂下、小境町後山Ａ、小境町後山Ｂ、木

村橋東１Ａ、鹿園寺町上奥Ｂ、小境町胡麻谷、小境町中ノ手上Ｂ、小境町胡麻谷Ａ、小境町胡麻谷Ｂ、小境町胡麻谷

Ｃ、小境町東上Ａ、中条１、小境町東上Ｂ、小境町東上Ｃ、中ノ手中１、中ノ手下、中条２、新宮池北、小境町中ノ

手下Ａ、小境町中ノ手下Ｂ、小境町小境西Ａ、小境町小境西Ｂ、小境町小境西Ｃ、小境町小境灘、鹿園寺町繁門、馬

場１、馬場２、元寺橋南１、鹿園寺町中央上、上鹿園寺、鹿園寺町中央下、鹿園寺町上川西、園町本郷上Ａ、園町本

郷上Ｂ、園町本郷上・多久町苅藻谷Ｄ、園町本郷下Ｂ、園町若葉Ａ、園町若葉Ｂ、園町若葉Ｃ、園町扇町、合ヶ谷、

園町山谷、園町布崎上、鹿園寺町下東、竹ノ上、柳谷、坂浦町下小路、坂浦、坂浦町田の戸Ａ、坂浦町田の戸Ｂ、坂

浦町繁田黒目Ａ、坂浦町、坂浦町繁田黒目Ｂ、坂浦町立石、坂浦町田の戸Ｃ、小伊津町地下小路二、小伊津川奥谷、

宮ノ下、西小路、菅沢Ａ、中村東、三津町川向、川向、三津町中村東Ａ、三津町中村東Ｂ、三津Ａ、三津Ｂ、三津町

中村西、西谷下、三津町西谷下、西谷下２Ａ、西谷下２Ｂ、三津、多久町苅藻谷Ｂ、別所上、畑、多久谷町畑、多久

谷町奥上Ａ、多久町苅藻谷Ａ、多久町多久上Ｄ、多久上、多久町多久中、多久町多久上Ａ、多久町多久上Ｂ、多久町

多久上Ｃ、多久谷町多久中Ａ、多久谷町中ノ手東、多久町苅藻谷Ｆ、多久町寺谷Ａ、多久町寺谷Ｂ、旭が丘Ａ、多久

谷町遠所Ｂ、多久谷町奥上Ｃ、多久谷町奥上Ｂ、多久谷町別所上Ａ、多久谷町別所上Ｂ、多久谷町遠所Ａ、多久谷町

遠所Ｃ、多久谷町中ノ手西、多久谷町多久谷灘、岡田町立正、岡田町飯山Ａ、岡田町飯山Ｂ、岡田町飯山Ｃ、多久町

鳴竹Ｂ、多久町鳴竹Ａ、多久町苅藻谷Ｃ、多久町苅藻谷Ｅ、多久谷町別所上Ｃ、多久町上灘Ａ、多久町上灘Ｂ、旭が

丘Ｂ、上岡田町上岡田上Ｂ、上岡田中、上岡田町上岡田上Ａ、久保田、上岡田町上岡田上Ｃ、上岡田町上岡田下Ａ、

上岡田町上岡田下Ｂ、上岡田町上岡田下Ｃ、東郷町日の出Ａ、東郷町日の出Ｂ、東郷町東下、浜、東郷町西上Ａ、東

郷町西上Ｂ、野石谷町佐藤Ａ、野石谷町佐藤Ｂ、野石谷町佐藤Ｃ、上寄１、上寄２、上寄、上寄４、野石谷町伊儀
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Ａ、野石谷町伊儀Ｂ、野石谷町坂坊Ａ、坂坊２、野石谷町坂坊Ｂ、野石谷町坂坊Ｃ、倉垣、久多見町久多見下Ａ、久

多見町久多見下Ｂ、久多見町久多見中Ｂ、久多見町久多見中Ａ、久多見上、久多見上５、久多見上１、久多見町久多

見上、久多見町久多見下Ｃ、東福町臼井、臼井、東福町中組Ａ、中組Ａ、茅原２、東福町作暮Ａ、東福町作暮Ｂ、東

福町茅原、東福町中組Ｂ、東福町吉原Ａ、吉原２、東福町牧戸、東福町吉原Ｂ、東福町吉原Ｃ、唯浦、唯浦下浦、美

保、柿ノ木谷、塩津、小津町相代Ａ、小津町相代Ｂ、相代、許豆、寄居高島、十六島多井Ａ、十六島多井Ｂ、十六島

町十六島、十六島、釜谷、釜浦、小津町宮ノ町、愛宕山公園、桃山西、平田町桃山町、平田町愛宕町、平田町薬師

町、桃山西２、水谷上１、水谷上、水谷上４、本庄町水谷下、廻田池北１、西郷町奈良尾Ａ、西郷町小池Ａ、東谷、

西郷町小池Ｂ、西郷町奈良尾Ｂ、表、西谷、西郷町西谷下Ａ、庵地、庵地１、本庄町大蔵Ｂ、本庄町森崎、要橋東

１、熊野神社南３、中西１、大谷２、千本、苅山、奥宇賀町納木Ａ、万田町尾添、万田町庄大、万田町湯屋谷Ａ、深

山１、万田町峠Ａ、万田町峠Ｂ、湯屋谷、奥宇賀町光尾下、奥宇賀町納木Ｂ、奥宇賀町納木Ｃ、奥宇賀町納木Ｄ、奥

宇賀町納木Ｅ、奥宇賀町光尾上、奥宇賀町和田上Ａ、和田上３、和田上２、奥宇賀町和田上Ｂ、和田中、奥宇賀町布

勢下Ａ、奥宇賀町和田中、奥宇賀町布勢上、布勢上、奥宇賀町布勢下Ｂ、奥宇賀町布勢下Ｃ、西郷町西谷下Ｂ、西谷

下、口宇賀町上の島、口宇賀、口宇賀一、口宇賀六、国富町金山、金山２、国富十、上ヶ島東、国富町馬伏、美談町

東谷、荒木、美談町西谷、布勢、廻田、河下町報徳Ａ、山崎、河下町報徳Ｂ、前田、松林池西、親睦２、金山１、別

所東、別所町別所Ａ、別所町別所Ｂ、君野、唐川１、唐川３、御橋西１、後野橋西、唐川町後野、猪目１、小猪目

谷、川北上、川北下Ｃ、馬垣橋北、川北下Ｅ、川北下Ｄ、佐田中学校北、才谷橋東、川北下Ｂ、川北下Ａ、川北大橋

西、川北下Ｆ、和江島Ⅱ、和江島、才谷橋西、原川Ｂ、栗原Ａ、原川Ａ、原川、川南上Ａ、川南上Ｂ、川南上Ｃ、川

南上Ｄ、川南上Ｅ、川南上Ｆ、栗原Ｂ、栗原Ｃ、栗原Ｄ、飯の原Ａ、飯の原Ｂ、飯の原Ｃ、東本郷Ａ、東本郷Ｂ、東

本郷Ｃ、東本郷Ｄ、東本郷Ｆ、東本郷Ｇ、東本郷Ｈ、東本郷Ｅ、受地Ａ、受地Ｆ、受地Ｇ、受地Ｈ、受地Ｅ、受地

Ｃ、受地Ｄ、萱野Ｂ、萱野Ｃ、萱野Ｄ、萱野Ｈ、萱野Ｇ、萱野Ｊ、萱野Ｆ、萱野Ｅ、萱野Ａ、石場Ａ、石場Ｅ、石場

Ｄ、石場Ｃ、石場Ｂ、仁江Ａ、仁江Ｂ、仁江Ｃ、仁江Ｄ、共和Ａ、共和Ｂ、共和Ｃ、共和Ｄ、高津屋Ａ、高津屋Ｂ、

高津屋Ｄ、高津屋Ｅ、高津屋Ｃ、横見Ａ、横見Ｂ、門曲Ａ、横見Ｃ、門曲Ｂ、門曲Ｃ、門曲Ｄ、日の出Ａ、日の出

Ｂ、宮の部Ｄ、下の原、宮の部Ｂ、宮の部、日の出Ｇ、宮の部Ａ、日の出Ｆ、日の出Ｅ、日の出Ｄ、田の上橋西、日

の出Ｃ、二反田橋南Ａ、二反田橋南Ｂ、中佐津目Ｃ、中佐津目Ｂ、中佐津目Ａ、掛田橋北、下佐津目Ａ、下佐津目

Ｂ、下佐津目Ｃ、下佐津目Ｄ、下佐津目Ｅ、下佐津目Ｆ、豊田Ａ、豊田Ｃ、豊田Ｄ、豊田Ｂ、窪田ダム南、菅田Ａ、

菅田Ｂ、菅田Ｃ、菅田Ｄ、加賀谷Ｂ、加賀谷Ａ、加賀谷、錦、栄Ａ、栄Ｃ、栄Ｂ、旭Ａ、旭Ｂ、五谷Ａ、五谷Ｃ、銀

山谷Ａ、銀山谷Ｃ、銀山谷Ｂ、後谷Ｆ、毛津、毛津本郷Ａ、毛津本郷Ｂ、毛津本郷Ｄ、毛津本郷Ｃ、毛津本郷Ｅ、後

谷Ｄ、後谷Ｃ、後谷Ｅ、後谷Ｂ、御田Ａ、御田Ｂ、御田Ｄ、御田Ｅ、御田Ｉ、御田Ｌ、佐田、御田Ｋ、御田Ｊ、御田

Ｈ、御田Ｇ、御田Ｆ、菅代Ａ、菅代Ｂ、御田Ｃ、下佐田、上佐田、塚脇Ａ、塚脇Ｂ、飼領Ｂ、飼領Ｃ、飼領Ｄ、飼領

Ｅ、飼領Ｆ、飼領Ｇ、郷Ａ、郷Ｂ、郷Ｃ、郷Ｄ、郷Ｅ、郷Ｆ、郷Ｇ、三槇Ａ、三槇Ｂ、朝原川西Ａ、朝原川東Ｂ、三

槇Ｃ、三槇Ｄ、三槇Ｅ、三槇Ｆ、三槇Ｇ、三槇Ｈ、寺領Ｂ、寺領Ｃ、寺領Ｄ、寺領Ｆ、寺領Ｈ、寺領Ｅ、寺領Ａ、名

梅Ｂ、名梅Ｃ、名梅Ｄ、名梅Ｅ、名梅Ｆ、名梅Ｇ、名梅Ａ、寺尾Ａ、寺尾Ｉ、寺尾Ｊ、寺尾Ｋ、寺尾Ｈ、寺尾Ｇ、寺

尾Ｆ、寺尾Ｅ、寺尾Ｄ、寺尾Ｃ、寺尾Ｂ、山中Ａ、山中Ｆ、山中Ｅ、山中Ｄ、飼領Ａ、山中Ｃ、山中Ｂ、三代Ａ、三

代Ｂ、三代Ｇ、三代Ｈ、三代Ｆ、三代Ｅ、三代Ｄ、三代Ｃ、稲田Ａ、稲田Ｃ、稲田Ｅ、稲田Ｄ、稲田Ｂ、白滝Ａ、白

滝Ｃ、白滝Ｄ、白滝Ｈ、白滝Ｉ、白滝Ｊ、白滝Ｏ、白滝Ｎ、白滝Ｍ、白滝Ｋ、白滝Ｇ、白滝Ｆ、白滝Ｅ、白滝Ｂ、東

山中Ａ、東山中Ｅ、東山中Ｆ、東山中Ｇ、東山中Ｉ、東山中Ｈ、東山中Ｄ、東山中Ｃ、東山中Ｂ、羽西谷Ｂ、三の宮

Ｅ、上組Ｃ、上組Ｉ、上組Ｊ、上組Ｋ、上組Ｈ、坊主畑橋東、上組Ｇ、上組Ｆ、上組Ｅ、上組Ｄ、須郷橋西、上組

Ｂ、大呂上組Ａ、吉野Ｂ、吉野Ａ、吉野Ｉ、吉野Ｗ、吉野Ｖ、吉野Ｕ、吉野Ｒ、吉野Ｔ、吉野Ｑ、吉野Ｏ、吉野Ｐ、

吉野Ｎ、吉野Ｍ、吉野Ｌ、吉野Ｋ、吉野Ｊ、吉野Ｈ、吉野Ｇ、吉野Ｆ、吉野Ｅ、吉野Ｄ、吉野Ｃ、大山Ａ、大山Ｄ、

大山Ｈ、大山Ｉ、大山Ｊ、大山Ｋ、大山Ｎ、大山Ｍ、大山Ｌ、御幡Ｌ、大山Ｆ、大山Ｇ、大山Ｅ、大山Ｃ、大山Ｂ、

御幡Ｃ、御幡Ｄ、御幡Ｅ、御幡Ｏ、御幡Ｐ、御幡Ｑ、御幡Ｎ、御幡Ｍ、御幡Ｊ、御幡Ｉ、御幡Ｈ、御幡Ｇ、御幡Ｆ、

御幡Ａ、御幡Ｂ、常信寺Ａ、三の宮Ｄ、河東Ｅ、河東Ｂ、河東Ａ、大呂神社南、宮、三の宮Ｂ、三の宮Ｃ、三の宮

32



号外第51号 島 根 県 報 平成31年３月31日

Ａ、常信寺Ｂ、八幡Ａ、八幡Ｃ、八幡Ｄ、大輝、八幡Ｂ、平田Ａ、別所Ｄ、別所Ｆ、別所Ｅ、別所Ｂ、別所Ａ、平田

Ｃ、平田Ｄ、平田Ｅ、湯の尾、平田Ｂ、町Ｈ、本郷Ａ、本郷Ｃ、本郷Ｄ、本郷Ｇ、別所Ｃ、本郷Ｅ、前清水Ａ、前清

水Ｂ、越端、町Ａ、町Ｂ、南屋橋東、町Ｅ、町Ｄ、町Ｃ、本郷Ｂ、町Ｇ、町Ｆ、馬垣、淀西Ｂ、慶正西、淀西Ｃ、淀

西Ａ、呑水Ｂ、呑水Ａ、明谷橋東、呑水Ｃ、反辺Ａ、呑水橋北、反辺Ｂ、慶正Ａ、慶正、羽西谷Ｃ、御幡Ｒ、恵堂

Ｂ、後畑Ａ、小田、小田町Ｂ、山の空Ｃ、山の空Ｂ、山の空Ａ、小田町Ａ、小田菅沢Ｂ、小田菅沢Ａ、菅沢Ｅ、菅沢

Ｇ、菅沢Ｄ、菅沢Ｃ、小田苑、高木、旧道下、揚東、福志原、工業団地Ａ、工業団地Ｃ、工業団地Ｂ、新道Ａ、新道

Ｂ、新道Ｅ、新道Ｄ、新道Ｃ、向下、向上、町下、町上Ｃ、中砂子Ａ、中砂子Ｃ、中砂子Ｄ、中砂子Ｂ、五反田下、

矢谷Ａ、矢谷Ｃ、矢谷Ｄ、矢谷Ｅ、矢谷Ｂ、新道Ｆ、新道Ｇ、矢谷Ｆ、華蔵Ｂ、華蔵Ａ、赤松Ａ、赤松Ｂ、赤松Ｅ、

赤松Ｇ、赤松Ｈ、赤松Ｉ、赤松Ｆ、赤松、赤松Ｄ、赤松Ｃ、宇杉Ａ、宇杉Ｂ、下頭名Ａ、下頭名Ｃ、下頭名Ｅ、下頭

名Ｄ、下頭名Ｂ、下頭名下、西明Ａ、西明Ｂ、西明Ｃ、西明Ｄ、上頭名Ａ、上頭名Ｂ、上頭名Ｃ、上頭名Ｄ、上頭名

Ｅ、宮本Ａ、宮本Ｂ、大須、蔵谷Ａ、蔵谷Ｂ、山郡Ａ、山郡Ｂ、山郡Ｃ、川西Ａ、川西Ｂ、川西Ｃ、針戸上、小原

Ａ、小原Ｂ、小原Ｃ、小原Ｄ、小原Ｅ、智呑、中郷下、草井谷、中郷上Ｂ、大山神社東、中郷上Ａ、中郷中、竹之

上、塚之尾谷Ｃ、塚之尾谷Ｄ、塚之尾谷Ｆ、塚之尾谷Ｅ、城平Ａ、城平Ｂ、本町Ａ、本町Ｂ、東本町、田儀、本町、

越堂下、越堂上、田儀余草Ｃ、田儀余草Ｄ、田儀余草Ｂ、田儀余草Ａ、田儀余草Ｆ、田儀余草Ｅ、赤谷Ａ、赤谷Ｂ、

赤谷Ｃ、山の空Ｄ、後畑Ｂ、後畑Ｃ、後畑Ｄ、後畑Ｅ、小田余草、小田余草Ａ、御茶屋場Ａ、御茶屋場Ｂ、小田柳

谷、柳谷Ｂ、町上Ｂ、板津、浄土寺、三部Ｃ、三部Ａ、三部Ｂ、倉道Ａ、三部Ｅ、三部Ｄ、三部Ｆ、安原、常楽寺東

Ａ、常楽寺東Ｂ、常楽寺東Ｃ、常楽寺東Ｅ、飯谷、常楽寺西上、神田、常楽寺西下Ｂ、常楽寺西下Ａ、常楽寺東Ｄ、

常楽寺東Ｆ、畑下Ｂ、畑下Ｃ、畑東Ａ、畑東Ｃ、畑東Ｂ、畑東Ｄ、畑西、西ノ谷、上畑Ａ、上畑Ｃ、上畑Ｂ、姉谷

Ｂ、畑下Ａ、姉谷Ｇ、姉谷Ｊ、姉谷Ｋ、姉谷Ｎ、姉谷Ｍ、姉谷Ｌ、姉谷Ｄ、姉谷Ｉ、姉谷Ｃ、姉谷Ｈ、姉谷Ｆ、姉谷

Ｅ、後谷下Ａ、後谷下Ｄ、後谷下Ｆ、後谷上Ｂ、後谷上Ｃ、後谷上Ｄ、後谷上Ａ、後谷下Ｃ、後谷下Ｂ、板津前田、

清水、明神Ｃ、明神Ｄ、水神、明神Ｂ、明神Ａ、荒神、大池上組Ａ、大池上組、蛇池Ａ、蛇池Ｂ、蛇池Ｃ、一里塚

南、一里塚北、通ヒ西、通ヒ東、中ツラ、宇龍立花、宇龍東Ａ、宇龍東Ｂ、宇龍西、宇龍田町、御碕小東、宇龍新

町、御碕小西、隠ヶ丘、御座、神社裏、駐在所前、後山、黒田西、黒田東、中山西Ｅ、中山西Ｄ、中山西Ｃ、中山西

Ｂ、中山西Ａ、岐神社、高尾下、高天原、這田西、幕島、這田東、御這田、中山東Ｂ、中山東Ａ、高尾上、二俣、鵜

峠東、鵜峠西、面坂、鵜峠北、以下谷北、鵜鷺小、以下谷南、森林公園、鷺浦東、八千代川東、八千代川西、鷺浦

西、笹子、築港、稲佐、権兵衛谷、奉納山東、奉納山西、安養寺、山根、鶴山、奥谷、亀山、真名井、本郷西、本郷

東Ｂ、本郷東Ａ、千石山、菱根西、河原谷、三十歩、菱根上、繁の谷、阿式谷西、阿式谷東、極楽山、樽戸谷北、樽

戸谷南、鎌代、花摘、才の元南、才の元北、霊山寺、石臼、空、大井上Ａ、大井上Ｂ、大井上Ｃ、大井上Ｄ、みはら

しＢ、みはらしＣ、新田畑Ａ、新田畑Ｂ、新田畑Ｃ、新田畑Ｄ、新田畑Ｅ、みはらしＤ、大井上Ｆ、みはらしＦ、み

はらしＧ、みはらしＨ、大井上Ｇ、大井上Ｈ、湯の丘Ａ、大井Ａ、灘南Ａ、宇屋谷Ａ、宇屋谷Ｂ、宇屋谷Ｃ、宇屋谷

Ｄ、宇屋谷Ｅ、宇屋谷Ｆ、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、上学頭Ｂ、

前原Ａ、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、羽根東Ａ、羽根東

Ｂ、羽根東Ｃ、羽根東Ｄ、羽根東Ｅ、武部東Ａ、武部東Ｂ、武部東Ｃ、武部東Ｄ、武部東Ｇ、武部西Ａ、武部西Ｂ、

武部西Ｃ、羽根西Ａ、羽根西Ｂ、吉成Ａ、吉成Ｂ、吉成Ｃ、吉成Ｄ、羽根西Ｃ、羽根西Ｄ、羽根東Ｇ、羽根東Ｆ、下

阿宮３Ａ、下阿宮３Ｂ、下阿宮３Ｃ、下阿宮３Ｄ、下阿宮２Ａ、下阿宮２Ｂ、下阿宮２Ｃ、下阿宮２Ｄ、下阿宮１

Ａ、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、上阿宮３Ａ、上阿

宮４Ａ、上阿宮４Ｃ、上阿宮４Ｄ、上阿宮４Ｅ、上阿宮４Ｇ、上阿宮４Ｈ、上阿宮４Ｉ、上阿宮３Ｂ、上阿宮３Ｃ、

上阿宮２Ａ、上阿宮１Ａ、上阿宮１Ｂ、上阿宮１Ｄ、神守１Ａ、神守１Ｂ、氷室４Ａ、氷室４Ｂ、氷室５Ａ、氷室５

Ｂ、氷室４Ｃ、氷室４Ｄ、氷室４Ｅ、氷室４Ｆ、氷室３Ａ、氷室３Ｂ、氷室３Ｃ、氷室３Ｄ、氷室２Ａ、氷室２Ｂ、

氷室２Ｃ、氷室２Ｄ、氷室１Ａ、神守１Ｃ、神守３Ａ、氷室１Ｂ、下出西４Ａ、下出西４Ｂ、下出西４Ｃ、下出西２

Ａ、下出西３Ａ、下出西２Ｂ、下出西２Ｃ、下出西１Ａ、下出西１Ｂ、中出西３Ａ、中出西３Ｂ、中出西２Ａ、中出

西１Ａ、上出西２Ｂ、上出西２Ｃ、上出西１Ａ、上出西１Ｂ、上出西１Ｄ、岩野原Ａ、岩野原Ｂ、みどりヶ丘Ａ、み
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どりヶ丘Ｂ、八頭Ａ、八頭Ｂ、平野Ａ、結Ａ、結Ｂ、結Ｃ、結Ｄ、結西Ａ、結西Ｂ、結西Ｃ、結西Ｄ、三井Ａ、三井

Ｂ、新川Ａ、新市Ａ、つつじ丘１Ａ、新市Ｃ、駅前Ａ、直江共栄Ａ、結Ｅ、直江共栄Ｂ

 土石流

三谷川Ａ、上栗原①、大井谷Ａ、上塩冶町Ｂ、鍛冶屋谷川②、谷田谷川①、神門谷川③、神門谷川②、神門谷川

Ａ、神門谷川Ｂ、廻田谷、神門谷川Ｃ、客垣谷川、熊見谷川Ｂ、熊見谷川Ｄ、大谷川Ｂ、湯屋谷、湯屋谷川、門前谷

川①、門前谷川②、鍛冶屋谷川①、伊努谷、神谷川Ｄ、神谷川Ｂ、芦渡町Ｃ、芦渡町Ｅ、芦渡町Ｆ、保知石①、保知

石③、保知石④、花月・一、芦渡町Ｉ、知井宮町Ａ、下古志町、芦渡町Ｋ、御崎谷Ａ、東組、土町、麓・五、麓・

二、古志町Ｋ、古志小谷、瀬戸風、古志町Ｂ、古志町Ｆ、古志町Ｇ、朝山町・一Ｂ、朝山町・一Ａ、的場、桜谷②、

桜・一、雲井滝、桜・二、安谷Ｄ、須原・一、堂原Ｂ、下組・三、段Ａ、段Ｂ、下組・二、下組・一、山の奥谷川

Ｂ、山の奥①、鍛冶屋床谷、芦谷Ｂ、上大月・二、上大月・三、上大月小谷、上大月Ａ、大月・一、殿森Ａ、新廻

谷、木村、宇和佐、槙ヶ谷Ｂ、下の奥、木村①、所原町、知谷・二、朝山町・三、桜下、向馬木、立久恵・三、立久

恵・一、立久恵・二、殿川内、稲荷谷、森原・二、森原・一、二又川Ａ、見田原⑤、乙立町Ｂ、乙立町Ｃ、見田原

⑥、後谷越①、後谷越②、松の木谷、下原・三、下原・二、下原・一、和久輪・二、和久輪・一、西谷町・一、西谷

町・二、西谷町Ｅ、西谷町Ａ、西谷町⑤Ａ、西谷町Ｂ、西谷町⑥、延畑⑭、延畑③、延畑⑬、延畑⑫、延畑・二、延

畑⑦、延畑⑪、延畑⑨、延畑・一、加瀬屋、森坂Ａ、上島町Ｅ、森坂Ｂ、植木谷、河手坂、奥井谷前、松山、大谷川

Ｄ、大谷・三、菅原・二、原・二、高丸②、原・一、上げ・一、上げ・二、上島町Ｂ、仏谷・二、西谷町Ｈ、西谷町

Ｇ、沖谷川Ａ、大谷、大谷Ｄ、上ヶ山川Ｃ、上ヶ山川Ｂ、上ヶ山川Ａ、稗原町Ｈ、仏谷・三、角谷、稗原町Ｊ、稗原

町Ｋ、野尻東・二Ａ、野尻町Ａ、野尻町Ｂ、戸倉・一、戸倉・二、岩倉、滝ヶ平谷川、正応寺川、市森、清谷川Ｂ、

清谷川Ｃ、日進、宮後、茗荷谷川、宇那手町Ｂ、平林、右谷③、北組、大年、朝間、中筋、金森Ｂ、三の谷川、

野郷・三Ｂ、北垣上東Ｂ、一畑、胡麻谷、小境灘Ｂ、中ノ手・一、一畑駅前Ｂ、一畑薬師谷、上奥Ａ、境川、上園、

西谷上・二、本山川、崎の奥川、太平川、中村西谷、小伊津・一、菅沢・三、野石谷川Ａ、坂浦・三、坂浦・一、山

藤川、柳谷川Ｃ、坂浦Ｂ、多久谷川Ｂ、上組、苅藻谷川、久多見川、伊儀・一、内の池支川、許豆川、堂の奥川、十

六島、本郷川、石上川、相代川Ａ、セドヤ川、小谷川、大浦川、神谷川Ｆ、奥山川、宮ノ下、布施上・一、岩屋川、

納木、西谷、水谷上、水谷川、平奥川、大谷川Ａ、国富小谷、中村川、上ケ島川、菅沢川Ａ、西谷川Ａ、東川、唐川

川、親睦Ｂ、平側川、中廻川、東別所川、バリ滝谷、川北上、ゴハン谷川、川北下、和江島Ａ、和江島Ｃ、原川上

谷、滝頭谷川、明会谷川、飯の原Ａ、飯の原Ｃ、高畑谷川、木路木谷川、東本郷Ａ、東本郷Ｂ、東本郷Ｃ、共和、横

見Ａ、横見Ｂ、門曲Ｃ、奥鍋川Ａ、奥鍋川Ｂ、日の出Ｂ、日の出Ａ、中佐津目Ｂ、大岩ヶ谷川、岩利谷川、湯の谷

川、豊田Ｂ、清水谷川、毛津本郷Ｄ、御田Ｄ、御田Ｂ、御田Ａ、稲田Ｃ、稲田Ｂ、佐固の奥谷川Ｂ、宮田谷川、飼領

谷、郷Ａ、郷Ｂ、キャワグリ谷、梅ノ木谷Ａ、坪貝谷Ｂ、かわらけ谷、宝坂谷、寺領Ｃ、寺領Ａ、寺尾Ａ、山中Ｉ、

山中Ｈ、三代Ｅ、三代Ｍ、三代Ｋ、三代Ｊ、大滝川Ａ、東山中Ｂ、上組Ｈ、上組Ｆ、君谷、羽西谷、廻屋中谷、松尾

谷川Ｉ、御幡Ｃ、御幡Ｄ、三の宮Ａ、五反田谷川Ａ、別所Ａ、内馬谷川、馬ノセ谷川、呑水Ｂ、呑水Ａ、慶正、大井

後谷川、町、平田Ａ、平田Ｆ、平田Ｅ、松尾谷川Ｆ、五反田谷川Ｂ、馬垣谷川Ｂ、菅沢谷川Ａ、華蔵川、片平谷、西

明Ｂ、西明Ｄ、宮本Ｃ、大須、奥田儀中組、宮木川、針戸Ｂ、小原Ａ、家奥谷、亀割、牛ヶ谷、畑下、常楽寺川Ｂ、

梅谷川支川、通ヒ川、立花谷、宮前川、鬼の目川左支川Ｂ、鬼の目川左支川Ａ、二俣西川、西川、大床谷、権兵衛谷

川、亀の助谷、西の谷川、樽戸谷川、亀谷川、才木谷川、みはらしＢ、高瀬Ｂ、下阿宮２Ａ、井田Ｂ、上阿宮１Ｇ、

上出西１Ａ

３ 指定の区域及び建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

別図のとおり（「別図」は、省略し、島根県出雲県土整備事務所及び出雲市役所において一般の縦覧に供する。）

島根県告示第220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９条第１項の規定によ
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り、次に掲げる土地の区域を土砂災害特別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31年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 土砂災害特別警戒区域を指定する市町村の名称

大田市

２ 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特別警戒区域の名称

 急傾斜地の崩壊

工業団地、鳥越Ａ、鳥越Ｂ、鳥越Ｃ、鳥越Ｄ、鳥越Ｅ、鳥越Ｆ、鳥越Ｇ、鳥越Ｈ、鳥越Ｊ、鳥越Ｋ、鳥越Ｌ、鳥越

Ｍ、新諸友Ａ、刺鹿Ｃ、柳井１Ａ、柳井１Ｂ、柳井１Ｃ、柳井１Ｄ、大正Ａ、柳井１Ｆ、大正西１Ａ、綿田Ａ、綿田

Ｂ、柳井２Ａ、柳井２Ｂ、城山２Ａ、城山２Ｂ、飯盛山、市井、城山２Ｃ、城山２Ｄ、城山２Ｅ、城山２Ｆ、城山２

Ｇ、柳井、城山１Ａ、城山２Ｈ、城山１Ｂ、城山１Ｃ、大田Ａ、加土Ｂ、加土Ｃ、加土Ｄ、加土Ｅ、加土Ｆ、加土

Ｇ、加土Ｈ、加土Ｉ、加土Ｊ、小池Ａ、小池Ｂ、小池Ｄ、小池Ｅ、小池Ｆ、小池Ｇ、長谷Ｂ、押ヶ峠Ｂ、長谷Ｃ、長

谷Ｄ、長谷Ｆ、長谷Ｇ、長谷Ｈ、長谷Ｉ、出口Ａ、出口Ｂ、出口Ｉ、出口Ｃ、出口Ｄ、出口Ｅ、出口Ｆ、出口Ｇ、出

口Ｈ、大田野城Ａ、大田野城Ｂ、大田野城Ｃ、灰取Ａ、灰取Ｂ、灰取Ｃ、大田野城Ｄ、大田野城Ｅ、大田野城Ｆ、大

田野城Ｇ、大田野城Ｈ、大田野城Ｉ、大田野城Ｊ、大田野城Ｋ、大田野城Ｌ、大田野城Ｍ、大田野城Ｎ、大田野城

Ｏ、大田野城Ｐ、大田程原、大田日の出Ａ、大田日の出Ｂ、大田日の出Ｃ、大田日の出Ｄ、大田日の出Ｅ、大田日の

出Ｆ、大田日の出Ｇ、大田日の出Ｈ、大田日の出Ｉ、立花Ａ、立花Ｂ、大田日の出Ｊ、大田日の出Ｋ、大田日の出

Ｌ、大田日の出Ｍ、天神２、天神１Ａ、大田本町Ａ、天神１Ｃ、末広西、末広Ａ、末広Ｂ、末広Ｃ、諏訪３Ａ、諏訪

３Ｂ、諏訪、諏訪３Ｃ、諏訪１、宮島Ａ、大田本町Ｂ、宮島Ｂ、鳴滝Ａ、栄Ａ、明善寺、大田本町Ｃ、殿町、栄町代

官山Ａ、栄町Ａ、栄町１Ａ、栄町代官山Ｂ、栄町１Ｂ、栄町１Ｃ、栄町２Ａ、吉永、栄町２Ｂ、栄町２Ｃ、宮島Ｃ、

鳴滝Ｂ、宮島Ｄ、栄町３Ａ、栄町３Ｂ、栄町３Ｃ、栄Ｄ、栄Ｂ、栄Ｃ、栄町３Ｅ、栄町３Ｆ、柳ヶ坪１Ａ、柳ヶ坪

南、柳ヶ坪２、柳ヶ坪１Ｂ、柳ヶ坪北、大坪Ａ、大坪Ｂ、大坪Ｃ、大坪Ｄ、大坪Ｇ、大坪Ｅ、大坪Ｆ、宮島Ｅ、宮島

Ｆ、山崎１Ａ、山崎１Ｂ、山崎１Ｃ、山崎１Ｄ、山崎４Ｂ、山崎２Ａ、山崎２Ｂ、山崎２Ｃ、大田Ｂ、山崎３、押ヶ

峠Ａ、島津屋Ａ、島津屋Ｂ、島津屋Ｃ、島津屋Ｄ、津戸Ｂ、津戸Ｃ、上津戸Ａ、津戸Ｄ、中通Ａ、仙山Ａ、中通Ｂ、

中通Ｃ、中通Ｄ、丸尾Ａ、川東Ａ、丸尾Ｂ、丸尾Ｄ、丸尾Ｅ、仙山Ｂ、日ノ尾Ａ、日ノ尾Ｂ、日ノ尾Ｃ、中通Ｅ、長

畑Ａ、長畑Ｂ、長畑Ｃ、長畑Ｄ、丸尾Ｆ、長畑Ｅ、朝倉Ａ、城蓮Ａ、城蓮西、西城蓮Ａ、西城蓮Ｂ、西城蓮Ｃ、城蓮

Ｂ、朝倉Ｂ、上谷、朝山竹原Ａ、朝山竹原Ｂ、畑Ａ、朝山竹原Ｃ、朝山竹原Ｄ、朝倉Ｃ、朝山竹原Ｅ、朝山竹原Ｆ、

朝山竹原Ｇ、朝倉Ｄ、下畑Ａ、畑Ｂ、下畑Ｂ、畑Ｃ、下畑Ｃ、下畑Ｄ、畑Ｄ、畑Ｅ、上畑Ａ、上畑Ｂ、上畑Ｃ、大暮

Ａ、大暮Ｂ、宮西Ａ、宮西Ｂ、宮西Ｃ、宮西Ｄ、朝山下谷Ａ、宮西Ｅ、朝山下谷Ｂ、朝山本谷Ａ、朝山本谷Ｂ、宮西

Ｆ、朝倉Ｅ、朝山本谷Ｃ、朝山鶴ヶ丘Ａ、朝山鶴ヶ丘Ｂ、朝山鶴ヶ丘Ｃ、朝山鶴ヶ丘Ｄ、山谷Ａ、山谷Ｂ、灘山Ａ、

灘山Ｂ、灘山Ｃ、灘山Ｄ、田長Ａ、波根鶴ヶ丘Ａ、波根鶴ヶ丘Ｂ、田長Ｂ、田長Ｃ、田長Ｄ、田長Ｅ、田長Ｆ、田長

Ｇ、田長Ｈ、田長Ｉ、田長Ｊ、上川内東、上川内Ａ、上川内西、上川内Ｂ、上川内Ｃ、高砂、上川内Ｄ、上川内Ｅ、

上川内Ｆ、上川内Ｇ、上川内Ｈ、大西Ａ、上川内Ｉ、砂山Ａ、砂山Ｂ、才ノ神、波根上町Ａ、西中、新市、東灘Ａ、

西灘、波根上町Ｂ、砂山Ｃ、江奥Ａ、江奥Ｃ、天場Ａ、天場Ｂ、東灘Ｂ、古川北Ａ、古川北Ｂ、波根町Ａ、久手西、

大津、大西Ｂ、大西Ｃ、大西Ｄ、大西Ｅ、大西Ｆ、大西Ｉ、大西Ｇ、鈴見Ａ、鈴見Ｂ、鈴見Ｃ、鈴見Ｄ、涼見Ａ、涼

見Ｂ、江谷Ａ、江谷Ｂ、江谷Ｃ、江谷Ｄ、江谷Ｅ、刺鹿Ａ、刺鹿Ｂ、江谷Ｆ、中尾Ａ、中尾Ｂ、中尾Ｃ、中尾Ｄ、中

尾Ｅ、中尾Ｆ、市井Ａ、市井Ｂ、市井Ｃ、市井Ｄ、市井Ｅ、市井Ｆ、諸友Ａ、諸友Ｂ、諸友Ｃ、久手鳥越Ａ、久手鳥

越Ｂ、諸友Ｆ、上沢田Ａ、上沢田Ｂ、久手竹原Ａ、久手竹原Ｂ、久手竹原Ｃ、沢田、迫Ａ、迫Ｂ、迫Ｃ、迫Ｄ、迫

Ｅ、迫Ｆ、久手新田Ａ、久手新田Ｂ、久手新田Ｃ、仕明Ｂ、仕明Ｃ、仕明Ｄ、港、寺前、旭Ａ、旭Ｂ、久手町波根西

Ａ、八幡Ａ、八幡Ｂ、大平Ａ、大平Ｂ、大平Ｃ、鳥井鳥越Ｄ、鳥井鳥越Ａ、大平Ｄ、鳥井鳥越Ｂ、鳥井鳥越Ｃ、さぎ

みＡ、さぎみＢ、鳥井和江、鳥井下、土江Ａ、長久Ａ、川北下Ａ、川北下Ｂ、川北中、川北下Ｃ、川北上Ａ、西用

田、長久Ｂ、東用田Ａ、東用田Ｂ、東用田Ｃ、東用田Ｄ、長久Ｃ、川南上Ａ、川南上Ｂ、長久山崎Ａ、長久Ｄ、長久
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山崎Ｂ、川南、長久Ｅ、川南２Ａ、長久Ｆ、川南２Ｂ、川南２Ｃ、土江Ｂ、土江上Ａ、土江上Ｂ、土江Ｃ、稲用Ａ、

稲用Ｂ、稲用Ｃ、稲用Ｄ、稲用下Ａ、稲用中Ａ、稲用中Ｂ、稲用Ｅ、稲用Ｆ、稲用Ｇ、稲用Ｉ、稲用上Ａ、稲用中

Ｃ、稲用Ｈ、長久八日市、延里Ａ、延里Ｂ、延里Ｃ、延里Ｄ、延里Ｅ、延里下、延里上Ａ、延里上Ｂ、静間和江、静

間新田Ａ、静間新田Ｃ、正原、仮屋、堋Ａ、堋Ｂ、堋Ｃ、堋Ｄ、弓辺Ａ、弓辺Ｂ、弓辺Ｄ、弓辺Ｃ、笹Ａ、八日市

Ａ、八日市Ｂ、八日市Ｃ、八日市Ｄ、八日市Ｅ、八日市Ｉ、八日市Ｆ、八日市Ｇ、八日市Ｈ、笹Ｂ、笹Ｃ、笹Ｄ、笹

Ｅ、笹山、垂水Ａ、垂水Ｂ、垂水Ｃ、角山、垂水Ｄ、垂水Ｅ、垂水Ｆ、垂水Ｇ、垂水Ｈ、垂水Ｉ、静間平Ａ、静間平

Ｂ、垂水Ｊ、静間平Ｃ、魚津Ａ、魚津Ｂ、鬼村Ｄ、鬼村Ｃ、鬼村下Ｆ、鬼村Ｂ、鬼村下Ａ、鬼村上Ｉ、鬼村下Ｅ、鬼

村下Ｄ、鬼村下Ｃ、鬼村下Ｂ、鬼村上Ｈ、鬼村上Ｄ、鬼村Ａ、鬼村上Ｅ、鬼村上Ｇ、鬼村上Ｃ、鬼村上Ａ、鬼村上

Ｂ、角折Ｃ、角折Ｄ、角折Ｅ、角折Ｇ、大屋農協裏、角折Ｆ、角折Ｂ、角折Ａ、大国Ｄ、中尾波Ａ、中尾波Ｂ、中尾

波Ｃ、中尾波Ｄ、上尾波Ｂ、上尾波Ａ、上尾波Ｃ、上尾波Ｄ、尾波Ａ、上尾波Ｅ、尾波Ｂ、上尾波Ｆ、大国Ａ、大国

Ｂ、大国Ｃ、大国Ｅ、大国Ｆ、大屋上Ａ、大屋上Ｃ、大屋上Ｆ、大屋Ｅ、大屋下Ｅ、大屋下Ｆ、大屋下Ｄ、大屋Ｄ、

大屋Ｃ、大屋Ｂ、大屋上Ｅ、大屋上Ｂ、大屋Ａ、大屋下Ｂ、大屋下Ａ、大屋下Ｇ、大屋Ｆ、行恒Ｂ、行恒Ａ、松代

Ｃ、松代Ａ、松代１、小山Ｆ、小山Ｅ、小山Ｄ、小山二、小山Ｃ、小山Ｂ、小山一Ｄ、小山一Ｃ、小山一Ｂ、小山

Ａ、小山一Ａ、市ノ上Ｂ、市ノ上Ａ、市ノ上Ｄ、今市Ｅ、今市Ｄ、今市Ｂ、今市Ａ、市原Ｃ、市原Ａ、亀谷Ａ、亀谷

Ｂ、市原Ｂ、市原Ｄ、今市Ｃ、市原Ｊ、市原Ｈ、市原Ｆ、市原Ｅ、市原Ｇ、市原Ｉ、先市、市原Ｋ、市原Ｌ、久利

Ａ、佐摩Ｉ、佐摩Ｈ、市原Ｍ、赤波Ａ、佐摩Ｆ、佐摩Ｄ、佐摩Ｃ、佐摩Ａ、佐摩Ｂ、赤波一、佐摩Ｅ、佐摩Ｇ、赤波

Ｂ、市原Ｎ、久利Ｂ、久利Ｃ、畑ヶ中二Ａ、畑ヶ中Ａ、畑ヶ中一Ａ、畑ヶ中Ｂ、畑ヶ中Ｃ、畑ヶ中Ｅ、畑ヶ中二Ｃ、

畑ヶ中Ｄ、畑ヶ中二Ｂ、畑ヶ中Ｆ、畑ヶ中Ｇ、松代Ｂ、鉱山、松代Ｄ、畑ヶ中Ｈ、市原Ｑ、湊二、湊Ａ、駅北、湊

Ｂ、湊一、湊Ｃ、湊三、湊Ｄ、湊Ｅ、湊Ｆ、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、嘉庭Ａ、嘉庭Ｂ、嘉庭Ｃ、嘉庭Ｄ、丹波Ａ、丹波Ｂ、丹波Ｃ、丹波Ｄ、丹波

Ｅ、丹波Ｆ、丹波Ｇ、丹波Ｈ、丹波Ｉ、丹波Ｊ、畑井Ａ、畑井Ｂ、畑井Ｃ、畑井Ｅ、畑井Ｆ、野梅Ａ、野梅Ｂ、野梅

Ｃ、野梅Ｄ、野梅Ｅ、野梅Ｆ、野梅Ｇ、野梅Ｈ、赤井Ｂ、赤井Ｃ、赤井Ｄ、赤井Ｅ、赤井Ｆ、嘉塩Ａ、嘉塩Ｂ、赤井

Ｇ、嘉塩Ｃ、赤井Ｈ、赤井Ｉ、赤井Ｊ、赤井Ｋ、嘉塩Ｅ、赤井Ｌ、赤井Ｍ、赤井Ｎ、赤井Ｏ、古浦、明神、大浦南、

大浦Ａ、漁民団地、竪町、大浦北Ａ、上市第一、柳町Ａ、大浦Ｂ、五十猛日の出Ａ、五十猛日の出Ｂ、五十猛日の出

Ｃ、下佐摩Ｂ、下佐摩Ａ、駒足西側、昭和Ｂ、昭和Ａ、新町Ｂ、新町Ａ、羅漢町Ｃ、羅漢町Ａ、上佐摩上Ｇ、上佐摩

上Ｈ、上佐摩上Ｉ、上佐摩上Ｊ、上佐摩上Ｃ、上佐摩上Ａ、上佐摩上Ｂ、上佐摩上Ｄ、上佐摩上Ｆ、上佐摩上Ｅ、羅

漢町Ｂ、銀山Ｆ、銀山Ｄ、銀山Ｃ、銀山Ｂ、銀山Ａ、銀山Ｅ、銀山Ｇ、銀山Ｈ、町上Ａ、町上Ｂ、町上Ｃ、町下、代

官所跡、宮ノ前、荻原Ａ、荻原Ｅ、福原下Ｄ、福原下Ｃ、福原中Ｅ、又持Ｄ、又持Ｂ、又持Ａ、米山Ｅ、米山Ｄ、米

山Ｃ、米山Ｂ、米山Ａ、又持Ｃ、福原Ａ、高津下Ｄ、高津下Ｃ、高津上Ｃ、高津上Ａ、高津上Ｂ、高津下Ｂ、三久須

下Ｃ、高津、高津下Ａ、三久須中Ｃ、本郷上Ａ、本郷上Ｂ、本郷下Ａ、本郷下Ｄ、本郷下Ｆ、白坏、本郷下Ｃ、本郷

上Ｅ、本郷上Ｄ、本郷上Ｃ、三久須中Ｂ、三久須中Ａ、三久須上、三久須Ｃ、三久須Ｄ、三久須Ｅ、三久須Ｆ、三久

須下Ａ、三久須下Ｂ、福原上Ａ、水上農協裏、福原上Ｆ、福原上Ｄ、福原上Ｃ、福原上Ｂ、福原上Ｅ、福原上Ｇ、福

原上Ｈ、福原Ｂ、小学校裏、福原Ｃ、福原中Ａ、福原中Ｃ、福原Ｄ、福原Ｅ、福原Ｆ、福原Ｇ、福原下Ｂ、福原中

Ｄ、福原下Ａ、福原下Ｅ、福原下Ｆ、荻原Ｄ、荻原Ｃ、荻原Ｂ、矢滝Ａ、矢滝Ｂ、矢滝Ｃ、矢滝Ｅ、矢滝Ｆ、上町

Ａ、下町、上瀬戸、瀬戸Ａ、瀬戸Ｂ、下瀬戸Ａ、下瀬戸Ｂ、瀬戸Ｄ、大原Ｃ、大原Ｂ、大原Ａ、大原Ｄ、祖式Ａ、祖

式Ｂ、大原Ｅ、大原Ｇ、大原Ｈ、大原Ｉ、大原Ｆ、瀬戸Ｃ、向川Ｄ、向川Ｃ、向川Ｂ、向川Ａ、横谷Ａ、横谷Ｂ、横

谷Ｃ、猪ノ目、横谷Ｆ、南山Ｂ、南山Ａ、山中Ｎ、山中Ｆ、山中Ｋ、山中Ｍ、山中Ｌ、山中Ｈ、山中Ｇ、山中Ｉ、山

中Ｊ、山中Ｅ、山中Ａ、山中Ｂ、山中Ｄ、山中Ｃ、伊勢階Ｂ、伊勢階Ａ、吉永下、吉永上Ａ、吉永上Ｂ、神領２Ａ、

神領２Ｂ、神領１Ａ、神領１Ｂ、川合南Ａ、川合程原Ａ、川合程原Ｂ、川合程原Ｃ、川合程原Ｄ、川合程原Ｅ、川合

程原Ｇ、川合程原Ｈ、川合東、川合南Ｂ、川合程原Ｆ、瓜坂Ａ、瓜坂Ｂ、瓜坂Ｃ、瓜坂Ｄ、瓜坂Ｅ、瓜坂Ｆ、芋原

Ａ、芋原Ｂ、芋原Ｃ、芋原Ｄ、鶴府Ａ、鶴府Ｂ、鶴府Ｄ、鶴府Ｅ、川合Ａ、鶴府Ｆ、鶴府Ｃ、忍原Ａ、忍原Ｃ、野田

原Ａ、忍原Ｂ、寺垣内、野田原Ｂ、野田原Ｃ、忍原Ｄ、忍原Ｅ、浅原Ｄ、浅原Ｃ、浅原Ａ、南Ａ、南Ｂ、南Ｃ、南
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Ｄ、南Ｅ、南Ｆ、出岡Ａ、出岡Ｂ、出岡Ｃ、出岡Ｄ、高松地Ａ、高松地Ｂ、野田Ａ、野田Ｂ、野田Ｃ、野田Ｄ、向吉

永Ａ、向吉永Ｂ、高松地２、富山本谷Ａ、富山本谷Ｂ、富山本谷Ｃ、富山本谷Ｄ、入石Ｂ、入石Ａ、市Ａ、市Ｂ、市

Ｃ、市Ｅ、重蔵Ａ、重蔵Ｄ、重蔵Ｃ、曽根川、重蔵Ｆ、下才坂Ｆ、下才坂Ｅ、下才坂Ｇ、才坂Ａ、才坂Ｃ、才坂Ｂ、

下才坂Ａ、下才坂Ｂ、下才坂Ｃ、下才坂Ｄ、芦谷Ａ、才坂Ｄ、芦谷Ｂ、才坂Ｅ、才坂Ｆ、半明Ａ、半明Ｂ、半明Ｃ、

勝手Ａ、勝手Ｂ、勝手Ｃ、富山本郷Ｄ、富山本郷Ｂ、富山本郷Ｃ、富山本郷Ｅ、富山本郷Ａ、筆院堂Ａ、筆院堂Ｃ、

筆院堂Ｂ、筆院堂Ｄ、道原Ａ、道原Ｃ、道原Ｂ、道原Ｄ、道原Ｅ、入口Ａ、入口Ｂ、入口Ｄ、入口Ｅ、堀越Ｂ、堀越

Ａ、堀越Ｃ、高原Ａ、高原Ｂ、高原Ｃ、高原Ｄ、高原Ｅ、入口Ｃ、土居Ａ、土居Ｂ、土居Ｃ、土居Ｅ、土居Ｄ、土居

Ｆ、神原、入石Ｄ、入石Ｅ、大家Ａ、大家Ｃ、大家Ｇ、川上Ｃ、川上Ｄ、大家Ｊ、大家Ｋ、本郷Ｂ、本郷Ｄ、新屋

Ｄ、新屋Ｃ、山田Ｆ、山田Ｄ、新屋Ｂ、山田Ｂ、山田Ｃ、山田Ｅ、山田Ｇ、新屋Ａ、上飯谷Ａ、上飯谷Ｂ、下飯谷

Ａ、下飯谷Ｂ、平Ｇ、平Ｈ、平Ｉ、弓久Ｃ、弓久Ｄ、新屋Ｊ、弓久Ａ、弓久Ｂ、新屋Ｉ、上飯谷Ｄ、山田Ａ、上飯谷

Ｃ、平Ａ、平Ｃ、平Ｄ、平Ｆ、平Ｂ、平Ｅ、本郷Ｆ、新屋Ｅ、本郷Ｃ、柿田Ｂ、本郷Ａ、大家Ｌ、大家Ｉ、柿田Ａ、

柿田Ｃ、八反田Ｅ、八反田Ｆ、八反田Ｇ、八反田Ｄ、四日市Ｃ、八反田Ｃ、八反田Ｂ、八反田Ａ、新屋Ｆ、新屋Ｇ、

新屋Ｈ、右原Ｃ、右原Ｂ、右原Ａ、大代下谷Ｂ、大代下谷Ａ、大家Ｍ、上市Ａ、上市Ｃ、上市Ｂ、四日市Ａ、四日市

Ｂ、柿田Ｄ、椿Ｉ、椿Ｆ、椿Ｅ、椿Ｇ、椿Ｈ、椿Ｃ、椿Ｄ、椿Ｂ、椿Ａ、大家Ｈ、大家Ｆ、大家Ｅ、大家Ｄ、川上

Ｂ、大家Ｂ、大家Ｎ、新屋Ｎ、新屋Ｋ、下谷、小屋原下Ｃ、三瓶中組、小屋原Ａ、小屋原下Ａ、小屋原下Ｂ、小屋原

下Ｄ、小屋原Ｃ、小屋原上Ａ、小屋原Ｂ、小屋原上Ｂ、小屋原上Ｃ、池田町下、池田Ｃ、町Ｂ、町Ｃ、町Ｄ、小原

Ａ、大江Ａ、大江Ｂ、大江Ｃ、大江Ｄ、池ノ原Ａ、池ノ原Ｂ、小田Ａ、小田Ｂ、小田Ｃ、小田Ｄ、小田Ｅ、小田Ｆ、

小田Ｇ、西田Ａ、西田Ｃ、槇原Ａ、槇原Ｂ、槇原Ｃ、槇原Ｄ、槇原Ｅ、槇原Ｆ、野畑Ａ、野畑Ｂ、野畑Ｃ、野畑Ｄ、

池田Ｂ、野畑Ｅ、奥畑Ａ、奥畑Ｂ、奥畑Ｃ、奥畑Ｅ、奥畑Ｄ、西田Ｂ、町Ｇ、西田Ｅ、志学Ａ、三瓶温泉、三瓶西、

上立馬場、加渕Ａ、加渕Ｂ、三瓶東Ｂ、上山Ａ、上山Ｃ、東上山Ａ、東上山Ｂ、上山Ｂ、東上山Ｄ、東上山Ｃ、上山

Ｄ、上山Ｅ、上山Ｆ、上山Ｇ、上山Ｉ、西上山Ａ、上山Ｊ、西上山Ｃ、西上山Ｂ、上山Ｋ、上山Ｌ、西上山Ｄ、長原

Ａ、長原Ｂ、長原Ｃ、長原Ｄ、長原Ｅ、長原Ｆ、温泉Ａ、温泉Ｂ、志学Ｂ、長原Ｇ、長原Ｈ、志学Ｄ、志学Ｃ、志学

Ｅ、長原Ｉ、三瓶町志学Ａ、三瓶町志学Ｂ、長沢、長田Ａ、長田Ｂ、長田Ｃ、田向Ａ、田向Ｂ、上多根Ａ、上多根

Ｃ、上多根Ｂ、上多根Ｅ、上多根Ｄ、中津森Ａ、中多根Ａ、中多根Ｂ、中津森Ｂ、中津森Ｄ、中津森Ｃ、下多根Ｅ、

下多根Ｇ、下多根Ｄ、下多根Ｃ、下多根Ｂ、下多根Ａ、小豆原Ｅ、小豆原Ｆ、小豆原Ｈ、小豆原Ｄ、小豆原Ａ、小豆

原Ｂ、小豆原Ｃ、小豆原Ｇ、三瓶野城Ａ、上野城Ｂ、上野城Ａ、三瓶野城Ｂ、上野城Ｃ、三瓶野城Ｃ、上野城Ｄ、上

野城Ｅ、上野城Ｆ、三瓶町多根Ａ、佐津目Ａ、佐津目Ｂ、佐津目Ｃ、佐津目Ｆ、佐津目Ｇ、佐津目Ｅ、佐津目Ｄ、佐

津目Ｈ、獺越Ａ、獺越Ｂ、獺越Ｄ、獺越Ｅ、獺越Ｃ、山口中組Ａ、山口中組Ｂ、山口中組Ｃ、山口中組Ｅ、山口中組

Ｆ、山口中組Ｄ、山口中組Ｇ、山口中組Ｈ、山口中組Ｉ、山口中組Ｊ、山口中組Ｋ、山口中組Ｍ、山口中組Ｌ、山口

中組Ｎ、藤木Ａ、藤木Ｂ、藤木Ｃ、藤木Ｄ、藤木Ｅ、山口Ｄ、山口Ｅ、下立石Ａ、下立石Ｂ、上立石Ｂ、上立石Ｃ、

上立石Ｄ、上立石Ｅ、山口Ｇ、山口Ｆ、上立石Ｆ、立石Ａ、山口Ｃ、立石Ｄ、立石Ｅ、上立石Ａ、立石Ｃ、立石Ｆ、

立石Ｂ、町Ｅ、山口Ａ、山口Ｂ、町Ｆ、新柄Ａ、新柄Ｂ、渡瀬、新柄Ｃ、新柄Ｄ、新柄Ｅ、新柄Ｆ、立目Ａ、立目

Ｂ、立目Ｃ、立目Ｄ、立目Ｅ、立目Ｇ、立目Ｆ、東山Ａ、東山Ｇ、東山Ｂ、東山Ｃ、東山Ｄ、東山Ｅ、東山Ｆ、大井

手Ａ、大井手Ｂ、大井手Ｃ、寺ヶ内Ａ、宮村、湯迫Ａ、湯迫Ｂ、湯迫Ｃ、湯迫Ｄ、日ノ本Ａ、日ノ本Ｂ、日ノ本Ｃ、

白石Ａ、白石Ｂ、白石Ｃ、白石Ｄ、白石Ｅ、白石Ｆ、白石Ｇ、白石Ｈ、白石Ｉ、白石Ｊ、大谷、樋詰、仁万朝日、天

神Ａ、天神Ｂ、天神Ｃ、寺ヶ内Ｃ、寺ヶ内Ｄ、寺ヶ内Ｅ、寺ヶ内Ｆ、天神Ｄ、仁万本町、仁万末広、仁万八幡Ｂ、原

井戸Ａ、原井戸Ｂ、原井戸Ｃ、申神Ａ、山根Ａ、久年Ａ、山根Ｂ、久年Ｂ、久年Ｃ、石川、宅野大原Ａ、宅野大原

Ｂ、宅野大原Ｃ、向山Ａ、向山Ｂ、鈩Ａ、鈩Ｂ、津辺Ｂ、津辺Ａ、宅野、波啼寺山、申神Ｂ、夕永Ａ、宮村下Ａ、宮

村下Ｂ、宮村上Ａ、宮村上Ｃ、宮村上Ｂ、和田Ａ、和田Ｂ、和田Ｃ、和田Ｄ、中市Ａ、中市Ｂ、中市Ｃ、門谷Ａ、門

谷Ｂ、門谷Ｃ、門谷Ｄ、森の前、大国上市Ａ、大国市Ａ、狭平Ａ、狭平Ｂ、狭平Ｃ、草木原Ａ、狭平Ｄ、草木原Ｍ、

草木原Ｂ、草木原Ｃ、永久Ａ、草木原Ｆ、永久Ｂ、草木原Ｇ、鳥羽Ａ、鳥羽Ｂ、鳥羽Ｃ、冠羽Ａ、鳥羽Ｄ、鳥羽Ｅ、

鳥羽Ｆ、冠羽Ｂ、鳥羽Ｇ、冠羽Ｃ、冠羽Ｄ、冠羽Ｅ、上野Ａ、冠羽Ｆ、冠羽Ｇ、草木原Ｈ、草木原Ｉ、草木原Ｏ、草
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木原Ｊ、草木原Ｋ、草木原Ｌ、大国上市Ｂ、大国上市Ｃ、大国市Ｂ、川西Ａ、川西Ｂ、宇谷Ａ、宇谷Ｂ、中市Ｄ、菖

蒲迫、和田Ｅ、宮村上Ｄ、宮村上Ｅ、宮村下Ｃ、上野Ｂ、上野Ｃ、上野Ｄ、上野Ｅ、神畑Ａ、神畑Ｂ、友Ａ、友Ｃ、

西馬路、前馬路、馬路本郷Ａ、馬路南、馬路朝日、北Ａ、北Ｂ、向Ｃ、友Ｂ、日祖西、日祖、日祖南、沖泊Ａ、松山

Ａ、小浜本町、小浜上、小浜Ｂ、小浜Ｃ、小浜Ｅ、小浜Ｆ、上毛Ｅ、小浜Ｄ、小浜Ａ、西町Ａ、西町Ｂ、高瀬Ｃ、高

瀬Ｂ、高瀬Ａ、西町東Ａ、西町東Ｂ、波路浦、波路浦東、波路浦西、上毛Ａ、上毛Ｂ、上毛Ｃ、上毛Ｄ、飯原下Ａ、

飯原下Ｂ、飯原下Ｃ、飯原下Ｄ、飯原Ｃ、飯原上Ａ、飯原上Ｂ、飯原Ｆ、飯原Ｅ、飯原Ｄ、飯原Ｂ、飯原下Ｅ、飯原

下Ｆ、飯原下Ｇ、飯原下Ｈ、飯原Ａ、飯原下Ｉ、上村東Ａ、上村東Ｂ、上村東Ｃ、上村東Ｄ、上村東Ｅ、上村東Ｆ、

上村Ｅ、上村Ｇ、熊谷Ａ、熊谷Ｂ、上村Ｆ、上村西、上村Ｄ、上村Ｂ、上村Ｃ、上村Ａ、上毛Ｆ、上毛Ｇ、高瀬Ｄ、

高瀬Ｅ、飯原下Ｊ、西念寺山、愛宕山、温泉津本町、法泉町Ｂ、温泉津上町Ａ、温泉津上町Ｂ、温泉津上町Ｆ、温泉

津、温泉津上町Ｃ、温泉津上町Ｄ、温泉津上町Ｅ、沖泊Ｂ、沖浦Ａ、丙組Ｂ、丙組Ａ、湯湊Ａ、湯湊Ｂ、湯湊Ｃ、甲

組、湯湊Ｄ、湯湊Ｅ、湯湊Ｆ、湯里本郷Ａ、乙組、湯里本郷Ｂ、湯里本郷Ｃ、湯里本郷Ｆ、湯里本郷Ｇ、湯里本郷

Ｄ、湯里本郷Ｅ、中組下、湯里小学校Ａ、湯里小学校Ｂ、駅前、清水Ａ、湯里、淵江Ｃ、淵江Ｂ、淵江Ａ、中村Ａ、

中村Ｂ、淵江Ｄ、中村Ｃ、中村Ｄ、清水Ｂ、清水Ｃ、清水Ｄ、清水Ｅ、中村Ｅ、中村Ｆ、願城寺Ａ、願城寺Ｂ、願城

寺Ｃ、西垣内Ａ、西垣内Ｂ、西垣内Ｃ、西垣内Ｄ、湯里野田Ａ、湯里野田Ｂ、湯里野田Ｃ、湯里野田Ｄ、郷Ａ、郷

Ｂ、郷Ｃ、郷Ｄ、郷Ｅ、郷Ｇ、郷Ｉ、郷Ｊ、机原Ａ、机原Ｂ、机原Ｄ、机原Ｃ、机原Ｅ、机原Ｆ、郷Ｆ、西田町Ｂ、

西田町Ｃ、西田町Ｄ、西田矢滝Ａ、西田矢滝Ｂ、老原Ｄ、老原Ｅ、老原Ｆ、老原Ｇ、老原Ｈ、西田町Ａ、老原Ｃ、老

原Ｂ、老原Ａ、西田矢滝Ｃ、西田矢滝Ｄ、西田矢滝Ｅ、西田矢滝Ｆ、中村Ｇ、願城寺Ｄ、都合Ｂ、釜野Ａ、釜野Ｂ、

湊八区Ａ、湊八区Ｃ、湊中、福光、福波小学校、森分Ａ、森分Ｂ、森分Ｃ、森分Ｄ、福光市Ｅ、森分Ｅ、福光市Ｂ、

福光市Ａ、福光市Ｃ、福光市Ｄ、箱坂Ａ、箱坂Ｂ、箱坂Ｃ、箱坂Ｄ、箱坂Ｅ、楞厳寺、林Ｂ、林Ａ、林Ｃ、林Ｄ、白

谷Ｃ、白谷Ｄ、白谷Ｅ、今浦西Ａ、白谷Ｂ、白谷Ａ、古川Ｃ、今浦Ｂ、今浦Ａ、古川Ａ、今浦小池Ａ、今浦小池Ｂ、

今浦中Ａ、今浦中Ｂ、今浦西Ｂ、吉浦東Ａ、吉浦Ｃ、吉浦Ａ、上口、吉浦Ｂ、白谷Ｇ、白谷Ｈ、白谷Ｉ、古川Ｂ、白

谷13、菰口Ｃ、菰口Ｄ、菰口Ｂ、菰口Ｆ、菰口Ｇ、菰口Ｈ、菰口Ｉ、境橋Ｃ、境橋Ｄ、境橋Ｅ、上中荻Ａ、上中荻

Ｄ、上中荻Ｂ、上中荻Ｅ、太田二Ａ、太田二Ｈ、境橋Ｆ、境橋Ｇ、境橋Ｈ、上井田Ｅ、隅田Ｅ、隅田Ｄ、上井田Ｆ、

上井田Ｃ、上井田Ｂ、上井田Ａ、畑、上井田Ｇ、隅田Ｃ、上井田Ｉ、中正路Ａ、中正路Ｂ、中正路Ｃ、中正路Ｄ、中

正路Ｅ、中正路Ｆ、城郷Ｃ、城郷Ｄ、城郷Ｆ、城郷Ｅ、城郷Ｂ、城郷Ａ、隅田Ｂ、上井田Ｈ、津渕Ａ、津渕Ｂ、津渕

Ｃ、津渕Ｆ、津渕Ｇ、津渕Ｊ、津渕Ｈ、太田二Ｅ、太田二Ｄ、太田二Ｃ、太田二Ｂ、太田二Ｆ、太田一Ｃ、太田Ｂ、

太田Ａ、太田一Ｂ、横道Ａ、横道Ｂ、横道Ｃ、横道Ｅ、横道Ｆ、横道Ｇ、横道Ｄ、横道Ｐ、太田一Ｄ、殿村Ｃ、殿村

Ｔ、福田Ａ、横道Ｈ、横道Ｉ、横道Ｊ、横道Ｌ、横道Ｍ、横道Ｎ、福田Ｅ、福田Ｆ、福田Ｇ、福田Ｈ、福田Ｊ、福田

Ｋ、福田Ｌ、福田Ｍ、福田Ｏ、福田Ｐ、中原、大人Ａ、大人Ｃ、福田Ｑ、福田Ｒ、殿村Ｒ、殿村Ｑ、福田Ｔ、殿村

Ｎ、殿村Ｌ、井尻Ｌ、井尻Ｉ、井尻Ｊ、井尻Ｆ、井尻Ｈ、井尻Ｅ、井尻Ｃ、井尻Ａ、井尻Ｂ、井尻Ｍ、殿村Ｇ、井尻

Ｋ、殿村Ｋ、殿村Ｆ

 土石流

木下橋谷Ｃ、長谷Ｄ、小池Ａ、小池谷、立花上谷Ｂ、立花上谷Ｃ、加土、加土谷Ａ、溶谷川、末広、押ヶ峠Ａ、城

蓮谷、上川内Ａ、江谷Ａ、市井、行恒谷、小山上、佐摩谷Ｂ、嘉庭下谷、三久須谷Ａ、光蓮寺谷Ｂ、三久須谷Ｄ、山

中谷Ａ、川合芋原谷Ａ、南谷Ａ、才坂谷、芦谷Ｃ、平、水出川、右原、西上山谷西谷、東上山谷Ａ、志学谷、女夫松

谷、小豆原、佐津目谷Ｃ、立石谷Ａ、野浦浜上谷、宮村下Ａ、柑子谷Ａ、柑子谷Ｃ、冠羽Ｇ、ウブク谷西谷Ｂ、上村

谷Ｄ、ヨーヒの谷、矢滝Ｂ、ツズラコ川、西田上谷、中村上谷Ａ、板根川Ａ、箱坂Ａ

３ 指定の区域及び建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

別図のとおり（「別図」は、省略し、島根県県央県土整備事務所大田事業所及び大田市役所において一般の縦覧に供

する。）
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