
市町村境をまたぐ土砂災害警戒区域等一覧

市郡 町村 大字 公民館名
地すべり 132362A660709001 岩倉畑 雲南市 加茂町 岩倉 加茂 1
土石流 132362A660409095 畑Ｄ 雲南市 加茂町 岩倉 加茂 1
土石流 132362A660409075 畑Ｂ 雲南市 加茂町 岩倉 加茂 1
土石流 132362A660409077 桑の木田川 雲南市 加茂町 岩倉 加茂 1
地すべり 132401A660701003 大黒山麓 出雲市 斐川町 学頭 荘原 1
急傾斜 132208A661101010 野郷町金森C 出雲市  野郷町 伊野 2
地すべり 132201A660701007 細原 松江市 大野町 大野 1
地すべり 132381A660718006 後根波南 雲南市 三刀屋町 根波別所 鍋山 2
地すべり 132381A660718007 後根波 雲南市 三刀屋町 根波別所 鍋山 2
急傾斜 132381A661118115 剣神社南 雲南市 三刀屋町 根波別所 鍋山 2
土石流 132381A660418097 後根波 雲南市 三刀屋町 根波別所 鍋山 2
地すべり 132381A660718010 大井 雲南市 三刀屋町 根波別所 鍋山 2
地すべり 132381A660716004 屋内 雲南市 三刀屋町 高窪 一宮 2
急傾斜 132205A661105001 富山本谷A 大田市 富山町 富山 3
土石流 132205A660405020 本谷A 大田市 富山町 富山 3
土石流 132205A660405002 本谷B 大田市 富山町 富山 3
地すべり 132205A660706002 津戸 大田市 朝山町仙山 朝山 4
急傾斜 132201A661121065 空山D 松江市 西忌部町 忌部 1
土石流 132307A660401150 間谷川B 松江市 宍道町 白石 宍道 2
急傾斜 132307A661101199 金山下J 松江市 宍道町 白石 宍道 2
地すべり 132307A660701011 佐々布西 松江市 宍道町 佐々布 宍道 3
急傾斜 132203A661110060 万福寺西 出雲市 西谷町 上津 4
土石流 132203A660410008 西谷町A 出雲市 上津 4
土石流 132203A660410009 西谷町・四 出雲市 上津 4
土石流 132203A660411004 西谷町H 出雲市 稗原 4
土石流 132203A660411005 西谷町G 出雲市 稗原 4
急傾斜 132203A661111037 稗原町仏谷O 出雲市 稗原町 稗原 4
土石流 132203A660411021 角谷 出雲市 稗原町 稗原 5
土石流 132203A660411020 仏谷・三 出雲市 稗原町 稗原 5
地すべり 132203A660711008 野尻東 出雲市 稗原町 稗原 5
地すべり 132203A660711006 三坂 出雲市 稗原町 稗原 5
急傾斜 132203A661111078 野尻町法王寺A 出雲市 野尻町 稗原 5
土石流 132203A660411024 稗原町K 出雲市 野尻町 稗原 5
地すべり 132403A660701015 神原 出雲市 多伎町 神原 多伎 1
土石流 132403A660401048 奥田儀中組 出雲市 多伎町 2
急傾斜 132384A661101073 上山境 飯石郡 飯南町 角井 志々 3
地すべり 132441A660703014 入野 邑智郡 川本町 田窪 川本北 4
土石流 132205A660414025 縺谷 大田市 三瓶町 志学 1
土石流 132441A660401053 田水川Ｂ 邑智郡 川本町 川本 川本中央 2
土石流 132441A660401054 田水川Ａ 邑智郡 川本町 川本 川本中央 2
急傾斜 132441A661101073 幡Ａ 邑智郡 川本町 川本 川本中央 2
急傾斜 132205A661119025 大原Ｉ 大田市 祖式町 - 祖式 1
急傾斜 132442A661105096 京覧原N 邑智郡 美郷町 京覧原 君谷 2
土石流 132442A660404047 田水ﾉ谷A 邑智郡 美郷町 乙原 吾郷 3
土石流 132463A660405007 八戸川右支渓A 浜田市 旭町 市木 市木 1
急傾斜 132463A661105004 向井 浜田市 旭町 市木 市木 1
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市町村境をまたぐ土砂災害警戒区域等一覧

市郡 町村 大字 公民館名
急傾斜 132421A661123066 白谷I 大田市 白谷 福波 1
急傾斜 132421A661123075 白谷13 大田市  白谷 福波 1
土石流 132421A660423050 上北上谷 大田市 白谷 福波 1
土石流 132202A660407027 大金C 浜田市 大金町 国府 2
土石流 132202A660407032 敬川A 浜田市 下有福町 国府 3
急傾斜 132202A661107033 下有福町A 浜田市 下有福町 国府 3
土石流 132462A660403006 家古屋川左支渓Ｉ 浜田市 金城町 追原 美又 4
急傾斜 132446A661111006 有安F 邑智郡 邑南町 日貫 日貫 5
急傾斜 132446A661111004 有安D 邑智郡 邑南町 日貫 日貫 5
急傾斜 132446A661111003 有安C 邑智郡 邑南町 日貫 日貫 5
急傾斜 132207A661117008 郷E 江津市 有福温泉町 有福温泉 1
土石流 132207A660415003 敬川町Ｃ 江津市 敬川町 敬川 2
急傾斜 132447A661105054 山中郷Ａ 江津市 桜江町 長谷 長谷 3
急傾斜 132204A661101016 金山上F 益田市 金山町 鎌手 4
地すべり 132465A660705001 源田山 浜田市 三隅町 岡見 1
急傾斜 132502A661105048 青原下 鹿足郡 津和野町 青原 青原 2
土石流 132502A660412044 上の谷川 鹿足郡 津和野町 左鐙 左鐙 1
地すべり 132502A660704002 新畑 鹿足郡 津和野町 左鎧 左鎧 1
急傾斜 132502A661112039 新畑 鹿足郡 津和野町 左鐙 左鐙 1
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県境をまたぐ土砂災害警戒区域等一覧

市郡 町村 大字 公民館名 索引番号
土石流 132322A660421004 粕原川A 安来市 伯太町 安田山形 安田 1
土石流 132322A660421005 粕原川B 安来市 伯太町 安田山形 安田 1
急傾斜 132342A661108103 八川ＡＳ 仁多郡 奥出雲町 八川 八川 1
土石流 132444A660402036 山根川左支渓Ｃ 邑智郡 邑南町 上田 口羽 2
土石流 132444A660402037 山根川左支渓Ｂ 邑智郡 邑南町 上田 口羽 2
土石流 132444A660402038 山根川左支渓Ａ 邑智郡 邑南町 上田 口羽 2
急傾斜 132444A661102049 上ヶ畑C 邑智郡 邑南町 上田 口羽 2

山口県 急傾斜 132501A661102092 田代 鹿足郡 津和野町 名賀 畑迫 1
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