
山腹崩壊危険地区一覧表

市町村 大字 字 人家戸数 公共施設・種類
1 山腹崩壊 宮平 宇都宮市 飯山町 宮平 7 市道
2 山腹崩壊 上篠井(1) 宇都宮市 篠井町 谷入 3 市道
3 山腹崩壊 加波山 宇都宮市 篠井町 カバサン 25 県道
4 山腹崩壊 下篠井(1) 宇都宮市 篠井町 裏山 10 県道
5 山腹崩壊 下篠井(2) 宇都宮市 篠井町 裏山 10 県道
6 山腹崩壊 前山 宇都宮市 石那田町 マエヤマ 10 県道
7 山腹崩壊 半蔵山 宇都宮市 徳次郎町 デンホウジ 7
8 山腹崩壊 徳次郎 宇都宮市 徳次郎町 ニワトリ沢 10 国道
9 山腹崩壊 兜山 宇都宮市 大網町 カブトヤマ 12 市道
10 山腹崩壊 下横倉(1) 宇都宮市 下横倉町 苅敷山 5
11 山腹崩壊 小屋山 宇都宮市 下横倉町 コヤヤマ 10 市道
12 山腹崩壊 下横倉(2) 宇都宮市 下横倉町 南山 10 市道
13 山腹崩壊 宮内 宇都宮市 横山町 宮内 15 市道
14 山腹崩壊 富士見台 宇都宮市 山本町 富士見台 20 市道
15 山腹崩壊 古賀志 宇都宮市 古賀志町 古賀志 小・中学校
16 山腹崩壊 門前(2) 宇都宮市 徳次郎町 門前 2 市道
17 山腹崩壊 横山 宇都宮市 横山町 横山 3 県道
18 山腹崩壊 飛山(1) 宇都宮市 竹下町 飛山 1
19 山腹崩壊 飛山(2) 宇都宮市 竹下町 飛山 1
20 山腹崩壊 こて山 宇都宮市 こて山町 こて山 1
21 山腹崩壊 新里 宇都宮市 新里町 新里 林道
22 山腹崩壊 山下 宇都宮市 駒生町 山下 3 市道
23 山腹崩壊 上長岡 宇都宮市 長岡町 上長岡 3 市道
24 山腹崩壊 下篠井(3) 宇都宮市 篠井町 5 県道
25 山腹崩壊 茗荷沢(3) 宇都宮市 新里町 茗荷沢 1 林道
26 山腹崩壊 多気山 宇都宮市 多気町 松沢 5
27 山腹崩壊 南山 宇都宮市 下横倉町 南山 3 市道
28 山腹崩壊 カブトイシ 宇都宮市 横山町 カブトイシ 市道
29 山腹崩壊 林下 宇都宮市 河原町 林下 7 市道
30 山腹崩壊 岩下 宇都宮市 大谷町 岩下 12 小・中学校/県道
31 山腹崩壊 八幡山 宇都宮市 大曽町 12 県道
32 山腹崩壊 オナガイリ 宇都宮市 飯山町 オナガイリ 5 市道
33 山腹崩壊 ヒナタムカイ 宇都宮市 上小池町 ヒナタムカイ 7
34 山腹崩壊 上野 宇都宮市 徳次郎町 ウジザワ 25 国道

番号 危険地区区分 地区名
位置 直接保全対象

34 山腹崩壊 上野 宇都宮市 徳次郎町 ウジザワ 25 国道
35 山腹崩壊 上小池 宇都宮市 上小池町 上小池 7 市道
36 山腹崩壊 高間木 宇都宮市 宮山田 セドヤマ 20
37 山腹崩壊 今里 宇都宮市 今里 オオムロ 林道
38 山腹崩壊 町田 宇都宮市 宮山田 町田 10 県道
39 山腹崩壊 入畑 宇都宮市 冬室 入畑 10 市道
40 山腹崩壊 中畑(1) 宇都宮市 冬室 入畑 10 市道
41 山腹崩壊 中畑(2) 宇都宮市 冬室 コガヤ 1
42 山腹崩壊 一本木 宇都宮市 冬室 一本木 5 市道
43 山腹崩壊 冬室下 宇都宮市 冬室 イナリミネ 12 市道
44 山腹崩壊 高松 宇都宮市 高松 サカノウチ 5 国道
45 山腹崩壊 長峰 宇都宮市 冬室 長峰 市道
46 山腹崩壊 石那田 宇都宮市 宮山田 石那田 2 市道
47 山腹崩壊 松越地 宇都宮市 中里 松越地 市道
48 山腹崩壊 関白 宇都宮市 関白 関白 2 県道
49 山腹崩壊 宮山田 宇都宮市 宮山田 2 県道
50 山腹崩壊 大石畑 宇都宮市 叶谷 大石畑 1 市道
51 山腹崩壊 逆面 宇都宮市 逆面 後山 18 市道
52 山腹崩壊 立伏 宇都宮市 立伏 イチサムライ 10 市道
53 山腹崩壊 下組 宇都宮市 下田原 下組 15 県道
54 山腹崩壊 和久 宇都宮市 中岡本 ワククボ 1 市道
55 山腹崩壊 上田原 宇都宮市 田原 上田原 1 市道
56 山腹崩壊 十六原 宇都宮市 中岡本 十六原 1 市道

小計 56箇所

1 山腹崩壊 半沢 足利市 小俣町 半沢 20 県道
2 山腹崩壊 鳴石 足利市 小俣町 鳴石 10 県道
3 山腹崩壊 荒倉 足利市 小俣町 荒倉 10 県道
4 山腹崩壊 岩切 足利市 小俣町 岩切 6 県道
5 山腹崩壊 長石(1) 足利市 松田町 長石 林道
6 山腹崩壊 長石(2) 足利市 松田町 長石 林道
7 山腹崩壊 中井 足利市 松田町 中井 25 県道
8 山腹崩壊 原向田 足利市 松田町 小寺 25
9 山腹崩壊 大和田 足利市 名草上町 大和田 10 市道
10 山腹崩壊 小坂 足利市 名草上町 坂本 25 市道
11 山腹崩壊 足松 足利市 名草上町 入縄 14
12 山腹崩壊 町谷(1) 足利市 小俣町 叶花 10
13 山腹崩壊 町谷(2) 足利市 小俣町 町谷 13 市道
14 山腹崩壊 中手 足利市 松田町 中手 20 県道14 山腹崩壊 中手 足利市 松田町 中手 20 県道



山腹崩壊危険地区一覧表

市町村 大字 字 人家戸数 公共施設・種類
番号 危険地区区分 地区名

位置 直接保全対象

15 山腹崩壊 芝山 足利市 松田町 芝山 10
16 山腹崩壊 清水 足利市 松田町 清水 15 県道
17 山腹崩壊 松山 足利市 松田町 松山 17 県道
18 山腹崩壊 谷 足利市 松田町 谷 40 県道
19 山腹崩壊 熊野 足利市 松田町 熊野 40 小学校/県道
20 山腹崩壊 小俣 足利市 小俣町 イリジュク 30 小学校/県道
21 山腹崩壊 月谷(1) 足利市 月谷町 五十部 20
22 山腹崩壊 月谷(2) 足利市 月谷町 スミカキ 6 市道
23 山腹崩壊 月谷(3) 足利市 月谷町 スミカキ 14
24 山腹崩壊 月谷(4) 足利市 月谷町 スゲサワ 30 市道
25 山腹崩壊 月谷(5) 足利市 月谷町 青沼 30 市道
26 山腹崩壊 田島(1) 足利市 田島町 ミネヤド 12 市道
27 山腹崩壊 田島(2) 足利市 田島町 八坂 6
28 山腹崩壊 田島(3) 足利市 田島町 小松沢 8 市道
29 山腹崩壊 登戸 足利市 名草上町 登戸 10 市道
30 山腹崩壊 管田 足利市 管田町 タノウサギ 10
31 山腹崩壊 赤坂西 足利市 樺崎町 赤坂 15
32 山腹崩壊 赤坂東 足利市 樺崎町 赤坂 11
33 山腹崩壊 大月(1) 足利市 大月町 東コウチ 20
34 山腹崩壊 大月(2) 足利市 大月町 西コウチ 20 市道
35 山腹崩壊 平石 足利市 山下町 平石 11 市道
36 山腹崩壊 入沢 足利市 山下町 入沢 5
37 山腹崩壊 西根 足利市 大岩町 西根 10 市道
38 山腹崩壊 本城(1) 足利市 本城町 15 市道
39 山腹崩壊 五十部 足利市 五十部町 ツタガイリ 20 市道
40 山腹崩壊 内郷 足利市 五十部町 内郷 40 市道
41 山腹崩壊 東山 足利市 五十部町 中堀 7 市道
42 山腹崩壊 今福 足利市 今福町 タテイワ 30 国道
43 山腹崩壊 下山 足利市 本城町 35 市道
44 山腹崩壊 本城(2) 足利市 本城町 30
45 山腹崩壊 本城(3) 足利市 本城町 15
46 山腹崩壊 本城(4) 足利市 本城町 20
47 山腹崩壊 西の宮(1) 足利市 西宮町 20 中学校/高校/市道
48 山腹崩壊 西の宮(2) 足利市 西宮町 30 市道48 山腹崩壊 西の宮(2) 足利市 西宮町 30 市道
49 山腹崩壊 一中西 足利市 西宮町 5 中学校/市道
50 山腹崩壊 織姫 足利市 本城町 100 高校
51 山腹崩壊 丸山 足利市 助戸町 25 県道
52 山腹崩壊 借宿 足利市 借宿町 センゲンヤマ 30
53 山腹崩壊 寺の入 足利市 西場町 寺の入 7
54 山腹崩壊 毛野 足利市 毛野町 30 市道
55 山腹崩壊 磯入 足利市 大沼田町 磯入 15
56 山腹崩壊 猪子 足利市 松田町 四代地 県道
57 山腹崩壊 東山 足利市 葉鹿町 彦谷 150 市道
58 山腹崩壊 宮前 足利市 松田町 宮前 45 県道
59 山腹崩壊 春日岡 足利市 山下町 春日岡 750 市道
60 山腹崩壊 常念寺 足利市 西宮町 フメイ 800 市道
61 山腹崩壊 下山(2) 足利市 本城町 フメイ 1500 市道
62 山腹崩壊 入西 足利市 樺崎町 入西 6 市道
63 山腹崩壊 鷹の巣 足利市 大沼田町 鷹巣 45 町道
64 山腹崩壊 稲見山 足利市 稲岡町 稲見山 50
65 山腹崩壊 大平 足利市 名草上町 大平 林道
66 山腹崩壊 原畑 足利市 松田町 湯の沢 林道
67 山腹崩壊 たじま荘裏 足利市 田島町 15 市道
68 山腹崩壊 山下 足利市 山下町 15 市道
69 山腹崩壊 準ノ西山 足利市 葉鹿町 15 市道
70 山腹崩壊 妙法寺 足利市 大前町 15 市道
71 山腹崩壊 坂西北小裏 足利市 板倉町 15 市道
72 山腹崩壊 鹿島神社 足利市 小俣町 20 市道
73 山腹崩壊 毛野中裏 足利市 八椚町 20 市道
74 山腹崩壊 山川 足利市 山川町 20 市道
75 山腹崩壊 鹿島園 足利市 大沼田町 市道
76 山腹崩壊 下山(3) 足利市 本城町 1500 市道
77 山腹崩壊 やまわり 足利市 大沼田町 40 市道
78 山腹崩壊 もちぶね 足利市 田島町 30 市道
79 山腹崩壊 明石弁天 足利市 本城町 100 市道
80 山腹崩壊 樺崎 足利市 樺崎町 20 市道

小計 80箇所

1 山腹崩壊 片角口 栃木市 出流町 ハシバ 5 市道
2 山腹崩壊 出流(3) 栃木市 出流町 ミネミチ 15 小学校/市道
3 山腹崩壊 満願寺 栃木市 出流町 薬師裏 5
4 山腹崩壊 出流(2) 栃木市 出流町 イッポンギ 13 県道4 山腹崩壊 出流(2) 栃木市 出流町 イッポンギ 13 県道



山腹崩壊危険地区一覧表

市町村 大字 字 人家戸数 公共施設・種類
番号 危険地区区分 地区名

位置 直接保全対象

5 山腹崩壊 出流(1) 栃木市 出流町 シモダ 県道
6 山腹崩壊 星野 栃木市 星野町 三峰 10 県道
7 山腹崩壊 能下 栃木市 鍋山町 中丸 10
8 山腹崩壊 玉田 栃木市 鍋山町 玉田 8
9 山腹崩壊 門沢向 栃木市 鍋山町 入山 15 市道
10 山腹崩壊 梅沢(1) 栃木市 梅沢町 下山 5
11 山腹崩壊 梅沢(2) 栃木市 梅沢町 熊の入 5
12 山腹崩壊 梅沢(4) 栃木市 梅沢町 ミタケ 8
13 山腹崩壊 駒岡 栃木市 尻内町 駒岡 6
14 山腹崩壊 菅沼 栃木市 尻内町 柳沢 12
15 山腹崩壊 寺尾南 栃木市 尻内町 内宿 2 小学校
16 山腹崩壊 高電神社 栃木市 尻内町 10
17 山腹崩壊 北柏倉 栃木市 柏倉町 ニュウドウカ 13 市道
18 山腹崩壊 寺山 栃木市 柏倉町 10
19 山腹崩壊 柳町 栃木市 柏倉町 一ノ沢 14 県道
20 山腹崩壊 権現前 栃木市 柏倉町 20 県道
21 山腹崩壊 日陰 栃木市 小野口町 日陰 6 国道
22 山腹崩壊 皆川城 栃木市 皆川城内町 城山 30 小学校
23 山腹崩壊 栃木農高裏 栃木市 平井町 オオダテ 30 高校
24 山腹崩壊 栃木硬石裏 栃木市 園部町 愛宕下 30
25 山腹崩壊 満願寺(1) 栃木市 出流町 10 市道
26 山腹崩壊 下皆川 栃木市 大平町下皆川 打越 5 林道
27 山腹崩壊 大柿 栃木市 都賀町大柿 10 町道

小計 27箇所

1 山腹崩壊 芦の沢 佐野市 寺久保町 芦の沢 13
2 山腹崩壊 弁天 佐野市 出流原町 磯山 7 市道
3 山腹崩壊 萱場 佐野市 赤見町 萱場 13
4 山腹崩壊 奈良渕 佐野市 奈良渕町 東山 12 市道
5 山腹崩壊 上富士山(1) 佐野市 奈良渕町 富士山 5
6 山腹崩壊 上富士山(2) 佐野市 奈良渕町 富士山 11
7 山腹崩壊 小沢 佐野市 田之入町 小沢 40 県道
8 山腹崩壊 西山 佐野市 奈良渕町 西山 80
9 山腹崩壊 西山(2) 佐野市 奈良渕町 西山 29 山腹崩壊 西山(2) 佐野市 奈良渕町 西山 2
10 山腹崩壊 駒ヶ渕 佐野市 飛駒町 駒ヶ渕 5 県道
11 山腹崩壊 田保 佐野市 飛駒町 5 県道
12 山腹崩壊 塩田 佐野市 飛駒町 8 県道
13 山腹崩壊 大石戸 佐野市 閑馬町 1 市道
14 山腹崩壊 沢田(1) 佐野市 閑馬町 10 市道
15 山腹崩壊 沢田(2) 佐野市 閑馬町 10 市道
16 山腹崩壊 中木戸(1) 佐野市 飛駒町 3
17 山腹崩壊 中木戸(2) 佐野市 飛駒町 10 県道
18 山腹崩壊 小野久保(1) 佐野市 飛駒町 5 県道
19 山腹崩壊 小野久保(2) 佐野市 飛駒町 5 県道
20 山腹崩壊 金原(1) 佐野市 閑馬町 7 市道
21 山腹崩壊 金原(2) 佐野市 閑馬町 3 市道
22 山腹崩壊 坂和 佐野市 閑馬町 7 市道
23 山腹崩壊 栗木内(1) 佐野市 閑馬町 栗木内 5 市道
24 山腹崩壊 栗木内(2) 佐野市 閑馬町 4
25 山腹崩壊 馬場(1) 佐野市 閑馬町 8 市道
26 山腹崩壊 馬場(2) 佐野市 閑馬町 10 市道
27 山腹崩壊 柳沢 佐野市 下彦間町 柳沢 20 小学校/市道
28 山腹崩壊 川東 佐野市 梅園町 10
29 山腹崩壊 芝本 佐野市 山形町 20 小学校/県道
30 山腹崩壊 行渕 佐野市 作原町 中田河原 15 県道
31 山腹崩壊 実山 佐野市 作原町 実山 3 県道
32 山腹崩壊 入小戸 佐野市 作原町 7
33 山腹崩壊 大戸口 佐野市 作原町 白ノ久保 6 県道
34 山腹崩壊 奥耳打 佐野市 作原町 上の山 10
35 山腹崩壊 牛の沢 佐野市 作原町 東山 7 県道
36 山腹崩壊 作原(1) 佐野市 作原町 16 小学校/県道
37 山腹崩壊 作原(2) 佐野市 作原町 20 小学校/県道
38 山腹崩壊 栃久保(1) 佐野市 作原町 20 県道
39 山腹崩壊 栃久保(2) 佐野市 作原町 5 県道
40 山腹崩壊 前耳打 佐野市 作原町 県道
41 山腹崩壊 小日向 佐野市 作原町 10 県道
42 山腹崩壊 下出 佐野市 作原町 20 県道
43 山腹崩壊 宇津野 佐野市 作原町 15 県道
44 山腹崩壊 稲村 佐野市 作原町 10 県道
45 山腹崩壊 高谷 佐野市 白岩町 下高谷 10 県道
46 山腹崩壊 黒田 佐野市 長谷場町 穴沢 7 県道
47 山腹崩壊 駒藤 佐野市 長谷場町 10 小学校/県道47 山腹崩壊 駒藤 佐野市 長谷場町 10 小学校/県道
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48 山腹崩壊 裏山 佐野市 長谷場町 森 10
49 山腹崩壊 御神楽(1) 佐野市 長谷場町 15
50 山腹崩壊 御神楽(2) 佐野市 長谷場町 7
51 山腹崩壊 大久保(1) 佐野市 長谷場町 3
52 山腹崩壊 小沢 佐野市 長谷場町 10 県道
53 山腹崩壊 蓬沢 佐野市 船越町 蓬沢 10 県道
54 山腹崩壊 渡戸 佐野市 長谷場町 10 県道
55 山腹崩壊 大久保(2) 佐野市 岩崎町 大久保 35 市道
56 山腹崩壊 菊水 佐野市 山越町 菊水 15
57 山腹崩壊 保沢 佐野市 多田町 保沢 50 小学校/国道
58 山腹崩壊 馬地谷戸 佐野市 飛駒町 8 県道
59 山腹崩壊 黒沢 佐野市 飛駒町 6 県道
60 山腹崩壊 黒沢(1) 佐野市 飛駒町 8 県道
61 山腹崩壊 黒田 佐野市 長谷場町 2 県道
62 山腹崩壊 栃久保(3) 佐野市 作原町 13 県道
63 山腹崩壊 唐沢(1) 佐野市 田沼町 2
64 山腹崩壊 唐沢(2) 佐野市 田沼町 1
65 山腹崩壊 御神楽(3) 佐野市 長谷場町 10 市道
66 山腹崩壊 栗木内 佐野市 閑馬町 木戸 30
67 山腹崩壊 坪ノ内 佐野市 長谷場町 坪ノ内 15 県道
68 山腹崩壊 馬ノ手 佐野市 船越町 山崎 20 県道
69 山腹崩壊 奥大荷場 佐野市 秋山町 大荷場 林道
70 山腹崩壊 木浦原(2) 佐野市 秋山町 10 県道
71 山腹崩壊 木浦原(1) 佐野市 秋山町 イリザワ 10 県道
72 山腹崩壊 辺釣 佐野市 秋山町 2 県道
73 山腹崩壊 台 佐野市 秋山町 20 県道
74 山腹崩壊 今倉(1) 佐野市 秋山町 今倉 10 県道
75 山腹崩壊 今倉(2) 佐野市 秋山町 7 県道
76 山腹崩壊 栃岡 佐野市 秋山町 15 県道
77 山腹崩壊 山根 佐野市 秋山町 ショウノサワ 14 小学校/県道
78 山腹崩壊 梅木 佐野市 秋山町 12 県道
79 山腹崩壊 橋場 佐野市 秋山町 5
80 山腹崩壊 出原 佐野市 秋山町 2
81 山腹崩壊 宮原 佐野市 秋山町 20 県道81 山腹崩壊 宮原 佐野市 秋山町 20 県道
82 山腹崩壊 前原 佐野市 秋山町 12 市道
83 山腹崩壊 太田沢 佐野市 秋山町 20
84 山腹崩壊 日陰 佐野市 水木町 10 県道
85 山腹崩壊 高実子 佐野市 水木町 10 小学校
86 山腹崩壊 大釜(1) 佐野市 仙波町 11 林道
87 山腹崩壊 大釜(2) 佐野市 仙波町 大釜 3 林道
88 山腹崩壊 新谷(1) 佐野市 柿平町 10
89 山腹崩壊 新谷(2) 佐野市 柿平町 15 県道
90 山腹崩壊 瀬戸内 佐野市 常磐町 牧 13
91 山腹崩壊 牧(1) 佐野市 常磐町 牧 20
92 山腹崩壊 萓沼 佐野市 仙波町 12 林道
93 山腹崩壊 小拍子(1) 佐野市 常磐町 上仙波 18 県道
94 山腹崩壊 小拍子(2) 佐野市 常磐町 上仙波 5 県道
95 山腹崩壊 牧(2) 佐野市 常磐町 牧 25 市道
96 山腹崩壊 羽鶴 佐野市 常磐町 羽鶴 10 県道
97 山腹崩壊 豊代(1) 佐野市 常磐町 下牧 5 市道
98 山腹崩壊 豊代(2) 佐野市 常磐町 下牧 5 市道
99 山腹崩壊 正雲寺 佐野市 豊代町 30 県道
100 山腹崩壊 唐沢 佐野市 会沢町 12 市道
101 山腹崩壊 小曽戸 佐野市 会沢町 30
102 山腹崩壊 南沢 佐野市 中町 2
103 山腹崩壊 六郎台 佐野市 中町 市道
104 山腹崩壊 向山 佐野市 葛生町 向山 15 県道
105 山腹崩壊 根元 佐野市 仙波町 根元 50 県道
106 山腹崩壊 上ノ山 佐野市 仙波町 上ノ山 20 県道
107 山腹崩壊 うるしの台 佐野市 豊代町 うるしの台 30 県道
108 山腹崩壊 釜平 佐野市 仙波町 コビヨウサワ 県道
109 山腹崩壊 足倉 佐野市 秋山町 木浦原足倉 林道
110 山腹崩壊 山の神向 佐野市 作原町 大戸入 林道
111 山腹崩壊 坪ノ内(2) 佐野市 長谷場町 6 市道
112 山腹崩壊 準ノ大平 佐野市 寺久保町 15 市道
113 山腹崩壊 今宮神社 佐野市 仙波町 10 市道
114 山腹崩壊 西山(3) 佐野市 奈良渕町 10 市道
115 山腹崩壊 小屋 佐野市 豊代町 20 市道
116 山腹崩壊 和泉 佐野市 栃本町 10 市道
117 山腹崩壊 氷室 佐野市 水木町 10 市道
小計 117箇所
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1 山腹崩壊 大原 鹿沼市 板荷 ヤマキサワ 7
2 山腹崩壊 岩鼻 鹿沼市 板荷 中之内 10 県道
3 山腹崩壊 高野内 鹿沼市 板荷 高野内 10
4 山腹崩壊 薬師寺 鹿沼市 板荷 ヤクシイリ 6
5 山腹崩壊 高芝 鹿沼市 板荷 キリトウシ 10
6 山腹崩壊 里のめ 鹿沼市 板荷 出入 12
7 山腹崩壊 桑ヶ沢 鹿沼市 板荷 桑ヶ沢 10
8 山腹崩壊 細地 鹿沼市 板荷 ナキムシ 12
9 山腹崩壊 板荷畑 鹿沼市 板荷 ヌカ沢 3
10 山腹崩壊 戸鼻 鹿沼市 板荷 板荷畑 5 国道
11 山腹崩壊 越路 鹿沼市 板荷 ミズノキ 3
12 山腹崩壊 赤行 鹿沼市 板荷 熊の殿 10 県道
13 山腹崩壊 木戸ヶ沢 鹿沼市 板荷 愛宕山 6 県道
14 山腹崩壊 岩行 鹿沼市 板荷 岩行 6 市道
15 山腹崩壊 入柿沢 鹿沼市 板荷 サンノウウラ 3 県道
16 山腹崩壊 山根 鹿沼市 板荷 仏ヶ沢 10 県道
17 山腹崩壊 出戸柿沢 鹿沼市 板荷 白沢オコシ 8 県道
18 山腹崩壊 大鹿島 鹿沼市 板荷 ホウゾウイン 7
19 山腹崩壊 竹之内 鹿沼市 板荷 竹之内 10 小学校/県道
20 山腹崩壊 倉ヶ島 鹿沼市 板荷 マルヤマ 1
21 山腹崩壊 今里 鹿沼市 板荷 今里 15 鉄道
22 山腹崩壊 出入 鹿沼市 板荷 今里 5 鉄道
23 山腹崩壊 与松 鹿沼市 板荷 ワサビ沢 10 鉄道/県道
24 山腹崩壊 岩下 鹿沼市 板荷 黒岩 40 鉄道/県道
25 山腹崩壊 下長の原(1) 鹿沼市 板荷 北の入 20 鉄道/県道
26 山腹崩壊 下長の原(2) 鹿沼市 板荷 沼の入 5 鉄道/県道
27 山腹崩壊 下長の原(3) 鹿沼市 板荷 ナミイワ 8 鉄道/県道
28 山腹崩壊 川化 鹿沼市 板荷 山の神沢 10
29 山腹崩壊 まぶた沢 鹿沼市 草久 シノダイラ 林道
30 山腹崩壊 古峰原裏山 鹿沼市 草久 裏山 10
31 山腹崩壊 家富連山 鹿沼市 草久 横根 10 県道
32 山腹崩壊 上年保 鹿沼市 草久 上年保 林道
33 山腹崩壊 蕗平(2) 鹿沼市 草久 サワムコウ 2
34 山腹崩壊 蕗平(1) 鹿沼市 草久 サワムコウ 334 山腹崩壊 蕗平(1) 鹿沼市 草久 サワムコウ 3
35 山腹崩壊 川中島 鹿沼市 草久 川中島 林道
36 山腹崩壊 下座返 鹿沼市 草久 シモザキ 2 林道
37 山腹崩壊 白井平(1) 鹿沼市 草久 白井平 10 林道
38 山腹崩壊 白井平(2) 鹿沼市 草久 カワムカイ 10 林道
39 山腹崩壊 馬返 鹿沼市 草久 馬返 1 林道
40 山腹崩壊 松手 鹿沼市 草久 松手向 3 県道
41 山腹崩壊 滝ヶ花 鹿沼市 草久 裏山 8
42 山腹崩壊 原山 鹿沼市 草久 モリノウエ 10 県道
43 山腹崩壊 下原山 鹿沼市 草久 坂の下 6 県道
44 山腹崩壊 下ノ向 鹿沼市 草久 ムカイッパラ 8 県道
45 山腹崩壊 金剛山 鹿沼市 草久 スゲノサワ 6 県道
46 山腹崩壊 重平 鹿沼市 草久 ホウタイラ 6 県道
47 山腹崩壊 古越路(1) 鹿沼市 草久 コエジ沢 8 県道
48 山腹崩壊 古越路(2) 鹿沼市 草久 南山 14 県道
49 山腹崩壊 落合 鹿沼市 草久 落合 10 県道
50 山腹崩壊 両の手 鹿沼市 草久 横平 3 小学校/県道
51 山腹崩壊 内倉(1) 鹿沼市 草久 坂の下 7 県道
52 山腹崩壊 内倉(2) 鹿沼市 草久 フシノキウリ 5
53 山腹崩壊 内倉(3) 鹿沼市 草久 シノサワ 5
54 山腹崩壊 大谷橋(1) 鹿沼市 草久 オオゲ 2 県道
55 山腹崩壊 大谷橋(2) 鹿沼市 草久 ヤシキウチ 5 県道
56 山腹崩壊 八岡(1) 鹿沼市 草久 ヤシキウラ 10 郵便局/県道
57 山腹崩壊 八岡(2) 鹿沼市 草久 ヤシキウラ 10 中学校/支所/県道
58 山腹崩壊 八岡(3) 鹿沼市 草久 片道 10 県道
59 山腹崩壊 小鹿ノ入 鹿沼市 草久 ナダイラ 10 県道
60 山腹崩壊 鹿ノ入(1) 鹿沼市 草久 マルヤマ 5
61 山腹崩壊 鹿ノ入(2) 鹿沼市 草久 上の内 10
62 山腹崩壊 鹿ノ入(3) 鹿沼市 草久 シモウエ 10
63 山腹崩壊 不動沢 鹿沼市 草久 不動沢 10 県道
64 山腹崩壊 中ノ畑 鹿沼市 草久 中畑 14 小学校/県道
65 山腹崩壊 下岡 鹿沼市 草久 ヨシノイリ 10 県道
66 山腹崩壊 西原 鹿沼市 上大久保 沢入 10 県道
67 山腹崩壊 畑沢 鹿沼市 上大久保 畑沢 1
68 山腹崩壊 岩根(1) 鹿沼市 上大久保 シモカノ 10
69 山腹崩壊 岩根(2) 鹿沼市 上大久保 イワネザワ 10
70 山腹崩壊 長昌寺 鹿沼市 上大久保 寺久保 10
71 山腹崩壊 大芦神社前 鹿沼市 上大久保 ヒラガサワ 8 県道
72 山腹崩壊 カミノムカイ 鹿沼市 上大久保 カミノムカイ 3 県道72 山腹崩壊 カミノムカイ 鹿沼市 上大久保 カミノムカイ 3 県道
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73 山腹崩壊 柏峰 鹿沼市 上大久保 柏峰 2 県道
74 山腹崩壊 寄栗 鹿沼市 上久我 寄栗 5 林道
75 山腹崩壊 新台林 鹿沼市 上久我 寄栗 2 林道
76 山腹崩壊 火打石 鹿沼市 上久我 寄栗 5 林道
77 山腹崩壊 石裂 鹿沼市 上久我 石裂 5 県道
78 山腹崩壊 神社裏 鹿沼市 上久我 ムカイザワ 11 県道
79 山腹崩壊 石裂下 鹿沼市 上久我 石裂 10 県道
80 山腹崩壊 馬返し 鹿沼市 上久我 馬返 12 県道
81 山腹崩壊 法長内 鹿沼市 上久我 ドウノイリ 8 県道
82 山腹崩壊 大出沢 鹿沼市 上久我 ホリマガ沢 5 県道
83 山腹崩壊 坂本(1) 鹿沼市 上久我 キタノサワ 5 県道
84 山腹崩壊 坂本(2) 鹿沼市 上久我 西畑 6 県道
85 山腹崩壊 滝の沢 鹿沼市 上久我 ミノワ 10 県道
86 山腹崩壊 小木畑 鹿沼市 上久我 ウメガサワ 3
87 山腹崩壊 小佐部沢 鹿沼市 上久我 ニジュウダ 12 県道
88 山腹崩壊 大佐部沢 鹿沼市 上久我 ジサン 8
89 山腹崩壊 老沢 鹿沼市 上久我 ヤマネミチ 10
90 山腹崩壊 馬返 鹿沼市 上久我 寺畑 10
91 山腹崩壊 馬場 鹿沼市 下久我 坂丸 6
92 山腹崩壊 ヒラノハタ 鹿沼市 下久我 ヤズ 5
93 山腹崩壊 ヒケノハタ 鹿沼市 下久我 ヒラノハタ 5
94 山腹崩壊 岩渕 鹿沼市 下久我 ノジリ 10
95 山腹崩壊 待居 鹿沼市 加園 待居 6 県道
96 山腹崩壊 コスギ 鹿沼市 加園 コスギ 3 県道
97 山腹崩壊 見立(1) 鹿沼市 加園 カミミタテ 10
98 山腹崩壊 見立(2) 鹿沼市 加園 テラワ 20
99 山腹崩壊 上河原 鹿沼市 加園 フジヤマ 13 小学校/県道
100 山腹崩壊 加園 鹿沼市 加園 ハチマンコエシ 24 県道
101 山腹崩壊 片の道 鹿沼市 引田 片の道 県道
102 山腹崩壊 高畑(1) 鹿沼市 引田 高畑 5
103 山腹崩壊 高畑(2) 鹿沼市 引田 高畑 5
104 山腹崩壊 手洗 鹿沼市 引田 手洗 12
105 山腹崩壊 稲山 鹿沼市 引田 稲山 5 市道
106 山腹崩壊 岩花 鹿沼市 引田 岩花 10106 山腹崩壊 岩花 鹿沼市 引田 岩花 10
107 山腹崩壊 岩井戸 鹿沼市 引田 岩井戸 6
108 山腹崩壊 下原 鹿沼市 引田 ヒノキガクボ 5
109 山腹崩壊 下遠部 鹿沼市 下遠部 ウエノ 2 市道
110 山腹崩壊 腰掛 鹿沼市 下遠部 腰掛 5 市道
111 山腹崩壊 返釣 鹿沼市 見野 松久保 19 鉄道/県道
112 山腹崩壊 原坪 鹿沼市 見野 松久保 1
113 山腹崩壊 新屋敷 鹿沼市 富岡 新屋敷 7
114 山腹崩壊 丸ヶ沢 鹿沼市 富岡 丸ヶ沢 5
115 山腹崩壊 坂下 鹿沼市 富岡 坂下 7
116 山腹崩壊 山根 鹿沼市 見野 山根 7
117 山腹崩壊 局裏 鹿沼市 引田 下原 10 郵便局
118 山腹崩壊 中坪 鹿沼市 下沢 小沢 5
119 山腹崩壊 下の内 鹿沼市 下沢 セトヤマ 11
120 山腹崩壊 笹原田(3) 鹿沼市 笹原田 中の内 5
121 山腹崩壊 コナカウチ 鹿沼市 笹原田 大橋 4
122 山腹崩壊 笹原田(6) 鹿沼市 笹原田 大松沢 1 市道
123 山腹崩壊 向山(1) 鹿沼市 下沢 向山 2
124 山腹崩壊 深岩(1) 鹿沼市 深岩 ミナミ 6
125 山腹崩壊 深岩(3) 鹿沼市 深岩 ウシガサワ 12
126 山腹崩壊 上日向(1) 鹿沼市 上日向 タジマ 1
127 山腹崩壊 上日向(2) 鹿沼市 上日向 山本 7
128 山腹崩壊 西鹿沼 鹿沼市 日吉町 寺花 1
129 山腹崩壊 地蔵 鹿沼市 西鹿沼町 入の内 1
130 山腹崩壊 千手山(1) 鹿沼市 坂田山 2 浄水場/市営プール
131 山腹崩壊 西鹿沼(5) 鹿沼市 西鹿沼町 小藪山 50 県道
132 山腹崩壊 日吉町(1) 鹿沼市 西鹿沼町 小藪山 17
133 山腹崩壊 光大寺 鹿沼市 西鹿沼町 小藪山 19
134 山腹崩壊 花岡 鹿沼市 花岡町 フジヤマ 18
135 山腹崩壊 ハンザワ 鹿沼市 日吉町 ハンザワ 9
136 山腹崩壊 富士山 鹿沼市 花岡町 ヒガシフジヤマ 15
137 山腹崩壊 大谷内 鹿沼市 下日向 石倉山 8
138 山腹崩壊 村井(1) 鹿沼市 花岡町 ウメノキタイラ 3
139 山腹崩壊 村井(2) 鹿沼市 村井町 シゲイシ 10
140 山腹崩壊 川田 鹿沼市 日吉町 石倉山 4
141 山腹崩壊 シゲイシ 鹿沼市 村井町 シゲイシ 7
142 山腹崩壊 秋葉神社 鹿沼市 上南摩 栗沢 9
143 山腹崩壊 栗沢入 鹿沼市 上南摩 栗沢 6
144 山腹崩壊 蔵間口 鹿沼市 上南摩 コナカ 2144 山腹崩壊 蔵間口 鹿沼市 上南摩 コナカ 2
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145 山腹崩壊 酒野谷(1) 鹿沼市 酒野谷 寺山 2
146 山腹崩壊 山ぎわ 鹿沼市 楡木 西山 19
147 山腹崩壊 大斜窪 鹿沼市 塩山 大斜窪 17 県道
148 山腹崩壊 山越 鹿沼市 塩山 大斜窪 11 県道
149 山腹崩壊 塩山(1) 鹿沼市 塩山 大斜窪 18 県道
150 山腹崩壊 学校裏 鹿沼市 西沢 ニシクチイリ 29 小学校
151 山腹崩壊 塩山(2) 鹿沼市 塩山 前山 2
152 山腹崩壊 神明宮 鹿沼市 野沢 ツチクボ 6 県道
153 山腹崩壊 桑ヶ沢 鹿沼市 下大久保 梁ヶ沢 14 県道
154 山腹崩壊 坂本(3) 鹿沼市 上久我 ハツガザワ 3 県道
155 山腹崩壊 福沢 鹿沼市 加園 フクザワ 3 中学校/市道
156 山腹崩壊 坂下(2) 鹿沼市 富岡 坂下 7 市道
157 山腹崩壊 象間(1) 鹿沼市 上南摩 象間 4 県道
158 山腹崩壊 象間(2) 鹿沼市 上南摩 象間 10 県道
159 山腹崩壊 岩の花(2) 鹿沼市 引田 カシワデラ 7
160 山腹崩壊 ヒザツキ 鹿沼市 加園 ヒザツキ 3 市道
161 山腹崩壊 上加園 鹿沼市 上南摩 ムロゼ 1
162 山腹崩壊 上南摩(1) 鹿沼市 上南摩 タキノサワ 4 小学校/県道
163 山腹崩壊 上南摩(2) 鹿沼市 上南摩 タキノサワ 1 小学校/県道
164 山腹崩壊 室瀬 鹿沼市 上南摩 ムロセ 2
165 山腹崩壊 赤行台 鹿沼市 板荷 アカナメダイ 10 県道
166 山腹崩壊 岩下(2) 鹿沼市 板荷 アシガサワ 7 鉄道/県道
167 山腹崩壊 古峰神社 鹿沼市 草久 ヨコネ 10 県道
168 山腹崩壊 稲山(2) 鹿沼市 引田 大滝沢 9 市道
169 山腹崩壊 キハダ沢 鹿沼市 入粟野 横根 林道
170 山腹崩壊 ツウジンボウ沢(1) 鹿沼市 入粟野 横根 県道
171 山腹崩壊 ツウジンボウ沢(2) 鹿沼市 入粟野 横根 県道
172 山腹崩壊 横根口 鹿沼市 入粟野 横根 3 県道
173 山腹崩壊 荷場民宿裏 鹿沼市 入粟野 荷場 5
174 山腹崩壊 拍子木 鹿沼市 入粟野 拍子木 県道
175 山腹崩壊 クマノハラ 鹿沼市 入粟野 クマノハラ 1 県道
176 山腹崩壊 上五月 鹿沼市 入粟野 上五月 1
177 山腹崩壊 ツボウチ 鹿沼市 入粟野 ツボウチサワ 1 県道
178 山腹崩壊 小川沢口 鹿沼市 入粟野 小川 県道178 山腹崩壊 小川沢口 鹿沼市 入粟野 小川 県道
179 山腹崩壊 五月 鹿沼市 入粟野 五月 5 県道
180 山腹崩壊 橋本 鹿沼市 入粟野 橋本 2 県道
181 山腹崩壊 五月沢 鹿沼市 入粟野 五月沢 1 県道
182 山腹崩壊 下五月 鹿沼市 入粟野 オザク 1 県道
183 山腹崩壊 大出日向 鹿沼市 入粟野 大出日向 5
184 山腹崩壊 尾ザク 鹿沼市 入粟野 尾ザク 5 県道
185 山腹崩壊 タツミ沢 鹿沼市 入粟野 タツミサワ 5 県道
186 山腹崩壊 松葉沢 鹿沼市 入粟野 ショウノ沢 5 小学校/県道
187 山腹崩壊 オソ沢 鹿沼市 入粟野 オソ沢 5 県道
188 山腹崩壊 天出沢 鹿沼市 入粟野 アマデ沢 5 県道
189 山腹崩壊 馬返(2) 鹿沼市 入粟野 アナノ沢 県道
190 山腹崩壊 馬返(1) 鹿沼市 入粟野 ウマガエシ 2
191 山腹崩壊 赤沼 鹿沼市 入粟野 アカヌマザワ 2
192 山腹崩壊 水沢口 鹿沼市 入粟野 セリガ沢 3 県道
193 山腹崩壊 水沢 鹿沼市 入粟野 イラサク 5 県道
194 山腹崩壊 イシウチ 鹿沼市 入粟野 石内 2 県道
195 山腹崩壊 コタツメ 鹿沼市 入粟野 オダワ 3 県道
196 山腹崩壊 滝の沢(2) 鹿沼市 入粟野 タキノサワ 7 県道
197 山腹崩壊 滝の端 鹿沼市 入粟野 タキノハシ 3
198 山腹崩壊 滝の沢(1) 鹿沼市 入粟野 マツガサワ 2 県道
199 山腹崩壊 シゲクラ 鹿沼市 入粟野 シゲクラ 6 県道
200 山腹崩壊 境沢山 鹿沼市 入粟野 境沢山 5
201 山腹崩壊 境沢 鹿沼市 入粟野 境沢山 2
202 山腹崩壊 境沢入 鹿沼市 入粟野 コサワ 1
203 山腹崩壊 出口 鹿沼市 入粟野 クボ山 20 郵便局/県道
204 山腹崩壊 唐沢 鹿沼市 入粟野 宮内沢 4
205 山腹崩壊 マナイタブチ 鹿沼市 中粟野 マナイタブチ 3
206 山腹崩壊 前沢 鹿沼市 中粟野 カミノマエサワ 1
207 山腹崩壊 大栗 鹿沼市 中粟野 ナシガ沢 5
208 山腹崩壊 松坂 鹿沼市 中粟野 ミヌキウチウラ 11
209 山腹崩壊 大荷沢 鹿沼市 中粟野 オオニサワグチ 10
210 山腹崩壊 追地口 鹿沼市 中粟野 ハッサククボ 2
211 山腹崩壊 追地(2) 鹿沼市 中粟野 矢ヶ沢 8
212 山腹崩壊 追地(1) 鹿沼市 中粟野 オオマトロ 6
213 山腹崩壊 ヨシキクボ 鹿沼市 中粟野 ヨシケクボ 5
214 山腹崩壊 板名 鹿沼市 中粟野 シチロザワ 5 県道
215 山腹崩壊 カミヤザワ 鹿沼市 中粟野 セコザワ 2
216 山腹崩壊 小前沢口 鹿沼市 口粟野 小前沢 10216 山腹崩壊 小前沢口 鹿沼市 口粟野 小前沢 10
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217 山腹崩壊 月木 鹿沼市 口粟野 月の木沢 13
218 山腹崩壊 八坂下 鹿沼市 口粟野 マツノキ 5
219 山腹崩壊 桑沢 鹿沼市 口粟野 船ヶ沢 5
220 山腹崩壊 明神 鹿沼市 口粟野 明神 5
221 山腹崩壊 妙見寺 鹿沼市 口粟野 クラカケヤマ 5
222 山腹崩壊 上町 鹿沼市 口粟野 台ノ入 5
223 山腹崩壊 城山裏 鹿沼市 口粟野 城山裏 2
224 山腹崩壊 中妻 鹿沼市 口粟野 久保内 5 中学校
225 山腹崩壊 愛宕山 鹿沼市 口粟野 城山 30 県道
226 山腹崩壊 新宿 鹿沼市 口粟野 フジゴシ 3 高校
227 山腹崩壊 筌場 鹿沼市 口粟野 アミダヤヤマ 8
228 山腹崩壊 山の神入 鹿沼市 上粕尾 ノゼイ 2
229 山腹崩壊 山の神(2) 鹿沼市 上粕尾 イワナクラ 3
230 山腹崩壊 山の神(1) 鹿沼市 上粕尾 ノゼイ 2
231 山腹崩壊 入道クボ 鹿沼市 上粕尾 入道クボ 10
232 山腹崩壊 発光路 鹿沼市 上粕尾 沢入口 26
233 山腹崩壊 発光路神社下 鹿沼市 上粕尾 ドウソジン 1
234 山腹崩壊 笹平 鹿沼市 上粕尾 ササダイラ 3 県道
235 山腹崩壊 ヘビ地蔵裏 鹿沼市 上粕尾 オオサワ 5
236 山腹崩壊 大井 鹿沼市 上粕尾 ハリヤマ 13 県道
237 山腹崩壊 北村 鹿沼市 上粕尾 ナギ 1
238 山腹崩壊 木落 鹿沼市 上粕尾 キオトシ 6
239 山腹崩壊 東光寺裏 鹿沼市 上粕尾 ウチイデ 7
240 山腹崩壊 ユブネ沢 鹿沼市 上粕尾 マツバ 6
241 山腹崩壊 上粕尾小裏 鹿沼市 上粕尾 ハヤユキグチ 小学校
242 山腹崩壊 半縄 鹿沼市 上粕尾 ハガシ 10 県道
243 山腹崩壊 アカノマル 鹿沼市 上粕尾 アカノマル 5 県道
244 山腹崩壊 細尾(2) 鹿沼市 上粕尾 宿関沢 13 郵便局/県道
245 山腹崩壊 細尾(1) 鹿沼市 上粕尾 裏山 6 郵便局/県道
246 山腹崩壊 栃原 鹿沼市 上粕尾 クロヅクリ 4 県道
247 山腹崩壊 栃原向 鹿沼市 上粕尾 ウダヤマ 4
248 山腹崩壊 松ノ木(1) 鹿沼市 上粕尾 イチノクボ 6 県道
249 山腹崩壊 松ノ木(2) 鹿沼市 上粕尾 シモタガワ 3 県道
250 山腹崩壊 フジヤマクボ 鹿沼市 上粕尾 フジウラ 県道250 山腹崩壊 フジヤマクボ 鹿沼市 上粕尾 フジウラ 県道
251 山腹崩壊 中山 鹿沼市 上粕尾 中山 6 県道
252 山腹崩壊 馬置 鹿沼市 上粕尾 タケノウチ 7
253 山腹崩壊 依田ヶ沢 鹿沼市 中粕尾 トウキイタ 県道
254 山腹崩壊 カミノテ 鹿沼市 中粕尾 カミノタイラ 6 県道
255 山腹崩壊 アケ沢 鹿沼市 中粕尾 アケザワ 県道
256 山腹崩壊 遠木 鹿沼市 中粕尾 アケザワ 8 県道
257 山腹崩壊 遠木沢 鹿沼市 中粕尾 遠木沢 19 県道
258 山腹崩壊 遠木向 鹿沼市 中粕尾 ヒカゲ 5
259 山腹崩壊 高畑 鹿沼市 中粕尾 タカバタケ 4
260 山腹崩壊 モンド向 鹿沼市 中粕尾 モンドムカイ 1 県道
261 山腹崩壊 長林 鹿沼市 中粕尾 長林 11 小学校/県道
262 山腹崩壊 加戸沢 鹿沼市 中粕尾 シゲロカド 3
263 山腹崩壊 道祖神 鹿沼市 中粕尾 ドウソジン 1 県道
264 山腹崩壊 笠丸 鹿沼市 中粕尾 ドウソジン 10 県道
265 山腹崩壊 上向 鹿沼市 中粕尾 上向 5
266 山腹崩壊 森 鹿沼市 中粕尾 ヤマノボウ 3
267 山腹崩壊 弁天 鹿沼市 中粕尾 フジヤマ 3 県道
268 山腹崩壊 後山 鹿沼市 中粕尾 後山 5 県道
269 山腹崩壊 馬場沢 鹿沼市 中粕尾 カタヤマ 2
270 山腹崩壊 片山 鹿沼市 中粕尾 片山 1 中学校
271 山腹崩壊 粕尾局裏 鹿沼市 下粕尾 ミヌマ 12 郵便局/県道
272 山腹崩壊 慈眼寺裏 鹿沼市 下粕尾 スワ 10
273 山腹崩壊 城山 鹿沼市 下粕尾 シロヤマ 3 県道
274 山腹崩壊 粕尾小学校裏 鹿沼市 下粕尾 ナカザワ 1 小学校
275 山腹崩壊 中沢 鹿沼市 下粕尾 ナカザワ 3
276 山腹崩壊 上宮沢 鹿沼市 下粕尾 ナカザワ 2
277 山腹崩壊 キツネノハナ 鹿沼市 下粕尾 キツネノハナ 11 県道
278 山腹崩壊 上松崎 鹿沼市 下粕尾 ウルシガクボ 5
279 山腹崩壊 松崎 鹿沼市 下粕尾 トリドウ 5
280 山腹崩壊 カツニチ沢 鹿沼市 下粕尾 ノボリシタ 5
281 山腹崩壊 中河原 鹿沼市 下粕尾 ナカガワラ 5
282 山腹崩壊 与州 鹿沼市 上永野 ヒラマ 3
283 山腹崩壊 川久保向 鹿沼市 上永野 オザワ 5
284 山腹崩壊 植竹向 鹿沼市 上永野 向山 5
285 山腹崩壊 落合 鹿沼市 上永野 エドザワ 5
286 山腹崩壊 タカ沢 鹿沼市 上永野 タカイザワ 3 県道
287 山腹崩壊 塩沢 鹿沼市 上永野 ニシノコクボ 3 県道
288 山腹崩壊 塩沢口 鹿沼市 上永野 サワクチ 1288 山腹崩壊 塩沢口 鹿沼市 上永野 サワクチ 1
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289 山腹崩壊 黒麦 鹿沼市 上永野 クロムギサワ 5 県道
290 山腹崩壊 黒麦東山 鹿沼市 上永野 ハガシヤマ 2 県道
291 山腹崩壊 渋垂 鹿沼市 上永野 サワイリ 2
292 山腹崩壊 カナクボ 鹿沼市 上永野 カナクボ 3
293 山腹崩壊 ヤシキズキ 鹿沼市 上永野 ヤシキズキ 7
294 山腹崩壊 宮原 鹿沼市 上永野 ミヤハラ 6
295 山腹崩壊 山口 鹿沼市 上永野 ミヤハラ 1
296 山腹崩壊 大畑 鹿沼市 上永野 ミョウジョウ 7 県道
297 山腹崩壊 大畑前山 鹿沼市 上永野 オオハタマエヤマ 8
298 山腹崩壊 大畑橋向 鹿沼市 上永野 カラツザワ 8
299 山腹崩壊 久保田 鹿沼市 上永野 スワウラ 5
300 山腹崩壊 裏山 鹿沼市 上永野 ウラヤマ 2
301 山腹崩壊 中坪 鹿沼市 上永野 タニクボ 1 中学校
302 山腹崩壊 柳沢 鹿沼市 上永野 ヤナギサワ 4
303 山腹崩壊 長谷寺裏 鹿沼市 下永野 ツネイズミ 2
304 山腹崩壊 トチクボ 鹿沼市 下永野 ヤマシタトチクボ 2
305 山腹崩壊 蔵本裏山 鹿沼市 下永野 ハヤシノクボ 8
306 山腹崩壊 蔵本 鹿沼市 下永野 サワノウエイリ 7
307 山腹崩壊 御沢 鹿沼市 下永野 御沢 5
308 山腹崩壊 前山 鹿沼市 下永野 マエヤマ 5 県道
309 山腹崩壊 柏木 鹿沼市 深程 サルダ 2
310 山腹崩壊 小棚 鹿沼市 久野 コダナ 2 市道
311 山腹崩壊 関口 鹿沼市 久野 セキグチダイ 3 市道
312 山腹崩壊 カジヤ沢 鹿沼市 久野 カジヤサワ 3
313 山腹崩壊 寄居口 鹿沼市 久野 ヨリイ 2
314 山腹崩壊 寄居 鹿沼市 久野 フドウチ 5
315 山腹崩壊 モモノキハラ 鹿沼市 深程 モモノキハラ 3
316 山腹崩壊 女渕 鹿沼市 深程 オオサワ 2 県道
317 山腹崩壊 口無沢 鹿沼市 深程 クチナシサワ 2 県道
318 山腹崩壊 岩下向 鹿沼市 深程 岩下 6
319 山腹崩壊 岩下 鹿沼市 深程 岩下 5
320 山腹崩壊 深程 鹿沼市 深程 岩下 7
321 山腹崩壊 田ノ入 鹿沼市 深程 田ノ入 6
322 山腹崩壊 宮の入 鹿沼市 深程 ミヤザワ 5322 山腹崩壊 宮の入 鹿沼市 深程 ミヤザワ 5
323 山腹崩壊 イドザワ 鹿沼市 深程 イドザワ 2 県道
324 山腹崩壊 与の作 鹿沼市 入粟野 ヨノサク 2 県道
325 山腹崩壊 板名(2) 鹿沼市 中粟野 カミノオオサワ 7 県道
326 山腹崩壊 桑沢(2) 鹿沼市 口粟野 マルガサク 清掃センター/林道
327 山腹崩壊 百川 鹿沼市 上永野 ナメカイ 林道
328 山腹崩壊 下広 鹿沼市 下永野 ミヤノウエウラ 31 駐在所/県道
329 山腹崩壊 桶ヶ内 鹿沼市 久野 コダナ 林道
330 山腹崩壊 笠丸(2) 鹿沼市 中粕尾 カドムカイ 5 県道
331 山腹崩壊 川久保 鹿沼市 中粕尾 フツブチ 4 県道
332 山腹崩壊 赤芝 鹿沼市 中粕尾 見久 県道
333 山腹崩壊 大栗(2) 鹿沼市 中粟野 カタミネ 5
小計 333箇所

1 山腹崩壊 大笹原 日光市 瀬尾 大笹原 県道
2 山腹崩壊 根名草沢(1) 日光市 瀬尾 根名草沢 県道
3 山腹崩壊 根名草沢(2) 日光市 瀬尾 根名草沢 県道
4 山腹崩壊 山神沢(2) 日光市 瀬尾 山神沢 県道
5 山腹崩壊 山神沢(1) 日光市 瀬尾 山神沢 県道
6 山腹崩壊 小休戸(4) 日光市 小百 小休戸 県道
7 山腹崩壊 小休戸(3) 日光市 小百 小休戸 県道
8 山腹崩壊 小休戸(2) 日光市 小百 小休戸 県道
9 山腹崩壊 小休戸(1) 日光市 小百 小休戸 1 県道
10 山腹崩壊 滝室 日光市 瀬尾 滝室 県道
11 山腹崩壊 駄子平(3) 日光市 瀬尾 駄子平 県道
12 山腹崩壊 駄子平(1) 日光市 瀬尾 駄子平 県道
13 山腹崩壊 大井沢 日光市 瀬尾 大井沢 県道
14 山腹崩壊 穴沢 日光市 小百 穴沢 県道
15 山腹崩壊 アンズ平 日光市 小百 穴沢 2 県道
16 山腹崩壊 カナヤマ 日光市 小百 穴沢 3 県道
17 山腹崩壊 宿 日光市 小百 18
18 山腹崩壊 楢原 日光市 小百 筒置 4
19 山腹崩壊 古内 日光市 佐下部 小名部 1
20 山腹崩壊 腰越 日光市 小百 楢原 3 市道
21 山腹崩壊 佐下部(1) 日光市 佐下部 下山口 2 市道
22 山腹崩壊 佐下部(2) 日光市 佐下部 下山口 7 市道
23 山腹崩壊 栗原(1) 日光市 栗原 内野 19 消防施設/市道
24 山腹崩壊 栗原(2) 日光市 栗原 山根 4
25 山腹崩壊 後オロ(1) 日光市 瀬尾 後オロ 125 山腹崩壊 後オロ(1) 日光市 瀬尾 後オロ 1
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26 山腹崩壊 後オロ(2) 日光市 本郷沢 9
27 山腹崩壊 久保 日光市 瀬尾 屋下 1
28 山腹崩壊 蛇野(1) 日光市 小百 石見 6
29 山腹崩壊 蛇野(2) 日光市 小百 蛇野 5 市道
30 山腹崩壊 倉ケ崎 日光市 倉ケ崎 アタゴヤマ 9
31 山腹崩壊 下山 日光市 瀬尾 下山 3
32 山腹崩壊 沢小屋 日光市 倉ケ崎 沢小屋 7 国道
33 山腹崩壊 神ノ山 日光市 平ケ先 神ノ山 28 県道
34 山腹崩壊 木曽山 日光市 芹沼 木曽山 1
35 山腹崩壊 轟 日光市 芹沼 富士山 4 県道
36 山腹崩壊 小山(1) 日光市 小林 小山 6 郵便局/駐在所
37 山腹崩壊 小山(2) 日光市 塩野室 胴室 1
38 山腹崩壊 金山 日光市 小林 金山 市道
39 山腹崩壊 千本木行川 日光市 千本木 上の山 3 市道
40 山腹崩壊 江の口 日光市 長畑 10
41 山腹崩壊 後山(1) 日光市 長畑 後山 12 県道
42 山腹崩壊 後山(2) 日光市 長畑 後山 21 小学校・郵便局
43 山腹崩壊 松坂下 日光市 明神 松坂下 2
44 山腹崩壊 関戸 日光市 平岡 関戸 市道
45 山腹崩壊 下の内 日光市 板橋 下の内 5 市道
46 山腹崩壊 観音裏 日光市 岩崎 大久保 6 県道
47 山腹崩壊 岩崎 日光市 岩崎 山根 9 県道
48 山腹崩壊 西山(1) 日光市 小倉 西山 9
49 山腹崩壊 表霧降 日光市 瀬尾 長峰 林道
50 山腹崩壊 穴沢(2) 日光市 小百 穴沢 県道
51 山腹崩壊 石見 日光市 小百 穴沢 1 県道
52 山腹崩壊 平ケ崎 日光市 平ケ崎 イシガミネ 県道
53 山腹崩壊 山口(1) 日光市 明神 山口 5 市道
54 山腹崩壊 山口(2) 日光市 明神 山口 6 市道
55 山腹崩壊 小倉 日光市 小倉 オモテヤマ 8 市道
56 山腹崩壊 小百 日光市 小百 ツツオキ 1 県道
57 山腹崩壊 前の沢 日光市 長畑 マエノサワ 2 市道
58 山腹崩壊 浅間山 日光市 山口 1 病院
59 山腹崩壊 コブナ沢 日光市 大室 コブナ沢 859 山腹崩壊 コブナ沢 日光市 大室 コブナ沢 8
60 山腹崩壊 安蘇沢 日光市 足尾町 安蘇 林道
61 山腹崩壊 久蔵 日光市 足尾町 久蔵 林道
62 山腹崩壊 松木 日光市 足尾町 松木 林道
63 山腹崩壊 松木右岸 日光市 足尾町 松木 林道
64 山腹崩壊 瀬戸(1) 日光市 足尾町 久蔵 林道
65 山腹崩壊 瀬戸(2) 日光市 足尾町 久蔵 林道
66 山腹崩壊 下桐久保 日光市 足尾町 久蔵 林道
67 山腹崩壊 仁田元 日光市 足尾町 仁田元 林道
68 山腹崩壊 ネバ沢(2) 日光市 足尾町 本山 20
69 山腹崩壊 ネバ沢(1) 日光市 足尾町 本山 20
70 山腹崩壊 本山(3) 日光市 足尾町 本山 20
71 山腹崩壊 本山(2) 日光市 足尾町 本山 20
72 山腹崩壊 本山(1) 日光市 足尾町 本山 20
73 山腹崩壊 大岩沢 日光市 足尾町 南橋 8
74 山腹崩壊 南橋 日光市 足尾町 南橋 12
75 山腹崩壊 向山(2) 日光市 足尾町 向山 鉄道
76 山腹崩壊 向山(1) 日光市 足尾町 下間藤 20
77 山腹崩壊 上の沢 日光市 足尾町 下間藤 20
78 山腹崩壊 下間藤(1) 日光市 足尾町 下間藤 30 鉄道
79 山腹崩壊 上の平 日光市 足尾町 上の平 20
80 山腹崩壊 上間藤 日光市 足尾町 上間藤 30
81 山腹崩壊 深沢左岸(1) 日光市 足尾町 深沢 15 県道
82 山腹崩壊 深沢左岸(2) 日光市 足尾町 深沢 県道
83 山腹崩壊 深沢左岸(3) 日光市 足尾町 深沢 県道
84 山腹崩壊 深沢右岸(2) 日光市 足尾町 深沢 県道
85 山腹崩壊 深沢右岸(1) 日光市 足尾町 深沢 15
86 山腹崩壊 赤倉(2) 日光市 足尾町 赤倉 30 市道
87 山腹崩壊 赤倉(1) 日光市 足尾町 赤倉 30 県道
88 山腹崩壊 坂詰 日光市 足尾町 愛宕下 市道
89 山腹崩壊 野路又(2) 日光市 足尾町 野路又 30 国道
90 山腹崩壊 神子内 日光市 足尾町 神子内 国道
91 山腹崩壊 七色沢 日光市 足尾町 神子内 3 国道
92 山腹崩壊 大内事 日光市 足尾町 神子内 国道
93 山腹崩壊 沢の入 日光市 足尾町 神子内 国道
94 山腹崩壊 下平沢 日光市 足尾町 神子内 5 国道
95 山腹崩壊 遠上 日光市 足尾町 神子内 5
96 山腹崩壊 片道 日光市 足尾町 神子内 5 国道
97 山腹崩壊 田元 日光市 足尾町 背戸山 7 鉄道97 山腹崩壊 田元 日光市 足尾町 背戸山 7 鉄道
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98 山腹崩壊 背戸山 日光市 足尾町 背戸山 鉄道
99 山腹崩壊 掛水 日光市 足尾町 掛水 30 鉄道
100 山腹崩壊 赤沢裏 日光市 足尾町 赤沢裏 20 鉄道
101 山腹崩壊 通洞駅裏 日光市 足尾町 ナシウラヤマ 30 国道/鉄道
102 山腹崩壊 通洞 日光市 足尾町 間藤 50 国道/鉄道
103 山腹崩壊 有越 日光市 足尾町 中才 30 国道/鉄道
104 山腹崩壊 ザラメキ 日光市 足尾町 中才 20 国道/鉄道
105 山腹崩壊 長坂 日光市 足尾町 字長坂 30
106 山腹崩壊 宇都野(2) 日光市 足尾町 遠下 10 県道
107 山腹崩壊 宇都野(1) 日光市 足尾町 遠下 10 県道
108 山腹崩壊 花柄 日光市 足尾町 小滝 県道
109 山腹崩壊 榎坂 日光市 足尾町 小滝 5 県道
110 山腹崩壊 古足尾 日光市 足尾町 小滝 県道
111 山腹崩壊 小滝の里 日光市 足尾町 小滝 1 県道
112 山腹崩壊 スナガタ 日光市 足尾町 砂畑 40
113 山腹崩壊 前原向 日光市 足尾町 通洞 国道
114 山腹崩壊 赤沢向 日光市 足尾町 向原 10
115 山腹崩壊 横場(1) 日光市 足尾町 向原 県道
116 山腹崩壊 横場(2) 日光市 足尾町 向原 3 県道
117 山腹崩壊 シブタレ 日光市 足尾町 内の篭 1 県道
118 山腹崩壊 掛水向 日光市 足尾町 掛水 10
119 山腹崩壊 太郎久保 日光市 足尾町 渡良瀬 30
120 山腹崩壊 大畑 日光市 足尾町 芝の沢 10
121 山腹崩壊 野路又(1) 日光市 足尾町 田元 2 県道
122 山腹崩壊 下間藤(2) 日光市 足尾町 下間藤 15
123 山腹崩壊 切道 日光市 足尾町 切幹 10 国道
124 山腹崩壊 原 日光市 足尾町 原 10 国道
125 山腹崩壊 森沢 日光市 足尾町 唐風呂 10
126 山腹崩壊 丸山 日光市 足尾町 餅ヶ瀬 5 国道
127 山腹崩壊 カタ向 日光市 足尾町 原 鉄道
128 山腹崩壊 フルナギ 日光市 足尾町 原 2 鉄道
129 山腹崩壊 原向 日光市 足尾町 駅裏 40 市道/鉄道
130 山腹崩壊 キノメン 日光市 足尾町 キノメン 林道
131 山腹崩壊 スナガタ(2) 日光市 足尾町 砂畑 10131 山腹崩壊 スナガタ(2) 日光市 足尾町 砂畑 10
132 山腹崩壊 大畑(1) 日光市 足尾町 赤沢裏 10 国道
133 山腹崩壊 猿沢 日光市 足尾町 中才 5 国道
134 山腹崩壊 長坂(2) 日光市 足尾町 長坂 国道
135 山腹崩壊 宇都野 日光市 足尾町 遠下 市道
136 山腹崩壊 ウモウ 日光市 足尾町 原 5 国道
137 山腹崩壊 大畑向 日光市 足尾町 唐風呂 市道
138 山腹崩壊 餅ヶ瀬(2) 日光市 足尾町 餅ヶ瀬 3 林道
139 山腹崩壊 餅ヶ瀬(3) 日光市 足尾町 餅ヶ瀬 5 林道
140 山腹崩壊 餅ヶ瀬(1) 日光市 足尾町 餅ヶ瀬 林道
141 山腹崩壊 ナカノハナ 日光市 足尾町 餅ヶ瀬 林道
142 山腹崩壊 カタギヌ(1) 日光市 足尾町 神子内 国道
143 山腹崩壊 神子内(2) 日光市 足尾町 神子内 国道
144 山腹崩壊 カタギヌ(2) 日光市 足尾町 カタギヌ 国道
145 山腹崩壊 カタギヌ 日光市 足尾町 カタギヌ 国道
146 山腹崩壊 神子内(1) 日光市 足尾町 神子内 5 国道
147 山腹崩壊 舟石沢 日光市 足尾町 銀山平 3 市道
148 山腹崩壊 ミネ 日光市 足尾町 神子内 8 国道
149 山腹崩壊 田元 日光市 足尾町 田元 40
150 山腹崩壊 峠前 日光市 滝ヶ原 峠前 県道
151 山腹崩壊 木の根坂(3) 日光市 滝ヶ原 木の根坂 県道
152 山腹崩壊 木の根坂(2) 日光市 滝ヶ原 木の根坂 県道
153 山腹崩壊 木の根坂(1) 日光市 滝ヶ原 木の根坂 県道
154 山腹崩壊 三の宿林道(1) 日光市 滝ヶ原 角石 林道
155 山腹崩壊 三の宿林道(2) 日光市 滝ヶ原 角石 林道
156 山腹崩壊 三の宿林道(3) 日光市 滝ヶ原 角石 林道
157 山腹崩壊 三の宿林道(4) 日光市 滝ヶ原 角石 林道
158 山腹崩壊 三の宿林道(5) 日光市 滝ヶ原 角石 林道
159 山腹崩壊 三の宿林道(6) 日光市 滝ヶ原 角石 林道
160 山腹崩壊 三の宿林道(7) 日光市 滝ヶ原 角石 林道
161 山腹崩壊 三の宿林道(8) 日光市 滝ヶ原 角石 林道
162 山腹崩壊 三の宿林道(9) 日光市 滝ヶ原 角石 林道
163 山腹崩壊 川芝 日光市 滝ヶ原 川芝 県道
164 山腹崩壊 中道 日光市 山久保 中道 県道
165 山腹崩壊 三の宿林道(11) 日光市 滝ヶ原 角石 林道
166 山腹崩壊 三の宿林道(10) 日光市 滝ヶ原 角石 林道
167 山腹崩壊 太田前 日光市 滝ヶ原 向山 県道
168 山腹崩壊 罠場 日光市 西小来川 罠場沢 県道
169 山腹崩壊 菅沢 日光市 西小来川 日陰沢 5 県道169 山腹崩壊 菅沢 日光市 西小来川 日陰沢 5 県道
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170 山腹崩壊 馬の背尾 日光市 東小来川 尾辰畑 県道
171 山腹崩壊 中の沢 日光市 東小来川 中の沢 県道
172 山腹崩壊 藪の内 日光市 東小来川 藪の内 5 県道
173 山腹崩壊 上の山 日光市 東小来川 向沢 5 県道
174 山腹崩壊 赤坂 日光市 山久保 赤沢 2
175 山腹崩壊 柏木 日光市 山久保 柏木 1 県道
176 山腹崩壊 松ノ木内(3) 日光市 山久保 鳥坂 3
177 山腹崩壊 松ノ木内(2) 日光市 山久保 鳥坂 1 県道
178 山腹崩壊 落合橋 日光市 山久保 馬坂 県道
179 山腹崩壊 阿寺沢 日光市 宮小来川 阿久沢 1
180 山腹崩壊 山口 日光市 小来川 5
181 山腹崩壊 栗沢 日光市 南小来川 栗沢 県道
182 山腹崩壊 宇津木沢 日光市 南小来川 津木沢 県道
183 山腹崩壊 中道(2) 日光市 七里 赤古那 県道
184 山腹崩壊 ニヌ 日光市 滝ヶ原 森ノ沢 8 県道
185 山腹崩壊 中井 日光市 小来川 西小来川 11 公民館
186 山腹崩壊 カマドバ 日光市 東小来川 カマドバ 10 県道
187 山腹崩壊 赤井原(1) 日光市 東小来川 ショウミヤマ 林道
188 山腹崩壊 赤井原(2) 日光市 東小来川 ウシロヤマ 林道
189 山腹崩壊 上原 日光市 南小来川 モトヤシキ 11 県道
190 山腹崩壊 戦場ヶ原 日光市 中宮祠 二荒山 2
191 山腹崩壊 古薙(1) 日光市 中宮祠 二荒山 6 国道
192 山腹崩壊 十一番堀 日光市 中宮祠 二荒山 12 国道
193 山腹崩壊 妙見堀 日光市 中宮祠 二荒山 12 国道
194 山腹崩壊 観音薙(1) 日光市 中宮祠 二荒山 10 国道
195 山腹崩壊 二荒山 日光市 中宮祠 二荒山 10 国道
196 山腹崩壊 セッチン薙 日光市 中宮祠 二荒山 30
197 山腹崩壊 中宮祠 日光市 中宮祠 二荒山 30
198 山腹崩壊 パンヤ薙 日光市 中宮祠 二荒山 30 幼稚園
199 山腹崩壊 大平 日光市 中宮祠 二荒山 3 国道
200 山腹崩壊 いろは坂 日光市 中宮祠 二荒山 国道
201 山腹崩壊 剣ヶ峰 日光市 細尾 横手 国道
202 山腹崩壊 けごん 日光市 中宮祠 二荒山 5 土木事務所
203 山腹崩壊 明智 日光市 細尾 セトヤマ 5 国道203 山腹崩壊 明智 日光市 細尾 セトヤマ 5 国道
204 山腹崩壊 第2いろは坂ｸﾛｶﾐ 日光市 細尾 セトヤマ 国道
205 山腹崩壊 深沢(1) 日光市 細尾 みさわ 国道
206 山腹崩壊 深沢(2) 日光市 細尾 みさわ 国道
207 山腹崩壊 馬返(1) 日光市 細尾 横手 国道
208 山腹崩壊 馬返(2) 日光市 細尾 横手 国道
209 山腹崩壊 馬返(3) 日光市 細尾 横手 15 国道
210 山腹崩壊 横手 日光市 細尾 横手 国道
211 山腹崩壊 水沢(1) 日光市 清滝 別倉 3 国道
212 山腹崩壊 水沢(2) 日光市 清滝 別倉 10
213 山腹崩壊 水沢(3) 日光市 清滝 別倉 50
214 山腹崩壊 水沢(4) 日光市 清滝 別倉 50
215 山腹崩壊 丹勢(1) 日光市 清滝 丹勢 20
216 山腹崩壊 丹勢(2) 日光市 清滝 丹勢 100
217 山腹崩壊 丹勢下(1) 日光市 清滝 丹勢 100
218 山腹崩壊 丹勢下(2) 日光市 清滝 丹勢 40
219 山腹崩壊 丹勢下(3) 日光市 清滝 丹勢 40
220 山腹崩壊 丹勢下(4) 日光市 清滝 丹勢 10 国道
221 山腹崩壊 安良沢 日光市 久治良 サンキョウ 20
222 山腹崩壊 セチクボ 日光市 久治良 セチクボ 30 中学校
223 山腹崩壊 田母沢 日光市 久治良 シノアイ 2
224 山腹崩壊 御堂山 日光市 安川 ミドウヤマ 20 国道
225 山腹崩壊 山内(1) 日光市 山内 10
226 山腹崩壊 東照宮 日光市 山内 10
227 山腹崩壊 滝花 日光市 山内 2
228 山腹崩壊 山内(2) 日光市 安川 山内 10 国道
229 山腹崩壊 外山原 日光市 戸山原 15 国道
230 山腹崩壊 外山(1) 日光市 日光 カミゴヨウ 15
231 山腹崩壊 外山(2) 日光市 日光 カミゴヨウ 15
232 山腹崩壊 萩垣面(1) 日光市 萩垣面 10 市道
233 山腹崩壊 萩垣面(2) 日光市 萩垣面 小学校/市道
234 山腹崩壊 所野 日光市 所野 オグラヤマ 治山事務所/市道
235 山腹崩壊 霧降(1) 日光市 所野 ススキガハラ 林道
236 山腹崩壊 霧降(2) 日光市 所野 カラスノキ 2 林道
237 山腹崩壊 丸見(1) 日光市 所野 マガリギ 5
238 山腹崩壊 丸見(2) 日光市 所野 マガリギ 2 林道
239 山腹崩壊 アタゴヤマ 日光市 所野 アタゴヤマ 10
240 山腹崩壊 ナカソネ 日光市 所野 ナカソネ 5
241 山腹崩壊 上山根 日光市 所野 上山根 5 発電所241 山腹崩壊 上山根 日光市 所野 上山根 5 発電所
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242 山腹崩壊 山根白谷 日光市 所野 山根 15 小学校
243 山腹崩壊 ヒルサカ 日光市 所野 ヒルサカ 5
244 山腹崩壊 善法 日光市 所野 クショクボ 6
245 山腹崩壊 萩原 日光市 所野 萩原 4 発電所
246 山腹崩壊 広久保(1) 日光市 所野 広久保 5
247 山腹崩壊 広久保(2) 日光市 所野 広久保 5
248 山腹崩壊 江久保(1) 日光市 所野 江久保 5
249 山腹崩壊 滝の沢 日光市 和泉 前山 8
250 山腹崩壊 前山 日光市 和泉 前山 6
251 山腹崩壊 ウシロ沢 日光市 和泉 前山 5
252 山腹崩壊 野口 日光市 野口 前山 小学校
253 山腹崩壊 中妻(1) 日光市 七里 ユトウウチ 10 鉄道/国道
254 山腹崩壊 中妻(2) 日光市 七里 ユトウウチ 2 鉄道/国道
255 山腹崩壊 尾立(1) 日光市 七里 尾立 3 鉄道/国道
256 山腹崩壊 尾立(2) 日光市 七里 小太郎 10 鉄道/国道
257 山腹崩壊 尾立(3) 日光市 七里 小太郎 1 鉄道
258 山腹崩壊 東和 日光市 七里 小太郎 40 中学校
259 山腹崩壊 若杉 日光市 松原 テンジンヤマ 10
260 山腹崩壊 御幸(1) 日光市 御幸 アタゴヤマ 10
261 山腹崩壊 御幸(2) 日光市 御幸 アタゴヤマ 15
262 山腹崩壊 御幸(3) 日光市 中鉢石 コウジャガ 15
263 山腹崩壊 観音寺裏 日光市 中鉢山 コウジャガ 10
264 山腹崩壊 大黒山 日光市 中鉢石 オオクロヤマ 10
265 山腹崩壊 匠町 日光市 上鉢石 ムコウヤマ 7
266 山腹崩壊 井戸ヶ入 日光市 井戸ヶ入 1
267 山腹崩壊 グラウンド裏 日光市 井戸ヶ入 10
268 山腹崩壊 九桜(1) 日光市 清滝 和の代 県道
269 山腹崩壊 九桜(2) 日光市 本町 井戸ヶ入 県道
270 山腹崩壊 九桜(3) 日光市 清滝 和の代 県道
271 山腹崩壊 屋代 日光市 細尾 ヤシロ 5
272 山腹崩壊 大沢 日光市 細尾 ヤシロ 5
273 山腹崩壊 三宿 日光市 細尾 三宿 10
274 山腹崩壊 下左沢 日光市 細尾 三宿 1
275 山腹崩壊 細尾左沢(1) 日光市 細尾 左沢 国道275 山腹崩壊 細尾左沢(1) 日光市 細尾 左沢 国道
276 山腹崩壊 細尾左沢(2) 日光市 細尾 左沢 国道
277 山腹崩壊 横手(2) 日光市 細尾 横手 1 国道
278 山腹崩壊 滝見 日光市 山内 滝尾 2 林道
279 山腹崩壊 外山原(2) 日光市 日光 戸山原 8
280 山腹崩壊 アタゴヤマ(2) 日光市 所野 アタゴヤマ 2 県道
281 山腹崩壊 萩原(2) 日光市 所野 萩原 10 県道
282 山腹崩壊 上野 日光市 七里 上野 26
283 山腹崩壊 湯殿沢(B) 日光市 中宮祠 湯殿沢 林道
284 山腹崩壊 七曲(1) 日光市 中宮祠 七曲 林道
285 山腹崩壊 七曲(2) 日光市 中宮祠 七曲 林道
286 山腹崩壊 七曲(3) 日光市 中宮祠 七曲 林道
287 山腹崩壊 七曲(4) 日光市 中宮祠 七曲 林道
288 山腹崩壊 七曲(6) 日光市 中宮祠 七曲 林道
289 山腹崩壊 妙味堀(1) 日光市 中宮祠 妙味堀 5 国道
290 山腹崩壊 栄橋 日光市 中宮祠 栄橋 国道
291 山腹崩壊 霧降(3) 日光市 所野 県道
292 山腹崩壊 霧降(4) 日光市 所野 市道
293 山腹崩壊 井戸ヶ入(2) 日光市 上鉢石 井戸ヶ入 発電所
294 山腹崩壊 江久保(2) 日光市 所野 2 市道
295 山腹崩壊 背戸山 日光市 細尾 背戸山 18 市道
296 山腹崩壊 馬返(4) 日光市 細尾 横手 6 市道
297 山腹崩壊 安良沢口 日光市 安良沢町 安良沢 小学校/市道
298 山腹崩壊 地界 日光市 上三依 地界 国道
299 山腹崩壊 上三依(1) 日光市 上三依 毛無山 15 国道
300 山腹崩壊 上三依(2) 日光市 上三依 毛無山 6 国道
301 山腹崩壊 上三依(3) 日光市 上三依 毛無山 1
302 山腹崩壊 花輪山 日光市 中三依 花輪山 中学校
303 山腹崩壊 瀬戸ノ沢 日光市 上三依 瀬戸沢 20
304 山腹崩壊 唄の沢 日光市 五十里 唄の沢 国道
305 山腹崩壊 片足沢 日光市 五十里 片足沢 国道
306 山腹崩壊 広窪(1) 日光市 川治 広窪 30 国道
307 山腹崩壊 広窪(2) 日光市 川治 広窪 20 国道
308 山腹崩壊 小原 日光市 藤原 小原 20 鉄道
309 山腹崩壊 細窪(2) 日光市 滝 細窪 30 国道
310 山腹崩壊 細窪(1) 日光市 滝 細窪 50 国道
311 山腹崩壊 柄倉(1) 日光市 柄倉 井入 10
312 山腹崩壊 柄倉(2) 日光市 柄倉 井入 10
313 山腹崩壊 大塩沢 日光市 五十里 大塩沢 林道313 山腹崩壊 大塩沢 日光市 五十里 大塩沢 林道
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314 山腹崩壊 浅間山(1) 日光市 鬼怒川温泉川治 30 病院/国道/県道
315 山腹崩壊 浅間山(2) 日光市 鬼怒川温泉川治 5
316 山腹崩壊 上三依(4) 日光市 上三依 トコロハタカマ 3 鉄道/県道
317 山腹崩壊 上三依(5) 日光市 上三依 タンロヤマ 10 鉄道/国道
318 山腹崩壊 入山沢 日光市 セリ沢 入山沢 林道
319 山腹崩壊 シモノタイラ 日光市 セリ沢 シモノタイラ 3 林道
320 山腹崩壊 グミジマ 日光市 セリ沢 グミジマ 5 林道
321 山腹崩壊 ナカムラダイ 日光市 セリ沢 ナカムラダイ 6 林道
322 山腹崩壊 クマイ沢 日光市 中三依 くまいザワ 4 小学校/国道
323 山腹崩壊 バンバザワ 日光市 上三依 バンバガタ 国道
324 山腹崩壊 オクボ 日光市 トッコ沢 オクボ 国道
325 山腹崩壊 中井 日光市 トッコ沢 中井 国道
326 山腹崩壊 梅木平 日光市 五十里 梅木平 国道
327 山腹崩壊 高畑 日光市 下小網 高畑 18 国道
328 山腹崩壊 京塚 日光市 上滝 京塚 13 市道
329 山腹崩壊 家ノ裏(1) 日光市 小佐越 家裏 15 市道
330 山腹崩壊 家ノ裏(2) 日光市 小佐越 家裏 20 市道
331 山腹崩壊 オソ沢 日光市 高徳 オソ沢 5 鉄道/国道
332 山腹崩壊 小入 日光市 高徳 小入 20 国道
333 山腹崩壊 井戸端沢(2) 日光市 川俣 高畑 30 郵便局/県道
334 山腹崩壊 井戸端沢(1) 日光市 川俣 高畑 10 県道
335 山腹崩壊 木戸沢 日光市 川俣 高畑 6 県道
336 山腹崩壊 萓峠 日光市 川俣 萓峠 6 県道
337 山腹崩壊 野門 日光市 野門 カヨウ 15
338 山腹崩壊 遠下(1) 日光市 野門 遠下 県道
339 山腹崩壊 遠下(2) 日光市 野門 遠下 県道
340 山腹崩壊 大川築(1) 日光市 川俣 野門 県道
341 山腹崩壊 大川築(2) 日光市 川俣 野門 県道
342 山腹崩壊 大川築(3) 日光市 野門 大川築 県道
343 山腹崩壊 大川築(4) 日光市 野門 大川築 県道
344 山腹崩壊 大川築(5) 日光市 野門 大川築 2 県道
345 山腹崩壊 土呂部 日光市 土呂部 下ノ原 12
346 山腹崩壊 江戸川 日光市 土呂部 江戸川 県道
347 山腹崩壊 上栗山(1) 日光市 上栗山 館野 12347 山腹崩壊 上栗山(1) 日光市 上栗山 館野 12
348 山腹崩壊 上栗山(2) 日光市 上栗山 館野 11
349 山腹崩壊 馬老山(1) 日光市 土呂部 馬老山 県道
350 山腹崩壊 馬老山(2) 日光市 土呂部 馬老山 県道
351 山腹崩壊 馬老山(3) 日光市 土呂部 馬老山 県道
352 山腹崩壊 黒部 日光市 黒部 森下 15
353 山腹崩壊 沢尻 日光市 日陰 立野 11 県道
354 山腹崩壊 前山 日光市 日陰 前山 6 県道
355 山腹崩壊 竹ノ下(1) 日光市 日向 神明坂 10 県道
356 山腹崩壊 竹ノ下(2) 日光市 日向 上手原 県道
357 山腹崩壊 根坂名 日光市 日向 根坂名 中学校
358 山腹崩壊 堂の後 日光市 日向 堂の後 7 小学校
359 山腹崩壊 野尻 日光市 日向 野尻 12
360 山腹崩壊 上ノ原下 日光市 日向 上ノ原下 11
361 山腹崩壊 立野 日光市 日向 立野 11
362 山腹崩壊 東妙 日光市 日向 東妙 県道
363 山腹崩壊 ウツルギ沢(6) 日光市 湯西川 ウツルギ沢 林道
364 山腹崩壊 ウツルギ沢(5) 日光市 湯西川 ウツルギ沢 林道
365 山腹崩壊 ウツルギ沢(4) 日光市 湯西川 ウツルギ沢 林道
366 山腹崩壊 ウツルギ沢(3) 日光市 湯西川 ウツルギ沢 林道
367 山腹崩壊 ウツルギ沢(2) 日光市 湯西川 ウツルギ沢 林道
368 山腹崩壊 ウツルギ沢(1) 日光市 湯西川 ウツルギ沢 林道
369 山腹崩壊 湯畑 日光市 湯西川 湯畑 林道
370 山腹崩壊 花和 日光市 湯西川 花和 3
371 山腹崩壊 沢口 日光市 湯西川 沢口 10 県道
372 山腹崩壊 山越 日光市 湯西川 山越 10 県道
373 山腹崩壊 セキネ 日光市 湯西川 セキネ 市道
374 山腹崩壊 川戸 日光市 湯西川 川戸 10 県道
375 山腹崩壊 平沢 日光市 湯西川 平沢 5
376 山腹崩壊 仲内 日光市 湯西川 フリウギサワ 2
377 山腹崩壊 セミガハラ 日光市 湯西川 セミガハラ 県道
378 山腹崩壊 橋立沢(1) 日光市 湯西川 橋立 県道
379 山腹崩壊 橋立沢(2) 日光市 湯西川 橋立 県道
380 山腹崩壊 橋立沢(3) 日光市 湯西川 橋立 県道
381 山腹崩壊 橋立沢(4) 日光市 湯西川 橋立 県道
382 山腹崩壊 橋立沢(5) 日光市 湯西川 橋立 県道
383 山腹崩壊 藤花沢(1) 日光市 湯西川 橋立 県道
384 山腹崩壊 藤花沢(2) 日光市 湯西川 橋立 県道
385 山腹崩壊 藤花沢(3) 日光市 湯西川 橋立 県道385 山腹崩壊 藤花沢(3) 日光市 湯西川 橋立 県道
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386 山腹崩壊 前沢(2) 日光市 湯西川 アモト 県道
387 山腹崩壊 前沢(1) 日光市 湯西川 アモト 林道
388 山腹崩壊 前沢(3) 日光市 湯西川 前沢 林道
389 山腹崩壊 フリウギ(2) 日光市 湯西川 フリウギ 林道
390 山腹崩壊 フリウギ(1) 日光市 湯西川 フリウギ 県道
391 山腹崩壊 一ツ石 日光市 西川 明神岳 7 県道
392 山腹崩壊 明神岳(2) 日光市 西川 明神岳 県道
393 山腹崩壊 明神岳(1) 日光市 西川 明神岳 県道
394 山腹崩壊 明神(1) 日光市 西川 明神岳 県道
395 山腹崩壊 明神(2) 日光市 西川 明神岳 県道
396 山腹崩壊 明神(3) 日光市 西川 明神岳 県道
397 山腹崩壊 穴田 日光市 西川 穴田 県道
398 山腹崩壊 春見 日光市 西川 春見 県道
399 山腹崩壊 上野 日光市 西川 葛老 県道
400 山腹崩壊 葛老(1) 日光市 西川 葛老 県道
401 山腹崩壊 葛老(2) 日光市 西川 葛老 県道
402 山腹崩壊 葛老(3) 日光市 西川 葛老 県道
403 山腹崩壊 五十里 日光市 西川 葛老 県道
404 山腹崩壊 大川築 日光市 野門 大川築 2 県道
405 山腹崩壊 アオヤギ 日光市 日陰 赤坂 20 小学校/中学校/支所/国道
406 山腹崩壊 シタノキリ 日光市 日陰 シタノキリ 25 県道
407 山腹崩壊 ムカイズミ 日光市 日陰 ムカイズミ 25 県道
408 山腹崩壊 竹ノ上 日光市 日向 竹ノ上 6 県道
409 山腹崩壊 山越(2) 日光市 湯西川 山越 県道
410 山腹崩壊 セミガハラ(2) 日光市 湯西川 セミガハラ 県道
411 山腹崩壊 セミガハラ(3) 日光市 湯西川 セミガハラ 県道
412 山腹崩壊 藤花沢 日光市 湯西川 橋立 県道
413 山腹崩壊 五十里(2) 日光市 西川 葛老 国道
414 山腹崩壊 海尻橋 日光市 西川 葛老 国道
415 山腹崩壊 葛老(4) 日光市 西川 葛老 県道
416 山腹崩壊 前沢(4) 日光市 湯西川 マエザワ 林道
417 山腹崩壊 シラス沢(1) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
418 山腹崩壊 シラス沢(2) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
419 山腹崩壊 ナカナギ(1) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道419 山腹崩壊 ナカナギ(1) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
420 山腹崩壊 ナカナギ(2) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
421 山腹崩壊 リュ－ガ沢(1) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
422 山腹崩壊 リュ－ガ沢(2) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
423 山腹崩壊 タツマキ沢 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
424 山腹崩壊 小沢 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
425 山腹崩壊 水沢(1) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
426 山腹崩壊 水沢(2) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
427 山腹崩壊 清水沢 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
428 山腹崩壊 サル沢 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
429 山腹崩壊 奈良沢(1) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
430 山腹崩壊 奈良沢(2) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
431 山腹崩壊 栄太郎沢 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
432 山腹崩壊 カミオオタル沢 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
433 山腹崩壊 オオタル沢 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
434 山腹崩壊 川俣(1) 日光市 川俣 湯元 県道
435 山腹崩壊 川俣(2) 日光市 川俣 湯元 県道
436 山腹崩壊 川俣(4) 日光市 川俣 スミヤサワ 県道
437 山腹崩壊 川俣(5) 日光市 川俣 県道
438 山腹崩壊 清水沢(2) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
439 山腹崩壊 水沢(3) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
440 山腹崩壊 川俣(3) 日光市 川俣 スミヤサワ 林道
441 山腹崩壊 西沢右岸 日光市 川俣 林道
442 山腹崩壊 ナカナギ(3) 日光市 川俣 ナカナギ 林道
443 山腹崩壊 シラス沢(3) 日光市 川俣 林道
444 山腹崩壊 タツマキ沢(2) 日光市 川俣 鬼怒沼 林道
445 山腹崩壊 小指 日光市 日向 ジャクチ 4 県道
446 山腹崩壊 萩垣面 日光市 萩垣面 萩垣面 小学校/県道
447 山腹崩壊 蛇堀 日光市 滝ヶ原 蛇堀 林道
448 山腹崩壊 三河沢 日光市 湯西川 三河 ダム/林道
小計 448箇所

1 山腹崩壊 山根 真岡市 西台町 山根 12 市道
2 山腹崩壊 道祖土 真岡市 道祖土町 ハサマ 12 市道
3 山腹崩壊 根本山 真岡市 根本町 アタゴヤマ 10 県道
4 山腹崩壊 南高岡 真岡市 南高岡町 竹ノ内 15 県道
5 山腹崩壊 三谷（1） 真岡市 三谷 クラカケ 65 市道
6 山腹崩壊 三谷（2） 真岡市 三谷 ヨリカクサワ 10
7 山腹崩壊 水戸部 真岡市 水戸部 水戸部 1 市道7 山腹崩壊 水戸部 真岡市 水戸部 水戸部 1 市道
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小計 7箇所

1 山腹崩壊 紫塚 大田原市 紫塚 沼袋 20 浄水場/県道
2 山腹崩壊 光真寺裏 大田原市 若草 北町 10 幼稚園/県道
3 山腹崩壊 大田原神社下 大田原市 若草 北町 10
4 山腹崩壊 城山 大田原市 城山 気象通報所
5 山腹崩壊 赤瀬（1） 大田原市 赤瀬 道下 8 市道
6 山腹崩壊 赤瀬（2） 大田原市 赤瀬 山下 6 市道
7 山腹崩壊 宇田川 大田原市 赤瀬 下赤瀬 県道
8 山腹崩壊 大沢 大田原市 佐久山 湯前後ろ 5
9 山腹崩壊 実相院 大田原市 佐久山 大林 30 市道
10 山腹崩壊 佐久山 大田原市 佐久山 大林 60 郵便局/農協
11 山腹崩壊 新廟所（1） 大田原市 佐久山 新廟所 市道
12 山腹崩壊 新廟所（2） 大田原市 佐久山 新廟所 市道
13 山腹崩壊 大神 大田原市 大神 前山 20
14 山腹崩壊 大神下（1） 大田原市 大神 前山 10 市道
15 山腹崩壊 大神下（2） 大田原市 大神 前山 7
16 山腹崩壊 大神上 大田原市 大神 前山 10 市道
17 山腹崩壊 福原（5） 大田原市 福原 矢畑上 15 小学校
18 山腹崩壊 福原（4） 大田原市 福原 坂の上 30 郵便局・市道
19 山腹崩壊 福原（1） 大田原市 福原 前山 県道
20 山腹崩壊 福原（2） 大田原市 福原 前山 県道
21 山腹崩壊 福原（3） 大田原市 福原 前山 2 県道
22 山腹崩壊 四ッ谷 大田原市 佐久山 四ッ谷 市道
23 山腹崩壊 新町 大田原市 佐久山 新町 2
24 山腹崩壊 花塚 大田原市 佐久山 花塚 市道
25 山腹崩壊 中田原 大田原市 中田原 中田原 1
26 山腹崩壊 大沢（1） 大田原市 大沢 大沢 市道
27 山腹崩壊 藤沢 大田原市 藤沢 藤沢 3
28 山腹崩壊 羽田 大田原市 羽田 羽田 3 市道
29 山腹崩壊 山下 大田原市 北金丸 山下 1
30 山腹崩壊 今泉 大田原市 今泉 今泉 市道
31 山腹崩壊 赤瀬（3） 大田原市 赤瀬 山下 3 市道
32 山腹崩壊 四ッ谷（2） 大田原市 佐久山 新廟所 市道32 山腹崩壊 四ッ谷（2） 大田原市 佐久山 新廟所 市道
33 山腹崩壊 福原（6） 大田原市 福原 前山 3 県道
34 山腹崩壊 北大和久 大田原市 北大和久 2 国道
35 山腹崩壊 中野内 大田原市 中野内 大塚 1
36 山腹崩壊 河原（1） 大田原市 河原 納戸内 7 県道
37 山腹崩壊 河原（3） 大田原市 河原 平山 4
38 山腹崩壊 河原（4） 大田原市 両郷 岩下裏 20 市道
39 山腹崩壊 河原（5） 大田原市 河原 久保白裏 18 市道
40 山腹崩壊 河原（6） 大田原市 河原 クルミガ沢 8 市道
41 山腹崩壊 両郷（1） 大田原市 両郷 中妻 8 市道
42 山腹崩壊 両郷（2） 大田原市 両郷 高取 3 市道
43 山腹崩壊 両郷（3） 大田原市 両郷 中妻 1
44 山腹崩壊 河原（7） 大田原市 河原 荒谷 10
45 山腹崩壊 河原（9） 大田原市 河原 福岡 10
46 山腹崩壊 河原（9） 大田原市 河原 鍛冶内 4
47 山腹崩壊 河原（10） 大田原市 河原 鍛冶内 10
48 山腹崩壊 河原（11） 大田原市 河原 鍛冶内 3
49 山腹崩壊 寺宿（3） 大田原市 寺宿 小滝入 5 市道
50 山腹崩壊 上南方（1） 大田原市 南方 笹の沢 3 市道
51 山腹崩壊 上南方（2） 大田原市 南方 シドキ沢 3 市道
52 山腹崩壊 上南方（3） 大田原市 南方 栃の木沢 市道
53 山腹崩壊 上南方（4） 大田原市 南方 轟沢 3 市道
54 山腹崩壊 上南方（5） 大田原市 南方 カバヤマ沢 3 市道
55 山腹崩壊 上南方（6） 大田原市 南方 萩阜沢 市道
56 山腹崩壊 上南方（7） 大田原市 南方 栃の木沢 市道
57 山腹崩壊 大輪（1） 大田原市 大輪 南山 1
58 山腹崩壊 大輪（2） 大田原市 大輪 南山 1
59 山腹崩壊 大輪（3） 大田原市 大輪 金山 6
60 山腹崩壊 大輪（4） 大田原市 大輪 佐久山ダテ 6
61 山腹崩壊 川田（1） 大田原市 大輪 県道
62 山腹崩壊 川田（2） 大田原市 川田 山下 県道
63 山腹崩壊 川田（3） 大田原市 川田 ゴトマキ 1
64 山腹崩壊 青木（1） 大田原市 中の内 青木 12
65 山腹崩壊 青木（2） 大田原市 中の内 青木 10
66 山腹崩壊 青木（3） 大田原市 中の内 中山 中学校
67 山腹崩壊 寺宿（1） 大田原市 寺宿 東川 1
68 山腹崩壊 稗畑（2） 大田原市 木差美 石橋 6
69 山腹崩壊 稗畑（5） 大田原市 木差美 石橋 6
70 山腹崩壊 稗畑（6） 大田原市 木差美 石橋 170 山腹崩壊 稗畑（6） 大田原市 木差美 石橋 1
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71 山腹崩壊 木佐美(1) 大田原市 木差美 石橋 2
72 山腹崩壊 木佐美(2) 大田原市 木差美 堀内 5
73 山腹崩壊 富士山(1) 大田原市 木差美 堀内 1
74 山腹崩壊 富士山(2) 大田原市 木差美 堀内 1
75 山腹崩壊 高取(1) 大田原市 南方 高取 5 市道
76 山腹崩壊 高取(2) 大田原市 南方 高取 7
77 山腹崩壊 高取(3) 大田原市 南方 高取 1
78 山腹崩壊 舵木(1) 大田原市 南方 上南方 5 市道
79 山腹崩壊 舵木(2) 大田原市 南方 上南方 5
80 山腹崩壊 舵木(3) 大田原市 南方 上南方 3 市道
81 山腹崩壊 舵木(4) 大田原市 南方 小山沢 5
82 山腹崩壊 石掘(1) 大田原市 大輪 南山 3
83 山腹崩壊 石掘(2) 大田原市 大輪 下山 5 県道
84 山腹崩壊 長谷田(1) 大田原市 大輪 下山 1
85 山腹崩壊 長谷田(2) 大田原市 大輪 長谷田 1
86 山腹崩壊 長谷田(3) 大田原市 大輪 南山 10
87 山腹崩壊 久野又(2) 大田原市 久野又 愛宕山 6
88 山腹崩壊 久野又(4) 大田原市 北野上 町井沢 5 県道
89 山腹崩壊 高戸屋 大田原市 北野上 高戸屋 15 県道
90 山腹崩壊 引橋 大田原市 北野上 山の田 1
91 山腹崩壊 大塩(1) 大田原市 北野上 フジオカ 20 県道
92 山腹崩壊 鹿野 大田原市 前田 下平 県道
93 山腹崩壊 前田(1) 大田原市 前田 郭内 1
94 山腹崩壊 愛吉沢(1) 大田原市 北野上 愛吉 5
95 山腹崩壊 北野上(1) 大田原市 北野上 シュウジ 7
96 山腹崩壊 尻高田(1) 大田原市 北野上 尻高田 5
97 山腹崩壊 尻高田(3) 大田原市 北野上 滝沢 3
98 山腹崩壊 尻高田(4) 大田原市 北野上 滝沢 1
99 山腹崩壊 尻高田(5) 大田原市 北野上 清水内 1 市道
100 山腹崩壊 南方(1) 大田原市 南方 平清 5 市道
101 山腹崩壊 南方(2) 大田原市 南方 平清 5
102 山腹崩壊 南方(3) 大田原市 南方 山下 1
103 山腹崩壊 南方(4) 大田原市 南方 田中 1 市道
104 山腹崩壊 浅ケ沢(1) 大田原市 南方 浅ヶ沢 1104 山腹崩壊 浅ケ沢(1) 大田原市 南方 浅ヶ沢 1
105 山腹崩壊 浅ケ沢(2) 大田原市 南方 浅ヶ沢 1
106 山腹崩壊 浅ケ沢(3) 大田原市 南方 浅ヶ沢 3
107 山腹崩壊 浅ケ沢(4) 大田原市 南方 浅ヶ沢 1
108 山腹崩壊 川上(1) 大田原市 川上 原沢 3
109 山腹崩壊 川上(2) 大田原市 川上 東山 18
110 山腹崩壊 露久保(1) 大田原市 川上 東山 1
111 山腹崩壊 露久保(2) 大田原市 雲厳寺 上露久保 1
112 山腹崩壊 露久保(3) 大田原市 雲厳寺 上露久保 5
113 山腹崩壊 露久保(4) 大田原市 雲厳寺 川中子 1
114 山腹崩壊 露久保(5) 大田原市 雲厳寺 南平 7
115 山腹崩壊 檜沢(1) 大田原市 雲厳寺 檜沢 7
116 山腹崩壊 檜沢(2) 大田原市 雲厳寺 小檜沢 1
117 山腹崩壊 田町(1) 大田原市 前田 西掛 2
118 山腹崩壊 田町(2) 大田原市 前田 愛宕山 5
119 山腹崩壊 田町(3) 大田原市 前田 丘の上 1 中学校
120 山腹崩壊 北野上(2) 大田原市 北野上 滝の沢 1
121 山腹崩壊 田沢(2) 大田原市 北野上 清水内 30 県道
122 山腹崩壊 八潮(1) 大田原市 八塩 長峰 8 県道
123 山腹崩壊 八潮(3) 大田原市 八塩 南山 5 県道
124 山腹崩壊 塩畑(1) 大田原市 北野上 塩畑 1
125 山腹崩壊 塩畑(2) 大田原市 北野上 中山 1
126 山腹崩壊 中山(1) 大田原市 北野上 中山 1 県道
127 山腹崩壊 中山(2) 大田原市 北野上 中山 2 県道
128 山腹崩壊 中山(3) 大田原市 北野上 中山 県道
129 山腹崩壊 唐松峠(1) 大田原市 須佐木 唐松 県道
130 山腹崩壊 唐松峠(2) 大田原市 須佐木 唐松 県道
131 山腹崩壊 唐松峠(3) 大田原市 須佐木 掛下 1 県道
132 山腹崩壊 露久保(6) 大田原市 雲厳寺 加良美上 5
133 山腹崩壊 露久保(7) 大田原市 雲厳寺 加良美上 6
134 山腹崩壊 露久保(8) 大田原市 雲厳寺 加良美上 5
135 山腹崩壊 露久保(9) 大田原市 雲厳寺 四斗蒔 県道
136 山腹崩壊 雲岩寺(1) 大田原市 雲厳寺 西輪 19 県道
137 山腹崩壊 雲岩寺(2) 大田原市 雲厳寺 木田木 8
138 山腹崩壊 雲岩寺(3) 大田原市 雲厳寺 深谷 1
139 山腹崩壊 雲岩寺(4) 大田原市 雲厳寺 深谷 県道
140 山腹崩壊 須佐木(1) 大田原市 雲厳寺 木田木 県道
141 山腹崩壊 須佐木(2) 大田原市 雲厳寺 木田木 県道
142 山腹崩壊 須佐木(3) 大田原市 雲厳寺 深谷 県道142 山腹崩壊 須佐木(3) 大田原市 雲厳寺 深谷 県道
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143 山腹崩壊 須佐木(4) 大田原市 雲厳寺 深谷 県道
144 山腹崩壊 須佐木(5) 大田原市 須佐木 小田船 3 中学校
145 山腹崩壊 須佐木(6) 大田原市 須佐木 笠木 2
146 山腹崩壊 須佐木(7) 大田原市 須佐木 ジュウリウチ 13 県道
147 山腹崩壊 明神峠(1) 大田原市 須佐木 明神 県道
148 山腹崩壊 明神峠(2) 大田原市 須佐木 明神 県道
149 山腹崩壊 明神峠(3) 大田原市 須佐木 明神 県道
150 山腹崩壊 明神峠(4) 大田原市 須佐木 明神 県道
151 山腹崩壊 須賀川(1) 大田原市 須賀川 如来上 20
152 山腹崩壊 須賀川(2) 大田原市 須賀川 木の間沢 8 県道
153 山腹崩壊 須賀川(3) 大田原市 須賀川 明神沢 2 県道
154 山腹崩壊 須賀川(4) 大田原市 須賀川 要害 1 県道
155 山腹崩壊 須賀川(5) 大田原市 須賀川 片添 8
156 山腹崩壊 根岸 大田原市 須賀川 要害 7
157 山腹崩壊 北滝(1) 大田原市 北滝 タテゴゼン 4
158 山腹崩壊 北滝(2) 大田原市 北滝 松山 13
159 山腹崩壊 笹目(2) 大田原市 亀久 岩下 7
160 山腹崩壊 亀久(1) 大田原市 亀久 飛石 県道
161 山腹崩壊 亀久(2) 大田原市 亀久 飛石 県道
162 山腹崩壊 亀久(3) 大田原市 亀久 上川戸 6
163 山腹崩壊 亀久(4) 大田原市 亀久 上川戸 県道
164 山腹崩壊 論手(1) 大田原市 亀久 論手 1
165 山腹崩壊 論手(2) 大田原市 亀久 論手 2
166 山腹崩壊 沼ケ沢 大田原市 亀久 論手 6
167 山腹崩壊 柏久保(1) 大田原市 須佐木 アケチハラ 8
168 山腹崩壊 柏久保(2) 大田原市 須佐木 堂ヶ崎 7 県道
169 山腹崩壊 柏久保(3) 大田原市 須佐木 霧の木沢 8
170 山腹崩壊 鶴居(1) 大田原市 須佐木 オクミ 5
171 山腹崩壊 鶴居(2) 大田原市 須佐木 ハイザカ 1
172 山腹崩壊 鶴居(3) 大田原市 須佐木 北の入 1
173 山腹崩壊 鶴居(4) 大田原市 須佐木 山崎 5
174 山腹崩壊 池口 大田原市 須佐木 池口 18
175 山腹崩壊 宿(1) 大田原市 須賀川 コズチ沢 13 県道
176 山腹崩壊 宿(2) 大田原市 須賀川 向山 3176 山腹崩壊 宿(2) 大田原市 須賀川 向山 3
177 山腹崩壊 横山 大田原市 須賀川 屋敷上 20
178 山腹崩壊 小元 大田原市 須賀川 小元沢 3
179 山腹崩壊 上宮 大田原市 須賀川 屋敷上 9
180 山腹崩壊 田島 大田原市 須賀川 屋敷上 5
181 山腹崩壊 米梨 大田原市 須賀川 米梨沢 4
182 山腹崩壊 下山田(1) 大田原市 片田 ノツキ 11
183 山腹崩壊 帯石(1) 大田原市 亀久 片倉 2
184 山腹崩壊 帯石(2) 大田原市 亀久 帯石 10 県道
185 山腹崩壊 矢倉(1) 大田原市 矢倉 北原 7
186 山腹崩壊 矢倉(2) 大田原市 矢倉 北原 20
187 山腹崩壊 矢倉(3) 大田原市 矢倉 片桐 8
188 山腹崩壊 矢倉(4) 大田原市 矢倉 片根 10
189 山腹崩壊 清水(1) 大田原市 須賀川 毒の久保 3
190 山腹崩壊 清水(3) 大田原市 須賀川 吉野目沢 3
191 山腹崩壊 石畑(1) 大田原市 須賀川 下の内 3
192 山腹崩壊 引橋(2) 大田原市 北野上 引橋 1
193 山腹崩壊 南区 大田原市 北野上 南区 5 県道
194 山腹崩壊 北区 大田原市 北野上 北区 3 市道
195 山腹崩壊 二渡 大田原市 北野上 二渡 市道
196 山腹崩壊 大輪 大田原市 大輪 北野上 運動公園
197 山腹崩壊 柏久保 大田原市 須佐木 柏久保 1
198 山腹崩壊 大久保 大田原市 亀久 大久保 2
199 山腹崩壊 鍛冶内 大田原市 河原 鍛冶内 市道
200 山腹崩壊 横山(2) 大田原市 須賀川 横山 1
201 山腹崩壊 宿 大田原市 須賀川 宿 2
202 山腹崩壊 須佐木 大田原市 須佐木 桐木沢 8 県道
203 山腹崩壊 富士山 大田原市 木佐美 富士山 1 市道
204 山腹崩壊 寒井(1) 大田原市 大野室 2
205 山腹崩壊 寒井(2) 大田原市 大野室 2
206 山腹崩壊 稗畑(7) 大田原市 木佐美 石橋 2 市道
207 山腹崩壊 阿寺 大田原市 南方 阿寺 3 県道
208 山腹崩壊 浅ケ沢(5) 大田原市 南方 浅ヶ沢 3 県道
209 山腹崩壊 塩ノ草 大田原市 北野上 井戸入 2 市道
210 山腹崩壊 亀久(5) 大田原市 亀久 上阿戸 清掃センター/県道
211 山腹崩壊 宿(3) 大田原市 須賀川 ゴズチ沢 8 県道
212 山腹崩壊 小元(2) 大田原市 須賀川 小元沢 2 市道
213 山腹崩壊 田島(2) 大田原市 須賀川 屋敷上 6 小学校／県道
214 山腹崩壊 田島(3) 大田原市 須賀川 屋敷上 8 県道214 山腹崩壊 田島(3) 大田原市 須賀川 屋敷上 8 県道
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215 山腹崩壊 笹目(3) 大田原市 亀久 1 市道
216 山腹崩壊 山王下(1) 大田原市 北野上 6 県道
217 山腹崩壊 北滝(3) 大田原市 北滝 要害山 6
218 山腹崩壊 小元(3) 大田原市 須賀川 小元沢 1 市道
219 山腹崩壊 片付田 大田原市 湯津上 市道
220 山腹崩壊 桜町 大田原市 佐久山 岡田 20 市道
221 山腹崩壊 富士見 大田原市 富士見 20 市道
222 山腹崩壊 佐久山(1) 大田原市 佐久山 10 市道
223 山腹崩壊 若草 大田原市 若草 4 市道
224 山腹崩壊 羽田 大田原市 羽田 23 市道
225 山腹崩壊 佐久山(2) 大田原市 佐久山 10 小学校/市道
226 山腹崩壊 佐久山(3) 大田原市 佐久山 市道
227 山腹崩壊 佐久山(4) 大田原市 佐久山 5 中学校/市道
228 山腹崩壊 久野又 大田原市 久野又 市道
229 山腹崩壊 八塩(4) 大田原市 八塩 5 市道
230 山腹崩壊 須佐木(8) 大田原市 須佐木 10 市道
231 山腹崩壊 須賀川(6) 大田原市 須賀川 18 市道
232 山腹崩壊 片田 大田原市 片田 9 小学校/市道
233 山腹崩壊 須佐木(9) 大田原市 須佐木 5 市道
234 山腹崩壊 堀の内 大田原市 堀の内 5 市道
235 山腹崩壊 湯津上中学裏 大田原市 湯津上 2 中学校/市道
236 山腹崩壊 木佐美(3) 大田原市 木佐美 石橋 3 市道
237 山腹崩壊 山王下(2) 大田原市 北野上 山王下 1 県道
小計 237箇所

1 山腹崩壊 七尋沢 矢板市 長井 弓張 2
2 山腹崩壊 赤滝(2) 矢板市 平野 高倉山 県道
3 山腹崩壊 赤滝(1) 矢板市 長井 猫町 5
4 山腹崩壊 小滝 矢板市 長井 猫町 2
5 山腹崩壊 田の沢 矢板市 平野 高倉山 県道
6 山腹崩壊 東山 矢板市 田ノ原 東山 6
7 山腹崩壊 寺子山 矢板市 長井 石切場 3 県道
8 山腹崩壊 宮川 矢板市 長井 トヤ 1
9 山腹崩壊 牛子山 矢板市 立足 牛子山 1 国道9 山腹崩壊 牛子山 矢板市 立足 牛子山 1 国道
10 山腹崩壊 西太田 矢板市 下太田 松の小屋 1
11 山腹崩壊 山田(2) 矢板市 山田 ホンジャ 5
12 山腹崩壊 沢 矢板市 沢 2
13 山腹崩壊 針生 矢板市 針生 山ノ根 12 県道
14 山腹崩壊 前山 矢板市 片俣 トイゴン 3 小学校/市道
15 山腹崩壊 鳴神山(2) 矢板市 幸岡 藤岡 2 市道
16 山腹崩壊 反町(3) 矢板市 川崎反町 星の宮 国道
17 山腹崩壊 反町(2) 矢板市 川崎反町 新地 国道
18 山腹崩壊 反町(1) 矢板市 川崎反町 中島 1 国道
19 山腹崩壊 田町 矢板市 川崎反町 堂の下 1 国道
20 山腹崩壊 境林 矢板市 境林 市道
21 山腹崩壊 将軍塚 矢板市 豊田 将軍塚 5 県道
22 山腹崩壊 梶ヶ沢(1) 矢板市 片岡 梶ヶ沢 6 県道
23 山腹崩壊 片岡 矢板市 片岡 高倉 55 中学校/市道
24 山腹崩壊 ガケ下 矢板市 大槻 ガケ下 5
25 山腹崩壊 大槻 矢板市 大槻 クブウラ 20 市道
26 山腹崩壊 弓張(1) 矢板市 長井 弓張 3 県道
27 山腹崩壊 弓張(2) 矢板市 長井 弓張 3 県道
28 山腹崩壊 赤滝(3) 矢板市 長井 猫町 林道
29 山腹崩壊 一本木 矢板市 下伊佐野 一本木 6 市道
30 山腹崩壊 御山 矢板市 豊田 上豊田 10 市道
31 山腹崩壊 安沢 矢板市 安沢 高倉 10 流末処理場/市道
32 山腹崩壊 一本木(2) 矢板市 下伊佐野 一本木 2
33 山腹崩壊 ニタクボ 矢板市 立足 ニタクボ 1
34 山腹崩壊 玉田口 矢板市 長井 トバシタイラ 5
35 山腹崩壊 唐竹久保 矢板市 長井 カシマサカ 市道
36 山腹崩壊 新戸坂 矢板市 長井 沼の入 市道
37 山腹崩壊 下長井 矢板市 長井 幸岡境 市道
38 山腹崩壊 上幸岡 矢板市 幸岡 国道
39 山腹崩壊 権現山 矢板市 幸岡 権現山 8
40 山腹崩壊 鳴神山(1) 矢板市 川崎反町 星の宮 小学校
41 山腹崩壊 打越 矢板市 安沢 打越 市道
42 山腹崩壊 寺山 矢板市 長井 根古町 1 林道
43 山腹崩壊 大槻(2) 矢板市 大槻 権上裏 12 市道
44 山腹崩壊 赤滝(4) 矢板市 長井 北の口 林道
45 山腹崩壊 平野 矢板市 平野 池の窪 5 市道
46 山腹崩壊 上伊佐野 矢板市 上伊佐野 ネギウチ 6 市道
47 山腹崩壊 高塩(2) 矢板市 高塩 岩下 1 市道47 山腹崩壊 高塩(2) 矢板市 高塩 岩下 1 市道
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48 山腹崩壊 梶ヶ沢(2) 矢板市 片岡 梶ヶ沢 8 県道
49 山腹崩壊 タタラド 矢板市 上伊佐野 シヨナギ 市道
50 山腹崩壊 下太田 矢板市 下太田 フタツドウシ 11 県道
51 山腹崩壊 七尋沢(2) 矢板市 長井 県道
52 山腹崩壊 倉掛 矢板市 倉掛 国道
53 山腹崩壊 山下 矢板市 下太田 1 市道
54 山腹崩壊 乙畑 矢板市 乙畑 50 県道
55 山腹崩壊 寺山(2) 矢板市 長井 根古町 林道
56 山腹崩壊 中 矢板市 中 5 国道
57 山腹崩壊 土屋(1) 矢板市 土屋 15
58 山腹崩壊 乙畑(2) 矢板市 乙畑 13
59 山腹崩壊 片岡(2) 矢板市 片岡 林道
60 山腹崩壊 片岡(3) 矢板市 片岡 林道
61 山腹崩壊 石関(1) 矢板市 石関 保育園
62 山腹崩壊 石関(2) 矢板市 石関 保育園
63 山腹崩壊 平野(2) 矢板市 平野 5
64 山腹崩壊 豊田 矢板市 豊田 6 小学校
65 山腹崩壊 土屋(2) 矢板市 土屋 1 小学校
66 山腹崩壊 幸岡 矢板市 幸岡 2 小学校/林道
67 山腹崩壊 片俣 矢板市 片俣 10 高校

小計 67箇所

1 山腹崩壊 地蔵 那須塩原市 百村 屋敷内 県道
2 山腹崩壊 大深沢 那須塩原市 百村 屋敷内 県道
3 山腹崩壊 小深沢 那須塩原市 百村 屋敷内 県道
4 山腹崩壊 塩沢(1) 那須塩原市 板室 塩沢 発電所
5 山腹崩壊 塩沢(2) 那須塩原市 板室 塩沢 30 発電所
6 山腹崩壊 塩沢(3) 那須塩原市 板室 程久保 50 県道
7 山腹崩壊 塩沢(4) 那須塩原市 板室 程久保 10 県道
8 山腹崩壊 清水平 那須塩原市 百村 屋敷内 県道
9 山腹崩壊 鴨内 那須塩原市 湯宮 カミケド 2 市道
10 山腹崩壊 木の俣(1) 那須塩原市 百村 屋敷内 県道
11 山腹崩壊 百村本田 那須塩原市 百村 屋敷内 60 市道
12 山腹崩壊 阿久戸(1) 那須塩原市 百村 街道東 10 県道12 山腹崩壊 阿久戸(1) 那須塩原市 百村 街道東 10 県道
13 山腹崩壊 阿久戸(2) 那須塩原市 板室 街道東 3 発電所/県道
14 山腹崩壊 油井(1) 那須塩原市 油井 上の平 13 県道
15 山腹崩壊 油井(2) 那須塩原市 百村 石滝 県道
16 山腹崩壊 細竹 那須塩原市 西岩崎 小幡 3 県道
17 山腹崩壊 赤沼(1) 那須塩原市 寺子 飛向 5 市道
18 山腹崩壊 赤沼(2) 那須塩原市 寺子 飛向 2 市道
19 山腹崩壊 赤沼(3) 那須塩原市 寺子 長見 10 市道
20 山腹崩壊 鳥の目 那須塩原市 鳥の目 道東 5 市道
21 山腹崩壊 鍋掛 那須塩原市 鍋掛 鍋掛東 10 市道
22 山腹崩壊 杉渡土 那須塩原市 堀越 市道
23 山腹崩壊 大巻川 那須塩原市 百村 屋敷内 8 水道施設/林道
24 山腹崩壊 石田坂 那須塩原市 寺子 石田坂 2 県道
25 山腹崩壊 地蔵(2) 那須塩原市 百村 屋敷内 県道
26 山腹崩壊 板室本村 那須塩原市 板室 東屋敷裏 5
27 山腹崩壊 西岩崎 那須塩原市 西岩崎 ゴンノシタ 県道
28 山腹崩壊 赤沼 那須塩原市 寺子 日向 2 県道
29 山腹崩壊 程久保 那須塩原市 板室 市道
30 山腹崩壊 乙女の滝(1) 那須塩原市 板室 県道
31 山腹崩壊 乙女の滝(2) 那須塩原市 板室 県道
32 山腹崩壊 沖戸の目 那須塩原市 百村 大石ヶ下 林道
33 山腹崩壊 ウトウ沢(1) 那須塩原市 上塩原 ウトウ沢 市道
34 山腹崩壊 ウトウ沢(2) 那須塩原市 上塩原 ウトウ沢 市道
35 山腹崩壊 小滝(1) 那須塩原市 上塩原 小滝川原 10 県道
36 山腹崩壊 二階山 那須塩原市 上塩原 二階山 2 県道
37 山腹崩壊 中山 那須塩原市 上塩原 中山 10 県道
38 山腹崩壊 塚原 那須塩原市 上塩原 上の道裏 10 市道
39 山腹崩壊 引久保(1) 那須塩原市 上塩原 引久保 5 市道
40 山腹崩壊 引久保(2) 那須塩原市 上塩原 下林 2 市道
41 山腹崩壊 伊崎(1) 那須塩原市 上塩原 平野台 5 市道
42 山腹崩壊 赤川 那須塩原市 上塩原 畑向 5
43 山腹崩壊 要害 那須塩原市 上塩原 要害 5
44 山腹崩壊 戦場(1) 那須塩原市 中塩原 戦場 10 市道
45 山腹崩壊 戦場(2) 那須塩原市 中塩原 戦場 15 市道
46 山腹崩壊 元湯 那須塩原市 湯本塩原 湯本 10 林道
47 山腹崩壊 地徳原 那須塩原市 上塩原 地徳原 1
48 山腹崩壊 小田ケ市 那須塩原市 中塩原 小田ヶ市 10 市道
49 山腹崩壊 八幡上 那須塩原市 下塩原 今井 50 県道
50 山腹崩壊 幕岩 那須塩原市 中塩原 幕岩 30 県道50 山腹崩壊 幕岩 那須塩原市 中塩原 幕岩 30 県道
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51 山腹崩壊 門前 那須塩原市 下塩原 門前 40 小学校/支所/県道
52 山腹崩壊 塩竃(1) 那須塩原市 下塩原 塩釜 50 病院/郵便局/県道
53 山腹崩壊 塩竃(2) 那須塩原市 下塩原 塩釜 50 病院/郵便局/県道
54 山腹崩壊 七ツ岩 那須塩原市 下塩原 塩釜 10 県道
55 山腹崩壊 新湯 那須塩原市 湯本塩原 上塩原 30 県道
56 山腹崩壊 須巻(1) 那須塩原市 下塩原 畑折 5 市道
57 山腹崩壊 須巻(2) 那須塩原市 下塩原 畑折 10 市道
58 山腹崩壊 富士山下 那須塩原市 下塩原 ミョウガ 5 市道
59 山腹崩壊 塩竃(3) 那須塩原市 下塩原 塩釜 12 県道
60 山腹崩壊 福渡(2) 那須塩原市 下塩原 福渡 25 県道
61 山腹崩壊 福渡(3) 那須塩原市 下塩原 福渡 20 病院/県道
62 山腹崩壊 福渡(4) 那須塩原市 下塩原 福渡 10 県道
63 山腹崩壊 タノ原 那須塩原市 下塩原 福渡 15 県道
64 山腹崩壊 甘湯沢(1) 那須塩原市 下塩原 塩ノ湯 5 市道
65 山腹崩壊 甘湯沢(2) 那須塩原市 下塩原 ミョウガ 5 市道
66 山腹崩壊 塩ノ湯(1) 那須塩原市 下塩原 塩ノ湯 20 県道
67 山腹崩壊 塩ノ湯(2) 那須塩原市 下塩原 塩ノ湯 10 県道
68 山腹崩壊 蟇沼 那須塩原市 蟇沼 蛇尾川 35 市道
69 山腹崩壊 和田山(1) 那須塩原市 金沢 和田山 5 県道
70 山腹崩壊 和田山(2) 那須塩原市 金沢 和田山 3 県道
71 山腹崩壊 野沢 那須塩原市 金沢 野中 5 市道
72 山腹崩壊 町井(1) 那須塩原市 金沢 町井 5 県道
73 山腹崩壊 町井(2) 那須塩原市 金沢 町井 10 県道
74 山腹崩壊 相の沢 那須塩原市 宇津野 前山 県道
75 山腹崩壊 柿の木沢 那須塩原市 関谷 柿の島 市道
76 山腹崩壊 谷地畑(2) 那須塩原市 下塩原 今井 県道
77 山腹崩壊 狭間 那須塩原市 下塩原 狭間 10 国道
78 山腹崩壊 蟇沼(2) 那須塩原市 蟇沼 立石 市道
79 山腹崩壊 八研坂 那須塩原市 下田野 街道西 1
80 山腹崩壊 柿の木沢(2) 那須塩原市 下塩原 塩釜 10
81 山腹崩壊 和田山(3) 那須塩原市 金沢 黒岩 1 市道
82 山腹崩壊 カッパ中 那須塩原市 上塩原 市道
83 山腹崩壊 塚原(2) 那須塩原市 上塩原 上の道裏 15 市道
84 山腹崩壊 小滝(2) 那須塩原市 上塩原 5 国道84 山腹崩壊 小滝(2) 那須塩原市 上塩原 5 国道
85 山腹崩壊 小滝(3) 那須塩原市 上塩原 5 国道
86 山腹崩壊 八幡下(2) 那須塩原市 上塩原 50 支所/国道
87 山腹崩壊 石滝 那須塩原市 百村 石滝 5 県道
88 山腹崩壊 鴨内(1) 那須塩原市 鴨内 5 県道
89 山腹崩壊 寺子 那須塩原市 寺子 小学校/県道
90 山腹崩壊 門前(1) 那須塩原市 塩原 門前 10 県道
91 山腹崩壊 唐滝沢 那須塩原市 宇津野 県道
92 山腹崩壊 塩原温泉病院裏 那須塩原市 塩原 10 国道
93 山腹崩壊 上塩原 那須塩原市 上塩原 10 県道
94 山腹崩壊 上塩原(1) 那須塩原市 上塩原 10 小学校/県道
95 山腹崩壊 中塩原 那須塩原市 中塩原 10 中学校/県道
96 山腹崩壊 湯本塩原 那須塩原市 湯本塩原 10 県道
97 山腹崩壊 下塩原 那須塩原市 下塩原 県道
98 山腹崩壊 金沢 那須塩原市 金沢 5 小学校/県道
99 山腹崩壊 鳥ケ森公園 那須塩原市 三区町 10 県道
100 山腹崩壊 伊崎(2) 那須塩原市 上塩原 伊崎 2 市道
101 山腹崩壊 花取沢 那須塩原市 百村 大石ヶ下 林道
102 山腹崩壊 木の俣(2) 那須塩原市 百村 屋敷内 林道
小計 102箇所

1 山腹崩壊 松島(3) さくら市 箱の森新田 東中峰 5
2 山腹崩壊 三谷 さくら市 山谷 市道
3 山腹崩壊 根本(3) さくら市 挟間田 根本 22 市道
4 山腹崩壊 根本(2) さくら市 挟間田 はっとや 10 市道
5 山腹崩壊 八方口(2) さくら市 挟間田 八方口 3 市道
6 山腹崩壊 滝尻 さくら市 松島 笹山道南 市道
7 山腹崩壊 上阿久津 さくら市 上阿久津 下の台 15 市道
8 山腹崩壊 東鷲宿(1) さくら市 鷲宿 矢口裏 35 県道
9 山腹崩壊 金枝(2) さくら市 金枝 赤坂 45 県道
10 山腹崩壊 鹿の子畑上坪 さくら市 金枝 打越 30 小学校/県道
11 山腹崩壊 矢口(1) さくら市 早乙女 前山 3 県道
12 山腹崩壊 矢口(2) さくら市 早乙女 矢口 12 県道
13 山腹崩壊 小入(1) さくら市 小入 百貫塚 3 市道
14 山腹崩壊 小入(2) さくら市 小入 百貫塚 12 市道
15 山腹崩壊 小入(3) さくら市 小入 裏山 30 市道
16 山腹崩壊 野辺山(1) さくら市 喜連川 明神山 5 市道
17 山腹崩壊 城山 さくら市 喜連川 青木平 20 支所/国道
18 山腹崩壊 薬師山 さくら市 喜連川 旧八幡 5 高校/市道18 山腹崩壊 薬師山 さくら市 喜連川 旧八幡 5 高校/市道
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19 山腹崩壊 薬師(1) さくら市 喜連川 薬師山 10 高校/市道
20 山腹崩壊 薬師(2) さくら市 喜連川 薬師山 15 国道
21 山腹崩壊 羽黒(1) さくら市 早乙女 富士山 1 市道
22 山腹崩壊 羽黒(2) さくら市 早乙女 上り山 10 市道
23 山腹崩壊 羽黒(3) さくら市 早乙女 愛宕窪 10 市道
24 山腹崩壊 出矢倉 さくら市 早乙女 出矢倉 3 県道
25 山腹崩壊 早乙女上坪(1) さくら市 早乙女 出矢倉 3 県道
26 山腹崩壊 早乙女上坪(2) さくら市 早乙女 鳩胸下 7 県道
27 山腹崩壊 早乙女上坪(3) さくら市 早乙女 前坂上 2
28 山腹崩壊 早乙女中坪(1) さくら市 早乙女 初高坂上 5 県道
29 山腹崩壊 早乙女中坪(2) さくら市 早乙女 初高坂上 5 県道
30 山腹崩壊 葛城中坪 さくら市 葛城 山根欠 12 市道
31 山腹崩壊 山根欠 さくら市 葛城 山根欠 1 市道
32 山腹崩壊 星の宮(1) さくら市 葛城 内山 7 市道
33 山腹崩壊 星の宮(2) さくら市 葛城 内山 5 市道
34 山腹崩壊 内山 さくら市 葛城 内山 1 市道
35 山腹崩壊 西河原 さくら市 小入 2 県道
36 山腹崩壊 向山 さくら市 鹿子畑 カケシタ 3
37 山腹崩壊 浅伊奈沢 さくら市 葛城 ホソクボ 6
38 山腹崩壊 早乙女上坪(4) さくら市 早乙女 アシダ 市道
39 山腹崩壊 下河戸 さくら市 下河戸 石欠 5
40 山腹崩壊 下河戸(2) さくら市 下河戸 10
41 山腹崩壊 鍛冶ヶ沢 さくら市 鍛冶ヶ沢 県道
42 山腹崩壊 喜連川(1) さくら市 喜連川 5 市道
43 山腹崩壊 下河戸(3) さくら市 下河戸 5
44 山腹崩壊 上河戸 さくら市 上河戸 3 小学校/県道
45 山腹崩壊 下河戸(4) さくら市 下河戸 10
46 山腹崩壊 喜連川 さくら市 喜連川 10 市道
47 山腹崩壊 笹山道南 さくら市 松島 笹山道南 3 市道

小計 47箇所

1 山腹崩壊 大久保 那須烏山市 神長 八龍神 県道
2 山腹崩壊 天神 那須烏山市 神長 天神 20 市道
3 山腹崩壊 愛宕(2) 那須烏山市 南 西裏 10 庁舎/県道3 山腹崩壊 愛宕(2) 那須烏山市 南 西裏 10 庁舎/県道
4 山腹崩壊 愛宕(1) 那須烏山市 南 西裏 11 高校/市道
5 山腹崩壊 泉渓寺裏 那須烏山市 南 西裏 20 高校/市道
6 山腹崩壊 堀抜(1) 那須烏山市 旭 30 市道
7 山腹崩壊 堀抜(2) 那須烏山市 旭 20
8 山腹崩壊 堀抜(3) 那須烏山市 旭 10 県道
9 山腹崩壊 堀抜(4) 那須烏山市 初音 20 県道
10 山腹崩壊 天性寺裏(2) 那須烏山市 南 西裏 16 小学校/中学校/県道
11 山腹崩壊 天性寺裏(1) 那須烏山市 南 高峰 15 小学校/中学校/県道
12 山腹崩壊 南 那須烏山市 南 高峰 中学校
13 山腹崩壊 滝(1) 那須烏山市 滝 六月坂 10 鉄道/県道
14 山腹崩壊 滝(2) 那須烏山市 野上 滝原 10 鉄道/県道
15 山腹崩壊 高峰 那須烏山市 南 高峰 20 市道
16 山腹崩壊 矢ノ目 那須烏山市 向田 矢ノ目 10 市道
17 山腹崩壊 北原 那須烏山市 落合 北原 20 市道
18 山腹崩壊 熊谷 那須烏山市 向田 熊谷 10 市道
19 山腹崩壊 谷向 那須烏山市 向田 塙前 17 市道
20 山腹崩壊 塙前(2) 那須烏山市 向田 塙前 5 市道
21 山腹崩壊 塙前(1) 那須烏山市 向田 塙前 5 市道
22 山腹崩壊 田島久保 那須烏山市 中山 田島久保 10 市道
23 山腹崩壊 星の宮(1) 那須烏山市 中山 星の宮 6 市道
24 山腹崩壊 星の宮(2) 那須烏山市 中山 星の宮 5 市道
25 山腹崩壊 上谷浅見(1) 那須烏山市 谷浅見 下原 15
26 山腹崩壊 富士山 那須烏山市 中山 富士山 5 中学校/病院
27 山腹崩壊 五郎山(1) 那須烏山市 滝田 五郎山 10 病院/国道
28 山腹崩壊 五郎山(2) 那須烏山市 滝田 五郎山 20 国道
29 山腹崩壊 兎沢 那須烏山市 滝田 兎沢 10 市道
30 山腹崩壊 上興野 那須烏山市 興野 畑中 14 県道
31 山腹崩壊 比丘尾山 那須烏山市 神長 峰岸 22 県道
32 山腹崩壊 庚申山 那須烏山市 中央 庚申山 10 県道
33 山腹崩壊 釜ケ入 那須烏山市 中央 築紫山 13 県道
34 山腹崩壊 筑紫山 那須烏山市 中央 築紫山 30 国道
35 山腹崩壊 城山 那須烏山市 城山 城山 30 国道
36 山腹崩壊 街道東 那須烏山市 興野 水無沢 10
37 山腹崩壊 宮沢(1) 那須烏山市 大沢 井戸沢 10 県道
38 山腹崩壊 宮沢(2) 那須烏山市 大沢 宮沢 県道
39 山腹崩壊 奈良原向 那須烏山市 大沢 奈良原向 6 県道
40 山腹崩壊 四貫渕 那須烏山市 大沢 四貫渕 5 県道
41 山腹崩壊 リュウガイ下 那須烏山市 大沢 リョウガイ 7 県道41 山腹崩壊 リュウガイ下 那須烏山市 大沢 リョウガイ 7 県道
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42 山腹崩壊 屋敷後 那須烏山市 大沢 屋敷後 10 県道
43 山腹崩壊 平軍里 那須烏山市 大沢 平軍里 6 県道
44 山腹崩壊 落石 那須烏山市 上境 平軍里 県道
45 山腹崩壊 西和久 那須烏山市 上境 カジウチ 20 県道
46 山腹崩壊 八ケ沢 那須烏山市 上境 八ヶ沢 県道
47 山腹崩壊 タン所 那須烏山市 上境 タン所 10 県道
48 山腹崩壊 上平 那須烏山市 上境 北久保 11
49 山腹崩壊 井戸沢 那須烏山市 大沢 5 県道
50 山腹崩壊 木須沢 那須烏山市 大沢 木須沢 2 県道
51 山腹崩壊 人有田 那須烏山市 大木須 ショウノ入 5 市道
52 山腹崩壊 道祖神(1) 那須烏山市 大木須 ナベタ 10 市道
53 山腹崩壊 道祖神(2) 那須烏山市 大木須 道祖神 市道
54 山腹崩壊 飛貫 那須烏山市 大木須 飛貫 2 市道
55 山腹崩壊 水穴 那須烏山市 大木須 7 市道
56 山腹崩壊 横枕 那須烏山市 横枕 14 県道
57 山腹崩壊 森ノ入 那須烏山市 横枕 森ノ入 県道
58 山腹崩壊 境中学校裏 那須烏山市 上境 山際 15 中学校
59 山腹崩壊 卯の木 那須烏山市 下境 25 県道
60 山腹崩壊 境小学校裏 那須烏山市 下境 ヌジヤマ 15 小学校/県道
61 山腹崩壊 外城 那須烏山市 下境 外城 15
62 山腹崩壊 長坂 那須烏山市 下境 長坂 20 県道
63 山腹崩壊 加態(1) 那須烏山市 小木須 加熊 市道
64 山腹崩壊 加態(2) 那須烏山市 小木須 加熊 20 県道
65 山腹崩壊 湯殿山 那須烏山市 小木須 加熊 12 県道
66 山腹崩壊 大海(1) 那須烏山市 小木須 カトガサワ 市道
67 山腹崩壊 大海(2) 那須烏山市 小木須 大海 12 市道
68 山腹崩壊 寺の下 那須烏山市 小木須 寺の下 10 県道
69 山腹崩壊 滝見谷(1) 那須烏山市 大木須 滝見谷 30 県道
70 山腹崩壊 滝見谷(2) 那須烏山市 大木須 中島向 8 市道
71 山腹崩壊 鞍骨 那須烏山市 下境 鞍骨 市道
72 山腹崩壊 駒妙 那須烏山市 小原沢 入ノ上 8 県道
73 山腹崩壊 川堀 那須烏山市 小原沢 中ノ上 12 県道
74 山腹崩壊 神長 那須烏山市 神長 クボダイラ 8 県道
75 山腹崩壊 神長(4) 那須烏山市 神長 オオクボ 5 県道75 山腹崩壊 神長(4) 那須烏山市 神長 オオクボ 5 県道
76 山腹崩壊 屋敷 那須烏山市 城山 城山 5 市道
77 山腹崩壊 中ノ沢(1) 那須烏山市 中山 中ノ沢 4 市道
78 山腹崩壊 中ノ沢(2) 那須烏山市 中山 ヨシゾエ 3 市道
79 山腹崩壊 菅ノ沢 那須烏山市 中山 菅ノ沢 8 市道
80 山腹崩壊 落合 那須烏山市 落合 オオタワマエ 9 市道
81 山腹崩壊 向田 那須烏山市 向田 ナカマルマエ 8
82 山腹崩壊 野上(2) 那須烏山市 南 タカミネ 3 市道
83 山腹崩壊 向田(2) 那須烏山市 町 コイジ 6 市道
84 山腹崩壊 野上(1) 那須烏山市 野上 タキハラ 5 鉄道/市道
85 山腹崩壊 野上(3) 那須烏山市 野上 アブヅカ 7 市道
86 山腹崩壊 愛岩台 那須烏山市 愛宕台 ドウロクシン 3 県道
87 山腹崩壊 小木須 那須烏山市 小木須 オマエダ 5 県道
88 山腹崩壊 日渡 那須烏山市 小木須 日渡 3 市道
89 山腹崩壊 小木須(2) 那須烏山市 小木須 アサヒムカイ 3 県道
90 山腹崩壊 小原沢 那須烏山市 小木須 仁進沢 市道
91 山腹崩壊 三越橋 那須烏山市 横枕 ナカゾマ 9 県道
92 山腹崩壊 水口 那須烏山市 小木須 水口 3 県道
93 山腹崩壊 上谷浅見(2) 那須烏山市 谷浅見 下原 5
94 山腹崩壊 筑紫山(2) 那須烏山市 中央 築紫山 6 市道
95 山腹崩壊 ウシロ沢 那須烏山市 滝田 ウシロ沢 8
96 山腹崩壊 虻塚(1) 那須烏山市 野上 虻塚 20
97 山腹崩壊 虻塚(2) 那須烏山市 野上 虻塚 7 市道
98 山腹崩壊 清水 那須烏山市 興野 清水 15
99 山腹崩壊 北向 那須烏山市 大沢 萩ノ草 6 市道
100 山腹崩壊 七合 那須烏山市 興野 表山 6 県道
101 山腹崩壊 一の沢(1) 那須烏山市 上境 宮内 12 病院/県道
102 山腹崩壊 一の沢(2) 那須烏山市 上境 一の沢 10 県道
103 山腹崩壊 卯の木(2) 那須烏山市 下境 5
104 山腹崩壊 解石 那須烏山市 下境 ヤクシタケ 10 市道
105 山腹崩壊 和久入 那須烏山市 小木須 和久 7 市道
106 山腹崩壊 新屋敷入 那須烏山市 大木須 新屋敷入 10 県道
107 山腹崩壊 浅又 那須烏山市 小木須 河又 13 県道
108 山腹崩壊 横枕(2) 那須烏山市 横枕 1
109 山腹崩壊 三挺崎 那須烏山市 横枕 五斗蒔 3 市道
110 山腹崩壊 興野下 那須烏山市 興野 平軍里 3 県道
111 山腹崩壊 高野裏 那須烏山市 下川井 新屋敷 30 県道
112 山腹崩壊 柏崎 那須烏山市 志鳥 竹の内 7 市道
113 山腹崩壊 堀の内 那須烏山市 三箇 堀の内 20 市道113 山腹崩壊 堀の内 那須烏山市 三箇 堀の内 20 市道
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114 山腹崩壊 守山(1) 那須烏山市 三箇 守山 市道
115 山腹崩壊 守山(2) 那須烏山市 三箇 守山 市道
116 山腹崩壊 上塙（鹿島神社） 那須烏山市 藤田 東裏 30 郵便局/県道
117 山腹崩壊 坂下 那須烏山市 熊田 坂下 15 市道
118 山腹崩壊 向山 那須烏山市 大和久 12
119 山腹崩壊 清水畑(1) 那須烏山市 小白井 清水畑 20 市道
120 山腹崩壊 清水畑(2) 那須烏山市 小白井 清水畑 6
121 山腹崩壊 小白井 那須烏山市 小白井 トヤ 7 市道
122 山腹崩壊 下山(1) 那須烏山市 小白井 下山 市道
123 山腹崩壊 下山(2) 那須烏山市 小白井 下山 市道
124 山腹崩壊 入江野(1) 那須烏山市 小白井 下山 市道
125 山腹崩壊 入江野(2) 那須烏山市 小白井 下山 市道
126 山腹崩壊 種小屋 那須烏山市 三箇 種小屋 15
127 山腹崩壊 川西山(1) 那須烏山市 藤田 川西山 県道
128 山腹崩壊 川西山(2) 那須烏山市 藤田 川西山 市道
129 山腹崩壊 川西山(3) 那須烏山市 藤田 川西山 市道
130 山腹崩壊 後欠 那須烏山市 小倉 関下 市道
131 山腹崩壊 前欠 那須烏山市 小倉 前欠 2 市道
132 山腹崩壊 屋敷続 那須烏山市 小倉 屋敷続 20 市道
133 山腹崩壊 駒合地 那須烏山市 大金 駒合地 10 小学校/鉄道
134 山腹崩壊 大俵(1) 那須烏山市 高瀬 大俵 7 鉄道
135 山腹崩壊 大俵(2) 那須烏山市 大金 15 県道
136 山腹崩壊 青木ケ原(1) 那須烏山市 大里 青木ヶ原 15 県道
137 山腹崩壊 青木ケ原(2) 那須烏山市 大里 青木ヶ原 5
138 山腹崩壊 サヤド 那須烏山市 大里 サヤド 6 市道
139 山腹崩壊 小塙 那須烏山市 小塙 鉄道
140 山腹崩壊 根小屋 那須烏山市 森田 根小屋 2
141 山腹崩壊 愛宕山 那須烏山市 森田 愛宕山 10 市道
142 山腹崩壊 矢の目 那須烏山市 森田 矢の目 10 市道
143 山腹崩壊 芳朝寺 那須烏山市 森田 芳朝寺 1
144 山腹崩壊 曲田 那須烏山市 曲田 関下 市道
145 山腹崩壊 ドウヤマ 那須烏山市 下川井 ドウヤマ 4 市道
146 山腹崩壊 コウヤウラ 那須烏山市 下川井 コウヤウラ 27 県道
147 山腹崩壊 高林寺 那須烏山市 志鳥 アケウエ 6 市道147 山腹崩壊 高林寺 那須烏山市 志鳥 アケウエ 6 市道
148 山腹崩壊 ハヌキザワ 那須烏山市 志鳥 ハヌキザワ 22
149 山腹崩壊 コウヤウラ(2) 那須烏山市 下川井 コウヤウラ 12 県道
150 山腹崩壊 タケノウチクボ 那須烏山市 志鳥 タケノウチクボ 16 市道
151 山腹崩壊 西長田 那須烏山市 藤田 西長田 小学校
152 山腹崩壊 西光寺 那須烏山市 熊田 ミヤシタ 4 市道
153 山腹崩壊 イリヤマ 那須烏山市 熊田 イリヤマ 12 市道
154 山腹崩壊 キョウヅカ 那須烏山市 月次 キョウヅカ 3 県道
155 山腹崩壊 ウマサカ 那須烏山市 熊田 ウマサカ 10 市道
156 山腹崩壊 ダイモン 那須烏山市 月次 ダイモン 4 市道
157 山腹崩壊 高瀬 那須烏山市 高瀬 テンジンヤマ 8 県道
158 山腹崩壊 下山 那須烏山市 小白井 下山 市道
159 山腹崩壊 ヤシキツヅキ 那須烏山市 小白井 ヤシキツヅキ 34 市道
160 山腹崩壊 ヤシキツヅキ(2) 那須烏山市 小倉 ヤシキツヅキ 6 市道
161 山腹崩壊 オナベ 那須烏山市 大里 オナベ 7 鉄道
162 山腹崩壊 フカサクカミ 那須烏山市 大里 フカザクカミ 5 鉄道/市道
163 山腹崩壊 万行 那須烏山市 大里 万行 12 市道
164 山腹崩壊 クヌギド 那須烏山市 曲田 クヌギド 21 市道
165 山腹崩壊 チュウコウ 那須烏山市 大里 チュウコウ 市道
166 山腹崩壊 チュウグウ 那須烏山市 森田 チュウグウ 市道
167 山腹崩壊 中井上 那須烏山市 熊田 大久保 8 県道
168 山腹崩壊 鳴井山 那須烏山市 月次 中丸 7 市道
169 山腹崩壊 堤崎 那須烏山市 下川井 高野裏 12 県道
170 山腹崩壊 安楽寺 那須烏山市 田野倉 カモゲ 12 県道
171 山腹崩壊 六本木 那須烏山市 曲田 六本木 1 県道
172 山腹崩壊 山中 那須烏山市 田野倉 山中後 6 県道
173 山腹崩壊 川原 那須烏山市 大里 川原 2 鉄道/県道
174 山腹崩壊 下町 那須烏山市 月次 10 県道
175 山腹崩壊 神長(5) 那須烏山市 神長 神長 5 県道
176 山腹崩壊 大平山 那須烏山市 向田 大平山 林道
177 山腹崩壊 鍋田 那須烏山市 大木須 鍋田 1 市道
178 山腹崩壊 松場ヶ沢 那須烏山市 大沢 松場ヶ沢 県道
小計 178箇所

1 山腹崩壊 男丸入 西方町 真名子 ナベソコ 5
2 山腹崩壊 ウシロ沢 西方町 真名子 真上 8 町道
3 山腹崩壊 深沢 西方町 真名子 深沢 5 県道
4 山腹崩壊 真上入 西方町 真名子 クズチ 町道
5 山腹崩壊 栃谷 西方町 真名子 トチヤ 35 山腹崩壊 栃谷 西方町 真名子 トチヤ 3
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6 山腹崩壊 岩下裏 西方町 真名子 ウサギザワ 3
7 山腹崩壊 岩下 西方町 真名子 岩下 2 町道
8 山腹崩壊 岡 西方町 真名子 柏戸 7 町道
9 山腹崩壊 黒沢(2) 西方町 真名子 黒沢 6
10 山腹崩壊 黒沢(1) 西方町 真名子 フルデラ 3
11 山腹崩壊 男丸 西方町 真名子 ナカウチ 7
12 山腹崩壊 山の神 西方町 真名子 ホウノイリ 2 町道
13 山腹崩壊 水沢 西方町 真名子 コバシ 1 県道
14 山腹崩壊 根子屋 西方町 真名子 ネゴヤ 6
15 山腹崩壊 宿裏 西方町 元 ネコヤ 6 国道
16 山腹崩壊 反町(2) 西方町 真名子 沢 7
17 山腹崩壊 反町(1) 西方町 真名子 ジゼンダイ 7
18 山腹崩壊 実相寺前 西方町 元 ウラヤマ 5

小計 18箇所

1 山腹崩壊 芦沼 益子町 芦沼 イシバタケ 3
2 山腹崩壊 小宅(1) 益子町 小宅 タカムロ 10
3 山腹崩壊 小宅(2) 益子町 小宅 小竹 5
4 山腹崩壊 大沢(1) 益子町 大沢 石オロシ 8
5 山腹崩壊 大沢(2) 益子町 大沢 新福寺 5 市道
6 山腹崩壊 益子 益子町 益子 ナルカミ 12 市道
7 山腹崩壊 上大羽 益子町 上大羽 タイガイリ 35 市道
8 山腹崩壊 山根 益子町 前沢 モクリュウ 10 市道
9 山腹崩壊 栗生(3) 益子町 上大羽 ナシノキ平 10 市道
10 山腹崩壊 栗生(2) 益子町 上大羽 モモノキザワ 7 林道
11 山腹崩壊 梅ガ内 益子町 梅ガ内 田中 12 市道
12 山腹崩壊 大津沢 益子町 益子 大津沢 2
13 山腹崩壊 北郷谷 益子町 益子 北郷谷 1 市道
14 山腹崩壊 金位 益子町 下大羽 金位 1 市道
15 山腹崩壊 藤沢 益子町 下大羽 藤沢 1
16 山腹崩壊 根廻 益子町 芦沼 根廻 1 市道
17 山腹崩壊 寺ノ入 益子町 大沢 寺ノ入 5 市道
18 山腹崩壊 城内 益子町 益子 城内 2 市道
19 山腹崩壊 立法花 益子町 益子 立法花 市道19 山腹崩壊 立法花 益子町 益子 立法花 市道
20 山腹崩壊 谷津田 益子町 芦沼 谷津田 1 国道
21 山腹崩壊 道祖土(1) 益子町 益子 道祖土 8 県道
22 山腹崩壊 道祖土(2) 益子町 益子 道祖土 県道
23 山腹崩壊 芦沼 益子町 芦沼 芦沼 5 国道
24 山腹崩壊 クラタ 益子町 芦沼 クラタ 11
25 山腹崩壊 ケイソクザン 益子町 大平 ケイソクザン 1 市道
26 山腹崩壊 モクリュウ 益子町 前沢 モクリュウ 11
27 山腹崩壊 大沢 益子町 大沢 仲ノ内 10

小計 27箇所

1 山腹崩壊 河又 茂木町 河又 ネコダ 12 県道
2 山腹崩壊 入郷 茂木町 入郷 コワイシ 7 町道
3 山腹崩壊 戸越（1） 茂木町 山内 戸越 10 県道
4 山腹崩壊 戸越（2） 茂木町 山内 戸越 10 県道
5 山腹崩壊 甲 茂木町 山内 トヤウエ 15 県道
6 山腹崩壊 内の窪 茂木町 山内 差又久保 6
7 山腹崩壊 山内 茂木町 山内 タチフネ 20 小学校/県道
8 山腹崩壊 門庭 茂木町 山内 山田 35 県道
9 山腹崩壊 黒田 茂木町 黒田 ナガシバ 5 町道
10 山腹崩壊 山根 茂木町 町田 ネリガクボ 3 県道
11 山腹崩壊 生井(2) 茂木町 生井 マエナカサワ 8 町道
12 山腹崩壊 生井(1) 茂木町 生井 中丸 12 町道
13 山腹崩壊 仲沢 茂木町 町田 仲沢 10 県道
14 山腹崩壊 栗生 茂木町 町田 栗生 4
15 山腹崩壊 赤坂 茂木町 竹原 赤坂 10
16 山腹崩壊 竹原 茂木町 町田 立石 11 町道
17 山腹崩壊 立石 茂木町 町田 立石 6 町道
18 山腹崩壊 尾軽 茂木町 町田 尾軽 10 町道
19 山腹崩壊 千本(1) 茂木町 千本 中根 15 中学校/県道
20 山腹崩壊 千本(2) 茂木町 千本 中根 25 県道
21 山腹崩壊 鳥生田(2) 茂木町 大瀬 ハタザワ 15 小学校/町道
22 山腹崩壊 鳥生田(1) 茂木町 鳥生田 下郷 15 町道
23 山腹崩壊 平 茂木町 大瀬 平 10 町道
24 山腹崩壊 山中 茂木町 小深 山中 7 町道
25 山腹崩壊 後郷(1) 茂木町 後郷 石原 30 県道
26 山腹崩壊 後郷(2) 茂木町 後郷 石原 10 県道
27 山腹崩壊 小深 茂木町 小深 根岸 25 町道
28 山腹崩壊 田谷(3) 茂木町 坂ノ井 タサキ 10 町道28 山腹崩壊 田谷(3) 茂木町 坂ノ井 タサキ 10 町道



山腹崩壊危険地区一覧表

市町村 大字 字 人家戸数 公共施設・種類
番号 危険地区区分 地区名

位置 直接保全対象

29 山腹崩壊 田谷(1) 茂木町 坂ノ井 観音堂 12 県道
30 山腹崩壊 田谷(2) 茂木町 坂ノ井 ムカイノウチ 10 町道
31 山腹崩壊 岩崎 茂木町 坂ノ井 岩崎 7
32 山腹崩壊 村越 茂木町 下菅又 村越 10 町道
33 山腹崩壊 小井戸 茂木町 茂木 吹上 25 町道
34 山腹崩壊 大片平 茂木町 下小井戸 大片平 10 町道
35 山腹崩壊 ヒメイシ 茂木町 茂木 ヒメイシ 12 町道
36 山腹崩壊 茂木(1) 茂木町 茂木 タリ 20 病院/町道
37 山腹崩壊 塩田 茂木町 塩田 イシガツボ 5 県道
38 山腹崩壊 飯野 茂木町 飯野 ヨリイエ 5 小学校/国道
39 山腹崩壊 アシカゲ 茂木町 真門 イリフジヤマ 6
40 山腹崩壊 林 茂木町 林 ヒガシヤマ 25 町道
41 山腹崩壊 仲田 茂木町 林 仲田 10 小学校/町道
42 山腹崩壊 高田新田 茂木町 鮎田 高田新田 7 町道
43 山腹崩壊 桧山 茂木町 桧山 羽黒山 10 町道
44 山腹崩壊 青梅 茂木町 桧山 タラグサ 1
45 山腹崩壊 南田 茂木町 青梅 ミナミダ 7 県道
46 山腹崩壊 天子 茂木町 天子 18 町道
47 山腹崩壊 北高岡 茂木町 北高岡 20 町道
48 山腹崩壊 赤沼台 茂木町 北高岡 赤沼台 12 町道
49 山腹崩壊 矢口 茂木町 北高岡 ヤグチ 10
50 山腹崩壊 石築山 茂木町 北高岡 イシヅキヤマ 10 県道
51 山腹崩壊 桧 茂木町 北高岡 ヒノキ 15 町道
52 山腹崩壊 日向山 茂木町 神井 日向山 15 町道
53 山腹崩壊 切通 茂木町 神井 摺小鉢 10 町道
54 山腹崩壊 茂木(2) 茂木町 茂木 ナカノウチ 40 高校/町道
55 山腹崩壊 神井(3) 茂木町 神井 神井 5
56 山腹崩壊 神井(1) 茂木町 神井 イリノサワ 20 町道
57 山腹崩壊 神井(2) 茂木町 神井 摺小鉢 20 町道
58 山腹崩壊 北高岡(2) 茂木町 北高岡 10
59 山腹崩壊 下福手 茂木町 福手 梨沢 12 町道
60 山腹崩壊 上福手(1) 茂木町 福手 久根下 8 町道
61 山腹崩壊 上福手(2) 茂木町 福手 オオギシタ 7 町道
62 山腹崩壊 鮎田(2) 茂木町 鮎田 サンダザカ 6 町道62 山腹崩壊 鮎田(2) 茂木町 鮎田 サンダザカ 6 町道
63 山腹崩壊 高久新田 茂木町 鮎田 タカクシンデン 5 町道
64 山腹崩壊 並柳 茂木町 飯 後沢 18 町道
65 山腹崩壊 下深沢 茂木町 深沢 ミナミ 40 町道
66 山腹崩壊 深沢 茂木町 深沢 アラウチ 15
67 山腹崩壊 小貫 茂木町 小貫 台の前 5 町道
68 山腹崩壊 黒田西 茂木町 黒田 黒田西 8 国道
69 山腹崩壊 天子乙 茂木町 天子 天子乙 6
70 山腹崩壊 天子甲 茂木町 天子 天子甲 4 県道
71 山腹崩壊 桧山 茂木町 北高岡 桧沢 3 町道
72 山腹崩壊 大藤 茂木町 牧野 大藤 10 県道
73 山腹崩壊 坂井下(1) 茂木町 坂井 坂井下 6 国道
74 山腹崩壊 中深沢 茂木町 深沢 中深沢 町道
75 山腹崩壊 河井 茂木町 河又 河井 8
76 山腹崩壊 上後郷 茂木町 後郷 上後郷 1
77 山腹崩壊 上鮎田 茂木町 鮎田 上鮎田 2 町道
78 山腹崩壊 坂井中 茂木町 坂井 坂井中 3 町道
79 山腹崩壊 中根(3) 茂木町 千本 中根 5 国道
80 山腹崩壊 中根(4) 茂木町 千本 中根 15 国道
81 山腹崩壊 盤若寺 茂木町 牧野 盤若寺 1 県道
82 山腹崩壊 牧野 茂木町 牧野 牧野 8
83 山腹崩壊 坂井北 茂木町 坂井 坂井北 5 県道
84 山腹崩壊 持倉 茂木町 坂井 持倉 4
85 山腹崩壊 下菅又下 茂木町 下菅又 下菅又下 5
86 山腹崩壊 下菅又上 茂木町 下菅又 下菅又上 7 町道
87 山腹崩壊 大畑 茂木町 大畑 大畑 町道
88 山腹崩壊 所草(1) 茂木町 所草 所草 1
89 山腹崩壊 所草(2) 茂木町 所草 所草 6
90 山腹崩壊 所草(3) 茂木町 所草 所草 町道
91 山腹崩壊 坂本 茂木町 牧野 坂元 県道
92 山腹崩壊 坪 茂木町 山内 坪 県道
93 山腹崩壊 菅田 茂木町 山内 菅田 町道
94 山腹崩壊 飯野南 茂木町 飯野 飯野南 8
95 山腹崩壊 可保内 茂木町 飯野 可保内 3
96 山腹崩壊 仲 茂木町 馬門 仲 3 町道
97 山腹崩壊 榎本 茂木町 茂木 榎本 10 国道
98 山腹崩壊 下小井戸(1) 茂木町 下小井戸 下小井戸 5 町道
99 山腹崩壊 下小井戸(2) 茂木町 下小井 下小井戸 町道
100 山腹崩壊 後郷 茂木町 後郷 行田 4 町道100 山腹崩壊 後郷 茂木町 後郷 行田 4 町道
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101 山腹崩壊 河井上 茂木町 河井 河井上 1
102 山腹崩壊 義明 茂木町 河井 義明 7
103 山腹崩壊 後沢 茂木町 鮎田 後沢 5 町道
104 山腹崩壊 神井下 茂木町 神井 神井下 2 町道
105 山腹崩壊 北高岡 茂木町 北高岡 北高岡 3 町道
106 山腹崩壊 二反田 茂木町 生井 二反田 8 町道
107 山腹崩壊 西ノ入 茂木町 小貫 西ノ入 4 町道
108 山腹崩壊 北高岡(14) 茂木町 北高岡 北高岡 町道
109 山腹崩壊 北高岡(10) 茂木町 北高岡 北高岡 7
110 山腹崩壊 与州新田 茂木町 鮎田 与州新田 3 町道
111 山腹崩壊 山口 茂木町 飯野 山口 2 町道
112 山腹崩壊 木幡(1) 茂木町 木幡 木幡 5 町道
113 山腹崩壊 木幡(2) 茂木町 木幡 木幡 5
114 山腹崩壊 堀ノ内 茂木町 鮎田 堀ノ内 11 町道
115 山腹崩壊 牛ヶ沢 茂木町 小貫 牛ヶ沢 2
116 山腹崩壊 中郷 茂木町 小井戸 中郷 2 町道
117 山腹崩壊 水の虫 茂木町 飯 水の虫 3 町道
118 山腹崩壊 林 茂木町 林 林 1 県道
119 山腹崩壊 飯上 茂木町 飯 飯上 3
120 山腹崩壊 八幡 茂木町 小井戸 八幡 12 町道
121 山腹崩壊 神井(4) 茂木町 神井 1 町道
122 山腹崩壊 神井(5) 茂木町 神井 3 町道
123 山腹崩壊 北高岡(4) 茂木町 北高岡 1 町道
124 山腹崩壊 青梅(2) 茂木町 青梅 1 町道
125 山腹崩壊 鮎田(1) 茂木町 鮎田 1 町道
126 山腹崩壊 黒田(2) 茂木町 黒田 2 町道
127 山腹崩壊 町田 茂木町 町田 1 町道
128 山腹崩壊 竹原(2) 茂木町 竹原 3
129 山腹崩壊 鳥井田(3) 茂木町 鳥井田 2 町道
130 山腹崩壊 山内(2) 茂木町 山内 1 町道
131 山腹崩壊 栃本河原 茂木町 河井 栃本河原 8 町道
132 山腹崩壊 元古沢 茂木町 山内 ユブネイリ 5 町道
133 山腹崩壊 水の木 茂木町 山内 水の木 林道
134 山腹崩壊 仲 茂木町 山内 ノダケ 4134 山腹崩壊 仲 茂木町 山内 ノダケ 4
135 山腹崩壊 生井(3) 茂木町 生井 オオサワ 林道
136 山腹崩壊 大瀬平 茂木町 大瀬 キタザワ 19 町道
137 山腹崩壊 牧野 茂木町 牧野 ヨコミチシタ 7 林道
138 山腹崩壊 後郷(3) 茂木町 後郷 石原 4 町道
139 山腹崩壊 河井下 茂木町 河井 アサダ 林道
140 山腹崩壊 権見下(1) 茂木町 小深 ゴンゲンシタ 県道
141 山腹崩壊 権見下(2) 茂木町 小深 ゴンゲンシタ 27 県道
142 山腹崩壊 坂ノ井 茂木町 坂ノ井 ミノワ 5 県道
143 山腹崩壊 小井戸桧前 茂木町 小井戸 桧前 5 町道
144 山腹崩壊 小井戸三田内 茂木町 小井戸 ジザカイ 3 県道
145 山腹崩壊 後郷下 茂木町 小井戸 大片平 林道
146 山腹崩壊 桧山沢 茂木町 飯野 台 林道
147 山腹崩壊 桐ヶ久保 茂木町 塩田 桐ヶ久保 2 町道
148 山腹崩壊 山ノ神 茂木町 茂木 山ノ神 9 国道
149 山腹崩壊 スリコバチ 茂木町 神井 スリコバチ 5 県道
150 山腹崩壊 シンドウ 茂木町 神井 シンドウ 7 町道
151 山腹崩壊 寺田 茂木町 神井 テラダ 6 県道
152 山腹崩壊 コウナン 茂木町 鮎田 コウナン 林道
153 山腹崩壊 高田新田(1) 茂木町 鮎田 高田新田 町道
154 山腹崩壊 高田新田(2) 茂木町 鮎田 高田新田 5 町道
155 山腹崩壊 飯中 茂木町 飯 シュクゴウ 中学校
156 山腹崩壊 ナカヤマ 茂木町 小貫 ナカヤマ 県道
157 山腹崩壊 小井戸 茂木町 小井戸 10 病院/県道
158 山腹崩壊 牧野 茂木町 牧野 10 小学校/町道
小計 158箇所

1 山腹崩壊 塩田(2) 市貝町 塩田 念佛塚 10
2 山腹崩壊 見上(1) 市貝町 見上 オツタテ 5 県道
3 山腹崩壊 見上(2) 市貝町 見上 ウラヤマ 45 小学校/県道
4 山腹崩壊 大谷津(1) 市貝町 大谷津 駒塚 15
5 山腹崩壊 源内 市貝町 大谷津 源内 5
6 山腹崩壊 大谷津(2) 市貝町 大谷津 滝ノ入 35 町道
7 山腹崩壊 ワカミヤ 市貝町 大谷津 ワカミヤ 45 町道
8 山腹崩壊 杉山 市貝町 杉山 サイチ 20 県道
9 山腹崩壊 刈生田 市貝町 カリニウダ タハタ 10
10 山腹崩壊 田野辺 市貝町 田野辺 ハヌキ 5
11 山腹崩壊 市塙 市貝町 市塙 カナイ 12 町道
12 山腹崩壊 西ノ内 市貝町 田野辺 西ノ内 3 町道12 山腹崩壊 西ノ内 市貝町 田野辺 西ノ内 3 町道
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13 山腹崩壊 梅ヶ平 市貝町 田野辺 梅ヶ平 2 町道
14 山腹崩壊 浦山 市貝町 塩田 浦山 5 町道
15 山腹崩壊 カジヤ(1) 市貝町 文谷 カジヤ 1 町道
16 山腹崩壊 伏久 市貝町 杉山 伏久 1
17 山腹崩壊 上立 市貝町 続谷 上立 町道
18 山腹崩壊 向山 市貝町 塩田 向山 県道
19 山腹崩壊 貝ノ久保 市貝町 続谷 貝ノ久保 1
20 山腹崩壊 西丸山 市貝町 羽仏 西丸山 1 町道
21 山腹崩壊 サイカチ 市貝町 見上 サイカチ 町道
22 山腹崩壊 沼田 市貝町 塩田 沼田 町道
23 山腹崩壊 灰俵峯 市貝町 続谷 灰俵峯 町道
24 山腹崩壊 番場田 市貝町 塩田 番場田 町道
25 山腹崩壊 山下 市貝町 塩田 山下 町道
26 山腹崩壊 山谷(2) 市貝町 塩田 山谷 2 町道
27 山腹崩壊 七曲 市貝町 塩田 七曲 1 町道
28 山腹崩壊 ツルタ 市貝町 塩田 ツルタ 1 町道
29 山腹崩壊 打越 市貝町 見上 打越 2 町道
30 山腹崩壊 大谷津 市貝町 大谷津 大谷津 2 町道
31 山腹崩壊 滝ノ入 市貝町 大谷津 滝ノ入 1 町道
32 山腹崩壊 柿木沢 市貝町 塩田 柿木沢 1 町道
33 山腹崩壊 上ノ山(2) 市貝町 塩田 上ノ山 1 町道
34 山腹崩壊 宮ノ入 市貝町 塩田 宮ノ入 2
35 山腹崩壊 八重沢 市貝町 塩田 八重沢 1
36 山腹崩壊 長峰 市貝町 続谷 長峰 1
37 山腹崩壊 野出ヶ沢 市貝町 塩田 野出ヶ沢 2
38 山腹崩壊 カサメキ 市貝町 文谷 カサメキ 3 町道
39 山腹崩壊 大作 市貝町 見上 大作 1
40 山腹崩壊 続谷 市貝町 続谷 続谷 2 町道
41 山腹崩壊 杉山(2) 市貝町 杉山 2 町道
42 山腹崩壊 トラレ沢 市貝町 塩田 1 町道
43 山腹崩壊 栗木平 市貝町 塩田 栗木平 1 県道
44 山腹崩壊 仙釜 市貝町 塩田 仙釜 1 町道
45 山腹崩壊 高室 市貝町 石下 高室 1
46 山腹崩壊 カジタ 市貝町 竹内 カジタ 346 山腹崩壊 カジタ 市貝町 竹内 カジタ 3
47 山腹崩壊 源内(2) 市貝町 大谷津 ゲンナイ 10
48 山腹崩壊 タテゴシ 市貝町 大谷津 タテゴシ 3
49 山腹崩壊 カタフタヤマ 市貝町 タタラ カタフタヤマ 1 町道
50 山腹崩壊 竹内 市貝町 竹内 フジヤママエ　 1 県道
51 山腹崩壊 続谷 市貝町 続谷上 1

小計 51箇所

1 山腹崩壊 給部 芳賀町 給部 ニシノイリ 5 町道
2 山腹崩壊 三日市 芳賀町 下高根沢 三日市 3 町道
3 山腹崩壊 免ノ内 芳賀町 東水沼 免ノ内 町道
4 山腹崩壊 加々地 芳賀町 稲毛田 加々地 2
5 山腹崩壊 八幡前 芳賀町 給部 八幡前 2 町道
6 山腹崩壊 別所台 芳賀町 下高根沢 別所台 1 町道

小計 6箇所

1 山腹崩壊 新田（1） 岩舟町 小野寺 シンデン 10 県道
2 山腹崩壊 新田（2） 岩舟町 小野寺 シンデン 10 県道
3 山腹崩壊 山下 岩舟町 小野寺 山下 12 県道
4 山腹崩壊 広戸（1） 岩舟町 小野寺 向山 10
5 山腹崩壊 広戸（2） 岩舟町 小野寺 北の山 5
6 山腹崩壊 上耕地 岩舟町 小野寺 上耕地 40 公民館
7 山腹崩壊 小野寺南小裏 岩舟町 下岡 20 小学校
8 山腹崩壊 小野寺北小裏 岩舟町 小野寺 10 小学校

小計 8箇所

1 山腹崩壊 東古屋 塩谷町 上寺島 裏山 16 町道
2 山腹崩壊 熊の草 塩谷町 上寺島 川畑向 10 町道
3 山腹崩壊 鳥羽新田 塩谷町 鳥羽新田 丸山 10 町道
4 山腹崩壊 水溜山 塩谷町 鳥羽新田 吉沢 4 町道
5 山腹崩壊 岳下(1) 塩谷町 船生 岳下 1
6 山腹崩壊 岳下(2) 塩谷町 船生 岳下 1
7 山腹崩壊 出入(1) 塩谷町 船生 出入 町道
8 山腹崩壊 出入(2) 塩谷町 船生 出入 町道
9 山腹崩壊 西古屋(1) 塩谷町 船生 西古屋 10 町道
10 山腹崩壊 西古屋(2) 塩谷町 船生 西古屋 12 町道
11 山腹崩壊 船場 塩谷町 船生 愛吉沢 10 町道
12 山腹崩壊 百目鬼 塩谷町 船生 百目鬼 10 町道
13 山腹崩壊 羽谷久保 塩谷町 船生 羽谷久保 10 町道13 山腹崩壊 羽谷久保 塩谷町 船生 羽谷久保 10 町道
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14 山腹崩壊 船生 塩谷町 船生 清水 10 小学校/県道
15 山腹崩壊 富士山(1) 塩谷町 船生 富士山 10 町道
16 山腹崩壊 沼倉 塩谷町 船生 滝ノ沢 10 町道
17 山腹崩壊 玉生(1) 塩谷町 玉生 玉生 5 郵便局/県道
18 山腹崩壊 玉生(2) 塩谷町 玉生 玉生 3 県道
19 山腹崩壊 上沢 塩谷町 大宮 上沢 10 町道
20 山腹崩壊 風見(1) 塩谷町 大宮 風見山田 20 町道
21 山腹崩壊 風見(2) 塩谷町 大宮 風見山田 25 町道
22 山腹崩壊 窪付山 塩谷町 上寺島 窪付山 町道
23 山腹崩壊 天頂山 塩谷町 船生 天頂 10 県道
24 山腹崩壊 岳下(3) 塩谷町 下寺島 妙義前 10 県道
25 山腹崩壊 船場(2) 塩谷町 船生 マタオロ 町道
26 山腹崩壊 合柄橋 塩谷町 船生 合柄橋 10
27 山腹崩壊 富士山(3) 塩谷町 船生 富士山 2
28 山腹崩壊 ドウヤマ 塩谷町 玉生 ドウヤマ 2
29 山腹崩壊 川村 塩谷町 船生 馬洗山 3
30 山腹崩壊 佐貫 塩谷町 佐貫 ザイシ 町道
31 山腹崩壊 川前 塩谷町 上寺島 入鹿の又 5 県道
32 山腹崩壊 後山 塩谷町 熊ノ木 ニカイ 5 町道
33 山腹崩壊 松井沢 塩谷町 熊ノ木 町道
34 山腹崩壊 道下 塩谷町 玉生 ジンゾウ坂 12 県道
35 山腹崩壊 古寺 塩谷町 上寺島 古寺 3 林道
36 山腹崩壊 玉生(3) 塩谷町 玉生 3 病院/県道
37 山腹崩壊 熊ノ木(2) 塩谷町 熊ノ木 5
38 山腹崩壊 下寺島 塩谷町 下寺島 7
39 山腹崩壊 船生(2) 塩谷町 船生 10 病院/小学校/県道
40 山腹崩壊 芦場新田 塩谷町 芦場新田 町道
41 山腹崩壊 熊ノ木(3) 塩谷町 熊ノ木 10 体育館/町道
42 山腹崩壊 玉生(4) 塩谷町 玉生 7 公民館/町道
43 山腹崩壊 飯岡 塩谷町 飯岡 2 公園/町道
44 山腹崩壊 高鳥 塩谷町 上寺島 キュウベイカ 2 町道

小計 44箇所

1 山腹崩壊 山中(1) 高根沢町 文挟 日向山 6 町道1 山腹崩壊 山中(1) 高根沢町 文挟 日向山 6 町道
2 山腹崩壊 糖塚(1) 高根沢町 文挟 糖塚 12 町道
3 山腹崩壊 飯室 高根沢町 飯室 内屋敷 11 町道
4 山腹崩壊 中阿久津(1) 高根沢町 上阿久津 坂の上 町道
5 山腹崩壊 中阿久津(2) 高根沢町 上阿久津 上の代 1 町道
6 山腹崩壊 中阿久津(3) 高根沢町 上阿久津 上の代 町道
7 山腹崩壊 中阿久津(4) 高根沢町 上阿久津 下の代 8 鉄道/町道
8 山腹崩壊 中阿久津(6) 高根沢町 上阿久津 下の代 10 中学校/町道
9 山腹崩壊 河原内(1) 高根沢町 宝積寺 北の原 12 国道
10 山腹崩壊 中妻 高根沢町 宝積寺 坂の上 15 鉄道/国道
11 山腹崩壊 上柏崎 高根沢町 上柏崎 町道
12 山腹崩壊 桑窪 高根沢町 桑窪 10

小計 12箇所

1 山腹崩壊 網子(1) 那須町 豊原乙 那須道上 県道
2 山腹崩壊 網子(3) 那須町 豊原乙 道上 25 県道
3 山腹崩壊 大沢 那須町 高久丙 大沢 1 小学校
4 山腹崩壊 北沢 那須町 豊原丙 タカツミテニシ 1 町道
5 山腹崩壊 七曲(1) 那須町 豊原乙 中山 15 町道
6 山腹崩壊 七曲(2) 那須町 豊原乙 中山 10 町道
7 山腹崩壊 水原(1) 那須町 豊原甲 東山 20 県道
8 山腹崩壊 水原(2) 那須町 豊原甲 瀬戸山 15 県道
9 山腹崩壊 立岩(1) 那須町 寺子乙 上の原 30 町道
10 山腹崩壊 立岩(2) 那須町 寺子乙 上の原 10 町道
11 山腹崩壊 立岩(3) 那須町 寺子下 坂下 15
12 山腹崩壊 大丸 那須町 湯本 大丸沢 10
13 山腹崩壊 弁天 那須町 湯本 中曽根 10 県道
14 山腹崩壊 北温泉(1) 那須町 高久 西原 10
15 山腹崩壊 北温泉(2) 那須町 湯本 西原 町道
16 山腹崩壊 高雄 那須町 湯本 ツムジガダイラ 10
17 山腹崩壊 東滝 那須町 湯本 中曽根 10 県道
18 山腹崩壊 殺生石 那須町 湯本 古屋敷 10 県道
19 山腹崩壊 温泉神社 那須町 湯本 ツムジガダイラ 10 県道
20 山腹崩壊 元湯 那須町 元湯 ツムジガダイラ 20 県道
21 山腹崩壊 高雄股川(1) 那須町 湯本 ツムジガダイラ 10
22 山腹崩壊 川向 那須町 湯本 古屋敷 15 県道
23 山腹崩壊 室野井(1) 那須町 高久乙 坂下 県道
24 山腹崩壊 室野井(2) 那須町 高久乙 坂下 1 県道
25 山腹崩壊 芦ノ又 那須町 高久甲 ホドクボ 12 県道25 山腹崩壊 芦ノ又 那須町 高久甲 ホドクボ 12 県道
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26 山腹崩壊 明神 那須町 寄居 寄居 12 国道
27 山腹崩壊 山中(2) 那須町 寄居 寄居 15 国道
28 山腹崩壊 山中(1) 那須町 寄居 寄居 15 国道
29 山腹崩壊 新川(1) 那須町 寄居 寄居 2 町道
30 山腹崩壊 新川(2) 那須町 寄居 寄居 1 町道
31 山腹崩壊 新川(3) 那須町 寄居 寄居 1 町道
32 山腹崩壊 新川(4) 那須町 寄居 寄居 2 町道
33 山腹崩壊 新川(5) 那須町 寄居 ウワネイシ 町道
34 山腹崩壊 寄居(1) 那須町 寄居 オオクボナガ 3 国道
35 山腹崩壊 平田 那須町 寄居 八幡入 1 国道
36 山腹崩壊 沢口 那須町 寄居 沢口 10
37 山腹崩壊 脇沢 那須町 脇沢 国道
38 山腹崩壊 高瀬 那須町 横岡 ミヤゲ 10 国道
39 山腹崩壊 峰岸 那須町 横岡 ゴンゲンドウ 35 国道
40 山腹崩壊 板屋(1) 那須町 横岡 ゴヒヤマチ 2
41 山腹崩壊 板屋(2) 那須町 芦野 マエダヤ 町道
42 山腹崩壊 板屋(3) 那須町 芦野 アルザワ 10 国道
43 山腹崩壊 荒金沢(3) 那須町 蓑沢 荒金沢 2
44 山腹崩壊 荒金沢(2) 那須町 蓑沢 荒金沢 1 町道
45 山腹崩壊 荒金沢(1) 那須町 蓑沢 荒金沢 1 町道
46 山腹崩壊 沓石(3) 那須町 蓑沢 荒金沢 1 国道
47 山腹崩壊 沓石(2) 那須町 蓑沢 高橋 1 町道
48 山腹崩壊 沓石(1) 那須町 蓑沢 高橋 15 町道
49 山腹崩壊 大畑(1) 那須町 蓑沢 ウツオミ 15 町道
50 山腹崩壊 大ケ谷(1) 那須町 芦野 大ヶ谷 15
51 山腹崩壊 追分(1) 那須町 蓑沢 追分 10 県道
52 山腹崩壊 追分(2) 那須町 蓑沢 追分 12 県道
53 山腹崩壊 三蔵川 那須町 大畑 シドキ 県道
54 山腹崩壊 黒川 那須町 芦野 新林 3
55 山腹崩壊 芦野(1) 那須町 芦野 カタヤウシロ 30 国道
56 山腹崩壊 芦野(2) 那須町 芦野 ネムシヤ 30 国道
57 山腹崩壊 東岩崎（1） 那須町 伊王野 釈迦堂 7
58 山腹崩壊 東岩崎（2） 那須町 東岩崎 三枚畑 20
59 山腹崩壊 東岩崎（3） 那須町 東岩崎 西山 1059 山腹崩壊 東岩崎（3） 那須町 東岩崎 西山 10
60 山腹崩壊 大ケ谷(2) 那須町 蓑沢 越田 3
61 山腹崩壊 大畑(2) 那須町 蓑沢 タカヤド 12 県道
62 山腹崩壊 蓑沢(4) 那須町 蓑沢 タカヤド 20 県道
63 山腹崩壊 蓑沢(3) 那須町 蓑沢 ゲンタウチ 15 小学校/県道
64 山腹崩壊 蓑沢(2) 那須町 蓑沢 要害山 小学校/県道
65 山腹崩壊 蓑沢(5) 那須町 大畑 下小袖 5
66 山腹崩壊 蓑沢(7) 那須町 蓑沢 要害山 25 県道
67 山腹崩壊 蓑沢(1) 那須町 蓑沢 要害山 20 県道
68 山腹崩壊 木下(2) 那須町 蓑沢 富士山 3 町道
69 山腹崩壊 中梓(1) 那須町 伊王野 御平石 5 県道
70 山腹崩壊 中梓(2) 那須町 羽黒 県道
71 山腹崩壊 中梓(3) 那須町 羽黒 5 県道
72 山腹崩壊 山崎(6) 那須町 梓 山神 3 県道
73 山腹崩壊 山崎(5) 那須町 梓 山神 10 県道
74 山腹崩壊 山崎(4) 那須町 梓 山崎 3 県道
75 山腹崩壊 山崎(3) 那須町 梓 山崎 12 県道
76 山腹崩壊 山崎(2) 那須町 梓 中梓 10 県道
77 山腹崩壊 山崎(1) 那須町 梓 中梓 2 県道
78 山腹崩壊 山崎(7) 那須町 梓 山神 5
79 山腹崩壊 山崎(8) 那須町 梓 山神 5
80 山腹崩壊 山崎(9) 那須町 梓 山神 5
81 山腹崩壊 梓林道(1) 那須町 梓 山神 1
82 山腹崩壊 梓林道(2) 那須町 梓 山神 5
83 山腹崩壊 沼野井新田(1) 那須町 伊王野 オオアキツ 20 町道
84 山腹崩壊 沼野井新田(2) 那須町 沼野井 新田 10
85 山腹崩壊 伊王野(1) 那須町 伊王野 川原町 10 小学校
86 山腹崩壊 伊王野(2) 那須町 伊王野 川原町 10
87 山腹崩壊 伊王野(3) 那須町 伊王野 沼の原 10
88 山腹崩壊 大秋津 那須町 伊王野 釈迦堂 2 町道
89 山腹崩壊 稲沢 那須町 稲沢 根柄 5 町道
90 山腹崩壊 睦家 那須町 睦家 大町 10 国道
91 山腹崩壊 沼原(1) 那須町 伊王野 沼の原 10 国道
92 山腹崩壊 沼原(2) 那須町 伊王野 沼の原 10 国道
93 山腹崩壊 坂本 那須町 伊王野 上の内 15 国道
94 山腹崩壊 下梓(1) 那須町 伊王野 並月 10 国道
95 山腹崩壊 下梓(2) 那須町 伊王野 下平 20 国道
96 山腹崩壊 大和須(1) 那須町 大和須 江の木町 10 県道
97 山腹崩壊 大和須(2) 那須町 大和須 江の木町 10 県道97 山腹崩壊 大和須(2) 那須町 大和須 江の木町 10 県道
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98 山腹崩壊 棚橋(1) 那須町 大和須 江の木町 5 県道
99 山腹崩壊 棚橋(2) 那須町 大和須 黒田沢 3 県道
100 山腹崩壊 棚橋(3) 那須町 大和須 中島 1 県道
101 山腹崩壊 棚橋(4) 那須町 大和須 中島 10 県道
102 山腹崩壊 棚橋(5) 那須町 大和須 中島 10 県道
103 山腹崩壊 棚橋(6) 那須町 大和須 中島 10 県道
104 山腹崩壊 棚橋(7) 那須町 伊王野 入会山 10 町道
105 山腹崩壊 入会山(1) 那須町 大和須 中島 3 県道
106 山腹崩壊 入会山(2) 那須町 大和須 中島 5 県道
107 山腹崩壊 入会山(3) 那須町 大和須 中島 5 町道
108 山腹崩壊 入会山(4) 那須町 伊王野 入会山 5 町道
109 山腹崩壊 割山沢(2) 那須町 伊王野 入会山 2
110 山腹崩壊 大谷(2) 那須町 大島 キャンプ場
111 山腹崩壊 明神 那須町 寄居 国道
112 山腹崩壊 落合 那須町 寺子乙 1
113 山腹崩壊 下川 那須町 寺子乙 1
114 山腹崩壊 時庭 那須町 寺子乙 1
115 山腹崩壊 法師畑 那須町 寺子乙 3
116 山腹崩壊 六斗地 那須町 六斗地 1
117 山腹崩壊 茗ケ沢 那須町 高久乙 用水路
118 山腹崩壊 何耕地 那須町 伊王野 町道
119 山腹崩壊 梁瀬 那須町 伊王野 1
120 山腹崩壊 大ケ谷 那須町 蓑沢 町道
121 山腹崩壊 簑沢 那須町 蓑沢 4
122 山腹崩壊 中梓 那須町 梓 1 県道
123 山腹崩壊 町田 那須町 稲沢 用水路
124 山腹崩壊 稲沢 那須町 稲沢 県道
125 山腹崩壊 大谷(2) 那須町 大島 大島 9 町道
126 山腹崩壊 郭公沢 那須町 湯本 中曽根 10 県道
127 山腹崩壊 柏台 那須町 豊原丙 高津道西 1
128 山腹崩壊 大深堀 那須町 高久丙 大深堀 県道
129 山腹崩壊 水原(3) 那須町 豊原甲 東山 県道
130 山腹崩壊 高雄股川(2) 那須町 湯本 ツムジガダイラ 町道
131 山腹崩壊 高久 那須町 高久甲 西久保 8 県道131 山腹崩壊 高久 那須町 高久甲 西久保 8 県道
132 山腹崩壊 山中(3) 那須町 寄居 寄居 国道
133 山腹崩壊 寄居(2) 那須町 寄居 滝ノ沢 5 県道
134 山腹崩壊 大平 那須町 芦野 中大平 1 県道
135 山腹崩壊 湯船 那須町 芦野 湯船 1 林道
136 山腹崩壊 大ケ谷(3) 那須町 ニノサワ コジタ 2 町道
137 山腹崩壊 沼野井新田 那須町 沼野井 新田 1
138 山腹崩壊 伊王野(4) 那須町 伊王野 沼ノ原 7 役場/町道
139 山腹崩壊 元湯(1) 那須町 湯本 県道
140 山腹崩壊 元湯(2) 那須町 湯本 5 県道
141 山腹崩壊 元湯(3) 那須町 湯本 町道
142 山腹崩壊 水原 那須町 豊原甲 東山 町道
143 山腹崩壊 大谷(4) 那須町 大島 大島 4 町道
144 山腹崩壊 長南寺 那須町 高久丙 道下 2 町道
145 山腹崩壊 常民夕狩 那須町 豊原乙 カワヒガシ 3 町道
146 山腹崩壊 下川(2) 那須町 寺子乙 イリヤマ 5 町道
147 山腹崩壊 大谷保育園 那須町 大島 町道
148 山腹崩壊 矢組入 那須町 稲沢 矢入組 1 県道
149 山腹崩壊 蟹沢 那須町 芦野 横岡 県道
150 山腹崩壊 茗荷沢(1) 那須町 髙久乙 下阿久戸 5
151 山腹崩壊 小羽入 那須町 寺子乙 上ノ原 10 県道
152 山腹崩壊 豊原 那須町 豊原乙 県道
153 山腹崩壊 高久(1) 那須町 髙久甲 5 町道
154 山腹崩壊 芦野(3) 那須町 芦野 5 支所/県道
155 山腹崩壊 芦野(4) 那須町 芦野 小学校/県道
156 山腹崩壊 豊原(1) 那須町 豊原丙 小学校/国道
小計 156箇所

1 山腹崩壊 沼ケ沢 那珂川町 小砂 鶴利 2 県道
2 山腹崩壊 来女木 那珂川町 小砂 来女木 6 県道
3 山腹崩壊 石上 那珂川町 小砂 石上 2 町道
4 山腹崩壊 松ケ沢 那珂川町 大山田上郷 松ヶ沢 10
5 山腹崩壊 反田 那珂川町 大山田上郷 山の根 10 県道
6 山腹崩壊 芳ノ沢 那珂川町 大山田上郷 芳ノ沢 13 町道
7 山腹崩壊 天上田 那珂川町 小砂 天上田 10 町道
8 山腹崩壊 上原 那珂川町 小砂 上原 11 町道
9 山腹崩壊 上広瀬 那珂川町 小砂 湯沢 2 町道
10 山腹崩壊 大沢 那珂川町 小砂 大沢 3 町道
11 山腹崩壊 北立野 那珂川町 小砂 西立野 5 町道11 山腹崩壊 北立野 那珂川町 小砂 西立野 5 町道
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12 山腹崩壊 南立野 那珂川町 小砂 南立野 町道
13 山腹崩壊 間越沢 那珂川町 大山田下郷 間越 5 町道
14 山腹崩壊 金坪 那珂川町 大山田下郷 金坪 5 中学校
15 山腹崩壊 新宿 那珂川町 大山田下郷 新宿 6 県道
16 山腹崩壊 柿の木沢 那珂川町 大山田下郷 柿の木沢 2
17 山腹崩壊 南平（旅館下） 那珂川町 小口 馬坂 2 町道
18 山腹崩壊 南平台（ホテル下） 那珂川町 小口 上の台 2 町道
19 山腹崩壊 上の山 那珂川町 小口 上の山 1 町道
20 山腹崩壊 ガケ下 那珂川町 小口 ガケ下 1 町道
21 山腹崩壊 板山 那珂川町 小口 板山 10
22 山腹崩壊 明惣(1) 那珂川町 和見 明惣 6 県道
23 山腹崩壊 野出平 那珂川町 和見 野出平 6 町道
24 山腹崩壊 立石 那珂川町 和見 立石 7 町道
25 山腹崩壊 今中 那珂川町 大山田下郷 今中 5 県道
26 山腹崩壊 長沢 那珂川町 大山田下郷 幌付 5 県道
27 山腹崩壊 細田 那珂川町 健武 細田 11
28 山腹崩壊 宮崎 那珂川町 健武 細田 15
29 山腹崩壊 大鳥 那珂川町 健武 武部 6 県道
30 山腹崩壊 石山(1) 那珂川町 大山田下郷 大子内 3 県道
31 山腹崩壊 石山(2) 那珂川町 大内 大平 11
32 山腹崩壊 大平 那珂川町 大内 大平 14 県道
33 山腹崩壊 戸隠 那珂川町 大内 クズウ 10
34 山腹崩壊 一本松 那珂川町 大内 滝沢 5 県道
35 山腹崩壊 北向田 那珂川町 北向田 堀内 30 国道
36 山腹崩壊 権現山(1) 那珂川町 馬頭 権現山 11 中学校/県道
37 山腹崩壊 権現山(2) 那珂川町 馬頭 権現山 25 中学校/県道
38 山腹崩壊 馬場東 那珂川町 馬頭 馬場東 11 小学校/町道
39 山腹崩壊 寺沢 那珂川町 馬頭 馬頭 20
40 山腹崩壊 根古屋 那珂川町 馬頭 根古屋 30 県道
41 山腹崩壊 愛宕神社下 那珂川町 馬頭 馬頭 10
42 山腹崩壊 藤沢 那珂川町 健武 藤沢 10
43 山腹崩壊 前山沢 那珂川町 馬頭 前沢 30 町道
44 山腹崩壊 三反畑 那珂川町 山田 国木内 23 国道
45 山腹崩壊 荒沢 那珂川町 健武 荒沢 県道45 山腹崩壊 荒沢 那珂川町 健武 荒沢 県道
46 山腹崩壊 重郎内(1) 那珂川町 大内 重郎内 町道
47 山腹崩壊 重郎内(2) 那珂川町 大内 重郎内 2
48 山腹崩壊 玉山(3) 那珂川町 大内 左生 13
49 山腹崩壊 玉山(2) 那珂川町 大内 玉山 2 町道
50 山腹崩壊 玉山(1) 那珂川町 大内 オカグミ 7 町道
51 山腹崩壊 左生 那珂川町 大内 左生 6 町道
52 山腹崩壊 後沢 那珂川町 山田 大久保 10
53 山腹崩壊 岡沢 那珂川町 山田 岡沢 1 町道
54 山腹崩壊 越子草 那珂川町 大内 越子草 7 小学校/県道
55 山腹崩壊 木戸 那珂川町 大内 木戸 10
56 山腹崩壊 光崎 那珂川町 大内 光崎 22 県道
57 山腹崩壊 井戸入 那珂川町 大内 所 2
58 山腹崩壊 馬口沢 那珂川町 大内 小畑 11 県道
59 山腹崩壊 砂川 那珂川町 大内 カノンザワ 5 県道
60 山腹崩壊 大月沢 那珂川町 大内 大月沢 4 県道
61 山腹崩壊 宿東 那珂川町 松野 宿東 30 県道
62 山腹崩壊 狐久保 那珂川町 松野 孤久保 12
63 山腹崩壊 舘山 那珂川町 松野 宿東 18
64 山腹崩壊 城間 那珂川町 松野 城間 10
65 山腹崩壊 東光地 那珂川町 矢又 東光地 10 町道
66 山腹崩壊 川戸道 那珂川町 矢又 川戸道 町道
67 山腹崩壊 ノデシ 那珂川町 矢又 関ノ沢 7 町道
68 山腹崩壊 神明沢 那珂川町 矢又 神明前 5 町道
69 山腹崩壊 馬河内 那珂川町 富山 入ノ平 10 県道
70 山腹崩壊 西沢矢下 那珂川町 大那地 栗の木沢 5 町道
71 山腹崩壊 照丸 那珂川町 大内 照丸 6 小学校/町道
72 山腹崩壊 谷津ノ入(2) 那珂川町 大那地 谷津ノ入 1 町道
73 山腹崩壊 谷津ノ入(1) 那珂川町 大那地 谷津ノ入 10 町道
74 山腹崩壊 朴沢下 那珂川町 大那地 朴沢下 2 町道
75 山腹崩壊 北ノ内前山(1) 那珂川町 大那地 北ノ内前 7 町道
76 山腹崩壊 北ノ内前山(2) 那珂川町 大那地 ナシマエタイラ 10 町道
77 山腹崩壊 片倉 那珂川町 富山 片倉 県道
78 山腹崩壊 石倉口 那珂川町 富山 石倉口 10 町道
79 山腹崩壊 小砂 那珂川町 小砂 ナカマエザワ 5 郵便局
80 山腹崩壊 フカザワ 那珂川町 和見 フカザワ 6 町道
81 山腹崩壊 広瀬 那珂川町 小口 フジヤマ 33 県道
82 山腹崩壊 クラウチカミ 那珂川町 矢又 クラウチカミ 7 国道
83 山腹崩壊 町田 那珂川町 小砂 町田 8 公民館/県道83 山腹崩壊 町田 那珂川町 小砂 町田 8 公民館/県道
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84 山腹崩壊 田作 那珂川町 大山田下郷 ヤナベ 10 県道
85 山腹崩壊 仲郷(1) 那珂川町 小砂 向沢 12 町道
86 山腹崩壊 仲郷(2) 那珂川町 小砂 向沢 5 町道
87 山腹崩壊 立野(2) 那珂川町 小砂 東立野 5
88 山腹崩壊 アタゴ 那珂川町 大山田下郷 新宿 4 町道
89 山腹崩壊 高手 那珂川町 大山田下郷 高手 8
90 山腹崩壊 大川内 那珂川町 大山田下郷 大川内 12 町道
91 山腹崩壊 寺沢(2) 那珂川町 馬頭 静神社 20 役場
92 山腹崩壊 渡戸 那珂川町 フジヤマ 8 町道
93 山腹崩壊 前山 那珂川町 馬頭 イナリ沢 10 国道
94 山腹崩壊 三反畑(2) 那珂川町 矢又 タキギウチ 10
95 山腹崩壊 太郎 那珂川町 健武 太郎 10
96 山腹崩壊 大鳥(2) 那珂川町 健武 大鳥 10 町道
97 山腹崩壊 光崎(2) 那珂川町 大内 光崎 8 県道
98 山腹崩壊 仲平 那珂川町 大内 木戸 5 町道
99 山腹崩壊 大月沢(2) 那珂川町 大内 屋敷沢 7
100 山腹崩壊 石有(3) 那珂川町 松野 石有 16 県道
101 山腹崩壊 道の入 那珂川町 矢又 道の入 13 県道
102 山腹崩壊 仲坪 那珂川町 大那地 照丸沢 11 県道
103 山腹崩壊 ウシガタイラ 那珂川町 大那地 ウシガタイラ 7 公民館/県道
104 山腹崩壊 油畑 那珂川町 富山 タケナゴ 15 公民館/県道
105 山腹崩壊 金谷 那珂川町 富山 表平 10 町道
106 山腹崩壊 松ケ丘 那珂川町 馬頭 12
107 山腹崩壊 荒沢(2) 那珂川町 健武 荒沢 3 町道
108 山腹崩壊 梅平(1) 那珂川町 小口 1 町道
109 山腹崩壊 梅平(2) 那珂川町 小口 富士山 2 町道
110 山腹崩壊 仲郷(3) 那珂川町 小砂 虫の音 3 町道
111 山腹崩壊 大畑 那珂川町 大内 大畑 6 県道
112 山腹崩壊 大平沢北 那珂川町 大那地 太平沢北 2 県道
113 山腹崩壊 膳棚 那珂川町 浄法寺 膳棚 3 県道
114 山腹崩壊 前山(1) 那珂川町 浄法寺 前山 4 県道
115 山腹崩壊 前山(2) 那珂川町 浄法寺 前山 10 県道
116 山腹崩壊 柳林 那珂川町 浄法寺 前山 県道
117 山腹崩壊 中薬利 那珂川町 薬利 境の目 12 県道117 山腹崩壊 中薬利 那珂川町 薬利 境の目 12 県道
118 山腹崩壊 明智平 那珂川町 薬利 明智平 18 県道
119 山腹崩壊 薬利小学校 那珂川町 薬利 薬師堂入 小学校
120 山腹崩壊 後久保 那珂川町 恩田 後久保 17 町道
121 山腹崩壊 家の前 那珂川町 東戸田 ヒノタ 18 町道
122 山腹崩壊 東戸田 那珂川町 東戸田 山の入 25 町道
123 山腹崩壊 山の神前 那珂川町 片平 山の神前 7 県道
124 山腹崩壊 大窪 那珂川町 白久 大窪 20 県道
125 山腹崩壊 ゼンダナ 那珂川町 薬利 ゼンダナ 5 町道
126 山腹崩壊 ヒナタ 那珂川町 恩田 ヒナタ 11 町道
127 山腹崩壊 サカイシラクボ 那珂川町 恩田 サカイシラクボ 7 町道
128 山腹崩壊 ボウズクボ 那珂川町 三輪 ボウズクボ 2 町道
129 山腹崩壊 ダイマガリ 那珂川町 三輪 ダイマガリ 12 国道
130 山腹崩壊 サイカチヤマ 那珂川町 東戸田 サイカチヤマ 3 町道
131 山腹崩壊 ミネクウチ 那珂川町 片平 ミネクウチ 6
132 山腹崩壊 フジヤマ 那珂川町 片平 フジヤマ 6 県道
133 山腹崩壊 オガワヤマ 那珂川町 白久 オガワヤマ 8
134 山腹崩壊 時庭 那珂川町 薬利 庭渡 3 町道
135 山腹崩壊 家の前(2) 那珂川町 東戸田 ヒナタ 10 町道
136 山腹崩壊 常円寺 那珂川町 片平 要害 3 町道
137 山腹崩壊 山の神 那珂川町 白久 大窪 5 町道
138 山腹崩壊 芳井 那珂川町 芳井 芳井 4 県道
139 山腹崩壊 進中 那珂川町 大内 進中 5 駐在所/町道
小計 139箇所


