
市町村 大字 字 人家戸数 公共施設・種類
1 崩壊土砂流出 一の沢 宇都宮市 飯山町 寅巳 1 市道
2 崩壊土砂流出 河原入 宇都宮市 飯山町 カワハラカイリ 6 市道
3 崩壊土砂流出 入の内 宇都宮市 篠井町 伊豆内 8 市道
4 崩壊土砂流出 山根 宇都宮市 上小池町 入小屋 10 市道
5 崩壊土砂流出 日向山 宇都宮市 上小池町 日向山 1 市道
6 崩壊土砂流出 山崎 宇都宮市 篠井町 山崎 7 県道
7 崩壊土砂流出 ショウブ沢 宇都宮市 篠井町 マミアナ 5 市道
8 崩壊土砂流出 大畑 宇都宮市 大網町 大畑 2 市道
9 崩壊土砂流出 大網 宇都宮市 大網町 高舘沢 2 市道
10 崩壊土砂流出 薬師入 宇都宮市 石那田町 薬師入 10 県道
11 崩壊土砂流出 広久保 宇都宮市 石那田町 トチクボ 5 県道
12 崩壊土砂流出 古木沢 宇都宮市 石那田町 コギツサワ 10 県道
13 崩壊土砂流出 牛沢 宇都宮市 徳次朗町 牛沢 10 国道
14 崩壊土砂流出 門前 宇都宮市 徳次朗町 デンホウジ 5
15 崩壊土砂流出 天王寺 宇都宮市 新里町 アタゴ 10 市道
16 崩壊土砂流出 赤川 宇都宮市 福岡町 入山 5 市道
17 崩壊土砂流出 栗谷入 宇都宮市 新里町 栗谷入 10 市道
18 崩壊土砂流出 北の峯 宇都宮市 古賀志町 赤面 10 県道
19 崩壊土砂流出 唐沢 宇都宮市 古賀志町 タキババ 20 小学校/林道
20 崩壊土砂流出 深沢 宇都宮市 古賀志町 深沢 35 県道
21 崩壊土砂流出 桑木沢 宇都宮市 古賀志町 深沢 10 市道
22 崩壊土砂流出 えだ沢 宇都宮市 新里町 えだ沢 10 県道
23 崩壊土砂流出 栗谷入(2) 宇都宮市 新里町 栗谷入 5 県道
24 崩壊土砂流出 高舘 宇都宮市 大網町 ゴンゲンヤマ 11
25 崩壊土砂流出 茗荷沢 宇都宮市 新里町 20 射撃場/市道
26 崩壊土砂流出 大同抗沢 宇都宮市 篠井町 赤芝 11 県道
27 崩壊土砂流出 ヤナメヤマ 宇都宮市 下横倉町 ヤマメヤマ 4 市道
28 崩壊土砂流出 中山 宇都宮市 新里町 中山 12 林道
29 崩壊土砂流出 西田中 宇都宮市 新里町 西田中 13 市道
30 崩壊土砂流出 多気 宇都宮市 田下町 田下 10 県道
31 崩壊土砂流出 河原ヶ入 宇都宮市 飯山町 河原ヶ入 15 国道
32 崩壊土砂流出 金山 宇都宮市 宮山田 ナナマガリ 6 県道
33 崩壊土砂流出 赤倉沢 宇都宮市 宮山田 ホウノカワ 県道
34 崩壊土砂流出 石那田(1) 宇都宮市 宮山田 石那田 1
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34 崩壊土砂流出 石那田(1) 宇都宮市 宮山田 石那田 1
35 崩壊土砂流出 石那田(2) 宇都宮市 宮山田 ニシノイリ 10
36 崩壊土砂流出 大畑 宇都宮市 冬室 ヒナタハタ 林道
37 崩壊土砂流出 冬室西山 宇都宮市 冬室 矢倉 6 市道
38 崩壊土砂流出 双又沢 宇都宮市 高松 双又沢 5 市道
39 崩壊土砂流出 寺の入 宇都宮市 高松 寺の入 5 市道
40 崩壊土砂流出 竹ノ入 宇都宮市 宮山田 竹ノ入 3 市道
41 崩壊土砂流出 後山 宇都宮市 宮山田 後山 3 市道
42 崩壊土砂流出 東山 宇都宮市 大網町 東山 2 市道

小計 42箇所

1 崩壊土砂流出 荒倉沢 足利市 小俣町 荒倉 10 県道
2 崩壊土砂流出 八斗沢 足利市 小俣町 八斗沢 5 県道
3 崩壊土砂流出 半沢入 足利市 小俣町 半沢 12 県道
4 崩壊土砂流出 宮下入 足利市 小俣町 森出 12 県道
5 崩壊土砂流出 悪戸沢 足利市 小俣町 悪戸 13 県道
6 崩壊土砂流出 岩切沢 足利市 小俣町 岩切 5 県道
7 崩壊土砂流出 白葉 足利市 小俣町 白葉 5 県道
8 崩壊土砂流出 大野手沢 足利市 松田町 原畑 1
9 崩壊土砂流出 赤泥沢 足利市 松田町 原畑 3
10 崩壊土砂流出 尚の沢 足利市 松田町 オオノサワ 6 県道
11 崩壊土砂流出 四台地 足利市 松田町 四台地 10 県道
12 崩壊土砂流出 長石 足利市 松田町 長石 6 市道
13 崩壊土砂流出 湯の沢 足利市 松田町 湯の沢 25 市道
14 崩壊土砂流出 宮の沢 足利市 松田町 原 10 県道
15 崩壊土砂流出 入山 足利市 松田町 入山 5 市道
16 崩壊土砂流出 南重根 足利市 名草上町 南重根 7 市道
17 崩壊土砂流出 夏畑 足利市 名草上町 夏畑 3
18 崩壊土砂流出 足松沢 足利市 名草上町 足松 5
19 崩壊土砂流出 コガヌケ沢 足利市 小俣町 叶花 5
20 崩壊土砂流出 西ノ谷 足利市 粟谷町 西ノ屋 8
21 崩壊土砂流出 滝ノ入 足利市 粟谷町 滝ノ入 11 市道
22 崩壊土砂流出 芝山沢 足利市 松田町 芝山 10
23 崩壊土砂流出 中手沢 足利市 松田町 中手 11
24 崩壊土砂流出 松山入 足利市 松田町 松山 5
25 崩壊土砂流出 松山沢 足利市 松田町 松山 5
26 崩壊土砂流出 田の沢 足利市 松田町 田の沢 15 県道
27 崩壊土砂流出 不入(1) 足利市 松田町 不入 20 市道
28 崩壊土砂流出 不入(2) 足利市 松田町 不入 15 市道28 崩壊土砂流出 不入(2) 足利市 松田町 不入 15 市道
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29 崩壊土砂流出 馬打(1) 足利市 月谷町 青沼 10 県道
30 崩壊土砂流出 矢竹 足利市 松田町 矢竹 5 市道
31 崩壊土砂流出 矢竹沢 足利市 松田町 矢竹 10 市道
32 崩壊土砂流出 江保地 足利市 名草上町 江保地 16
33 崩壊土砂流出 須花 足利市 名草上町 須花 10 市道
34 崩壊土砂流出 入谷(1) 足利市 樺崎町 ダケコシ 10
35 崩壊土砂流出 金九 足利市 板倉町 大平 30 市道
36 崩壊土砂流出 菅沢 足利市 月谷町 菅沢 20 市道
37 崩壊土砂流出 杓子谷戸(1) 足利市 名草下町 杓子 11 市道
38 崩壊土砂流出 杓子谷戸(2) 足利市 名草下町 杓子 10 市道
39 崩壊土砂流出 持舟 足利市 名草下町 持舟 20
40 崩壊土砂流出 入谷 足利市 樺崎町 入西 20
41 崩壊土砂流出 ナベト沢 足利市 樺崎町 入西 7 市道
42 崩壊土砂流出 塩坂 足利市 樺崎町 入東 7
43 崩壊土砂流出 彦谷 足利市 葉鹿町 大阪 14 市道
44 崩壊土砂流出 小彦谷 足利市 葉鹿町 東山 12
45 崩壊土砂流出 入沢 足利市 山下町 入沢 10
46 崩壊土砂流出 大前 足利市 山下町 大平 10
47 崩壊土砂流出 反田 足利市 五十部町 反田 13
48 崩壊土砂流出 中の丸 足利市 大岩町 宮入 7
49 崩壊土砂流出 大岩 足利市 大岩町 多聞道 15
50 崩壊土砂流出 多聞道 足利市 大岩町 多聞道 13
51 崩壊土砂流出 大沼田(1) 足利市 大沼町 坂本 20
52 崩壊土砂流出 大沼田(2) 足利市 大沼町 表入 25 市道
53 崩壊土砂流出 駒場 足利市 板倉町 駒場 5 市道
54 崩壊土砂流出 阿戸 足利市 板倉町 出合 16 市道
55 崩壊土砂流出 久保田 足利市 松田町 久保田 5 市道
56 崩壊土砂流出 大阪 足利市 名草下町 田ノ入 6 市道
57 崩壊土砂流出 久保田(1) 足利市 松田町 久保田 10 市道
58 崩壊土砂流出 湯の沢(1) 足利市 松田町 5 県道
59 崩壊土砂流出 尚の沢(1) 足利市 粟谷町 8 市道
60 崩壊土砂流出 宮ノ入 足利市 田島町 久保 20 市道
61 崩壊土砂流出 小俣 足利市 田島町 久保 20 県道
62 崩壊土砂流出 角欠 足利市 月谷町 角欠 22 県道62 崩壊土砂流出 角欠 足利市 月谷町 角欠 22 県道
63 崩壊土砂流出 本城 足利市 本城 角欠 60
64 崩壊土砂流出 粟谷 足利市 粟谷町 赤岩 林道
65 崩壊土砂流出 森出 足利市 小俣町 森出 20 県道
66 崩壊土砂流出 入西 足利市 樺崎町 入西 6 市道
67 崩壊土砂流出 名草清水 足利市 樺崎町 名草 30 県道
68 崩壊土砂流出 タカノス沢 足利市 松田町 赤雪 ﾀﾞﾑ
69 崩壊土砂流出 大沼田(3) 足利市 大沼田町 中根 16 市道
70 崩壊土砂流出 岩本沢 足利市 名草上町 岩本 5 県道
71 崩壊土砂流出 遅沢 足利市 松田町 湯の沢 林道
72 崩壊土砂流出 野山入山 足利市 松田町 入山 林道
73 崩壊土砂流出 鹿島園 足利市 大沼田町 西根 50 市道
74 崩壊土砂流出 大沼田(4) 足利市 大沼田町 20 市道
75 崩壊土砂流出 松山 足利市 松田町 松山 20 市道

小計 75箇所

1 崩壊土砂流出 片角 栃木市 出流町 5
2 崩壊土砂流出 観音入(2) 栃木市 出流町 5
3 崩壊土砂流出 観音入(1) 栃木市 出流町 5
4 崩壊土砂流出 出流口 栃木市 鍋山町 15 小学校
5 崩壊土砂流出 出流 栃木市 鍋山町 15 県道
6 崩壊土砂流出 寒沢 栃木市 星野町 3 市道
7 崩壊土砂流出 上山口 栃木市 星野町 12
8 崩壊土砂流出 下山口沢 栃木市 星野町 12
9 崩壊土砂流出 台 栃木市 星野町 6
10 崩壊土砂流出 鮒ヶ沢 栃木市 鍋山町 3
11 崩壊土砂流出 栗生沢 栃木市 鍋山町 10
12 崩壊土砂流出 門沢 栃木市 鍋山町 13
13 崩壊土砂流出 入山沢 栃木市 鍋山町 25
14 崩壊土砂流出 坂ノ入沢 栃木市 梅沢町 10 小学校
15 崩壊土砂流出 永倉 栃木市 大久保町 1
16 崩壊土砂流出 宮下 栃木市 梅沢町 8
17 崩壊土砂流出 北柏倉 栃木市 柏倉町 小倉 2
18 崩壊土砂流出 石尊 栃木市 柏倉町 6 市道
19 崩壊土砂流出 柳町 栃木市 柳町 藤倉 1 県道
20 崩壊土砂流出 月輪 栃木市 平井町 月輪 20 高校/大学/県道
21 崩壊土砂流出 薗部 栃木市 薗部町 市道
22 崩壊土砂流出 栃戸沢 栃木市 鍋山町 栃戸 林道
23 崩壊土砂流出 台(1) 栃木市 星野町 台 6 市道23 崩壊土砂流出 台(1) 栃木市 星野町 台 6 市道
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24 崩壊土砂流出 ギタンガ沢 栃木市 鍋山町 ギタンガ 40 中学校/市道
25 崩壊土砂流出 仁田沢 栃木市 鍋山町 仁田 20 市道
26 崩壊土砂流出 新町 栃木市 星野町 三峯 20 県道
27 崩壊土砂流出 沢口沢 栃木市 鍋山町 67 県道
28 崩壊土砂流出 三峯 栃木市 星野町 三峯 20 県道
29 崩壊土砂流出 ふれあいの森 栃木市 出流町 20 市道
30 崩壊土砂流出 立花 栃木市 大平町西山田 越後沢 10
31 崩壊土砂流出 観音(1) 栃木市 大平町西山田 ザラノキ 10
32 崩壊土砂流出 観音(2) 栃木市 大平町西山田 観音 10
33 崩壊土砂流出 大中寺 栃木市 大平町西山田 駒形石 15
34 崩壊土砂流出 茅場沢 栃木市 大平町下皆川 茅場 5
35 崩壊土砂流出 梅ノ木沢 栃木市 大平町西山田 10 町道
36 崩壊土砂流出 晃石前沢 栃木市 大平町西山田 10 町道
37 崩壊土砂流出 上ノ山沢 栃木市 大平町西山田 10 町道
38 崩壊土砂流出 天王沢 栃木市 大平町西山田 天王沢 9
39 崩壊土砂流出 谷津房沢 栃木市 大平町西山田 字トリサワ外 15
40 崩壊土砂流出 木の西 栃木市 都賀町木 石鳥屋 9 町道

小計 40箇所

1 崩壊土砂流出 藤兵衛入 佐野市 寺久保町 塩坂 7
2 崩壊土砂流出 上富士 佐野市 富士町 富士山 3
3 崩壊土砂流出 唐沢富士 佐野市 富士町 5 市道
4 崩壊土砂流出 丸岩 佐野市 飛駒町 10 市道
5 崩壊土砂流出 黒沢西 佐野市 飛駒町 黒沢 7 市道
6 崩壊土砂流出 白イ久保 佐野市 飛駒町 黒沢 7 市道
7 崩壊土砂流出 小黒沢 佐野市 飛駒町 10 県道
8 崩壊土砂流出 案内久保 佐野市 飛駒町 5 県道
9 崩壊土砂流出 音ヶ沢 佐野市 飛駒町 5 県道
10 崩壊土砂流出 近沢 佐野市 飛駒町 伊達岩 3 県道
11 崩壊土砂流出 奥閑馬 佐野市 閑馬町 3 市道
12 崩壊土砂流出 跳石沢 佐野市 飛駒町 跳石沢 市道
13 崩壊土砂流出 川面沢 佐野市 飛駒町 3 県道
14 崩壊土砂流出 小柴 佐野市 飛駒町 10 市道
15 崩壊土砂流出 田保沢 佐野市 飛駒町 5 市道15 崩壊土砂流出 田保沢 佐野市 飛駒町 5 市道
16 崩壊土砂流出 矢の目沢 佐野市 飛駒町 6 市道
17 崩壊土砂流出 高馬沢 佐野市 閑馬町 8 市道
18 崩壊土砂流出 松坂沢 佐野市 閑馬町 3 市道
19 崩壊土砂流出 大石戸沢 佐野市 閑馬町 2 市道
20 崩壊土砂流出 金原(1) 佐野市 閑馬町 10 市道
21 崩壊土砂流出 金原(2) 佐野市 閑馬町 10 市道
22 崩壊土砂流出 中木戸 佐野市 飛駒町 県道
23 崩壊土砂流出 七ガ久保 佐野市 飛駒町 5 県道
24 崩壊土砂流出 小野久保 佐野市 飛駒町 3 県道
25 崩壊土砂流出 中島 佐野市 下彦間町 中島 8 県道
26 崩壊土砂流出 坂和 佐野市 閑馬町 10 市道
27 崩壊土砂流出 大網 佐野市 下彦間町 大網 8
28 崩壊土砂流出 面白石 佐野市 作原町 3 県道
29 崩壊土砂流出 八神沢 佐野市 作原町 3 県道
30 崩壊土砂流出 大赤芝沢 佐野市 作原町 5
31 崩壊土砂流出 上小戸 佐野市 作原町 5
32 崩壊土砂流出 萩の沢 佐野市 作原町 5
33 崩壊土砂流出 大網沢 佐野市 作原町 5
34 崩壊土砂流出 春本沢 佐野市 作原町 5
35 崩壊土砂流出 中の沢 佐野市 作原町 7 県道
36 崩壊土砂流出 芝の沢 佐野市 作原町 10 県道
37 崩壊土砂流出 矢竹沢 佐野市 作原町 10 県道
38 崩壊土砂流出 前沢 佐野市 作原町 10 県道
39 崩壊土砂流出 松葉沢 佐野市 作原町 細久保 10 市道
40 崩壊土砂流出 釜ヶ沢 佐野市 作原町 10
41 崩壊土砂流出 越沢 佐野市 作原町 6
42 崩壊土砂流出 山口沢 佐野市 作原町 10 県道
43 崩壊土砂流出 稲村沢 佐野市 作原町 10 県道
44 崩壊土砂流出 炭屋 佐野市 長谷場町 10 県道
45 崩壊土砂流出 白岩沢 佐野市 白岩町 3 県道
46 崩壊土砂流出 唐沢 佐野市 長谷場町 5 県道
47 崩壊土砂流出 小又沢 佐野市 長谷場町 6
48 崩壊土砂流出 御神楽 佐野市 長谷場町 15
49 崩壊土砂流出 松出沢 佐野市 長谷場町 6
50 崩壊土砂流出 生沢 佐野市 長谷場町 10 県道
51 崩壊土砂流出 羽黒沢 佐野市 飛駒町 5 県道
52 崩壊土砂流出 毛野沢 佐野市 飛駒町 15 県道
53 崩壊土砂流出 鍛冶ヶ沢 佐野市 飛駒町 17 県道53 崩壊土砂流出 鍛冶ヶ沢 佐野市 飛駒町 17 県道
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54 崩壊土砂流出 御所の入 佐野市 山形町 御所の入 20 市道
55 崩壊土砂流出 片峰 佐野市 山形町 片峰 2 市道
56 崩壊土砂流出 矢の沢 佐野市 下彦間町 矢の沢 19 市道
57 崩壊土砂流出 高野 佐野市 下彦間町 高野 11 市道
58 崩壊土砂流出 久保 佐野市 下彦間町 久保 5
59 崩壊土砂流出 家隆 佐野市 下彦間町 家隆 2
60 崩壊土砂流出 冥賀沢 佐野市 飛駒町 鳥谷戸 7 林道
61 崩壊土砂流出 戸雁 佐野市 飛駒町 戸雁 5 市道
62 崩壊土砂流出 坂本 佐野市 飛駒町 坂本 2 県道
63 崩壊土砂流出 打越 佐野市 飛駒町 打越 16 市道
64 崩壊土砂流出 中山(1) 佐野市 飛駒町 中山 6 市道
65 崩壊土砂流出 中山(2) 佐野市 飛駒町 中山 6 市道
66 崩壊土砂流出 寺沢(1) 佐野市 飛駒町 寺沢 5 市道
67 崩壊土砂流出 寺沢(2) 佐野市 飛駒町 寺沢 6 市道
68 崩壊土砂流出 多高原 佐野市 飛駒町 寺沢 2 市道
69 崩壊土砂流出 柚ノ木 佐野市 長谷場町 柚ノ木 7 市道
70 崩壊土砂流出 細尾沢 佐野市 作原町 13 県道
71 崩壊土砂流出 男女生沢 佐野市 下彦間町 5 県道
72 崩壊土砂流出 稲荷沢 佐野市 作原町 10 県道
73 崩壊土砂流出 西ノ沢 佐野市 飛駒町 2 林道
74 崩壊土砂流出 佐野寺沢 佐野市 飛駒町 5 県道
75 崩壊土砂流出 田島沢 佐野市 飛駒町 6 県道
76 崩壊土砂流出 須花沢 佐野市 下彦間町 6 県道
77 崩壊土砂流出 中ノ沢 佐野市 作原町 2 市道
78 崩壊土砂流出 松出沢(1) 佐野市 長谷場町 8 市道
79 崩壊土砂流出 竜谷 佐野市 多田町 15 市道
80 崩壊土砂流出 内手 佐野市 下彦間町 6 市道
81 崩壊土砂流出 神社東 佐野市 下彦間町 10 県道
82 崩壊土砂流出 小沢 佐野市 長谷場町 17 県道
83 崩壊土砂流出 桶沢 佐野市 長谷場町 桶沢 5 県道
84 崩壊土砂流出 老越路 佐野市 飛駒町 老越路 県道
85 崩壊土砂流出 高野久保沢 佐野市 下彦間町 高野久保 20 県道
86 崩壊土砂流出 大仁ノ手沢 佐野市 飛駒町 寺沢鬼 4
87 崩壊土砂流出 堀切沢 佐野市 飛駒町 堀切 3087 崩壊土砂流出 堀切沢 佐野市 飛駒町 堀切 30
88 崩壊土砂流出 障子岩沢 佐野市 白岩町 障子岩 20 県道
89 崩壊土砂流出 新宿 佐野市 閑馬町 新宿 25 小学校
90 崩壊土砂流出 大嶽沢 佐野市 作原町 大戸入 林道
91 崩壊土砂流出 沢入沢 佐野市 作原町 沢入 5 県道
92 崩壊土砂流出 山吹沢 佐野市 秋山町 林道
93 崩壊土砂流出 大荷場 佐野市 秋山町 林道
94 崩壊土砂流出 高手沢 佐野市 秋山町 林道
95 崩壊土砂流出 大部屋沢 佐野市 秋山町 林道
96 崩壊土砂流出 嶽の手沢 佐野市 秋山町 氷室 林道
97 崩壊土砂流出 鳴岩沢 佐野市 秋山町 市道
98 崩壊土砂流出 正の沢 佐野市 秋山町 市道
99 崩壊土砂流出 正の沢入 佐野市 秋山町 市道
100 崩壊土砂流出 後口沢 佐野市 秋山町 県道
101 崩壊土砂流出 久保沢 佐野市 秋山町 県道
102 崩壊土砂流出 古穴沢 佐野市 秋山町 5 県道
103 崩壊土砂流出 大倉沢 佐野市 秋山町 12 県道
104 崩壊土砂流出 深堀沢 佐野市 秋山町 10 県道
105 崩壊土砂流出 栃岡 佐野市 秋山町 5
106 崩壊土砂流出 落倉沢 佐野市 秋山町 8 県道
107 崩壊土砂流出 梅木沢(1) 佐野市 秋山町 11 県道
108 崩壊土砂流出 梅木沢(2) 佐野市 秋山町 5
109 崩壊土砂流出 栃橋沢 佐野市 秋山町 10 県道
110 崩壊土砂流出 出原沢 佐野市 秋山町 5
111 崩壊土砂流出 前沢 佐野市 秋山町 6
112 崩壊土砂流出 太田沢 佐野市 水木町 11
113 崩壊土砂流出 竹花沢 佐野市 水木町 15 県道
114 崩壊土砂流出 磯ヶ沢 佐野市 水木町 10 中学校
115 崩壊土砂流出 大釜 佐野市 水木町 8
116 崩壊土砂流出 栃久保沢 佐野市 仙波町 5
117 崩壊土砂流出 越沢 佐野市 秋山町 水木 7
118 崩壊土砂流出 溜里沢 佐野市 柿平町 10
119 崩壊土砂流出 高松沢 佐野市 柿平町 高松 10
120 崩壊土砂流出 辺張沢 佐野市 柿平町 15 県道
121 崩壊土砂流出 栗生沢 佐野市 柿平町 3
122 崩壊土砂流出 沢の入 佐野市 豊代町 25
123 崩壊土砂流出 谷沢 佐野市 仙波町 6
124 崩壊土砂流出 小室 佐野市 会沢町 小室 20 県道
125 崩壊土砂流出 大沢 佐野市 葛生町 6125 崩壊土砂流出 大沢 佐野市 葛生町 6
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126 崩壊土砂流出 堀ノ内 佐野市 秋山町 堀ノ内 26 市道
127 崩壊土砂流出 寺の沢 佐野市 秋山町 堀ノ内 7 市道
128 崩壊土砂流出 登先沢 佐野市 秋山町 16 県道
129 崩壊土砂流出 下仙波 佐野市 仙波町 30 県道
130 崩壊土砂流出 四ツ沢囲 佐野市 仙波町 5 県道
131 崩壊土砂流出 長網沢 佐野市 常磐町 17 県道
132 崩壊土砂流出 古内沢 佐野市 常磐町 7 県道
133 崩壊土砂流出 うるしの台 佐野市 常磐町 13
134 崩壊土砂流出 森沢 佐野市 秋山町 森沢 15 県道
135 崩壊土砂流出 森沢向 佐野市 秋山町 ムケヤマ 15 県道
136 崩壊土砂流出 唐木田 佐野市 葛生町 葛生 林道
137 崩壊土砂流出 ヨシガ沢 佐野市 水木町 ヨシザワ 30 県道
138 崩壊土砂流出 萱沼 佐野市 仙波町 常磐 3 県道
139 崩壊土砂流出 芦沢 佐野市 秋山町 県道
140 崩壊土砂流出 片根 佐野市 秋山町 片根 25 県道
141 崩壊土砂流出 山の神神社向 佐野市 作原町 大戸入 林道
142 崩壊土砂流出 駒ヶ沢 佐野市 御神楽町 駒ヶ沢 20 市道
143 崩壊土砂流出 黒沢西2 佐野市 飛駒町 寺沢 5 林道
144 崩壊土砂流出 バララ沢 佐野市 作原町 大戸入 林道
145 崩壊土砂流出 東川水ノ木 佐野市 飛駒町 東川 林道
146 崩壊土砂流出 大荷場2 佐野市 秋山町 木浦原ｱﾅ 林道
小計 146箇所

1 崩壊土砂流出 茂烏旗(1) 鹿沼市 板荷 茂烏旗 7 県道
2 崩壊土砂流出 茂烏旗(3) 鹿沼市 板荷 茂烏旗 7 県道
3 崩壊土砂流出 茂烏旗(4) 鹿沼市 板荷 松手 7 県道
4 崩壊土砂流出 茂烏旗(2) 鹿沼市 板荷 スズクボ 7 県道
5 崩壊土砂流出 茂烏旗(5) 鹿沼市 板荷 黒石 7 県道
6 崩壊土砂流出 唐沢 鹿沼市 板荷 クズレメ 10 県道
7 崩壊土砂流出 高野内 鹿沼市 板荷 マルヤマ 10 県道
8 崩壊土砂流出 高芝 鹿沼市 板荷 切道 10
9 崩壊土砂流出 桑ヶ沢 鹿沼市 板荷 桑ヶ沢 10
10 崩壊土砂流出 殿の入 鹿沼市 板荷 殿の入 7
11 崩壊土砂流出 板荷畑(2) 鹿沼市 板荷 赤坂 1011 崩壊土砂流出 板荷畑(2) 鹿沼市 板荷 赤坂 10
12 崩壊土砂流出 板荷畑(1) 鹿沼市 板荷 茶ノ木沢 15
13 崩壊土砂流出 越路 鹿沼市 板荷 竹之内 5
14 崩壊土砂流出 板荷畑(3) 鹿沼市 板荷 アカイシ 2
15 崩壊土砂流出 日陰山沢 鹿沼市 板荷 サボメ 1
16 崩壊土砂流出 梅ノ木沢 鹿沼市 板荷 梅ノ木タテメ 3 市道
17 崩壊土砂流出 桜ヶ入 鹿沼市 板荷 西山 7
18 崩壊土砂流出 沢入 鹿沼市 板荷 松原 7
19 崩壊土砂流出 滝ノ沢 鹿沼市 板荷 滝ノ沢 10
20 崩壊土砂流出 大沢 鹿沼市 板荷 大沢 10 市道
21 崩壊土砂流出 柿沢(3) 鹿沼市 板荷 オオザワノリ 3
22 崩壊土砂流出 柿沢(2) 鹿沼市 板荷 ホリノクボ 3
23 崩壊土砂流出 柿沢(1) 鹿沼市 板荷 コブ沢 10
24 崩壊土砂流出 沢口入 鹿沼市 板荷 ヒジマガリ 10
25 崩壊土砂流出 上ノ山 鹿沼市 板荷 ナカノザワ 7
26 崩壊土砂流出 足ヶ沢 鹿沼市 板荷 足ヶ沢 7 鉄道
27 崩壊土砂流出 川化 鹿沼市 板荷 ナバタケ 12
28 崩壊土砂流出 水越沢 鹿沼市 板荷 辺釣 7 鉄道/県道
29 崩壊土砂流出 河原小屋本流 鹿沼市 草久 河原小屋 林道
30 崩壊土砂流出 ゲノコワ沢 鹿沼市 草久 河原小屋 林道
31 崩壊土砂流出 日光沢 鹿沼市 草久 河原小屋 林道
32 崩壊土砂流出 林沢(2) 鹿沼市 草久 河原小屋 林道
33 崩壊土砂流出 林沢(1) 鹿沼市 草久 河原小屋 林道
34 崩壊土砂流出 篠沢 鹿沼市 草久 河原小屋 林道
35 崩壊土砂流出 岩手沢 鹿沼市 草久 カミノムカイ 林道
36 崩壊土砂流出 まぶた沢 鹿沼市 草久 シノダイラ 林道
37 崩壊土砂流出 マタギゴヤ沢 鹿沼市 草久 カミノムカイ 林道
38 崩壊土砂流出 奴沢 鹿沼市 草久 シノダイラ 林道
39 崩壊土砂流出 タツメガ沢 鹿沼市 草久 カミノムカイ 林道
40 崩壊土砂流出 河原小屋下流(1) 鹿沼市 草久 カミノムカイ 林道
41 崩壊土砂流出 馬道沢 鹿沼市 草久 馬道沢 1 林道
42 崩壊土砂流出 アシ沢 鹿沼市 草久 ジョウネンボ 1 林道
43 崩壊土砂流出 アイノクラ沢 鹿沼市 草久 シモノムカイ 1 林道
44 崩壊土砂流出 河原小屋下流(2) 鹿沼市 草久 コウザンイリ 1 林道
45 崩壊土砂流出 河原小屋下流(3) 鹿沼市 草久 イシゴヤ 林道
46 崩壊土砂流出 川中島 鹿沼市 草久 ナベガサワ 3 林道
47 崩壊土砂流出 蕗平(1) 鹿沼市 草久 蕗平 3
48 崩壊土砂流出 蕗平(2) 鹿沼市 草久 ナガクボ 3
49 崩壊土砂流出 稲荷沢 鹿沼市 草久 裏山 10 県道49 崩壊土砂流出 稲荷沢 鹿沼市 草久 裏山 10 県道



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

崩壊土砂流出危険地区一覧表

50 崩壊土砂流出 合の沢 鹿沼市 草久 合の沢 10 県道
51 崩壊土砂流出 萱の手(1) 鹿沼市 草久 タキノイリ 6
52 崩壊土砂流出 萱の手(2) 鹿沼市 草久 ニシムカイ 6
53 崩壊土砂流出 足尾沢 鹿沼市 草久 横根 県道
54 崩壊土砂流出 藤倉沢 鹿沼市 草久 横根 県道
55 崩壊土砂流出 藤倉沢支流 鹿沼市 草久 サクラッパラ 県道
56 崩壊土砂流出 棚入沢支流 鹿沼市 草久 サクラッパラ 県道
57 崩壊土砂流出 棚入沢 鹿沼市 草久 マツデムコウ 県道
58 崩壊土砂流出 焼山沢 鹿沼市 草久 ウシロウラ 県道
59 崩壊土砂流出 日六沢 鹿沼市 草久 アイノカヤ沢 県道
60 崩壊土砂流出 滝ヶ花 鹿沼市 草久 コトリヤ 6
61 崩壊土砂流出 畑の沢 鹿沼市 草久 タテノサワ 7 県道
62 崩壊土砂流出 岩岳 鹿沼市 草久 シカバ 県道
63 崩壊土砂流出 樺ヶ沢 鹿沼市 草久 ナガクボ 8 県道
64 崩壊土砂流出 スガノ沢 鹿沼市 草久 ナガクボ 4 県道
65 崩壊土砂流出 重平沢 鹿沼市 草久 重平 県道
66 崩壊土砂流出 追越沢 鹿沼市 草久 古越路沢 5 県道
67 崩壊土砂流出 落合(1) 鹿沼市 草久 コヒノキザワ 5
68 崩壊土砂流出 落合(2) 鹿沼市 草久 タキノウエ 7
69 崩壊土砂流出 両の手(2) 鹿沼市 草久 クワナ 3 小学校/県道
70 崩壊土砂流出 両ノ手(1) 鹿沼市 草久 トイクチ 5 県道
71 崩壊土砂流出 内倉(3) 鹿沼市 草久 フシノキイリ 5 県道
72 崩壊土砂流出 内倉(2) 鹿沼市 草久 内倉内 5 県道
73 崩壊土砂流出 小川沢 鹿沼市 草久 小川沢 7 県道
74 崩壊土砂流出 内倉(1) 鹿沼市 草久 イモガラザワ 6 県道
75 崩壊土砂流出 滝ヶ原 鹿沼市 草久 タキガハラ 5 県道
76 崩壊土砂流出 江戸沢 鹿沼市 草久 井戸沢 5 県道
77 崩壊土砂流出 八岡滝沢 鹿沼市 草久 タキガワラ 10 郵便局/県道
78 崩壊土砂流出 小越路沢 鹿沼市 草久 ヤシキウチ 14 中学校/県道
79 崩壊土砂流出 ナリ沢 鹿沼市 草久 片の道 県道
80 崩壊土砂流出 小鹿ノ入沢 鹿沼市 草久 オウロウバタ 10 県道
81 崩壊土砂流出 唐沢 鹿沼市 草久 シモウエ 10
82 崩壊土砂流出 関場沢(2) 鹿沼市 草久 ハチガサワ 5
83 崩壊土砂流出 関場沢(1) 鹿沼市 草久 ハチガサワ 583 崩壊土砂流出 関場沢(1) 鹿沼市 草久 ハチガサワ 5
84 崩壊土砂流出 大塩沢 鹿沼市 草久 ワノシタ 3 県道
85 崩壊土砂流出 滝沢 鹿沼市 草久 滝沢 10
86 崩壊土砂流出 岩根沢 鹿沼市 下大久保 岩根沢 15 県道
87 崩壊土砂流出 ウツ沢 鹿沼市 下大久保 ウツ沢 10 県道
88 崩壊土砂流出 関封沢 鹿沼市 下大久保 セキカケ沢 2 県道
89 崩壊土砂流出 舟ヶ沢 鹿沼市 下大久保 舟ヶ沢 2 県道
90 崩壊土砂流出 寄栗(4) 鹿沼市 上久我 上久我字 林道
91 崩壊土砂流出 寄栗(3) 鹿沼市 上久我 オオタキザワ 林道
92 崩壊土砂流出 寄栗(2) 鹿沼市 上久我 オオタキザワ 林道
93 崩壊土砂流出 寄栗(1) 鹿沼市 上久我 オオタキザワ 林道
94 崩壊土砂流出 寄栗(5) 鹿沼市 上久我 オオタキザワ 林道
95 崩壊土砂流出 寄栗(6) 鹿沼市 上久我 オオタキザワ 林道
96 崩壊土砂流出 寄栗(7) 鹿沼市 上久我 生所 林道
97 崩壊土砂流出 バラガ沢(2) 鹿沼市 上久我 バラガ沢 林道
98 崩壊土砂流出 バラガ沢(1) 鹿沼市 上久我 裏山 6 林道
99 崩壊土砂流出 深沢 鹿沼市 上久我 深沢 3 林道
100 崩壊土砂流出 寄栗小川沢(2) 鹿沼市 上久我 ダイモチ沢 7 県道
101 崩壊土砂流出 寄栗小川沢(1) 鹿沼市 上久我 裏山 7 林道
102 崩壊土砂流出 新台林 鹿沼市 上久我 火打石沢 2 林道
103 崩壊土砂流出 裏山 鹿沼市 上久我 裏山 6 県道
104 崩壊土砂流出 火打石沢(3) 鹿沼市 上久我 火打石沢 5 林道
105 崩壊土砂流出 火打石沢(2) 鹿沼市 上久我 火打石沢 5 林道
106 崩壊土砂流出 火打石沢(1) 鹿沼市 上久我 火打石沢 5 林道
107 崩壊土砂流出 道祖神 鹿沼市 上久我 ドウソジン 林道
108 崩壊土砂流出 タカハタ沢 鹿沼市 上久我 タカハタ沢 林道
109 崩壊土砂流出 イシタツメ 鹿沼市 上久我 イシタツメ 林道
110 崩壊土砂流出 白根沢 鹿沼市 上久我 白根 6 県道
111 崩壊土砂流出 黄金沢 鹿沼市 上久我 白根 6 県道
112 崩壊土砂流出 松出沢 鹿沼市 上久我 松出 6 県道
113 崩壊土砂流出 曲手沢 鹿沼市 上久我 ガツレ 県道
114 崩壊土砂流出 ドウツレ沢 鹿沼市 上久我 ドゾラ沢 県道
115 崩壊土砂流出 滝の沢(2) 鹿沼市 上久我 タキノサワ 15 県道
116 崩壊土砂流出 滝の沢(1) 鹿沼市 上久我 ミサワ 10 県道
117 崩壊土砂流出 御沢 鹿沼市 上久我 御沢 1
118 崩壊土砂流出 大水沢 鹿沼市 上久我 大水沢 1
119 崩壊土砂流出 小水沢 鹿沼市 上久我 小水沢 7 県道
120 崩壊土砂流出 小菅沢 鹿沼市 上久我 コスゲ沢 1 県道
121 崩壊土砂流出 大出沢 鹿沼市 上久我 大出沢 5 県道121 崩壊土砂流出 大出沢 鹿沼市 上久我 大出沢 5 県道
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122 崩壊土砂流出 坂本(2) 鹿沼市 上久我 ウシロ沢 11 県道
123 崩壊土砂流出 坂本(1) 鹿沼市 上久我 出入 11 県道
124 崩壊土砂流出 境沢(1) 鹿沼市 上久我 ハンガ沢 4
125 崩壊土砂流出 境沢(2) 鹿沼市 上久我 マツノ沢 4
126 崩壊土砂流出 境沢(3) 鹿沼市 上久我 ミヤノイリ 3
127 崩壊土砂流出 小佐部沢 鹿沼市 上久我 ヒガイノサワ 15 県道
128 崩壊土砂流出 大佐部沢 鹿沼市 上久我 コシハツ沢 20 県道
129 崩壊土砂流出 セバヤ沢 鹿沼市 上久我 セバヤ沢 14 小学校
130 崩壊土砂流出 ヤコド 鹿沼市 上久我 サゴイ 18
131 崩壊土砂流出 老沢(3) 鹿沼市 下久我 老沢 12
132 崩壊土砂流出 老沢(2) 鹿沼市 下久我 老沢 12
133 崩壊土砂流出 老沢(1) 鹿沼市 下久我 老沢 12
134 崩壊土砂流出 坂丸沢 鹿沼市 下久我 坂丸 11
135 崩壊土砂流出 大仁田沢 鹿沼市 下久我 大仁田 2
136 崩壊土砂流出 引田道 鹿沼市 下久我 ハギノテ 14 県道
137 崩壊土砂流出 小奈良 鹿沼市 下久我 小奈良 5
138 崩壊土砂流出 ウシロハラ 鹿沼市 下久我 ウシロウラ 5
139 崩壊土砂流出 岩渕 鹿沼市 下久我 岩渕沢 11 県道
140 崩壊土砂流出 木戸入沢 鹿沼市 下久我 木戸 2
141 崩壊土砂流出 待井 鹿沼市 下久我 岩渕沢 11 県道
142 崩壊土砂流出 上山中 鹿沼市 加園 上山中 2
143 崩壊土砂流出 福ヶ沢(1) 鹿沼市 加園 福沢 5 支所/県道
144 崩壊土砂流出 福ヶ沢(2) 鹿沼市 加園 福ヶ沢 1
145 崩壊土砂流出 釜ヶ入(2) 鹿沼市 加園 フタマタ 10
146 崩壊土砂流出 釜ヶ入(1) 鹿沼市 加園 ナガミネ 10
147 崩壊土砂流出 ヒツ沢(1) 鹿沼市 加園 ヒツ沢 14
148 崩壊土砂流出 ヒツ沢(2) 鹿沼市 加園 ヒツ沢 10
149 崩壊土砂流出 ヒツ沢(3) 鹿沼市 加園 アラクラ 10
150 崩壊土砂流出 ヒツ沢(4) 鹿沼市 加園 タチガサワ 8
151 崩壊土砂流出 ヒツ沢(5) 鹿沼市 加園 クワノキザワ 8
152 崩壊土砂流出 ヒツ沢(6) 鹿沼市 加園 ヒツ沢 8
153 崩壊土砂流出 ヒツ沢(7) 鹿沼市 加園 ヒツ沢 7
154 崩壊土砂流出 平沢 鹿沼市 加園 平沢 10
155 崩壊土砂流出 小手の入沢(1) 鹿沼市 加園 オデイリ 5155 崩壊土砂流出 小手の入沢(1) 鹿沼市 加園 オデイリ 5
156 崩壊土砂流出 小手の入沢(2) 鹿沼市 加園 カミミタテ 5
157 崩壊土砂流出 古中入 鹿沼市 引田 イモリヤマ 13
158 崩壊土砂流出 古越路 鹿沼市 引田 コタチイワ 15
159 崩壊土砂流出 平野 鹿沼市 引田 ヒナタヤマ 10
160 崩壊土砂流出 坂下 鹿沼市 富岡 谷入 7
161 崩壊土砂流出 上坪 鹿沼市 下沢 大平 5
162 崩壊土砂流出 中坪 鹿沼市 下沢 ワリガクボ 5
163 崩壊土砂流出 下沢 鹿沼市 下沢 前山 11
164 崩壊土砂流出 杓子沢 鹿沼市 上南摩 杓沢 12
165 崩壊土砂流出 象間 鹿沼市 上南摩 杓沢 5 県道
166 崩壊土砂流出 栗沢 鹿沼市 上南摩 栗沢 10
167 崩壊土砂流出 小倉沢 鹿沼市 草久 小倉沢 12 林道
168 崩壊土砂流出 虻麦沢 鹿沼市 上久我 アブムギ 8 県道
169 崩壊土砂流出 稲山 鹿沼市 引田 稲山 2 市道
170 崩壊土砂流出 ナナマガリ沢 鹿沼市 上南摩 ナナマガリ 4 県道
171 崩壊土砂流出 大沢 鹿沼市 引田 オオサワ 5
172 崩壊土砂流出 中の沢 鹿沼市 引田 ナカノサワ 10 県道
173 崩壊土砂流出 ヨモギ沢 鹿沼市 引田 ヨモギ沢 7 県道
174 崩壊土砂流出 室瀬(3) 鹿沼市 上南摩 ムロセ 3
175 崩壊土砂流出 ママノシタ 鹿沼市 上南摩 ママノシタ 2 県道
176 崩壊土砂流出 宮内台 鹿沼市 上南摩 コシノサワ 3
177 崩壊土砂流出 沢入 鹿沼市 板荷 大久保 7
178 崩壊土砂流出 日朝暮 鹿沼市 下沢 ニッチョウボ 24 市道
179 崩壊土砂流出 岩花 鹿沼市 引田 オオサワイリ 10 県道
180 崩壊土砂流出 ヒツ沢 鹿沼市 加園 ヒツザワ 8 市道
181 崩壊土砂流出 薄倉沢 鹿沼市 板荷 薄倉沢 県道
182 崩壊土砂流出 上之台 鹿沼市 草久 上之台 3 県道
183 崩壊土砂流出 字穴沢 鹿沼市 草久 阿佐穴 5 県道
184 崩壊土砂流出 石裂沢 鹿沼市 草久 石裂沢 4 林道
185 崩壊土砂流出 蛇塚沢 鹿沼市 入粟野 横根 1 林道
186 崩壊土砂流出 上五月(1) 鹿沼市 入粟野 横根 林道
187 崩壊土砂流出 上五月(2) 鹿沼市 入粟野 横根 林道
188 崩壊土砂流出 上五月(3) 鹿沼市 入粟野 横根 林道
189 崩壊土砂流出 ツウジンボウ沢(2) 鹿沼市 入粟野 横根 県道
190 崩壊土砂流出 ツウジンボウ沢(1) 鹿沼市 入粟野 横根 県道
191 崩壊土砂流出 鳥屋下 鹿沼市 入粟野 横根 県道
192 崩壊土砂流出 荷場(4) 鹿沼市 入粟野 横根 県道
193 崩壊土砂流出 荷場(3) 鹿沼市 入粟野 荷場 6 県道193 崩壊土砂流出 荷場(3) 鹿沼市 入粟野 荷場 6 県道
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194 崩壊土砂流出 荷場(2) 鹿沼市 入粟野 荷場 県道
195 崩壊土砂流出 荷場(1) 鹿沼市 入粟野 クマノハラ 県道
196 崩壊土砂流出 上五月(4) 鹿沼市 入粟野 入五月 6 県道
197 崩壊土砂流出 入五月 鹿沼市 入粟野 入五月 6 県道
198 崩壊土砂流出 シラガ沢 鹿沼市 入粟野 シラガ沢 県道
199 崩壊土砂流出 フクガ沢 鹿沼市 入粟野 フクガ沢 1 県道
200 崩壊土砂流出 シボウチ沢 鹿沼市 入粟野 シボウチ沢 3 県道
201 崩壊土砂流出 小川沢 鹿沼市 入粟野 坂本 3 県道
202 崩壊土砂流出 尾ざく沢 鹿沼市 入粟野 尾ざく 6 県道
203 崩壊土砂流出 タツミ沢 鹿沼市 入粟野 タツミ沢 3 県道
204 崩壊土砂流出 オソ沢 鹿沼市 入粟野 オソ沢 5 県道
205 崩壊土砂流出 アナノ沢 鹿沼市 入粟野 アナノ沢 県道
206 崩壊土砂流出 天出沢 鹿沼市 入粟野 天出沢 5 県道
207 崩壊土砂流出 馬返 鹿沼市 入粟野 アカヌマ沢 5 県道
208 崩壊土砂流出 赤沼沢 鹿沼市 入粟野 アカヌマ沢 5 県道
209 崩壊土砂流出 水沢(1) 鹿沼市 入粟野 水沢 6 県道
210 崩壊土砂流出 水沢(2) 鹿沼市 入粟野 テンジンサワ 2 県道
211 崩壊土砂流出 滝ノ端向 鹿沼市 入粟野 滝の沢 6 県道
212 崩壊土砂流出 ニタ沢 鹿沼市 入粟野 ニタ沢 6
213 崩壊土砂流出 境沢西ノ入 鹿沼市 入粟野 ミズザカイ 4
214 崩壊土砂流出 境沢東山 鹿沼市 入粟野 東山 2
215 崩壊土砂流出 羽根羽見沢 鹿沼市 入粟野 オオハタ沢 2
216 崩壊土砂流出 下羽根羽見沢 鹿沼市 入粟野 ハネバミ沢 5 県道
217 崩壊土砂流出 唐沢 鹿沼市 入粟野 唐沢 6 県道
218 崩壊土砂流出 宮内 鹿沼市 入粟野 ミヤウチ沢 10 県道
219 崩壊土砂流出 セキネオ沢 鹿沼市 中粟野 セキネオ沢 5 県道
220 崩壊土砂流出 大栗沢 鹿沼市 中粟野 マツガサワ 3
221 崩壊土砂流出 大栗 鹿沼市 中粟野 クリキガ沢 22 小学校/県道
222 崩壊土砂流出 松坂 鹿沼市 中粟野 キノコザワ 11 県道
223 崩壊土砂流出 大荷沢 鹿沼市 中粟野 大荷沢 11
224 崩壊土砂流出 田原神社 鹿沼市 中粟野 スガヌマ 5 県道
225 崩壊土砂流出 追地ワナ場 鹿沼市 中粟野 ワナバグチ 10
226 崩壊土砂流出 追地オオマト沢 鹿沼市 中粟野 ワナバグチ 11
227 崩壊土砂流出 追地 鹿沼市 中粟野 ホウノキ沢 11227 崩壊土砂流出 追地 鹿沼市 中粟野 ホウノキ沢 11
228 崩壊土砂流出 名武戸 鹿沼市 中粟野 名武戸沢 10 県道
229 崩壊土砂流出 板名(3) 鹿沼市 中粟野 板名入口 10
230 崩壊土砂流出 板名(2) 鹿沼市 中粟野 シチロザワ 2 県道
231 崩壊土砂流出 板名(1) 鹿沼市 中粟野 馬の沢 3 県道
232 崩壊土砂流出 炭谷沢 鹿沼市 中粟野 スミタニザワ 3
233 崩壊土砂流出 小前沢 鹿沼市 口粟野 小前沢 5 県道
234 崩壊土砂流出 ヒエ沢 鹿沼市 中粟野 ヒエ沢 7
235 崩壊土砂流出 月木 鹿沼市 口粟野 月の木沢 17 県道
236 崩壊土砂流出 松木沢 鹿沼市 口粟野 松木沢 5
237 崩壊土砂流出 松木沢(1) 鹿沼市 口粟野 オカノイリ 5
238 崩壊土砂流出 松木沢(2) 鹿沼市 口粟野 ヨシザワ 10
239 崩壊土砂流出 栗沢 鹿沼市 口粟野 オキウチ 3
240 崩壊土砂流出 妙見寺 鹿沼市 口粟野 クラカケヤマ 5
241 崩壊土砂流出 桑沢 鹿沼市 口粟野 タキノサワ 5
242 崩壊土砂流出 根岸 鹿沼市 口粟野 根岸 8 県道
243 崩壊土砂流出 イドサワ 鹿沼市 口粟野 イドザワ 5 県道
244 崩壊土砂流出 吉沢 鹿沼市 口粟野 口粟野タマタマウエ 8
245 崩壊土砂流出 筌場 鹿沼市 口粟野 口粟野ウエノサワ 8
246 崩壊土砂流出 ワナ沢 鹿沼市 上粕尾 木浦沢 4 県道
247 崩壊土砂流出 横根(1) 鹿沼市 上粕尾 横根 県道
248 崩壊土砂流出 横根(2) 鹿沼市 上粕尾 横根 2 県道
249 崩壊土砂流出 奥深沢(1) 鹿沼市 上粕尾 横根 県道
250 崩壊土砂流出 奥深沢(2) 鹿沼市 上粕尾 ノゼイ 県道
251 崩壊土砂流出 木裏沢 鹿沼市 上粕尾 イバナクラ 林道
252 崩壊土砂流出 ノゼイ 鹿沼市 上粕尾 ノゼイ 1 林道
253 崩壊土砂流出 ﾆｭｳﾄﾞｳｸﾎﾞ(1) 鹿沼市 上粕尾 入道クボ 1 林道
254 崩壊土砂流出 ﾆｭｳﾄﾞｳｸﾎﾞ(2) 鹿沼市 上粕尾 入道クボ 県道
255 崩壊土砂流出 東沢 鹿沼市 上粕尾 カキノタイラ 県道
256 崩壊土砂流出 羽立沢 鹿沼市 上粕尾 ヨウノサワ 1 林道
257 崩壊土砂流出 発光路 鹿沼市 上粕尾 沢入口 14 県道
258 崩壊土砂流出 ケイノ沢 鹿沼市 上粕尾 タカボロ 4
259 崩壊土砂流出 アマヒラザワ 鹿沼市 上粕尾 アマヒラザワ 3 県道
260 崩壊土砂流出 大久保沢 鹿沼市 上粕尾 河原木戸 1 県道
261 崩壊土砂流出 田ノ端(2) 鹿沼市 上粕尾 ヒキレ 2
262 崩壊土砂流出 田ノ端(1) 鹿沼市 上粕尾 キッカケ沢 2
263 崩壊土砂流出 ツルオロシ 鹿沼市 上粕尾 ツルオロシ 3 県道
264 崩壊土砂流出 カノウヅカ 鹿沼市 上粕尾 カノウヅカ 県道
265 崩壊土砂流出 大井沢 鹿沼市 上粕尾 大井沢 3 県道265 崩壊土砂流出 大井沢 鹿沼市 上粕尾 大井沢 3 県道
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266 崩壊土砂流出 北村本流 鹿沼市 上粕尾 カキミタイラ 12 林道
267 崩壊土砂流出 北村第一支渓 鹿沼市 上粕尾 大久保 12
268 崩壊土砂流出 北村第二支渓 鹿沼市 上粕尾 シレガサワ 12
269 崩壊土砂流出 井戸沢 鹿沼市 上粕尾 井戸沢 4
270 崩壊土砂流出 ヒラタニ 鹿沼市 上粕尾 ヒラタニ 10
271 崩壊土砂流出 湯舟沢 鹿沼市 上粕尾 湯舟沢 10 小学校/県道
272 崩壊土砂流出 モモレ沢 鹿沼市 上粕尾 モモレ沢 7 駐在所/県道
273 崩壊土砂流出 半縄滝ノ沢 鹿沼市 上粕尾 タキノ沢 県道
274 崩壊土砂流出 赤丸 鹿沼市 上粕尾 赤丸 4 県道
275 崩壊土砂流出 細尾 鹿沼市 上粕尾 トイグチ 13 郵便局/県道
276 崩壊土砂流出 細尾沢口 鹿沼市 上粕尾 細尾沢口 2 県道
277 崩壊土砂流出 栃原 鹿沼市 上粕尾 カノクボ 8 県道
278 崩壊土砂流出 上ノ山台地 鹿沼市 上粕尾 栗林 2
279 崩壊土砂流出 滝の沢 鹿沼市 上粕尾 滝の沢 6 県道
280 崩壊土砂流出 ウルシ沢 鹿沼市 上粕尾 ウルシ沢 3 県道
281 崩壊土砂流出 沼ノ沢 鹿沼市 中粕尾 沼の沢 3 県道
282 崩壊土砂流出 タカヒラ 鹿沼市 中粕尾 タカヒラ 1 県道
283 崩壊土砂流出 赤芝(1) 鹿沼市 中粕尾 赤芝 県道
284 崩壊土砂流出 赤芝(2) 鹿沼市 中粕尾 赤芝 県道
285 崩壊土砂流出 マメクサ 鹿沼市 中粕尾 マメクサ 県道
286 崩壊土砂流出 ヨッタカ沢 鹿沼市 中粕尾 ヨッタカ沢 1 県道
287 崩壊土砂流出 遠木湯舟沢 鹿沼市 中粕尾 湯舟沢 3 県道
288 崩壊土砂流出 鹿州 鹿沼市 中粕尾 鹿ノ久保 2 県道
289 崩壊土砂流出 遠木向 鹿沼市 中粕尾 ヒカゲ 14
290 崩壊土砂流出 遠木沢 鹿沼市 中粕尾 遠木沢 17 県道
291 崩壊土砂流出 ハネバミ 鹿沼市 中粕尾 ハネバミ 5 県道
292 崩壊土砂流出 カシワダチ 鹿沼市 中粕尾 ウマノタイラ 県道
293 崩壊土砂流出 ウマノ平(2) 鹿沼市 中粕尾 ウマノタイラ 県道
294 崩壊土砂流出 ウマノ平(1) 鹿沼市 中粕尾 ウマノタイラ 5 県道
295 崩壊土砂流出 タカバタケ 鹿沼市 中粕尾 中内沢 9
296 崩壊土砂流出 シゲロ沢 鹿沼市 中粕尾 シゲロ沢 3
297 崩壊土砂流出 カド沢 鹿沼市 中粕尾 カド沢 3
298 崩壊土砂流出 ドロミキ 鹿沼市 中粕尾 ドロミキ 県道
299 崩壊土砂流出 オニ沢 鹿沼市 中粕尾 オニ沢 3299 崩壊土砂流出 オニ沢 鹿沼市 中粕尾 オニ沢 3
300 崩壊土砂流出 笠丸 鹿沼市 中粕尾 コサワ 5
301 崩壊土砂流出 ワラビ沢 鹿沼市 中粕尾 塩沢 5 県道
302 崩壊土砂流出 フチ沢 鹿沼市 中粕尾 フチ沢 9 県道
303 崩壊土砂流出 ミハル沢 鹿沼市 中粕尾 ミハル沢 5
304 崩壊土砂流出 粕尾島田沢 鹿沼市 中粕尾 栃木沢 4
305 崩壊土砂流出 前沢 鹿沼市 中粕尾 前沢 10 県道
306 崩壊土砂流出 粕尾桑沢 鹿沼市 中粕尾 桑沢 40 支所/県道
307 崩壊土砂流出 五郎沢 鹿沼市 中粕尾 カブネ 2
308 崩壊土砂流出 馬場沢(2) 鹿沼市 中粕尾 テットウ畑 24 県道
309 崩壊土砂流出 馬場沢(1) 鹿沼市 中粕尾 馬場沢 24 県道
310 崩壊土砂流出 於林沢 鹿沼市 中粕尾 矢沢 2
311 崩壊土砂流出 轟沢 鹿沼市 中粕尾 トドロキ 40 中学校/郵便局/県道
312 崩壊土砂流出 大久保 鹿沼市 中粕尾 大久保 2
313 崩壊土砂流出 入沢 鹿沼市 下粕尾 入沢 15 県道
314 崩壊土砂流出 中沢(2) 鹿沼市 下粕尾 中沢 5
315 崩壊土砂流出 中沢(1) 鹿沼市 下粕尾 中沢 22 県道
316 崩壊土砂流出 大越路沢 鹿沼市 下粕尾 大越路沢 県道
317 崩壊土砂流出 宮沢 鹿沼市 下粕尾 宮沢 5 県道
318 崩壊土砂流出 寒沢 鹿沼市 下粕尾 寒沢 4
319 崩壊土砂流出 ウルシガクボ 鹿沼市 下粕尾 ウルシガクボ 6 県道
320 崩壊土砂流出 上松崎(1) 鹿沼市 下粕尾 大久保 24 県道
321 崩壊土砂流出 上松崎(2) 鹿沼市 下粕尾 イワシタ 24 県道
322 崩壊土砂流出 松崎 鹿沼市 下粕尾 カマシタ 14 県道
323 崩壊土砂流出 葛生沢 鹿沼市 下粕尾 葛生沢 12 県道
324 崩壊土砂流出 中河原 鹿沼市 下粕尾 中河原 3 県道
325 崩壊土砂流出 寺沢 鹿沼市 上永野 寺沢口 5 県道
326 崩壊土砂流出 百川(1) 鹿沼市 上永野 アカナギ 1
327 崩壊土砂流出 百川(2) 鹿沼市 上永野 スズドクボ 1
328 崩壊土砂流出 百川(3) 鹿沼市 上永野 ウシオイテ 1
329 崩壊土砂流出 大鹿沢 鹿沼市 上永野 大鹿沢 県道
330 崩壊土砂流出 植竹 鹿沼市 上永野 植竹沢 5 県道
331 崩壊土砂流出 落合 鹿沼市 上永野 屋敷裏 1 県道
332 崩壊土砂流出 塩沢(2) 鹿沼市 上永野 コテザワ 6 小学校
333 崩壊土砂流出 塩沢(1) 鹿沼市 上永野 熊沢 6 小学校
334 崩壊土砂流出 黒麦東山 鹿沼市 上永野 クロムギ沢 6 県道
335 崩壊土砂流出 渋垂 鹿沼市 上永野 カシザワ 5 県道
336 崩壊土砂流出 ヤシキスギ(1) 鹿沼市 上永野 ヒラガメ 県道
337 崩壊土砂流出 ヤシキスギ(2) 鹿沼市 上永野 オオヤスダ 県道337 崩壊土砂流出 ヤシキスギ(2) 鹿沼市 上永野 オオヤスダ 県道
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338 崩壊土砂流出 相沢(1) 鹿沼市 上永野 ハギノサワロ 5 県道
339 崩壊土砂流出 相沢(2) 鹿沼市 上永野 オオニンバ 5 県道
340 崩壊土砂流出 相沢(3) 鹿沼市 上永野 リュウセンシン 5 県道
341 崩壊土砂流出 大畑 鹿沼市 上永野 ミョウジョウ 7 県道
342 崩壊土砂流出 久保田 鹿沼市 上永野 ガケノウエ 7 県道
343 崩壊土砂流出 島田沢(2) 鹿沼市 上永野 シタマツダ 10 県道
344 崩壊土砂流出 島田沢(1) 鹿沼市 上永野 シマガ沢 10 県道
345 崩壊土砂流出 向山(3) 鹿沼市 上永野 マガリテザワ 林道
346 崩壊土砂流出 向山(2) 鹿沼市 上永野 ケイロクザワ 林道
347 崩壊土砂流出 向山(1) 鹿沼市 上永野 ミョウガザワ 林道
348 崩壊土砂流出 蕪根沢 鹿沼市 上永野 大畑 7 県道
349 崩壊土砂流出 麦穂沢 鹿沼市 上永野 麦穂沢 6 小学校
350 崩壊土砂流出 小越路(2) 鹿沼市 上永野 ササクボヒナタ 8
351 崩壊土砂流出 小越路(1) 鹿沼市 上永野 ササクボヒカゲ 8
352 崩壊土砂流出 ウバガ沢 鹿沼市 下永野 ウバガ沢 林道
353 崩壊土砂流出 唐鋤沢 鹿沼市 下永野 唐鋤沢 8 県道
354 崩壊土砂流出 大越路 鹿沼市 下永野 クマクボ 7 県道
355 崩壊土砂流出 寺坂沢 鹿沼市 下永野 寺坂 林道
356 崩壊土砂流出 小半沢 鹿沼市 下永野 小半沢 4
357 崩壊土砂流出 下ノ沢 鹿沼市 下永野 アカサカ 13 県道
358 崩壊土砂流出 シナノ沢 鹿沼市 下永野 シナノ沢 7
359 崩壊土砂流出 薬師入 鹿沼市 下永野 ハヤシクボ 7
360 崩壊土砂流出 蔵本 鹿沼市 下永野 オオサワ 3
361 崩壊土砂流出 蔵本沢 鹿沼市 下永野 オオサワ 5
362 崩壊土砂流出 御沢(2) 鹿沼市 下永野 オザワ 5
363 崩壊土砂流出 御沢(1) 鹿沼市 下永野 シギザワ 3
364 崩壊土砂流出 柏木 鹿沼市 深程 ホトケクデ 5 市道
365 崩壊土砂流出 シバノ沢 鹿沼市 久野 シバノサワ 2
366 崩壊土砂流出 落の沢 鹿沼市 久野 落の沢 8
367 崩壊土砂流出 寄居 鹿沼市 久野 寄居 3
368 崩壊土砂流出 深程 鹿沼市 深程 スガマ 6
369 崩壊土砂流出 宮下 鹿沼市 深程 カジヤ沢 6
370 崩壊土砂流出 猿田 鹿沼市 深程 猿田 2 市道
371 崩壊土砂流出 堂の入 鹿沼市 中粟野 ヤタノハタ 5371 崩壊土砂流出 堂の入 鹿沼市 中粟野 ヤタノハタ 5
372 崩壊土砂流出 追地モモザワ 鹿沼市 中粟野 モモザワ 15 市道
373 崩壊土砂流出 ミョウガサワ 鹿沼市 下永野 ミョウガサワ 12 県道
374 崩壊土砂流出 コヤマザワ 鹿沼市 下永野 コヤマザワ 15 県道
375 崩壊土砂流出 下ノ沢(1) 鹿沼市 久野 セキグチダイ 8 市道
376 崩壊土砂流出 下ノ沢(2) 鹿沼市 久野 セキグチダイ 8 市道
377 崩壊土砂流出 イド沢 鹿沼市 下粕尾 下粕尾 2 市道
378 崩壊土砂流出 北の入沢 鹿沼市 上永野 キタノイリニシ 4
379 崩壊土砂流出 カケザワ 鹿沼市 草久 掛ノ沢 14 県道
380 崩壊土砂流出 滝の端 鹿沼市 入粟野 滝の端向 3
381 崩壊土砂流出 ウトウ沢 鹿沼市 草久 ウトウ沢 10
382 崩壊土砂流出 曲手沢(2) 鹿沼市 下大久保 瀬ノ向 14 県道
383 崩壊土砂流出 大原 鹿沼市 板荷 板荷 7
384 崩壊土砂流出 下石裂 鹿沼市 上久我 上久我 10 県道
385 崩壊土砂流出 大井(2) 鹿沼市 上粕尾 オオサワ 5
小計 385箇所

1 崩壊土砂流出 向沢 日光市 小百 小休戸 県道
2 崩壊土砂流出 小休戸 日光市 小百 小休戸 県道
3 崩壊土砂流出 駄子沢 日光市 瀬尾 駄子平 1 県道
4 崩壊土砂流出 大井沢 日光市 瀬尾 大井沢 5 県道
5 崩壊土砂流出 栗沢 日光市 佐下部 古内 13 市道
6 崩壊土砂流出 栗原 日光市 栗原 内野 11 市道
7 崩壊土砂流出 楢原 日光市 小百 楢原 16 市道
8 崩壊土砂流出 腰越沢 日光市 原宿 北裏 8 市道
9 崩壊土砂流出 赤坂 日光市 瀬尾 西山 10 県道
10 崩壊土砂流出 大久保沢 日光市 倉ケ崎 大久保 29 市道
11 崩壊土砂流出 前山 日光市 高倉 前山 7
12 崩壊土砂流出 長竹 日光市 小林 長竹 3 市道
13 崩壊土砂流出 室瀬行川(1) 日光市 室瀬 室瀬沢 4 市道
14 崩壊土砂流出 明尻 日光市 明神 鳥木沢 5 林道
15 崩壊土砂流出 唐沢 日光市 長畑 細入 2 県道
16 崩壊土砂流出 細入 日光市 長畑 細入 5 県道
17 崩壊土砂流出 大細 日光市 長畑 小野久保 1 県道
18 崩壊土砂流出 下り 日光市 長畑 下り 5 市道
19 崩壊土砂流出 遠入(2) 日光市 長畑 松並 8 市道
20 崩壊土砂流出 遠入(4) 日光市 長畑 一の沢 8 市道
21 崩壊土砂流出 遠入(1) 日光市 長畑 松並 8 林道
22 崩壊土砂流出 東沢(1) 日光市 長畑 木の根沢 8 林道22 崩壊土砂流出 東沢(1) 日光市 長畑 木の根沢 8 林道
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23 崩壊土砂流出 東沢(2) 日光市 長畑 東沢 8 林道
24 崩壊土砂流出 遠入(3) 日光市 長畑 松並 8
25 崩壊土砂流出 明神沢 日光市 明神 東沢 5 林道
26 崩壊土砂流出 室瀬行川(2) 日光市 室瀬 瀬戸ケ沢 5 林道
27 崩壊土砂流出 志夏子沢(1) 日光市 長畑 5 林道
28 崩壊土砂流出 志夏子沢(2) 日光市 長畑 5 林道
29 崩壊土砂流出 長畑 日光市 長畑 大石向 6
30 崩壊土砂流出 丸山 日光市 板橋 前山 11 市道
31 崩壊土砂流出 下板橋(1) 日光市 板橋 高野 6
32 崩壊土砂流出 下板橋(2) 日光市 板橋 坂下 6
33 崩壊土砂流出 上小倉 日光市 板橋 乱ヶ入 4 林道
34 崩壊土砂流出 下小倉 日光市 小倉 越路 林道
35 崩壊土砂流出 岩崎 日光市 岩崎 丸山 4
36 崩壊土砂流出 野見沢 日光市 岩崎 野見 13 県道
37 崩壊土砂流出 上内倉 日光市 岩崎 上内倉 4 林道
38 崩壊土砂流出 手岡 日光市 チョウカ 休場 4 林道
39 崩壊土砂流出 月ケ沢 日光市 チョウカ 休場 1
40 崩壊土砂流出 鞍掛沢 日光市 チョウカ カキノタイラ 林道
41 崩壊土砂流出 遠入支流 日光市 長畑 猿畑 9 集会所/県道
42 崩壊土砂流出 白石川 日光市 岩崎 西内倉 4 林道
43 崩壊土砂流出 釜ノ沢 日光市 佐下部 釜ノ坂 林道
44 崩壊土砂流出 戸川入(1) 日光市 小百 戸川入 市道
45 崩壊土砂流出 戸川入(2) 日光市 小百 戸川入 市道
46 崩壊土砂流出 ネコ沢 日光市 瀬尾 長峰 4 林道
47 崩壊土砂流出 小沢入 日光市 瀬尾 大井沢 1 林道
48 崩壊土砂流出 遠入(5) 日光市 長畑 滝ノ入 8 林道
49 崩壊土砂流出 空沢 日光市 岩崎 大畑入 13 県道
50 崩壊土砂流出 長峰沢 日光市 瀬尾 ムロクボ 5 県道
51 崩壊土砂流出 高地谷 日光市 長畑 6 県道
52 崩壊土砂流出 瀬尾 日光市 瀬尾 5 県道
53 崩壊土砂流出 沢小屋 日光市 倉ヶ崎 沢小屋 6
54 崩壊土砂流出 ウス沢 日光市 足尾町 松木 林道
55 崩壊土砂流出 アリュウ沢 日光市 足尾町 松木 林道
56 崩壊土砂流出 オビ沢 日光市 足尾町 松木 林道56 崩壊土砂流出 オビ沢 日光市 足尾町 松木 林道
57 崩壊土砂流出 上桐久保沢 日光市 足尾町 久蔵 林道
58 崩壊土砂流出 仁田元 日光市 足尾町 仁田元 林道
59 崩壊土砂流出 高原木 日光市 足尾町 本山 市道
60 崩壊土砂流出 イツツ沢 日光市 足尾町 本山 市道
61 崩壊土砂流出 ネバ沢 日光市 足尾町 本山 20
62 崩壊土砂流出 出川(1) 日光市 足尾町 本山 10
63 崩壊土砂流出 出川(2) 日光市 足尾町 本山 10
64 崩壊土砂流出 舟石沢(1) 日光市 足尾町 銀山平 3 市道
65 崩壊土砂流出 舟石沢(2) 日光市 足尾町 銀山平 3 市道
66 崩壊土砂流出 銀山沢 日光市 足尾町 銀山平 3 市道
67 崩壊土砂流出 大岩沢 日光市 足尾町 南橋 10
68 崩壊土砂流出 南橋 日光市 足尾町 南橋 5
69 崩壊土砂流出 向山(1) 日光市 足尾町 向山 小学校
70 崩壊土砂流出 向山(2) 日光市 足尾町 向山 小学校
71 崩壊土砂流出 向山(3) 日光市 足尾町 下間藤 5
72 崩壊土砂流出 向山(4) 日光市 足尾町 下間藤 20
73 崩壊土砂流出 深沢右岸 日光市 足尾町 ツヅミ岩 8
74 崩壊土砂流出 アカン沢 日光市 足尾町 愛岩下 市道
75 崩壊土砂流出 上の沢 日光市 足尾町 田元 10
76 崩壊土砂流出 田元(1) 日光市 足尾町 田元 10
77 崩壊土砂流出 田元(2) 日光市 足尾町 田元 10 国道
78 崩壊土砂流出 湯舟沢 日光市 足尾町 掛水 20
79 崩壊土砂流出 有越沢 日光市 足尾町 中才 20
80 崩壊土砂流出 ザラメキ 日光市 足尾町 中才 10 国道
81 崩壊土砂流出 ぐんどう沢 日光市 足尾町 小滝 1 県道
82 崩壊土砂流出 滝沢 日光市 足尾町 小滝 県道
83 崩壊土砂流出 高瀬沢 日光市 足尾町 砂畑 10
84 崩壊土砂流出 作沢 日光市 足尾町 砂畑 10
85 崩壊土砂流出 栗壁沢 日光市 足尾町 洞 国道
86 崩壊土砂流出 大屈沢 日光市 足尾町 向原
87 崩壊土砂流出 ロクローギ 日光市 足尾町 向原 1 県道
88 崩壊土砂流出 品振沢 日光市 足尾町 内の籠 3
89 崩壊土砂流出 芝の沢(1) 日光市 足尾町 芝の沢 10
90 崩壊土砂流出 芝の沢(2) 日光市 足尾町 芝の沢 10
91 崩壊土砂流出 井戸沢 日光市 足尾町 唐風呂 10
92 崩壊土砂流出 巣の上沢 日光市 足尾町 唐風呂 5 国道
93 崩壊土砂流出 森沢 日光市 足尾町 唐風呂 8 国道
94 崩壊土砂流出 畑の沢 日光市 足尾町 唐風呂 294 崩壊土砂流出 畑の沢 日光市 足尾町 唐風呂 2
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95 崩壊土砂流出 木戸沢 日光市 足尾町 餅ヶ瀬 5
96 崩壊土砂流出 赤代畑 日光市 足尾町 餅ヶ瀬 2
97 崩壊土砂流出 今倉 日光市 足尾町 餅ヶ瀬 5
98 崩壊土砂流出 片紙沢 日光市 足尾町 原 鉄道
99 崩壊土砂流出 前沢 日光市 足尾町 原 鉄道
100 崩壊土砂流出 ゲンゴロー沢 日光市 足尾町 原 鉄道
101 崩壊土砂流出 車沢 日光市 足尾町 原 鉄道
102 崩壊土砂流出 大内事 日光市 足尾町 神子内 国道
103 崩壊土砂流出 牛旁沢 日光市 足尾町 神子内 5 国道
104 崩壊土砂流出 直利沢 日光市 足尾町 本山 20 市道
105 崩壊土砂流出 大内事(2) 日光市 足尾町 神子内 市道
106 崩壊土砂流出 野路又 日光市 足尾町 野路又 30 国道
107 崩壊土砂流出 文象沢 日光市 足尾町 古足尾 県道
108 崩壊土砂流出 夜半沢 日光市 足尾町 古足尾 県道
109 崩壊土砂流出 車沢 日光市 足尾町 神子内 国道
110 崩壊土砂流出 猿沢 日光市 足尾町 赤沢字猿沢 40 国道
111 崩壊土砂流出 上の山(1) 日光市 足尾町 松木 林道
112 崩壊土砂流出 上の山(2) 日光市 足尾町 松木 林道
113 崩壊土砂流出 オオナギ沢 日光市 足尾町 松木 林道
114 崩壊土砂流出 沢入 日光市 足尾町 松木 林道
115 崩壊土砂流出 平沢 日光市 足尾町 神子内 6 国道
116 崩壊土砂流出 キノメン 日光市 足尾町 キノメン 3 林道
117 崩壊土砂流出 野路又(1) 日光市 足尾町 野路又 5 国道
118 崩壊土砂流出 野路又(3) 日光市 足尾町 野路又 10 国道
119 崩壊土砂流出 カタギヌ沢 日光市 足尾町 カタギヌ 国道
120 崩壊土砂流出 立山沢(1) 日光市 足尾町 立山 国道
121 崩壊土砂流出 立山沢(2) 日光市 足尾町 原 国道
122 崩壊土砂流出 大名沢 日光市 足尾町 原 5 国道
123 崩壊土砂流出 ゴモク沢(1) 日光市 足尾町 原 5 国道
124 崩壊土砂流出 ゴモク沢(2) 日光市 足尾町 原 5 国道
125 崩壊土砂流出 中村沢 日光市 足尾町 下の沢 林道
126 崩壊土砂流出 峠前 日光市 滝ケ原 県道
127 崩壊土砂流出 途中沢 日光市 滝ケ原 県道
128 崩壊土砂流出 茨ケ沢(1) 日光市 滝ケ原 県道128 崩壊土砂流出 茨ケ沢(1) 日光市 滝ケ原 県道
129 崩壊土砂流出 茨ケ沢(2) 日光市 滝ケ原 県道
130 崩壊土砂流出 釜ケ沢 日光市 滝ケ原 県道
131 崩壊土砂流出 火名戸 日光市 七里 2 県道
132 崩壊土砂流出 赤古那(1) 日光市 七里 赤古那 県道
133 崩壊土砂流出 赤古那(3) 日光市 七里 赤古那 県道
134 崩壊土砂流出 中道 日光市 七里 赤古那 県道
135 崩壊土砂流出 沼内 日光市 山久保 戸屋下 10 県道
136 崩壊土砂流出 中野(2) 日光市 長久保 長久保山 4
137 崩壊土砂流出 雨止 日光市 山久保 山久保 県道
138 崩壊土砂流出 赤坂 日光市 山久保 保赤坂 3 県道
139 崩壊土砂流出 角石 日光市 滝ケ原 5 県道
140 崩壊土砂流出 向山 日光市 滝ケ原 2 県道
141 崩壊土砂流出 後口沢 日光市 滝ケ原 5 県道
142 崩壊土砂流出 薙ノ沢 日光市 滝ケ原 2 県道
143 崩壊土砂流出 殿畑 日光市 滝ケ原 1 県道
144 崩壊土砂流出 三百沢 日光市 滝ケ原 3 県道
145 崩壊土砂流出 太田 日光市 滝ケ原 1 県道
146 崩壊土砂流出 太田沢 日光市 滝ケ原 3 県道
147 崩壊土砂流出 籠滝沢 日光市 西小来川 県道
148 崩壊土砂流出 馬返沢 日光市 西小来川 1 県道
149 崩壊土砂流出 中井 日光市 西小来川 5 県道
150 崩壊土砂流出 菅沢(2) 日光市 西小来川 3
151 崩壊土砂流出 菅沢(1) 日光市 西小来川 3
152 崩壊土砂流出 飯居 日光市 西小来川 5 県道
153 崩壊土砂流出 木曽(1) 日光市 山久保 1
154 崩壊土砂流出 木曽(2) 日光市 山久保 5
155 崩壊土砂流出 中野(1) 日光市 山久保 2 県道
156 崩壊土砂流出 木曽西ノ沢 日光市 山久保 県道
157 崩壊土砂流出 馬の背尾沢 日光市 東小来川 オタツバタ 県道
158 崩壊土砂流出 サガシ沢 日光市 東小来川 2 県道
159 崩壊土砂流出 黒下入 日光市 東小来川 県道
160 崩壊土砂流出 七本桐 日光市 東小来川 県道
161 崩壊土砂流出 畑志ケ沢 日光市 東小来川 県道
162 崩壊土砂流出 木戸ケ沢 日光市 東小来川 2 県道
163 崩壊土砂流出 鶏鳴 日光市 東小来川 2 県道
164 崩壊土砂流出 赤井原 日光市 東小来川 2
165 崩壊土砂流出 馬返 日光市 東小来川 馬返 2
166 崩壊土砂流出 ツヅキガ沢 日光市 東小来川 5166 崩壊土砂流出 ツヅキガ沢 日光市 東小来川 5
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167 崩壊土砂流出 沢田ケ沢 日光市 東小来川 5
168 崩壊土砂流出 細ケ谷 日光市 東小来川 2 県道
169 崩壊土砂流出 扇ケ沢 日光市 東小来川 2
170 崩壊土砂流出 算用畑 日光市 東小来川 5 県道
171 崩壊土砂流出 追越 日光市 中小来川 1 県道
172 崩壊土砂流出 中ノ沢 日光市 中小来川 1 県道
173 崩壊土砂流出 井出入沢 日光市 宮小来川 6
174 崩壊土砂流出 鍛冶谷沢 日光市 宮小来川 12
175 崩壊土砂流出 源八沢 日光市 南小来川 県道
176 崩壊土砂流出 上原 日光市 南小来川 5
177 崩壊土砂流出 沢口 日光市 南小来川 5
178 崩壊土砂流出 一の沢 日光市 南小来川 4
179 崩壊土砂流出 山口 日光市 南小来川 5 県道
180 崩壊土砂流出 天善教 日光市 南小来川 県道
181 崩壊土砂流出 宇津木入 日光市 南小来川 県道
182 崩壊土砂流出 半牛 日光市 南小来川 県道
183 崩壊土砂流出 山中(1) 日光市 南小来川 県道
184 崩壊土砂流出 山中(2) 日光市 南小来川 県道
185 崩壊土砂流出 赤井原(2) 日光市 東小来川 赤井原入外 24 林道
186 崩壊土砂流出 赤井原(3) 日光市 東小来川 赤井原入外 24 林道
187 崩壊土砂流出 阿寺沢 日光市 宮小来川 塩ノ原 20 県道
188 崩壊土砂流出 長野沢 日光市 滝ケ沢 県道
189 崩壊土砂流出 屋敷の下 日光市 滝ケ原 屋敷の下 県道
190 崩壊土砂流出 飯居(2) 日光市 西小来川 コメイシザワ 5 県道
191 崩壊土砂流出 飯居(3) 日光市 西小来川 シモノウラ 5 県道
192 崩壊土砂流出 大中 日光市 東小来川 タテノ 3 県道
193 崩壊土砂流出 大鹿入 日光市 山久保 オオジカイリ 1 林道
194 崩壊土砂流出 元六畑 日光市 南小来川 ミトトノガサワ 10 県道
195 崩壊土砂流出 コーズリ沢 日光市 山久保 県道
196 崩壊土砂流出 カマドバ(2) 日光市 東小来川 5 県道
197 崩壊土砂流出 サイカチバラ 日光市 西小来川 梍原 5 県道
198 崩壊土砂流出 トチノキ沢 日光市 中小来川 日向 5 市道
199 崩壊土砂流出 古薙 日光市 中宮祠 6 国道
200 崩壊土砂流出 深沢(2) 日光市 細尾 みさわ 国道200 崩壊土砂流出 深沢(2) 日光市 細尾 みさわ 国道
201 崩壊土砂流出 水沼(1) 日光市 清滝 丹勢 50
202 崩壊土砂流出 丹勢(6) 日光市 清滝 丹勢 50
203 崩壊土砂流出 久次良 日光市 久次良 唐沢 15
204 崩壊土砂流出 御堂山(3) 日光市 安川町 御堂山 5
205 崩壊土砂流出 御堂山(1) 日光市 安川町 御堂山 5
206 崩壊土砂流出 小倉山 日光市 所野 小倉山 2
207 崩壊土砂流出 荒山 日光市 所野 荒山 3
208 崩壊土砂流出 白谷(1) 日光市 所野 白谷 4
209 崩壊土砂流出 白谷(2) 日光市 所野 白谷 2
210 崩壊土砂流出 アナクボ 日光市 所野 アナクボ 市道
211 崩壊土砂流出 若杉(1) 日光市 松原 虹沢 8
212 崩壊土砂流出 御幸 日光市 御幸 御幸ガンガサワ 2
213 崩壊土砂流出 フナガ沢 日光市 下鉢石 15
214 崩壊土砂流出 オオガツラ 日光市 下鉢石 15
215 崩壊土砂流出 大黒山 日光市 鉢石 5
216 崩壊土砂流出 匠町 日光市 上鉢石 向山 6
217 崩壊土砂流出 井戸ケ入(3) 日光市 上鉢石 井戸ケ入 発電所
218 崩壊土砂流出 井戸ケ入(2) 日光市 上鉢石 井戸ケ入 発電所
219 崩壊土砂流出 井戸ケ入(1) 日光市 上鉢石 井戸ケ入 発電所
220 崩壊土砂流出 和の代 日光市 和の代 県道
221 崩壊土砂流出 九桜(1) 日光市 本町 井戸ケ入 県道
222 崩壊土砂流出 九桜(2) 日光市 清滝 和の代 県道
223 崩壊土砂流出 九桜(3) 日光市 清滝 和の代 県道
224 崩壊土砂流出 大沢(1) 日光市 細尾 屋代 5
225 崩壊土砂流出 大沢(2) 日光市 細尾 尾屋代 5
226 崩壊土砂流出 大沢(3) 日光市 細尾 屋代 1
227 崩壊土砂流出 三宿 日光市 細尾 三宿 10
228 崩壊土砂流出 細尾左沢 日光市 細尾 左沢 国道
229 崩壊土砂流出 細尾向山 日光市 細尾 向山 国道
230 崩壊土砂流出 細尾馬の道 日光市 細尾 馬の道 1 国道
231 崩壊土砂流出 背戸山(1) 日光市 細尾 背戸山 国道
232 崩壊土砂流出 背戸山(2) 日光市 細尾 背戸山 10
233 崩壊土砂流出 背戸山(3) 日光市 細尾 背戸山 10
234 崩壊土砂流出 背戸山(4) 日光市 細尾 背戸山 5
235 崩壊土砂流出 背戸山(5) 日光市 細尾 背戸山 15
236 崩壊土砂流出 背戸山(6) 日光市 細尾 背戸山 10
237 崩壊土砂流出 背戸山(7) 日光市 細尾 背戸山 5
238 崩壊土砂流出 久次良(2) 日光市 久次良 久次良オドオリ 30238 崩壊土砂流出 久次良(2) 日光市 久次良 久次良オドオリ 30
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239 崩壊土砂流出 所野 日光市 所野 所野コブネイリ 8 小学校/市道
240 崩壊土砂流出 井戸ケ入(4) 日光市 井戸ケ入 井戸ケ入 発電所/国道
241 崩壊土砂流出 キティ薙(2) 日光市 中宮祠 キティ薙 林道
242 崩壊土砂流出 キティ薙(3) 日光市 中宮祠 キティ薙 林道
243 崩壊土砂流出 七曲(5) 日光市 中宮祠 七曲 林道
244 崩壊土砂流出 巴沢 日光市 中宮祠 巴沢 林道
245 崩壊土砂流出 湯殿沢(A) 日光市 中宮祠 湯殿沢 林道
246 崩壊土砂流出 湯殿沢(B) 日光市 中宮祠 湯殿沢 林道
247 崩壊土砂流出 湯殿沢(C) 日光市 中宮祠 湯殿沢 林道
248 崩壊土砂流出 三本松(1) 日光市 中宮祠 三本松 7 国道
249 崩壊土砂流出 三本松(2) 日光市 中宮祠 三本松 7 国道
250 崩壊土砂流出 赤沼(1) 日光市 中宮祠 赤沼 2 国道
251 崩壊土砂流出 赤沼(2) 日光市 中宮祠 赤沼 5 国道
252 崩壊土砂流出 キティ薙(4) 日光市 中宮祠 キティ薙 林道
253 崩壊土砂流出 御幸(4) 日光市 稲荷 御幸 30 国道
254 崩壊土砂流出 御堂山(2) 日光市 御堂山 10 国道
255 崩壊土砂流出 井戸ケ入(5) 日光市 井戸ケ入 発電所
256 崩壊土砂流出 ヤミシバ 日光市 所野 アナクボ 5 県道
257 崩壊土砂流出 山根 日光市 所野 山根 8 県道
258 崩壊土砂流出 善法(2) 日光市 所野 クショクボ 8 市道
259 崩壊土砂流出 ムカイヤマ(1) 日光市 細尾 三宿 18 市道
260 崩壊土砂流出 ムカイヤマ(2) 日光市 細尾 三宿 18 市道
261 崩壊土砂流出 大沢(4) 日光市 細尾 屋代 11 市道
262 崩壊土砂流出 井戸ケ入(6) 日光市 井戸ケ入 県道
263 崩壊土砂流出 ダイタンボウ沢 日光市 中宮祠 2 国道
264 崩壊土砂流出 柏木沢 日光市 三依 芹沢 小学校
265 崩壊土砂流出 下坪 日光市 三依 芹沢 国道
266 崩壊土砂流出 うどん沢 日光市 三依 芹沢 3 国道
267 崩壊土砂流出 田の沢 日光市 三依 芹沢 5 国道
268 崩壊土砂流出 橋沢 日光市 三依 独鈷沢 2 国道
269 崩壊土砂流出 仏の沢 日光市 三依 五十里 国道
270 崩壊土砂流出 唄の沢 日光市 三依 五十里 国道
271 崩壊土砂流出 大畑沢(1) 日光市 三依 五十里 国道
272 崩壊土砂流出 大畑沢(2) 日光市 三依 五十里 国道272 崩壊土砂流出 大畑沢(2) 日光市 三依 五十里 国道
273 崩壊土砂流出 狸原沢 日光市 三依 五十里 国道
274 崩壊土砂流出 砥石の沢 日光市 大原 大原 50
275 崩壊土砂流出 要の沢 日光市 滝 15
276 崩壊土砂流出 沢入沢 日光市 滝 15
277 崩壊土砂流出 小松見沢 日光市 滝 10
278 崩壊土砂流出 上井戸沢(1) 日光市 小佐越 小佐越 10
279 崩壊土砂流出 上井戸沢(2) 日光市 小佐越 小佐越 10
280 崩壊土砂流出 木戸ケ沢 日光市 小佐越 小佐越 12
281 崩壊土砂流出 オソ沢 日光市 高徳 高徳 5 国道
282 崩壊土砂流出 八ツ株沢 日光市 高徳 高徳 12 国道
283 崩壊土砂流出 諏訪 日光市 高徳 高徳 20
284 崩壊土砂流出 合井沢 日光市 高徳 高徳 12
285 崩壊土砂流出 橋ノ沢 日光市 滝沢入 沢入 20 国道
286 崩壊土砂流出 堀割 日光市 三依 五十里 国道
287 崩壊土砂流出 細窪 日光市 滝 細窪 2 国道
288 崩壊土砂流出 七久保沢 日光市 藤原 センケン山 56 国道
289 崩壊土砂流出 土呂部 日光市 土呂部 土呂部 県道
290 崩壊土砂流出 木戸沢 日光市 土呂部 土呂部 3 県道
291 崩壊土砂流出 ハダ沢 日光市 土呂部 土呂部 4
292 崩壊土砂流出 上栗山 日光市 上栗山 上栗山 12
293 崩壊土砂流出 赤坂沢 日光市 日陰 尾屋沢 県道
294 崩壊土砂流出 山栗沢 日光市 日陰 4
295 崩壊土砂流出 日陰(1) 日光市 日陰 12 県道
296 崩壊土砂流出 日陰(2) 日光市 日陰 7
297 崩壊土砂流出 楢平 日光市 日陰 県道
298 崩壊土砂流出 赤岩 日光市 日向 5 県道
299 崩壊土砂流出 竹ノ上沢 日光市 日向 3 県道
300 崩壊土砂流出 野尻沢(1) 日光市 日向 市道
301 崩壊土砂流出 野尻沢(2) 日光市 日向 市道
302 崩壊土砂流出 戸中 日光市 日向 6
303 崩壊土砂流出 大田山 日光市 日向 4
304 崩壊土砂流出 小指 日光市 日向 東妙 10 県道
305 崩壊土砂流出 白滝沢 日光市 湯西川 林道
306 崩壊土砂流出 ゆなご沢 日光市 湯西川 林道
307 崩壊土砂流出 七曲沢 日光市 湯西川 林道
308 崩壊土砂流出 水呑沢 日光市 湯西川 木の沢 林道
309 崩壊土砂流出 木の沢 日光市 湯西川 木の沢 林道
310 崩壊土砂流出 堂の沢 日光市 湯西川 高取沢 県道310 崩壊土砂流出 堂の沢 日光市 湯西川 高取沢 県道
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311 崩壊土砂流出 ガケ沢 日光市 湯西川 花和 県道
312 崩壊土砂流出 花和 日光市 湯西川 花和 4 県道
313 崩壊土砂流出 沢口 日光市 湯西川 県道
314 崩壊土砂流出 小立野沢(1) 日光市 湯西川 小立野 6 県道
315 崩壊土砂流出 小立野沢(2) 日光市 湯西川 小立野 15
316 崩壊土砂流出 赤沢 日光市 湯西川 前沢 10
317 崩壊土砂流出 川戸 日光市 湯西川 10
318 崩壊土砂流出 ハシノ沢 日光市 湯西川 5
319 崩壊土砂流出 栃久保沢 日光市 湯西川 持丸 5 県道
320 崩壊土砂流出 ヒクバタ沢 日光市 湯西川 持丸 5 県道
321 崩壊土砂流出 カウン沢 日光市 湯西川 持丸 5 県道
322 崩壊土砂流出 熊湯沢 日光市 湯西川 三河 県道
323 崩壊土砂流出 藤花沢 日光市 湯西川 持丸 県道
324 崩壊土砂流出 葛生沢 日光市 湯西川 三河 県道
325 崩壊土砂流出 マグラリュウ 日光市 湯西川 橋立 県道
326 崩壊土砂流出 峠の沢 日光市 湯西川 橋立 県道
327 崩壊土砂流出 石橋沢 日光市 湯西川 橋立 県道
328 崩壊土砂流出 上ジョウゴノ沢 日光市 湯西川 前沢 県道
329 崩壊土砂流出 下ジョウゴノ沢 日光市 湯西川 前沢 県道
330 崩壊土砂流出 前沢(3) 日光市 湯西川 前沢 林道
331 崩壊土砂流出 前沢(2) 日光市 湯西川 前沢 林道
332 崩壊土砂流出 前沢(1) 日光市 湯西川 前沢 林道
333 崩壊土砂流出 滝倉沢 日光市 湯西川 前沢 林道
334 崩壊土砂流出 タカザワ 日光市 湯西川 前沢 林道
335 崩壊土砂流出 フルウギ沢 日光市 湯西川 フルウギ沢 県道
336 崩壊土砂流出 一ツ石 日光市 西川 明神 県道
337 崩壊土砂流出 万栗沢(2) 日光市 西川 明神 県道
338 崩壊土砂流出 万栗沢(1) 日光市 西川 明神 県道
339 崩壊土砂流出 赤下 日光市 西川 明神 5 県道
340 崩壊土砂流出 奥田堀沢(2) 日光市 西川 穴田 県道
341 崩壊土砂流出 奥田堀沢(1) 日光市 西川 穴田 県道
342 崩壊土砂流出 打越沢(1) 日光市 西川 穴田 3 県道
343 崩壊土砂流出 打越沢(2) 日光市 西川 穴田 3 県道
344 崩壊土砂流出 井戸沢 日光市 西川 春見 4 県道344 崩壊土砂流出 井戸沢 日光市 西川 春見 4 県道
345 崩壊土砂流出 大栗沢 日光市 西川 葛老 1 県道
346 崩壊土砂流出 小栗沢 日光市 西川 県道
347 崩壊土砂流出 滝見橋(1) 日光市 西川 葛老 県道
348 崩壊土砂流出 滝見橋(2) 日光市 西川 葛老 県道
349 崩壊土砂流出 御判橋 日光市 西川 葛老 県道
350 崩壊土砂流出 ヌーグラ沢 日光市 湯西川 移木沢 林道
351 崩壊土砂流出 長沢 日光市 湯西川 長沢ミネ 11 県道
352 崩壊土砂流出 三河沢 日光市 湯西川 三河 県道
353 崩壊土砂流出 高手 日光市 湯西川 下唐沢 7 県道
354 崩壊土砂流出 穴山沢 日光市 湯西川 持丸 13 林道
355 崩壊土砂流出 平沢(1) 日光市 湯西川 持丸 13 林道
356 崩壊土砂流出 平沢(2) 日光市 湯西川 持丸 13 林道
357 崩壊土砂流出 カラ沢 日光市 湯西川 持丸 13 林道
358 崩壊土砂流出 赤坂沢(2) 日光市 日陰 尾屋沢 7 県道
359 崩壊土砂流出 ナカノ沢 日光市 湯西川 ナカノ沢 10 県道
360 崩壊土砂流出 葛老 日光市 湯西川 葛老 国道
361 崩壊土砂流出 コズレ沢 日光市 湯西川 三河 林道
362 崩壊土砂流出 セイハタクボ 日光市 湯西川 橋立 県道
363 崩壊土砂流出 赤沢2 日光市 湯西川 前沢 30 市道
364 崩壊土砂流出 長沢2 日光市 湯西川 長沢峯 林道
365 崩壊土砂流出 ケイダ沢 日光市 湯西川 ウツルギザワ 1 市道
366 崩壊土砂流出 ゆなご2 日光市 湯西川 ウツルギザワ 市道
367 崩壊土砂流出 ゆなご3 日光市 湯西川 ウツルギザワ 1 林道
368 崩壊土砂流出 前沢(4) 日光市 湯西川 前沢 林道
369 崩壊土砂流出 前沢(5) 日光市 湯西川 マエザワ 林道
370 崩壊土砂流出 前沢マトモ 日光市 湯西川 マトモ 林道
371 崩壊土砂流出 オオクラ沢 日光市 川俣 林道
372 崩壊土砂流出 湯川 日光市 川俣 林道
373 崩壊土砂流出 ボウシ沢 日光市 川俣 林道
374 崩壊土砂流出 ネバ沢 日光市 川俣 林道
375 崩壊土砂流出 フキ沢 日光市 川俣 林道
376 崩壊土砂流出 熊野沢 日光市 川俣 県道
377 崩壊土砂流出 西沢上流 日光市 川俣 林道
378 崩壊土砂流出 ナカナギ 日光市 川俣 ナカナギ 林道
379 崩壊土砂流出 清水沢 日光市 川俣 清水沢 林道
380 崩壊土砂流出 中沢 日光市 川俣 林道
381 崩壊土砂流出 ヒヨドリ沢 日光市 川俣 林道
382 崩壊土砂流出 マナイタグラ沢 日光市 川俣 林道382 崩壊土砂流出 マナイタグラ沢 日光市 川俣 林道
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383 崩壊土砂流出 二荒山(2) 日光市 中宮祠 二荒山 56 国道
384 崩壊土砂流出 マナイタグラ 日光市 滝ヶ原 真名板倉 8 県道
385 崩壊土砂流出 赤井原(4) 日光市 東小来川 赤井原入 林道
386 崩壊土砂流出 赤井原(5) 日光市 東小来川 赤井原入 2 林道
小計 386箇所

1 崩壊土砂流出 根本山（1） 真岡市 根本町 根本山 18 市道
2 崩壊土砂流出 根本山（2） 真岡市 根本町 根本山 8 市道

小計 2箇所

1 崩壊土砂流出 福原 大田原市 福原 切道 15 県道
2 崩壊土砂流出 中野内 大田原市 中野内 大塚 2
3 崩壊土砂流出 こじれじ沢 大田原市 河原 ウマコロビ沢 5 市道
4 崩壊土砂流出 くるみが沢 大田原市 河原 くるみが沢 10 市道
5 崩壊土砂流出 風台沢 大田原市 両郷 ハチオカ 5 市道
6 崩壊土砂流出 高取 大田原市 両郷 高取 3
7 崩壊土砂流出 うしろ沢 大田原市 河原 福岡 4
8 崩壊土砂流出 柳沢(1) 大田原市 河原 福岡 1
9 崩壊土砂流出 柳沢(2) 大田原市 河原 山神平 4
10 崩壊土砂流出 上南方(1) 大田原市 南方 長松沢 3 林道
11 崩壊土砂流出 上南方(2) 大田原市 南方 萩阜沢 林道
12 崩壊土砂流出 上南方(3) 大田原市 南方 萩阜沢 林道
13 崩壊土砂流出 上南方(4) 大田原市 南方 神南方 1 市道
14 崩壊土砂流出 上南方(5) 大田原市 南方 栃の木沢 林道
15 崩壊土砂流出 荻阜沢 大田原市 南方 荻阜沢 林道
16 崩壊土砂流出 樺山沢 大田原市 南方 樺山沢 林道
17 崩壊土砂流出 小轟沢 大田原市 南方 小轟沢 3 林道
18 崩壊土砂流出 大輪 大田原市 川田 山下 8 県道
19 崩壊土砂流出 久野又 大田原市 久野又 長沢 2
20 崩壊土砂流出 入小滝(2) 大田原市 寺宿 入小滝 市道
21 崩壊土砂流出 稗畑(1) 大田原市 木佐美 石橋 1
22 崩壊土砂流出 稗畑(2) 大田原市 木佐美 石橋 7
23 崩壊土砂流出 稗畑(3) 大田原市 木佐美 石橋 3
24 崩壊土砂流出 小山沢 大田原市 南方 小山沢 5 市道24 崩壊土砂流出 小山沢 大田原市 南方 小山沢 5 市道
25 崩壊土砂流出 松山沢 大田原市 久野又 松山沢 3
26 崩壊土砂流出 愛吉沢 大田原市 北野上 愛吉入 5
27 崩壊土砂流出 田沢 大田原市 北野上 田沢 6
28 崩壊土砂流出 シノヤチ沢 大田原市 北野上 尻高田入 6
29 崩壊土砂流出 材木沢 大田原市 北野上 尻高田入 4
30 崩壊土砂流出 同平沢 大田原市 北野上 尻高田入 市道
31 崩壊土砂流出 尻高田 大田原市 北野上 滝沢 3
32 崩壊土砂流出 浅ヶ沢(1) 大田原市 南方 田中 1
33 崩壊土砂流出 浅ヶ沢(2) 大田原市 南方 田中 3
34 崩壊土砂流出 浅ヶ沢(3) 大田原市 南方 浅ヶ沢 2
35 崩壊土砂流出 露久保 大田原市 雲厳寺 南平 5
36 崩壊土砂流出 檜沢(1) 大田原市 雲厳寺 檜沢 1
37 崩壊土砂流出 檜沢(2) 大田原市 雲厳寺 檜沢 1
38 崩壊土砂流出 檜沢(3) 大田原市 雲厳寺 檜沢 1
39 崩壊土砂流出 檜沢(4) 大田原市 雲厳寺 檜沢 1
40 崩壊土砂流出 檜沢(5) 大田原市 雲厳寺 小檜沢 1
41 崩壊土砂流出 中城山 大田原市 前田 中城山 5
42 崩壊土砂流出 岡沢 大田原市 田町 岡沢 3
43 崩壊土砂流出 寅助沢　 大田原市 北野上 寅助 1
44 崩壊土砂流出 八塩 大田原市 八塩 ミナミタカツハ 4
45 崩壊土砂流出 日暮沢 大田原市 北滝 日暮 2 県道
46 崩壊土砂流出 中山(3) 大田原市 北野上 中山 3 県道
47 崩壊土砂流出 中山(2) 大田原市 北野上 中山 4
48 崩壊土砂流出 カラミヤゲ沢 大田原市 雲巌寺 加良美上 4
49 崩壊土砂流出 雲岩寺(3) 大田原市 雲巌寺 加良美上 4
50 崩壊土砂流出 雲岩寺(2) 大田原市 雲巌寺 西輪 県道
51 崩壊土砂流出 雲岩寺(1) 大田原市 雲巌寺 木田木 県道
52 崩壊土砂流出 田の沢(1) 大田原市 須佐木 田の沢 10
53 崩壊土砂流出 田の沢(2) 大田原市 須佐木 田の沢 10
54 崩壊土砂流出 須賀川(1) 大田原市 須賀川 井戸沢 6
55 崩壊土砂流出 須賀川(2) 大田原市 須賀川 堂の入 5
56 崩壊土砂流出 須賀川(3) 大田原市 須賀川 家の入 7
57 崩壊土砂流出 宮本沢 大田原市 北滝 タテゴゼン 5
58 崩壊土砂流出 海法地沢(1) 大田原市 北滝 松ヶ峰 9
59 崩壊土砂流出 海法地沢(2) 大田原市 北滝 松ヶ峰 8
60 崩壊土砂流出 立沢(1) 大田原市 北滝 山の神 10
61 崩壊土砂流出 立沢(2) 大田原市 片田 立沢 10
62 崩壊土砂流出 笹目(1) 大田原市 亀久 笹目 762 崩壊土砂流出 笹目(1) 大田原市 亀久 笹目 7
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63 崩壊土砂流出 笹目(2) 大田原市 亀久 深沢 3
64 崩壊土砂流出 柏久保 大田原市 須佐木 小手谷 2 県道
65 崩壊土砂流出 論手(1) 大田原市 亀久 論手 7
66 崩壊土砂流出 論手(2) 大田原市 亀久 論手 5
67 崩壊土砂流出 論手(3) 大田原市 亀久 論手 4
68 崩壊土砂流出 桜窪 大田原市 亀久 論手 1
69 崩壊土砂流出 亀久 大田原市 亀久 論手 1
70 崩壊土砂流出 赤居原 大田原市 須佐木 城下 3
71 崩壊土砂流出 城下沢 大田原市 須佐木 城下 1
72 崩壊土砂流出 宿 大田原市 須賀川 和田沢 7 県道
73 崩壊土砂流出 小元 大田原市 須佐木 小元沢 1
74 崩壊土砂流出 樽沢 大田原市 須賀川 樽沢 10
75 崩壊土砂流出 眩内 大田原市 須賀川 薬師堂 3
76 崩壊土砂流出 仏沢 大田原市 須賀川 仏沢 6 県道
77 崩壊土砂流出 清水沢 大田原市 須賀川 平ヶ柵 5
78 崩壊土砂流出 湯舟沢(1) 大田原市 須賀川 長井沢 5
79 崩壊土砂流出 湯舟沢(2) 大田原市 須賀川 湯舟沢 2
80 崩壊土砂流出 石畑(1) 大田原市 須賀川 井戸の入 8
81 崩壊土砂流出 石畑(2) 大田原市 須賀川 石畑 7
82 崩壊土砂流出 平渡土 大田原市 須賀川 ランドウ山 10
83 崩壊土砂流出 五本木沢 大田原市 須賀川 五本木 6
84 崩壊土砂流出 田中 大田原市 南方 田中 15 県道
85 崩壊土砂流出 矢倉Ⅲ 大田原市 矢倉 矢倉 3 県道
86 崩壊土砂流出 山口沢 大田原市 八塩 北高津原 6 県道
87 崩壊土砂流出 小手谷 大田原市 北滝 小手谷 7 水道施設/林道
88 崩壊土砂流出 高取(4) 大田原市 南方 高取 1 県道
89 崩壊土砂流出 折骨沢 大田原市 北野上 愛吉入 3 林道
90 崩壊土砂流出 西ノ入沢 大田原市 川上 西ノ入 6 県道
91 崩壊土砂流出 ムグラ沢 大田原市 川上 西ノ入 3 林道
92 崩壊土砂流出 堰の入沢 大田原市 川上 堰の入 1 林道
93 崩壊土砂流出 大犬倉沢 大田原市 雲岩寺 大犬倉 2 林道
94 崩壊土砂流出 中沢 大田原市 雲岩寺 中の沢 3 林道
95 崩壊土砂流出 皆沢 大田原市 須賀川 皆沢 10 林道
96 崩壊土砂流出 藁葉ヶ沢 大田原市 須賀川 藁葉ヶ沢 県道96 崩壊土砂流出 藁葉ヶ沢 大田原市 須賀川 藁葉ヶ沢 県道
97 崩壊土砂流出 論手(4) 大田原市 亀久 論手 市道
98 崩壊土砂流出 宿(2) 大田原市 須賀川 向山 2 市道
99 崩壊土砂流出 青柴田沢 大田原市 須賀川 処久保 7 市道
100 崩壊土砂流出 板谷沢 大田原市 須賀川 ツボ沢 5 林道
101 崩壊土砂流出 巻ヶ沢 大田原市 須賀川 横山 8 県道
102 崩壊土砂流出 笹熊沢 大田原市 北野上 尻高田 林道
103 崩壊土砂流出 小田舟 大田原市 須佐木 15 中学校/市道
104 崩壊土砂流出 大倉入 大田原市 大倉入 大蔵入 20 林道
105 崩壊土砂流出 茅場沢 大田原市 須佐木 茅場沢 20 林道
106 崩壊土砂流出 須賀川(7) 大田原市 須賀川 20 小学校/林道
107 崩壊土砂流出 須佐木(9) 大田原市 須佐木 20 林道
108 崩壊土砂流出 片田(1) 大田原市 片田 20 小学校/林道
109 崩壊土砂流出 入小滝(3) 大田原市 寺宿 入小滝 3 市道/林道
小計 109箇所

1 崩壊土砂流出 宮川 矢板市 長井 弓張 林道
2 崩壊土砂流出 七尋沢(1) 矢板市 長井 弓張 林道
3 崩壊土砂流出 七尋沢(2) 矢板市 長井 弓張 林道
4 崩壊土砂流出 枝持沢(1) 矢板市 長井 猫町 林道
5 崩壊土砂流出 枝持沢(2) 矢板市 長井 猫町 林道
6 崩壊土砂流出 栗の木沢 矢板市 長井 猫町 林道
7 崩壊土砂流出 湯沢(1) 矢板市 長井 北の口 林道
8 崩壊土砂流出 湯沢(2) 矢板市 長井 猫町 県道
9 崩壊土砂流出 天沼川(1) 矢板市 平野 大畑 3
10 崩壊土砂流出 天沼川(2) 矢板市 下伊佐野 ダケ 3
11 崩壊土砂流出 金精川 矢板市 下伊佐野 ダケ 5
12 崩壊土砂流出 ウスン沢 矢板市 長井 弓張 1 市道
13 崩壊土砂流出 湯沢(3) 矢板市 長井 猫町 2
14 崩壊土砂流出 湯沢(4) 矢板市 長井 猫町 2
15 崩壊土砂流出 梁目川 矢板市 平野 畑 2
16 崩壊土砂流出 前沢 矢板市 長井 立足 10 市道
17 崩壊土砂流出 金精川支渓 矢板市 下伊佐野 一本木 3 市道
18 崩壊土砂流出 針生 矢板市 針生 大久保 2 国道
19 崩壊土砂流出 高塩 矢板市 高塩 中道 2 県道
20 崩壊土砂流出 寺山 矢板市 長井 根古町 20 市道
21 崩壊土砂流出 枝持沢(3) 矢板市 長井 稗畑 林道
22 崩壊土砂流出 立足 矢板市 立足 祢宜内 20 市道
23 崩壊土砂流出 長井 矢板市 長井 20 市道23 崩壊土砂流出 長井 矢板市 長井 20 市道
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小計 23箇所

1 崩壊土砂流出 小渕沢 那須塩原市 百村 新山 林道
2 崩壊土砂流出 刑部沢 那須塩原市 百村 新山 林道
3 崩壊土砂流出 大沢 那須塩原市 百村 新山 林道
4 崩壊土砂流出 大深沢 那須塩原市 百村 屋敷内 県道
5 崩壊土砂流出 湯川 那須塩原市 板室 塩沢 50 県道
6 崩壊土砂流出 小沼沢 那須塩原市 板室 西屋敷内 50 県道
7 崩壊土砂流出 沢名川 那須塩原市 板室 西屋敷内 県道
8 崩壊土砂流出 白根沢(1) 那須塩原市 板室 ホドクボ 県道
9 崩壊土砂流出 白根沢(2) 那須塩原市 板室 ホドクボ 県道
10 崩壊土砂流出 カニカケ沢 那須塩原市 板室 ホドクボ 県道
11 崩壊土砂流出 木の俣(4) 那須塩原市 百村 屋敷内 県道
12 崩壊土砂流出 木の俣(3) 那須塩原市 百村 屋敷内 県道
13 崩壊土砂流出 木の俣(2) 那須塩原市 百村 屋敷内 県道
14 崩壊土砂流出 小巻川 那須塩原市 百村 大石下 3 市道
15 崩壊土砂流出 糸沢 那須塩原市 鴫内 蕨沢 5 市道
16 崩壊土砂流出 大又木沢 那須塩原市 鴫内 関場 10 市道
17 崩壊土砂流出 平沢 那須塩原市 鴫内 台久保 10 市道
18 崩壊土砂流出 成沢 那須塩原市 鴫内 高野 10 小学校/市道
19 崩壊土砂流出 井戸沢 那須塩原市 湯宮 カミケド 10 市道
20 崩壊土砂流出 木の俣(1) 那須塩原市 百村 屋敷内 県道
21 崩壊土砂流出 白土川 那須塩原市 百村 屋敷内 15 市道
22 崩壊土砂流出 茅ノ沢 那須塩原市 鴫内 鴫内 3 市道
23 崩壊土砂流出 水汲戸沢 那須塩原市 鴫内 鴫内 23 市道
24 崩壊土砂流出 ソリ沢 那須塩原市 鴫内 多木山 5 市道
25 崩壊土砂流出 猪平沢 那須塩原市 湯宮 猪平 市道
26 崩壊土砂流出 木の俣(5) 那須塩原市 百村 屋敷内 林道
27 崩壊土砂流出 蛙子沢 那須塩原市 百村 大石ヶ下 林道
28 崩壊土砂流出 おだん沢 那須塩原市 百村 鴫内 30
29 崩壊土砂流出 小屋場沢 那須塩原市 百村 屋敷内 林道
30 崩壊土砂流出 大川支流 那須塩原市 百村 深山 林道
31 崩壊土砂流出 沖戸の目 那須塩原市 百村 大石ヶ下 4
32 崩壊土砂流出 水割沢 那須塩原市 百村 屋敷内 林道32 崩壊土砂流出 水割沢 那須塩原市 百村 屋敷内 林道
33 崩壊土砂流出 木の俣(6) 那須塩原市 百村 屋敷内 1 林道
34 崩壊土砂流出 久次郎沢 那須塩原市 百村 屋敷内 97 水道事務所/市道
35 崩壊土砂流出 市の沢 那須塩原市 百村 屋敷内 97 水道事務所/市道
36 崩壊土砂流出 垂水沢 那須塩原市 百村 屋敷内 97 水道事務所/市道
37 崩壊土砂流出 金掘沢 那須塩原市 百村 屋敷内 97 水道事務所/市道
38 崩壊土砂流出 小巻川(1) 那須塩原市 百村 深山 林道
39 崩壊土砂流出 小巻川(2) 那須塩原市 百村 ヒドノ脇 林道
40 崩壊土砂流出 一の沢 那須塩原市 百村 屋敷内 97 水道事務所/市道
41 崩壊土砂流出 オオグヒョウ沢 那須塩原市 百村 屋敷内 1 県道
42 崩壊土砂流出 ウトウ沢支渓(1) 那須塩原市 中塩原 平予塚 3 市道
43 崩壊土砂流出 ウトウ沢支渓(2) 那須塩原市 中塩原 手城塚 3 市道
44 崩壊土砂流出 清水沢 那須塩原市 上塩原 清水原 10 県道
45 崩壊土砂流出 引久保(1) 那須塩原市 上塩原 引久保 10
46 崩壊土砂流出 引久保(2) 那須塩原市 上塩原 引久保 2 市道
47 崩壊土砂流出 伊崎 那須塩原市 上塩原 水の元 1
48 崩壊土砂流出 ツル沢 那須塩原市 中塩原 中山 20 中学校
49 崩壊土砂流出 平井沢 那須塩原市 下塩原 狭間 50 支所/市道
50 崩壊土砂流出 小塩沢 那須塩原市 中塩原 柏木平 1 県道
51 崩壊土砂流出 新湯(2) 那須塩原市 湯本塩原 上塩原 5 県道
52 崩壊土砂流出 福渡清水沢 那須塩原市 下塩原 福渡 10 県道
53 崩壊土砂流出 トヤ沢 那須塩原市 蟇沼 トキ沢 10 市道
54 崩壊土砂流出 菅 那須塩原市 関谷 リュウガヌマ 10 市道
55 崩壊土砂流出 上の内 那須塩原市 関谷 滝沢 10 市道
56 崩壊土砂流出 和田山 那須塩原市 金沢 和田山 3 市道
57 崩壊土砂流出 曽倉 那須塩原市 宇都野 曽倉 1
58 崩壊土砂流出 西沢 那須塩原市 宇都野 西沼代 1
59 崩壊土砂流出 カブレ沢 那須塩原市 金沢 黒岩 7 県道
60 崩壊土砂流出 塩の沢 那須塩原市 金沢 二階山 10 県道
61 崩壊土砂流出 広久保 那須塩原市 金沢 水無沢 10 小学校/県道
62 崩壊土砂流出 木沢 那須塩原市 宇都野 平那目 林道
63 崩壊土砂流出 棚沢 那須塩原市 関谷 柿の島 10 市道
64 崩壊土砂流出 谷地畑 那須塩原市 中塩原 谷地畑 県道
65 崩壊土砂流出 実取沢 那須塩原市 下塩原 塩の湯 5
66 崩壊土砂流出 入勝沢 那須塩原市 下塩原 塩釜 2 発電所
67 崩壊土砂流出 甘湯沢 那須塩原市 下塩原 塩の湯 100 国道
68 崩壊土砂流出 塩の沢(2) 那須塩原市 金沢 二階山 10 県道
69 崩壊土砂流出 カラ沢(1) 那須塩原市 百村 大石ヶ下 林道
70 崩壊土砂流出 白戸 那須塩原市 中塩原 白戸 10 県道70 崩壊土砂流出 白戸 那須塩原市 中塩原 白戸 10 県道
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71 崩壊土砂流出 木沢 那須塩原市 金沢 入之坊 林道
72 崩壊土砂流出 湯本塩原(1) 那須塩原市 湯本塩原 10 県道
73 崩壊土砂流出 カラ沢(2) 那須塩原市 百村 大石ヶ下 林道
74 崩壊土砂流出 鳥の木沢 那須塩原市 百村 大石ヶ下 10 集会所/林道
75 崩壊土砂流出 萩平 那須塩原市 湯宮 上毛戸 林道

小計 75箇所

1 崩壊土砂流出 若狭 さくら市 松島 越道裏 4
2 崩壊土砂流出 梨の木沢 さくら市 喜連川 薬師山 10 国道
3 崩壊土砂流出 隠山 さくら市 葛城 隠山 2
4 崩壊土砂流出 大久保(2) さくら市 葛城 大久保 5 市道
5 崩壊土砂流出 大久保(1) さくら市 葛城 大久保 5 市道
6 崩壊土砂流出 内山 さくら市 葛城 内山 1 市道
7 崩壊土砂流出 岩渕 さくら市 葛城 内山 1 市道
8 崩壊土砂流出 上り山 さくら市 喜連川 長坂下 29 市道

小計 8箇所

1 崩壊土砂流出 久道 那須烏山市 向田 キュウドウ 5
2 崩壊土砂流出 塙前(3) 那須烏山市 向田 塙前 10 市道
3 崩壊土砂流出 霧ヶ沢 那須烏山市 城山 ハツト山 6 国道
4 崩壊土砂流出 水無沢 那須烏山市 興野 水無 10 県道
5 崩壊土砂流出 手洗場 那須烏山市 興野 羽場 12 県道
6 崩壊土砂流出 幕焼沢 那須烏山市 大沢 幕焼沢 3 県道
7 崩壊土砂流出 大葎 那須烏山市 大沢 大葎 10 県道
8 崩壊土砂流出 住崎沢 那須烏山市 大沢 住崎入 6 県道
9 崩壊土砂流出 井戸入 那須烏山市 大沢 井戸沢 5 県道
10 崩壊土砂流出 大林 那須烏山市 大沢 大林 2 市道
11 崩壊土砂流出 内久保 那須烏山市 大沢 内久保 10 県道
12 崩壊土砂流出 金倉沢 那須烏山市 大沢 金倉沢 10 県道
13 崩壊土砂流出 菅ノ沢 那須烏山市 大沢 菅ノ沢 10 県道
14 崩壊土砂流出 外輪沢 那須烏山市 大沢 外輪沢 7 県道
15 崩壊土砂流出 江戸沢 那須烏山市 大沢 江戸沢 7 県道
16 崩壊土砂流出 西ヶ沢 那須烏山市 大沢 西ノ沢 10 県道
17 崩壊土砂流出 前沢 那須烏山市 大沢 前沢 県道17 崩壊土砂流出 前沢 那須烏山市 大沢 前沢 県道
18 崩壊土砂流出 宮原 那須烏山市 上境 宮原 10 県道
19 崩壊土砂流出 大茗沢 那須烏山市 上境 宮内 15 県道
20 崩壊土砂流出 八ヶ沢(1) 那須烏山市 上境 八ヶ沢 3 県道
21 崩壊土砂流出 八ヶ沢(2) 那須烏山市 上境 八ヶ沢 3 県道
22 崩壊土砂流出 橋ヶ沢 那須烏山市 大沢 橋ヶ沢 6 県道
23 崩壊土砂流出 井戸沢 那須烏山市 大沢 井戸沢 3 県道
24 崩壊土砂流出 軍沢 那須烏山市 大沢 軍沢 3 県道
25 崩壊土砂流出 井戸入 那須烏山市 横枕 井戸入 10 市道
26 崩壊土砂流出 深作入 那須烏山市 下境 深作入 10 中学校/県道
27 崩壊土砂流出 僧ヶ入 那須烏山市 下境 山根上 12 小学校/県道
28 崩壊土砂流出 和久入 那須烏山市 小木須 和久 15 県道
29 崩壊土砂流出 所沢 那須烏山市 小木須 所沢 20 小学校/県道
30 崩壊土砂流出 鍛冶屋沢 那須烏山市 小木須 鍛冶屋沢 6
31 崩壊土砂流出 東ヶ入 那須烏山市 大木須 セキザワ 15 県道
32 崩壊土砂流出 目目沢 那須烏山市 大木須 目目沢 12 県道
33 崩壊土砂流出 河戸口 那須烏山市 小木須 河戸 市道
34 崩壊土砂流出 内久保(2) 那須烏山市 大沢 ウシロクボ 6 県道
35 崩壊土砂流出 城山西 那須烏山市 城山 庁舎峰 7 市道
36 崩壊土砂流出 桜ノ沢 那須烏山市 大沢 桜ノ沢 8 県道
37 崩壊土砂流出 金倉沢(2) 那須烏山市 大沢 金倉沢 5 県道
38 崩壊土砂流出 辰巳沢 那須烏山市 上境 辰巳沢 2 市道
39 崩壊土砂流出 大茗沢(2) 那須烏山市 上境 大名沢 10 県道
40 崩壊土砂流出 男子ヶ沢 那須烏山市 男子ヶ沢 10 県道
41 崩壊土砂流出 与路ヶ沢 那須烏山市 上境 与路ヶ沢 6 県道
42 崩壊土砂流出 解石沢 那須烏山市 下境 長坂 30 県道
43 崩壊土砂流出 菖蒲沢 那須烏山市 大木須 柿の木平 7
44 崩壊土砂流出 堂の入 那須烏山市 大木須 堂の入 12 県道
45 崩壊土砂流出 小原沢 那須烏山市 小原沢 長峰 5 県道
46 崩壊土砂流出 相由沢 那須烏山市 大沢 2 県道
47 崩壊土砂流出 長手 那須烏山市 下境 2 市道
48 崩壊土砂流出 宮の内沢 那須烏山市 大木須 7 県道
49 崩壊土砂流出 鳥井戸 那須烏山市 大木須 鳥井戸 5 県道
50 崩壊土砂流出 横山沢 那須烏山市 大木須 横山沢 3
51 崩壊土砂流出 弓焼沢 那須烏山市 大木須 弓焼沢 28 県道
52 崩壊土砂流出 堀の内 那須烏山市 三箇 堀の内 10 市道
53 崩壊土砂流出 大峰 那須烏山市 小白井 大峰 2 市道
54 崩壊土砂流出 清水畑 那須烏山市 小白井 清水畑 17 市道
55 崩壊土砂流出 藤田 那須烏山市 藤田川 藤田川 1 市道55 崩壊土砂流出 藤田 那須烏山市 藤田川 藤田川 1 市道
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56 崩壊土砂流出 根小屋 那須烏山市 森田 ヨウガイ 3
57 崩壊土砂流出 小倉沢 那須烏山市 ｺｶﾞﾜﾗｳｼｵｸﾎﾞ 10 市道
58 崩壊土砂流出 堂の前 那須烏山市 高瀬 11 県道
59 崩壊土砂流出 高舘 那須烏山市 森田 高館 9
60 崩壊土砂流出 水穴 那須烏山市 大木須 水穴 県道
61 崩壊土砂流出 太良久保沢 那須烏山市 大沢 太良窪 5 県道

小計 61箇所

1 崩壊土砂流出 真上入上流 西方町 真名子 カンヤマ 5 町道
2 崩壊土砂流出 真上入(3) 西方町 真名子 クマノサワ 10 町道
3 崩壊土砂流出 真上入(2) 西方町 真名子 クマノサワ 5 町道
4 崩壊土砂流出 吉良沢 西方町 真名子 吉良沢 5 町道
5 崩壊土砂流出 長沢 西方町 真名子 ナガキ 5 町道
6 崩壊土砂流出 真上 西方町 真名子 ウシロザワ 8 町道
7 崩壊土砂流出 深沢 西方町 真名子 深沢 5 町道
8 崩壊土砂流出 真上入(1) 西方町 真名子 ウシロザワ 6 町道
9 崩壊土砂流出 栃谷 西方町 真名子 栃谷 9 町道
10 崩壊土砂流出 横道沢 西方町 真名子 イワゾ 11 町道
11 崩壊土砂流出 岡 西方町 真名子 カシワド 7
12 崩壊土砂流出 ナガクラ 西方町 真名子 タイマツ沢 6
13 崩壊土砂流出 男丸 西方町 真名子 カミノイリ 2
14 崩壊土砂流出 小沼上流(1) 西方町 真名子 ヨダレ沢 6
15 崩壊土砂流出 小沼上流(2) 西方町 真名子 フカサワ 6

小計 15箇所

1 崩壊土砂流出 七中 益子町 益子 アイノタ　　　 40 支所/県道
2 崩壊土砂流出 生田目（2） 益子町 生田目 北山　　 40
3 崩壊土砂流出 生田目（1） 益子町 生田目 ミョウシンイリ　　 25
4 崩壊土砂流出 山根 益子町 前沢 オカベ　　 12 町道
5 崩壊土砂流出 山本 益子町 山本 久保田　 10 町道
6 崩壊土砂流出 東台 益子町 東台 寺内 12 町道
7 崩壊土砂流出 上大羽（2） 益子町 上大羽 ハタガイリ 10 町道
8 崩壊土砂流出 上大羽（3） 益子町 上大羽 ムカイヤマ 10 町道
9 崩壊土砂流出 栗生 益子町 上大羽 イタバシ 7 町道9 崩壊土砂流出 栗生 益子町 上大羽 イタバシ 7 町道
10 崩壊土砂流出 大羽 益子町 上大羽 ドウガイリ 15 町道
11 崩壊土砂流出 経ヶ入 益子町 下大羽 経ヶ入 4 町道
12 崩壊土砂流出 一の沢 益子町 一の沢 7 町道
13 崩壊土砂流出 高峠 益子町 大沢 高峠 5 町道
14 崩壊土砂流出 大川戸(1) 益子町 上大羽 オオカワド 6 町道
15 崩壊土砂流出 大川戸(2) 益子町 上大羽 オオカワド 6 公民館
16 崩壊土砂流出 カミカワド 益子町 上大羽 カミカワド 13
17 崩壊土砂流出 倉見沢 益子町 上大羽 倉見沢 11 県道
18 崩壊土砂流出 トリガサワ 益子町 益子 トリガサワ 5 県道

小計 18箇所

1 崩壊土砂流出 横山入 茂木町 川又 ヨコヤマ 10 町道
2 崩壊土砂流出 河又 茂木町 河又 ショウブザワ 10 町道
3 崩壊土砂流出 戸越 茂木町 山内 戸越 10 県道
4 崩壊土砂流出 矢の入 茂木町 山内 矢の入 7 県道
5 崩壊土砂流出 平四郎入 茂木町 山内 平四郎入 10 県道
6 崩壊土砂流出 甲 茂木町 山内 甲 15 県道
7 崩壊土砂流出 水の木 茂木町 山内 水の木 20 県道
8 崩壊土砂流出 黒田（1） 茂木町 黒田 ハクガイリ 6 町道
9 崩壊土砂流出 黒田（2） 茂木町 黒田 ハクガイリ 6 町道
10 崩壊土砂流出 平 茂木町 大瀬 平 10 町道
11 崩壊土砂流出 小深 茂木町 牧野 イドイリ 10 町道
12 崩壊土砂流出 台 茂木町 飯野 台 10
13 崩壊土砂流出 床の沢 茂木町 飯野 馬門 10 町道
14 崩壊土砂流出 林 茂木町 林 ヒガシヤ 10 町道
15 崩壊土砂流出 北向 茂木町 青梅 北向 10 町道
16 崩壊土砂流出 高田新田(1) 茂木町 鮎田 高田新田 3 町道
17 崩壊土砂流出 高田新田(2) 茂木町 鮎田 高田新田 10 町道
18 崩壊土砂流出 菖蒲沢 茂木町 青梅 菖蒲沢 8 町道
19 崩壊土砂流出 鮎田(2) 茂木町 鮎田 鮎田 5
20 崩壊土砂流出 稲荷林 茂木町 深沢 稲荷林 8 県道
21 崩壊土砂流出 並柳(2) 茂木町 飯 馬坂 5 町道
22 崩壊土砂流出 並柳(3) 茂木町 飯 坂下 5 町道
23 崩壊土砂流出 並柳(1) 茂木町 小貫 タテヤマイリ 10 町道
24 崩壊土砂流出 下小貫(3) 茂木町 小貫 タナカ 18 県道
25 崩壊土砂流出 下深沢(1) 茂木町 深沢 イワイノリ 1 県道
26 崩壊土砂流出 中深沢(1) 茂木町 深沢 ネリフジ 5 県道
27 崩壊土砂流出 中深沢(2) 茂木町 深沢 ハラ 8 県道27 崩壊土砂流出 中深沢(2) 茂木町 深沢 ハラ 8 県道
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28 崩壊土砂流出 下小貫(2) 茂木町 小貫 タテヤマイリ 1 町道
29 崩壊土砂流出 中小貫(2) 茂木町 小貫 トイノリ 15 町道
30 崩壊土砂流出 うつぎ入 茂木町 小貫 ウツギイリ 1 県道
31 崩壊土砂流出 ふきだや 茂木町 小貫 フキダヤ 1 県道
32 崩壊土砂流出 上深沢(5) 茂木町 深沢 コヤツ 10 県道
33 崩壊土砂流出 上深沢(6) 茂木町 深沢 ショウブザワ 7
34 崩壊土砂流出 上深沢(4) 茂木町 深沢 アラウチ 10
35 崩壊土砂流出 上深沢(3) 茂木町 深沢 ナガミネ 6 県道
36 崩壊土砂流出 上深沢(2) 茂木町 深沢 ナガ沢 10 県道
37 崩壊土砂流出 上深沢(1) 茂木町 深沢 ナガミネ 1 県道
38 崩壊土砂流出 小貫 茂木町 小貫 オオガマ 1 町道
39 崩壊土砂流出 黒田東 茂木町 黒田 黒田東 6 国道
40 崩壊土砂流出 辰沢 茂木町 飯 辰沢 2 林道
41 崩壊土砂流出 大瀬 茂木町 大瀬 大瀬 6 町道
42 崩壊土砂流出 坂井下(2) 茂木町 坂井 坂井下 5 国道
43 崩壊土砂流出 吹田 茂木町 小貫 吹田 6 町道
44 崩壊土砂流出 渕田(1) 茂木町 町田 渕田　　 3 町道
45 崩壊土砂流出 並柳(2) 茂木町 大字　　飯 並柳 4 林道
46 崩壊土砂流出 滝ノ沢 茂木町 大字　　飯 滝ノ沢 5 町道
47 崩壊土砂流出 白坪 茂木町 黒田 字白坪 5 町道
48 崩壊土砂流出 小貫 茂木町 小貫 25 公民館/県道
49 崩壊土砂流出 三枚坂 茂木町 福手 11 町道
50 崩壊土砂流出 久根下 茂木町 福手 21 町道
51 崩壊土砂流出 後沢 茂木町 飯 24 町道
52 崩壊土砂流出 滝の沢 茂木町 飯 13 林道
53 崩壊土砂流出 ウシガサワ 茂木町 小貫 ウシガサワ 8 町道
54 崩壊土砂流出 栃越 茂木町 茂木 栃越 36 県道
55 崩壊土砂流出 焼森山 茂木町 小貫 バラ沢 15 町道
56 崩壊土砂流出 梨沢 茂木町 福手 梨沢 7 町道

小計 56箇所

1 崩壊土砂流出 滝沢 市貝町 見上 滝沢 6 小学校/県道
2 崩壊土砂流出 上ノ山 市貝町 塩田 上ノ山 5 県道
3 崩壊土砂流出 八重沢 市貝町 塩田 八重沢 4 町道3 崩壊土砂流出 八重沢 市貝町 塩田 八重沢 4 町道
4 崩壊土砂流出 栗木平 市貝町 塩田 栗木平 3 県道
5 崩壊土砂流出 中道 市貝町 大谷津 中道 5 町道
6 崩壊土砂流出 上立 市貝町 続谷 上立 8
7 崩壊土砂流出 長峯 市貝町 塩田 長峯 5

小計 7箇所

1 崩壊土砂流出 山中 岩舟町 小野寺 焼山 10
2 崩壊土砂流出 広戸(2) 岩舟町 小野寺 広戸 8
3 崩壊土砂流出 三谷 岩舟町 三谷 ヨコテ 3
4 崩壊土砂流出 広戸(1) 岩舟町 小野寺 広戸 7

小計 4箇所

1 崩壊土砂流出 西立室沢 塩谷町 上寺島 荻の目境 町道
2 崩壊土砂流出 東立室沢 塩谷町 上寺島 荻の目境 1 町道
3 崩壊土砂流出 黒沢 塩谷町 上寺島 荻の目境 2 町道
4 崩壊土砂流出 尚仁沢 塩谷町 上寺島 荻の目境 支所/県道
5 崩壊土砂流出 寺沢 塩谷町 上寺島 寺沢 1
6 崩壊土砂流出 シナシ沢 塩谷町 上寺島 大持沢 町道
7 崩壊土砂流出 ベット沢 塩谷町 上寺島 トゲイワ 1 町道
8 崩壊土砂流出 鳥羽 塩谷町 鳥羽新田 丸山 2 町道
9 崩壊土砂流出 鳥羽新田 塩谷町 鳥羽新田 丸山 7 町道
10 崩壊土砂流出 西古屋(2) 塩谷町 船生 西裏山 10 林道
11 崩壊土砂流出 西古屋(1) 塩谷町 船生 西裏山 10 林道
12 崩壊土砂流出 岳下(1) 塩谷町 船生 岳下 1 町道
13 崩壊土砂流出 岳下(2) 塩谷町 船生 岳下 1 町道
14 崩壊土砂流出 山口 塩谷町 船生 西ノ入 10 町道
15 崩壊土砂流出 皆沢 塩谷町 船生 皆沢 1 町道
16 崩壊土砂流出 出入沢 塩谷町 船生 出入 10 町道
17 崩壊土砂流出 トビノ巣沢 塩谷町 玉生 上寺島 町道
18 崩壊土砂流出 後久保沢 塩谷町 玉生 下寺島 3 町道
19 崩壊土砂流出 松茸 塩谷町 船生 下寺島 8 町道
20 崩壊土砂流出 ホヤノギ沢 塩谷町 船生 ホヤノギ沢 10 町道
21 崩壊土砂流出 道谷原 塩谷町 船生 上の沢 10 町道
22 崩壊土砂流出 百目鬼 塩谷町 船生 百目鬼裏 6 町道
23 崩壊土砂流出 沼倉 塩谷町 船生 滝の沢 10 町道
24 崩壊土砂流出 長沢 塩谷町 玉生 長沢 10 町道
25 崩壊土砂流出 入の沢 塩谷町 玉生 入の沢 10 町道
26 崩壊土砂流出 西山(1) 塩谷町 玉生 入の沢 16 町道26 崩壊土砂流出 西山(1) 塩谷町 玉生 入の沢 16 町道
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27 崩壊土砂流出 西山(2) 塩谷町 玉生 入の沢 16 町道
28 崩壊土砂流出 西山(3) 塩谷町 玉生 入の沢 10 町道
29 崩壊土砂流出 町裏 塩谷町 玉生 町裏 30 郵便局/県道
30 崩壊土砂流出 上沢(1) 塩谷町 大宮 上沢 12 町道
31 崩壊土砂流出 上沢(2) 塩谷町 大宮 上沢 20 小学校/町道
32 崩壊土砂流出 上沢(3) 塩谷町 大宮 上沢 7 町道
33 崩壊土砂流出 飯岡(1) 塩谷町 大宮 上沢 10 町道
34 崩壊土砂流出 飯岡(2) 塩谷町 大宮 上沢 10 町道
35 崩壊土砂流出 山田(2) 塩谷町 大宮 風見山田 1 町道
36 崩壊土砂流出 山田(1) 塩谷町 大宮 風見山田 10 町道
37 崩壊土砂流出 桜沢(2) 塩谷町 大宮 風見山田 3 町道
38 崩壊土砂流出 桜沢(1) 塩谷町 大宮 風見山田 3 町道
39 崩壊土砂流出 風見 塩谷町 風見山田 カスミガ入 10 町道
40 崩壊土砂流出 星の宮 塩谷町 船生 佐貫 12 町道
41 崩壊土砂流出 石小屋沢上流 塩谷町 上寺島 荻の目境 1 町道
42 崩壊土砂流出 石小屋沢下流 塩谷町 上寺島 荻の目境 35 公民館/県道
43 崩壊土砂流出 高柴 塩谷町 船生 高柴 30 駐在所/県道
44 崩壊土砂流出 尚仁沢(2) 塩谷町 上寺島 荻の目境 県道
45 崩壊土砂流出 大持沢 塩谷町 上寺島 大持沢 県道
46 崩壊土砂流出 清水沢 塩谷町 上寺島 清水和 県道
47 崩壊土砂流出 ヨシン沢 塩谷町 上寺島 ヨシン沢 1
48 崩壊土砂流出 ホヤノギ沢(2) 塩谷町 船生 ホヤノギ沢 3
49 崩壊土砂流出 ウエノ沢 塩谷町 泉 小沢 1 市道
50 崩壊土砂流出 熊ノ木 塩谷町 熊ノ木 小丸山 5 県道
51 崩壊土砂流出 喜佐見 塩谷町 喜佐見 次郎衛門 15 公民館/町道
52 崩壊土砂流出 火打石 塩谷町 上寺島 23 県道
53 崩壊土砂流出 明雲寺裏 塩谷町 船生 39 町道
54 崩壊土砂流出 芦場沢 塩谷町 玉生 芦場新田 20 公民館/県道
55 崩壊土砂流出 釜の沢 塩谷町 上寺島 八ツ穴 3 林道
56 崩壊土砂流出 西沢 塩谷町 船生 西沢 6 林道
57 崩壊土砂流出 栃窪沢 塩谷町 船生 大柄鳥谷 4 林道
58 崩壊土砂流出 船木沢 塩谷町 船生 船木ヶ沢 10 林道
59 崩壊土砂流出 沼倉(2) 塩谷町 船生 沼倉山 8 町道
60 崩壊土砂流出 宮内 塩谷町 船生 宮内 260 崩壊土砂流出 宮内 塩谷町 船生 宮内 2
61 崩壊土砂流出 大名沢 塩谷町 上寺島 モモノキザワ 林道
62 崩壊土砂流出 オソ沢 塩谷町 上寺島 トヤバ 林道
63 崩壊土砂流出 西沢本流 塩谷町 船生 西沢 林道
64 崩壊土砂流出 足尾谷沢 塩谷町 船生 足尾谷沢 林道
65 崩壊土砂流出 金沢 塩谷町 船生 金沢 6 県道
66 崩壊土砂流出 桧出沢 塩谷町 上寺島 ナツカリミネ 7 県道
67 崩壊土砂流出 大阪地 塩谷町 飯岡 大阪地 7 県道

小計 67箇所

1 崩壊土砂流出 明ばん沢 那須町 湯本 奥沢 10
2 崩壊土砂流出 大丸 那須町 湯本 大丸沢 10
3 崩壊土砂流出 四ツ川 那須町 湯本 新林 50 町道
4 崩壊土砂流出 金魚沢(1) 那須町 湯本 新林 10 町道
5 崩壊土砂流出 金魚沢(2) 那須町 湯本 新林 10 町道
6 崩壊土砂流出 上黒尾川 那須町 高久乙 上の原 3 県道
7 崩壊土砂流出 山中(1) 那須町 寄居 山中 10 国道
8 崩壊土砂流出 豆沢(3) 那須町 芦野 寄居 2 県道
9 崩壊土砂流出 豆沢(2) 那須町 寄居 寄居 3 市道
10 崩壊土砂流出 豆沢(1) 那須町 寄居 寄居 3 町道
11 崩壊土砂流出 新川 那須町 寄居 寄居 2 町道
12 崩壊土砂流出 東山沢 那須町 寄居 寄居 2
13 崩壊土砂流出 沢口(1) 那須町 寄居 沢口 10
14 崩壊土砂流出 沢口(3) 那須町 寄居 東山沢 10
15 崩壊土砂流出 沢口(2) 那須町 寄居 沢口 10
16 崩壊土砂流出 板屋 那須町 芦野 板屋 2 町道
17 崩壊土砂流出 荒金沢(1) 那須町 蓑沢 荒金沢 2
18 崩壊土砂流出 荒金沢(2) 那須町 蓑沢 荒金沢 5 町道
19 崩壊土砂流出 追分 那須町 蓑沢 追分 県道
20 崩壊土砂流出 シドキ沢 那須町 大畑 シドキ 県道
21 崩壊土砂流出 山ノ神(2) 那須町 梓 山神 町道
22 崩壊土砂流出 原の入 那須町 芦野 唐木田 10 国道
23 崩壊土砂流出 羽黒(1) 那須町 伊王野 羽黒 7 県道
24 崩壊土砂流出 羽黒(2) 那須町 伊王野 羽黒 2 県道
25 崩壊土砂流出 羽黒(3) 那須町 伊王野 羽黒 県道
26 崩壊土砂流出 羽黒(4) 那須町 伊王野 御平石 県道
27 崩壊土砂流出 大畑 那須町 蓑沢 高戸屋 10 県道
28 崩壊土砂流出 小倉沢 那須町 大畑 大町 20
29 崩壊土砂流出 蓑沢(2) 那須町 大畑 大町 529 崩壊土砂流出 蓑沢(2) 那須町 大畑 大町 5
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30 崩壊土砂流出 蓑沢(1) 那須町 大畑 上小袖 町道
31 崩壊土砂流出 蓑沢(4) 那須町 大畑 上小袖 町道
32 崩壊土砂流出 山ノ神(1) 那須町 梓 山神 5 県道
33 崩壊土砂流出 北向沢 那須町 梓 山神 10 町道
34 崩壊土砂流出 ホヤギ沢(1) 那須町 梓 山神 5
35 崩壊土砂流出 ホヤギ沢(2) 那須町 梓 山神 5
36 崩壊土砂流出 タツメ沢 那須町 梓 山神 5
37 崩壊土砂流出 ドロブ沢 那須町 大和須 中島 5
38 崩壊土砂流出 六号山 那須町 大和須 中島 5
39 崩壊土砂流出 入会山 那須町 伊王野 入会山 10 市道
40 崩壊土砂流出 下駄小屋沢 那須町 伊王野 入会山 5
41 崩壊土砂流出 川中子沢 那須町 伊王野 川名子 10 県道
42 崩壊土砂流出 ゴンゲン沢 那須町 大和須 中島 6 県道
43 崩壊土砂流出 正入沢 那須町 伊王野 入会山 6 市道
44 崩壊土砂流出 崖向 那須町 伊王野 入会山 5
45 崩壊土砂流出 大文字沢 那須町 伊王野 入会山 3
46 崩壊土砂流出 割山沢(1) 那須町 伊王野 入会山 1
47 崩壊土砂流出 割山沢(2) 那須町 伊王野 入会山 5
48 崩壊土砂流出 割山沢(3) 那須町 伊王野 川名子 5
49 崩壊土砂流出 三和賀沢 那須町 湯本 165
50 崩壊土砂流出 カロウ沢 那須町 大島 町営牧場
51 崩壊土砂流出 大谷Ⅰ 那須町 大島 町営牧場
52 崩壊土砂流出 追分(2) 那須町 大畑 32 県道
53 崩壊土砂流出 山の神(1) 那須町 梓 県道
54 崩壊土砂流出 フチバ沢 那須町 大島 大島 県道
55 崩壊土砂流出 シドキ沢Ⅱ 那須町 大畑 シドキ 6 県道
56 崩壊土砂流出 西滝沢 那須町 湯本 平石 10 県道
57 崩壊土砂流出 川中子 那須町 伊王野 川中子 3 県道
58 崩壊土砂流出 滝沢 那須町 伊王野 川名子 3 県道
59 崩壊土砂流出 ドロブ沢Ⅱ 那須町 梓 山神 3 林道
60 崩壊土砂流出 ドロブ沢Ⅲ 那須町 梓 山神 3 林道
61 崩壊土砂流出 苦戸川 那須町 湯本 中曽根 県道
62 崩壊土砂流出 高雄股川 那須町 湯本 ツムジケタイタ 県道
63 崩壊土砂流出 脇沢 那須町 寄居 大 8 国道63 崩壊土砂流出 脇沢 那須町 寄居 大 8 国道
64 崩壊土砂流出 湯船沢 那須町 芦野 湯船 1 林道
65 崩壊土砂流出 蓑沢 那須町 簑沢 ゲンタウチ 5 小学校/県道
66 崩壊土砂流出 七ツ岩 那須町 湯本 町道
67 崩壊土砂流出 寄居 那須町 寄居 30 小学校/県道
68 崩壊土砂流出 旗鉾　　　　　　　那須町 豊原甲 ウエノダイ 10 町道
69 崩壊土砂流出 打尾木　　　　　 那須町 簑沢 鈴ヶ沢 13 町道
70 崩壊土砂流出 大谷　　　　　　　那須町 大島 大島 町道
71 崩壊土砂流出 山中　　　　　　　那須町 寄居 ホウシタクボ 国道
72 崩壊土砂流出 旗鉾(2)　　　 那須町 富岡 大久保 町道
73 崩壊土砂流出 中島　　　　　　　那須町 大和須 中島 1 林道
74 崩壊土砂流出 オキナ沢　　　　　那須町 梓 山神 3
75 崩壊土砂流出 北向沢入口　　　　那須町 梓 山神 2
76 崩壊土砂流出 蓑沢(6)　　　　　 那須町 簑沢 源太内 8 県道
77 崩壊土砂流出 ヤバ沢２　　　　　那須町 梓 山神 3
78 崩壊土砂流出 山の神(2) 那須町 梓 山神 県道

小計 78箇所

1 崩壊土砂流出 鶴居 那珂川町 小砂 鶴居 県道
2 崩壊土砂流出 梅の沢 那珂川町 小砂 鶴居 県道
3 崩壊土砂流出 巣釜沢 那珂川町 小砂 鶴居 1 県道
4 崩壊土砂流出 藤倉沢 那珂川町 小砂 藤倉 5 県道
5 崩壊土砂流出 田ノ入沢 那珂川町 小砂 田ノ入 5 県道
6 崩壊土砂流出 堂ノ入沢 那珂川町 小砂 堂ノ入 2 県道
7 崩壊土砂流出 江戸沢 那珂川町 大山田 江戸沢 3
8 崩壊土砂流出 松ケ沢(1) 那珂川町 大山田 松ヶ沢 10 県道
9 崩壊土砂流出 滝ケ沢 那珂川町 大山田 滝ヶ沢 10 県道
10 崩壊土砂流出 梅ケ沢 那珂川町 大山田 梅ヶ沢 10 県道
11 崩壊土砂流出 上ノ沢 那珂川町 大山田 上ノ沢 5
12 崩壊土砂流出 山ノ根 那珂川町 大山田 山ノ根 5
13 崩壊土砂流出 山ノ神 那珂川町 大山田 山ノ神沢 6
14 崩壊土砂流出 下ノ沢 那珂川町 大山田 下ノ沢 6
15 崩壊土砂流出 仲ノ沢 那珂川町 大山田 工沢 1 町道
16 崩壊土砂流出 花崎入 那珂川町 大山田 花崎入 5
17 崩壊土砂流出 家ノ入 那珂川町 大山田 家ノ入 11 県道
18 崩壊土砂流出 田ノ作 那珂川町 大山田 田ノ沢 10
19 崩壊土砂流出 桑子 那珂川町 大山田 桑子 7 小学校
20 崩壊土砂流出 上中沢 那珂川町 大山田 中沢 5 小学校
21 崩壊土砂流出 原沢 那珂川町 大山田 原沢 10 県道21 崩壊土砂流出 原沢 那珂川町 大山田 原沢 10 県道
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22 崩壊土砂流出 高野沢 那珂川町 小砂 高野沢 5
23 崩壊土砂流出 大沢(1) 那珂川町 小砂 高野沢 5 町道
24 崩壊土砂流出 猪ノ沢 那珂川町 大山田 ナカツボ 30 県道
25 崩壊土砂流出 ムカイヤマ 那珂川町 大山田 ムカイヤマ 13 県道
26 崩壊土砂流出 谷川沢 那珂川町 大山田下郷 谷川沢 8 県道
27 崩壊土砂流出 入ノ内沢 那珂川町 大山田下郷 赤土 12 県道
28 崩壊土砂流出 タテノ沢 那珂川町 大山田 センザイ 7 県道
29 崩壊土砂流出 上小旗沢 那珂川町 大山田 センザイ 2 県道
30 崩壊土砂流出 下小旗沢 那珂川町 大山田下郷 赤土 2 県道
31 崩壊土砂流出 和田 那珂川町 大山田下郷 赤土 10
32 崩壊土砂流出 大沢(2) 那珂川町 大山田下郷 大沢 10 県道
33 崩壊土砂流出 下広瀬 那珂川町 小口 下広瀬 3 町道
34 崩壊土砂流出 長峰 那珂川町 小口 長峰 1 町道
35 崩壊土砂流出 ウナゼ 那珂川町 小口 イツタンダ 1
36 崩壊土砂流出 管野沢 那珂川町 和見 ビチュウ沢 5
37 崩壊土砂流出 明惣(2) 那珂川町 和見 明惣 5 県道
38 崩壊土砂流出 今中 那珂川町 大山田下郷 今中 10 県道
39 崩壊土砂流出 長沢 那珂川町 大山田下郷 ホロツキ 5 県道
40 崩壊土砂流出 ヒビヤ沢 那珂川町 健武 細田 12 県道
41 崩壊土砂流出 仲平 那珂川町 大内 仲平 町道
42 崩壊土砂流出 熊野山 那珂川町 盛泉 大浪 6 町道
43 崩壊土砂流出 惣内沢 那珂川町 和見 向和見 5 県道
44 崩壊土砂流出 新町 那珂川町 馬頭 15 県道
45 崩壊土砂流出 井戸沢 那珂川町 矢又 井戸沢 6 町道
46 崩壊土砂流出 ウバン沢 那珂川町 健武 タロウ 12 県道
47 崩壊土砂流出 山中沢 那珂川町 健武 山中 2 町道
48 崩壊土砂流出 市ケ沢 那珂川町 矢又 サイノ沢 10 国道
49 崩壊土砂流出 二本木沢 那珂川町 矢又 二本木沢 12 国道
50 崩壊土砂流出 台ノ入 那珂川町 矢又 台ノ入 11 小学校/国道
51 崩壊土砂流出 黒田 那珂川町 矢又 黒田 5 町道
52 崩壊土砂流出 日向 那珂川町 矢又 日向 6
53 崩壊土砂流出 中郷 那珂川町 矢又 日向 7 町道
54 崩壊土砂流出 日向(2) 那珂川町 矢又 長久保 13 町道
55 崩壊土砂流出 荒沢(2) 那珂川町 健武 荒沢 10 町道55 崩壊土砂流出 荒沢(2) 那珂川町 健武 荒沢 10 町道
56 崩壊土砂流出 前沢 那珂川町 矢又 長久保 12 町道
57 崩壊土砂流出 菜畑沢 那珂川町 矢又 菜畑沢 7 町道
58 崩壊土砂流出 ヨガ沢 那珂川町 大内 ヨガ沢 17 県道
59 崩壊土砂流出 大畑 那珂川町 大内 所 17 県道
60 崩壊土砂流出 常沢 那珂川町 大内 所 7 県道
61 崩壊土砂流出 所 那珂川町 大内 所 5 県道
62 崩壊土砂流出 馬口沢(1) 那珂川町 大内 小畑 10 県道
63 崩壊土砂流出 裏山 那珂川町 大内 裏山 11 県道
64 崩壊土砂流出 清水 那珂川町 大那地 屋敷沢 6 県道
65 崩壊土砂流出 入ノ沢 那珂川町 大那地 入ノ沢 10 県道
66 崩壊土砂流出 いぼいし沢 那珂川町 久那瀬 いぼいし沢 10 県道
67 崩壊土砂流出 石有(1) 那珂川町 松野 石有 10
68 崩壊土砂流出 石有(2) 那珂川町 松野 石有 12 小学校/県道
69 崩壊土砂流出 狐久保 那珂川町 松野 狐久保 12
70 崩壊土砂流出 油畑 那珂川町 富山 ロクベイ 10 町道
71 崩壊土砂流出 中小屋 那珂川町 富山 中小屋 6 町道
72 崩壊土砂流出 館ケ沢 那珂川町 富山 館ヶ沢 10 小学校
73 崩壊土砂流出 沼沢 那珂川町 富山 沼倉 10 町道
74 崩壊土砂流出 中内 那珂川町 矢又 入ノ沢 14 国道
75 崩壊土砂流出 北沢 那珂川町 矢又 滝ヶ沢 6 町道
76 崩壊土砂流出 コイダイ 那珂川町 矢又 コイダイ 3 町道
77 崩壊土砂流出 札張 那珂川町 矢又 森の上 10 国道
78 崩壊土砂流出 森の上 那珂川町 矢又 森の上 10 国道
79 崩壊土砂流出 会桧沢 那珂川町 矢又 会桧沢 10 国道
80 崩壊土砂流出 板倉沢 那珂川町 矢又 板倉沢 6 町道
81 崩壊土砂流出 桐ケ久保 那珂川町 矢又 桐ケ久保 10 町道
82 崩壊土砂流出 明神沢 那珂川町 矢又 明神前 3 町道
83 崩壊土砂流出 道ノ入 那珂川町 矢又 道ノ入 15 町道
84 崩壊土砂流出 太郎沢 那珂川町 富山 日向 6 県道
85 崩壊土砂流出 後沢 那珂川町 富山 後沢 7 県道
86 崩壊土砂流出 赤竹沢 那珂川町 富山 赤竹沢 5 県道
87 崩壊土砂流出 馬河内 那珂川町 富山 馬河内 6 県道
88 崩壊土砂流出 照丸沢 那珂川町 大那地 照丸沢 10 町道
89 崩壊土砂流出 栗ノ木沢 那珂川町 大那地 栗の木沢 5 町道
90 崩壊土砂流出 小仲沢 那珂川町 大那地 小仲沢 町道
91 崩壊土砂流出 大仲沢 那珂川町 大那地 大仲沢 町道
92 崩壊土砂流出 ヌスビト沢 那珂川町 大那地 瀬戸平前 2 町道
93 崩壊土砂流出 沼沢(十郎沢) 那珂川町 大那地 沼沢 11 町道93 崩壊土砂流出 沼沢(十郎沢) 那珂川町 大那地 沼沢 11 町道
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94 崩壊土砂流出 関ケ沢 那珂川町 富山 関ヶ沢 5 町道
95 崩壊土砂流出 村士沢 那珂川町 富山 村士沢 11 町道
96 崩壊土砂流出 雁沢 那珂川町 富山 雁沢 5 県道
97 崩壊土砂流出 石ケ沢 那珂川町 富山 前山 3 県道
98 崩壊土砂流出 暗沢 那珂川町 富山 暗沢 県道
99 崩壊土砂流出 山際 那珂川町 富山 山際 5 県道
100 崩壊土砂流出 板ケ沢 那珂川町 富山 板ヶ沢 4 町道
101 崩壊土砂流出 石倉 那珂川町 富山 石倉 10 町道
102 崩壊土砂流出 林ケ入 那珂川町 富山 林ヶ入 10 町道
103 崩壊土砂流出 万五郎 那珂川町 富山 万五郎 5 町道
104 崩壊土砂流出 キツネクボ 那珂川町 松野 キツネクボ 26 町道
105 崩壊土砂流出 上平 那珂川町 宮山 タケノウチ 12
106 崩壊土砂流出 マエザワ 那珂川町 矢又 マエザワ 13 町道
107 崩壊土砂流出 寺沢 那珂川町 馬頭 馬頭 30 県道
108 崩壊土砂流出 ヨガザワ 那珂川町 大内 ヨガザワ 7 県道
109 崩壊土砂流出 入の内 那珂川町 小砂 竹の内 5 県道
110 崩壊土砂流出 月出ケ沢 那珂川町 大山田下郷 向山 20 県道
111 崩壊土砂流出 梅木沢 那珂川町 小口 梅木沢 5 県道
112 崩壊土砂流出 光崎(1) 那珂川町 大内 光崎 4 県道
113 崩壊土砂流出 光崎(2) 那珂川町 大内 光崎 5 県道
114 崩壊土砂流出 坂本 那珂川町 矢又 ビルクボ 5 町道
115 崩壊土砂流出 関ケ沢(3) 那珂川町 富山 村士沢 12 県道
116 崩壊土砂流出 関ケ沢(2) 那珂川町 富山 イワカブ沢 6 県道
117 崩壊土砂流出 金谷(1) 那珂川町 富山 谷太郎 10 町道
118 崩壊土砂流出 金谷(2) 那珂川町 富山 タユウウチ 6 町道
119 崩壊土砂流出 塚田前 那珂川町 富山 ヤホメ 10 町道
120 崩壊土砂流出 テンペイ 那珂川町 小口 6
121 崩壊土砂流出 ウチクボ 那珂川町 富山 6 町道
122 崩壊土砂流出 ヒナタ 那珂川町 富山 3 町道
123 崩壊土砂流出 金谷(3) 那珂川町 富山 栃ノ坊 3
124 崩壊土砂流出 鷲子沢 那珂川町 富山 鷲子沢 9
125 崩壊土砂流出 梨貫沢 那珂川町 大那地 梨貫沢 3
126 崩壊土砂流出 ツカダマエ 那珂川町 富山 金谷 3
127 崩壊土砂流出 沼沢(1) 那珂川町 富山 東沢 44 県道127 崩壊土砂流出 沼沢(1) 那珂川町 富山 東沢 44 県道
128 崩壊土砂流出 沼沢(2) 那珂川町 富山 東沢 44 集会所/県道
129 崩壊土砂流出 山下前 那珂川町 富山 山下前 5 簡易水道
130 崩壊土砂流出 秋久沢 那珂川町 富山 秋久沢 36 簡易水道
131 崩壊土砂流出 仲平2 那珂川町 大内 光崎 54 小学校/公民館/県道
132 崩壊土砂流出 フカザワ2 那珂川町 和見 巣張 14 県道
133 崩壊土砂流出 石倉口2 那珂川町 富山 鷲子沢 36 簡易水道/町道
134 崩壊土砂流出 井戸久保 那珂川町 富山 井戸久保 11 公民館/町道
135 崩壊土砂流出 古内沢 那珂川町 富山 古内沢 10 公民館/町道
136 崩壊土砂流出 広瀬 那珂川町 小口 上広瀬 5 町道
137 崩壊土砂流出 新屋敷 那珂川町 浄法寺 前山 3 県道
138 崩壊土砂流出 長坂 那珂川町 薬利 長坂 3
139 崩壊土砂流出 大清水 那珂川町 芳井 大清水 6
140 崩壊土砂流出 湯沢 那珂川町 小砂 湯沢 2 県道
小計 140箇所


