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告 示

島根県告示第221号

補助金等交付規則（昭和32年島根県規則第32号）第３条の規定により、建設産業異分野進出初期投資補助金の交付の対

象等を次のように定めたので告示する。

補助金等交付規則第３条の規定により建設産業異分野進出初期投資補助金の交付の対象等を定める告示（平成28年島根

県告示第383号）は、廃止する。

平成31年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 補助金等の名称

建設産業異分野進出初期投資補助金（以下「補助金」という。）

２ 交付の目的

建設業者等が建設産業以外の分野に進出することを促進し、もって中山間地域等における建設産業の経営基盤強化及

び経済活性化を図るとともに、地域雇用の創出に資することを目的とする。

３ 交付の対象となる者

次のいずれかに該当する者

 次の要件を全て満たす者（知事が認めるものに限る。）

ア 県内の中山間地域等に本店を置く事業者で、島根県建設工事入札参加資格を有するもの

イ 直近の決算における完成工事高が10億円未満であること。

 次の要件を全て満たす者（知事が認めるものに限る。）

ア 県内の中山間地域等に本店を置く事業者で、島根県測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格を有するもの

イ 直近の決算における売上高が10億円未満であること。

 異分野進出事業（日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号）に掲げる大分類Ｄ建設業又は小分類番号742土

木建築サービス業に属する事業以外の分野（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122

号）において規制の対象とされる営業を除く。）に進出するもののうち、当該事業に専任で従事する者（農業分野に

進出するものにあっては、専任又は兼任で従事する者とする。）（事業主及び取締役を除く。）を２名以上雇用する

ものであって、交付の目的に沿ったものをいう。以下同じ。）を行うために設立された法人で、次の要件を全て満た

すもの

ア 出資者の全てが県内に本店を置く事業者であること。

イ  又は に該当する者の出資割合が50パーセントを超えていること。

ウ 常勤役員に出資者である 又は の役員が１名以上就任していること。

 農地所有適格法人（農地法（昭和27年法律第229号）第２条第３項に規定する農地所有適格法人をいう。）で、次

の要件を全て満たすもの

ア  又は に該当する者の出資割合が10パーセント以上であること。

イ 常勤役員に出資者である 又は の役員が１名以上就任していること。

４ 交付の対象となる事業の内容

異分野進出事業を開始又は拡張するための設備投資に要する経費であって、知事が認めるもの

５ 補助金の額及びその交付の率

補助金の額は、１件当たり、交付の対象となる事業に要する経費の３分の１以内で、かつ、100万円以上400万円以下

の額とする。
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島根県告示第222号

補助金等交付規則（昭和32年島根県規則第32号）第３条の規定により、しまねの建設担い手確保育成補助金の交付の対

象等を次のとおり定めたので告示する。

補助金等交付規則第３条の規定によりしまねの建設担い手確保育成補助金の交付の対象等を定める告示（平成30年島根

県告示第312号）は、廃止する。

平成31年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 補助金等の名称

しまねの建設担い手確保育成補助金

２ 交付の目的

建設業者等が担い手確保・育成のために行う取組を総合的に支援し、もって建設産業の経営基盤強化と雇用創出に資

することを目的とする。

３ 事業名、対象事業の内容、交付の対象者、補助対象経費並びに交付の率及び限度額

事業名 対象事業の内容 交付の対象者 補助対象経費 交付の率及び限度額

合同企業 県内及び県外で開催する合同企 県域の建設産業団 委員謝金、講師謝金、アルバイ 補助対象経費の４分

説明会開 業説明会（厚生労働省の人材確 体（県内全域を対 ト等の賃金、旅費、バス等借上 の１以内で、かつ、

催事業 保等支援助成金（若年者及び女 象とした建設業協 料、施設借上料、機械器具等借 100万円以内の額と

性に魅力ある職場づくり事業コ 会及び専門工事業 上料、印刷製本費、通信運搬 する。

ース（建設分野））（以下「助 団体をいう。以下 費、会議費、消耗品費、広報費

成金」という。）を受給して実 同じ。） その他知事が必要と認める経費

施する事業に限る。）

現場見学 児童、生徒等を対象に県内で開 県内の建設産業団 委員謝金、講師謝金、アルバイ 補助対象経費の４分

会等開催 催する現場見学会、講習会、体 体（県内の建設業 ト等の賃金、旅費、バス等借上 の１以内で、かつ、

事業 験学習及びインターンシップ事 協会及び専門工事 料、施設借上料、機械器具等借 100万円以内の額と

業（厚生労働省の助成金を受給 業団体（県域の建 上料、教材費、印刷製本費、通 する。

して実施する事業に限る。） 設産業団体を含 信運搬費、会議費、消耗品費、

む。）をいう。以 傷害保険料その他知事が必要と

下同じ。） 認める経費

若年労働 若年労働者の処遇改善を目的と 県域の建設産業団 委員謝金、講師謝金、アルバイ 補助対象経費の４分

者資格取 して開催する資格取得講習会 体 ト等の賃金、旅費、バス等借上 の１以内で、かつ、

得講習会 （厚生労働省の助成金を受給し 料、施設借上料、機械器具等借 50万円以内の額とす

開催事業 て実施する事業に限る。） 上料、教材費、印刷製本費、通 る。

信運搬費、会議費、消耗品費そ

の他知事が必要と認める経費

「もっと 建設産業への女性の入職促進や 建設女子会、建設 地域ネットワークの幹事として 補助対象経費の10分

女性が活 就労継続、家庭との両立に向け 業団体、教育機 協働事業に取り組む女性団体へ の10以内で、かつ、

躍できる て、交付の対象となる団体の構 関、報道機関等で の事業委託料（建設産業への女 500万円以内の額と

建設業」 成員が協働して行う活動等 構成される団体の 性の入職促進や就労継続、家庭 する。

協働推進 事務局を務める県 との両立に向けた活動等に係る

事業 域の建設産業団体 専門家謝金、アルバイト等の賃

金、旅費、会議費、研修会等参
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加費、バス等借上料、施設等借

上料、調査・研究等委託費、印

刷製本費、広報費、通信運搬

費、消耗品費その他知事が必要

と認める経費）

建設産業 建設産業への理解を促進すると 県内の建設産業団 専門家謝金、アルバイト等の賃 補助対象経費の２分

入職促進 ともに 産業としての魅力を伝 体 金、旅費、製作委託料（ＰＲ動 の１以内で、かつ、、

広報事業 え若年者や女性の入職を促進す 画 作 成 等 に 係 る も の に 限 100万円以内の額と

ることを目的として作成するＰ る。）、バス等借上料、施設等 する。

Ｒ用ポスター・冊子、デジタル 借上料、機械器具等借上料、印

動画等の作成及び広報媒体への 刷製本費、広報費、通信運搬

掲載等 費、消耗品費その他知事が必要

と認める経費

島根県告示第223号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定によ

り、平成19年島根県告示第264号、平成20年島根県告示第111号、平成26年島根県告示第555号、平成27年島根県告示第137

号及び平成29年島根県告示第198号で指定された土砂災害警戒区域に係る指定を次のとおり解除するので、同条第６項に

おいて準用する同条第４項の規定により告示する。

平成31年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 解除に係る市町村の名称

浜田市

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

 急傾斜地の崩壊

外ノ浦町、外ノ浦Ａ、外ノ浦Ｂ、外ノ浦Ｃ、心覚院、松原、祇園谷、殿町Ａ、殿町Ｂ、田町鏡山、田町、殿町Ｅ、

殿町Ｄ、大手門、浜田城、殿町Ｃ、蛭子町、清水Ａ、清水Ｂ、瀬戸見Ａ、瀬戸見Ｂ、大辻、港町Ｃ、漁民団地、港

Ａ、瀬戸ヶ島Ａ、瀬戸ヶ島Ｂ、瀬戸ヶ島Ｃ、港町Ｂ、瀬戸ヶ島Ｄ、瀬戸ヶ島Ｅ、港町Ａ、港Ｂ、日脚Ａ、日脚Ｂ、日

脚Ｃ、日脚Ｄ、日脚Ｅ、日脚Ｇ、日脚Ｆ、日脚Ｈ、日脚Ｉ、春日、周布Ａ、周布町吉地Ａ、聖徳寺、和田、周布Ｂ、

吉地町、中場Ａ、中場Ｂ、吉地Ｂ、吉地Ｃ、王子八幡神社、吉地下、門田上、治和Ａ、治和Ｂ、治和Ｃ、西村、治和

Ｄ、治和Ｅ、治和Ｆ、治和Ｇ、治和Ｈ、周布駅前、治和Ｉ、津摩Ａ、津摩Ｂ、津摩Ｃ、津摩Ｄ、治和Ｊ、治和Ｋ、仮

屋、治和Ｌ、治和Ｍ、治和Ｎ、治和Ｏ、日脚イ、郷Ａ、郷Ｂ、郷Ｃ、久代公民館、郷Ｄ、久代Ａ、郷Ｅ、久代町、荒

相Ａ、荒相Ｂ、荒相Ｃ、荒相Ｄ、荒相Ｅ、荒相Ｆ、荒相Ｇ、大津Ａ、大津Ｂ、大垰Ａ、大垰Ｂ、大金町Ａ、大津Ｃ、

大津Ｄ、大津Ｅ、大津Ｆ、下有福Ａ、下有福Ｂ、光現寺、下有福Ｃ、下有福Ｄ、下有福Ｅ、下有福Ｆ、下有福Ｇ、下

有福町Ａ、下有福町Ｂ、下有福Ｈ、大津Ｇ、大津Ｈ、火ノ谷、下有福Ｉ、下有福Ｊ、大金町Ｂ、大金町Ｃ、下有福

Ｋ、大金Ａ、大金Ｂ、姉金Ｌ、姉金Ｋ、姉金Ｉ、姉金Ｊ、姉金Ｈ、姉金Ｇ、姉金Ｆ、姉金Ａ、姉金Ｂ、姉金Ｃ、姉金

Ｄ、姉金Ｅ、大金Ｃ、大金Ｄ、大金Ｅ、大金Ｆ、大金Ｇ、大金Ｈ、大金Ｉ、大金Ｊ、上條Ａ、上條Ｂ、上條Ｃ、上條

Ｄ、上條Ｅ、上條Ｆ、上條Ｇ、上條Ｈ、河原、宇野上条上、宇野、森原Ａ、森原Ｂ、森原Ｃ、河南Ａ、河南Ｂ、河南

Ｃ、宇野南Ａ、宇野南Ｂ、大尾谷Ａ、大尾谷Ｂ、大尾谷Ｃ、大尾谷Ｄ、上條Ｉ、上條Ｊ、三重Ａ、覚永寺、上條Ｋ、

上條Ｌ、上条Ａ、上条Ｂ、上條Ｍ、上條Ｎ、三重Ｂ、三重Ｃ、久畑Ａ、三重Ｄ、三重Ｅ、久畑Ｂ、久畑Ｃ、天神中

Ａ、天神中Ｂ、上府町Ａ、天神下、西口、横路Ａ、横路Ｂ、三宅、伊甘Ａ、藤切谷、伊甘Ｂ、清水、才ヶ峠Ａ、才ヶ
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峠Ｂ、才ヶ峠Ｃ、才ヶ峠Ｄ、才ヶ峠Ｅ、才ヶ峠Ｆ、才ヶ峠Ｇ、桜ヶ丘、才ヶ峠Ｈ、才ヶ峠Ｉ、才ヶ峠Ｋ、才ヶ峠Ｊ、

才ヶ峠Ｌ、下府町、川向Ａ、川向Ｂ、上ノ浜Ａ、上ノ浜Ｂ、下ノ浜Ａ、下ノ浜Ｂ、上ノ浜Ｃ、上ノ浜Ｄ、上ノ浜Ｅ、

上ノ浜Ｆ、上ノ浜Ｇ、国分Ａ、唐鐘Ａ、谷田Ａ、国分町Ａ、谷田Ｂ、谷田Ｃ、金蔵寺前、唐鐘Ｂ、唐鐘Ｃ、国分Ｂ、

国分Ｃ、大年神社、国分町Ｂ、天神、上府町Ｂ、国分Ｄ、国分Ｅ、国分Ｈ、国分Ｇ、国分Ｆ、荒相Ｈ、久代Ｂ、国分

Ｉ、久代Ｃ、久代Ｄ、久代大久保Ａ、久代Ｅ、久代Ｆ、久代大久保Ｂ、福井Ｉ、原井Ｍ、原井Ｎ、熱田Ⅰ、福井１、

熱田Ⅱ、熱田町３、熱田町５、原井町11、福井Ｊ、福井Ｋ、熱田町２、熱田町１、小福井１、熱田イ、福井Ｈ、福井

Ｌ、福井Ｇ、石原Ａ、石原Ｅ、石原Ｄ、石原Ｃ、商業高校前、石原団地、石原Ｈ、石原Ｆ、石原Ｇ、長浜Ａ、長浜

Ｂ、高野Ａ、森脇、長浜３、長浜２、高野Ｄ、高野Ｅ、高野Ｃ、高野Ｂ、和木Ｃ、和木Ｄ、長浜町２、和木Ｅ、長浜

１、和木２、和木１－Ⅰ、福井Ａ、福井Ｂ、福井Ｃ、福井Ｄ、福井Ｅ、福井Ｆ、石原Ｂ、和木Ａ、和木Ｂ、高野Ｆ、

和田上、和田Ａ、穂出町２、穂出町３、内田、中内田、猪伏Ｃ、猪伏Ａ、猪伏Ｂ、猪伏Ｄ、後面Ａ、上内田１、上内

田Ｃ、上内田Ｂ、上内田Ａ、上内田２、内田町１、中内田Ａ、松本１、松本５、松本下、松本、松本上、内村町８、

内村町９、内村町10、一ノ瀬Ｂ、一ノ瀬Ａ、鍋石町３、鍋石Ｐ、鍋石Ｏ、鍋石Ｎ、鍋石Ｉ、鍋石Ｄ、鍋石町１、鍋石

Ａ、井野Ａ、井野町１－Ⅱ、井野Ｅ、井野Ｄ、井野Ｂ、井野Ｃ、櫟田原Ｈ、櫟田原Ｇ、櫟田原Ｅ、櫟田原、櫟田原

Ｆ、櫟田原１、櫟田原Ａ、櫟田原Ｄ、櫟田原Ｃ、櫟田原Ｂ、羽田１、羽田、本郷Ｂ、内村町２－Ⅰ、本郷Ｃ、牛谷、

内村町１－Ⅰ、牛谷Ａ、田橋Ｄ、田橋Ｆ、田橋Ｅ、田橋Ｇ、田橋町２、田橋Ｌ、田橋Ｍ、田橋Ｒ、田橋Ｓ、田橋Ｉ、

田橋Ｈ、田橋Ｊ、田橋Ｋ、田橋Ｎ、田橋Ｐ、田橋Ｏ、横山Ｄ、横山Ｃ、横山Ｅ、横山Ｆ、横山Ｇ、横山Ｈ、田橋Ｑ、

横山Ｌ、横山Ｋ、横山Ｎ、横山Ｊ、横山Ｍ、横山Ｐ、横山Ｓ、横山Ｒ、横山Ｑ、横山Ｏ、横山Ｉ、内村町３－Ⅱ、横

山Ｂ、横山Ａ、横山町１、内村町２－Ⅱ、内村町４、中場上、吉地町１、中内田Ｂ、本郷Ａ、内田町百万騎Ａ、内田

町十文字原Ｃ、内村町十文字原Ｄ、内村町十文字原Ａ、内村町十文字原Ｂ、羽田Ａ、田橋Ａ、田橋Ｂ、田橋Ｃ、横山

Ｔ、横山Ｕ、鍋石Ｂ、鍋石Ｃ、鍋石Ｊ、鍋石Ｅ、鍋石Ｆ、鍋石Ｈ、鍋石Ｇ、鍋石Ｋ、鍋石Ｌ、鍋石Ｍ、鍋石Ｑ、鍋石

Ｒ、内田町２－Ⅲ、井野町１－Ⅰ、吉地町吉地Ａ、西村町大谷Ｃ、西村町10、西村町11、西村町大谷Ｅ、西村町大谷

Ｇ、西村町大谷Ｆ、西村町大谷Ｉ、西村町大谷Ｈ、西村町大谷Ｊ、西村町大谷Ｄ、西村町７、西村町５、西村町３、

力石Ｈ、力石Ｉ、西村町２、力石Ｂ、力石Ｃ、西村町１、西村町大谷Ｂ、西村町大谷Ａ、力石Ｄ、力石Ｆ、力石Ｇ、

西村町13、荒磯谷Ａ、荒磯谷Ｂ、荒磯、荒磯谷Ｃ、荒磯谷Ｄ、荒磯谷Ｅ、荒磯谷Ｆ、荒磯谷Ｇ、荒磯谷Ｈ、荒磯谷

Ｉ、原Ａ、浜口、原Ｂ、折居、折居町２、力石Ａ、力石Ｅ、西村町大谷Ｋ、後生湯Ａ、生湯町Ａ、後生湯Ｂ、後生湯

Ｃ、後生湯Ｄ、後生湯Ｅ、後生湯Ｆ、長沢Ａ、長沢町Ａ、長沢Ｂ、長沢Ｃ、長沢Ｄ、長沢Ｅ、長沢Ｆ、長沢Ｇ、菅原

団地、長沢Ｈ、長沢Ｉ、長沢Ｊ、黒川町、高佐町Ａ、高佐町Ｂ、高佐町Ｃ、高佐町Ｄ、高佐町Ｅ、高佐町Ｆ、高佐

Ｂ、高佐Ａ、高佐町Ｇ、高佐Ｃ、高佐Ｄ、黒川Ａ、潰、高佐Ｅ、黒川Ｂ、河内Ａ、上ヶ山Ｌ、上ヶ山Ｋ、上ヶ山Ｊ、

上ヶ山Ｉ、上ヶ山Ｈ、上ヶ山Ｅ、上ヶ山Ｇ、上ヶ山Ｆ、上ヶ山Ｄ、上ヶ山Ｃ、上ヶ山Ｑ、上ヶ山Ｐ、上ヶ山Ｏ、上ヶ

山Ｎ、上ヶ山Ｍ、上ヶ山Ｂ、上ヶ山Ａ、岡口Ｂ、岡口Ａ、後野町Ａ、後野町Ｂ、岡口Ｃ、岡口Ｆ、岡口Ｅ、岡口Ｄ、

上ヶ山Ｒ、上ヶ山Ｓ、後野Ａ、上ヶ山Ｔ、洗川Ｅ、洗川Ｆ、洗川Ｄ、洗川Ｃ、洗川Ａ、洗川Ｂ、後野Ｂ、後野Ｃ、後

野Ｄ、後野町Ｃ、後野Ｅ、後野Ｆ、後野Ｇ、後野Ｈ、伊南Ａ、伊南Ｂ、後野Ｉ、伊南Ｃ、後野Ｊ、両間Ａ、両間Ｂ、

両間Ｃ、両間Ｅ、両間Ｇ、両間Ｘ、両間Ｈ、両間Ｗ、両間Ｊ、両間Ｉ、両間Ｆ、両間Ｄ、田原Ｐ、田原Ｏ、田原Ｎ、

田原Ｍ、田原Ｌ、田原Ｇ、田原Ｅ、田原Ｆ、田原Ｈ、田原Ｉ、田原Ｊ、田原Ｋ、田原Ｄ、田原Ｃ、田原Ｂ、田原Ａ、

宇津井、小山Ｅ、小山Ｆ、小山Ｃ、小山Ｄ、小山Ｂ、小山Ａ、千谷Ａ、千谷Ｂ、千谷Ｃ、千谷Ｄ、千谷Ｅ、千谷Ｆ、

郷、下郷、上郷Ａ、上郷Ｂ、上郷Ｃ、上郷Ｄ、佐野下Ａ、佐野下Ｂ、佐野下Ｃ、下佐野、佐野下Ｅ、佐野下Ｄ、佐野

町Ａ、佐野町Ｂ、佐野上Ｂ、佐野上Ａ、佐野上Ｃ、佐野上Ｄ、佐野上Ｆ、佐野上Ｇ、佐野町Ｅ、佐野町Ｄ、佐野町

Ｃ、佐野上Ｅ、美田Ａ、美田Ｂ、美田Ｃ、佐野美田、佐野町Ｆ、佐野上Ｈ、両間Ｋ、両間Ｌ、両間Ｍ、両間Ｎ、両間

Ｕ、両間Ｔ、両間Ｓ、両間Ｒ、両間Ｑ、両間Ｏ、両間Ｐ、後野Ｋ、後野Ｌ、後野Ｍ、後野Ｎ、後野Ｏ、後野Ｐ、後野

Ｑ、河内Ｃ、河内Ｂ、河内Ｄ、河内Ｅ、河内Ｆ、河内Ｇ、河内Ｈ、河内町Ａ、河内Ｉ、中筋Ｄ、長見町Ｏ、中筋Ｃ、

長見町Ｉ、中筋Ａ、長見町Ｊ、長見町Ｋ、長見町Ｌ、長見町Ｍ、中筋Ｂ、長見町Ｎ、中筋Ｆ、長見Ｓ、中筋Ｇ、中筋

Ｅ、長見Ｒ、長見Ｑ、長見Ｐ、長見Ｏ、長見Ｔ、長見Ｕ、長見Ｖ、長見Ｗ、長見Ｈ、長見Ｎ、長見Ｍ、長見Ｉ、長見
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Ｊ、長見Ｋ、長見Ｌ、長見Ｇ、長見Ｆ、内村町Ａ、内村町Ｂ、長見Ｘ、内村町百万騎Ａ、西岡Ｃ、百万騎Ｂ、十文字

原Ａ、十文字原Ｂ、十文字原Ｃ、十文字原Ｄ、十文字原Ｅ、長見町Ｈ、長見町Ｇ、長見Ｅ、長見町Ｆ、長見Ｄ、長見

町Ｅ、長見Ｃ、長見町Ｐ、長見Ｂ、長見町Ｄ、長見町Ｃ、長見町Ｂ、長見Ａ、長見町Ａ、三階町Ａ、三階町Ｄ、東岡

Ｅ、東岡Ｄ、三階町Ｅ、東岡Ｆ、東岡Ｇ、東岡Ｈ、東岡Ｉ、東岡Ｊ、東岡Ｋ、東岡Ｌ、中東Ａ、中東Ｂ、中東Ｃ、中

東Ｄ、三階町公民館、西岡Ｂ、西岡Ｄ、平床Ｂ、東岡Ｂ、平床Ｃ、西岡Ａ、平床Ａ、東岡Ｃ、東岡Ａ、野地Ｍ、三階

町Ｃ、三階町Ｂ、河内町Ｂ、河内Ｊ、河内Ｋ、河内Ｌ、三宮、相生町Ｄ、相生Ｃ、相生Ｂ、今井迫Ｂ、相生Ａ、相生

町Ｃ、野地Ｄ、三階町Ｈ、三階町Ｉ、三階町Ｊ、野地Ｅ、野地Ｉ、野地Ｊ、野地Ｌ、野地Ｋ、野地Ｈ、野地Ｆ、野地

Ｇ、野地Ａ、野地Ｂ、三階町Ｇ、野地Ｃ、相生町Ａ、相生町Ｂ、今井迫Ａ、竹迫Ｈ、竹迫Ａ、杉戸Ｃ、杉戸Ｂ、杉戸

Ａ、天満町、竹迫Ｂ、竹迫Ｃ、竹迫Ｄ、竹迫Ｅ、竹迫Ｆ、野原町Ａ、野原町Ｂ、野原Ａ、野原Ｂ、野原Ｃ、野原Ｄ、

野原Ｅ、野原Ｆ、野原Ｇ、野原Ｈ、野原Ｉ、三階町Ｆ、原井Ｊ、原井町Ｅ、原井Ｋ、原井Ｉ、原井Ｈ、原井町Ｄ、笠

柄Ａ、原井Ｇ、原井Ｆ、笠柄Ｂ、熱田、原井Ｃ、原井Ｂ、原井Ａ、青川Ｂ、原井Ｄ、雲雀丘、原井Ｅ、原井町Ｃ、青

川Ａ、原井町Ｂ、原井町Ａ、原井Ｌ、道分山、浅井Ｇ、浅井Ｆ、松原裏、浅井Ｅ、五万堂、浅井Ｃ、浅井Ｄ、浅井

Ｂ、浅井Ａ、長沢Ｋ、長沢町Ｂ、長沢Ｌ、長沢Ｍ、長沢Ｎ、長沢Ｏ、長沢Ｐ、長沢町Ｃ、長沢Ｑ、長沢Ｒ、長沢町

Ｄ、長沢Ｓ、長沢Ｔ、長沢Ｕ、長沢Ｖ、長沢Ｗ、生湯Ａ、ニ反田、長沢町Ｅ、長沢Ｘ、生湯町Ｇ、生湯町Ｈ、外ノ

浦、生湯Ｂ、生湯Ｃ、竹迫Ｇ、生湯Ｄ、生湯Ｅ、前生湯、生湯Ｆ、生湯Ｇ、生湯Ｈ、生湯Ｉ、生湯Ｊ、生湯町Ｆ、生

湯Ｋ、生湯Ｌ、生湯Ｍ、生湯Ｎ、生湯Ｏ、生湯Ｐ、生湯町Ｅ、生湯町Ｄ、生湯Ｑ、生湯Ｒ、生湯Ｓ、生湯Ｔ、生湯町

Ｃ、生湯町Ｂ、生湯Ｕ、生湯Ｖ、生湯Ｗ、生湯Ｘ、生湯Ｙ、生湯町Ｉ、中原、東下久佐Ｂ、東下久佐Ｃ、東下久佐

Ｆ、東下久佐Ｅ、東下久佐Ｄ、東下久佐Ｇ、東下久佐Ｈ、東下久佐Ｉ、久佐郷Ａ、久佐郷Ｂ、久佐郷Ｄ、山根原Ｃ、

山根原Ｄ、新生Ｆ、宇栗Ａ、宇栗Ｂ、宇栗Ｃ、宇栗Ｄ、宇栗Ｇ、宇栗Ｆ、宇栗Ｅ、新生Ｇ、新生Ｅ、新生Ｄ、新生

Ｂ、新生Ｃ、浄光寺谷Ｄ、浄光寺谷Ａ、浄光寺谷Ｂ、浄光寺谷Ｃ、浄光寺谷Ｅ、新生Ａ、小原谷Ｂ、小原谷Ｃ、小原

谷Ｅ、小原谷Ｇ、小原谷Ｌ、小原谷Ｍ、小原谷Ｎ、小原谷Ｆ、小原谷Ｈ、小原谷Ｉ、小原谷Ｊ、小原谷Ｋ、小原谷

Ｄ、小原谷Ａ、山根原Ｂ、山根原Ａ、久佐郷Ｃ、下久佐Ｃ、下久佐Ｂ、下久佐Ａ、東下久佐Ａ、両間Ｖ、下長屋Ｇ、

下長屋Ｆ、下長屋Ｄ、下長屋Ｅ、下長屋Ｃ、下長屋Ｂ、下長屋Ａ、金田Ａ、金田Ｂ、上組Ａ、上組Ｂ、上組Ｊ、上組

Ｈ、上組Ｉ、上組Ｃ、上組Ｄ、上組Ｅ、上組Ｆ、上来原大谷Ｃ、上来原大谷Ｅ、上来原大谷Ｄ、上来原大谷Ｂ、上来

原大谷Ａ、上組Ｇ、上組Ｋ、上組Ｏ、上組Ｎ、上組Ｍ、上組Ｌ、金田Ｃ、金田Ｄ、金田Ｅ、金田Ｆ、金田Ｇ、金田

Ｈ、金田Ｉ、金田Ｊ、吉留Ａ、吉留Ｂ、吉留Ｃ、吉留Ｄ、吉留Ｉ、吉留Ｅ、吉留Ｆ、吉留Ｇ、吉留Ｈ、金城中学校

Ａ、金城中学校Ｂ、今田Ａ、今田Ｂ、旧雲城中学校、若林Ｄ、新開Ｂ、今田Ｃ、内藤、今田Ｄ、今田Ｅ、吉留Ｊ、今

田Ｆ、今田Ｇ、今田Ｈ、吉田、今田Ｉ、今田Ｊ、今田Ｋ、今田Ｌ、下ノ原Ａ、東Ａ、今田Ｍ、下ノ原Ｆ、東Ｇ、東

Ｆ、東Ｅ、東Ｄ、東Ｃ、東Ｂ、東Ｈ、東Ｊ、東Ｋ、東Ｉ、西Ａ、西Ｂ、上来原、西Ｎ、西Ｐ、西Ｓ、西Ｔ、西Ｒ、西

Ｑ、西Ｏ、西Ｍ、西Ｌ、西Ｋ、西Ｊ、西Ｉ、西Ｈ、西Ｇ、西Ｆ、西Ｅ、西Ｄ、西Ｃ、下ノ原Ｅ、下ノ原Ｄ、下ノ原

Ｃ、下ノ原Ｂ、青原Ｏ、青原Ｐ、青原Ｑ、青原Ｒ、青原Ｓ、青原Ｔ、寺、青原Ｃ、青原Ａ、青原Ｂ、青原Ｄ、青原

Ｅ、青原Ｆ、青原Ｇ、青原Ｈ、青原Ｉ、青原Ｊ、青原Ｋ、青原Ｎ、青原Ｍ、青原Ｌ、伊木Ｒ、伊木Ｑ、伊木Ｐ、伊木

Ｏ、伊木Ｍ、伊木Ｎ、伊木Ｋ、伊木Ｊ、伊木Ｉ、伊木Ｈ、伊木Ｌ、伊木Ｆ、伊木Ｇ、伊木Ａ、伊木Ｂ、伊木Ｃ、伊木

Ｄ、伊木Ｅ、若林Ｂ、若林Ｃ、若林Ｅ、小笹Ｃ、水上谷Ｈ、若林Ａ、水上谷Ｅ、水上谷Ｆ、水上谷Ｇ、水上谷Ｃ、水

上谷Ｄ、小笹Ｂ、元小笹Ｂ、小笹Ａ、水上谷Ｂ、水上谷Ａ、元小笹Ａ、新開Ａ、西Ｕ、元谷Ａ、元谷Ｈ、元谷Ｇ、元

谷Ｆ、元谷Ｄ、元谷Ｅ、二タ村Ｅ、二タ村Ｂ、二タ村Ａ、二タ村Ｃ、二タ村Ｄ、二タ村Ｈ、二タ村Ｊ、二タ村Ｉ、二

タ村Ｇ、二タ村Ｆ、皆合Ｄ、皆合Ｃ、皆合Ｂ、皆合Ａ、皆合Ｅ、小瀬原Ａ、小瀬原Ｂ、小瀬原Ｃ、久佐川Ｅ、久佐川

Ｄ、久佐川Ｃ、久佐川Ａ、久佐川Ｂ、久佐川Ｆ、上長屋Ａ、上長屋Ｂ、上長屋Ｆ、上長屋Ｈ、上長屋Ｇ、上長屋Ｃ、

上長屋Ｄ、上長屋Ｅ、上長屋Ｉ、上長屋Ｊ、上長屋Ｋ、五十石、今福小学校、岩塚Ｄ、岩塚Ｃ、岩塚Ｂ、岩塚Ａ、旧

今福中学校、小松木Ｆ、小松木Ｄ、小松木Ｅ、小松木Ｃ、小松木Ｂ、小松木Ａ、元谷Ｋ、元谷Ｊ、元谷Ｉ、元谷Ｃ、

元谷Ｂ、久佐川Ｇ、植松Ａ、植松Ｂ、植松Ｃ、植松Ｄ、植松Ｅ、植松Ｇ、植松Ｆ、福原Ａ、福原Ｂ、福原Ｄ、福原

Ｃ、森下、福原Ｆ、福原Ｅ、大元Ｋ、大元Ｊ、大元Ｉ、大元Ｅ、大元Ａ、大元Ｂ、大元Ｃ、大元Ｄ、大元Ｌ、大元
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Ｆ、大元Ｇ、大元Ｈ、大元Ｍ、追原郷Ａ、美又Ａ、美又Ｂ、美又Ｃ、越沢Ｊ、越沢Ｉ、越沢Ｈ、越沢Ｇ、越沢Ｆ、越

沢Ｄ、越沢Ｅ、越沢Ｃ、越沢Ｂ、越沢Ａ、入野Ｄ、入野Ｃ、入野Ｂ、入野Ａ、乙明Ｄ、乙明Ｃ、乙明Ｂ、乙明Ａ、宇

津井入野Ａ、宇津井入野Ｂ、追原郷Ｂ、美又小学校、新原Ｇ、新原Ｆ、新原Ｅ、新原Ｄ、新原Ｃ、新原Ｂ、新原Ａ、

植松Ｉ、植松Ｈ、大元Ｎ、大元Ｏ、大元Ｐ、乙明Ｅ、深笹上Ａ、深笹上Ｂ、深笹上Ｃ、深笹上Ｄ、深笹下Ａ、深笹下

Ｃ、後山Ｆ、深笹下Ｂ、三栄Ｊ、三栄Ｉ、三栄Ｈ、三栄Ｆ、三栄Ｅ、三栄Ｃ、三栄Ａ、三栄Ｂ、三栄Ｎ、三栄Ｏ、三

栄Ｐ、三栄Ｍ、弋手原Ａ、弋手原Ｂ、竹岡、東谷下、東谷上、長田郷Ｆ、長田郷Ｅ、登り谷Ｄ、登り谷Ｃ、登り谷

Ｂ、登り谷Ａ、長田、大井谷Ｃ、大井谷Ｄ、大井谷Ｂ、大井谷Ａ、長田郷Ｄ、長田郷Ｃ、長田郷Ｂ、長田郷Ａ、新井

屋原Ａ、新井屋原Ｂ、西谷上Ａ、西谷上Ｂ、西谷上Ｃ、西谷上Ｅ、若生Ａ、若生Ｂ、若生Ｃ、若生Ｅ、若生Ｆ、若生

Ｈ、若生Ｊ、若生Ｉ、若生Ｇ、若生Ｄ、西谷上Ｄ、馬場Ｆ、亀谷原、新井屋原Ｃ、馬場Ｃ、馬場Ｅ、馬場Ｄ、馬場

Ｂ、馬場Ａ、菅沢Ａ、菅沢Ｂ、三栄Ｌ、三栄Ｋ、後山Ｅ、後山Ｄ、後山Ｃ、後山Ｂ、後山Ａ、柚根Ｂ、柚根Ｃ、柚根

Ａ、柚根Ｄ、柚根Ｅ、柚根Ｆ、柚根Ｇ、柚根Ｈ、柚根Ｉ、柚根Ｊ、徳田上Ａ、徳田上Ｂ、徳田中Ｄ、徳田中Ｂ、徳田

中Ｃ、徳田中Ａ、徳田下Ａ、徳田下Ｂ、小国郷Ａ、小国郷Ｂ、小国郷Ｃ、小国郷Ｉ、小国郷Ｈ、小国郷Ｇ、小国郷

Ｆ、小国郷Ｅ、小国郷Ｄ、田ノ原Ａ、田ノ原Ｂ、田ノ原Ｃ、田ノ原Ｄ、田ノ原Ｅ、田ノ原Ｆ、柚根Ｋ、下本郷Ａ、下

本郷Ｂ、下本郷Ｃ、下本郷Ｄ、中本郷Ａ、中本郷Ｂ、戸川Ａ、戸川Ｂ、戸川Ｃ、戸川Ｄ、戸川Ｅ、戸川Ｆ、新屋、戸

川Ｇ、朝日Ａ、朝日Ｂ、朝日Ｃ、朝日Ｄ、朝日Ｅ、朝日Ｆ、中本郷Ｃ、中本郷Ｄ、中本郷Ｅ、上本郷Ａ、上本郷Ｂ、

上本郷Ｃ、上本郷Ｄ、上本郷Ｅ、上本郷Ｆ、上本郷Ｇ、中本郷Ｆ、中本郷Ｇ、朝日Ｇ、玉枝１、下重富Ａ、下重富

Ｂ、下重富Ｃ、下重富Ｄ、上重富Ａ、下重富Ｅ、上和田Ａ、上和田Ｂ、下重富Ｆ、下重富Ｇ、上重富Ｂ、上重富Ｃ、

上重富Ｄ、上重富Ｅ、上重富Ｆ、上重富Ｇ、上重富Ｈ、上重富Ｉ、上重富Ｊ、上重富Ｋ、上重富Ｌ、柏尾谷Ａ、柏尾

谷Ｂ、柏尾谷Ｃ、大石谷Ａ、大石谷Ｂ、大石谷Ｃ、大石谷Ｄ、上和田Ｃ、上和田Ｄ、西川、上和田Ｅ、上和田Ｆ、天

津谷Ａ、天津谷Ｂ、天津谷Ｃ、天津谷Ｄ、下和田Ａ、下和田Ｂ、下和田Ｃ、下和田Ｄ、下和田Ｅ、下和田Ｆ、天津谷

Ｅ、天津谷Ｆ、下和田Ｇ、栄Ｊ、栄Ｋ、上重富１、下和田３、都川１Ａ、下赤谷Ａ、岩畳Ａ、岩畳Ｂ、岩畳Ｃ、都川

１Ｂ、岩畳Ｄ、都川１Ｃ、都川１Ｄ、下赤谷Ｃ、畑喰谷Ｂ、畑喰谷Ｃ、畑喰谷Ｅ、畑喰谷Ｆ、畑喰谷Ｇ、都川２、畑

喰谷Ｈ、畑田原Ａ、畑田原Ｂ、畑田原Ｃ、谷Ａ、谷Ｂ、谷Ｃ、都川７、谷Ｄ、谷Ｅ、上来尾Ａ、谷上Ａ、都川６Ａ、

都川６Ｂ、足尾Ａ、足尾Ｂ、足尾Ｃ、都川５、都川五区Ａ、都川五区Ｂ、都川五区Ｃ、都川五区Ｄ、都川五区Ｅ、都

川五区Ｆ、都川五区Ｇ、柏間屋、都川四区Ａ、都川４Ａ、河内屋、都川４Ｂ、薬師寺、都川４Ｃ、戸地谷、都川四区

Ｂ、都川四区Ｃ、都川４Ｄ、都川４Ｅ、都川３、都川三区、畑田原Ｄ、畑田原Ｅ、下赤谷Ｄ、下赤谷Ｅ、下赤谷Ｆ、

宮ノ地、中郷、貝崎Ａ、向井、中郡Ａ、中郡Ｂ、早水Ａ、早水Ｂ、内ヶ原Ａ、市の瀬Ａ、市の瀬Ｂ、貝崎Ｂ、貝崎

Ｃ、早水Ｃ、早水Ｄ、貝崎Ｄ、内ヶ原Ｂ、内ヶ原Ｃ、内ヶ原Ｄ、早水Ｅ、内ヶ原Ｅ、平松Ａ、上来尾Ｂ、上来尾Ｃ、

上来尾Ｄ、来尾、中来尾Ｃ、中来尾Ｄ、中来尾Ｅ、中来尾Ｆ、中来尾Ｇ、中来尾Ｈ、中来尾Ｉ、中来尾Ｊ、平松Ｂ、

十通りＡ、平松Ｃ、十通りＢ、十通りＣ、十通りＤ、十通りＥ、貝崎Ｅ、中倉Ａ、貝崎Ｆ、中倉Ｂ、森田、越木下

Ａ、越木下Ｂ、市木小学校、越木下Ｃ、市木２、市の瀬１、高杉谷、岩地谷Ａ、岩地谷Ｂ、岩地谷Ｃ、岩地谷Ｄ、岩

地谷Ｅ、岩地谷Ｆ、岩地谷Ｇ、栄Ａ、栄Ｂ、栄Ｃ、栄Ｄ、岩地谷Ｈ、栄Ｅ、栄Ｆ、柳Ａ、栄Ｇ、栄Ｈ、栄Ｉ、岩地谷

Ｉ、柳Ｂ、小場田Ａ、御神本Ａ、柳上、下城Ａ、柳Ｃ、福屋Ａ、下城Ｂ、福屋Ｂ、旭ケ丘、小谷城Ａ、加古屋Ａ、加

古屋Ｂ、加古屋Ｃ、加古屋Ｄ、加古屋Ｅ、神代屋Ａ、神代屋Ｂ、森谷Ａ、森谷Ｂ、神代屋Ｃ、神代屋Ｇ、神代屋Ｄ、

神代屋Ｅ、神代屋Ｆ、草野谷Ａ、草野谷Ｂ、草野谷Ｃ、草野谷Ｄ、草野谷Ｅ、草野谷Ｆ、草野谷Ｇ、日南Ａ、日南

Ｂ、日南Ｃ、日南Ｄ、日南Ｅ、日南Ｆ、日南Ｇ、四ノ戸Ａ、四ノ戸Ｂ、四ノ戸Ｃ、四ノ戸Ｄ、四ノ戸Ｅ、四ノ戸Ｆ、

四ノ戸Ｇ、八ツ木Ａ、八ツ木Ｂ、八ツ木Ｃ、八ツ木Ｄ、上の谷Ａ、上の谷Ｂ、上の谷Ｃ、四ノ戸Ｈ、上の谷Ｄ、上の

谷Ｅ、上の谷Ｆ、上の谷Ｇ、上の谷Ｈ、上の谷Ｉ、上の谷Ｊ、上の谷Ｋ、日南Ｈ、日南Ｉ、草野谷Ｈ、草野谷Ｉ、草

野谷Ｊ、森谷Ｃ、森谷Ｄ、森谷Ｋ、森谷Ｅ、森谷Ｆ、森谷Ｇ、森谷Ｈ、森谷Ｉ、森谷Ｌ、小谷城Ｂ、小谷城Ｃ、小谷

城Ｄ、小谷城Ｅ、森谷Ｊ、小場田Ｂ、小場田Ｃ、小場田Ｄ、御神本Ｂ、小場田Ｅ、御神本Ｃ、御神本Ｄ、御神本Ｅ、

御神本Ｆ、御神本Ｇ、御神本Ｈ、御神本Ｉ、上城Ａ、上城Ｂ、丸原町Ａ、上城Ｃ、寺廻Ａ、寺廻Ｂ、寺廻Ｃ、寺廻

Ｄ、丸原町Ｂ、後谷Ａ、後谷Ｂ、後谷Ｃ、後谷Ｄ、後谷Ｅ、後谷Ｆ、後谷Ｇ、丸原Ａ、丸原Ｂ、日南６、山ノ内下
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Ａ、山ノ内下Ｂ、山ノ内下Ｃ、山ノ内下Ｄ、山ノ内下Ｅ、山ノ内下Ｆ、山ノ内下Ｇ、山ノ内上Ａ、山ノ内上Ｂ、山ノ

内上Ｃ、山ノ内上Ｄ、山ノ内上Ｅ、山ノ内上Ｆ、山ノ内上Ｇ、木田２下Ａ、木田４Ａ、木田４Ｂ、木田２下Ｂ、木田

２上、木田１Ａ、木田１Ｂ、木田１Ｃ、木田一区１、木田４Ｃ、木田４Ｄ、木田４Ｅ、木田３Ａ、木田３Ｂ、木田３

Ｃ、木田三区１、木田３Ｄ、木田４Ｆ、木田４Ｇ、木田四区１、木田４Ｈ、木田３Ｅ、木田３Ｆ、木田３Ｇ、木田５

Ａ、木田５Ｂ、木田５Ｃ、木田５Ｄ、白角Ａ、白角Ｂ、白角Ｃ、木田６Ａ、木田６Ｂ、木田６Ｃ、白角Ｄ、白角Ｅ、

木田７Ａ、木田７Ｂ、木田７Ｃ、木田８Ａ、木田７Ｄ、木田８Ｂ、白角Ｆ、白角Ｇ、小坂Ａ、小坂Ｂ、門田Ａ、小坂

畑Ａ、小坂Ｃ、小坂畑Ｂ、小坂畑Ｃ、小坂Ｄ、小坂Ｅ、小坂Ｆ、日高Ａ、小坂Ｉ、小坂Ｊ、西河内Ａ、日高Ｂ、日高

Ｃ、日高Ｄ、日高Ｅ、日高Ｆ、日高Ｇ、日高Ｈ、日高Ｉ、日高Ｊ、西河内Ｂ、西河内Ｃ、西河内Ｄ、寺組Ａ、日高

Ｋ、門田Ｂ、門田Ｃ、門田Ｄ、門田Ｅ、門田Ｆ、門田Ｇ、門田Ｈ、門田Ｉ、門田Ｊ、門田Ｋ、門田Ｌ、日高Ｌ、高

内、寺組Ｂ、寺組Ｃ、寺組Ｄ、寺組Ｅ、宮組Ａ、宮組Ｂ、宮組Ｃ、本郷下Ａ、本郷下Ｂ、本郷下Ｃ、本郷下Ｄ、本郷

下Ｅ、本郷下Ｆ、本郷下Ｇ、本郷下Ｈ、三里Ａ、小角Ａ、小角Ｂ、小角Ｃ、三里Ｂ、三里Ｃ、横谷Ａ、横谷Ｂ、三里

Ｄ、三里Ｅ、三里Ｆ、横谷Ｃ、横谷Ｄ、三里Ｇ、横谷Ｅ、横谷Ｆ、三里Ｈ、三里Ｉ、三里Ｊ、三里Ｋ、横谷Ｇ、程原

上Ａ、程原上Ｂ、程原上Ｃ、程原上Ｄ、程原上Ｅ、程原下Ａ、程原下Ｃ、程原下Ｄ、程原下Ｅ、程原下Ｆ、小角Ｄ、

大坪Ａ、大坪Ｂ、大坪Ｃ、大坪Ｄ、大坪Ｅ、大坪Ｆ、大坪Ｇ、大坪Ｈ、大坪Ｉ、稲代Ａ、大坪Ｊ、大坪Ｋ、大坪Ｌ、

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

六歩谷Ａ、六歩谷Ｂ、六歩谷Ｃ、六歩谷Ｄ、六歩谷Ｅ、六歩谷Ｆ、六歩谷Ｇ、六歩谷Ｈ、六歩谷Ｉ、六歩谷Ｊ、金岡

Ａ、金岡Ｂ、金岡Ｃ、金岡Ｄ、金岡Ｅ、高坂谷Ａ、栃木Ａ、高坂谷Ｂ、高坂谷Ｃ、栃木Ｂ、栃木Ｃ、高坂谷Ｄ、高坂

谷Ｅ、金岡Ｆ、西河内Ｅ、金岡Ｇ、金岡Ｈ、西河内Ｆ、西河内Ｇ、西河内Ｈ、小坂Ｋ、小坂Ｌ、高坂谷Ｆ、高坂谷

Ｇ、山賀Ａ、山賀Ｂ、高坂谷Ｈ、高坂谷Ｉ、栃木Ｄ、栃木Ｅ、小坂集会所、小坂Ｍ、日高Ｍ、西河内Ｉ、西河内Ｊ、

野坂上Ａ、野坂上Ｂ、野坂上Ｃ、野坂下Ａ、野坂下Ｂ、野坂下Ｃ、野坂下Ｄ、野坂下Ｅ、野坂下Ｆ、大斉Ａ、大斉

Ｂ、大斉Ｃ、塚の元Ａ、塚の元Ｂ、塚の元Ｃ、塚の元Ｄ、塚の元Ｅ、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、下谷Ｄ、下谷Ｅ、下

谷Ｆ、下谷Ｇ、下谷Ｈ、仲三Ａ、小熊Ａ、小熊Ｂ、下田野原、上田ノ原Ａ、田野原、上田ノ原Ｂ、上田ノ原Ｃ、上田

ノ原Ｄ、上田ノ原Ｅ、上田ノ原Ｆ、上田ノ原Ｇ、上田ノ原Ｈ、熊ノ山Ａ、熊ノ山Ｂ、熊ノ山Ｃ、熊ノ山Ｄ、小熊Ｃ、

仲三Ｂ、仲三Ｃ、仲三Ｄ、谷仲三Ａ、谷仲三Ｂ、仲三Ｅ、仲三Ｆ、仲三Ｇ、仲三Ｈ、仲三Ｉ、仲三Ｊ、仲三Ｋ、仲三

Ｌ、仲三Ｍ、仲三Ｎ、仲三Ｏ、仲三Ｐ、西ノ郷Ａ、仲三Ｑ、西ノ郷Ｂ、西ノ郷Ｃ、西ノ郷Ｄ、西ノ郷Ｅ、西ノ郷Ｆ、

大斉Ｄ、大斉Ｅ、大斉Ｆ、西ノ郷Ｇ、西ノ郷Ｈ、西ノ郷Ｉ、西ノ郷Ｊ、大斉Ｇ、野坂下Ｇ、野坂下Ｈ、野坂１、野坂

下Ｉ、野坂上Ｄ、野坂下Ｊ、野坂上Ｅ、野坂上Ｆ、野坂上Ｇ、野坂上Ｈ、小熊Ｅ、周布地Ａ、周布地Ｂ、周布地Ｃ、

周布地Ｄ、周布地Ｅ、周布地Ｆ、周布地Ｇ、周布地Ｈ、周布地Ｉ、周布地Ｊ、井野大谷Ａ、井野大谷Ｂ、井野大谷

Ｃ、井野大谷Ｄ、井野大谷Ｅ、井野大谷Ｆ、井野大谷Ｇ、井野大谷Ｈ、井野大谷Ｉ、井野大谷Ｊ、石浦Ａ、石浦Ｂ、

石浦Ｃ、石浦Ｄ、石浦Ｅ、石浦Ｆ、石浦Ｇ、石浦Ｈ、市場Ａ、井野小学校、市場Ｂ、石浦Ｉ、市場Ｃ、市場Ｄ、久根

郷Ａ、久根郷Ｂ、久根郷Ｃ、久根郷Ｄ、久根郷Ｅ、大口Ａ、久根郷Ｆ、大口Ｃ、大口Ｄ、上小原Ａ、上小原Ｂ、上小

原Ｃ、上小原Ｅ、上小原Ｄ、市場Ｆ、徳泉寺、徳泉寺浴Ａ、徳泉寺浴Ｂ、下小原Ａ、下小原Ｂ、下小原Ｃ、下小原

Ｅ、下小原Ｆ、下小原Ｇ、下室谷Ａ、下室谷Ｂ、下室谷Ｃ、下室谷Ｄ、下室谷Ｅ、下室谷Ｆ、下室谷Ｇ、下室谷Ｈ、

下室谷Ｉ、鞍掛Ａ、鞍掛Ｂ、鞍掛Ｃ、鞍掛Ｄ、上室谷Ａ、上室谷Ｂ、上室谷Ｃ、上室谷Ｄ、上室谷Ｅ、上室谷Ｆ、上

室谷Ｇ、上室谷Ｈ、上室谷Ｉ、上今明Ａ、上今明Ｂ、上今明Ｃ、上今明Ｄ、下小原Ｈ、下小原Ｉ、下小原Ｊ、下小原

Ｋ、上今明Ｅ、上今明Ｆ、東下今明Ａ、市場Ｐ、市場Ｇ、市場Ｈ、東下今明Ｃ、東下今明Ｄ、東下今明Ｅ、東下今明

Ｆ、東下今明Ｇ、東下今明Ｈ、東下今明Ｉ、東下今明Ｊ、東下今明Ｋ、東下今明Ｌ、東下今明Ｍ、西下今明Ａ、西下

今明Ｂ、西下今明Ｃ、東下今明Ｎ、西下今明Ｅ、西下今明Ｆ、西下今明Ｇ、下芦谷Ａ、下芦谷Ｂ、下芦谷Ｃ、本谷、

東中芦谷Ａ、東中芦谷Ｂ、東中芦谷Ｃ、東中芦谷Ｄ、芦谷西中芦谷Ａ、芦谷西中芦谷Ｂ、芦谷西中芦谷Ｃ、芦谷西中

芦谷Ｄ、竜雲寺峠、上今明Ｇ、周布地Ｋ、周布地Ｌ、下室谷Ｊ、東下今明Ｏ、東下今明Ｐ、市場Ｉ、市場Ｊ、市場

Ｋ、市場Ｌ、市場Ｍ、市場Ｎ、井野大谷Ｋ、井野大谷Ｌ、井野大谷Ｍ、井野大谷Ｎ、市場Ｏ、井野大谷Ｏ、井野大谷

Ｐ、井野大谷Ｑ、下芦谷Ｄ、下小原Ｌ、下小原Ｍ、大口Ｇ、下小原Ｎ、下小原Ｏ、大口Ｅ、大口Ｆ、下小原10、久根
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郷４、東下今明３、黒沢一区Ａ、黒沢一区Ｂ、黒沢一区Ｃ、黒沢一区Ｄ、黒沢一区Ｅ、黒沢一区Ｇ、黒沢一区Ｈ、黒

沢一区Ｉ、黒沢一区Ｊ、黒沢一区Ｋ、黒沢二区Ｅ、黒沢二区Ｃ、黒沢二区Ｄ、黒沢二区Ｇ、黒沢一区Ｌ、黒沢二区

Ｈ、黒沢二区Ｉ、黒沢一区Ｍ、黒沢二区Ｊ、黒沢二区Ｋ、上古和Ａ、上古和Ｂ、上古和Ｃ、上古和Ｄ、上古和Ｅ、上

古和Ｆ、下古和Ａ、下古和Ｂ、下古和七区Ａ、下古和七区Ｂ、下古和七区Ｃ、下古和七区Ｄ、下古和七区Ｅ、下古和

七区Ｆ、下古和七区Ｇ、下古和六区Ａ、下古和六区Ｂ、下古和五区Ｃ、下古和六区Ｃ、下古和五区Ｂ、下古和五区

Ａ、下小原Ｐ、下小原Ｑ、井川四区Ａ、井川四区Ｂ、井川四区Ｃ、井川四区Ｄ、井川四区Ｅ、下古和五区Ｄ、下古和

五区Ｅ、下古和五区Ｆ、井川四区Ｆ、井川四区Ｇ、井川四区Ｈ、下古和五区Ｇ、黒沢二区Ｆ、黒沢二区Ｂ、黒沢二区

Ａ、下古和七区Ｈ、黒沢一区Ｆ、黒沢一区Ｎ、下古和五区Ｈ、矢原Ｅ、矢原郷Ａ、矢原郷Ｂ、矢原郷Ｃ、矢原郷Ｄ、

矢原郷Ｅ、矢原郷Ｆ、矢原郷Ｇ、矢原郷Ｈ、矢原郷Ｉ、矢原郷Ｊ、梅ノ木原Ａ、梅ノ木原Ｂ、梅ノ木原Ｃ、大辻Ａ、

大辻Ｂ、松柄Ａ、松柄Ｂ、松柄Ｃ、松柄Ｄ、大辻Ｃ、上小原Ｆ、黒沢一区Ｏ、下小原Ｄ、井川Ｌ、下古和七区５、笠

Ａ、森溝上Ｃ、森溝上Ｄ、森溝上Ｅ、森溝上Ｆ、森溝上Ｇ、森溝上Ｈ、森溝下Ａ、森溝下Ｂ、岡崎、森溝下Ｃ、森溝

下Ｄ、小野Ａ、小野Ｂ、小野Ｃ、小野Ｄ、小野Ｅ、三隅西中芦谷Ａ、三隅西中芦谷Ｂ、三隅Ａ、三隅Ｂ、三隅Ｃ、用

田橋Ａ、用田橋Ｂ、用田橋Ｃ、用田橋Ｄ、用田橋Ｅ、用田橋Ｆ、下河内Ａ、下河内Ｂ、下河内Ｃ、下河内Ｄ、下河内

Ｅ、下河内Ｆ、下河内Ｇ、上河内Ａ、上河内Ｂ、上河内Ｃ、上河内Ｄ、西方寺原Ａ、西方寺原Ｂ、南薫堂、日野原

Ａ、日野原Ｂ、日野原Ｃ、日野原Ｄ、日野原Ｅ、日野原Ｆ、向野田田原Ａ、向野田田原Ｂ、向野田田原Ｃ、向野田田

原Ｄ、向野田田原Ｅ、向野田田原Ｆ、海老谷Ｂ、海老谷Ｃ、海老谷Ｄ、海老谷Ｅ、向野田郷Ａ、向野田郷Ｂ、長柄、

向野田Ｂ、向野田Ｃ、鹿子谷Ｂ、鹿子谷Ｃ、鹿子谷Ｄ、鹿子谷Ｅ、鹿子谷Ｆ、畑Ａ、畑Ｂ、畑Ｃ、森溝上Ａ、向野田

Ｄ、海老谷Ａ、海老谷Ｎ、海老谷Ｆ、滝見Ａ、海老谷Ｇ、海老谷Ｈ、海老谷Ｉ、海老谷Ｊ、海老谷Ｋ、滝見Ｂ、森溝

上Ｆ、向野田Ｅ、福浦東Ａ、福浦東Ｂ、福浦Ａ、福浦西、福浦西三区、西河内谷Ａ、西河内谷Ｂ、西河内谷Ｃ、福浦

Ｂ、福浦Ｃ、福浦Ｄ、福浦Ｅ、三保三隅駅前、細田、晴海台、福浦Ｆ、福浦Ｇ、八曽Ａ、八曽Ｂ、田の浦Ａ、田の浦

Ｂ、田の浦Ｃ、湊浦、上古市Ａ、上古市Ｂ、上古市Ｃ、古市場Ａ、古市場Ｂ、古市場Ｃ、古市場中組Ａ、古市場中組

Ｂ、古市場中組Ｃ、古市場中組Ｄ、古市場中組Ｅ、古市場中組Ｆ、古市場Ｄ、古市場中組Ｇ、門殿Ａ、門殿Ｂ、門殿

Ｃ、門殿Ｄ、下古市、古市場Ｅ、古湊西、礼光寺、古湊Ａ、古湊Ｂ、西河内谷Ｄ、八曽Ｃ、八曽Ｄ、古市場中組Ｈ、

古市場中組Ｉ、松原Ａ、松原Ｂ、松原Ｃ、中山東Ａ、中山西Ｅ、中山西Ｆ、中山西Ｇ、須津東、須津二区、須津一

区、須津Ａ、岡見駅、須津Ｂ、青浦Ａ、青浦Ｃ、板ヶ峠Ａ、板ヶ峠Ｂ、板ヶ峠Ｃ、栃ノ木Ａ、栃ノ木Ｂ、栃ノ木Ｃ、

栃ノ木Ｅ、床並Ａ、床並Ｃ、床並Ｄ、床並Ｅ、床並Ｇ、床並Ｈ、床並Ｉ、岡見郷Ａ、岡見郷Ｂ、岡見郷Ｃ、中山西

Ｄ、中山西Ｃ、中山西Ｂ、中山西Ａ、宮ヶ迫Ａ、宮ヶ迫Ｂ、西ノ谷東Ａ、西ノ谷東Ｂ、西ノ谷東Ｃ、西ノ谷Ｂ、西ノ

谷Ｃ、西ノ谷Ｄ、西ノ谷Ｅ、西ノ谷Ｆ、西ノ谷Ｇ、西ノ谷Ｈ、西ノ谷Ｉ、床並Ｂ、須津Ｃ、中山東Ｂ、松原Ｄ、岡見

団地Ａ、岡見団地Ｂ、岡見団地Ｃ、岡見団地Ｄ、岡見団地Ｅ、板ヶ峠Ｄ、板ヶ峠Ｅ、西ノ谷Ａ、吉浦Ｂ、吉浦Ｄ、吉

浦Ａ、吉浦Ｃ、吉浦Ｅ、吉浦Ｆ、白砂Ａ、東平原上Ａ、東平原上Ｂ、東平原上Ｃ、東平原下Ｂ、東平原下Ｄ、東平原

下Ｃ、東平原下Ａ、今浦Ｃ、今浦Ａ、今浦Ｄ、今浦Ｇ、今浦Ｅ、今浦Ｆ、今浦Ｂ、今浦Ｈ、今浦Ｉ、今浦Ｋ、今浦

Ｊ、白砂Ｂ、西河内谷Ｅ、西河内谷Ｆ、東平原上Ｄ、森溝上Ｂ、東平原下Ｅ、今浦Ｌ、今浦Ｍ

 土石流

外の浦谷Ｅ、外の浦谷Ｃ、外の浦谷Ｂ、外ノ浦町Ａ、外の浦谷Ａ、外の浦谷Ｄ、外ノ浦町Ｃ、外ノ浦町Ｂ、祇園

谷、城山川、上今宮谷、清水山谷、高尾谷、港町Ａ、港町Ｂ、外の浦谷Ｇ、外の浦谷Ｆ、港町Ｃ、日脚谷Ｂ、日脚

Ｄ、日脚町、日脚Ｃ、日脚Ｂ、日脚Ａ、熱田谷、日脚谷Ａ、日脚町周布川、周布、周布町周布川Ａ、鳶巣谷、穂出町

周布川Ａ、古池川、吉地町周布川、吉地谷、迷ヶ辻川、治和町周布川Ｄ、治和町周布川Ｂ、治和町周布川Ａ、治和町

周布川Ｃ、新市谷川、治和Ａ、治和Ｂ、久代Ｅ、久代川Ｉ、市楽川、久代Ｄ、久代Ｃ、久代川Ｈ、久代川Ｇ、久代川

Ｆ、久代Ｂ、久代Ａ、防仲谷川、久代川Ｃ、久代川Ｅ、荒相、久代川Ｄ、上の木橋川、久代川Ａ、久代川Ｂ、木晩谷

川、大金Ａ、大金Ｂ、大金Ｃ、下有福Ｃ、下有福Ｂ、下有福Ａ、敬川Ｂ、敬川Ａ、大津Ｂ、敬川Ｃ、大津Ａ、火ノ谷

川、下府川Ａ、宇野Ａ、大明神川Ｂ、大明神川Ａ、宇野Ｂ、下府川Ｂ、上迫川、中迫川、下迫川、下府川Ｅ、大尾谷

Ｂ、大尾谷Ａ、下府川Ｃ、河南Ａ、下府川Ｄ、河南Ｂ、秋田、秋田川Ａ、秋田川Ｂ、秋田川Ｃ、秋田川Ｄ、下府川
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Ｆ、下府川Ｇ、下府川Ｈ、下府川Ｉ、下府川Ｊ、堂道、下府川Ｋ、下府川Ｎ、下府Ｃ、下府Ｄ、下府川Ｏ、下府Ｅ、

下府川Ｐ、藤切谷川、下府Ｆ、下府川Ｑ、下府Ｉ、日免川、下府Ｌ、才ヶ峠、才ヶ峠川Ｄ、才ヶ峠川Ｃ、才ヶ峠川

Ｂ、才ヶ峠川Ａ、下府Ｊ、下府Ｋ、下府町、上府町Ａ、上府町Ｂ、下府川Ｌ、下府川Ｍ、下府Ａ、久畑谷川Ａ、久畑

谷川Ｂ、久畑谷川Ｃ、下府Ｂ、天神谷川Ａ、天神谷川Ｂ、恩地、天神Ｂ、天神Ａ、天神川Ａ、天神川Ｂ、天神Ｃ、半

場川、下府川Ｒ、下府Ｇ、下府Ｈ、下府川Ｓ、国分Ａ、国分Ｂ、国分Ｃ、国分Ｄ、国分Ｅ、国分Ｆ、金周布川、熱田

谷Ａ、熱田谷Ｂ、熱田Ａ、福井川Ａ、原井Ａ、福井川、熱田Ｂ、熱田Ｃ、訂心寺川、長浜Ｂ、日脚Ｅ、城ヶ平谷、江

川Ａ、城ヶ平、下和木谷、東和木谷、西和木谷、内田川Ｂ、内田川Ａ、内田川Ｃ、内田Ａ、髻谷川Ａ、内田Ｂ、坂辻

山谷、髻谷川Ｂ、松本下谷、松本谷川Ａ、松本谷川Ｂ、周布川Ｂ、本郷Ａ、内村Ａ、周布川Ｅ、本郷南谷、周布川

Ｃ、周布川Ｄ、牛谷川Ｇ、牛谷川Ｆ、周布川Ａ、牛谷川Ｅ、牛谷川Ｄ、牛谷川Ｃ、牛谷川Ｂ、田橋Ａ、牛谷川Ａ、鍋

石川Ｅ、鍋石川Ｄ、鍋石川Ｃ、足立川、鍋石川Ｂ、鍋石川Ａ、井野Ａ、檪田原川Ａ、檪田原川Ｂ、檪田原川Ｃ、田橋

Ｂ、蛇の谷川Ａ、蛇の谷川Ｂ、原田谷、横山川上谷Ｂ、横山川上谷Ａ、横山川Ａ、牛谷川Ｈ、横山川Ｂ、米ヶ辻南

谷、牛谷川Ｉ、横山川Ｃ、横山川Ｄ、牛谷川Ｊ、牛谷川Ｌ、牛谷川Ｋ、牛谷川Ｍ、中場谷川、穂出Ｂ、周布町周布川

Ｂ、穂出Ａ、穂出町周布川Ｃ、穂出町周布川Ｂ、力石Ａ、大谷Ａ、力石Ｂ、大谷Ｂ、青川Ｈ、力石Ｃ、青川Ｇ、青川

Ｆ、青川Ｅ、力石Ｄ、力石Ｅ、青川Ｄ、青川Ｃ、青川Ｂ、陳野尾川、青川Ａ、荒磯川Ｂ、荒磯川Ａ、掛田川Ａ、原

川、掛田川Ｂ、荒磯谷Ｂ、荒磯谷Ａ、原川前谷、原Ａ、西村町折居川、折居町折居川Ａ、夏井川、夏井比谷、折居

Ａ、折居町折居川Ｂ、生湯Ｋ、生湯Ｆ、生湯Ｇ、生湯Ｈ、生湯Ｉ、生湯Ｊ、生湯町下府川Ａ、多陀寺川、生湯町下府

川Ｂ、生湯町才ヶ峠川Ｃ、生湯町才ヶ峠川Ａ、生湯町才ヶ峠川Ｂ、支川地獄川Ａ、支川地獄川Ｂ、原金谷川、長沢

Ａ、長沢Ｂ、名古田谷、高佐川Ａ、高佐川Ｂ、高佐川Ｃ、高佐川Ｄ、高佐川Ｅ、高佐川Ｆ、高佐川Ｇ、高佐川Ｈ、中

高佐谷、高佐町、古屋瀬川、高佐川Ｉ、高佐川Ｊ、高佐川Ｋ、北黒谷川、潰谷、下黒川、上ヶ山川Ｅ、上ヶ山川Ｄ、

上山川Ｃ、上ヶ山川Ｃ、上山川Ａ、上山川Ｂ、上ヶ山川Ｂ、上ヶ山川Ａ、後野Ｇ、後野Ｆ、堂道川Ａ、堂道川Ｂ、七

瀬川Ａ、七瀬川Ｂ、宇津井町下府川Ｅ、宇津井町下府川Ｄ、宇津井町下府川Ｃ、宇津井町下府川Ｂ、宇津井町下府川

Ａ、宇津井、佐野Ｃ、佐野Ｄ、佐野Ｅ、佐野町下府川Ｂ、田原川、佐野町川、花田川、射上ヶ谷、佐野Ａ、後野町下

府川Ｃ、佐野Ｂ、後野町下府川Ｂ、佐野町下府川Ａ、後野町下府川Ａ、浜田川Ａ、浜田川Ｂ、後野Ｄ、後野Ｃ、後野

Ｂ、後野Ａ、後野Ｅ、黒川、浜田川Ｄ、追の駅川、河内町大谷川、姉山下川、浜田川Ｃ、中筋川Ｇ、東中筋川Ａ、東

中筋川Ｂ、長見Ｃ、長見町周布川Ｄ、長見町周布川Ｃ、長見町周布川Ｂ、長見町周布川Ａ、中筋川Ｈ、中筋川Ｆ、中

筋川Ｅ、中筋川Ｄ、中筋川Ｃ、中筋川Ｂ、白田谷川Ｃ、白田谷川Ｂ、白田谷川Ａ、長見Ｂ、中筋川Ａ、長見Ａ、細谷

川Ａ、三階Ａ、細谷川Ｂ、三階Ｂ、細谷川Ｃ、三階Ｃ、岡谷川、細谷川Ｄ、森本川、高野原谷川、砂子谷川、滝川、

社家地谷川、相生Ｃ、相生Ｂ、今井迫川Ｂ、今井迫川Ａ、三階Ｄ、相生Ａ、竹迫、竹迫谷川Ｂ、竹迫谷川Ａ、杉戸谷

川、寺谷、原井町青川Ｃ、原井町青川Ｂ、原井町青川Ａ、原井川、雲雀ヶ丘谷、原井、イワシ山谷、西旗竿谷、前旗

竿谷、東旗竿谷、手ヶ谷、浅井、古屋谷、奥古屋谷、生湯Ｂ、生湯Ｃ、生湯町Ｃ、生湯町Ｂ、生湯町Ａ、浅井川、生

湯Ａ、生湯Ｄ、生湯Ｅ、生湯Ｌ、久佐川右支渓Ｉ、久佐川右支渓Ｇ、山根原、山根原下、久佐川右支渓Ｆ、久佐川右

支渓Ｅ、久佐川右支渓Ｄ、久佐川右支渓Ｃ、東下久佐、久佐川右支渓Ｂ、久佐川右支渓Ａ、中の谷川Ａ、中の谷川

Ｂ、中の谷川Ｃ、久佐川左支渓Ｄ、久佐川左支渓Ａ、久佐川左支渓Ｂ、宇栗Ｂ、宇栗Ａ、宇栗Ｄ、久佐川左支渓Ｃ、

浄光寺谷Ａ、浄光寺谷Ｂ、浄光寺谷Ｃ、久佐川左支渓Ｅ、小原谷川右支渓Ａ、小原谷川右支渓流右支渓Ｃ、小原谷川

右支渓流右支渓Ｂ、小原谷川右支渓流右支渓Ａ、小原谷川左支渓Ａ、小原谷川左支渓Ｂ、小原谷川左支渓Ｃ、高良谷

川左支渓Ｂ、高良谷川左支渓Ａ、金田川右支渓Ｂ、金田川右支渓Ａ、金田川右支渓Ｄ、高良谷川左支渓Ｄ、小原谷川

左支渓Ｄ、小原谷川左支渓Ｅ、久佐川左支渓Ｇ、古城谷、久佐川左支渓Ｈ、久佐川左支渓Ｉ、下府川右支流右支渓

Ｅ、下府川右支流右支渓Ｆ、下府川右支流右支渓Ｇ、金田川右支渓Ｇ、上組Ａ、上組Ｂ、金田川右支渓Ｆ、金田川右

支渓Ｅ、金田川、金田川左支渓Ａ、金田川左支渓Ｂ、金田川左支渓Ｃ、金田川左支渓Ｄ、金田川左支渓Ｅ、浜田川右

支渓Ｉ、浜田川右支渓Ｇ、浜田川右支渓Ｄ、浜田川右支渓Ｂ、上来原川右支渓Ｂ、東Ａ、東Ｂ、上来原川右支渓Ａ、

上来原川Ｂ、上来原川左支渓、やなが谷、奥平下、上来原川Ａ、茶ノ谷川、茶ノ谷川左支渓、浜田川右支渓Ａ、浜田

川Ｅ、浜田川左支渓Ａ、浜田川左支渓Ｂ、浜田川左支渓Ｃ、浜田川左支渓Ｄ、浜田川左支渓Ｅ、浜田川左支渓Ｇ、浜
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田川左支渓Ｆ、浜田川左支渓Ｈ、下ノ原Ａ、下ノ原Ｂ、青原Ａ、浜田川左支渓Ｉ、青原川左支渓、青原川右支渓Ｃ、

青原川右支渓Ｂ、青原川右支渓Ａ、治郎ヶ谷川、山根谷川、赤谷川Ａ、赤谷川左支川、浜田川左支渓Ｋ、赤谷川Ｂ、

浜田川左支渓Ｊ、浜田川右支渓Ｊ、浜田川右支渓Ｋ、浜田川右支渓Ｌ、水上谷、浜田川右支渓Ｍ、七瀬川左支流左支

渓、元谷Ａ、元谷Ｃ、七瀬川左支流右支渓、七瀬川右支渓Ｂ、七瀬川右支渓Ａ、二タ村Ａ、二タ村Ｂ、二タ村Ｃ、久

佐川左支渓Ｋ、家古屋川右支渓Ｋ、久佐川左支渓Ｊ、下府川右支流右支渓Ｄ、下府川右支流右支渓Ｃ、下府川右支流

右支渓Ａ、下府川右支流右支渓Ｂ、上長屋、下府川左支渓、下府川右支流右支渓Ｉ、下府川右支流右支渓Ｈ、敬川右

支流右支渓Ａ、敬川右支流右支渓Ｂ、植松、本明川右支流右支渓、寺の奥、家古屋川左支渓Ｉ、大元Ｂ、追原川右支

渓Ａ、追原川左支渓Ｂ、追原川左支渓Ｃ、追原川左支渓Ｄ、美又谷川Ａ、美又谷川Ｂ、追原川右支渓Ｆ、入野、入野

川左支渓Ａ、七瀬川右支渓Ｃ、入野川左支渓Ｄ、入野川左支渓Ｃ、入野川右支渓Ａ、新原、本明川右支渓Ａ、本明川

右支渓Ｂ、本明川右支渓Ｃ、阿妻溢、追原川右支渓Ｅ、追原川右支渓Ｄ、追原川右支渓Ｃ、大元Ｃ、追原川右支渓

Ｂ、深笹川右支渓Ａ、深笹川Ｂ、深笹川Ａ、深笹川左支渓Ｃ、周布川右支渓Ｏ、落し谷川右支渓Ｄ、落し谷川右支渓

Ｃ、落し谷川右支渓Ｂ、落し谷川右支渓Ａ、落し谷川、周布川右支渓Ｎ、漆谷川Ｃ、夜無大溢、漆谷川Ａ、周布川右

支渓Ｍ、周布川右支渓Ｌ、助三瀬戸、弋手瀬戸、半場谷、周布川右支渓Ｋ、丸場谷、堂ヶ迫背戸、堂迫谷、長田川右

支渓Ｄ、東谷川右支渓Ｂ、東谷川右支渓Ａ、東谷川、段田原谷、東谷川左支渓、長田川右支渓Ｃ、大潰谷川、長田川

右支渓Ａ、長田川、長田川左支渓Ａ、長田川左支渓Ｂ、大井谷川右支渓Ｇ、大井谷川右支渓Ｆ、大井谷川右支渓Ｄ、

大井谷川右支渓Ｂ、大井谷川右支渓Ａ、大井谷川、樋口奥Ａ、樋口奥Ｂ、大西、大井谷川左支渓Ａ、大井谷川左支渓

Ｂ、大井谷川左支渓Ｃ、大井谷川左支渓Ｄ、大井谷川左支渓Ｅ、長田川左支渓Ｃ、長田川左支渓Ｄ、周布川右支渓

Ｊ、周布川右支渓Ｉ、周布川右支渓Ｈ、周布川右支渓Ｇ、周布川右支渓Ｆ、周布川右支渓Ｅ、周布川右支渓Ｄ、周布

川右支渓Ｃ、栃下谷川、コウロ谷、鷹ノ巣谷、周布川右支渓Ｂ、周布川左支渓Ｂ、周布川左支渓Ｃ、周布川左支渓

Ｄ、周布川左支渓Ｅ、周布川左支渓Ｇ、周布川左支渓Ｈ、周布川左支渓Ｊ、笠松谷川、辰ヶ迫谷川Ａ、辰ヶ迫谷川

Ｂ、周布川左支渓Ｌ、藤ノ屋谷川、悪谷、一ノ谷、藤ノ屋谷川左支渓Ａ、藤ノ屋谷川左支渓Ｂ、藤ノ屋谷川左支渓

Ｃ、周布川左支渓Ｍ、周布川左支渓Ｎ、宮ノ溢、永昌寺背戸、有ノ木谷川、周布川左支渓Ｏ、周布川左支渓Ｐ、周布

川左支渓Ｑ、周布川左支渓Ｒ、周布川左支渓Ｓ、周布川左支渓Ｔ、周布川左支渓Ｕ、周布川右支渓Ｒ、周布川右支渓

Ｑ、周布川右支渓Ｐ、深笹川右支渓Ｆ、深笹川右支渓Ｅ、深笹川右支渓Ｄ、深笹川右支渓Ｃ、深笹川右支渓Ｂ、柚根

東谷川右支渓Ｂ、柚根東谷川右支渓Ａ、柚根東谷川、小国川右支渓Ａ、小国川左支渓Ａ、小国川左支流右支渓Ｃ、小

国川左支流右支渓Ｂ、小国川左支流右支渓Ａ、小国川左支流Ａ、小国川左支流左支渓Ａ、小国川左支流左支渓Ｂ、小

国川左支渓Ｂ、小国川左支渓Ｃ、高下奥Ｃ、高下奥Ａ、高下奥Ｂ、小国川左支渓Ｄ、小国川左支渓Ｅ、小国川左支渓

Ｆ、小国川左支渓Ｇ、時佐屋川Ｂ、時佐屋川Ａ、小国川左支渓Ｈ、小国川左支渓Ｊ、小国川左支渓Ｋ、小国川左支流

Ｂ、小国川左支流Ｃ、小国川左支流Ｄ、小国川左支流Ｅ、小国川左支流Ｆ、小国川左支流右支渓Ｄ、小国川左支渓

Ｌ、小国川右支渓Ｐ、小国川右支渓Ｏ、小国川右支渓Ｎ、小国川右支渓Ｍ、小国川右支渓Ｌ、大歳谷川、モリト、小

国川右支渓Ｋ、小国川右支渓Ｊ、小国川右支渓Ｉ、小国川右支渓Ｈ、小国川右支渓Ｇ、小国川右支渓Ｄ、小国川右支

渓Ｃ、小国川右支渓Ｂ、重富川左支渓Ｅ、重富川左支渓Ｄ、朝日、八戸川左支渓Ｌ、八戸川左支渓Ｋ、新屋溢、八戸

川左支渓Ｊ、下重富、山下空、新屋谷川右支渓Ｃ、新屋谷川右支渓Ｂ、本郷川左支渓、新屋谷川右支渓Ａ、新屋谷川

Ａ、新屋谷川Ｂ、新屋谷川左支渓Ａ、新屋谷川左支渓Ｂ、重富川左支渓Ａ、重富川左支渓Ｂ、重富川左支渓Ｃ、上和

田Ａ、上和田Ｂ、上和田Ｃ、重富川右支渓Ａ、重富川Ａ、重富川Ｂ、重富川Ｃ、昭見川左支渓Ａ、昭見川左支渓Ｂ、

和田町、和田大石谷川Ａ、和田大石谷川Ｂ、和田大石谷川Ｃ、和田大石谷川Ｄ、白角川左支流左支渓、白角川左支渓

Ａ、昭見川右支渓Ｂ、白角川右支渓Ａ、白角川右支渓Ｂ、白角川右支渓Ｃ、八戸川右支渓Ｋ、八戸川右支渓Ｊ、八戸

川右支渓Ｉ、八戸川右支渓Ｈ、八戸川右支渓Ｇ、中峠、八戸川左支渓Ｈ、八戸川左支渓Ｉ、畑喰谷川右支渓、畑喰谷

川、畑喰大谷川、畑喰谷川左支渓Ａ、畑喰谷川左支渓Ｂ、畑喰谷川左支渓Ｃ、都川川右支渓Ｌ、上畑喰谷川左支渓、

上畑喰谷川、都川川右支渓Ｋ、都川川右支渓Ｊ、都川川右支渓Ｉ、都川川右支渓Ｈ、都川川右支渓Ｇ、都川川右支渓

Ｅ、恩谷迫、恩谷川Ａ、恩谷川Ｂ、恩谷川Ｃ、恩谷川Ｄ、恩谷川左支渓Ａ、恩谷川左支渓Ｂ、都川川右支渓Ｄ、谷川

右支渓Ｉ、下足尾川Ａ、下足尾川Ｂ、下足尾川Ｃ、下足尾川Ｄ、下足尾川Ｅ、下足尾川Ｆ、下足尾川Ｇ、谷川右支渓
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Ｈ、谷川右支渓Ｇ、谷川右支渓Ｃ、谷川右支渓Ｂ、谷川左支渓Ａ、谷川左支渓Ｂ、谷川左支渓Ｃ、谷川左支渓Ｄ、谷

川左支渓Ｅ、谷川左支渓Ｆ、日ノ原、坂本川右支渓Ｃ、都川川右支渓Ｃ、坂本川左支渓Ｅ、梅の木川Ａ、梅の木川

Ｂ、坂本川左支渓Ｆ、坂本川左支渓Ｇ、坂本川左支渓Ｈ、都川川左支渓Ｄ、柳ヶ追、京徳原、大畑谷川支渓、大畑谷

川、弋連、戸地川右支渓、戸地川、戸地川左支渓Ａ、戸地川左支渓Ｂ、都川川左支渓Ｆ、都川川左支渓Ｇ、林蔵寺

Ａ、林蔵寺Ｂ、畑田原川、赤谷川、都川川左支渓Ｈ、押入川、八戸川右支渓Ｆ、八戸川右支渓Ｅ、八戸川右支渓Ｄ、

八戸川右支渓Ｃ、八戸川右支渓Ｂ、八戸川右支渓Ａ、森迫谷川、八戸川左支渓Ａ、八戸川左支渓Ｂ、中郡下、市木谷

川、早水川右支渓Ｃ、早水川右支渓Ｂ、早水川右支渓Ａ、早水川、内ヶ原Ａ、西ノ屋、内ヶ原Ｂ、田代、内ヶ原Ｃ、

八戸川左支渓Ｃ、中倉川、八戸川左支渓Ｄ、八戸川左支渓Ｅ、八戸川左支渓Ｆ、八戸川左支渓Ｇ、中の原、来尾川右

支渓Ｊ、来尾川右支渓Ｉ、来尾川右支渓Ｈ、来尾川右支渓Ｇ、来尾川右支渓Ｆ、市木大石谷川右支渓、高崎、市木大

石谷川、来尾川右支渓Ｅ、来尾川右支渓Ｄ、来尾川右支渓Ｃ、来尾川右支渓Ｂ、来尾川右支渓Ａ、来尾川、本溢川、

来尾川左支渓Ａ、来尾川左支渓Ｂ、新梨、坂谷奥、来尾川左支渓Ｃ、来尾川左支渓Ｄ、来尾川左支渓Ｅ、十通り川右

支渓、十通り川、来尾川左支渓Ｆ、梅ノ木溢、家古屋川右支渓Ｊ、家古屋川右支渓Ｉ、家古屋川右支渓Ｈ、家古屋川

右支渓Ｄ、岩地谷Ａ、栄Ａ、高杉峠Ｂ、初付、御神本、家古屋川右支渓Ｃ、家古屋川右支渓Ｂ、白角川左支渓Ｄ、栄

Ｃ、栄Ｄ、栄Ｅ、清水Ａ、清水Ｂ、柳Ｃ、加賀羅、福屋川、前家古屋川、満福寺、家古屋、土井谷川右支渓Ｃ、土井

谷川右支渓Ｂ、土井谷川右支渓Ａ、土井谷川、家古屋川左支渓Ｄ、家古屋川右支渓Ａ、首名川左支渓、家古屋川左支

渓Ｃ、家古屋川左支渓Ｂ、芦谷川、芦谷川左支渓Ａ、芦谷川左支渓Ｂ、草ノ谷、芦谷川左支渓Ｃ、坂本川左支渓Ａ、

坂本川左支渓Ｂ、坂本川左支渓Ｃ、坂本川左支渓Ｄ、日南下、日南Ａ、日南Ｂ、坂本川右支渓Ｂ、四ノ戸川左支渓

Ｃ、四ノ戸川左支渓Ｂ、都川川左支渓Ｃ、松木峠、四ノ戸川左支渓Ａ、四ノ戸川右支渓、八ツ木川左支渓Ｂ、八ツ木

川左支渓Ｃ、八ツ木川右支渓Ｆ、八ツ木川右支渓Ｅ、八ツ木川右支渓Ｄ、八ツ木川右支渓Ｃ、八ツ木川右支渓Ａ、八

ツ木川Ａ、八ツ木川左支渓Ａ、坂本川右支渓Ａ、都川川、坂本川左支流、坂本川左支流左支渓Ａ、坂本川左支流左支

渓Ｂ、坂本川左支流左支渓Ｃ、家古屋川左支渓Ａ、森谷川、本谷川、酒谷川左支渓、森谷川左支渓Ａ、森谷川左支渓

Ｃ、森谷川左支渓Ｄ、森谷川右支渓Ａ、森谷川右支渓Ｂ、森谷川右支渓Ｄ、森谷川右支渓Ｅ、小谷城川右支渓Ｃ、小

谷城川右支渓Ｂ、小谷城川右支渓Ａ、小谷城川Ａ、小谷城川Ｂ、原田川、小谷城川左支渓Ａ、家古屋川右支渓Ｅ、家

古屋川右支渓Ｆ、小谷城川左支渓Ｂ、鋼田川、小谷城川左支渓Ｃ、下城Ａ、下城Ｂ、下城Ｃ、家古屋川左支渓Ｅ、家

古屋川左支渓Ｆ、上城川右支渓、上城川左支渓Ａ、上城川左支渓Ｂ、山ノ内下Ｂ、山ノ内下Ｃ、山ノ内下Ｄ、木田川

右支渓Ｆ、木田川右支渓Ｅ、松木、木田川右支渓Ｃ、木田川右支渓Ｂ、木田川右支渓Ａ、木田川左支渓Ａ、木田川左

支渓Ｄ、木田川左支渓Ｃ、白角川右支渓Ｆ、白角川右支渓Ｅ、白角川右支渓Ｄ、木田川左支渓Ｅ、白角川右支渓Ｇ、

木田川左支渓Ｆ、北田川左支渓、木田川左支渓Ｇ、白角川右支渓Ｈ、白角川右支渓Ｉ、白角川左支渓Ｅ、白角川左支

渓Ｆ、白角川左支渓Ｇ、木田６、白角川左支渓Ｈ、白角川左支渓Ｉ、尻切、白角川左支渓Ｊ、小坂Ａ、木戸川右支渓

Ｂ、小坂Ｂ、周布川左支流左支渓Ａ、周布川左支流左支渓Ｂ、小坂川左支渓Ａ、小坂川左支渓Ｂ、小坂川左支渓Ｃ、

日高Ａ、日高Ｃ、日高川左支渓Ａ、日高川左支渓Ｂ、日高川左支渓Ｃ、門田川右支渓Ｃ、門田川右支渓Ｂ、門田川右

支渓Ａ、門田川左支渓Ａ、小角川右支渓Ｂ、小角川右支渓Ａ、門田川左支渓Ｄ、門田川左支渓Ｅ、門田川左支渓Ｆ、

小坂Ｃ、三隅川左支渓Ａ、三隅川左支渓Ｂ、三隅川左支渓Ｃ、長安川左支渓、道ヶ谷川、横谷川左支渓、小角川右支

渓Ｄ、小角川右支渓Ｃ、小角川左支渓Ａ、小角川左支渓Ｂ、小角川左支渓Ｃ、横谷川右支渓、子黒目谷川右支渓Ｂ、

子黒目谷川右支渓Ａ、瀧ヶ谷川右支渓Ｂ、瀧ヶ谷川右支渓Ａ、瀧ヶ谷川Ａ、瀧ヶ谷川Ｂ、瀧ヶ谷川Ｃ、瀧ヶ谷川左支

渓、子黒目谷川左支渓Ａ、子黒目谷川左支渓Ｂ、子黒目谷川左支渓Ｄ、岩倉谷川右支渓Ａ、岩倉谷川右支渓Ｂ、前田

川、程原上Ａ、深山谷川右支流右支渓、程原上Ｃ、程原上Ｄ、程原上Ｅ、程原下、程原川右支渓Ｃ、程原川右支渓

Ｂ、程原川右支渓Ａ、三隅川右支渓Ｇ、三隅川右支渓Ｆ、長安川右支渓Ｃ、大坪川Ａ、大坪川Ｂ、大坪川Ｃ、大坪川

Ｄ、大坪川Ｅ、稲代川右支渓Ｄ、稲代川右支渓Ｃ、稲代川右支渓Ａ、長安川右支流左支渓Ａ、稲代川左支渓Ａ、稲代

川左支渓Ｂ、稲代川左支渓Ｃ、稲代川左支渓Ｄ、稲代川左支渓Ｅ、稲代川左支渓Ｆ、稲代川左支渓Ｇ、長安川右支流

左支渓Ｂ、長安川右支流左支渓Ｃ、稲代川左支渓Ｈ、三隅川右支渓Ｅ、長安川右支渓Ｂ、三隅川右支渓Ｄ、三隅川右

支渓Ｃ、勝竜寺谷、寺組谷、三隅川右支渓Ｂ、六歩谷Ａ、六歩谷Ｂ、六歩谷Ｃ、六歩谷川左支渓Ａ、六歩谷川左支渓
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Ｂ、六歩谷川左支渓Ｃ、六歩谷川左支渓Ｄ、六歩谷川左支渓Ｅ、栃木川右支渓Ｄ、三隅川右支流、栃木川右支渓Ｃ、

栃木川右支渓Ｂ、栃木川右支渓Ａ、栃木川左支渓Ａ、西河内川左支渓Ａ、西河内川左支渓Ｂ、栃木川左支渓Ｂ、栃木

川左支渓Ｃ、栃木川左支渓Ｄ、栃木川左支渓Ｅ、栃木川左支渓Ｆ、栃木川左支渓Ｇ、高内西河内Ａ、高内西河内Ｂ、

高内西河内Ｃ、小坂川右支渓Ｅ、小坂川右支渓Ｄ、小坂川右支渓Ｃ、小坂川右支渓Ｂ、小坂川右支渓Ａ、木戸川右支

渓Ａ、木戸川Ａ、木戸川Ｂ、木戸川Ｃ、木戸川Ｄ、木戸川左支渓Ａ、木戸川左支渓Ｂ、木戸川左支渓Ｃ、木戸川左支

渓Ｄ、木戸川左支渓Ｅ、本郷川左支渓Ａ、本郷川左支渓Ｂ、本郷川左支渓Ｃ、本郷川左支渓Ｄ、本郷川左支渓Ｅ、本

郷川左支渓Ｆ、本郷川左支渓Ｇ、本郷川左支渓Ｈ、本郷川左支渓Ｉ、本郷川Ｃ、末広川、本郷川左支渓Ｊ、本郷川左

支渓Ｋ、神代屋浴、本郷川左支渓Ｌ、見張浴、藤本屋浴Ａ、藤本屋浴Ｂ、本郷川左支渓Ｍ、本郷川左支渓Ｎ、小谷

川、本郷川左支渓Ｏ、本郷川右支渓Ｅ、本郷川右支渓Ｆ、新屋敷浴、本郷川右支渓Ｇ、三隅川右支渓Ｉ、三隅川右支

渓Ｊ、三隅川右支渓Ｋ、下田野原川Ａ、下田野原川Ｂ、下田野原川Ｃ、下田野原川Ｄ、田野原川右支渓Ｃ、田野原川

右支渓Ｂ、田野原川右支渓Ａ、赤見滝浴、田野原川、田野原川左支渓、三隅川左支渓Ｄ、木都賀谷川左支渓Ｊ、木都

賀谷川右支渓Ｄ、木都賀谷川右支渓Ｃ、木都賀谷川左支渓Ｉ、木都賀谷川右支渓Ｂ、木都賀谷川右支渓Ａ、木都賀谷

川左支渓Ｆ、木都賀谷川左支渓Ｅ、木都賀谷川左支渓Ｄ、木都賀谷川左支渓Ｃ、仲三Ａ、仲三Ｂ、仲三Ｃ、木都賀谷

川左支渓Ｂ、木都賀谷川左支渓Ａ、仲三Ｅ、本郷川右支渓Ｄ、西ノ郷川右支渓Ｍ、西ノ郷川右支渓Ｊ、西ノ郷川右支

渓Ｌ、西ノ郷川右支渓Ｋ、西ノ郷川右支渓Ｈ、西ノ郷川右支渓Ａ、西ノ郷川右支渓Ｂ、西ノ郷川右支渓Ｃ、西ノ郷川

右支渓Ｄ、西ノ郷左支渓、本郷川右支渓Ｃ、西の郷川、賀戸屋川、本郷川右支渓Ｂ、本郷川右支渓Ａ、本郷川Ａ、本

郷川Ｂ、折居川Ｆ、折居川Ｅ、折居川Ｄ、折居川Ｃ、折居川Ｂ、白谷川Ｃ、白谷川Ｂ、白谷川Ａ、中の溢谷川Ａ、中

の溢谷川、見口平川、折居川Ａ、芦谷Ａ、栃山川、井川川Ｊ、徳泉寺川、今明川Ｅ、今明川Ｄ、今明川Ｃ、湯ノ峠

浴、一本木川、今明川Ａ、今明川Ｂ、長迫浴、市場川Ｂ、市場川、ミヤセ浴、井川川Ｃ、溝下川、井川川Ｂ、井川川

Ａ、周布地川、中周布地川、井川川Ｄ、井川川Ｅ、中村川、神出川、神出川Ａ、石浦上川Ｂ、石浦上川、石浦上川

Ａ、井川川Ｆ、井川川Ｇ、井川川Ｈ、大口川Ａ、大口川Ｂ、井川川Ｉ、溝子川Ａ、溝子川Ｂ、井川川Ｋ、井川川Ｌ、

市場川Ａ、上市場Ａ、井野大谷川Ａ、石浦川Ａ、石浦下川Ａ、井野大谷川Ｂ、石浦川Ｂ、尾実川Ａ、今明川Ｆ、井川

川Ｍ、井川川Ｎ、井川川Ｏ、井川川Ｐ、叶谷川Ｈ、叶谷川Ｃ、叶谷川Ｄ、叶谷川Ｅ、叶谷川Ｂ、叶谷川Ａ、叶谷川

Ｆ、叶谷川Ｇ、谷川Ｈ、谷川Ｉ、谷川Ｇ、谷川Ｆ、谷川Ｅ、谷川Ｄ、谷川Ｂ、三隅川Ａ、三隅川Ｂ、三隅川Ｃ、三隅

川Ｄ、堂原谷川、三隅川Ｅ、三隅川Ｆ、三隅川Ｇ、井川川Ｑ、谷川Ｃ、三隅川Ｉ、矢原川Ｄ、土居原川、露重川、矢

原川Ａ、郷谷川、矢原川Ｂ、矢原川Ｃ、岳川Ｂ、岳川Ａ、宮川、栗ヶ竿川、岩田浴、細田川Ｈ、石田川Ｊ、石田川

Ｉ、石田川Ｈ、石田川Ｆ、石田川Ｇ、石田川Ｋ、石田川Ｌ、石田川Ｎ、神元川Ｃ、神元川Ｂ、神元川Ａ、洞明寺川

Ａ、洞明寺川Ｂ、正法寺川、観音川Ａ、観音川Ｂ、観音川Ｃ、観音川Ｄ、支谷尾実川、尾実川Ｄ、尾実川Ｃ、尾実川

Ｂ、尾実川Ｅ、林ノ浴、小迫川、上河内川、三隅川Ｈ、河内谷川、三隅川Ｊ、三隅川Ｋ、三隅川Ｌ、三隅川Ｍ、乙原

平谷川、迫ノ浴谷川、上の谷川、迫ノ浴谷川Ａ、鹿子谷上川Ｂ、鹿子谷上川Ｃ、鹿子谷川Ｂ、三隅川Ｎ、向野田浴、

郷谷、田原川Ｄ、滝見谷、田原川Ａ、田原川Ｂ、田原川Ｃ、田原川Ｅ、三隅川Ｏ、三隅川Ｐ、三隅川Ｑ、三隅川Ｒ、

三隅川Ｓ、畑川Ａ、石田川Ｍ、峠田浴川、鹿子谷川Ａ、鹿子谷上川Ａ、亀谷川、海老谷川Ａ、海老谷川Ｂ、海老谷川

Ｃ、海老谷川Ｄ、峠の沢、福浦Ａ、福浦Ｂ、福浦Ｃ、田之浦Ａ、細田川放水路、細田川Ａ、細田川Ｂ、細田川Ｃ、細

田川Ｄ、細田川Ｅ、細田川Ｆ、細田川Ｇ、別当浴川、三隅川Ｔ、三隅川Ｕ、三隅川Ｖ、三隅川Ｗ、三隅川Ｘ、三隅川

Ｙ、中組Ａ、山田川Ｃ、山田川Ａ、山田川、山田川Ｂ、山田川Ｄ、寺山浴、清水ヶ浴川Ａ、清水ヶ浴川Ｂ、清水ヶ浴

川Ｃ、下ノ沢、西河内Ａ、古市場Ａ、岡見川Ｑ、岡見川Ｒ、水ノ浴、岡見川Ｐ、岡見川Ｏ、板ヶ迫浴、岡見川Ｌ、岡

見川Ｍ、マチガ迫浴、片山浴、岡見川Ｋ、岡見川Ｆ、岡見川Ｇ、岡見川Ｃ、岡見川Ａ、岡見川Ｄ、岡見川Ｅ、床並川

Ａ、床並川、岡見川Ｈ、岡見川Ｉ、岡見川Ｊ、常福寺浴、藤ヶ瀬浴、岡見川Ｎ、覚泉寺浴、須津Ｂ、中山Ａ、須津

Ａ、須津中山川、須津川、宮ヶ迫浴、土田川Ａ、土田川Ｂ、岡見団地Ａ、板ヶ峠Ａ、土田川Ｃ、岡見川Ｂ、吉浦Ａ、

吉浦Ｂ、吉浦Ｃ、吉浦Ｄ、吉浦Ｅ、今浦Ａ、今浦Ｂ、大杉谷川、大杉谷川Ａ、石田川、石田川Ａ、石田川Ｂ、石田川

Ｃ、石田川Ｄ、石田川Ｅ、今浦Ｃ、大杉谷川Ｂ

３ 解除に係る区域
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別図に示す区域（「別図」は、省略し、島根県浜田県土整備事務所及び浜田市役所において一般の縦覧に供する。）

島根県告示第224号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定によ

り、平成20年島根県告示第111号、平成26年島根県告示第298号、平成26年島根県告示第664号及び平成29年島根県告示第

104号で指定された土砂災害警戒区域に係る指定を次のとおり解除するので、同条第６項において準用する同条第４項の

規定により告示する。

平成31年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 解除に係る市町村の名称

江津市

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

 急傾斜地の崩壊

奥長戸路、長戸路Ａ、長戸路Ｂ、長戸路Ｃ、長戸路Ｄ、長戸路Ｅ、入野Ａ、入野Ｂ、押手、上谷Ａ、上谷Ｂ、谷、

上谷Ｃ、上谷Ｄ、上谷Ｅ、上谷Ｆ、中谷Ａ、中谷Ｂ、中谷Ｃ、中谷Ｄ、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、大倉、臼木Ａ、臼

木Ｂ、臼木Ｃ、妙見谷、天神郷Ａ、天神郷Ｂ、上口Ａ、上口Ｂ、天神郷Ｃ、天神郷Ｄ、天神郷Ｅ、下の原Ａ、妙ヶ

迫、石原谷、養路谷、下の原Ｂ、引地、大口Ａ、大口Ｂ、日浦Ａ、日浦Ｃ、日浦Ｄ、上口５、元折Ａ、元折Ｂ、名荷

谷、榎谷、榎田Ａ、榎田Ｂ、榎田Ｃ、下大貫、久井谷Ａ、久井谷Ｂ、久井谷Ｃ、市井迫、久井谷Ｄ、久井谷Ｅ、久井

谷Ｆ、宮ノ谷、和田Ａ、和田Ｂ、上大貫Ａ、上大貫Ｂ、上大貫Ｃ、堂庵山、上大貫Ｄ、甘南備寺谷、坂本、渦巻、柳

光、鹿賀Ａ、鹿賀Ｂ、鹿賀谷Ａ、鹿賀谷Ｂ、鹿賀谷Ｃ、渡上、渡、渡下、渡田Ａ、渡田Ｂ、渡田上、渡田Ｃ、渡田

Ｄ、渡田Ｅ、渡田Ｆ、渡田下、渡田Ｇ、萩屋谷、田津Ａ、田津Ｂ、田津Ｃ、上屋敷谷、岡田谷、田津小原Ａ、田津小

原Ｂ、花河原、猪の瀬、狭間、小松、仁万瀬、近原、志谷北、志谷南、後山中、城山、三田地Ａ、三田地Ｃ、三田地

Ｄ、三田地Ｅ、三田地Ｆ、三田地Ｇ、三田地Ｈ、三田地Ｉ、三田地Ｊ、三田地Ｋ、三田地Ｌ、三田地Ｍ、月之夜Ａ、

月之夜Ｂ、小田上Ａ、小田上Ｂ、小田上Ｃ、小田上Ｄ、小田上Ｅ、小田下Ａ、小田下Ｂ、小田下Ｃ、後山上Ａ、後山

上Ｂ、後山上Ｃ、笹畑Ａ、笹畑Ｂ、笹畑Ｃ、後山下Ａ、後山下Ｂ、後山下Ｃ、後山下Ｄ、後山下Ｅ、市山後谷Ａ、市

山後谷Ｂ、引谷、上市、市山城下、金尻、長尾、今田Ａ、今田Ｂ、今田東、今田中、今田西、江尾東、江尾Ａ、江尾

Ｂ、江尾Ｃ、江尾西、日和並谷Ａ、日和並谷Ｂ、日和並谷Ｃ、糸谷Ａ、糸谷Ｂ、糸谷Ｃ、糸谷Ｄ、江尾上の原、大

見、入原、小市山Ａ、小市山Ｂ、小市山Ｃ、小市山Ｄ、小市山Ｅ、古市、市山本町Ａ、市山本町Ｂ、市山本谷Ａ、市

山本谷Ｂ、市山本谷Ｃ、市山本谷Ｄ、市山本谷Ｅ、市山本谷Ｆ、市山本谷Ｇ、高の巣Ａ、高の巣Ｂ、高の巣Ｃ、高の

巣Ｄ、高の巣Ｅ、長谷西Ａ、長谷西Ｂ、長谷西Ｃ、長谷西Ｄ、長谷西Ｅ、南郷口Ａ、南郷口Ｂ、南郷口Ｃ、南郷谷

Ａ、南郷谷Ｂ、長谷東Ａ、長谷東Ｂ、長谷東Ｃ、長谷東Ｄ、長谷東Ｅ、長谷東Ｆ、長谷東Ｇ、松ヶ原Ａ、松ヶ原Ｂ、

押越、八戸東Ａ、八戸東Ｂ、八戸東Ｃ、八戸東Ｄ、八戸東Ｅ、八戸東Ｆ、八戸東Ｇ、八戸東Ｈ、八戸西Ａ、八戸郷、

八戸西Ｂ、八戸西Ｃ、八戸西Ｄ、勝地Ａ、勝地Ｂ、仕田原、古屋Ａ、古屋Ｂ、田尻Ａ、田尻Ｂ、田尻Ｃ、山中東Ａ、

山中東Ｂ、釜ヶ谷、山中東Ｃ、山中東Ｄ、山中東Ｅ、山中東Ｆ、山中郷Ａ、山中郷Ｂ、山中郷Ｃ、山中郷Ｄ、山中郷

Ｅ、山中西Ａ、山中西Ｂ、山中西Ｃ、山中西Ｄ、山中西Ｅ、山中上Ａ、山中上Ｂ、山中西Ｆ

 土石流

迫ヤ段谷川、迫ヤ向谷川、奥長戸路Ａ、奥長戸路Ｂ、奥長戸路谷、本谷①ノ谷、本谷②ノ谷、本谷④ノ谷、長戸路

川、上口①ノ谷、上口②ノ谷、堂の段谷川、中田屋谷川、下谷④ノ谷、下谷③ノ谷、下谷①ノ谷、下谷②ノ谷、上谷

①ノ谷、野田谷川、上谷②ノ谷、上谷③ノ谷、大貫谷川、山重谷川、小谷川、上口③ノ谷、上口④ノ谷、平野①ノ

谷、平野谷川、妙見谷川、臼木①ノ谷、臼木②ノ谷、臼木③ノ谷、大倉①ノ谷、天神郷①ノ谷、石原谷川、養路谷川

Ａ、養路谷川Ｂ、下ノ原②ノ谷、下ノ原①ノ谷、大口①ノ谷、日浦谷Ａ、日浦谷Ｂ、元折①ノ谷、元折②ノ谷、榎谷
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①ノ谷、水屋川、榎谷川Ａ、榎谷川Ｂ、久井谷、市井迫谷川、中上谷川、久井谷川Ａ、大和屋谷川、大貫宮の谷川、

和田①ノ谷、和田川、紺屋谷川、つづら川、上大貫①ノ谷、上大貫②ノ谷、上大貫③ノ谷、上大貫④ノ谷、甘南備寺

川、坂本②ノ谷、管掛谷川、坂本①ノ谷、渦巻①ノ谷、渦巻谷川、柳光谷川、蔵屋谷川、鹿賀谷川Ａ、鹿賀谷川Ｂ、

鹿賀①ノ谷、観音滝、鹿賀③ノ谷、滝尻川、川越①ノ谷、渡川Ａ、渡川Ｂ、石原谷、松浦谷川Ａ、松浦谷川Ｂ、渡か

じや谷、柳谷川、佐土屋谷川、牛ノ市川、田津④ノ谷、田津③ノ谷、田津①ノ谷Ａ、田津①ノ谷Ｂ、正泉寺川、下横

階谷川、田津②ノ谷、上屋敷谷川、岡田谷川、森山谷川、小原谷、猪ノ瀬谷、川越坂本Ａ、小松谷、仁万瀬②ノ谷、

仁万瀬①ノ谷、近原②ノ谷、近原①ノ谷、月ノ夜①ノ谷、下寿屋谷川、桧屋谷、三田地①ノ谷、三田地②ノ谷、三田

地③ノ谷、三田地④ノ谷、三田地⑤ノ谷、三田地川Ｄ、三田地川Ａ、三田地川Ｂ、三田地川Ｃ、鍛治屋谷川Ａ、鍛治

屋谷川Ｂ、鍛治屋谷川Ｃ、月ノ夜③ノ谷、月ノ夜②ノ谷、金尻②ノ谷、金尻③ノ谷、大滝谷、広谷川、浜田屋谷川、

妙楽寺谷川、谷地迫谷川、天神川、後山志谷川、後谷①ノ谷、後谷②ノ谷、後山Ａ、後山Ｂ、引谷Ａ、玉川、下笹畑

①ノ谷Ａ、下笹畑①ノ谷Ｂ、上笹畑①ノ谷、下笹畑②ノ谷、引谷Ｂ、引谷Ｃ、金尻④ノ谷、金尻⑤ノ谷、金尻⑥ノ

谷、枕の滝川Ａ、枕の滝川Ｂ、今田宮の谷川、今田①ノ谷、杉尾谷川、紙屋谷川、大久保谷川、大名神谷川、松島谷

川、沺屋谷川、新屋敷谷、迫谷川、日和川、日和並①ノ谷、日和並②ノ谷、糸谷④ノ谷、糸谷③ノ谷、糸谷川、糸谷

①ノ谷、糸谷②ノ谷、入原①ノ谷、小市山谷Ｂ、小市山谷Ａ、山口谷川Ｋ、山口谷川Ｊ、山口谷川Ｉ、山口谷川Ｇ、

山口谷川Ｆ、山口谷川Ｂ、山口谷川Ａ、仏谷川、山口谷川Ｃ、山口谷川Ｄ、山口谷川Ｅ、山口谷川Ｈ、山田屋谷川、

江尾上ノ原谷、南郷屋②ノ谷Ａ、南郷屋②ノ谷Ｂ、南郷屋②ノ谷Ｃ、南郷屋①ノ谷、長谷④ノ谷、奥迫谷川、長谷川

Ａ、浜井場谷川、先目谷川、長谷③Ａ、長谷③Ｂ、長谷川Ｂ、長谷①ノ谷、長谷西①ノ谷、湯谷川、山中西Ａ、山中

西Ｂ、長谷⑥ノ谷、長谷⑤ノ谷、冬見谷川、大田屋谷川、八戸川Ａ、八戸③ノ谷、八戸川Ｂ、八戸①ノ谷、仕田原、

長道谷川、弥重向谷川、法福寺谷川、法福寺向谷、高納屋谷川、山中川Ａ、山中川Ｂ、長谷柚ノ木谷川

３ 解除に係る区域

別図に示す区域（「別図」は、省略し、島根県浜田県土整備事務所及び江津市役所において一般の縦覧に供する。）

島根県告示第225号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定によ

り、平成21年島根県告示第239号、平成25年島根県告示第377号、平成28年島根県告示第172号、平成29年島根県告示第486

号及び平成30年島根県告示第313号で指定された土砂災害警戒区域に係る指定を次のとおり解除するので、同条第６項に

おいて準用する同条第４項の規定により告示する。

平成31年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 解除に係る市町村の名称

美郷町

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

 急傾斜地の崩壊

湯谷Ａ、湯谷Ｂ、湯谷Ｃ、湯谷Ｄ、湯谷Ｇ、湯谷Ｈ、湯谷Ｅ、猿丸Ｂ、猿丸Ａ、猿丸Ｃ、猿丸Ｄ、猿丸Ｅ、猿丸

Ｆ、大野Ａ、大野Ｂ、大野Ｃ、湯谷Ｆ、坂根Ａ、坂根Ｂ、坂根Ｃ、千原Ａ、千原Ｂ、石原Ａ、石原Ｂ、石原Ｃ、熊見

Ａ、熊見Ｂ、熊見Ｃ、熊見Ｄ、熊見Ｅ、熊見Ｆ、熊見Ｇ、三反谷Ａ、三反谷Ｂ、三反谷Ｃ、槇代Ａ、猪子田Ｂ、湧利

原Ｂ、酒谷Ｄ、酒谷Ｃ、連水Ｂ、花ノ谷Ｄ、花ノ谷Ｃ、花ノ谷Ｂ、花ノ谷Ａ、猪子田Ａ、槇代Ｂ、猪子田Ｃ、井元

Ｂ、九日市Ｄ、九日市、井元Ａ、三反谷Ｄ、三反谷Ｅ、三反谷Ｆ、九日市Ｃ、西の原、九日市Ｂ、鈩谷Ｃ、鈩谷Ａ、

片山Ａ、片山Ｂ、片山Ｃ、片山Ｄ、片山Ｆ、湧利原Ａ、酒谷Ｅ、酒谷Ｆ、酒谷Ｇ、連水Ａ、連水Ｃ、連水Ｄ、酒谷

Ｂ、酒谷Ａ、保関Ａ、保関Ｂ、酒谷Ｈ、酒谷Ｉ、酒谷Ｊ、日南Ｃ、日南Ｂ、日南Ａ、光峠、酒谷Ｋ、酒谷Ｌ、酒谷

Ｍ、市Ａ、市Ｂ、酒谷Ｎ、浜原Ａ、浜原Ｂ、浜原Ｄ、浜原Ｅ、浜原Ｆ、浜原Ｇ、上川戸Ａ、上川戸Ｂ、上川戸Ｃ、上
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川戸Ｏ、上川戸Ｎ、上川戸Ｍ、上川戸Ｄ、上川戸Ｌ、上川戸Ｋ、上川戸Ｊ、上川戸Ｅ、上川戸Ｉ、上川戸Ｆ、上川戸

Ｇ、上川戸Ｈ、滝原Ａ、滝原Ｂ、滝原Ｃ、滝原Ｄ、信喜Ａ、信喜Ｂ、信喜Ｃ、信喜Ｄ、信喜Ｅ、信喜Ｆ、野間Ａ、野

間Ｂ、野間Ｃ、野間Ｄ、野間Ｆ、野間Ｇ、上粕渕Ａ、上粕渕Ｂ、上粕渕Ｄ、上粕渕Ｆ、上粕渕Ｅ、粕渕Ｄ、粕渕Ｅ、

粕渕Ｆ、稲荷町、粕渕Ｃ、粕渕Ｂ、粕渕、共栄Ｂ、共栄Ｄ、湯抱Ａ、湯抱Ｂ、湯抱Ｄ、湯抱Ｃ、湯抱Ｅ、湯抱Ｆ、湯

抱Ｇ、湯抱Ｈ、湯抱Ｉ、湯抱Ｋ、湯抱Ｌ、湯抱Ｍ、共栄Ｅ、才ヶ原Ａ、才ヶ原Ｂ、高畑Ａ、高畑Ｂ、高畑Ｃ、高畑

下、高畑Ｄ、野井Ａ、野井Ｂ、縺Ａ、縺Ｂ、縺Ｃ、法田Ａ、法田Ｂ、法田Ｃ、法田Ｄ、法田Ｅ、久保Ｇ、久保Ｆ、久

保Ｄ、久保Ｅ、久保Ｃ、久保Ｂ、久保Ｈ、久保Ｉ、久保Ｊ、久保Ｋ、郷口Ｄ、郷口２、郷口Ｃ、郷口、郷口Ｆ、郷口

Ｅ、久保Ａ、上粕渕Ｃ、共栄Ｆ、湯抱Ｊ、粕渕Ｇ、縺４、奥山Ａ、奥山Ｂ、奥山Ｃ、奥山Ｄ、奥山Ｅ、奥山Ｆ、奥山

Ｈ、奥山Ｉ、奥山Ｊ、奥山Ｇ、奥山Ｋ、奥山Ｎ、奥山Ｏ、吾郷Ａ、吾郷Ｃ、吾郷Ｅ、吾郷Ｇ、吾郷Ｈ、明塚Ｂ、栗原

Ｃ、栗原Ｂ、栗原Ａ、簗瀬Ｅ、簗瀬Ｄ、簗瀬Ｃ、簗瀬Ｂ、簗瀬Ａ、乙原Ａ、乙原Ｂ、乙原Ｃ、乙原Ｅ、乙原Ｄ、丸

山、竹谷、竹Ａ、竹Ｂ、田水Ａ、田水Ｂ、高山Ａ、高山Ｂ、高山Ｃ、高山Ｄ、田水Ｃ、奥山Ｐ、簗瀬Ｆ、枦谷Ａ、枦

谷Ｂ、枦谷Ｈ、枦谷Ｆ、枦谷Ｅ、枦谷Ｇ、枦谷Ｄ、水越谷Ｅ、水越谷Ａ、川角谷Ａ、水越谷Ｂ、水越谷Ｃ、水越谷

Ｄ、内田Ａ、内田Ｂ、内田Ｃ、内田Ｄ、川角谷Ｂ、川角谷Ｄ、川角谷Ｃ、内田Ｅ、内田Ｇ、内田Ｆ、京覧原Ｈ、京覧

原Ｉ、京覧原Ｊ、京覧原Ｇ、京覧原Ｋ、京覧原Ｆ、京覧原、京覧原Ｅ、京覧原Ｂ、京覧原Ｄ、京覧原Ｃ、上里草Ａ、

上里草Ｂ、上里草Ｃ、小林Ａ、小林Ｂ、小林Ｃ、小林Ｄ、小林Ｅ、小林Ｆ、久喜原Ａ、久喜原Ｂ、久喜原Ｄ、久喜原

Ｌ、久喜原Ｃ、松代谷Ｃ、松代谷Ｂ、松代谷Ａ、松代谷Ｄ、久喜原Ｅ、久喜原Ｆ、久喜原Ｋ、久喜原Ｊ、久喜原Ｉ、

久喜原Ｇ、久喜原Ｈ、地頭所Ａ、地頭所Ｂ、地頭所Ｃ、地頭所Ｊ、地頭所Ｉ、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、地頭所Ｄ、

地頭所Ｅ、地頭所Ｆ、地頭所Ｇ、小谷Ａ、小谷Ｅ、小谷Ｄ、小谷Ｃ、小谷Ｂ、港Ａ、港Ｂ、港Ｃ、港Ｄ、港Ｅ、港

Ｆ、市井原、上里草Ｄ、松代谷Ｅ、地頭所Ｈ、枦谷Ｉ、枦谷Ｋ、枦谷Ｌ、内田Ｈ、京覧原Ｌ、京覧原Ｍ、京覧原Ｎ、

小林Ｇ、小林Ｈ、内田Ｉ、別府Ａ、別府Ｂ、別府Ｃ、別府Ｍ、別府Ｌ、別府Ｄ、別府Ｅ、別府Ｆ、別府Ｇ、別府Ｋ、

別府Ｊ、別府Ｈ、小松地東Ｈ、小松地東Ｇ、小松地東Ｆ、小松地東Ｅ、小松地東Ｄ、小松地西Ｂ、小松地西Ａ、小松

地西Ｃ、寺谷Ｊ、寺谷Ｋ、寺谷Ｉ、小松地東Ｃ、小松地東Ｂ、小松地東Ａ、寺谷Ａ、寺谷Ｂ、寺谷Ｈ、寺谷Ｃ、寺谷

Ｇ、惣森Ａ、惣森Ｂ、惣森Ｈ、惣森Ｉ、田代谷Ｂ、田代谷Ａ、惣森Ｇ、惣森Ｆ、惣森Ｅ、惣森Ｄ、惣森Ｃ、寺谷Ｄ、

寺谷Ｅ、寺谷Ｆ、志君Ｃ、志君Ｄ、志君Ｅ、志君Ｆ、志君Ｇ、志君Ｈ、志君Ｉ、志君Ｊ、分附Ａ、分附Ｂ、志君Ａ、

志君Ｂ、別府Ｉ、別府Ｎ、小松地Ａ、小松地Ｂ、小松地Ｃ、小松地Ｄ、小松地Ｅ、小松地Ｆ、小松地Ｇ、小松地Ｍ、

小松地Ｎ、小松地Ｈ、小松地Ｉ、小松地Ｊ、寺谷Ｇ、寺谷Ｈ、下城３、小松地Ｌ、源田山、照立寺、響谷Ａ、響谷

Ｂ、響谷Ｃ、響谷Ｄ、響谷Ｅ、響谷Ｆ、響谷Ｇ、響谷Ｈ、響谷Ｉ、響谷Ｊ、響谷Ｋ、原Ａ、原Ｂ、上田・悪谷、向井

原、魚切中央、桐山、石原、河内上、大畑、本間、向井屋、長田屋、下本郷Ａ、中組Ａ、都賀本郷Ａ、都賀本郷Ｂ、

都賀本郷Ｄ、都賀本郷上、上野大下、上野下組Ａ、上野下組Ｂ、飯谷Ａ、飯谷Ｂ、飯谷Ｃ、飯谷Ｄ、飯谷Ｅ、飯谷

Ｆ、飯谷Ｇ、飯谷Ｈ、飯谷Ｉ、上野Ａ、新道路Ａ、新道路Ｂ、新道路Ｃ、新道路Ｄ、新道路Ｅ、新道路Ｆ、乙谷Ａ、

乙谷Ｂ、都賀西Ａ、都賀西Ｂ、都賀西Ｃ、都賀西Ｄ、都賀西Ｅ、光宅寺、大浦Ａ、大浦Ｂ、大浦Ｃ、大原迫Ａ、大原

迫Ｂ、大原迫Ｃ、大原迫Ｄ、大原迫Ｅ、田の原Ａ、田の原Ｃ、田の原Ｄ、田の原Ｅ、田の原Ｆ、笹目Ａ、笹目Ｂ、笹

目Ｃ、笹目Ｄ、笹目Ｅ、笹目Ｆ、笹目Ｇ、笹目Ｈ、笹目Ｉ、笹目Ｊ、笹目Ｋ、比敷Ａ、比敷Ｂ、比敷Ｃ、比敷Ｄ、比

敷Ｅ、比敷Ｆ、比敷Ｇ、比敷Ｈ、比敷Ｉ、比敷Ｊ、宮内２Ａ、宮内２Ｂ、宮内２Ｃ、宮内２Ｄ、宮内２Ｅ、宮内２

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

宮内１Ｈ、宮内１Ｉ、宮内１Ｊ、宮内１Ｋ、村之郷１Ａ、村之郷１Ｂ、村之郷１Ｃ、村之郷１Ｄ、村之郷１Ｅ、村之

郷１Ｆ、村之郷１Ｇ、村之郷１Ｈ、村之郷１Ｉ、難波背戸、森脇背戸、浜井場ウラ山・明神背戸、島屋・迫田背戸、

奥迫谷畑井屋背戸、始末屋背戸の谷、宮崎谷・宮盛・高丸背戸、宮原背戸、奥ノ河内背戸、坂根峠、後藤屋背戸、比

之宮交流センター、艾Ａ、艾Ｂ、郷下、松原Ａ、松原Ｂ、高梨Ａ、高梨Ｂ、高梨Ｃ、高梨Ｄ、高梨Ｅ、山根Ａ、山根

Ｂ、山根Ｃ、山根Ｄ、郷上Ａ、郷上Ｂ、都賀行、郷上Ｃ、郷上Ｄ、猪之谷Ａ、猪之谷Ｂ、猪之谷Ｃ、猪之谷Ｄ、猪之

谷Ｅ、猪之谷Ｆ、猪之谷Ｇ、猪之谷Ｈ、日平Ａ、日平Ｂ、日平Ｃ、日平Ｄ、日平Ｅ、日平Ｆ、潮下Ａ、潮下Ｂ、潮下

Ｃ、潮下Ｄ、潮下Ｅ、二多合Ａ、二多合Ｂ、潮上Ａ、曲利Ａ、曲利Ｂ、曲利Ｃ、曲利Ｄ、曲利Ｅ、曲利Ｆ
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 土石流

湯谷Ａ、湯谷Ｂ、湯谷Ｃ、猿丸Ｃ、猿丸Ｂ、猿丸Ａ、大野Ａ、大野Ｂ、大野Ｃ、者割、提廻川、釜ヶ谷川、免谷

川、高梨谷川、木村上谷川、石原Ａ、石原Ｂ、石原Ｃ、石原Ｄ、大友谷川、鈩谷Ａ、鈩谷Ｂ、掛合川、銅ヶ谷川、一

の未川、三反谷Ａ、谷川、湧利原Ａ、猪子田、花ノ谷Ｂ、花ノ谷Ａ、湧利原Ｄ、湧利原Ｃ、湧利原Ｂ、酒谷Ｍ、花ノ

谷Ｃ、井元Ｅ、井元Ｃ、井元Ｂ、観音谷川、三反谷Ｂ、森谷、酒谷Ａ、酒谷Ｂ、酒谷Ｃ、酒谷Ｄ、日南Ｃ、日南Ｂ、

日南Ａ、酒谷Ｅ、酒谷Ｆ、市Ａ、古城谷川、市Ｂ、市Ｃ、市Ｄ、酒谷Ｇ、酒谷Ｈ、酒谷Ｉ、酒谷Ｊ、酒谷Ｋ、酒谷

Ｌ、連水、井元Ａ、片山Ｉ、片山Ｈ、片山Ｇ、片山Ｆ、火谷川、片山Ｅ、片山Ｄ、片山Ｃ、片山Ｂ、片山Ａ、漆谷

川、熊見Ｈ、熊見Ｇ、熊見Ｆ、熊見Ｅ、熊見Ｄ、熊見Ｃ、熊見Ａ、井元Ｄ、熊見Ｂ、亀村ノ谷Ａ、亀村ノ谷Ｂ、報恩

寺谷川、浜原ノ谷Ａ、南谷川Ａ、南谷川Ｂ、浜原ノ谷Ｂ、上川戸Ａ、上川戸Ｂ、上川戸谷川、三上谷川、三通谷川、

上川戸Ｃ、上川戸Ｄ、上川戸Ｅ、上川戸Ｆ、上川戸Ｇ、上川戸Ｈ、カジヤ谷川、土居谷川Ａ、土居谷川Ｂ、土居谷川

Ｃ、上川戸Ｉ、上川戸Ｊ、本郷谷、滝原ノ谷、越地川、カラノ谷川、石見ノ谷Ａ、石見谷川Ａ、石見谷川Ｂ、石見谷

川Ｃ、石見ノ谷Ｂ、石見ノ谷Ｃ、石見ノ谷Ｄ、石見ノ谷Ｅ、三郎谷川、信喜ノ谷Ａ、信喜ノ谷Ｂ、信喜ノ谷Ｃ、湯抱

谷、寺脇谷川、大釜ヶ谷、新掘ノ谷Ａ、新掘ノ谷Ｂ、共栄谷、野間、石原ノ谷Ａ、石原ノ谷Ｂ、野間川、上粕渕ノ谷

Ａ、上粕渕ノ谷Ｂ、上粕渕ノ谷Ｃ、小原谷川、粕渕ノ谷、縺Ａ、縺Ｂ、法田ノ谷Ｅ、法田ノ谷Ｄ、法田ノ谷Ｃ、法田

ノ谷Ｂ、法田ノ谷Ａ、久保Ｂ、久保Ａ、久保Ｃ、半矢川、芋ヶ谷川、高畑川、寺の奥川、高畑ノ谷、野井谷、奥山

Ａ、奥山Ｂ、奥山川、神宮谷川、吾郷ノ谷Ａ、吾郷ノ谷Ｂ、明塚谷Ａ、明塚谷Ｂ、伊勢の谷川、向谷Ａ、向谷Ｂ、栗

原ノ谷、ケン谷川、浄音寺谷川、神回谷川、中沢谷川、段原谷川、石ヶ迫谷川、中祖谷川、簗瀬谷川、簗瀬、井の奥

谷川、乙原、垣廻谷川、つづら谷川、門ヶ谷川、竹谷、竹Ａ、関本川、竹Ｂ、竹Ｃ、高山Ｏ、高山Ａ、高山Ｂ、高山

Ｃ、高山Ｄ、高山Ｅ、高山Ｆ、高山Ｇ、高山Ｉ、高山Ｌ、高山Ｍ、高山Ｎ、高山Ｈ、高山Ｊ、高山Ｋ、田水ノ谷Ａ、

田水ノ谷Ｂ、田水ノ谷Ｃ、奥山Ｃ、枦谷Ａ、枦谷Ｄ、枦谷Ｃ、枦谷Ｂ、内田Ａ、内田Ｂ、川角谷Ａ、川角谷Ｂ、川角

谷Ｃ、杉谷ノ谷、奥の土居谷、奥の堀谷川、渡津谷川、京覧原Ａ、上里草Ｄ、上里草Ａ、上里草Ｂ、上里草Ｃ、上里

草Ｇ、上里草Ｆ、上里草Ｅ、京覧原Ｂ、小田谷川、京覧原Ｃ、松代谷Ａ、松代谷Ｂ、久喜原Ａ、久喜原Ｂ、久喜原

Ｃ、久喜原Ｄ、久喜原Ｅ、久喜原Ｆ、久喜原Ｇ、地頭所Ａ、地頭所Ｂ、地頭所Ｃ、久喜原Ｊ、松代谷Ｃ、久喜原Ｉ、

久喜原Ｈ、地頭所Ｈ、地頭所Ｇ、地頭所Ｆ、地頭所Ｅ、地頭所Ｄ、小林Ａ、小林Ｂ、小林Ｃ、下谷Ａ、下谷Ｂ、小谷

川、小谷Ａ、小谷Ｂ、小谷Ｃ、小谷Ｄ、港Ａ、港谷、港Ｂ、市井原谷Ａ、市井原谷Ｂ、枦谷Ｅ、小林Ｄ、小林Ｅ、小

林Ｆ、別府Ａ、別府Ｂ、別府Ｃ、別府Ｄ、別府Ｅ、別府Ｆ、別府Ｇ、別府Ｈ、別府Ｉ、別府Ｊ、別府Ｋ、別府Ｌ、寺

谷Ｂ、寺谷Ａ、小松地東Ａ、小松地東Ｂ、小松地西Ａ、小松地西Ｂ、寺谷Ｃ、惣森Ａ、惣森Ｆ、田代谷、惣森Ｃ、惣

森Ｄ、惣森Ｅ、惣森Ｂ、寺谷Ｄ、寺谷Ｅ、志君Ａ、志君Ｃ、志君Ｄ、志君Ｅ、志君Ｆ、志君Ｇ、志君Ｈ、志君Ｉ、分

附Ａ、分附Ｂ、志君Ｂ、小松地Ａ、小松地Ｃ、寺谷Ｆ、寺谷Ｇ、小松地Ｄ、小松地Ｂ、響谷川Ａ、響谷川Ｂ、響谷川

Ｃ、響谷川Ｄ、響谷川Ｅ、響谷川Ｆ、響谷川Ｇ、響谷川Ｈ、響谷川Ｉ、響谷川Ｊ、響谷川Ｋ、響谷川Ｌ、響谷川Ｍ、

響谷川Ｎ、響谷川Ｏ、響谷川Ｐ、響谷川Ｑ、響谷Ａ、響谷Ｂ、原Ａ、原Ｂ、原Ｃ、松川、空魚切、長砂、霧ヶ谷、中

の谷、金井谷、柳ヶ谷、向井屋谷、柱ヶ谷、高ヶ迫、杉堂、一本杉、松ノ奥、本郷Ｅ、古城、御領川、本郷Ａ、宮ノ

奥谷、御堂ノ奥、ツエケ谷、飯谷川Ａ、飯谷川Ｂ、飯谷川Ｃ、飯谷川Ｄ、飯谷川Ｅ、飯谷川Ｆ、飯谷川Ｇ、飯谷川

Ｈ、飯谷川Ｉ、飯谷川Ｊ、松下谷、上野Ａ、上野Ｂ、上野Ｃ、新造路川Ａ、新造路川Ｂ、新造路川Ｃ、新造路川Ｄ、

新造路川Ｅ、新造路川Ｆ、大浦Ａ、大浦Ｂ、大浦Ｃ、大浦Ｄ、城山谷Ａ、城山谷Ｂ、光宅寺谷Ａ、光宅寺谷Ｂ、光宅

寺谷Ｃ、光宅寺谷Ｄ、光宅寺谷Ｅ、大地谷、長田谷、浄楽寺谷、中ノ谷、滝神谷川、大年川Ａ、大年川Ｂ、大年川

Ｃ、宮ノ谷、七曲利谷、芦田谷、乙谷川Ａ、乙谷川Ｂ、乙谷川Ｃ、御領川Ａ、御領川Ｂ、小笹目川Ａ、小笹目川Ｂ、

小笹目川Ｃ、小笹目川Ｄ、小笹目川Ｅ、小笹目川Ｆ、小笹目川Ｇ、小笹目川Ｈ、小笹目川Ｉ、小笹目川Ｊ、小笹目川

Ｋ、小笹目川Ｌ、小笹目川Ｍ、小笹目川Ｎ、小笹目川Ｏ、小笹目川Ｐ、横屋谷、浅広谷、わさび谷、古屋谷、大草

谷、沖田、前出、大原上、大原下、中津、溝口川、原ヶ迫、米屋ヶ谷、屋敷谷、菊谷、中松屋下、小松屋上、上宮内

奥、坂根、春木屋上、春木屋下、惣森奥、友田、田中奥、丸屋奥、信迫、梨木原奥、朝日奈奥、朝日奈中、始末屋

奥、畑井屋奥、藤田屋奥、高丸奥、奥河内谷、下畑、藤迫奥、板屋奥、後市、大迫、大上言、池之迫、宮内下、堤ヶ
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谷、岩屋奥、仁沢迫、新屋向谷、橋根向谷、村之郷後ノ谷、艾Ａ、艾Ｂ、艾Ｃ、松原谷、松原、山根Ａ、鍛冶屋原

谷、高梨Ａ、高梨Ｂ、小笹目谷、高梨川Ａ、高梨川Ｂ、高梨川Ｃ、高梨川Ｄ、高梨川Ｅ、高梨川Ｆ、高梨川Ｇ、山根

川Ａ、山根川Ｂ、山根川Ｃ、猪谷川Ａ、猪谷川Ｂ、猪谷川Ｃ、猪谷川Ｄ、上畑川Ａ、上畑川Ｂ、上畑川Ｃ、項谷川、

上竹奥、安田、日平川Ａ、五割谷、日平川Ｂ、日平川Ｃ、日平川Ｄ、日平川Ｅ、日平川Ｆ、日平川Ｇ、日平川Ｈ、日

平川Ｉ、潮下Ａ、潮下Ｂ、八幡谷、畠ヶ谷、正専寺川、二多谷川、二多合川Ａ、二多合川Ｂ、二多合川Ｃ、潮上Ａ、

潮谷川Ａ、潮谷川Ｂ、曲利Ａ、由利谷、地ヶ谷、上曲谷、曲利Ｂ、曲利谷

３ 解除に係る区域

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

島根県告示第226号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定によ

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

平成31年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

浜田市

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

 急傾斜地の崩壊

外ノ浦町、外ノ浦Ａ、外ノ浦Ｂ、外ノ浦Ｃ、心覚院、松原、祇園谷、殿町Ａ、殿町Ｂ、田町鏡山、田町、殿町Ｅ、

殿町Ｄ、大手門、浜田城、殿町Ｃ、蛭子町、清水Ａ、清水Ｂ、瀬戸見Ａ、瀬戸見Ｂ、大辻、港町Ｃ、漁民団地、港

Ａ、瀬戸ヶ島Ａ、瀬戸ヶ島Ｂ、瀬戸ヶ島Ｃ、港町Ｂ、瀬戸ヶ島Ｄ、瀬戸ヶ島Ｅ、港町Ａ、港Ｂ、日脚Ａ、日脚Ｂ、日

脚Ｃ、日脚Ｄ、日脚Ｅ、日脚Ｇ、日脚Ｆ、日脚Ｈ、日脚Ｉ、春日、周布Ａ、周布町吉地Ａ、聖徳寺、和田、周布Ｂ、

吉地町、中場Ａ、中場Ｂ、吉地Ｂ、吉地Ｃ、王子八幡神社、吉地下、門田上、治和Ａ、治和Ｂ、治和Ｃ、西村、治和

Ｄ、治和Ｅ、治和Ｆ、治和Ｇ、治和Ｈ、周布駅前、治和Ｉ、津摩Ａ、津摩Ｂ、津摩Ｃ、津摩Ｄ、治和Ｊ、治和Ｋ、仮

屋、治和Ｌ、治和Ｍ、治和Ｎ、治和Ｏ、日脚イ、郷Ａ、郷Ｂ、郷Ｃ、久代公民館、郷Ｄ、久代Ａ、郷Ｅ、久代町、荒

相Ａ、荒相Ｂ、荒相Ｃ、荒相Ｄ、荒相Ｅ、荒相Ｆ、荒相Ｇ、大津Ａ、大津Ｂ、大垰Ａ、大垰Ｂ、大金町Ａ、大津Ｃ、

大津Ｄ、大津Ｅ、大津Ｆ、下有福Ａ、下有福Ｂ、光現寺、下有福Ｃ、下有福Ｄ、下有福Ｅ、下有福Ｆ、下有福Ｇ、下

有福町Ａ、下有福町Ｂ、下有福Ｈ、大津Ｇ、大津Ｈ、火ノ谷、下有福Ｉ、下有福Ｊ、大金町Ｂ、大金町Ｃ、下有福

Ｋ、大金Ａ、大金Ｂ、姉金Ｌ、姉金Ｋ、姉金Ｉ、姉金Ｊ、姉金Ｈ、姉金Ｇ、姉金Ｆ、姉金Ａ、姉金Ｂ、姉金Ｃ、姉金

Ｄ、姉金Ｅ、大金Ｃ、大金Ｄ、大金Ｅ、大金Ｆ、大金Ｇ、大金Ｈ、大金Ｉ、大金Ｊ、上條Ａ、上條Ｂ、上條Ｃ、上條

Ｄ、上條Ｅ、上條Ｆ、上條Ｇ、上條Ｈ、河原、宇野上条上、宇野、森原Ａ、森原Ｂ、森原Ｃ、河南Ａ、河南Ｂ、河南

Ｃ、宇野南Ａ、宇野南Ｂ、大尾谷Ａ、大尾谷Ｂ、大尾谷Ｃ、大尾谷Ｄ、上條Ｉ、上條Ｊ、三重Ａ、覚永寺、上條Ｋ、

上條Ｌ、上条Ａ、上条Ｂ、上條Ｍ、上條Ｎ、三重Ｂ、三重Ｃ、久畑Ａ、三重Ｄ、三重Ｅ、久畑Ｂ、久畑Ｃ、天神中

Ａ、天神中Ｂ、上府町Ａ、天神下、西口、横路Ａ、横路Ｂ、三宅、伊甘Ａ、藤切谷、伊甘Ｂ、清水、才ヶ峠Ａ、才ヶ

峠Ｂ、才ヶ峠Ｃ、才ヶ峠Ｄ、才ヶ峠Ｅ、才ヶ峠Ｆ、才ヶ峠Ｇ、桜ヶ丘、才ヶ峠Ｈ、才ヶ峠Ｉ、才ヶ峠Ｋ、才ヶ峠Ｊ、

才ヶ峠Ｌ、下府町、川向Ａ、川向Ｂ、上ノ浜Ａ、上ノ浜Ｂ、下ノ浜Ａ、下ノ浜Ｂ、上ノ浜Ｃ、上ノ浜Ｄ、上ノ浜Ｅ、

上ノ浜Ｆ、上ノ浜Ｇ、国分Ａ、唐鐘Ａ、谷田Ａ、国分町Ａ、谷田Ｂ、谷田Ｃ、金蔵寺前、唐鐘Ｂ、唐鐘Ｃ、国分Ｂ、

国分Ｃ、大年神社、国分町Ｂ、天神、上府町Ｂ、国分Ｄ、国分Ｅ、国分Ｈ、国分Ｇ、国分Ｆ、荒相Ｈ、久代Ｂ、国分

Ｉ、久代Ｃ、久代Ｄ、久代大久保Ａ、久代Ｅ、久代Ｆ、久代大久保Ｂ、福井Ｉ、原井Ｍ、原井Ｎ、熱田Ⅰ、福井１、

熱田Ⅱ、熱田町３、熱田町５、原井町11、福井Ｊ、福井Ｋ、熱田町２、熱田町１、小福井１、熱田イ、福井Ｈ、福井

Ｌ、福井Ｇ、石原Ａ、石原Ｅ、石原Ｄ、石原Ｃ、商業高校前、石原団地、石原Ｈ、石原Ｆ、石原Ｇ、長浜Ａ、長浜
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Ｂ、高野Ａ、森脇、長浜３、長浜２、高野Ｄ、高野Ｅ、高野Ｃ、高野Ｂ、和木Ｃ、和木Ｄ、長浜町２、和木Ｅ、長浜

１、和木２、和木１－Ⅰ、福井Ａ、福井Ｂ、福井Ｃ、福井Ｄ、福井Ｅ、福井Ｆ、石原Ｂ、和木Ａ、和木Ｂ、高野Ｆ、

和田上、和田Ａ、穂出町２、穂出町３、内田、中内田、猪伏Ｃ、猪伏Ａ、猪伏Ｂ、猪伏Ｄ、後面Ａ、上内田１、上内

田Ｃ、上内田Ｂ、上内田Ａ、上内田２、内田町１、中内田Ａ、松本１、松本５、松本下、松本、松本上、内村町８、

内村町９、内村町10、一ノ瀬Ｂ、一ノ瀬Ａ、鍋石町３、鍋石Ｐ、鍋石Ｏ、鍋石Ｎ、鍋石Ｉ、鍋石Ｄ、鍋石町１、鍋石

Ａ、井野Ａ、井野町１－Ⅱ、井野Ｅ、井野Ｄ、井野Ｂ、井野Ｃ、櫟田原Ｈ、櫟田原Ｇ、櫟田原Ｅ、櫟田原、櫟田原

Ｆ、櫟田原１、櫟田原Ａ、櫟田原Ｄ、櫟田原Ｃ、櫟田原Ｂ、羽田１、羽田、本郷Ｂ、内村町２－Ⅰ、本郷Ｃ、牛谷、

内村町１－Ⅰ、牛谷Ａ、田橋Ｄ、田橋Ｆ、田橋Ｅ、田橋Ｇ、田橋町２、田橋Ｌ、田橋Ｍ、田橋Ｒ、田橋Ｓ、田橋Ｉ、

田橋Ｈ、田橋Ｊ、田橋Ｋ、田橋Ｎ、田橋Ｐ、田橋Ｏ、横山Ｄ、横山Ｃ、横山Ｅ、横山Ｆ、横山Ｇ、横山Ｈ、田橋Ｑ、

横山Ｌ、横山Ｋ、横山Ｎ、横山Ｊ、横山Ｍ、横山Ｐ、横山Ｓ、横山Ｒ、横山Ｑ、横山Ｏ、横山Ｉ、内村町３－Ⅱ、横

山Ｂ、横山Ａ、横山町１、内村町２－Ⅱ、内村町４、中場上、吉地町１、中内田Ｂ、本郷Ａ、内田町百万騎Ａ、内田

町十文字原Ｃ、内村町十文字原Ｄ、内村町十文字原Ａ、内村町十文字原Ｂ、羽田Ａ、田橋Ａ、田橋Ｂ、田橋Ｃ、横山

Ｔ、横山Ｕ、鍋石Ｂ、鍋石Ｃ、鍋石Ｊ、鍋石Ｅ、鍋石Ｆ、鍋石Ｈ、鍋石Ｇ、鍋石Ｋ、鍋石Ｌ、鍋石Ｍ、鍋石Ｑ、鍋石

Ｒ、内田町２－Ⅲ、井野町１－Ⅰ、吉地町吉地Ａ、西村町大谷Ｃ、西村町10、西村町11、西村町大谷Ｅ、西村町大谷

Ｇ、西村町大谷Ｆ、西村町大谷Ｉ、西村町大谷Ｈ、西村町大谷Ｊ、西村町大谷Ｄ、西村町７、西村町５、西村町３、

力石Ｈ、力石Ｉ、西村町２、力石Ｂ、力石Ｃ、西村町１、西村町大谷Ｂ、西村町大谷Ａ、力石Ｄ、力石Ｆ、力石Ｇ、

西村町13、荒磯谷Ａ、荒磯谷Ｂ、荒磯、荒磯谷Ｃ、荒磯谷Ｄ、荒磯谷Ｅ、荒磯谷Ｆ、荒磯谷Ｇ、荒磯谷Ｈ、荒磯谷

Ｉ、原Ａ、浜口、原Ｂ、折居、折居町２、力石Ａ、力石Ｅ、西村町大谷Ｋ、後生湯Ａ、生湯町Ａ、後生湯Ｂ、後生湯

Ｃ、後生湯Ｄ、後生湯Ｅ、後生湯Ｆ、長沢Ａ、長沢町Ａ、長沢Ｂ、長沢Ｃ、長沢Ｄ、長沢Ｅ、長沢Ｆ、長沢Ｇ、菅原

団地、長沢Ｈ、長沢Ｉ、長沢Ｊ、黒川町、高佐町Ａ、高佐町Ｂ、高佐町Ｃ、高佐町Ｄ、高佐町Ｅ、高佐町Ｆ、高佐

Ｂ、高佐Ａ、高佐町Ｇ、高佐Ｃ、高佐Ｄ、黒川Ａ、潰、高佐Ｅ、黒川Ｂ、河内Ａ、上ヶ山Ｌ、上ヶ山Ｋ、上ヶ山Ｊ、

上ヶ山Ｉ、上ヶ山Ｈ、上ヶ山Ｅ、上ヶ山Ｇ、上ヶ山Ｆ、上ヶ山Ｄ、上ヶ山Ｃ、上ヶ山Ｑ、上ヶ山Ｐ、上ヶ山Ｏ、上ヶ

山Ｎ、上ヶ山Ｍ、上ヶ山Ｂ、上ヶ山Ａ、岡口Ｂ、岡口Ａ、後野町Ａ、後野町Ｂ、岡口Ｃ、岡口Ｆ、岡口Ｅ、岡口Ｄ、

上ヶ山Ｒ、上ヶ山Ｓ、後野Ａ、上ヶ山Ｔ、洗川Ｅ、洗川Ｆ、洗川Ｄ、洗川Ｃ、洗川Ａ、洗川Ｂ、後野Ｂ、後野Ｃ、後

野Ｄ、後野町Ｃ、後野Ｅ、後野Ｆ、後野Ｇ、後野Ｈ、伊南Ａ、伊南Ｂ、後野Ｉ、伊南Ｃ、後野Ｊ、両間Ａ、両間Ｂ、

両間Ｃ、両間Ｅ、両間Ｇ、両間Ｘ、両間Ｈ、両間Ｗ、両間Ｊ、両間Ｉ、両間Ｆ、両間Ｄ、田原Ｐ、田原Ｏ、田原Ｎ、

田原Ｍ、田原Ｌ、田原Ｇ、田原Ｅ、田原Ｆ、田原Ｈ、田原Ｉ、田原Ｊ、田原Ｋ、田原Ｄ、田原Ｃ、田原Ｂ、田原Ａ、

宇津井、小山Ｅ、小山Ｆ、小山Ｃ、小山Ｄ、小山Ｂ、小山Ａ、千谷Ａ、千谷Ｂ、千谷Ｃ、千谷Ｄ、千谷Ｅ、千谷Ｆ、

郷、下郷、上郷Ａ、上郷Ｂ、上郷Ｃ、上郷Ｄ、佐野下Ａ、佐野下Ｂ、佐野下Ｃ、下佐野、佐野下Ｅ、佐野下Ｄ、佐野

町Ａ、佐野町Ｂ、佐野上Ｂ、佐野上Ａ、佐野上Ｃ、佐野上Ｄ、佐野上Ｆ、佐野上Ｇ、佐野町Ｅ、佐野町Ｄ、佐野町

Ｃ、佐野上Ｅ、美田Ａ、美田Ｂ、美田Ｃ、佐野美田、佐野町Ｆ、佐野上Ｈ、両間Ｋ、両間Ｌ、両間Ｍ、両間Ｎ、両間

Ｕ、両間Ｔ、両間Ｓ、両間Ｒ、両間Ｑ、両間Ｏ、両間Ｐ、後野Ｋ、後野Ｌ、後野Ｍ、後野Ｎ、後野Ｏ、後野Ｐ、後野

Ｑ、河内Ｃ、河内Ｂ、河内Ｄ、河内Ｅ、河内Ｆ、河内Ｇ、河内Ｈ、河内町Ａ、河内Ｉ、中筋Ｄ、長見町Ｏ、中筋Ｃ、

長見町Ｉ、中筋Ａ、長見町Ｊ、長見町Ｋ、長見町Ｌ、長見町Ｍ、中筋Ｂ、長見町Ｎ、中筋Ｆ、長見Ｓ、中筋Ｇ、中筋

Ｅ、長見Ｒ、長見Ｑ、長見Ｐ、長見Ｏ、長見Ｔ、長見Ｕ、長見Ｖ、長見Ｗ、長見Ｈ、長見Ｎ、長見Ｍ、長見Ｉ、長見

Ｊ、長見Ｋ、長見Ｌ、長見Ｇ、長見Ｆ、内村町Ａ、内村町Ｂ、長見Ｘ、内村町百万騎Ａ、西岡Ｃ、百万騎Ｂ、十文字

原Ａ、十文字原Ｂ、十文字原Ｃ、十文字原Ｄ、十文字原Ｅ、長見町Ｈ、長見町Ｇ、長見Ｅ、長見町Ｆ、長見Ｄ、長見

町Ｅ、長見Ｃ、長見町Ｐ、長見Ｂ、長見町Ｄ、長見町Ｃ、長見町Ｂ、長見Ａ、長見町Ａ、三階町Ａ、三階町Ｄ、東岡

Ｅ、東岡Ｄ、三階町Ｅ、東岡Ｆ、東岡Ｇ、東岡Ｈ、東岡Ｉ、東岡Ｊ、東岡Ｋ、東岡Ｌ、中東Ａ、中東Ｂ、中東Ｃ、中

東Ｄ、三階町公民館、西岡Ｂ、西岡Ｄ、平床Ｂ、東岡Ｂ、平床Ｃ、西岡Ａ、平床Ａ、東岡Ｃ、東岡Ａ、野地Ｍ、三階

町Ｃ、三階町Ｂ、河内町Ｂ、河内Ｊ、河内Ｋ、河内Ｌ、三宮、相生町Ｄ、相生Ｃ、相生Ｂ、今井迫Ｂ、相生Ａ、相生

町Ｃ、野地Ｄ、三階町Ｈ、三階町Ｉ、三階町Ｊ、野地Ｅ、野地Ｉ、野地Ｊ、野地Ｌ、野地Ｋ、野地Ｈ、野地Ｆ、野地
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Ｇ、野地Ａ、野地Ｂ、三階町Ｇ、野地Ｃ、相生町Ａ、相生町Ｂ、今井迫Ａ、竹迫Ｈ、竹迫Ａ、杉戸Ｃ、杉戸Ｂ、杉戸

Ａ、天満町、竹迫Ｂ、竹迫Ｃ、竹迫Ｄ、竹迫Ｅ、竹迫Ｆ、野原町Ａ、野原町Ｂ、野原Ａ、野原Ｂ、野原Ｃ、野原Ｄ、

野原Ｅ、野原Ｆ、野原Ｇ、野原Ｈ、野原Ｉ、三階町Ｆ、原井Ｊ、原井町Ｅ、原井Ｋ、原井Ｉ、原井Ｈ、原井町Ｄ、笠

柄Ａ、原井Ｇ、原井Ｆ、笠柄Ｂ、熱田、原井Ｃ、原井Ｂ、原井Ａ、青川Ｂ、原井Ｄ、雲雀丘、原井Ｅ、原井町Ｃ、青

川Ａ、原井町Ｂ、原井町Ａ、原井Ｌ、道分山、浅井Ｇ、浅井Ｆ、松原裏、浅井Ｅ、五万堂、浅井Ｃ、浅井Ｄ、浅井

Ｂ、浅井Ａ、長沢Ｋ、長沢町Ｂ、長沢Ｌ、長沢Ｍ、長沢Ｎ、長沢Ｏ、長沢Ｐ、長沢町Ｃ、長沢Ｑ、長沢Ｒ、長沢町

Ｄ、長沢Ｓ、長沢Ｔ、長沢Ｕ、長沢Ｖ、長沢Ｗ、生湯Ａ、ニ反田、長沢町Ｅ、長沢Ｘ、生湯町Ｇ、生湯町Ｈ、外ノ

浦、生湯Ｂ、生湯Ｃ、竹迫Ｇ、生湯Ｄ、生湯Ｅ、前生湯、生湯Ｆ、生湯Ｇ、生湯Ｈ、生湯Ｉ、生湯Ｊ、生湯町Ｆ、生

湯Ｋ、生湯Ｌ、生湯Ｍ、生湯Ｎ、生湯Ｏ、生湯Ｐ、生湯町Ｅ、生湯町Ｄ、生湯Ｑ、生湯Ｒ、生湯Ｓ、生湯Ｔ、生湯町

Ｃ、生湯町Ｂ、生湯Ｕ、生湯Ｖ、生湯Ｗ、生湯Ｘ、生湯Ｙ、生湯町Ｉ、中原、東下久佐Ｂ、東下久佐Ｃ、東下久佐

Ｆ、東下久佐Ｅ、東下久佐Ｄ、東下久佐Ｇ、東下久佐Ｈ、東下久佐Ｉ、久佐郷Ａ、久佐郷Ｂ、久佐郷Ｄ、山根原Ｃ、

山根原Ｄ、新生Ｆ、宇栗Ａ、宇栗Ｂ、宇栗Ｃ、宇栗Ｄ、宇栗Ｇ、宇栗Ｆ、宇栗Ｅ、新生Ｇ、新生Ｅ、新生Ｄ、新生

Ｂ、新生Ｃ、浄光寺谷Ｄ、浄光寺谷Ａ、浄光寺谷Ｂ、浄光寺谷Ｃ、浄光寺谷Ｅ、新生Ａ、小原谷Ｂ、小原谷Ｃ、小原

谷Ｅ、小原谷Ｇ、小原谷Ｌ、小原谷Ｍ、小原谷Ｎ、小原谷Ｆ、小原谷Ｈ、小原谷Ｉ、小原谷Ｊ、小原谷Ｋ、小原谷

Ｄ、小原谷Ａ、山根原Ｂ、山根原Ａ、久佐郷Ｃ、下久佐Ｃ、下久佐Ｂ、下久佐Ａ、東下久佐Ａ、両間Ｖ、下長屋Ｇ、

下長屋Ｆ、下長屋Ｄ、下長屋Ｅ、下長屋Ｃ、下長屋Ｂ、下長屋Ａ、金田Ａ、金田Ｂ、上組Ａ、上組Ｂ、上組Ｊ、上組

Ｈ、上組Ｉ、上組Ｃ、上組Ｄ、上組Ｅ、上組Ｆ、上来原大谷Ｃ、上来原大谷Ｅ、上来原大谷Ｄ、上来原大谷Ｂ、上来

原大谷Ａ、上組Ｇ、上組Ｋ、上組Ｏ、上組Ｎ、上組Ｍ、上組Ｌ、金田Ｃ、金田Ｄ、金田Ｅ、金田Ｆ、金田Ｇ、金田

Ｈ、金田Ｉ、吉留Ａ、吉留Ｂ、吉留Ｃ、吉留Ｄ、吉留Ｉ、吉留Ｅ、吉留Ｆ、吉留Ｇ、吉留Ｈ、金城中学校Ａ、金城中

学校Ｂ、今田Ａ、今田Ｂ、旧雲城中学校、若林Ｄ、新開Ｂ、今田Ｃ、内藤、今田Ｄ、今田Ｅ、吉留Ｊ、今田Ｆ、今田

Ｇ、今田Ｈ、吉田、今田Ｉ、今田Ｊ、今田Ｋ、今田Ｌ、下ノ原Ａ、東Ａ、今田Ｍ、下ノ原Ｆ、東Ｇ、東Ｆ、東Ｅ、東

Ｄ、東Ｃ、東Ｂ、東Ｈ、東Ｊ、東Ｋ、東Ｉ、西Ａ、西Ｂ、上来原、西Ｎ、西Ｐ、西Ｓ、西Ｔ、西Ｒ、西Ｑ、西Ｏ、西

Ｍ、西Ｌ、西Ｋ、西Ｊ、西Ｉ、西Ｈ、西Ｇ、西Ｆ、西Ｅ、西Ｄ、西Ｃ、下ノ原Ｅ、下ノ原Ｄ、下ノ原Ｃ、下ノ原Ｂ、

青原Ｏ、青原Ｐ、青原Ｑ、青原Ｒ、青原Ｓ、青原Ｔ、寺、青原Ｃ、青原Ａ、青原Ｂ、青原Ｄ、青原Ｅ、青原Ｆ、青原

Ｇ、青原Ｈ、青原Ｉ、青原Ｊ、青原Ｋ、青原Ｎ、青原Ｍ、青原Ｌ、伊木Ｒ、伊木Ｑ、伊木Ｐ、伊木Ｏ、伊木Ｍ、伊木

Ｎ、伊木Ｋ、伊木Ｊ、伊木Ｉ、伊木Ｈ、伊木Ｌ、伊木Ｆ、伊木Ｇ、伊木Ａ、伊木Ｂ、伊木Ｃ、伊木Ｄ、伊木Ｅ、若林

Ｂ、若林Ｃ、若林Ｅ、小笹Ｃ、水上谷Ｈ、若林Ａ、水上谷Ｅ、水上谷Ｆ、水上谷Ｇ、水上谷Ｃ、水上谷Ｄ、小笹Ｂ、

元小笹Ｂ、小笹Ａ、水上谷Ｂ、水上谷Ａ、元小笹Ａ、新開Ａ、西Ｕ、元谷Ａ、元谷Ｈ、元谷Ｇ、元谷Ｆ、元谷Ｄ、元

谷Ｅ、二タ村Ｅ、二タ村Ｂ、二タ村Ａ、二タ村Ｃ、二タ村Ｄ、二タ村Ｈ、二タ村Ｊ、二タ村Ｉ、二タ村Ｇ、二タ村

Ｆ、皆合Ｄ、皆合Ｃ、皆合Ｂ、皆合Ａ、皆合Ｅ、小瀬原Ａ、小瀬原Ｂ、小瀬原Ｃ、久佐川Ｅ、久佐川Ｄ、久佐川Ｃ、

久佐川Ａ、久佐川Ｂ、久佐川Ｆ、上長屋Ａ、上長屋Ｂ、上長屋Ｆ、上長屋Ｈ、上長屋Ｇ、上長屋Ｃ、上長屋Ｄ、上長

屋Ｅ、上長屋Ｉ、上長屋Ｊ、上長屋Ｋ、五十石、今福小学校、岩塚Ｄ、岩塚Ｃ、岩塚Ｂ、岩塚Ａ、旧今福中学校、小

松木Ｆ、小松木Ｄ、小松木Ｅ、小松木Ｃ、小松木Ｂ、小松木Ａ、元谷Ｋ、元谷Ｊ、元谷Ｉ、元谷Ｃ、元谷Ｂ、久佐川

Ｇ、植松Ａ、植松Ｂ、植松Ｃ、植松Ｄ、植松Ｅ、植松Ｇ、植松Ｆ、福原Ａ、福原Ｂ、福原Ｄ、福原Ｃ、森下、福原

Ｆ、福原Ｅ、大元Ｋ、大元Ｊ、大元Ｉ、大元Ｅ、大元Ａ、大元Ｂ、大元Ｃ、大元Ｄ、大元Ｌ、大元Ｆ、大元Ｇ、大元

Ｈ、大元Ｍ、追原郷Ａ、美又Ａ、美又Ｂ、美又Ｃ、越沢Ｊ、越沢Ｉ、越沢Ｈ、越沢Ｇ、越沢Ｆ、越沢Ｄ、越沢Ｅ、越

沢Ｃ、越沢Ｂ、越沢Ａ、入野Ｄ、入野Ｃ、入野Ｂ、入野Ａ、乙明Ｄ、乙明Ｃ、乙明Ｂ、乙明Ａ、宇津井入野Ａ、宇津

井入野Ｂ、追原郷Ｂ、美又小学校、新原Ｇ、新原Ｆ、新原Ｅ、新原Ｄ、新原Ｃ、新原Ｂ、新原Ａ、植松Ｉ、植松Ｈ、

大元Ｎ、大元Ｏ、大元Ｐ、乙明Ｅ、深笹上Ａ、深笹上Ｂ、深笹上Ｃ、深笹上Ｄ、深笹下Ａ、深笹下Ｃ、後山Ｆ、深笹

下Ｂ、三栄Ｊ、三栄Ｉ、三栄Ｈ、三栄Ｆ、三栄Ｅ、三栄Ｃ、三栄Ａ、三栄Ｂ、三栄Ｎ、三栄Ｏ、三栄Ｐ、三栄Ｍ、弋

手原Ａ、弋手原Ｂ、竹岡、東谷下、東谷上、長田郷Ｆ、長田郷Ｅ、登り谷Ｄ、登り谷Ｃ、登り谷Ｂ、登り谷Ａ、長

田、大井谷Ｃ、大井谷Ｄ、大井谷Ｂ、大井谷Ａ、長田郷Ｄ、長田郷Ｃ、長田郷Ｂ、長田郷Ａ、新井屋原Ａ、新井屋原
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Ｂ、西谷上Ａ、西谷上Ｂ、西谷上Ｃ、西谷上Ｅ、若生Ａ、若生Ｂ、若生Ｃ、若生Ｅ、若生Ｆ、若生Ｈ、若生Ｊ、若生

Ｉ、若生Ｇ、若生Ｄ、西谷上Ｄ、馬場Ｆ、亀谷原、新井屋原Ｃ、馬場Ｃ、馬場Ｅ、馬場Ｄ、馬場Ｂ、馬場Ａ、菅沢

Ａ、菅沢Ｂ、三栄Ｌ、三栄Ｋ、後山Ｅ、後山Ｄ、後山Ｃ、後山Ｂ、後山Ａ、柚根Ｂ、柚根Ｃ、柚根Ａ、柚根Ｄ、柚根

Ｅ、柚根Ｆ、柚根Ｇ、柚根Ｈ、柚根Ｉ、柚根Ｊ、徳田上Ａ、徳田上Ｂ、徳田中Ｄ、徳田中Ｂ、徳田中Ｃ、徳田中Ａ、

徳田下Ａ、徳田下Ｂ、小国郷Ａ、小国郷Ｂ、小国郷Ｃ、小国郷Ｉ、小国郷Ｈ、小国郷Ｇ、小国郷Ｆ、小国郷Ｅ、小国

郷Ｄ、田ノ原Ａ、田ノ原Ｂ、田ノ原Ｃ、田ノ原Ｄ、田ノ原Ｅ、田ノ原Ｆ、柚根Ｋ、下本郷Ａ、下本郷Ｂ、下本郷Ｃ、

下本郷Ｄ、中本郷Ａ、中本郷Ｂ、戸川Ａ、戸川Ｂ、戸川Ｃ、戸川Ｄ、戸川Ｅ、戸川Ｆ、新屋、戸川Ｇ、朝日Ａ、朝日

Ｂ、朝日Ｃ、朝日Ｄ、朝日Ｅ、朝日Ｆ、中本郷Ｃ、中本郷Ｄ、中本郷Ｅ、上本郷Ａ、上本郷Ｂ、上本郷Ｃ、上本郷

Ｄ、上本郷Ｅ、上本郷Ｆ、上本郷Ｇ、中本郷Ｆ、中本郷Ｇ、朝日Ｇ、玉枝１、下重富Ａ、下重富Ｂ、下重富Ｃ、下重

富Ｄ、上重富Ａ、下重富Ｅ、上和田Ａ、上和田Ｂ、下重富Ｆ、下重富Ｇ、上重富Ｂ、上重富Ｃ、上重富Ｄ、上重富

Ｅ、上重富Ｆ、上重富Ｇ、上重富Ｈ、上重富Ｉ、上重富Ｊ、上重富Ｋ、上重富Ｌ、柏尾谷Ａ、柏尾谷Ｂ、柏尾谷Ｃ、

大石谷Ａ、大石谷Ｂ、大石谷Ｃ、大石谷Ｄ、上和田Ｃ、上和田Ｄ、西川、上和田Ｅ、上和田Ｆ、天津谷Ａ、天津谷

Ｂ、天津谷Ｃ、天津谷Ｄ、下和田Ａ、下和田Ｂ、下和田Ｃ、下和田Ｄ、下和田Ｅ、下和田Ｆ、天津谷Ｅ、天津谷Ｆ、

下和田Ｇ、栄Ｊ、栄Ｋ、上重富１、下和田３、都川１Ａ、下赤谷Ａ、岩畳Ａ、岩畳Ｂ、岩畳Ｃ、都川１Ｂ、岩畳Ｄ、

都川１Ｃ、都川１Ｄ、下赤谷Ｃ、畑喰谷Ｂ、畑喰谷Ｃ、畑喰谷Ｅ、畑喰谷Ｆ、畑喰谷Ｇ、都川２、畑喰谷Ｈ、畑田原

Ａ、畑田原Ｂ、畑田原Ｃ、谷Ａ、谷Ｂ、谷Ｃ、都川７、谷Ｄ、谷Ｅ、上来尾Ａ、谷上Ａ、都川６Ａ、都川６Ｂ、足尾

Ａ、足尾Ｂ、足尾Ｃ、都川５、都川五区Ａ、都川五区Ｂ、都川五区Ｃ、都川五区Ｄ、都川五区Ｅ、都川五区Ｆ、都川

五区Ｇ、柏間屋、都川四区Ａ、都川４Ａ、河内屋、都川４Ｂ、薬師寺、都川４Ｃ、戸地谷、都川四区Ｂ、都川四区

Ｃ、都川４Ｄ、都川４Ｅ、都川３、都川三区、畑田原Ｄ、畑田原Ｅ、下赤谷Ｄ、下赤谷Ｅ、下赤谷Ｆ、宮ノ地、中

郷、貝崎Ａ、向井、中郡Ａ、中郡Ｂ、早水Ａ、早水Ｂ、内ヶ原Ａ、市の瀬Ａ、市の瀬Ｂ、貝崎Ｂ、貝崎Ｃ、早水Ｃ、

早水Ｄ、貝崎Ｄ、内ヶ原Ｂ、内ヶ原Ｃ、内ヶ原Ｄ、早水Ｅ、内ヶ原Ｅ、平松Ａ、上来尾Ｂ、上来尾Ｃ、上来尾Ｄ、来

尾、中来尾Ｃ、中来尾Ｄ、中来尾Ｅ、中来尾Ｆ、中来尾Ｇ、中来尾Ｈ、中来尾Ｉ、中来尾Ｊ、平松Ｂ、十通りＡ、平

松Ｃ、十通りＢ、十通りＣ、十通りＤ、十通りＥ、貝崎Ｅ、中倉Ａ、貝崎Ｆ、中倉Ｂ、森田、越木下Ａ、越木下Ｂ、

市木小学校、越木下Ｃ、市木２、市の瀬１、高杉谷、岩地谷Ａ、岩地谷Ｂ、岩地谷Ｃ、岩地谷Ｄ、岩地谷Ｅ、岩地谷

Ｆ、岩地谷Ｇ、栄Ａ、栄Ｂ、栄Ｃ、栄Ｄ、岩地谷Ｈ、栄Ｅ、栄Ｆ、柳Ａ、栄Ｇ、栄Ｈ、栄Ｉ、岩地谷Ｉ、柳Ｂ、小場

田Ａ、御神本Ａ、柳上、下城Ａ、柳Ｃ、福屋Ａ、下城Ｂ、福屋Ｂ、旭ケ丘、小谷城Ａ、加古屋Ａ、加古屋Ｂ、加古屋

Ｃ、加古屋Ｄ、加古屋Ｅ、神代屋Ａ、神代屋Ｂ、森谷Ａ、森谷Ｂ、神代屋Ｃ、神代屋Ｇ、神代屋Ｄ、神代屋Ｅ、神代

屋Ｆ、草野谷Ａ、草野谷Ｂ、草野谷Ｃ、草野谷Ｄ、草野谷Ｅ、草野谷Ｆ、草野谷Ｇ、日南Ａ、日南Ｂ、日南Ｃ、日南

Ｄ、日南Ｅ、日南Ｆ、日南Ｇ、四ノ戸Ａ、四ノ戸Ｂ、四ノ戸Ｃ、四ノ戸Ｄ、四ノ戸Ｅ、四ノ戸Ｆ、四ノ戸Ｇ、八ツ木

Ａ、八ツ木Ｂ、八ツ木Ｃ、八ツ木Ｄ、上の谷Ａ、上の谷Ｂ、上の谷Ｃ、四ノ戸Ｈ、上の谷Ｄ、上の谷Ｅ、上の谷Ｆ、

上の谷Ｇ、上の谷Ｈ、上の谷Ｉ、上の谷Ｊ、上の谷Ｋ、日南Ｈ、日南Ｉ、草野谷Ｈ、草野谷Ｉ、草野谷Ｊ、森谷Ｃ、

森谷Ｄ、四ノ戸２、森谷Ｅ、森谷Ｆ、森谷Ｇ、森谷Ｈ、森谷Ｉ、森谷Ｌ、小谷城Ｂ、小谷城Ｃ、小谷城Ｄ、小谷城

Ｅ、森谷Ｊ、小場田Ｂ、小場田Ｃ、小場田Ｄ、御神本Ｂ、小場田Ｅ、御神本Ｃ、御神本Ｄ、御神本Ｅ、御神本Ｆ、御

神本Ｇ、御神本Ｈ、御神本Ｉ、上城Ａ、上城Ｂ、丸原町Ａ、上城Ｃ、寺廻Ａ、寺廻Ｂ、寺廻Ｃ、寺廻Ｄ、丸原町Ｂ、

後谷Ａ、後谷Ｂ、後谷Ｃ、後谷Ｄ、後谷Ｅ、後谷Ｆ、後谷Ｇ、森谷１、御神本６、日南６、丸原Ａ、丸原Ｂ、山ノ内

下Ａ、山ノ内下Ｂ、山ノ内下Ｃ、山ノ内下Ｄ、山ノ内下Ｅ、山ノ内下Ｆ、山ノ内下Ｇ、山ノ内上Ａ、山ノ内上Ｂ、山

ノ内上Ｃ、山ノ内上Ｄ、山ノ内上Ｅ、山ノ内上Ｆ、山ノ内上Ｇ、木田２下Ａ、木田４Ａ、木田４Ｂ、木田２下Ｂ、木

田２上、木田１Ａ、木田１Ｂ、木田１Ｃ、木田一区１、木田４Ｃ、木田４Ｄ、木田４Ｅ、木田３Ａ、木田３Ｂ、木田

３Ｃ、木田三区１、木田３Ｄ、木田４Ｆ、木田４Ｇ、木田四区１、木田４Ｈ、木田３Ｅ、木田３Ｆ、木田３Ｇ、木田

５Ａ、木田５Ｂ、木田５Ｃ、木田５Ｄ、白角Ａ、白角Ｂ、白角Ｃ、木田６Ａ、木田６Ｂ、木田６Ｃ、白角Ｄ、白角

Ｅ、木田７Ａ、木田７Ｂ、木田７Ｃ、木田８Ａ、木田７Ｄ、木田８Ｂ、白角Ｆ、白角Ｇ、小坂Ａ、小坂Ｂ、門田Ａ、

小坂畑Ａ、小坂Ｃ、小坂畑Ｂ、小坂畑Ｃ、小坂Ｄ、小坂Ｅ、小坂Ｆ、日高Ａ、小坂Ｉ、小坂Ｊ、西河内Ａ、日高Ｂ、
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日高Ｃ、日高Ｄ、日高Ｅ、日高Ｆ、日高Ｇ、日高Ｈ、日高Ｉ、日高Ｊ、西河内Ｂ、西河内Ｃ、西河内Ｄ、寺組Ａ、日

高Ｋ、門田Ｂ、門田Ｃ、門田Ｄ、門田Ｅ、門田Ｆ、門田Ｇ、門田Ｈ、門田Ｉ、門田Ｊ、門田Ｋ、門田Ｌ、日高Ｌ、高

内、寺組Ｂ、寺組Ｃ、寺組Ｄ、寺組Ｅ、宮組Ａ、宮組Ｂ、宮組Ｃ、本郷下Ａ、本郷下Ｂ、本郷下Ｃ、本郷下Ｄ、本郷

下Ｅ、本郷下Ｆ、本郷下Ｇ、本郷下Ｈ、三里Ａ、小角Ａ、小角Ｂ、小角Ｃ、三里Ｂ、三里Ｃ、横谷Ａ、横谷Ｂ、三里

Ｄ、三里Ｅ、三里Ｆ、横谷Ｃ、横谷Ｄ、三里Ｇ、横谷Ｅ、横谷Ｆ、三里Ｈ、三里Ｉ、三里Ｊ、三里Ｋ、横谷Ｇ、程原

上Ａ、程原上Ｂ、程原上Ｃ、程原上Ｄ、程原上Ｅ、程原下Ａ、程原下Ｃ、程原下Ｅ、程原下Ｆ、小角Ｄ、大坪Ａ、大

坪Ｃ、大坪Ｄ、大坪Ｅ、大坪Ｆ、大坪Ｇ、大坪Ｈ、大坪Ｉ、稲代Ａ、大坪Ｊ、大坪Ｋ、大坪Ｌ、稲代Ｂ、稲代Ｃ、稲

代Ｄ、稲代Ｅ、稲代Ｆ、稲代Ｇ、稲代Ｈ、稲代Ｉ、稲代Ｊ、稲代Ｋ、稲代Ｌ、稲代Ｍ、稲代Ｎ、六歩谷Ａ、六歩谷

Ｂ、六歩谷Ｃ、六歩谷Ｄ、六歩谷Ｅ、六歩谷Ｆ、六歩谷Ｇ、六歩谷Ｈ、六歩谷Ｉ、六歩谷Ｊ、金岡Ａ、金岡Ｂ、金岡

Ｃ、金岡Ｄ、金岡Ｅ、高坂谷Ａ、栃木Ａ、高坂谷Ｂ、高坂谷Ｃ、栃木Ｂ、栃木Ｃ、高坂谷Ｄ、高坂谷Ｅ、金岡Ｆ、西

河内Ｅ、金岡Ｇ、金岡Ｈ、西河内Ｆ、西河内Ｇ、西河内Ｈ、小坂Ｋ、小坂Ｌ、高坂谷Ｆ、高坂谷Ｇ、山賀Ａ、山賀

Ｂ、高坂谷Ｈ、高坂谷Ｉ、栃木Ｄ、栃木Ｅ、小坂集会所、小坂Ｍ、日高Ｍ、西河内Ｉ、西河内Ｊ、野坂上Ａ、野坂上

Ｂ、野坂上Ｃ、野坂下Ａ、野坂下Ｂ、野坂下Ｃ、野坂下Ｄ、野坂下Ｅ、野坂下Ｆ、大斉Ａ、大斉Ｂ、大斉Ｃ、塚の元

Ａ、塚の元Ｂ、塚の元Ｃ、塚の元Ｄ、塚の元Ｅ、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、下谷Ｄ、下谷Ｅ、下谷Ｆ、下谷Ｇ、下谷

Ｈ、仲三Ａ、小熊Ａ、小熊Ｂ、下田野原、下田野原Ｂ、下田野原Ｃ、下田野原Ｄ、上田野原Ａ、上田野原Ｂ、上田野

原Ｃ、上田野原Ｄ、上田野原Ｅ、上田野原Ｆ、熊ノ山Ａ、熊ノ山Ｂ、熊ノ山Ｃ、熊ノ山Ｄ、熊ノ山Ｅ、仲三Ｂ、仲三

Ｃ、仲三Ｄ、谷仲三Ａ、谷仲三Ｂ、仲三Ｅ、仲三Ｆ、仲三Ｇ、仲三Ｈ、仲三Ｉ、仲三Ｊ、仲三Ｋ、仲三Ｌ、仲三Ｍ、

仲三Ｎ、仲三Ｏ、仲三Ｐ、仲三Ｒ、仲三Ｑ、西ノ郷Ｂ、西ノ郷Ｃ、西ノ郷Ｄ、西ノ郷Ｅ、西ノ郷Ｆ、大斉Ｄ、大斉

Ｅ、大斉Ｆ、西ノ郷Ｇ、西ノ郷Ｈ、西ノ郷Ｉ、西ノ郷Ｊ、大斉Ｇ、野坂下Ｇ、野坂下Ｈ、野坂１、野坂下Ｉ、野坂上

Ｄ、野坂下Ｊ、野坂上Ｅ、野坂上Ｆ、野坂上Ｇ、野坂上Ｈ、小熊Ｅ、周布地Ａ、周布地Ｂ、周布地Ｃ、周布地Ｄ、周

布地Ｅ、周布地Ｆ、周布地Ｇ、周布地Ｈ、周布地Ｉ、周布地Ｊ、井野大谷Ａ、井野大谷Ｂ、井野大谷Ｃ、井野大谷

Ｄ、井野大谷Ｅ、井野大谷Ｆ、井野大谷Ｇ、井野大谷Ｈ、井野大谷Ｉ、井野大谷Ｊ、石浦Ａ、石浦Ｂ、石浦Ｃ、石浦

Ｄ、石浦Ｅ、石浦Ｆ、石浦Ｇ、石浦Ｈ、市場Ａ、井野小学校、市場Ｂ、石浦Ｉ、市場Ｃ、市場Ｄ、久根郷Ａ、久根郷

Ｂ、久根郷Ｃ、久根郷Ｄ、大口Ａ、久根郷Ｆ、大口Ｃ、大口Ｄ、上小原Ａ、上小原Ｂ、上小原Ｃ、上小原Ｅ、上小原

Ｄ、上小原Ｆ、徳泉寺、徳泉寺浴Ａ、徳泉寺浴Ｂ、下小原Ａ、下小原Ｂ、下小原Ｃ、下小原Ｅ、下小原Ｆ、下小原

Ｇ、下室谷Ａ、下室谷Ｂ、下室谷Ｃ、下室谷Ｄ、下室谷Ｅ、下室谷Ｆ、下室谷Ｇ、下室谷Ｈ、下室谷Ｉ、鞍掛Ａ、鞍

掛Ｂ、鞍掛Ｃ、鞍掛Ｄ、上室谷Ａ、上室谷Ｂ、上室谷Ｃ、上室谷Ｄ、上室谷Ｅ、上室谷Ｆ、諸谷Ａ、諸谷Ｂ、上今明

Ａ、上今明Ｂ、上今明Ｃ、上今明Ｄ、下小原Ｈ、下小原Ｉ、下小原Ｊ、下小原Ｋ、上今明Ｅ、上今明Ｆ、東下今明

Ａ、市場Ｆ、市場Ｇ、市場Ｈ、東下今明Ｃ、東下今明Ｄ、東下今明Ｅ、東下今明Ｆ、東下今明Ｇ、東下今明Ｈ、東下

今明Ｉ、東下今明Ｊ、東下今明Ｋ、東下今明Ｌ、東下今明Ｍ、西下今明Ａ、西下今明Ｂ、西下今明Ｃ、東下今明Ｎ、

西下今明Ｅ、西下今明Ｆ、西下今明Ｇ、下芦谷Ａ、下芦谷Ｂ、下芦谷Ｃ、本谷、東中芦谷Ａ、東中芦谷Ｂ、東中芦谷

Ｃ、東中芦谷Ｄ、芦谷西中芦谷Ａ、芦谷西中芦谷Ｂ、芦谷西中芦谷Ｃ、芦谷西中芦谷Ｄ、竜雲寺峠、上今明Ｇ、周布

地Ｋ、周布地Ｌ、下室谷Ｊ、東下今明Ｏ、東下今明Ｐ、市場Ｉ、市場Ｊ、市場Ｋ、市場Ｌ、市場Ｍ、市場Ｎ、井野大

谷Ｋ、井野大谷Ｌ、井野大谷Ｍ、井野大谷Ｎ、市場Ｏ、井野大谷Ｏ、井野大谷Ｐ、井野大谷Ｑ、下芦谷Ｄ、下小原

Ｌ、下小原Ｍ、大口Ｇ、下小原Ｎ、下小原Ｏ、大口Ｅ、大口Ｆ、下小原10、久根郷４、東下今明３、黒沢一区Ａ、黒

沢一区Ｂ、黒沢一区Ｃ、黒沢一区Ｄ、黒沢一区Ｅ、黒沢一区Ｇ、黒沢一区Ｈ、黒沢一区Ｉ、黒沢二区Ｊ、黒沢二区

Ｋ、黒沢二区Ｅ、黒沢二区Ｃ、黒沢二区Ｄ、黒沢二区Ｇ、黒沢二区Ｌ、黒沢二区Ｈ、黒沢二区Ｉ、黒沢二区Ｍ、黒沢

二区Ｎ、黒沢二区Ｏ、上古和Ａ、上古和Ｂ、上古和Ｃ、上古和Ｄ、上古和Ｅ、上古和Ｆ、下古和Ａ、下古和Ｂ、下古

和七区Ａ、下古和七区Ｂ、下古和七区Ｃ、下古和七区Ｄ、下古和七区Ｅ、下古和七区Ｆ、下古和七区Ｇ、下古和六区

Ａ、下古和六区Ｂ、下古和五区Ｃ、下古和六区Ｃ、下古和五区Ｂ、下古和五区Ａ、下小原Ｐ、下小原Ｑ、井川Ａ、井

川Ｂ、井川Ｃ、井川Ｄ、井川Ｅ、井川Ｇ、井川Ｈ、井川Ｉ、井川Ｊ、井川Ｋ、下古和五区Ｄ、黒沢二区Ｆ、黒沢二区

Ｂ、黒沢二区Ａ、下古和七区Ｈ、黒沢一区Ｆ、黒沢一区Ｊ、下古和五区Ｅ、矢原Ｅ、矢原郷Ａ、矢原郷Ｂ、矢原郷
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Ｃ、矢原郷Ｄ、矢原郷Ｅ、矢原郷Ｆ、矢原郷Ｇ、矢原郷Ｈ、矢原郷Ｉ、矢原郷Ｊ、梅ノ木原Ａ、梅ノ木原Ｂ、梅ノ木

原Ｃ、大辻Ａ、大辻Ｂ、松柄Ａ、松柄Ｂ、松柄Ｃ、松柄Ｄ、大辻Ｃ、上小原Ｆ、黒沢一区Ｋ、下小原Ｄ、井川Ｌ、下

古和七区５、笠Ａ、森溝上Ｃ、森溝上Ｄ、森溝上Ｅ、森溝上Ｆ、森溝上Ｇ、森溝上Ｈ、森溝下Ａ、森溝下Ｂ、岡崎、

森溝下Ｃ、森溝下Ｄ、小野Ａ、小野Ｂ、小野Ｃ、小野Ｄ、小野Ｅ、三隅西中芦谷Ａ、三隅西中芦谷Ｂ、三隅Ａ、三隅

Ｂ、三隅Ｃ、用田橋Ａ、用田橋Ｂ、用田橋Ｃ、用田橋Ｄ、用田橋Ｅ、用田橋Ｆ、下河内Ａ、下河内Ｂ、下河内Ｃ、下

河内Ｄ、下河内Ｅ、下河内Ｆ、下河内Ｇ、上河内Ａ、上河内Ｂ、上河内Ｃ、上河内Ｄ、西方寺原Ａ、西方寺原Ｂ、南

薫堂、日野原Ａ、日野原Ｂ、日野原Ｃ、日野原Ｄ、日野原Ｅ、日野原Ｆ、向野田田原Ａ、向野田田原Ｂ、向野田田原

Ｃ、向野田田原Ｄ、海老谷Ｌ、海老谷Ｍ、海老谷Ｂ、海老谷Ｃ、海老谷Ｄ、海老谷Ｅ、向野田郷Ａ、向野田郷Ｂ、長

柄、鹿子谷Ｇ、鹿子谷Ｈ、鹿子谷Ｂ、鹿子谷Ｃ、鹿子谷Ｄ、鹿子谷Ｅ、鹿子谷Ｆ、畑Ａ、畑Ｂ、畑Ｃ、森溝上Ａ、向

野田Ｄ、海老谷Ａ、海老谷Ｎ、海老谷Ｆ、滝見Ａ、海老谷Ｇ、海老谷Ｈ、海老谷Ｉ、海老谷Ｊ、海老谷Ｋ、海老谷

Ｏ、森溝上Ｆ、向野田Ｅ、福浦東Ａ、福浦東Ｂ、福浦Ａ、福浦西、福浦西三区、西河内谷Ａ、西河内谷Ｂ、西河内谷

Ｃ、福浦Ｂ、福浦Ｃ、福浦Ｄ、福浦Ｅ、三保三隅駅前、細田、晴海台、福浦Ｆ、福浦Ｇ、八曽Ａ、八曽Ｂ、田の浦

Ａ、田の浦Ｂ、湊浦Ｂ、湊浦Ａ、上古市Ａ、上古市Ｂ、上古市Ｃ、古市場Ａ、古市場Ｂ、古市場Ｃ、古市場中組Ａ、

古市場中組Ｂ、古市場中組Ｃ、古市場中組Ｄ、古市場中組Ｅ、古市場中組Ｆ、古市場Ｄ、古市場中組Ｇ、門殿Ａ、門

殿Ｂ、門殿Ｃ、門殿Ｄ、下古市、古市場Ｅ、古湊西、礼光寺、古湊Ａ、古湊Ｂ、西河内谷Ｄ、八曽Ｃ、八曽Ｄ、古市

場中組Ｈ、古市場中組Ｉ、松原Ａ、松原Ｂ、松原Ｃ、中山東Ａ、中山西Ｅ、中山西Ｆ、中山西Ｇ、須津東、須津二

区、須津一区、須津Ａ、岡見駅、須津Ｂ、青浦Ａ、青浦Ｃ、板ヶ峠Ａ、板ヶ峠Ｂ、板ヶ峠Ｃ、栃ノ木Ａ、栃ノ木Ｂ、

栃ノ木Ｃ、栃ノ木Ｅ、床並Ａ、床並Ｃ、床並Ｄ、床並Ｅ、床並Ｇ、床並Ｈ、床並Ｉ、岡見郷Ａ、岡見郷Ｂ、岡見郷

Ｃ、中山西Ｄ、中山西Ｃ、中山西Ｂ、中山西Ａ、宮ヶ迫Ａ、宮ヶ迫Ｂ、西ノ谷東Ａ、西ノ谷東Ｂ、西ノ谷東Ｃ、西ノ

谷Ｂ、西ノ谷Ｃ、西ノ谷Ｄ、西ノ谷Ｅ、西ノ谷Ｆ、西ノ谷Ｇ、西ノ谷Ｈ、西ノ谷Ｉ、床並Ｂ、須津Ｃ、中山東Ｂ、松

原Ｄ、岡見団地Ａ、岡見団地Ｂ、岡見団地Ｃ、岡見団地Ｄ、岡見団地Ｅ、板ヶ峠Ｄ、板ヶ峠Ｅ、西ノ谷Ａ、吉浦Ｂ、

吉浦Ｄ、吉浦Ａ、吉浦Ｃ、吉浦Ｅ、吉浦Ｆ、白砂Ａ、東平原上Ａ、東平原上Ｂ、東平原上Ｃ、東平原下Ｂ、東平原下

Ｄ、東平原下Ｃ、東平原下Ａ、今浦Ｃ、今浦Ａ、今浦Ｄ、今浦Ｇ、今浦Ｅ、今浦Ｆ、今浦Ｂ、今浦Ｈ、今浦Ｉ、今浦

Ｋ、今浦Ｊ、白砂Ｂ、西河内谷Ｅ、西河内谷Ｆ、東平原上Ｄ、東平原下Ｆ、東平原下Ｅ、今浦Ｌ、今浦Ｍ

 土石流

外の浦谷Ｅ、外の浦谷Ｃ、外の浦谷Ｂ、外ノ浦町Ａ、外の浦谷Ａ、外の浦谷Ｄ、外ノ浦町Ｃ、外ノ浦町Ｂ、祇園

谷、城山川、上今宮谷、清水山谷、高尾谷、港町Ａ、港町Ｂ、外の浦谷Ｇ、外の浦谷Ｆ、港町Ｃ、日脚谷Ｂ、日脚

Ｄ、日脚町、日脚Ｃ、日脚Ｂ、日脚Ａ、熱田谷、日脚谷Ａ、日脚町周布川、周布、周布町周布川Ａ、鳶巣谷、穂出町

周布川Ａ、古池川、吉地町周布川、吉地谷、迷ヶ辻川、治和町周布川Ｄ、治和町周布川Ｂ、治和町周布川Ａ、治和町

周布川Ｃ、新市谷川、治和Ａ、治和Ｂ、治和町周布川Ｅ、久代Ｅ、久代川Ｉ、市楽川、久代Ｄ、久代Ｃ、久代川Ｈ、

久代川Ｇ、久代川Ｆ、久代Ｂ、久代Ａ、防仲谷川、久代川Ｃ、久代川Ｅ、荒相、久代川Ｄ、上の木橋川、久代川Ａ、

久代川Ｂ、木晩谷川、大金Ａ、大金Ｂ、大金Ｃ、下有福Ｃ、下有福Ｂ、下有福Ａ、敬川Ｂ、敬川Ａ、大津Ｂ、敬川

Ｃ、大津Ａ、火ノ谷川、下府川Ａ、宇野Ａ、大明神川Ｂ、大明神川Ａ、宇野Ｂ、下府川Ｂ、上迫川、中迫川、下迫

川、下府川Ｅ、大尾谷Ｂ、大尾谷Ａ、下府川Ｃ、河南Ａ、下府川Ｄ、河南Ｂ、秋田、秋田川Ａ、秋田川Ｂ、秋田川

Ｃ、秋田川Ｄ、下府川Ｆ、下府川Ｇ、下府川Ｈ、下府川Ｉ、下府川Ｊ、堂道、下府川Ｋ、下府川Ｎ、下府Ｃ、下府

Ｄ、下府川Ｏ、下府Ｅ、下府川Ｐ、藤切谷川、下府Ｆ、下府川Ｑ、下府Ｉ、日免川、下府Ｌ、才ヶ峠、才ヶ峠川Ｄ、

才ヶ峠川Ｃ、才ヶ峠川Ｂ、才ヶ峠川Ａ、下府Ｊ、下府Ｋ、下府町、上府町Ａ、上府町Ｂ、下府川Ｌ、下府川Ｍ、下府

Ａ、久畑谷川Ａ、久畑谷川Ｂ、久畑谷川Ｃ、下府Ｂ、天神谷川Ａ、天神谷川Ｂ、恩地、天神Ｂ、天神Ａ、天神川Ａ、

天神川Ｂ、天神Ｃ、半場川、下府川Ｒ、下府Ｇ、下府Ｈ、下府川Ｓ、国分Ａ、国分Ｂ、国分Ｃ、国分Ｄ、国分Ｅ、国

分Ｆ、金周布川、熱田谷Ａ、熱田谷Ｂ、熱田Ａ、福井川Ａ、原井Ａ、福井川、熱田Ｂ、熱田Ｃ、訂心寺川、長浜Ｂ、

日脚Ｅ、城ヶ平谷、江川Ａ、城ヶ平、下和木谷、東和木谷、西和木谷、内田川Ｂ、内田川Ａ、内田川Ｃ、内田Ａ、髻

谷川Ａ、内田Ｂ、坂辻山谷、髻谷川Ｂ、松本下谷、松本谷川Ａ、松本谷川Ｂ、周布川Ｂ、本郷Ａ、内村Ａ、周布川
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Ｅ、本郷南谷、周布川Ｃ、周布川Ｄ、牛谷川Ｇ、牛谷川Ｆ、周布川Ａ、牛谷川Ｅ、牛谷川Ｄ、牛谷川Ｃ、牛谷川Ｂ、

田橋Ａ、牛谷川Ａ、鍋石川Ｅ、鍋石川Ｄ、鍋石川Ｃ、足立川、鍋石川Ｂ、鍋石川Ａ、井野Ａ、檪田原川Ａ、檪田原川

Ｂ、檪田原川Ｃ、田橋Ｂ、蛇の谷川Ａ、蛇の谷川Ｂ、原田谷、横山川上谷Ｂ、横山川上谷Ａ、横山川Ａ、牛谷川Ｈ、

横山川Ｂ、米ヶ辻南谷、牛谷川Ｉ、横山川Ｃ、横山川Ｄ、牛谷川Ｊ、牛谷川Ｌ、牛谷川Ｋ、牛谷川Ｍ、中場谷川、穂

出Ｂ、周布町周布川Ｂ、穂出Ａ、穂出町周布川Ｃ、穂出町周布川Ｂ、力石Ａ、大谷Ａ、力石Ｂ、大谷Ｂ、青川Ｈ、力

石Ｃ、青川Ｇ、青川Ｆ、青川Ｅ、力石Ｄ、力石Ｅ、青川Ｄ、青川Ｃ、青川Ｂ、陳野尾川、青川Ａ、荒磯川Ｂ、荒磯川

Ａ、掛田川Ａ、原川、掛田川Ｂ、荒磯谷Ｂ、荒磯谷Ａ、原川前谷、原Ａ、西村町折居川、折居町折居川Ａ、夏井川、

夏井比谷、折居Ａ、折居町折居川Ｂ、生湯Ｋ、生湯Ｆ、生湯Ｇ、生湯Ｈ、生湯Ｉ、生湯Ｊ、生湯町下府川Ａ、多陀寺

川、生湯町下府川Ｂ、生湯町才ヶ峠川Ｃ、生湯町才ヶ峠川Ａ、生湯町才ヶ峠川Ｂ、支川地獄川Ａ、支川地獄川Ｂ、原

金谷川、長沢Ａ、長沢Ｂ、名古田谷、高佐川Ａ、高佐川Ｂ、高佐川Ｃ、高佐川Ｄ、高佐川Ｅ、高佐川Ｆ、高佐川Ｇ、

高佐川Ｈ、中高佐谷、高佐町、古屋瀬川、高佐川Ｉ、高佐川Ｊ、高佐川Ｋ、北黒谷川、潰谷、下黒川、上ヶ山川Ｅ、

上ヶ山川Ｄ、上山川Ｃ、上ヶ山川Ｃ、上山川Ａ、上山川Ｂ、上ヶ山川Ｂ、上ヶ山川Ａ、後野Ｇ、後野Ｆ、堂道川Ａ、

堂道川Ｂ、七瀬川Ａ、七瀬川Ｂ、宇津井町下府川Ｅ、宇津井町下府川Ｄ、宇津井町下府川Ｃ、宇津井町下府川Ｂ、宇

津井町下府川Ａ、宇津井、佐野Ｃ、佐野Ｄ、佐野Ｅ、佐野町下府川Ｂ、田原川、佐野町川、花田川、射上ヶ谷、佐野

Ａ、後野町下府川Ｃ、佐野Ｂ、後野町下府川Ｂ、佐野町下府川Ａ、後野町下府川Ａ、浜田川Ａ、浜田川Ｂ、後野Ｄ、

後野Ｃ、後野Ｂ、後野Ａ、後野Ｅ、黒川、浜田川Ｄ、追の駅川、河内町大谷川、姉山下川、浜田川Ｃ、中筋川Ｇ、東

中筋川Ａ、東中筋川Ｂ、長見Ｃ、長見町周布川Ｄ、長見町周布川Ｃ、長見町周布川Ｂ、長見町周布川Ａ、中筋川Ｈ、

中筋川Ｆ、中筋川Ｅ、中筋川Ｄ、中筋川Ｃ、中筋川Ｂ、白田谷川Ｃ、白田谷川Ｂ、白田谷川Ａ、長見Ｂ、中筋川Ａ、

長見Ａ、細谷川Ａ、三階Ａ、細谷川Ｂ、三階Ｂ、細谷川Ｃ、三階Ｃ、岡谷川、細谷川Ｄ、森本川、高野原谷川、砂子

谷川、滝川、社家地谷川、相生Ｃ、相生Ｂ、今井迫川Ｂ、今井迫川Ａ、三階Ｄ、相生Ａ、竹迫、竹迫谷川Ｂ、竹迫谷

川Ａ、杉戸谷川、寺谷、原井町青川Ｃ、原井町青川Ｂ、原井町青川Ａ、原井川、雲雀ヶ丘谷、原井、イワシ山谷、西

旗竿谷、前旗竿谷、東旗竿谷、手ヶ谷、浅井、古屋谷、奥古屋谷、生湯Ｂ、生湯Ｃ、生湯町Ｃ、生湯町Ｂ、生湯町

Ａ、浅井川、生湯Ａ、生湯Ｄ、生湯Ｅ、生湯Ｌ、久佐川右支渓Ｉ、久佐川右支渓Ｇ、山根原、山根原下、久佐川右支

渓Ｆ、久佐川右支渓Ｅ、久佐川右支渓Ｄ、久佐川右支渓Ｃ、東下久佐、久佐川右支渓Ｂ、久佐川右支渓Ａ、中の谷川

Ａ、中の谷川Ｂ、中の谷川Ｃ、久佐川左支渓Ｄ、久佐川左支渓Ａ、久佐川左支渓Ｂ、宇栗Ｂ、宇栗Ａ、宇栗Ｄ、久佐

川左支渓Ｃ、浄光寺谷Ａ、浄光寺谷Ｂ、浄光寺谷Ｃ、久佐川左支渓Ｅ、小原谷川右支渓Ａ、小原谷川右支渓流右支渓

Ｃ、小原谷川右支渓流右支渓Ｂ、小原谷川右支渓流右支渓Ａ、小原谷川左支渓Ａ、小原谷川左支渓Ｂ、小原谷川左支

渓Ｃ、高良谷川左支渓Ｂ、高良谷川左支渓Ａ、金田川右支渓Ｂ、金田川右支渓Ａ、金田川右支渓Ｄ、高良谷川左支渓

Ｄ、小原谷川左支渓Ｄ、小原谷川左支渓Ｅ、久佐川左支渓Ｇ、古城谷、久佐川左支渓Ｈ、久佐川左支渓Ｉ、下府川右

支流右支渓Ｅ、下府川右支流右支渓Ｆ、下府川右支流右支渓Ｇ、金田川右支渓Ｇ、上組Ａ、上組Ｂ、金田川右支渓

Ｆ、金田川右支渓Ｅ、金田川、金田川左支渓Ａ、金田川左支渓Ｂ、金田川左支渓Ｃ、金田川左支渓Ｄ、金田川左支渓

Ｅ、浜田川右支渓Ｉ、浜田川右支渓Ｇ、浜田川右支渓Ｄ、浜田川右支渓Ｂ、上来原川右支渓Ｂ、東Ａ、東Ｂ、上来原

川右支渓Ａ、上来原川Ｂ、上来原川左支渓、やなが谷、奥平下、上来原川Ａ、茶ノ谷川、茶ノ谷川左支渓、浜田川右

支渓Ａ、浜田川Ｅ、浜田川左支渓Ａ、浜田川左支渓Ｂ、浜田川左支渓Ｃ、浜田川左支渓Ｄ、浜田川左支渓Ｅ、浜田川

左支渓Ｇ、浜田川左支渓Ｆ、浜田川左支渓Ｈ、下ノ原Ａ、下ノ原Ｂ、青原Ａ、浜田川左支渓Ｉ、青原川左支渓、青原

川右支渓Ｃ、青原川右支渓Ｂ、青原川右支渓Ａ、治郎ヶ谷川、山根谷川、赤谷川Ａ、赤谷川左支川、浜田川左支渓

Ｋ、赤谷川Ｂ、浜田川左支渓Ｊ、浜田川右支渓Ｊ、浜田川右支渓Ｋ、浜田川右支渓Ｌ、水上谷、浜田川右支渓Ｍ、七

瀬川左支流左支渓、元谷Ａ、元谷Ｃ、七瀬川左支流右支渓、七瀬川右支渓Ｂ、七瀬川右支渓Ａ、二タ村Ａ、二タ村

Ｂ、二タ村Ｃ、久佐川左支渓Ｋ、家古屋川右支渓Ｋ、久佐川左支渓Ｊ、下府川右支流右支渓Ｄ、下府川右支流右支渓

Ｃ、下府川右支流右支渓Ａ、下府川右支流右支渓Ｂ、上長屋、下府川左支渓、下府川右支流右支渓Ｉ、下府川右支流

右支渓Ｈ、敬川右支流右支渓Ａ、敬川右支流右支渓Ｂ、植松、本明川右支流右支渓、寺の奥、家古屋川左支渓Ｉ、大

元Ｂ、追原川右支渓Ａ、追原川左支渓Ｂ、追原川左支渓Ｃ、追原川左支渓Ｄ、美又谷川Ａ、美又谷川Ｂ、追原川右支
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渓Ｆ、入野、入野川左支渓Ａ、七瀬川右支渓Ｃ、入野川左支渓Ｄ、入野川左支渓Ｃ、入野川右支渓Ａ、新原、本明川

右支渓Ａ、本明川右支渓Ｂ、本明川右支渓Ｃ、阿妻溢、追原川右支渓Ｅ、追原川右支渓Ｄ、追原川右支渓Ｃ、大元

Ｃ、追原川右支渓Ｂ、深笹川右支渓Ａ、深笹川Ｂ、深笹川Ａ、深笹川左支渓Ｃ、周布川右支渓Ｏ、落し谷川右支渓

Ｄ、落し谷川右支渓Ｃ、落し谷川右支渓Ｂ、落し谷川右支渓Ａ、落し谷川、周布川右支渓Ｎ、漆谷川Ｃ、夜無大溢、

漆谷川Ａ、周布川右支渓Ｍ、周布川右支渓Ｌ、助三瀬戸、弋手瀬戸、半場谷、周布川右支渓Ｋ、丸場谷、堂ヶ迫背

戸、堂迫谷、長田川右支渓Ｄ、東谷川右支渓Ｂ、東谷川右支渓Ａ、東谷川、段田原谷、東谷川左支渓、長田川右支渓

Ｃ、大潰谷川、長田川右支渓Ａ、長田川、長田川左支渓Ａ、長田川左支渓Ｂ、大井谷川右支渓Ｇ、大井谷川右支渓

Ｆ、大井谷川右支渓Ｄ、大井谷川右支渓Ｂ、大井谷川右支渓Ａ、大井谷川、樋口奥Ａ、樋口奥Ｂ、大西、大井谷川左

支渓Ａ、大井谷川左支渓Ｂ、大井谷川左支渓Ｃ、大井谷川左支渓Ｄ、大井谷川左支渓Ｅ、長田川左支渓Ｃ、長田川左

支渓Ｄ、周布川右支渓Ｊ、周布川右支渓Ｉ、周布川右支渓Ｈ、周布川右支渓Ｇ、周布川右支渓Ｆ、周布川右支渓Ｅ、

周布川右支渓Ｄ、周布川右支渓Ｃ、栃下谷川、コウロ谷、鷹ノ巣谷、周布川右支渓Ｂ、周布川左支渓Ｂ、周布川左支

渓Ｃ、周布川左支渓Ｄ、周布川左支渓Ｅ、周布川左支渓Ｇ、周布川左支渓Ｈ、周布川左支渓Ｊ、笠松谷川、辰ヶ迫谷

川Ａ、辰ヶ迫谷川Ｂ、周布川左支渓Ｌ、藤ノ屋谷川、悪谷、一ノ谷、藤ノ屋谷川左支渓Ａ、藤ノ屋谷川左支渓Ｂ、藤

ノ屋谷川左支渓Ｃ、周布川左支渓Ｍ、周布川左支渓Ｎ、宮ノ溢、永昌寺背戸、有ノ木谷川、周布川左支渓Ｏ、周布川

左支渓Ｐ、周布川左支渓Ｑ、周布川左支渓Ｒ、周布川左支渓Ｓ、周布川左支渓Ｔ、周布川左支渓Ｕ、周布川右支渓

Ｒ、周布川右支渓Ｑ、周布川右支渓Ｐ、深笹川右支渓Ｆ、深笹川右支渓Ｅ、深笹川右支渓Ｄ、深笹川右支渓Ｃ、深笹

川右支渓Ｂ、柚根東谷川右支渓Ｂ、柚根東谷川右支渓Ａ、柚根東谷川、小国川右支渓Ａ、小国川左支渓Ａ、小国川左

支流右支渓Ｃ、小国川左支流右支渓Ｂ、小国川左支流右支渓Ａ、小国川左支流Ａ、小国川左支流左支渓Ａ、小国川左

支流左支渓Ｂ、小国川左支渓Ｂ、小国川左支渓Ｃ、高下奥Ｃ、高下奥Ａ、高下奥Ｂ、小国川左支渓Ｄ、小国川左支渓

Ｅ、小国川左支渓Ｆ、小国川左支渓Ｇ、時佐屋川Ｂ、時佐屋川Ａ、小国川左支渓Ｈ、小国川左支渓Ｊ、小国川左支渓

Ｋ、小国川左支流Ｂ、小国川左支流Ｃ、小国川左支流Ｄ、小国川左支流Ｅ、小国川左支流Ｆ、小国川左支流右支渓

Ｄ、小国川左支渓Ｌ、小国川右支渓Ｐ、小国川右支渓Ｏ、小国川右支渓Ｎ、小国川右支渓Ｍ、小国川右支渓Ｌ、大歳

谷川、モリト、小国川右支渓Ｋ、小国川右支渓Ｊ、小国川右支渓Ｉ、小国川右支渓Ｈ、小国川右支渓Ｇ、小国川右支

渓Ｄ、小国川右支渓Ｃ、小国川右支渓Ｂ、重富川左支渓Ｅ、重富川左支渓Ｄ、朝日、八戸川左支渓Ｌ、八戸川左支渓

Ｋ、新屋溢、八戸川左支渓Ｊ、下重富、山下空、新屋谷川右支渓Ｃ、新屋谷川右支渓Ｂ、本郷川左支渓、新屋谷川右

支渓Ａ、新屋谷川Ａ、新屋谷川Ｂ、新屋谷川左支渓Ａ、新屋谷川左支渓Ｂ、重富川左支渓Ａ、重富川左支渓Ｂ、重富

川左支渓Ｃ、上和田Ａ、上和田Ｂ、上和田Ｃ、重富川右支渓Ａ、重富川Ａ、重富川Ｂ、重富川Ｃ、昭見川左支渓Ａ、

昭見川左支渓Ｂ、和田町、和田大石谷川Ａ、和田大石谷川Ｂ、和田大石谷川Ｃ、和田大石谷川Ｄ、白角川左支流左支

渓、白角川左支渓Ａ、昭見川右支渓Ｂ、白角川右支渓Ａ、白角川右支渓Ｂ、白角川右支渓Ｃ、八戸川右支渓Ｋ、八戸

川右支渓Ｊ、八戸川右支渓Ｉ、八戸川右支渓Ｈ、八戸川右支渓Ｇ、中峠、八戸川左支渓Ｈ、八戸川左支渓Ｉ、畑喰谷

川右支渓、畑喰谷川、畑喰大谷川、畑喰谷川左支渓Ａ、畑喰谷川左支渓Ｂ、畑喰谷川左支渓Ｃ、都川川右支渓Ｌ、上

畑喰谷川左支渓、上畑喰谷川、都川川右支渓Ｋ、都川川右支渓Ｊ、都川川右支渓Ｉ、都川川右支渓Ｈ、都川川右支渓

Ｇ、都川川右支渓Ｅ、恩谷迫、恩谷川Ａ、恩谷川Ｂ、恩谷川Ｃ、恩谷川Ｄ、恩谷川左支渓Ａ、恩谷川左支渓Ｂ、都川

川右支渓Ｄ、谷川右支渓Ｉ、下足尾川Ａ、下足尾川Ｂ、下足尾川Ｃ、下足尾川Ｄ、下足尾川Ｅ、下足尾川Ｆ、下足尾

川Ｇ、谷川右支渓Ｈ、谷川右支渓Ｇ、谷川右支渓Ｃ、谷川右支渓Ｂ、谷川左支渓Ａ、谷川左支渓Ｂ、谷川左支渓Ｃ、

谷川左支渓Ｄ、谷川左支渓Ｅ、谷川左支渓Ｆ、日ノ原、坂本川右支渓Ｃ、都川川右支渓Ｃ、坂本川左支渓Ｅ、梅の木

川Ａ、梅の木川Ｂ、坂本川左支渓Ｆ、坂本川左支渓Ｇ、坂本川左支渓Ｈ、都川川左支渓Ｄ、柳ヶ追、京徳原、大畑谷

川支渓、大畑谷川、弋連、戸地川右支渓、戸地川、戸地川左支渓Ａ、戸地川左支渓Ｂ、都川川左支渓Ｆ、都川川左支

渓Ｇ、林蔵寺Ａ、林蔵寺Ｂ、畑田原川、赤谷川、都川川左支渓Ｈ、押入川、八戸川右支渓Ｆ、八戸川右支渓Ｅ、八戸

川右支渓Ｄ、八戸川右支渓Ｃ、八戸川右支渓Ｂ、八戸川右支渓Ａ、森迫谷川、八戸川左支渓Ａ、八戸川左支渓Ｂ、中

郡下、市木谷川、早水川右支渓Ｃ、早水川右支渓Ｂ、早水川右支渓Ａ、早水川、内ヶ原Ａ、西ノ屋、内ヶ原Ｂ、田

代、内ヶ原Ｃ、八戸川左支渓Ｃ、中倉川、八戸川左支渓Ｄ、八戸川左支渓Ｅ、八戸川左支渓Ｆ、八戸川左支渓Ｇ、中
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の原、来尾川右支渓Ｊ、来尾川右支渓Ｉ、来尾川右支渓Ｈ、来尾川右支渓Ｇ、来尾川右支渓Ｆ、市木大石谷川右支

渓、高崎、市木大石谷川、来尾川右支渓Ｅ、来尾川右支渓Ｄ、来尾川右支渓Ｃ、来尾川右支渓Ｂ、来尾川右支渓Ａ、

来尾川、本溢川、来尾川左支渓Ａ、来尾川左支渓Ｂ、新梨、坂谷奥、来尾川左支渓Ｃ、来尾川左支渓Ｄ、来尾川左支

渓Ｅ、十通り川右支渓、十通り川、来尾川左支渓Ｆ、梅ノ木溢、家古屋川右支渓Ｊ、家古屋川右支渓Ｉ、家古屋川右

支渓Ｈ、家古屋川右支渓Ｄ、岩地谷Ａ、栄Ａ、高杉峠Ｂ、初付、御神本、家古屋川右支渓Ｃ、家古屋川右支渓Ｂ、白

角川左支渓Ｄ、栄Ｃ、栄Ｄ、栄Ｅ、清水Ａ、清水Ｂ、柳Ｃ、加賀羅、福屋川、前家古屋川、満福寺、家古屋、土井谷

川右支渓Ｃ、土井谷川右支渓Ｂ、土井谷川右支渓Ａ、土井谷川、家古屋川左支渓Ｄ、家古屋川右支渓Ａ、首名川左支

渓、家古屋川左支渓Ｃ、家古屋川左支渓Ｂ、芦谷川、芦谷川左支渓Ａ、芦谷川左支渓Ｂ、草ノ谷、芦谷川左支渓Ｃ、

坂本川左支渓Ａ、坂本川左支渓Ｂ、坂本川左支渓Ｃ、坂本川左支渓Ｄ、日南下、日南Ａ、日南Ｂ、坂本川右支渓Ｂ、

四ノ戸川左支渓Ｃ、四ノ戸川左支渓Ｂ、都川川左支渓Ｃ、松木峠、四ノ戸川左支渓Ａ、四ノ戸川右支渓、八ツ木川左

支渓Ｂ、八ツ木川左支渓Ｃ、八ツ木川右支渓Ｆ、八ツ木川右支渓Ｅ、八ツ木川右支渓Ｄ、八ツ木川右支渓Ｃ、八ツ木

川右支渓Ａ、八ツ木川Ａ、八ツ木川左支渓Ａ、坂本川右支渓Ａ、都川川、坂本川左支流、坂本川左支流左支渓Ａ、坂

本川左支流左支渓Ｂ、坂本川左支流左支渓Ｃ、家古屋川左支渓Ａ、森谷川、本谷川、酒谷川左支渓、森谷川左支渓

Ａ、森谷川左支渓Ｃ、森谷川左支渓Ｄ、森谷川右支渓Ａ、森谷川右支渓Ｂ、森谷川右支渓Ｄ、森谷川右支渓Ｅ、小谷

城川右支渓Ｃ、小谷城川右支渓Ｂ、小谷城川右支渓Ａ、小谷城川Ａ、小谷城川Ｂ、原田川、小谷城川左支渓Ａ、家古

屋川右支渓Ｅ、家古屋川右支渓Ｆ、小谷城川左支渓Ｂ、鋼田川、小谷城川左支渓Ｃ、下城Ａ、下城Ｂ、下城Ｃ、家古

屋川左支渓Ｅ、家古屋川左支渓Ｆ、上城川右支渓、上城川左支渓Ａ、上城川左支渓Ｂ、山ノ内下Ｂ、山ノ内下Ｃ、山

ノ内下Ｄ、木田川右支渓Ｆ、木田川右支渓Ｅ、松本、木田川右支渓Ｃ、木田川右支渓Ｂ、木田川右支渓Ａ、木田川左

支渓Ａ、木田川左支渓Ｄ、木田川左支渓Ｃ、白角川右支渓Ｆ、白角川右支渓Ｅ、白角川右支渓Ｄ、木田川左支渓Ｅ、

白角川右支渓Ｇ、木田川左支渓Ｆ、北田川左支渓、木田川左支渓Ｇ、白角川右支渓Ｈ、白角川右支渓Ｉ、白角川左支

渓Ｅ、白角川左支渓Ｆ、白角川左支渓Ｇ、木田６、白角川左支渓Ｈ、白角川左支渓Ｉ、尻切、白角川左支渓Ｊ、小坂

Ａ、木戸川右支渓Ｂ、小坂Ｂ、周布川左支流左支渓Ａ、周布川左支流左支渓Ｂ、小坂川左支渓Ａ、小坂川左支渓Ｂ、

小坂川左支渓Ｃ、日高Ａ、日高Ｃ、日高川左支渓Ａ、日高川左支渓Ｂ、日高川左支渓Ｃ、門田川右支渓Ｃ、門田川右

支渓Ｂ、門田川右支渓Ａ、門田川左支渓Ａ、小角川右支渓Ｂ、小角川右支渓Ａ、門田川左支渓Ｄ、門田川左支渓Ｅ、

門田川左支渓Ｆ、小坂Ｃ、三隅川左支渓Ａ、三隅川左支渓Ｂ、三隅川左支渓Ｃ、長安川左支渓、道ヶ谷川、横谷川左

支渓、小角川右支渓Ｄ、小角川右支渓Ｃ、小角川左支渓Ａ、小角川左支渓Ｂ、小角川左支渓Ｃ、横谷川右支渓、子黒

目谷川右支渓Ｂ、子黒目谷川右支渓Ａ、瀧ヶ谷川右支渓Ｂ、瀧ヶ谷川右支渓Ａ、瀧ヶ谷川Ａ、瀧ヶ谷川Ｂ、瀧ヶ谷川

Ｃ、瀧ヶ谷川左支渓、子黒目谷川左支渓Ａ、子黒目谷川左支渓Ｂ、子黒目谷川左支渓Ｄ、岩倉谷川右支渓Ａ、岩倉谷

川右支渓Ｂ、前田川、程原上Ａ、深山谷川右支流右支渓、程原上Ｃ、程原上Ｄ、程原上Ｅ、程原下、程原川右支渓

Ｃ、程原川右支渓Ｂ、程原川右支渓Ａ、三隅川右支渓Ｇ、三隅川右支渓Ｆ、長安川右支渓Ｃ、大坪川Ａ、大坪川Ｂ、

大坪川Ｃ、大坪川Ｄ、大坪川Ｅ、稲代川右支渓Ｄ、稲代川右支渓Ｃ、稲代川右支渓Ａ、長安川右支流左支渓Ａ、稲代

川左支渓Ａ、稲代川左支渓Ｂ、稲代川左支渓Ｃ、稲代川左支渓Ｄ、稲代川左支渓Ｅ、稲代川左支渓Ｆ、稲代川左支渓

Ｇ、長安川右支流左支渓Ｂ、長安川右支流左支渓Ｃ、稲代川左支渓Ｈ、三隅川右支渓Ｅ、長安川右支渓Ｂ、三隅川右

支渓Ｄ、三隅川右支渓Ｃ、勝竜寺谷、寺組谷、三隅川右支渓Ｂ、六歩谷Ａ、六歩谷Ｂ、六歩谷Ｃ、六歩谷川左支渓

Ａ、六歩谷川左支渓Ｂ、六歩谷川左支渓Ｃ、六歩谷川左支渓Ｄ、六歩谷川左支渓Ｅ、栃木川右支渓Ｄ、三隅川右支

流、栃木川右支渓Ｃ、栃木川右支渓Ｂ、栃木川右支渓Ａ、栃木川左支渓Ａ、西河内川左支渓Ａ、西河内川左支渓Ｂ、

栃木川左支渓Ｂ、栃木川左支渓Ｃ、栃木川左支渓Ｄ、栃木川左支渓Ｅ、栃木川左支渓Ｆ、栃木川左支渓Ｇ、高内西河

内Ａ、高内西河内Ｂ、高内西河内Ｃ、小坂川右支渓Ｅ、小坂川右支渓Ｄ、小坂川右支渓Ｃ、小坂川右支渓Ｂ、小坂川

右支渓Ａ、木戸川右支渓Ａ、木戸川Ａ、木戸川Ｂ、木戸川Ｃ、木戸川Ｄ、木戸川左支渓Ａ、木戸川左支渓Ｂ、木戸川

左支渓Ｃ、木戸川左支渓Ｄ、木戸川左支渓Ｅ、本郷川左支渓Ａ、本郷川左支渓Ｂ、本郷川左支渓Ｃ、本郷川左支渓

Ｄ、本郷川左支渓Ｅ、本郷川左支渓Ｆ、本郷川左支渓Ｇ、本郷川左支渓Ｈ、本郷川左支渓Ｉ、本郷川Ｃ、末広川、本

郷川左支渓Ｊ、本郷川左支渓Ｋ、神代屋浴、本郷川左支渓Ｌ、見張浴、藤本屋浴Ａ、藤本屋浴Ｂ、本郷川左支渓Ｍ、
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本郷川左支渓Ｎ、小谷川、本郷川左支渓Ｏ、本郷川右支渓Ｅ、本郷川右支渓Ｆ、新屋敷浴、本郷川右支渓Ｇ、三隅川

右支渓Ｉ、三隅川右支渓Ｊ、三隅川右支渓Ｋ、下田野原川Ａ、下田野原川Ｂ、下田野原川Ｃ、下田野原川Ｄ、田野原

川右支渓Ｃ、田野原川右支渓Ｂ、田野原川右支渓Ａ、赤見滝浴、田野原川、田野原川左支渓、三隅川左支渓Ｄ、木都

賀谷川左支渓Ｊ、木都賀谷川右支渓Ｄ、木都賀谷川右支渓Ｃ、木都賀谷川左支渓Ｉ、木都賀谷川右支渓Ｂ、木都賀谷

川右支渓Ａ、木都賀谷川左支渓Ｆ、木都賀谷川左支渓Ｅ、木都賀谷川左支渓Ｄ、木都賀谷川左支渓Ｃ、仲三Ａ、仲三

Ｂ、仲三Ｃ、木都賀谷川左支渓Ｂ、木都賀谷川左支渓Ａ、仲三Ｅ、本郷川右支渓Ｄ、西ノ郷川右支渓Ｍ、西ノ郷川右

支渓Ｊ、西ノ郷川右支渓Ｌ、西ノ郷川右支渓Ｋ、西ノ郷川右支渓Ｈ、西ノ郷川右支渓Ａ、西ノ郷川右支渓Ｂ、西ノ郷

川右支渓Ｃ、西ノ郷川右支渓Ｄ、西ノ郷左支渓、本郷川右支渓Ｃ、西の郷川、賀戸屋川、本郷川右支渓Ｂ、本郷川右

支渓Ａ、本郷川Ａ、本郷川Ｂ、折居川Ｆ、折居川Ｅ、折居川Ｄ、折居川Ｃ、折居川Ｂ、白谷川Ｃ、白谷川Ｂ、白谷川

Ａ、中の溢谷川Ａ、中の溢谷川、見口平川、折居川Ａ、芦谷Ａ、栃山川、井川川Ｊ、徳泉寺川、今明川Ｅ、今明川

Ｄ、今明川Ｃ、湯ノ峠浴、一本木川、今明川Ａ、今明川Ｂ、長迫浴、市場川Ｂ、市場川、ミヤセ浴、井川川Ｃ、溝下

川、井川川Ｂ、井川川Ａ、周布地川、中周布地川、井川川Ｄ、井川川Ｅ、中村川、神出川、神出川Ａ、石浦上川Ｂ、

石浦上川、石浦上川Ａ、井川川Ｆ、井川川Ｇ、井川川Ｈ、大口川Ａ、大口川Ｂ、井川川Ｉ、溝子川Ａ、溝子川Ｂ、井

川川Ｋ、井川川Ｌ、市場川Ａ、上市場Ａ、井野大谷川Ａ、石浦川Ａ、石浦下川Ａ、井野大谷川Ｂ、石浦川Ｂ、尾実川

Ａ、今明川Ｆ、井川川Ｍ、井川川Ｎ、井川川Ｏ、井川川Ｐ、叶谷川Ｈ、叶谷川Ｃ、叶谷川Ｄ、叶谷川Ｅ、叶谷川Ｂ、

叶谷川Ａ、叶谷川Ｆ、叶谷川Ｇ、谷川Ｈ、谷川Ｉ、谷川Ｇ、谷川Ｆ、谷川Ｅ、谷川Ｄ、谷川Ｂ、三隅川Ａ、三隅川

Ｂ、三隅川Ｃ、三隅川Ｄ、堂原谷川、三隅川Ｅ、三隅川Ｆ、三隅川Ｇ、井川川Ｑ、谷川Ｃ、三隅川Ｉ、矢原川Ｄ、土

居原川、露重川、矢原川Ａ、郷谷川、矢原川Ｂ、矢原川Ｃ、岳川Ｂ、岳川Ａ、宮川、栗ヶ竿川、岩田浴、細田川Ｈ、

石田川Ｊ、石田川Ｉ、石田川Ｈ、石田川Ｆ、石田川Ｇ、石田川Ｋ、石田川Ｌ、石田川Ｎ、神元川Ｃ、神元川Ｂ、神元

川Ａ、洞明寺川Ａ、洞明寺川Ｂ、正法寺川、観音川Ａ、観音川Ｂ、観音川Ｃ、観音川Ｄ、支谷尾実川、尾実川Ｄ、尾

実川Ｃ、尾実川Ｂ、尾実川Ｅ、林ノ浴、小迫川、上河内川、三隅川Ｈ、河内谷川、三隅川Ｊ、三隅川Ｋ、三隅川Ｌ、

三隅川Ｍ、乙原平谷川、迫ノ浴谷川、上の谷川、迫ノ浴谷川Ａ、鹿子谷上川Ｂ、鹿子谷上川Ｃ、鹿子谷川Ｂ、三隅川

Ｎ、向野田浴、郷谷、田原川Ｄ、滝見谷、田原川Ａ、田原川Ｂ、田原川Ｃ、田原川Ｅ、三隅川Ｏ、三隅川Ｐ、三隅川

Ｑ、三隅川Ｒ、三隅川Ｓ、畑川Ａ、石田川Ｍ、峠田浴川、鹿子谷川Ａ、鹿子谷上川Ａ、亀谷川、海老谷川Ａ、海老谷

川Ｂ、海老谷川Ｃ、海老谷川Ｄ、峠の沢、福浦Ａ、福浦Ｂ、福浦Ｃ、田之浦Ａ、細田川放水路、細田川Ａ、細田川

Ｂ、細田川Ｃ、細田川Ｄ、細田川Ｅ、細田川Ｆ、細田川Ｇ、別当浴川、三隅川Ｔ、三隅川Ｕ、三隅川Ｖ、三隅川Ｗ、

三隅川Ｘ、三隅川Ｙ、中組Ａ、山田川Ｃ、山田川Ａ、山田川、山田川Ｂ、山田川Ｄ、寺山浴、清水ヶ浴川Ａ、清水ヶ

浴川Ｂ、清水ヶ浴川Ｃ、下ノ沢、西河内Ａ、古市場Ａ、岡見川Ｑ、岡見川Ｒ、水ノ浴、岡見川Ｐ、岡見川Ｏ、板ヶ迫

浴、岡見川Ｌ、岡見川Ｍ、マチガ迫浴、片山浴、岡見川Ｋ、岡見川Ｆ、岡見川Ｇ、岡見川Ｃ、岡見川Ａ、岡見川Ｄ、

岡見川Ｅ、床並川Ａ、床並川、岡見川Ｈ、岡見川Ｉ、岡見川Ｊ、常福寺浴、藤ヶ瀬浴、岡見川Ｎ、覚泉寺浴、須津

Ｂ、中山Ａ、須津Ａ、須津中山川、須津川、宮ヶ迫浴、土田川Ａ、土田川Ｂ、岡見団地Ａ、板ヶ峠Ａ、土田川Ｃ、岡

見川Ｂ、吉浦Ａ、吉浦Ｂ、吉浦Ｃ、吉浦Ｄ、吉浦Ｅ、今浦Ａ、今浦Ｂ、大杉谷川、大杉谷川Ａ、石田川、石田川Ａ、

石田川Ｂ、石田川Ｃ、石田川Ｄ、石田川Ｅ、今浦Ｃ、大杉谷川Ｂ

３ 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は、省略し、島根県浜田県土整備事務所及び浜田市役所において一般の縦覧に供する。）

島根県告示第227号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定によ

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

平成31年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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１ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

江津市

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

 急傾斜地の崩壊

奥長戸路、長戸路Ａ、長戸路Ｂ、長戸路Ｃ、長戸路Ｄ、長戸路Ｅ、入野Ａ、入野Ｂ、押手、上谷Ａ、上谷Ｂ、谷、

上谷Ｃ、上谷Ｄ、上谷Ｅ、上谷Ｆ、中谷Ａ、中谷Ｂ、中谷Ｃ、中谷Ｄ、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、大倉、臼木Ａ、臼

木Ｂ、臼木Ｃ、妙見谷、天神郷Ａ、天神郷Ｂ、上口Ａ、上口Ｂ、天神郷Ｃ、天神郷Ｄ、天神郷Ｅ、下の原Ａ、妙ヶ

迫、石原谷、養路谷、下の原Ｂ、引地、大口Ａ、大口Ｂ、日浦Ａ、日浦Ｃ、日浦Ｄ、上口５、元折Ａ、元折Ｂ、名荷

谷、榎谷、榎田Ａ、榎田Ｂ、榎田Ｃ、下大貫、久井谷Ａ、久井谷Ｂ、久井谷Ｃ、市井迫、久井谷Ｄ、久井谷Ｅ、久井

谷Ｆ、宮ノ谷、和田Ａ、和田Ｂ、上大貫Ａ、上大貫Ｂ、上大貫Ｃ、堂庵山、上大貫Ｄ、甘南備寺谷、坂本、渦巻、柳

光、鹿賀Ａ、鹿賀Ｂ、鹿賀谷Ａ、鹿賀谷Ｂ、鹿賀谷Ｃ、渡上、渡、渡下、渡田Ａ、渡田Ｂ、渡田上、渡田Ｃ、渡田

Ｄ、渡田Ｅ、渡田Ｆ、渡田下、渡田Ｇ、萩屋谷、田津Ａ、田津Ｂ、田津Ｃ、上屋敷谷、岡田谷、田津小原Ａ、田津小

原Ｂ、花河原、猪の瀬、狭間、小松、仁万瀬、近原、志谷北、志谷南、後山中、城山、三田地Ａ、三田地Ｃ、三田地

Ｄ、三田地Ｅ、三田地Ｆ、三田地Ｇ、三田地Ｈ、三田地Ｉ、三田地Ｊ、三田地Ｋ、三田地Ｌ、三田地Ｍ、月之夜Ａ、

月之夜Ｂ、小田上Ａ、小田上Ｂ、小田上Ｃ、小田上Ｄ、小田上Ｅ、小田下Ａ、小田下Ｂ、小田下Ｃ、後山上Ａ、後山

上Ｂ、後山上Ｃ、笹畑Ａ、笹畑Ｂ、笹畑Ｃ、後山下Ａ、後山下Ｂ、後山下Ｃ、後山下Ｄ、後山下Ｅ、市山後谷Ａ、市

山後谷Ｂ、引谷、上市、市山城下、金尻、長尾、今田Ａ、今田Ｂ、今田東、今田中、今田西、江尾東、江尾Ａ、江尾

Ｂ、江尾Ｃ、江尾西、日和並谷Ａ、日和並谷Ｂ、日和並谷Ｃ、糸谷Ａ、糸谷Ｂ、糸谷Ｃ、糸谷Ｄ、江尾上の原、大

見、入原、小市山Ａ、小市山Ｂ、小市山Ｃ、小市山Ｄ、小市山Ｅ、古市、市山本町Ａ、市山本町Ｂ、市山本谷Ａ、市

山本谷Ｂ、市山本谷Ｃ、市山本谷Ｄ、市山本谷Ｅ、市山本谷Ｆ、市山本谷Ｇ、高の巣Ａ、高の巣Ｂ、高の巣Ｃ、高の

巣Ｄ、高の巣Ｅ、長谷西Ａ、長谷西Ｂ、長谷西Ｃ、長谷西Ｄ、長谷西Ｅ、南郷口Ａ、南郷口Ｂ、南郷口Ｃ、南郷谷

Ａ、南郷谷Ｂ、長谷東Ａ、長谷東Ｂ、長谷東Ｃ、長谷東Ｄ、長谷東Ｅ、長谷東Ｆ、長谷東Ｇ、松ヶ原Ａ、松ヶ原Ｂ、

押越、八戸東Ａ、八戸東Ｂ、八戸東Ｃ、八戸東Ｄ、八戸東Ｅ、八戸東Ｆ、八戸東Ｇ、八戸東Ｈ、八戸西Ａ、八戸郷、

八戸西Ｂ、八戸西Ｃ、八戸西Ｄ、勝地Ａ、勝地Ｂ、仕田原、古屋Ａ、古屋Ｂ、田尻Ａ、田尻Ｂ、田尻Ｃ、山中東Ａ、

山中東Ｂ、釜ヶ谷、山中東Ｃ、山中東Ｄ、山中東Ｅ、山中東Ｆ、山中郷Ａ、山中郷Ｂ、山中郷Ｃ、山中郷Ｄ、山中郷

Ｅ、山中西Ａ、山中西Ｂ、山中西Ｃ、山中西Ｄ、山中西Ｅ、山中上Ａ、山中上Ｂ、山中西Ｆ

 土石流

迫ヤ段谷川、迫ヤ向谷川、奥長戸路Ａ、奥長戸路Ｂ、奥長戸路谷、本谷①ノ谷、本谷②ノ谷、本谷④ノ谷、長戸路

川、上口①ノ谷、上口②ノ谷、堂の段谷川、中田屋谷川、下谷④ノ谷、下谷③ノ谷、下谷①ノ谷、下谷②ノ谷、上谷

①ノ谷、野田谷川、上谷②ノ谷、上谷③ノ谷、大貫谷川、山重谷川、小谷川、上口③ノ谷、上口④ノ谷、平野①ノ

谷、平野谷川、妙見谷川、臼木①ノ谷、臼木②ノ谷、臼木③ノ谷、大倉①ノ谷、天神郷①ノ谷、石原谷川、養路谷川

Ａ、養路谷川Ｂ、下ノ原②ノ谷、下ノ原①ノ谷、大口①ノ谷、日浦谷Ａ、日浦谷Ｂ、元折①ノ谷、元折②ノ谷、榎谷

①ノ谷、水屋川、榎谷川Ａ、榎谷川Ｂ、久井谷、市井迫谷川、中上谷川、久井谷川Ａ、大和屋谷川、大貫宮の谷川、

和田①ノ谷、和田川、紺屋谷川、つづら川、上大貫①ノ谷、上大貫②ノ谷、上大貫③ノ谷、上大貫④ノ谷、甘南備寺

川、坂本②ノ谷、管掛谷川、坂本①ノ谷、渦巻①ノ谷、渦巻谷川、柳光谷川、蔵屋谷川、鹿賀谷川Ａ、鹿賀谷川Ｂ、

鹿賀①ノ谷、観音滝、鹿賀③ノ谷、滝尻川、川越①ノ谷、渡川Ａ、渡川Ｂ、石原谷、松浦谷川Ａ、松浦谷川Ｂ、渡か

じや谷、柳谷川、佐土屋谷川、牛ノ市川、田津④ノ谷、田津③ノ谷、田津①ノ谷Ａ、田津①ノ谷Ｂ、正泉寺川、下横

階谷川、田津②ノ谷、上屋敷谷川、岡田谷川、森山谷川、小原谷、猪ノ瀬谷、川越坂本Ａ、小松谷、仁万瀬②ノ谷、

仁万瀬①ノ谷、近原②ノ谷、近原①ノ谷、月ノ夜①ノ谷、下寿屋谷川、桧屋谷、三田地①ノ谷、三田地②ノ谷、三田

地③ノ谷、三田地④ノ谷、三田地⑤ノ谷、三田地川Ｄ、三田地川Ａ、三田地川Ｂ、三田地川Ｃ、鍛治屋谷川Ａ、鍛治

屋谷川Ｂ、鍛治屋谷川Ｃ、月ノ夜③ノ谷、月ノ夜②ノ谷、金尻②ノ谷、金尻③ノ谷、大滝谷、広谷川、浜田屋谷川、

妙楽寺谷川、谷地迫谷川、天神川、後山志谷川、後谷①ノ谷、後谷②ノ谷、後山Ａ、後山Ｂ、引谷Ａ、玉川、下笹畑
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①ノ谷Ａ、下笹畑①ノ谷Ｂ、上笹畑①ノ谷、下笹畑②ノ谷、引谷Ｂ、引谷Ｃ、金尻④ノ谷、金尻⑤ノ谷、金尻⑥ノ

谷、枕の滝川Ａ、枕の滝川Ｂ、今田宮の谷川、今田①ノ谷、杉尾谷川、紙屋谷川、大久保谷川、大名神谷川、松島谷

川、沺屋谷川、新屋敷谷、迫谷川、日和川、日和並①ノ谷、日和並②ノ谷、糸谷④ノ谷、糸谷③ノ谷、糸谷川、糸谷

①ノ谷、糸谷②ノ谷、入原①ノ谷、小市山谷Ｂ、小市山谷Ａ、山口谷川Ｋ、山口谷川Ｊ、山口谷川Ｉ、山口谷川Ｇ、

山口谷川Ｆ、山口谷川Ｂ、山口谷川Ａ、仏谷川、山口谷川Ｃ、山口谷川Ｄ、山口谷川Ｅ、山口谷川Ｈ、山田屋谷川、

江尾上ノ原谷、南郷屋②ノ谷Ａ、南郷屋②ノ谷Ｂ、南郷屋②ノ谷Ｃ、南郷屋①ノ谷、長谷④ノ谷、奥迫谷川、長谷川

Ａ、浜井場谷川、先目谷川、長谷③Ａ、長谷③Ｂ、長谷川Ｂ、長谷①ノ谷、長谷西①ノ谷、湯谷川、山中西Ａ、山中

西Ｂ、長谷⑥ノ谷、長谷⑤ノ谷、冬見谷川、大田屋谷川、八戸川Ａ、八戸③ノ谷、八戸川Ｂ、八戸①ノ谷、仕田原、

長道谷川、弥重向谷川、法福寺谷川、法福寺向谷、高納屋谷川、山中川Ａ、山中川Ｂ、長谷柚ノ木谷川

３ 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は、省略し、島根県浜田県土整備事務所及び江津市役所において一般の縦覧に供する。）

島根県告示第228号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定によ

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

平成31年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

美郷町

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

 急傾斜地の崩壊

湯谷Ａ、湯谷Ｂ、湯谷Ｃ、湯谷Ｄ、湯谷Ｇ、湯谷Ｈ、湯谷Ｅ、猿丸Ｂ、猿丸Ａ、猿丸Ｃ、猿丸Ｄ、猿丸Ｅ、猿丸

Ｆ、大野Ａ、大野Ｂ、大野Ｃ、湯谷Ｆ、坂根Ａ、坂根Ｂ、坂根Ｃ、千原Ａ、千原Ｂ、石原Ａ、石原Ｂ、石原Ｃ、熊見

Ａ、熊見Ｂ、熊見Ｃ、熊見Ｄ、熊見Ｅ、熊見Ｆ、熊見Ｇ、三反谷Ａ、三反谷Ｂ、三反谷Ｃ、槇代Ａ、猪子田Ｂ、湧利

原Ｂ、酒谷Ｄ、酒谷Ｃ、連水Ｂ、花ノ谷Ｄ、花ノ谷Ｃ、花ノ谷Ｂ、花ノ谷Ａ、猪子田Ａ、槇代Ｂ、猪子田Ｃ、井元

Ｂ、九日市Ｄ、九日市、井元Ａ、三反谷Ｄ、三反谷Ｅ、三反谷Ｆ、九日市Ｃ、西の原、九日市Ｂ、鈩谷Ｃ、鈩谷Ａ、

片山Ａ、片山Ｂ、片山Ｃ、片山Ｄ、片山Ｆ、湧利原Ａ、酒谷Ｅ、酒谷Ｆ、酒谷Ｇ、連水Ａ、連水Ｃ、連水Ｄ、酒谷

Ｂ、酒谷Ａ、保関Ａ、保関Ｂ、酒谷Ｈ、酒谷Ｉ、酒谷Ｊ、日南Ｃ、日南Ｂ、日南Ａ、光峠、酒谷Ｋ、酒谷Ｌ、酒谷

Ｍ、市Ａ、市Ｂ、酒谷Ｎ、浜原Ａ、浜原Ｂ、浜原Ｄ、浜原Ｅ、浜原Ｆ、浜原Ｇ、上川戸Ａ、上川戸Ｂ、上川戸Ｃ、上

川戸Ｏ、上川戸Ｎ、上川戸Ｍ、上川戸Ｄ、上川戸Ｌ、上川戸Ｋ、上川戸Ｊ、上川戸Ｅ、上川戸Ｉ、上川戸Ｆ、上川戸

Ｇ、上川戸Ｈ、滝原Ａ、滝原Ｂ、滝原Ｃ、滝原Ｄ、信喜Ａ、信喜Ｂ、信喜Ｃ、信喜Ｄ、信喜Ｅ、信喜Ｆ、野間Ａ、野

間Ｂ、野間Ｃ、野間Ｄ、野間Ｆ、野間Ｇ、上粕渕Ａ、上粕渕Ｂ、上粕渕Ｄ、上粕渕Ｆ、上粕渕Ｅ、粕渕Ｄ、粕渕Ｅ、

粕渕Ｆ、稲荷町、粕渕Ｃ、粕渕Ｂ、粕渕、共栄Ｂ、共栄Ｄ、湯抱Ａ、湯抱Ｂ、湯抱Ｄ、湯抱Ｃ、湯抱Ｅ、湯抱Ｆ、湯

抱Ｇ、湯抱Ｈ、湯抱Ｉ、湯抱Ｋ、湯抱Ｌ、湯抱Ｍ、共栄Ｅ、才ヶ原Ａ、才ヶ原Ｂ、高畑Ａ、高畑Ｂ、高畑Ｃ、高畑

下、高畑Ｄ、野井Ａ、野井Ｂ、縺Ａ、縺Ｂ、縺Ｃ、法田Ａ、法田Ｂ、法田Ｃ、法田Ｄ、法田Ｅ、久保Ｇ、久保Ｆ、久

保Ｄ、久保Ｅ、久保Ｃ、久保Ｂ、久保Ｈ、久保Ｉ、久保Ｊ、久保Ｋ、郷口Ｄ、郷口２、郷口Ｃ、郷口、郷口Ｆ、郷口

Ｅ、久保Ａ、上粕渕Ｃ、共栄Ｆ、湯抱Ｊ、粕渕Ｇ、縺４、奥山Ａ、奥山Ｂ、奥山Ｃ、奥山Ｄ、奥山Ｅ、奥山Ｆ、奥山

Ｈ、奥山Ｉ、奥山Ｊ、奥山Ｇ、奥山Ｋ、奥山Ｎ、奥山Ｏ、吾郷Ａ、吾郷Ｃ、吾郷Ｅ、吾郷Ｇ、吾郷Ｈ、明塚Ｂ、栗原

Ｃ、栗原Ｂ、栗原Ａ、簗瀬Ｅ、簗瀬Ｄ、簗瀬Ｃ、簗瀬Ｂ、簗瀬Ａ、乙原Ａ、乙原Ｂ、乙原Ｃ、乙原Ｅ、乙原Ｄ、丸

山、竹谷、竹Ａ、竹Ｂ、田水Ａ、田水Ｂ、高山Ａ、高山Ｂ、高山Ｃ、高山Ｄ、田水Ｃ、奥山Ｐ、簗瀬Ｆ、枦谷Ａ、枦

谷Ｂ、枦谷Ｈ、枦谷Ｆ、枦谷Ｅ、枦谷Ｇ、枦谷Ｄ、水越谷Ｅ、水越谷Ａ、川角谷Ａ、水越谷Ｂ、水越谷Ｃ、水越谷
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Ｄ、内田Ａ、内田Ｂ、内田Ｃ、内田Ｄ、川角谷Ｂ、川角谷Ｄ、川角谷Ｃ、内田Ｅ、内田Ｇ、内田Ｆ、京覧原Ｈ、京覧

原Ｉ、京覧原Ｊ、京覧原Ｇ、京覧原Ｋ、京覧原Ｆ、京覧原、京覧原Ｅ、京覧原Ｂ、京覧原Ｄ、京覧原Ｃ、上里草Ａ、

上里草Ｂ、上里草Ｃ、小林Ａ、小林Ｂ、小林Ｃ、小林Ｄ、小林Ｅ、小林Ｆ、久喜原Ａ、久喜原Ｂ、久喜原Ｄ、久喜原

Ｌ、久喜原Ｃ、松代谷Ｃ、松代谷Ｂ、松代谷Ａ、松代谷Ｄ、久喜原Ｅ、久喜原Ｆ、久喜原Ｋ、久喜原Ｊ、久喜原Ｉ、

久喜原Ｇ、久喜原Ｈ、地頭所Ａ、地頭所Ｂ、地頭所Ｃ、地頭所Ｊ、地頭所Ｉ、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、地頭所Ｄ、

地頭所Ｅ、地頭所Ｆ、地頭所Ｇ、小谷Ａ、小谷Ｅ、小谷Ｄ、小谷Ｃ、小谷Ｂ、港Ａ、港Ｂ、港Ｃ、港Ｄ、港Ｅ、港

Ｆ、市井原、上里草Ｄ、松代谷Ｅ、地頭所Ｈ、枦谷Ｉ、枦谷Ｋ、枦谷Ｌ、内田Ｈ、京覧原Ｌ、京覧原Ｍ、京覧原Ｎ、

小林Ｇ、小林Ｈ、内田Ｉ、別府Ａ、別府Ｂ、別府Ｃ、別府Ｍ、別府Ｌ、別府Ｄ、別府Ｅ、別府Ｆ、別府Ｇ、別府Ｋ、

別府Ｊ、別府Ｈ、小松地東Ｈ、小松地東Ｇ、小松地東Ｆ、小松地東Ｅ、小松地東Ｄ、小松地西Ｂ、小松地西Ａ、小松

地西Ｃ、寺谷Ｊ、寺谷Ｋ、寺谷Ｉ、小松地東Ｃ、小松地東Ｂ、小松地東Ａ、寺谷Ａ、寺谷Ｂ、寺谷Ｈ、寺谷Ｃ、寺谷

Ｇ、惣森Ａ、惣森Ｂ、惣森Ｈ、惣森Ｉ、田代谷Ｂ、田代谷Ａ、惣森Ｇ、惣森Ｆ、惣森Ｅ、惣森Ｄ、惣森Ｃ、寺谷Ｄ、

寺谷Ｅ、寺谷Ｆ、志君Ｃ、志君Ｄ、志君Ｅ、志君Ｆ、志君Ｇ、志君Ｈ、志君Ｉ、志君Ｊ、分附Ａ、分附Ｂ、志君Ａ、

志君Ｂ、別府Ｉ、別府Ｎ、小松地Ａ、小松地Ｂ、小松地Ｃ、小松地Ｄ、小松地Ｅ、小松地Ｆ、小松地Ｇ、小松地Ｍ、

小松地Ｎ、小松地Ｈ、小松地Ｉ、小松地Ｊ、寺谷Ｇ、寺谷Ｈ、下城３、小松地Ｌ、源田山、照立寺、響谷Ａ、響谷

Ｂ、響谷Ｃ、響谷Ｄ、響谷Ｅ、響谷Ｆ、響谷Ｇ、響谷Ｈ、響谷Ｉ、響谷Ｊ、響谷Ｋ、原Ａ、原Ｂ、上田・悪谷、向井

原、魚切中央、桐山、石原、河内上、大畑、本間、向井屋、長田屋、下本郷Ａ、中組Ａ、都賀本郷Ａ、都賀本郷Ｂ、

都賀本郷Ｄ、都賀本郷上、上野大下、上野下組Ａ、上野下組Ｂ、飯谷Ａ、飯谷Ｂ、飯谷Ｃ、飯谷Ｄ、飯谷Ｅ、飯谷

Ｆ、飯谷Ｇ、飯谷Ｈ、飯谷Ｉ、上野Ａ、新道路Ａ、新道路Ｂ、新道路Ｃ、新道路Ｄ、新道路Ｅ、新道路Ｆ、乙谷Ａ、

乙谷Ｂ、都賀西Ａ、都賀西Ｂ、都賀西Ｃ、都賀西Ｄ、都賀西Ｅ、光宅寺、大浦Ａ、大浦Ｂ、大浦Ｃ、大原迫Ａ、大原

迫Ｂ、大原迫Ｃ、大原迫Ｄ、大原迫Ｅ、田の原Ａ、田の原Ｃ、田の原Ｄ、田の原Ｅ、田の原Ｆ、笹目Ａ、笹目Ｂ、笹

目Ｃ、笹目Ｄ、笹目Ｅ、笹目Ｆ、笹目Ｇ、笹目Ｈ、笹目Ｉ、笹目Ｊ、笹目Ｋ、比敷Ａ、比敷Ｂ、比敷Ｃ、比敷Ｄ、比

敷Ｅ、比敷Ｆ、比敷Ｇ、比敷Ｈ、比敷Ｉ、比敷Ｊ、宮内２Ａ、宮内２Ｂ、宮内２Ｃ、宮内２Ｄ、宮内２Ｅ、宮内２

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

宮内１Ｉ、宮内１Ｊ、宮内１Ｋ、村之郷１Ａ、村之郷１Ｃ、村之郷１Ｄ、村之郷１Ｅ、村之郷１Ｆ、村之郷１Ｇ、村

之郷１Ｈ、村之郷１Ｉ、難波背戸、森脇背戸、浜井場ウラ山・明神背戸、島屋・迫田背戸、奥迫谷畑井屋背戸、始末

屋背戸の谷、宮崎谷・宮盛・高丸背戸、宮原背戸、奥ノ河内背戸、坂根峠、後藤屋背戸、比之宮交流センター、艾

Ａ、艾Ｂ、郷下、松原Ａ、松原Ｂ、高梨Ａ、高梨Ｂ、高梨Ｃ、高梨Ｄ、高梨Ｅ、山根Ａ、山根Ｂ、山根Ｃ、山根Ｄ、

郷上Ａ、郷上Ｂ、都賀行、郷上Ｃ、郷上Ｄ、猪之谷Ａ、猪之谷Ｂ、猪之谷Ｄ、猪之谷Ｆ、猪之谷Ｇ、猪之谷Ｈ、日平

Ａ、日平Ｂ、日平Ｃ、日平Ｄ、日平Ｅ、日平Ｆ、潮下Ａ、潮下Ｂ、潮下Ｃ、潮下Ｄ、潮下Ｅ、二多合Ａ、二多合Ｂ、

潮上Ａ、曲利Ａ、曲利Ｂ、曲利Ｄ、曲利Ｅ、曲利Ｆ

 土石流

湯谷Ａ、湯谷Ｂ、湯谷Ｃ、猿丸Ｃ、猿丸Ｂ、猿丸Ａ、大野Ａ、大野Ｂ、大野Ｃ、者割、提廻川、釜ヶ谷川、免谷

川、高梨谷川、木村上谷川、石原Ａ、石原Ｂ、石原Ｃ、石原Ｄ、大友谷川、鈩谷Ａ、鈩谷Ｂ、掛合川、銅ヶ谷川、一

の未川、三反谷Ａ、谷川、湧利原Ａ、猪子田、花ノ谷Ｂ、花ノ谷Ａ、湧利原Ｄ、湧利原Ｃ、湧利原Ｂ、酒谷Ｍ、花ノ

谷Ｃ、井元Ｅ、井元Ｃ、井元Ｂ、観音谷川、三反谷Ｂ、森谷、酒谷Ａ、酒谷Ｂ、酒谷Ｃ、酒谷Ｄ、日南Ｃ、日南Ｂ、

日南Ａ、酒谷Ｅ、酒谷Ｆ、市Ａ、古城谷川、市Ｂ、市Ｃ、市Ｄ、酒谷Ｇ、酒谷Ｈ、酒谷Ｉ、酒谷Ｊ、酒谷Ｋ、酒谷

Ｌ、連水、井元Ａ、片山Ｉ、片山Ｈ、片山Ｇ、片山Ｆ、火谷川、片山Ｅ、片山Ｄ、片山Ｃ、片山Ｂ、片山Ａ、漆谷

川、熊見Ｈ、熊見Ｇ、熊見Ｆ、熊見Ｅ、熊見Ｄ、熊見Ｃ、熊見Ａ、井元Ｄ、熊見Ｂ、亀村ノ谷Ａ、亀村ノ谷Ｂ、報恩

寺谷川、浜原ノ谷Ａ、南谷川Ａ、南谷川Ｂ、浜原ノ谷Ｂ、上川戸Ａ、上川戸Ｂ、上川戸谷川、三上谷川、三通谷川、

上川戸Ｃ、上川戸Ｄ、上川戸Ｅ、上川戸Ｆ、上川戸Ｇ、上川戸Ｈ、カジヤ谷川、土居谷川Ａ、土居谷川Ｂ、土居谷川

Ｃ、上川戸Ｉ、上川戸Ｊ、本郷谷、滝原ノ谷、越地川、カラノ谷川、石見ノ谷Ａ、石見谷川Ａ、石見谷川Ｂ、石見谷

川Ｃ、石見ノ谷Ｂ、石見ノ谷Ｃ、石見ノ谷Ｄ、石見ノ谷Ｅ、三郎谷川、信喜ノ谷Ａ、信喜ノ谷Ｂ、信喜ノ谷Ｃ、湯抱
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谷、寺脇谷川、大釜ヶ谷、新掘ノ谷Ａ、新掘ノ谷Ｂ、共栄谷、野間、石原ノ谷Ａ、石原ノ谷Ｂ、野間川、上粕渕ノ谷

Ａ、上粕渕ノ谷Ｂ、上粕渕ノ谷Ｃ、小原谷川、粕渕ノ谷、縺Ａ、縺Ｂ、法田ノ谷Ｅ、法田ノ谷Ｄ、法田ノ谷Ｃ、法田

ノ谷Ｂ、法田ノ谷Ａ、久保Ｂ、久保Ａ、久保Ｃ、半矢川、芋ヶ谷川、高畑川、寺の奥川、高畑ノ谷、野井谷、奥山

Ａ、奥山Ｂ、奥山川、神宮谷川、吾郷ノ谷Ａ、吾郷ノ谷Ｂ、明塚谷Ａ、明塚谷Ｂ、伊勢の谷川、向谷Ａ、向谷Ｂ、栗

原ノ谷、ケン谷川、浄音寺谷川、神回谷川、中沢谷川、段原谷川、石ヶ迫谷川、中祖谷川、簗瀬谷川、簗瀬、井の奥

谷川、乙原、垣廻谷川、つづら谷川、門ヶ谷川、竹谷、竹Ａ、関本川、竹Ｂ、竹Ｃ、高山Ｏ、高山Ａ、高山Ｂ、高山

Ｃ、高山Ｄ、高山Ｅ、高山Ｆ、高山Ｇ、高山Ｉ、高山Ｌ、高山Ｍ、高山Ｎ、高山Ｈ、高山Ｊ、高山Ｋ、田水ノ谷Ａ、

田水ノ谷Ｂ、田水ノ谷Ｃ、奥山Ｃ、枦谷Ａ、枦谷Ｄ、枦谷Ｃ、枦谷Ｂ、内田Ａ、内田Ｂ、川角谷Ａ、川角谷Ｂ、川角

谷Ｃ、杉谷ノ谷、奥の土居谷、奥の堀谷川、渡津谷川、京覧原Ａ、上里草Ｄ、上里草Ａ、上里草Ｂ、上里草Ｃ、上里

草Ｇ、上里草Ｆ、上里草Ｅ、京覧原Ｂ、小田谷川、京覧原Ｃ、松代谷Ａ、松代谷Ｂ、久喜原Ａ、久喜原Ｂ、久喜原

Ｃ、久喜原Ｄ、久喜原Ｅ、久喜原Ｆ、久喜原Ｇ、地頭所Ａ、地頭所Ｂ、地頭所Ｃ、久喜原Ｊ、松代谷Ｃ、久喜原Ｉ、

久喜原Ｈ、地頭所Ｈ、地頭所Ｇ、地頭所Ｆ、地頭所Ｅ、地頭所Ｄ、小林Ａ、小林Ｂ、小林Ｃ、下谷Ａ、下谷Ｂ、小谷

川、小谷Ａ、小谷Ｂ、小谷Ｃ、小谷Ｄ、港Ａ、港谷、港Ｂ、市井原谷Ａ、市井原谷Ｂ、枦谷Ｅ、小林Ｄ、小林Ｅ、小

林Ｆ、別府Ａ、別府Ｂ、別府Ｃ、別府Ｄ、別府Ｅ、別府Ｆ、別府Ｇ、別府Ｈ、別府Ｉ、別府Ｊ、別府Ｋ、別府Ｌ、寺

谷Ｂ、寺谷Ａ、小松地東Ａ、小松地東Ｂ、小松地西Ａ、小松地西Ｂ、寺谷Ｃ、惣森Ａ、惣森Ｆ、田代谷、惣森Ｃ、惣

森Ｄ、惣森Ｅ、惣森Ｂ、寺谷Ｄ、寺谷Ｅ、志君Ａ、志君Ｃ、志君Ｄ、志君Ｅ、志君Ｆ、志君Ｇ、志君Ｈ、志君Ｉ、分

附Ａ、分附Ｂ、志君Ｂ、小松地Ａ、小松地Ｃ、寺谷Ｆ、寺谷Ｇ、小松地Ｄ、小松地Ｂ、響谷川Ａ、響谷川Ｂ、響谷川

Ｃ、響谷川Ｄ、響谷川Ｅ、響谷川Ｆ、響谷川Ｇ、響谷川Ｈ、響谷川Ｉ、響谷川Ｊ、響谷川Ｋ、響谷川Ｌ、響谷川Ｍ、

響谷川Ｎ、響谷川Ｏ、響谷川Ｐ、響谷川Ｑ、響谷Ａ、響谷Ｂ、原Ａ、原Ｂ、原Ｃ、松川、空魚切、長砂、霧ヶ谷、中

の谷、金井谷、柳ヶ谷、向井屋谷、柱ヶ谷、高ヶ迫、杉堂、一本杉、松ノ奥、本郷Ｅ、古城、御領川、本郷Ａ、宮ノ

奥谷、御堂ノ奥、ツエケ谷、飯谷川Ａ、飯谷川Ｂ、飯谷川Ｃ、飯谷川Ｄ、飯谷川Ｅ、飯谷川Ｆ、飯谷川Ｇ、飯谷川

Ｈ、飯谷川Ｉ、飯谷川Ｊ、松下谷、上野Ａ、上野Ｂ、上野Ｃ、新造路川Ａ、新造路川Ｂ、新造路川Ｃ、新造路川Ｄ、

新造路川Ｅ、新造路川Ｆ、大浦Ａ、大浦Ｂ、大浦Ｃ、大浦Ｄ、城山谷Ａ、城山谷Ｂ、光宅寺谷Ａ、光宅寺谷Ｂ、光宅

寺谷Ｃ、光宅寺谷Ｄ、光宅寺谷Ｅ、大地谷、長田谷、浄楽寺谷、中ノ谷、滝神谷川、大年川Ａ、大年川Ｂ、大年川

Ｃ、宮ノ谷、七曲利谷、芦田谷、乙谷川Ａ、乙谷川Ｂ、乙谷川Ｃ、御領川Ａ、御領川Ｂ、御領川Ｃ、御領川Ｄ、小笹

目川Ａ、小笹目川Ｂ、小笹目川Ｃ、小笹目川Ｄ、小笹目川Ｅ、小笹目川Ｆ、小笹目川Ｇ、小笹目川Ｈ、小笹目川Ｉ、

小笹目川Ｊ、小笹目川Ｋ、小笹目川Ｌ、小笹目川Ｍ、小笹目川Ｎ、小笹目川Ｏ、小笹目川Ｐ、横屋谷、浅広谷、わさ

び谷、古屋谷、大草谷、沖田、前出、大原上、大原下、中津、溝口川、原ヶ迫、米屋ヶ谷、屋敷谷、菊谷、小松屋

下、小松屋上、上宮内奥、坂根、春木屋上、春木屋下、惣森奥、友田、田中奥、丸屋奥、信迫、梨木原奥、朝日奈

奥、朝日奈中、始末屋奥、畑井屋奥、藤田屋奥、高丸奥、奥河内谷、下畑、藤迫奥、板屋奥、後市、大迫、大上言、

池之迫、宮内下、堤ヶ谷、岩屋奥、仁沢迫、新屋向谷、橋根向谷、村之郷後ノ谷、艾Ａ、艾Ｂ、艾Ｃ、松原谷、松

原、山根Ａ、鍛冶屋原谷、高梨Ａ、高梨Ｂ、小笹目谷、高梨川Ａ、高梨川Ｂ、高梨川Ｃ、高梨川Ｄ、高梨川Ｅ、高梨

川Ｆ、高梨川Ｇ、山根川Ａ、山根川Ｂ、山根川Ｃ、猪谷川Ａ、猪谷川Ｂ、猪谷川Ｃ、猪谷川Ｄ、上畑川Ａ、上畑川

Ｂ、上畑川Ｃ、項谷川、上竹奥、安田、日平川Ａ、五割谷、日平川Ｂ、日平川Ｃ、日平川Ｄ、日平川Ｅ、日平川Ｆ、

日平川Ｇ、日平川Ｈ、日平川Ｉ、潮下Ａ、潮下Ｂ、八幡谷、畠ヶ谷、正専寺川、二多谷川、二多合川Ａ、二多合川

Ｂ、二多合川Ｃ、潮上Ａ、潮谷川Ａ、潮谷川Ｂ、曲利Ａ、由利谷、地ヶ谷、上曲谷、曲利Ｂ、曲利谷

３ 指定の区域

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

島根県告示第229号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規定によ
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り、次に掲げる土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指定するので、同条第４項の規定により告示する。

平成31年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 土砂災害特別警戒区域を指定する市町村の名称

浜田市

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害特別警戒区域の名称

 急傾斜地の崩壊

外ノ浦町、外ノ浦Ａ、外ノ浦Ｂ、外ノ浦Ｃ、心覚院、松原、祇園谷、殿町Ａ、殿町Ｂ、田町鏡山、田町、殿町Ｅ、

殿町Ｄ、大手門、浜田城、殿町Ｃ、蛭子町、清水Ａ、清水Ｂ、瀬戸見Ａ、瀬戸見Ｂ、大辻、港町Ｃ、漁民団地、港

Ａ、瀬戸ヶ島Ａ、瀬戸ヶ島Ｂ、瀬戸ヶ島Ｃ、港町Ｂ、瀬戸ヶ島Ｄ、瀬戸ヶ島Ｅ、港町Ａ、港Ｂ、日脚Ａ、日脚Ｂ、日

脚Ｃ、日脚Ｄ、日脚Ｅ、日脚Ｇ、日脚Ｆ、日脚Ｈ、日脚Ｉ、春日、周布Ａ、周布町吉地Ａ、聖徳寺、和田、周布Ｂ、

吉地町、中場Ａ、中場Ｂ、吉地Ｂ、吉地Ｃ、王子八幡神社、吉地下、門田上、治和Ａ、治和Ｂ、治和Ｃ、西村、治和

Ｄ、治和Ｅ、治和Ｆ、治和Ｇ、治和Ｈ、周布駅前、治和Ｉ、津摩Ａ、津摩Ｂ、津摩Ｃ、津摩Ｄ、治和Ｊ、治和Ｋ、仮

屋、治和Ｌ、治和Ｍ、治和Ｎ、治和Ｏ、郷Ａ、郷Ｂ、郷Ｃ、久代公民館、郷Ｄ、久代Ａ、郷Ｅ、久代町、荒相Ａ、荒

相Ｂ、荒相Ｃ、荒相Ｄ、荒相Ｅ、荒相Ｆ、荒相Ｇ、大津Ａ、大津Ｂ、大垰Ａ、大垰Ｂ、大金町Ａ、大津Ｃ、大津Ｄ、

大津Ｅ、大津Ｆ、下有福Ａ、下有福Ｂ、光現寺、下有福Ｃ、下有福Ｄ、下有福Ｅ、下有福Ｆ、下有福Ｇ、下有福町

Ａ、下有福町Ｂ、下有福Ｈ、大津Ｇ、大津Ｈ、火ノ谷、下有福Ｉ、下有福Ｊ、大金町Ｂ、大金町Ｃ、下有福Ｋ、大金

Ａ、大金Ｂ、姉金Ｌ、姉金Ｋ、姉金Ｉ、姉金Ｊ、姉金Ｈ、姉金Ｇ、姉金Ｆ、姉金Ａ、姉金Ｂ、姉金Ｃ、姉金Ｄ、姉金

Ｅ、大金Ｃ、大金Ｄ、大金Ｅ、大金Ｆ、大金Ｇ、大金Ｈ、大金Ｉ、大金Ｊ、上條Ａ、上條Ｂ、上條Ｃ、上條Ｄ、上條

Ｅ、上條Ｆ、上條Ｇ、上條Ｈ、河原、宇野上条上、宇野、森原Ａ、森原Ｂ、森原Ｃ、河南Ａ、河南Ｂ、河南Ｃ、宇野

南Ａ、宇野南Ｂ、大尾谷Ａ、大尾谷Ｂ、大尾谷Ｃ、大尾谷Ｄ、上條Ｉ、上條Ｊ、三重Ａ、覚永寺、上條Ｋ、上條Ｌ、

上条Ａ、上条Ｂ、上條Ｍ、上條Ｎ、三重Ｂ、三重Ｃ、久畑Ａ、三重Ｄ、三重Ｅ、久畑Ｂ、久畑Ｃ、天神中Ａ、天神中

Ｂ、上府町Ａ、天神下、西口、横路Ａ、横路Ｂ、三宅、伊甘Ａ、藤切谷、伊甘Ｂ、清水、才ヶ峠Ａ、才ヶ峠Ｂ、才ヶ

峠Ｃ、才ヶ峠Ｄ、才ヶ峠Ｅ、才ヶ峠Ｆ、才ヶ峠Ｇ、桜ヶ丘、才ヶ峠Ｈ、才ヶ峠Ｉ、才ヶ峠Ｋ、才ヶ峠Ｊ、才ヶ峠Ｌ、

下府町、川向Ａ、川向Ｂ、上ノ浜Ａ、上ノ浜Ｂ、下ノ浜Ａ、下ノ浜Ｂ、上ノ浜Ｃ、上ノ浜Ｄ、上ノ浜Ｅ、上ノ浜Ｆ、

上ノ浜Ｇ、国分Ａ、唐鐘Ａ、谷田Ａ、国分町Ａ、谷田Ｂ、谷田Ｃ、金蔵寺前、唐鐘Ｂ、唐鐘Ｃ、国分Ｂ、国分Ｃ、大

年神社、国分町Ｂ、天神、上府町Ｂ、国分Ｄ、国分Ｅ、国分Ｈ、国分Ｇ、国分Ｆ、荒相Ｈ、久代Ｂ、国分Ｉ、久代

Ｃ、久代Ｄ、久代大久保Ａ、久代Ｅ、久代Ｆ、久代大久保Ｂ、福井Ｉ、原井Ｍ、原井Ｎ、熱田Ⅰ、福井１、熱田Ⅱ、

熱田町３、熱田町５、原井町11、福井Ｊ、福井Ｋ、熱田町２、熱田町１、小福井１、熱田イ、福井Ｈ、福井Ｌ、福井

Ｇ、石原Ａ、石原Ｅ、石原Ｄ、石原Ｃ、商業高校前、石原団地、石原Ｈ、石原Ｆ、石原Ｇ、長浜Ａ、長浜Ｂ、高野

Ａ、森脇、長浜３、長浜２、高野Ｄ、高野Ｅ、高野Ｃ、高野Ｂ、和木Ｃ、和木Ｄ、長浜町２、和木Ｅ、長浜１、和木

２、和木１－Ⅰ、福井Ａ、福井Ｂ、福井Ｃ、福井Ｄ、福井Ｅ、福井Ｆ、石原Ｂ、和木Ａ、和木Ｂ、高野Ｆ、和田上、

和田Ａ、穂出町２、穂出町３、内田、中内田、猪伏Ｃ、猪伏Ａ、猪伏Ｂ、猪伏Ｄ、後面Ａ、上内田１、上内田Ｃ、上

内田Ｂ、上内田Ａ、上内田２、内田町１、中内田Ａ、松本１、松本５、松本下、松本、松本上、内村町８、内村町

９、内村町10、一ノ瀬Ｂ、一ノ瀬Ａ、鍋石町３、鍋石Ｐ、鍋石Ｏ、鍋石Ｎ、鍋石Ｉ、鍋石Ｄ、鍋石町１、鍋石Ａ、井

野Ａ、井野町１－Ⅱ、井野Ｅ、井野Ｄ、井野Ｂ、井野Ｃ、櫟田原Ｈ、櫟田原Ｇ、櫟田原Ｅ、櫟田原、櫟田原Ｆ、櫟田

原Ａ、櫟田原Ｄ、櫟田原Ｃ、櫟田原Ｂ、羽田１、羽田、本郷Ｂ、内村町２－Ⅰ、本郷Ｃ、牛谷、内村町１－Ⅰ、牛谷

Ａ、田橋Ｄ、田橋Ｆ、田橋Ｅ、田橋町２、田橋Ｌ、田橋Ｍ、田橋Ｒ、田橋Ｓ、田橋Ｉ、田橋Ｈ、田橋Ｊ、田橋Ｋ、田

橋Ｎ、田橋Ｐ、田橋Ｏ、横山Ｄ、横山Ｃ、横山Ｅ、横山Ｆ、横山Ｇ、横山Ｈ、田橋Ｑ、横山Ｌ、横山Ｋ、横山Ｎ、横

山Ｊ、横山Ｍ、横山Ｐ、横山Ｓ、横山Ｒ、横山Ｑ、横山Ｏ、横山Ｉ、内村町３－Ⅱ、横山Ｂ、横山Ａ、横山町１、内

村町２－Ⅱ、内村町４、中場上、吉地町１、中内田Ｂ、本郷Ａ、内田町百万騎Ａ、内田町十文字原Ｃ、内村町十文字

原Ｄ、内村町十文字原Ａ、内村町十文字原Ｂ、羽田Ａ、田橋Ａ、田橋Ｂ、田橋Ｃ、横山Ｔ、横山Ｕ、鍋石Ｂ、鍋石
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Ｃ、鍋石Ｊ、鍋石Ｅ、鍋石Ｆ、鍋石Ｈ、鍋石Ｇ、鍋石Ｋ、鍋石Ｌ、鍋石Ｍ、鍋石Ｑ、鍋石Ｒ、内田町２－Ⅲ、井野町

１－Ⅰ、吉地町吉地Ａ、西村町大谷Ｃ、西村町10、西村町11、西村町大谷Ｅ、西村町大谷Ｇ、西村町大谷Ｆ、西村町

大谷Ｉ、西村町大谷Ｈ、西村町大谷Ｊ、西村町大谷Ｄ、西村町７、西村町５、西村町３、力石Ｈ、力石Ｉ、西村町

２、力石Ｂ、力石Ｃ、西村町１、西村町大谷Ｂ、西村町大谷Ａ、力石Ｄ、力石Ｆ、力石Ｇ、西村町13、荒磯谷Ａ、荒

磯谷Ｂ、荒磯、荒磯谷Ｃ、荒磯谷Ｄ、荒磯谷Ｅ、荒磯谷Ｆ、荒磯谷Ｇ、荒磯谷Ｈ、荒磯谷Ｉ、原Ａ、浜口、原Ｂ、折

居、折居町２、力石Ａ、力石Ｅ、西村町大谷Ｋ、後生湯Ａ、生湯町Ａ、後生湯Ｂ、後生湯Ｃ、後生湯Ｄ、後生湯Ｅ、

後生湯Ｆ、長沢Ａ、長沢町Ａ、長沢Ｂ、長沢Ｃ、長沢Ｄ、長沢Ｅ、長沢Ｆ、長沢Ｇ、菅原団地、長沢Ｈ、長沢Ｉ、長

沢Ｊ、黒川町、高佐町Ａ、高佐町Ｂ、高佐町Ｃ、高佐町Ｄ、高佐町Ｅ、高佐町Ｆ、高佐Ｂ、高佐Ａ、高佐町Ｇ、高佐

Ｃ、高佐Ｄ、黒川Ａ、潰、高佐Ｅ、黒川Ｂ、河内Ａ、上ヶ山Ｌ、上ヶ山Ｋ、上ヶ山Ｊ、上ヶ山Ｉ、上ヶ山Ｈ、上ヶ山

Ｅ、上ヶ山Ｇ、上ヶ山Ｆ、上ヶ山Ｄ、上ヶ山Ｃ、上ヶ山Ｑ、上ヶ山Ｐ、上ヶ山Ｏ、上ヶ山Ｎ、上ヶ山Ｍ、上ヶ山Ｂ、

上ヶ山Ａ、岡口Ｂ、岡口Ａ、後野町Ａ、後野町Ｂ、岡口Ｃ、岡口Ｆ、岡口Ｅ、岡口Ｄ、上ヶ山Ｒ、上ヶ山Ｓ、後野

Ａ、上ヶ山Ｔ、洗川Ｅ、洗川Ｆ、洗川Ｄ、洗川Ｃ、洗川Ａ、洗川Ｂ、後野Ｃ、後野Ｄ、後野町Ｃ、後野Ｅ、後野Ｆ、

後野Ｇ、後野Ｈ、伊南Ａ、伊南Ｂ、後野Ｉ、伊南Ｃ、後野Ｊ、両間Ａ、両間Ｂ、両間Ｃ、両間Ｅ、両間Ｇ、両間Ｘ、

両間Ｈ、両間Ｗ、両間Ｊ、両間Ｉ、両間Ｆ、両間Ｄ、田原Ｏ、田原Ｎ、田原Ｍ、田原Ｌ、田原Ｇ、田原Ｅ、田原Ｆ、

田原Ｈ、田原Ｉ、田原Ｊ、田原Ｋ、田原Ｄ、田原Ｃ、田原Ｂ、田原Ａ、宇津井、小山Ｆ、小山Ｃ、小山Ｄ、小山Ｂ、

小山Ａ、千谷Ａ、千谷Ｂ、千谷Ｃ、千谷Ｄ、千谷Ｅ、千谷Ｆ、郷、下郷、上郷Ａ、上郷Ｂ、上郷Ｃ、上郷Ｄ、佐野下

Ｂ、佐野下Ｃ、下佐野、佐野下Ｅ、佐野下Ｄ、佐野町Ａ、佐野町Ｂ、佐野上Ｂ、佐野上Ａ、佐野上Ｃ、佐野上Ｄ、佐

野上Ｆ、佐野上Ｇ、佐野町Ｅ、佐野町Ｄ、佐野町Ｃ、佐野上Ｅ、美田Ａ、美田Ｂ、美田Ｃ、佐野美田、佐野町Ｆ、佐

野上Ｈ、両間Ｋ、両間Ｌ、両間Ｍ、両間Ｎ、両間Ｕ、両間Ｔ、両間Ｓ、両間Ｒ、両間Ｑ、両間Ｏ、両間Ｐ、後野Ｋ、

後野Ｌ、後野Ｍ、後野Ｎ、後野Ｏ、後野Ｐ、後野Ｑ、河内Ｃ、河内Ｂ、河内Ｄ、河内Ｅ、河内Ｆ、河内Ｇ、河内Ｈ、

河内町Ａ、河内Ｉ、中筋Ｄ、長見町Ｏ、中筋Ｃ、中筋Ａ、長見町Ｊ、長見町Ｋ、長見町Ｌ、長見町Ｍ、中筋Ｂ、長見

町Ｎ、中筋Ｆ、長見Ｓ、中筋Ｇ、中筋Ｅ、長見Ｒ、長見Ｑ、長見Ｐ、長見Ｏ、長見Ｔ、長見Ｕ、長見Ｖ、長見Ｗ、長

見Ｈ、長見Ｎ、長見Ｍ、長見Ｉ、長見Ｊ、長見Ｋ、長見Ｌ、長見Ｇ、長見Ｆ、内村町Ａ、内村町Ｂ、長見Ｘ、内村町

百万騎Ａ、西岡Ｃ、百万騎Ｂ、十文字原Ａ、十文字原Ｂ、十文字原Ｃ、十文字原Ｄ、十文字原Ｅ、長見町Ｈ、長見町

Ｇ、長見Ｅ、長見町Ｆ、長見Ｄ、長見町Ｅ、長見Ｃ、長見町Ｐ、長見Ｂ、長見町Ｄ、長見町Ｃ、長見町Ｂ、長見Ａ、

長見町Ａ、三階町Ａ、三階町Ｄ、東岡Ｅ、東岡Ｄ、三階町Ｅ、東岡Ｆ、東岡Ｇ、東岡Ｈ、東岡Ｉ、東岡Ｊ、東岡Ｋ、

東岡Ｌ、中東Ａ、中東Ｂ、中東Ｃ、中東Ｄ、三階町公民館、西岡Ｂ、西岡Ｄ、平床Ｂ、東岡Ｂ、平床Ｃ、西岡Ａ、平

床Ａ、東岡Ｃ、東岡Ａ、野地Ｍ、三階町Ｃ、三階町Ｂ、河内町Ｂ、河内Ｊ、河内Ｋ、河内Ｌ、三宮、相生町Ｄ、相生

Ｃ、相生Ｂ、今井迫Ｂ、相生Ａ、相生町Ｃ、野地Ｄ、三階町Ｈ、三階町Ｉ、三階町Ｊ、野地Ｅ、野地Ｉ、野地Ｊ、野

地Ｌ、野地Ｋ、野地Ｈ、野地Ｆ、野地Ｇ、野地Ａ、野地Ｂ、三階町Ｇ、野地Ｃ、相生町Ｂ、今井迫Ａ、竹迫Ｈ、竹迫

Ａ、杉戸Ｃ、杉戸Ｂ、杉戸Ａ、天満町、竹迫Ｂ、竹迫Ｃ、竹迫Ｄ、竹迫Ｆ、野原町Ａ、野原町Ｂ、野原Ａ、野原Ｂ、

野原Ｃ、野原Ｄ、野原Ｅ、野原Ｆ、野原Ｇ、野原Ｈ、野原Ｉ、三階町Ｆ、原井Ｊ、原井町Ｅ、原井Ｋ、原井Ｉ、原井

Ｈ、原井町Ｄ、笠柄Ａ、原井Ｇ、原井Ｆ、笠柄Ｂ、熱田、原井Ｃ、原井Ｂ、原井Ａ、青川Ｂ、原井Ｄ、雲雀丘、原井

Ｅ、原井町Ｃ、青川Ａ、原井町Ｂ、原井町Ａ、原井Ｌ、道分山、浅井Ｇ、浅井Ｆ、松原裏、浅井Ｅ、五万堂、浅井

Ｃ、浅井Ｄ、浅井Ｂ、浅井Ａ、長沢Ｋ、長沢町Ｂ、長沢Ｌ、長沢Ｍ、長沢Ｎ、長沢Ｏ、長沢Ｐ、長沢町Ｃ、長沢Ｑ、

長沢Ｒ、長沢町Ｄ、長沢Ｓ、長沢Ｔ、長沢Ｕ、長沢Ｖ、長沢Ｗ、生湯Ａ、ニ反田、長沢町Ｅ、長沢Ｘ、生湯町Ｇ、生

湯町Ｈ、外ノ浦、生湯Ｂ、生湯Ｃ、竹迫Ｇ、生湯Ｄ、生湯Ｅ、前生湯、生湯Ｆ、生湯Ｇ、生湯Ｈ、生湯Ｉ、生湯Ｊ、

生湯町Ｆ、生湯Ｋ、生湯Ｌ、生湯Ｍ、生湯Ｎ、生湯Ｏ、生湯Ｐ、生湯町Ｅ、生湯町Ｄ、生湯Ｑ、生湯Ｒ、生湯Ｓ、生

湯Ｔ、生湯町Ｃ、生湯町Ｂ、生湯Ｕ、生湯Ｖ、生湯Ｗ、生湯Ｘ、生湯Ｙ、中原、東下久佐Ｂ、東下久佐Ｃ、東下久佐

Ｆ、東下久佐Ｅ、東下久佐Ｄ、東下久佐Ｇ、東下久佐Ｈ、東下久佐Ｉ、久佐郷Ａ、久佐郷Ｂ、久佐郷Ｄ、山根原Ｄ、

新生Ｆ、宇栗Ａ、宇栗Ｃ、宇栗Ｄ、宇栗Ｇ、宇栗Ｆ、宇栗Ｅ、新生Ｇ、新生Ｅ、新生Ｄ、新生Ｂ、新生Ｃ、浄光寺谷

Ｄ、浄光寺谷Ａ、浄光寺谷Ｂ、浄光寺谷Ｃ、浄光寺谷Ｅ、新生Ａ、小原谷Ｂ、小原谷Ｃ、小原谷Ｅ、小原谷Ｇ、小原
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谷Ｌ、小原谷Ｍ、小原谷Ｎ、小原谷Ｆ、小原谷Ｈ、小原谷Ｉ、小原谷Ｊ、小原谷Ｋ、小原谷Ｄ、小原谷Ａ、山根原

Ｂ、山根原Ａ、久佐郷Ｃ、下久佐Ｃ、下久佐Ｂ、下久佐Ａ、東下久佐Ａ、両間Ｖ、下長屋Ｇ、下長屋Ｆ、下長屋Ｅ、

下長屋Ｃ、下長屋Ｂ、下長屋Ａ、金田Ａ、金田Ｂ、上組Ａ、上組Ｂ、上組Ｊ、上組Ｈ、上組Ｃ、上組Ｄ、上組Ｅ、上

組Ｆ、上来原大谷Ｃ、上来原大谷Ｅ、上来原大谷Ｄ、上来原大谷Ｂ、上来原大谷Ａ、上組Ｇ、上組Ｋ、上組Ｎ、上組

Ｍ、上組Ｌ、金田Ｃ、金田Ｅ、金田Ｇ、金田Ｈ、金田Ｉ、吉留Ａ、吉留Ｂ、吉留Ｃ、吉留Ｄ、吉留Ｉ、吉留Ｅ、吉留

Ｇ、吉留Ｈ、金城中学校Ａ、金城中学校Ｂ、今田Ａ、今田Ｂ、旧雲城中学校、新開Ｂ、今田Ｃ、内藤、今田Ｄ、今田

Ｅ、吉留Ｊ、今田Ｆ、今田Ｇ、今田Ｈ、吉田、今田Ｉ、今田Ｊ、今田Ｋ、今田Ｌ、東Ａ、今田Ｍ、下ノ原Ｆ、東Ｇ、

東Ｆ、東Ｅ、東Ｄ、東Ｃ、東Ｂ、東Ｈ、東Ｊ、東Ｋ、東Ｉ、西Ａ、西Ｂ、上来原、西Ｎ、西Ｐ、西Ｓ、西Ｔ、西Ｒ、

西Ｑ、西Ｏ、西Ｍ、西Ｌ、西Ｊ、西Ｉ、西Ｈ、西Ｇ、西Ｅ、西Ｄ、西Ｃ、下ノ原Ｅ、下ノ原Ｄ、下ノ原Ｃ、下ノ原

Ｂ、青原Ｏ、青原Ｐ、青原Ｑ、青原Ｒ、青原Ｓ、青原Ｔ、寺、青原Ｃ、青原Ａ、青原Ｂ、青原Ｄ、青原Ｅ、青原Ｆ、

青原Ｈ、青原Ｉ、青原Ｊ、青原Ｋ、青原Ｍ、青原Ｌ、伊木Ｒ、伊木Ｑ、伊木Ｐ、伊木Ｏ、伊木Ｍ、伊木Ｎ、伊木Ｋ、

伊木Ｊ、伊木Ｉ、伊木Ｈ、伊木Ｌ、伊木Ｆ、伊木Ｇ、伊木Ａ、伊木Ｂ、伊木Ｃ、伊木Ｄ、伊木Ｅ、若林Ｂ、若林Ｃ、

若林Ｅ、小笹Ｃ、水上谷Ｈ、若林Ａ、水上谷Ｅ、水上谷Ｆ、水上谷Ｃ、元小笹Ｂ、小笹Ａ、水上谷Ｂ、水上谷Ａ、元

小笹Ａ、新開Ａ、西Ｕ、元谷Ａ、元谷Ｈ、元谷Ｇ、元谷Ｆ、元谷Ｄ、元谷Ｅ、二タ村Ｅ、二タ村Ｂ、二タ村Ａ、二タ

村Ｃ、二タ村Ｄ、二タ村Ｈ、二タ村Ｊ、二タ村Ｉ、二タ村Ｇ、二タ村Ｆ、皆合Ｄ、皆合Ｃ、皆合Ｂ、皆合Ａ、皆合

Ｅ、小瀬原Ａ、小瀬原Ｂ、小瀬原Ｃ、久佐川Ｅ、久佐川Ｄ、久佐川Ｃ、久佐川Ａ、久佐川Ｆ、上長屋Ａ、上長屋Ｂ、

上長屋Ｆ、上長屋Ｈ、上長屋Ｇ、上長屋Ｃ、上長屋Ｄ、上長屋Ｅ、上長屋Ｉ、上長屋Ｊ、上長屋Ｋ、五十石、今福小

学校、岩塚Ｄ、岩塚Ｃ、岩塚Ｂ、岩塚Ａ、旧今福中学校、小松木Ｆ、小松木Ｄ、小松木Ｅ、小松木Ｃ、小松木Ｂ、小

松木Ａ、元谷Ｋ、元谷Ｊ、元谷Ｉ、元谷Ｃ、元谷Ｂ、久佐川Ｇ、植松Ａ、植松Ｂ、植松Ｃ、植松Ｄ、植松Ｅ、植松

Ｇ、植松Ｆ、福原Ａ、福原Ｂ、福原Ｄ、福原Ｃ、森下、福原Ｆ、福原Ｅ、大元Ｋ、大元Ｊ、大元Ｉ、大元Ｅ、大元

Ａ、大元Ｂ、大元Ｃ、大元Ｄ、大元Ｌ、大元Ｆ、大元Ｇ、大元Ｈ、大元Ｍ、追原郷Ａ、美又Ａ、美又Ｂ、美又Ｃ、越

沢Ｊ、越沢Ｉ、越沢Ｈ、越沢Ｇ、越沢Ｆ、越沢Ｄ、越沢Ｅ、越沢Ｃ、越沢Ｂ、越沢Ａ、入野Ｄ、入野Ｃ、入野Ｂ、入

野Ａ、乙明Ｄ、乙明Ｃ、乙明Ｂ、乙明Ａ、宇津井入野Ａ、宇津井入野Ｂ、追原郷Ｂ、美又小学校、新原Ｇ、新原Ｆ、

新原Ｅ、新原Ｄ、新原Ｃ、新原Ｂ、新原Ａ、植松Ｉ、植松Ｈ、大元Ｎ、大元Ｏ、大元Ｐ、乙明Ｅ、深笹上Ａ、深笹上

Ｂ、深笹上Ｃ、深笹上Ｄ、深笹下Ａ、深笹下Ｃ、後山Ｆ、深笹下Ｂ、三栄Ｊ、三栄Ｉ、三栄Ｈ、三栄Ｆ、三栄Ｅ、三

栄Ｃ、三栄Ａ、三栄Ｂ、三栄Ｎ、三栄Ｏ、三栄Ｐ、三栄Ｍ、弋手原Ａ、弋手原Ｂ、竹岡、東谷下、東谷上、長田郷

Ｆ、長田郷Ｅ、登り谷Ｄ、登り谷Ｃ、登り谷Ｂ、登り谷Ａ、長田、大井谷Ｃ、大井谷Ｄ、大井谷Ｂ、大井谷Ａ、長田

郷Ｄ、長田郷Ｃ、長田郷Ｂ、長田郷Ａ、新井屋原Ａ、新井屋原Ｂ、西谷上Ａ、西谷上Ｂ、西谷上Ｃ、西谷上Ｅ、若生

Ａ、若生Ｂ、若生Ｃ、若生Ｅ、若生Ｆ、若生Ｈ、若生Ｊ、若生Ｉ、若生Ｇ、若生Ｄ、西谷上Ｄ、馬場Ｆ、亀谷原、新

井屋原Ｃ、馬場Ｃ、馬場Ｅ、馬場Ｄ、馬場Ｂ、馬場Ａ、菅沢Ａ、菅沢Ｂ、三栄Ｌ、三栄Ｋ、後山Ｅ、後山Ｄ、後山

Ｃ、後山Ｂ、後山Ａ、柚根Ｂ、柚根Ｃ、柚根Ａ、柚根Ｄ、柚根Ｅ、柚根Ｆ、柚根Ｇ、柚根Ｈ、柚根Ｉ、柚根Ｊ、徳田

上Ａ、徳田上Ｂ、徳田中Ｄ、徳田中Ｂ、徳田中Ｃ、徳田中Ａ、徳田下Ａ、徳田下Ｂ、小国郷Ａ、小国郷Ｂ、小国郷

Ｃ、小国郷Ｉ、小国郷Ｈ、小国郷Ｇ、小国郷Ｆ、小国郷Ｅ、小国郷Ｄ、田ノ原Ａ、田ノ原Ｂ、田ノ原Ｃ、田ノ原Ｄ、

田ノ原Ｅ、田ノ原Ｆ、柚根Ｋ、下本郷Ａ、下本郷Ｂ、下本郷Ｃ、下本郷Ｄ、中本郷Ａ、中本郷Ｂ、戸川Ａ、戸川Ｂ、

戸川Ｃ、戸川Ｄ、戸川Ｆ、新屋、戸川Ｇ、朝日Ａ、朝日Ｂ、朝日Ｃ、朝日Ｄ、朝日Ｅ、朝日Ｆ、中本郷Ｃ、中本郷

Ｄ、中本郷Ｅ、上本郷Ａ、上本郷Ｂ、上本郷Ｃ、上本郷Ｄ、上本郷Ｅ、上本郷Ｆ、上本郷Ｇ、中本郷Ｆ、中本郷Ｇ、

朝日Ｇ、玉枝１、下重富Ａ、下重富Ｂ、下重富Ｃ、下重富Ｄ、上重富Ａ、下重富Ｅ、上和田Ａ、上和田Ｂ、下重富

Ｆ、下重富Ｇ、上重富Ｂ、上重富Ｃ、上重富Ｄ、上重富Ｅ、上重富Ｆ、上重富Ｇ、上重富Ｈ、上重富Ｉ、上重富Ｊ、

上重富Ｋ、上重富Ｌ、柏尾谷Ａ、柏尾谷Ｂ、柏尾谷Ｃ、大石谷Ａ、大石谷Ｂ、大石谷Ｃ、大石谷Ｄ、上和田Ｃ、西

川、上和田Ｅ、上和田Ｆ、天津谷Ａ、天津谷Ｂ、天津谷Ｃ、天津谷Ｄ、下和田Ａ、下和田Ｂ、下和田Ｃ、下和田Ｄ、

下和田Ｅ、下和田Ｆ、天津谷Ｅ、天津谷Ｆ、下和田Ｇ、栄Ｊ、栄Ｋ、上重富１、下和田３、都川１Ａ、下赤谷Ａ、岩

畳Ａ、岩畳Ｂ、岩畳Ｃ、都川１Ｂ、岩畳Ｄ、都川１Ｃ、都川１Ｄ、下赤谷Ｃ、畑喰谷Ｂ、畑喰谷Ｃ、畑喰谷Ｅ、畑喰

34



号外第52号 島 根 県 報 平成31年４月１日

谷Ｆ、畑喰谷Ｇ、都川２、畑喰谷Ｈ、畑田原Ａ、畑田原Ｂ、畑田原Ｃ、谷Ａ、谷Ｂ、谷Ｃ、都川７、谷Ｄ、谷Ｅ、上

来尾Ａ、谷上Ａ、都川６Ａ、都川６Ｂ、足尾Ａ、足尾Ｂ、足尾Ｃ、都川５、都川五区Ａ、都川五区Ｂ、都川五区Ｃ、

都川五区Ｄ、都川五区Ｅ、都川五区Ｆ、都川五区Ｇ、柏間屋、都川四区Ａ、都川４Ａ、河内屋、都川４Ｂ、薬師寺、

都川４Ｃ、戸地谷、都川四区Ｂ、都川四区Ｃ、都川４Ｄ、都川４Ｅ、都川３、都川三区、畑田原Ｄ、畑田原Ｅ、下赤

谷Ｄ、下赤谷Ｅ、下赤谷Ｆ、宮ノ地、中郷、貝崎Ａ、向井、中郡Ａ、中郡Ｂ、早水Ａ、早水Ｂ、内ヶ原Ａ、市の瀬

Ａ、市の瀬Ｂ、貝崎Ｂ、貝崎Ｃ、早水Ｃ、早水Ｄ、貝崎Ｄ、内ヶ原Ｂ、内ヶ原Ｃ、内ヶ原Ｄ、内ヶ原Ｅ、平松Ａ、上

来尾Ｂ、上来尾Ｃ、上来尾Ｄ、来尾、中来尾Ｃ、中来尾Ｄ、中来尾Ｅ、中来尾Ｆ、中来尾Ｇ、中来尾Ｈ、中来尾Ｉ、

中来尾Ｊ、平松Ｂ、十通りＡ、平松Ｃ、十通りＢ、十通りＣ、十通りＤ、十通りＥ、貝崎Ｅ、中倉Ａ、貝崎Ｆ、中倉

Ｂ、森田、越木下Ａ、越木下Ｂ、市木小学校、越木下Ｃ、市木２、市の瀬１、高杉谷、岩地谷Ａ、岩地谷Ｂ、岩地谷

Ｃ、岩地谷Ｄ、岩地谷Ｅ、岩地谷Ｆ、岩地谷Ｇ、栄Ａ、栄Ｂ、栄Ｃ、栄Ｄ、岩地谷Ｈ、栄Ｅ、栄Ｆ、柳Ａ、栄Ｇ、栄

Ｈ、栄Ｉ、岩地谷Ｉ、柳Ｂ、小場田Ａ、御神本Ａ、柳上、下城Ａ、柳Ｃ、福屋Ａ、下城Ｂ、福屋Ｂ、旭ケ丘、小谷城

Ａ、加古屋Ａ、加古屋Ｂ、加古屋Ｃ、加古屋Ｄ、加古屋Ｅ、神代屋Ａ、神代屋Ｂ、森谷Ａ、森谷Ｂ、神代屋Ｃ、神代

屋Ｇ、神代屋Ｄ、神代屋Ｅ、神代屋Ｆ、草野谷Ａ、草野谷Ｂ、草野谷Ｃ、草野谷Ｄ、草野谷Ｅ、草野谷Ｆ、草野谷

Ｇ、日南Ａ、日南Ｂ、日南Ｃ、日南Ｄ、日南Ｅ、日南Ｆ、四ノ戸Ａ、四ノ戸Ｂ、四ノ戸Ｃ、四ノ戸Ｄ、四ノ戸Ｅ、四

ノ戸Ｆ、四ノ戸Ｇ、八ツ木Ａ、八ツ木Ｂ、八ツ木Ｃ、八ツ木Ｄ、上の谷Ａ、上の谷Ｂ、上の谷Ｃ、四ノ戸Ｈ、上の谷

Ｄ、上の谷Ｅ、上の谷Ｆ、上の谷Ｇ、上の谷Ｈ、上の谷Ｉ、上の谷Ｊ、上の谷Ｋ、日南Ｈ、日南Ｉ、草野谷Ｈ、草野

谷Ｉ、草野谷Ｊ、森谷Ｃ、森谷Ｄ、四ノ戸２、森谷Ｅ、森谷Ｆ、森谷Ｇ、森谷Ｈ、森谷Ｉ、森谷Ｌ、小谷城Ｂ、小谷

城Ｃ、小谷城Ｄ、小谷城Ｅ、森谷Ｊ、小場田Ｂ、小場田Ｃ、小場田Ｄ、御神本Ｂ、小場田Ｅ、御神本Ｃ、御神本Ｄ、

御神本Ｅ、御神本Ｆ、御神本Ｇ、御神本Ｈ、御神本Ｉ、上城Ａ、上城Ｂ、丸原町Ａ、上城Ｃ、寺廻Ａ、寺廻Ｂ、寺廻

Ｃ、寺廻Ｄ、丸原町Ｂ、後谷Ａ、後谷Ｂ、後谷Ｃ、後谷Ｄ、後谷Ｅ、後谷Ｆ、後谷Ｇ、森谷１、御神本６、日南６、

山ノ内下Ａ、山ノ内下Ｂ、山ノ内下Ｃ、山ノ内下Ｄ、山ノ内下Ｅ、山ノ内下Ｆ、山ノ内下Ｇ、山ノ内上Ａ、山ノ内上

Ｂ、山ノ内上Ｃ、山ノ内上Ｅ、山ノ内上Ｆ、山ノ内上Ｇ、木田２下Ａ、木田４Ａ、木田４Ｂ、木田２下Ｂ、木田２

上、木田１Ａ、木田１Ｂ、木田１Ｃ、木田一区１、木田４Ｃ、木田４Ｄ、木田４Ｅ、木田３Ａ、木田３Ｂ、木田３

Ｃ、木田三区１、木田３Ｄ、木田４Ｆ、木田４Ｇ、木田四区１、木田４Ｈ、木田３Ｅ、木田３Ｆ、木田３Ｇ、木田５

Ａ、木田５Ｂ、木田５Ｃ、木田５Ｄ、白角Ａ、白角Ｂ、白角Ｃ、木田６Ａ、木田６Ｂ、木田６Ｃ、白角Ｄ、白角Ｅ、

木田７Ａ、木田７Ｂ、木田７Ｃ、木田８Ａ、木田７Ｄ、木田８Ｂ、白角Ｆ、白角Ｇ、小坂Ａ、小坂Ｂ、門田Ａ、小坂

畑Ａ、小坂Ｃ、小坂畑Ｂ、小坂畑Ｃ、小坂Ｄ、小坂Ｅ、小坂Ｆ、日高Ａ、小坂Ｉ、小坂Ｊ、西河内Ａ、日高Ｂ、日高

Ｃ、日高Ｄ、日高Ｅ、日高Ｆ、日高Ｇ、日高Ｈ、日高Ｉ、日高Ｊ、西河内Ｂ、西河内Ｃ、西河内Ｄ、寺組Ａ、日高

Ｋ、門田Ｂ、門田Ｃ、門田Ｄ、門田Ｅ、門田Ｆ、門田Ｇ、門田Ｈ、門田Ｉ、門田Ｊ、門田Ｋ、門田Ｌ、日高Ｌ、高

内、寺組Ｂ、寺組Ｃ、寺組Ｄ、寺組Ｅ、宮組Ａ、宮組Ｂ、宮組Ｃ、本郷下Ａ、本郷下Ｂ、本郷下Ｃ、本郷下Ｄ、本郷

下Ｅ、本郷下Ｆ、本郷下Ｇ、本郷下Ｈ、三里Ａ、小角Ａ、小角Ｂ、小角Ｃ、三里Ｂ、三里Ｃ、横谷Ａ、横谷Ｂ、三里

Ｄ、三里Ｅ、三里Ｆ、横谷Ｃ、横谷Ｄ、三里Ｇ、横谷Ｅ、横谷Ｆ、三里Ｈ、三里Ｉ、三里Ｊ、三里Ｋ、横谷Ｇ、程原

上Ａ、程原上Ｂ、程原上Ｃ、程原上Ｄ、程原上Ｅ、程原下Ａ、程原下Ｃ、程原下Ｅ、程原下Ｆ、小角Ｄ、大坪Ａ、大

坪Ｃ、大坪Ｄ、大坪Ｅ、大坪Ｆ、大坪Ｇ、大坪Ｈ、大坪Ｉ、稲代Ａ、大坪Ｊ、大坪Ｋ、大坪Ｌ、稲代Ｃ、稲代Ｄ、稲

代Ｅ、稲代Ｆ、稲代Ｇ、稲代Ｈ、稲代Ｉ、稲代Ｊ、稲代Ｋ、稲代Ｌ、稲代Ｍ、稲代Ｎ、六歩谷Ａ、六歩谷Ｂ、六歩谷

Ｃ、六歩谷Ｄ、六歩谷Ｅ、六歩谷Ｆ、六歩谷Ｇ、六歩谷Ｈ、六歩谷Ｉ、六歩谷Ｊ、金岡Ａ、金岡Ｂ、金岡Ｃ、金岡

Ｄ、金岡Ｅ、高坂谷Ａ、栃木Ａ、高坂谷Ｃ、栃木Ｂ、栃木Ｃ、高坂谷Ｄ、高坂谷Ｅ、金岡Ｆ、西河内Ｅ、金岡Ｇ、金

岡Ｈ、西河内Ｆ、西河内Ｇ、西河内Ｈ、小坂Ｋ、小坂Ｌ、高坂谷Ｆ、高坂谷Ｇ、山賀Ａ、山賀Ｂ、高坂谷Ｈ、高坂谷

Ｉ、栃木Ｄ、栃木Ｅ、小坂集会所、小坂Ｍ、日高Ｍ、西河内Ｉ、西河内Ｊ、野坂上Ａ、野坂上Ｂ、野坂上Ｃ、野坂下

Ａ、野坂下Ｂ、野坂下Ｃ、野坂下Ｄ、野坂下Ｅ、野坂下Ｆ、大斉Ａ、大斉Ｂ、大斉Ｃ、塚の元Ａ、塚の元Ｂ、塚の元

Ｃ、塚の元Ｄ、塚の元Ｅ、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、下谷Ｄ、下谷Ｅ、下谷Ｆ、下谷Ｇ、下谷Ｈ、仲三Ａ、小熊Ａ、

小熊Ｂ、下田野原、下田野原Ｂ、下田野原Ｃ、下田野原Ｄ、上田野原Ｂ、上田野原Ｃ、上田野原Ｄ、上田野原Ｅ、上

35



号外第52号 島 根 県 報 平成31年４月１日

田野原Ｆ、熊ノ山Ａ、熊ノ山Ｂ、熊ノ山Ｃ、熊ノ山Ｄ、熊ノ山Ｅ、仲三Ｂ、仲三Ｃ、仲三Ｄ、谷仲三Ａ、谷仲三Ｂ、

仲三Ｅ、仲三Ｆ、仲三Ｇ、仲三Ｈ、仲三Ｉ、仲三Ｊ、仲三Ｋ、仲三Ｌ、仲三Ｍ、仲三Ｎ、仲三Ｏ、仲三Ｐ、仲三Ｒ、

仲三Ｑ、西ノ郷Ｂ、西ノ郷Ｃ、西ノ郷Ｄ、西ノ郷Ｅ、西ノ郷Ｆ、大斉Ｄ、大斉Ｅ、大斉Ｆ、西ノ郷Ｇ、西ノ郷Ｈ、西

ノ郷Ｉ、西ノ郷Ｊ、大斉Ｇ、野坂下Ｇ、野坂下Ｈ、野坂１、野坂下Ｉ、野坂上Ｄ、野坂下Ｊ、野坂上Ｅ、野坂上Ｆ、

野坂上Ｇ、野坂上Ｈ、小熊Ｅ、周布地Ａ、周布地Ｂ、周布地Ｃ、周布地Ｄ、周布地Ｅ、周布地Ｆ、周布地Ｇ、周布地

Ｈ、周布地Ｉ、周布地Ｊ、井野大谷Ａ、井野大谷Ｂ、井野大谷Ｃ、井野大谷Ｄ、井野大谷Ｅ、井野大谷Ｆ、井野大谷

Ｇ、井野大谷Ｈ、井野大谷Ｉ、井野大谷Ｊ、石浦Ａ、石浦Ｂ、石浦Ｃ、石浦Ｄ、石浦Ｅ、石浦Ｆ、石浦Ｇ、石浦Ｈ、

市場Ａ、井野小学校、市場Ｂ、石浦Ｉ、市場Ｃ、市場Ｄ、久根郷Ａ、久根郷Ｂ、久根郷Ｃ、久根郷Ｄ、大口Ａ、久根

郷Ｆ、大口Ｃ、大口Ｄ、上小原Ａ、上小原Ｂ、上小原Ｃ、上小原Ｅ、上小原Ｄ、上小原Ｆ、徳泉寺、徳泉寺浴Ａ、徳

泉寺浴Ｂ、下小原Ａ、下小原Ｂ、下小原Ｃ、下小原Ｅ、下小原Ｆ、下小原Ｇ、下室谷Ａ、下室谷Ｂ、下室谷Ｃ、下室

谷Ｄ、下室谷Ｅ、下室谷Ｆ、下室谷Ｇ、下室谷Ｈ、下室谷Ｉ、鞍掛Ａ、鞍掛Ｂ、鞍掛Ｃ、鞍掛Ｄ、上室谷Ａ、上室谷

Ｂ、上室谷Ｃ、上室谷Ｄ、上室谷Ｅ、上室谷Ｆ、諸谷Ａ、諸谷Ｂ、上今明Ａ、上今明Ｂ、上今明Ｃ、上今明Ｄ、下小

原Ｈ、下小原Ｉ、下小原Ｊ、下小原Ｋ、上今明Ｅ、上今明Ｆ、東下今明Ａ、市場Ｆ、市場Ｇ、市場Ｈ、東下今明Ｃ、

東下今明Ｄ、東下今明Ｅ、東下今明Ｆ、東下今明Ｇ、東下今明Ｈ、東下今明Ｉ、東下今明Ｊ、東下今明Ｋ、東下今明

Ｌ、東下今明Ｍ、西下今明Ａ、西下今明Ｂ、西下今明Ｃ、東下今明Ｎ、西下今明Ｅ、西下今明Ｆ、西下今明Ｇ、下芦

谷Ａ、下芦谷Ｂ、下芦谷Ｃ、本谷、東中芦谷Ａ、東中芦谷Ｂ、東中芦谷Ｃ、東中芦谷Ｄ、芦谷西中芦谷Ａ、芦谷西中

芦谷Ｂ、芦谷西中芦谷Ｃ、芦谷西中芦谷Ｄ、竜雲寺峠、上今明Ｇ、周布地Ｋ、周布地Ｌ、下室谷Ｊ、東下今明Ｏ、東

下今明Ｐ、市場Ｉ、市場Ｊ、市場Ｋ、市場Ｌ、市場Ｍ、市場Ｎ、井野大谷Ｋ、井野大谷Ｌ、井野大谷Ｍ、井野大谷

Ｎ、市場Ｏ、井野大谷Ｏ、井野大谷Ｐ、井野大谷Ｑ、下芦谷Ｄ、下小原Ｌ、下小原Ｍ、大口Ｇ、下小原Ｎ、下小原

Ｏ、大口Ｅ、大口Ｆ、下小原10、久根郷４、東下今明３、黒沢一区Ａ、黒沢一区Ｂ、黒沢一区Ｃ、黒沢一区Ｄ、黒沢

一区Ｅ、黒沢一区Ｇ、黒沢一区Ｈ、黒沢一区Ｉ、黒沢二区Ｊ、黒沢二区Ｋ、黒沢二区Ｅ、黒沢二区Ｃ、黒沢二区Ｄ、

黒沢二区Ｇ、黒沢二区Ｌ、黒沢二区Ｈ、黒沢二区Ｉ、黒沢二区Ｍ、黒沢二区Ｎ、黒沢二区Ｏ、上古和Ａ、上古和Ｂ、

上古和Ｃ、上古和Ｄ、上古和Ｅ、上古和Ｆ、下古和Ａ、下古和Ｂ、下古和七区Ａ、下古和七区Ｂ、下古和七区Ｃ、下

古和七区Ｄ、下古和七区Ｅ、下古和七区Ｆ、下古和七区Ｇ、下古和六区Ａ、下古和六区Ｂ、下古和五区Ｃ、下古和六

区Ｃ、下古和五区Ｂ、下古和五区Ａ、下小原Ｐ、下小原Ｑ、井川Ａ、井川Ｂ、井川Ｃ、井川Ｄ、井川Ｅ、井川Ｇ、井

川Ｈ、井川Ｉ、井川Ｊ、井川Ｋ、下古和五区Ｄ、黒沢二区Ｆ、黒沢二区Ｂ、黒沢二区Ａ、下古和七区Ｈ、黒沢一区

Ｆ、黒沢一区Ｊ、下古和五区Ｅ、矢原Ｅ、矢原郷Ａ、矢原郷Ｂ、矢原郷Ｃ、矢原郷Ｄ、矢原郷Ｅ、矢原郷Ｆ、矢原郷

Ｇ、矢原郷Ｈ、矢原郷Ｉ、矢原郷Ｊ、梅ノ木原Ａ、梅ノ木原Ｂ、梅ノ木原Ｃ、大辻Ａ、大辻Ｂ、松柄Ａ、松柄Ｂ、松

柄Ｃ、松柄Ｄ、大辻Ｃ、上小原Ｆ、黒沢一区Ｋ、下小原Ｄ、井川Ｌ、下古和七区５、森溝上Ｃ、森溝上Ｄ、森溝上

Ｅ、森溝上Ｆ、森溝上Ｇ、森溝上Ｈ、森溝下Ａ、森溝下Ｂ、岡崎、森溝下Ｃ、森溝下Ｄ、小野Ａ、小野Ｂ、小野Ｃ、

小野Ｄ、小野Ｅ、三隅西中芦谷Ａ、三隅西中芦谷Ｂ、三隅Ａ、三隅Ｂ、用田橋Ａ、用田橋Ｂ、用田橋Ｃ、用田橋Ｄ、

用田橋Ｅ、用田橋Ｆ、下河内Ａ、下河内Ｂ、下河内Ｃ、下河内Ｄ、下河内Ｅ、下河内Ｆ、下河内Ｇ、上河内Ａ、上河

内Ｂ、上河内Ｃ、上河内Ｄ、西方寺原Ａ、西方寺原Ｂ、南薫堂、日野原Ａ、日野原Ｂ、日野原Ｃ、日野原Ｄ、日野原

Ｅ、日野原Ｆ、向野田田原Ａ、向野田田原Ｂ、向野田田原Ｃ、向野田田原Ｄ、海老谷Ｌ、海老谷Ｍ、海老谷Ｂ、海老

谷Ｃ、海老谷Ｄ、海老谷Ｅ、向野田郷Ａ、向野田郷Ｂ、長柄、鹿子谷Ｇ、鹿子谷Ｈ、鹿子谷Ｂ、鹿子谷Ｃ、鹿子谷

Ｄ、鹿子谷Ｅ、鹿子谷Ｆ、畑Ａ、畑Ｂ、畑Ｃ、森溝上Ａ、向野田Ｄ、海老谷Ａ、海老谷Ｎ、海老谷Ｆ、滝見Ａ、海老

谷Ｇ、海老谷Ｈ、海老谷Ｉ、海老谷Ｊ、海老谷Ｋ、海老谷Ｏ、森溝上Ｆ、向野田Ｅ、福浦東Ａ、福浦東Ｂ、福浦Ａ、

福浦西、福浦西三区、西河内谷Ａ、西河内谷Ｂ、西河内谷Ｃ、福浦Ｂ、福浦Ｃ、福浦Ｄ、福浦Ｅ、三保三隅駅前、細

田、晴海台、福浦Ｆ、福浦Ｇ、八曽Ａ、八曽Ｂ、田の浦Ａ、田の浦Ｂ、湊浦Ｂ、湊浦Ａ、上古市Ａ、上古市Ｂ、上古

市Ｃ、古市場Ａ、古市場Ｂ、古市場Ｃ、古市場中組Ａ、古市場中組Ｂ、古市場中組Ｃ、古市場中組Ｄ、古市場中組

Ｅ、古市場中組Ｆ、古市場Ｄ、古市場中組Ｇ、門殿Ａ、門殿Ｂ、門殿Ｃ、門殿Ｄ、下古市、古市場Ｅ、古湊西、礼光

寺、古湊Ａ、古湊Ｂ、西河内谷Ｄ、八曽Ｃ、八曽Ｄ、古市場中組Ｈ、古市場中組Ｉ、松原Ａ、松原Ｂ、松原Ｃ、中山
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東Ａ、中山西Ｅ、中山西Ｆ、中山西Ｇ、須津東、須津二区、須津一区、須津Ａ、岡見駅、須津Ｂ、青浦Ａ、青浦Ｃ、

板ヶ峠Ａ、板ヶ峠Ｂ、板ヶ峠Ｃ、栃ノ木Ａ、栃ノ木Ｂ、栃ノ木Ｃ、栃ノ木Ｅ、床並Ａ、床並Ｃ、床並Ｄ、床並Ｅ、床

並Ｇ、床並Ｈ、床並Ｉ、岡見郷Ａ、岡見郷Ｂ、岡見郷Ｃ、中山西Ｄ、中山西Ｃ、中山西Ｂ、中山西Ａ、宮ヶ迫Ａ、宮

ヶ迫Ｂ、西ノ谷東Ａ、西ノ谷東Ｂ、西ノ谷東Ｃ、西ノ谷Ｂ、西ノ谷Ｃ、西ノ谷Ｄ、西ノ谷Ｅ、西ノ谷Ｆ、西ノ谷Ｈ、

西ノ谷Ｉ、床並Ｂ、須津Ｃ、中山東Ｂ、松原Ｄ、岡見団地Ａ、岡見団地Ｂ、岡見団地Ｃ、岡見団地Ｄ、岡見団地Ｅ、

板ヶ峠Ｄ、板ヶ峠Ｅ、西ノ谷Ａ、吉浦Ｂ、吉浦Ｄ、吉浦Ａ、吉浦Ｃ、吉浦Ｅ、吉浦Ｆ、白砂Ａ、東平原上Ａ、東平原

上Ｂ、東平原上Ｃ、東平原下Ｂ、東平原下Ｄ、東平原下Ｃ、東平原下Ａ、今浦Ｃ、今浦Ａ、今浦Ｄ、今浦Ｇ、今浦

Ｅ、今浦Ｆ、今浦Ｂ、今浦Ｈ、今浦Ｉ、今浦Ｋ、今浦Ｊ、白砂Ｂ、西河内谷Ｅ、西河内谷Ｆ、東平原上Ｄ、東平原下

Ｆ、東平原下Ｅ、今浦Ｌ、今浦Ｍ

 土石流

外の浦谷Ｂ、外ノ浦町Ａ、外ノ浦町Ｂ、祇園谷、城山川、清水山谷、港町Ｂ、外の浦谷Ｇ、外の浦谷Ｆ、日脚谷

Ｂ、日脚Ｄ、日脚町、熱田谷、周布、穂出町周布川Ａ、迷ヶ辻川、治和町周布川Ｄ、治和町周布川Ｂ、治和Ａ、治和

Ｂ、久代Ｅ、久代Ｄ、久代川Ｇ、久代川Ｆ、久代Ａ、防仲谷川、久代川Ｃ、久代川Ｅ、久代川Ｄ、上の木橋川、久代

川Ａ、久代川Ｂ、大金Ａ、大金Ｂ、大金Ｃ、敬川Ａ、火ノ谷川、下府川Ａ、宇野Ａ、大明神川Ｂ、宇野Ｂ、下府川

Ｂ、大尾谷Ａ、下府川Ｄ、河南Ｂ、秋田、秋田川Ｃ、下府川Ｇ、下府川Ｉ、下府川Ｊ、堂道、下府川Ｋ、下府Ｃ、下

府Ｄ、下府川Ｏ、下府Ｅ、藤切谷川、下府Ｆ、下府Ｉ、才ヶ峠、才ヶ峠川Ｃ、才ヶ峠川Ｂ、下府Ｋ、上府町Ａ、下府

川Ｌ、下府川Ｍ、下府Ａ、久畑谷川Ａ、久畑谷川Ｃ、下府Ｂ、天神谷川Ａ、天神Ｂ、天神Ａ、天神川Ａ、半場川、下

府川Ｒ、国分Ｂ、国分Ｃ、国分Ｅ、金周布川、熱田Ａ、福井川Ａ、訂心寺川、城ヶ平、内田川Ａ、内田Ａ、髻谷川

Ａ、内田Ｂ、松本下谷、松本谷川Ａ、松本谷川Ｂ、周布川Ｂ、内村Ａ、周布川Ｅ、周布川Ｃ、周布川Ａ、牛谷川Ｄ、

田橋Ａ、牛谷川Ａ、鍋石川Ｅ、鍋石川Ｄ、足立川、鍋石川Ｂ、井野Ａ、檪田原川Ａ、檪田原川Ｂ、蛇の谷川Ａ、蛇の

谷川Ｂ、原田谷、横山川上谷Ａ、横山川Ａ、牛谷川Ｈ、横山川Ｂ、米ヶ辻南谷、牛谷川Ｉ、牛谷川Ｊ、牛谷川Ｌ、牛

谷川Ｍ、中場谷川、穂出Ｂ、周布町周布川Ｂ、穂出町周布川Ｃ、穂出町周布川Ｂ、力石Ａ、大谷Ｂ、青川Ｈ、青川

Ｆ、青川Ｅ、力石Ｄ、力石Ｅ、青川Ｃ、青川Ｂ、陳野尾川、青川Ａ、荒磯川Ｂ、荒磯川Ａ、掛田川Ａ、原川、原Ａ、

西村町折居川、夏井川、折居町折居川Ｂ、生湯Ｋ、生湯Ｇ、生湯Ｉ、生湯町下府川Ａ、生湯町才ヶ峠川Ａ、支川地獄

川Ｂ、長沢Ａ、名古田谷、高佐川Ａ、高佐川Ｂ、高佐川Ｃ、高佐川Ｇ、高佐川Ｈ、中高佐谷、高佐町、高佐川Ｉ、高

佐川Ｊ、高佐川Ｋ、下黒川、上ヶ山川Ｅ、上山川Ａ、上ヶ山川Ａ、後野Ｇ、後野Ｆ、堂道川Ａ、七瀬川Ａ、七瀬川

Ｂ、宇津井町下府川Ｅ、宇津井町下府川Ｃ、宇津井町下府川Ｂ、宇津井町下府川Ａ、佐野町下府川Ｂ、田原川、花田

川、射上ヶ谷、佐野Ａ、後野町下府川Ｃ、佐野Ｂ、後野町下府川Ｂ、佐野町下府川Ａ、浜田川Ａ、後野Ｄ、後野Ｂ、

後野Ａ、黒川、浜田川Ｄ、浜田川Ｃ、中筋川Ｇ、東中筋川Ａ、東中筋川Ｂ、長見Ｃ、長見町周布川Ｂ、長見町周布川

Ａ、中筋川Ｈ、中筋川Ｄ、中筋川Ｃ、中筋川Ｂ、白田谷川Ｃ、白田谷川Ｂ、白田谷川Ａ、長見Ｂ、中筋川Ａ、細谷川

Ａ、三階Ａ、細谷川Ｂ、三階Ｂ、細谷川Ｃ、三階Ｃ、社家地谷川、相生Ｂ、今井迫川Ｂ、三階Ｄ、相生Ａ、竹迫、竹

迫谷川Ｂ、竹迫谷川Ａ、杉戸谷川、原井町青川Ｃ、原井町青川Ｂ、原井町青川Ａ、原井川、雲雀ヶ丘谷、原井、西旗

竿谷、手ヶ谷、浅井、古屋谷、奥古屋谷、生湯Ｃ、生湯町Ｃ、生湯町Ｂ、生湯町Ａ、生湯Ｅ、上組Ａ、上来原川Ｂ、

寺の奥、深笹川右支渓Ａ、落し谷川右支渓Ｂ、助三瀬戸、弋手瀬戸、東谷川、段田原谷、長田川、長田川左支渓Ａ、

大井谷川右支渓Ａ、大井谷川、大西、長田川左支渓Ｃ、周布川右支渓Ｅ、周布川右支渓Ｄ、栃下谷川、コウロ谷、鷹

ノ巣谷、周布川左支渓Ｄ、周布川左支渓Ｇ、周布川左支渓Ｈ、藤ノ屋谷川、有ノ木谷川、周布川左支渓Ｑ、周布川右

支渓Ｑ、重富川左支渓Ｅ、八戸川左支渓Ｌ、新屋溢、下重富、山下空、上和田Ｂ、重富川Ａ、和田大石谷川Ｄ、昭見

川右支渓Ｂ、八戸川右支渓Ｊ、八戸川右支渓Ｉ、八戸川右支渓Ｇ、中峠、八戸川左支渓Ｈ、八戸川左支渓Ｉ、畑喰谷

川右支渓、畑喰谷川、畑喰谷川左支渓Ａ、上畑喰谷川、都川川右支渓Ｈ、都川川右支渓Ｅ、恩谷迫、恩谷川Ｄ、下足

尾川Ｂ、下足尾川Ｄ、下足尾川Ｅ、谷川右支渓Ｇ、谷川左支渓Ｂ、谷川左支渓Ｅ、都川川右支渓Ｃ、梅の木川Ａ、坂

本川左支渓Ｆ、都川川左支渓Ｄ、柳ヶ追、都川川左支渓Ｇ、都川川左支渓Ｈ、押入川、八戸川左支渓Ｂ、早水川右支

渓Ａ、内ヶ原Ｂ、中倉川、来尾川右支渓Ｈ、来尾川右支渓Ｆ、来尾川右支渓Ｂ、来尾川左支渓Ａ、来尾川左支渓Ｂ、
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新梨、坂谷奥、来尾川左支渓Ｃ、来尾川左支渓Ｆ、梅ノ木溢、岩地谷Ａ、家古屋川右支渓Ｂ、満福寺、家古屋、土井

谷川右支渓Ｃ、家古屋川左支渓Ｄ、家古屋川右支渓Ａ、首名川左支渓、四ノ戸川左支渓Ｃ、都川川左支渓Ｃ、松木

峠、八ツ木川左支渓Ｂ、八ツ木川右支渓Ｆ、八ツ木川左支渓Ａ、坂本川右支渓Ａ、森谷川右支渓Ｂ、小谷城川右支渓

Ｂ、白角川右支渓Ｅ、白角川右支渓Ｄ、北田川左支渓、白角川左支渓Ｅ、白角川左支渓Ｆ、白角川左支渓Ｇ、白角川

左支渓Ｈ、白角川左支渓Ｉ、小角川右支渓Ｃ、小角川左支渓Ａ、小角川左支渓Ｃ、子黒目谷川右支渓Ａ、瀧ヶ谷川右

支渓Ｂ、岩倉谷川右支渓Ａ、深山谷川右支流右支渓、程原上Ｄ、程原川右支渓Ｂ、長安川右支渓Ｂ、栃木川左支渓

Ａ、本郷川左支渓Ａ、本郷川左支渓Ｆ、本郷川左支渓Ｉ、小谷川、本郷川右支渓Ｇ、赤見滝浴、木都賀谷川左支渓

Ｊ、木都賀谷川右支渓Ｃ、木都賀谷川右支渓Ｂ、木都賀谷川右支渓Ａ、木都賀谷川左支渓Ｆ、賀戸屋川、折居川Ｅ、

折居川Ｂ、白谷川Ｃ、白谷川Ｂ、井川川Ｄ、溝子川Ｂ、井川川Ｌ、井野大谷川Ａ、石浦川Ｂ、井川川Ｐ、露重川、石

田川Ｊ、神元川Ａ、洞明寺川Ａ、林ノ浴、三隅川Ｊ、三隅川Ｌ、鹿子谷上川Ｂ、鹿子谷川Ｂ、郷谷、三隅川Ｓ、福浦

Ｂ、細田川放水路、岡見川Ｆ、石田川Ｂ

３ 指定の区域及び建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

別図のとおり（「別図」は、省略し、島根県浜田県土整備事務所及び浜田市役所において一般の縦覧に供する。）

島根県告示第230号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規定によ

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

平成31年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 土砂災害特別警戒区域を指定する市町村の名称

江津市

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害特別警戒区域の名称

 急傾斜地の崩壊

奥長戸路、長戸路Ａ、長戸路Ｂ、長戸路Ｃ、長戸路Ｄ、長戸路Ｅ、入野Ａ、入野Ｂ、押手、上谷Ａ、上谷Ｂ、谷、

上谷Ｃ、上谷Ｄ、上谷Ｅ、上谷Ｆ、中谷Ａ、中谷Ｂ、中谷Ｃ、中谷Ｄ、下谷Ａ、下谷Ｂ、下谷Ｃ、大倉、臼木Ａ、臼

木Ｂ、臼木Ｃ、妙見谷、天神郷Ａ、天神郷Ｂ、上口Ａ、上口Ｂ、天神郷Ｃ、天神郷Ｄ、天神郷Ｅ、下の原Ａ、妙ヶ

迫、石原谷、養路谷、下の原Ｂ、引地、大口Ａ、大口Ｂ、日浦Ａ、日浦Ｃ、日浦Ｄ、上口５、元折Ａ、元折Ｂ、名荷

谷、榎谷、榎田Ａ、榎田Ｂ、榎田Ｃ、下大貫、久井谷Ａ、久井谷Ｂ、久井谷Ｃ、市井迫、久井谷Ｄ、久井谷Ｅ、久井

谷Ｆ、宮ノ谷、和田Ａ、和田Ｂ、上大貫Ａ、上大貫Ｂ、上大貫Ｃ、堂庵山、上大貫Ｄ、甘南備寺谷、坂本、渦巻、柳

光、鹿賀Ａ、鹿賀Ｂ、鹿賀谷Ａ、鹿賀谷Ｂ、鹿賀谷Ｃ、渡上、渡、渡下、渡田Ａ、渡田Ｂ、渡田上、渡田Ｃ、渡田

Ｄ、渡田Ｅ、渡田Ｆ、渡田下、渡田Ｇ、萩屋谷、田津Ａ、田津Ｂ、田津Ｃ、上屋敷谷、岡田谷、田津小原Ａ、田津小

原Ｂ、花河原、猪の瀬、狭間、小松、仁万瀬、近原、志谷北、志谷南、後山中、城山、三田地Ａ、三田地Ｃ、三田地

Ｄ、三田地Ｅ、三田地Ｆ、三田地Ｇ、三田地Ｈ、三田地Ｉ、三田地Ｊ、三田地Ｋ、三田地Ｌ、三田地Ｍ、月之夜Ａ、

月之夜Ｂ、小田上Ａ、小田上Ｂ、小田上Ｃ、小田上Ｄ、小田上Ｅ、小田下Ａ、小田下Ｂ、小田下Ｃ、後山上Ａ、後山

上Ｂ、後山上Ｃ、笹畑Ａ、笹畑Ｂ、笹畑Ｃ、後山下Ａ、後山下Ｂ、後山下Ｃ、後山下Ｄ、後山下Ｅ、市山後谷Ａ、市

山後谷Ｂ、引谷、上市、市山城下、金尻、長尾、今田Ａ、今田Ｂ、今田東、今田中、今田西、江尾東、江尾Ａ、江尾

Ｂ、江尾Ｃ、江尾西、日和並谷Ａ、日和並谷Ｂ、日和並谷Ｃ、糸谷Ａ、糸谷Ｂ、糸谷Ｃ、糸谷Ｄ、江尾上の原、大

見、入原、小市山Ａ、小市山Ｂ、小市山Ｃ、小市山Ｄ、小市山Ｅ、古市、市山本町Ａ、市山本町Ｂ、市山本谷Ａ、市

山本谷Ｂ、市山本谷Ｃ、市山本谷Ｄ、市山本谷Ｅ、市山本谷Ｆ、市山本谷Ｇ、高の巣Ａ、高の巣Ｂ、高の巣Ｃ、高の

巣Ｄ、高の巣Ｅ、長谷西Ａ、長谷西Ｂ、長谷西Ｃ、長谷西Ｄ、長谷西Ｅ、南郷口Ａ、南郷口Ｂ、南郷口Ｃ、南郷谷

Ａ、南郷谷Ｂ、長谷東Ａ、長谷東Ｂ、長谷東Ｃ、長谷東Ｄ、長谷東Ｅ、長谷東Ｆ、長谷東Ｇ、松ヶ原Ａ、松ヶ原Ｂ、
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押越、八戸東Ａ、八戸東Ｂ、八戸東Ｃ、八戸東Ｄ、八戸東Ｅ、八戸東Ｆ、八戸東Ｇ、八戸東Ｈ、八戸西Ａ、八戸郷、

八戸西Ｂ、八戸西Ｃ、八戸西Ｄ、勝地Ａ、勝地Ｂ、仕田原、古屋Ａ、古屋Ｂ、田尻Ａ、田尻Ｂ、田尻Ｃ、山中東Ａ、

山中東Ｂ、釜ヶ谷、山中東Ｃ、山中東Ｄ、山中東Ｅ、山中東Ｆ、山中郷Ａ、山中郷Ｂ、山中郷Ｃ、山中郷Ｄ、山中郷

Ｅ、山中西Ａ、山中西Ｂ、山中西Ｃ、山中西Ｄ、山中西Ｅ、山中上Ａ、山中上Ｂ、山中西Ｆ

 土石流

奥長戸路谷、長戸路川、下谷④ノ谷、下谷③ノ谷、上谷①ノ谷、山重谷川、上口④ノ谷、平野谷川、臼木②ノ谷、

大倉①ノ谷、下ノ原①ノ谷、元折②ノ谷、水屋川、榎谷川Ｂ、久井谷、市井迫谷川、中上谷川、大和屋谷川、上大貫

③ノ谷、上大貫④ノ谷、甘南備寺川、坂本②ノ谷、渦巻①ノ谷、柳光谷川、鹿賀谷川Ａ、鹿賀①ノ谷、観音滝、滝尻

川、川越①ノ谷、渡川Ｂ、田津④ノ谷、田津③ノ谷、森山谷川、小原谷、川越坂本Ａ、仁万瀬②ノ谷、仁万瀬①ノ

谷、三田地②ノ谷、玉川、松島谷川、糸谷③ノ谷、小市山谷Ａ、湯谷川、長谷⑥ノ谷、大田屋谷川、八戸川Ａ、山中

川Ｂ

３ 指定の区域及び建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

別図のとおり（「別図」は、省略し、島根県浜田県土整備事務所及び江津市役所において一般の縦覧に供する。）

島根県告示第231号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規定によ

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

平成31年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 土砂災害特別警戒区域を指定する市町村の名称

美郷町

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害特別警戒区域の名称

 急傾斜地の崩壊

湯谷Ａ、湯谷Ｂ、湯谷Ｃ、湯谷Ｄ、湯谷Ｈ、湯谷Ｅ、猿丸Ｂ、猿丸Ａ、猿丸Ｃ、猿丸Ｄ、猿丸Ｅ、猿丸Ｆ、大野

Ａ、大野Ｂ、大野Ｃ、湯谷Ｆ、坂根Ａ、坂根Ｂ、坂根Ｃ、千原Ａ、千原Ｂ、石原Ａ、石原Ｂ、石原Ｃ、熊見Ａ、熊見

Ｂ、熊見Ｃ、熊見Ｄ、熊見Ｅ、熊見Ｆ、熊見Ｇ、三反谷Ａ、三反谷Ｂ、三反谷Ｃ、槇代Ａ、湧利原Ｂ、酒谷Ｄ、酒谷

Ｃ、連水Ｂ、花ノ谷Ｄ、花ノ谷Ｃ、花ノ谷Ｂ、花ノ谷Ａ、猪子田Ａ、槇代Ｂ、猪子田Ｃ、井元Ｂ、九日市Ｄ、九日

市、井元Ａ、三反谷Ｄ、三反谷Ｅ、三反谷Ｆ、九日市Ｃ、西の原、九日市Ｂ、鈩谷Ｃ、鈩谷Ａ、片山Ａ、片山Ｂ、片

山Ｃ、片山Ｄ、片山Ｆ、湧利原Ａ、酒谷Ｅ、酒谷Ｆ、酒谷Ｇ、連水Ａ、連水Ｃ、連水Ｄ、酒谷Ｂ、酒谷Ａ、保関Ａ、

保関Ｂ、酒谷Ｈ、酒谷Ｉ、酒谷Ｊ、日南Ｃ、日南Ｂ、日南Ａ、光峠、酒谷Ｋ、酒谷Ｌ、酒谷Ｍ、市Ａ、市Ｂ、酒谷

Ｎ、浜原Ａ、浜原Ｂ、浜原Ｄ、浜原Ｅ、浜原Ｆ、浜原Ｇ、上川戸Ａ、上川戸Ｂ、上川戸Ｃ、上川戸Ｏ、上川戸Ｎ、上

川戸Ｍ、上川戸Ｄ、上川戸Ｌ、上川戸Ｋ、上川戸Ｊ、上川戸Ｅ、上川戸Ｉ、上川戸Ｆ、上川戸Ｇ、上川戸Ｈ、滝原

Ａ、滝原Ｂ、滝原Ｃ、滝原Ｄ、信喜Ａ、信喜Ｂ、信喜Ｃ、信喜Ｄ、信喜Ｅ、信喜Ｆ、野間Ａ、野間Ｂ、野間Ｃ、野間

Ｄ、野間Ｆ、野間Ｇ、上粕渕Ａ、上粕渕Ｂ、上粕渕Ｄ、上粕渕Ｆ、上粕渕Ｅ、粕渕Ｄ、粕渕Ｅ、粕渕Ｆ、稲荷町、粕

渕Ｃ、粕渕Ｂ、粕渕、共栄Ｂ、共栄Ｄ、湯抱Ａ、湯抱Ｂ、湯抱Ｄ、湯抱Ｃ、湯抱Ｅ、湯抱Ｆ、湯抱Ｇ、湯抱Ｈ、湯抱

Ｉ、湯抱Ｋ、湯抱Ｌ、湯抱Ｍ、共栄Ｅ、才ヶ原Ａ、才ヶ原Ｂ、高畑Ａ、高畑Ｂ、高畑Ｃ、高畑下、高畑Ｄ、野井Ａ、

野井Ｂ、縺Ａ、縺Ｂ、縺Ｃ、法田Ａ、法田Ｂ、法田Ｃ、法田Ｄ、法田Ｅ、久保Ｇ、久保Ｆ、久保Ｄ、久保Ｅ、久保

Ｃ、久保Ｂ、久保Ｈ、久保Ｉ、久保Ｊ、久保Ｋ、郷口Ｄ、郷口２、郷口Ｃ、郷口、郷口Ｆ、郷口Ｅ、久保Ａ、上粕渕

Ｃ、共栄Ｆ、湯抱Ｊ、粕渕Ｇ、縺４、奥山Ａ、奥山Ｂ、奥山Ｃ、奥山Ｄ、奥山Ｅ、奥山Ｆ、奥山Ｈ、奥山Ｉ、奥山

Ｊ、奥山Ｇ、奥山Ｋ、奥山Ｎ、奥山Ｏ、吾郷Ａ、吾郷Ｃ、吾郷Ｅ、吾郷Ｇ、吾郷Ｈ、明塚Ｂ、栗原Ｃ、栗原Ｂ、栗原

Ａ、簗瀬Ｅ、簗瀬Ｄ、簗瀬Ｃ、簗瀬Ｂ、簗瀬Ａ、乙原Ａ、乙原Ｂ、乙原Ｃ、乙原Ｅ、乙原Ｄ、丸山、竹谷、竹Ａ、竹
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Ｂ、田水Ａ、田水Ｂ、高山Ａ、高山Ｂ、高山Ｃ、高山Ｄ、田水Ｃ、奥山Ｐ、簗瀬Ｆ、枦谷Ａ、枦谷Ｂ、枦谷Ｈ、枦谷

Ｆ、枦谷Ｅ、枦谷Ｇ、枦谷Ｄ、水越谷Ｅ、水越谷Ａ、川角谷Ａ、水越谷Ｂ、水越谷Ｃ、水越谷Ｄ、内田Ａ、内田Ｂ、

内田Ｃ、内田Ｄ、川角谷Ｂ、川角谷Ｄ、川角谷Ｃ、内田Ｅ、内田Ｇ、内田Ｆ、京覧原Ｈ、京覧原Ｉ、京覧原Ｊ、京覧

原Ｇ、京覧原Ｋ、京覧原Ｆ、京覧原、京覧原Ｅ、京覧原Ｂ、京覧原Ｄ、京覧原Ｃ、上里草Ａ、上里草Ｂ、上里草Ｃ、

小林Ａ、小林Ｂ、小林Ｃ、小林Ｄ、小林Ｅ、小林Ｆ、久喜原Ａ、久喜原Ｂ、久喜原Ｄ、久喜原Ｌ、久喜原Ｃ、松代谷

Ｃ、松代谷Ｂ、松代谷Ａ、松代谷Ｄ、久喜原Ｅ、久喜原Ｆ、久喜原Ｋ、久喜原Ｊ、久喜原Ｉ、久喜原Ｇ、久喜原Ｈ、

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

地頭所Ｇ、小谷Ａ、小谷Ｅ、小谷Ｄ、小谷Ｃ、小谷Ｂ、港Ａ、港Ｂ、港Ｃ、港Ｄ、港Ｅ、港Ｆ、市井原、上里草Ｄ、

松代谷Ｅ、地頭所Ｈ、枦谷Ｉ、枦谷Ｋ、枦谷Ｌ、内田Ｈ、京覧原Ｌ、京覧原Ｍ、京覧原Ｎ、小林Ｇ、小林Ｈ、内田

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

地東Ｈ、小松地東Ｇ、小松地東Ｆ、小松地東Ｅ、小松地東Ｄ、小松地西Ｂ、小松地西Ａ、小松地西Ｃ、寺谷Ｊ、寺谷

Ｋ、寺谷Ｉ、小松地東Ｃ、小松地東Ｂ、小松地東Ａ、寺谷Ａ、寺谷Ｂ、寺谷Ｈ、寺谷Ｃ、寺谷Ｇ、惣森Ａ、惣森Ｂ、

惣森Ｈ、惣森Ｉ、田代谷Ｂ、田代谷Ａ、惣森Ｇ、惣森Ｆ、惣森Ｅ、惣森Ｄ、惣森Ｃ、寺谷Ｄ、寺谷Ｅ、寺谷Ｆ、志君

Ｃ、志君Ｄ、志君Ｅ、志君Ｆ、志君Ｇ、志君Ｈ、志君Ｉ、志君Ｊ、分附Ａ、分附Ｂ、志君Ａ、志君Ｂ、別府Ｉ、別府

Ｎ、小松地Ａ、小松地Ｂ、小松地Ｃ、小松地Ｄ、小松地Ｅ、小松地Ｆ、小松地Ｇ、小松地Ｍ、小松地Ｎ、小松地Ｈ、

小松地Ｉ、小松地Ｊ、寺谷Ｇ、寺谷Ｈ、下城３、小松地Ｌ、源田山、照立寺、響谷Ａ、響谷Ｂ、響谷Ｃ、響谷Ｄ、響

谷Ｅ、響谷Ｆ、響谷Ｇ、響谷Ｈ、響谷Ｉ、響谷Ｊ、響谷Ｋ、原Ａ、原Ｂ、上田・悪谷、向井原、魚切中央、桐山、石

原、河内上、大畑、本間、向井屋、長田屋、下本郷Ａ、中組Ａ、都賀本郷Ａ、都賀本郷Ｂ、都賀本郷Ｄ、都賀本郷

上、上野大下、上野下組Ａ、上野下組Ｂ、飯谷Ａ、飯谷Ｂ、飯谷Ｃ、飯谷Ｄ、飯谷Ｅ、飯谷Ｆ、飯谷Ｇ、飯谷Ｈ、飯

谷Ｉ、上野Ａ、新道路Ａ、新道路Ｂ、新道路Ｃ、新道路Ｄ、新道路Ｅ、新道路Ｆ、乙谷Ａ、乙谷Ｂ、都賀西Ａ、都賀

西Ｂ、都賀西Ｃ、都賀西Ｄ、都賀西Ｅ、光宅寺、大浦Ａ、大浦Ｂ、大浦Ｃ、大原迫Ａ、大原迫Ｂ、大原迫Ｃ、大原迫

Ｄ、大原迫Ｅ、田の原Ａ、田の原Ｃ、田の原Ｄ、田の原Ｅ、田の原Ｆ、笹目Ａ、笹目Ｂ、笹目Ｃ、笹目Ｄ、笹目Ｅ、

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

比敷Ｈ、比敷Ｉ、比敷Ｊ、宮内２Ａ、宮内２Ｂ、宮内２Ｃ、宮内２Ｄ、宮内２Ｅ、宮内２Ｇ、宮内２Ｈ、宮内２Ｉ、

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

１Ｋ、村之郷１Ａ、村之郷１Ｃ、村之郷１Ｄ、村之郷１Ｅ、村之郷１Ｆ、村之郷１Ｇ、村之郷１Ｈ、村之郷１Ｉ、難

波背戸、森脇背戸、浜井場ウラ山・明神背戸、島屋・迫田背戸、奥迫谷畑井屋背戸、始末屋背戸の谷、宮崎谷・

宮盛・高丸背戸、宮原背戸、奥ノ河内背戸、坂根峠、後藤屋背戸、比之宮交流センター、艾Ａ、艾Ｂ、郷下、松原

Ａ、松原Ｂ、高梨Ａ、高梨Ｂ、高梨Ｃ、高梨Ｄ、高梨Ｅ、山根Ａ、山根Ｂ、山根Ｃ、山根Ｄ、郷上Ａ、郷上Ｂ、都賀

行、郷上Ｃ、郷上Ｄ、猪之谷Ａ、猪之谷Ｂ、猪之谷Ｄ、猪之谷Ｆ、猪之谷Ｇ、猪之谷Ｈ、日平Ａ、日平Ｂ、日平Ｃ、

日平Ｄ、日平Ｅ、日平Ｆ、潮下Ａ、潮下Ｂ、潮下Ｃ、潮下Ｄ、潮下Ｅ、二多合Ａ、二多合Ｂ、潮上Ａ、曲利Ａ、曲利

Ｂ、曲利Ｄ、曲利Ｅ、曲利Ｆ

 土石流

湯谷Ｂ、猿丸Ａ、木村上谷川、石原Ｂ、石原Ｃ、鈩谷Ａ、熊見Ｄ、報恩寺谷川、浜原ノ谷Ｂ、上川戸Ｂ、上川戸谷

川、上川戸Ｃ、土居谷川Ｃ、上川戸Ｊ、滝原ノ谷、石見ノ谷Ｂ、共栄谷、上粕渕ノ谷Ａ、法田ノ谷Ｅ、久保Ｃ、芋ヶ

谷川、奥山Ｂ、吾郷ノ谷Ｂ、明塚谷Ａ、明塚谷Ｂ、栗原ノ谷、簗瀬、井の奥谷川、竹谷、田水ノ谷Ａ、田水ノ谷Ｂ、

奥山Ｃ、川角谷Ａ、川角谷Ｃ、上里草Ａ、松代谷Ｃ、地頭所Ｄ、小谷Ｂ、港Ｂ、市井原谷Ｂ、小林Ｄ、別府Ｇ、田代

谷、寺谷Ｄ、志君Ｅ、響谷川Ｅ、響谷川Ｇ、艾Ａ、猪谷川Ａ、潮下Ｂ、上曲谷

３ 指定の区域及び建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

別図のとおり（「別図」は、省略し、島根県県央県土整備事務所及び美郷町役場において一般の縦覧に供する。）
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