
危険 渓流
区分 番号

Ⅰ 1 80204A0008 木戸川 小白井川 萩沢１ 川前町下樋売

平成8.4.9

第1185号

3 80204A0023 大久川 小久川 菖蒲作沢 大久町小久

4 80204A0033 大久川 大久川 桃木沢２ 大久町小久

5 80204A0034 大久川 大久川 桃木沢３ 大久町小久

6 80204A0036 大久川 大久川 板木沢 大久町小久

7 80204A0039 大久川 大久川 芦沢 大久町小久

平成5.11.4
第2102号
平成元7.19第1315号

平成14.5.8第93号

平成19.1.11第19号

10 80204A0042 大久川 大久川 与平作沢 大久町小久

11 80204A0045 残流域 九ノ浜町賤沢1 久之浜町久之浜

12 80204A0048 残流域 江ノ綱沢 久之浜町田之網

13 80204A0054 夏井川 赤沼川 磐井作沢 平泉崎

14 80204A0067 夏井川 原高野川 吉野作沢 四倉町名木

平成14.5.8
第2102号
平成12.1.20
第99号

17 80204A0083 夏井川 仁井田川 仲ノ内沢2 四倉町名木

平成11.9.21

第1730号

19 80204A0086 夏井川 仁井田川 古屋敷沢2 四倉町長友

20 80204A0088 夏井川 仁井田川 長友沢 四倉町長友

21 80204A0091 夏井川 白岩川 椚原沢 四倉町白岩

22 80204A0095 夏井川 袖玉山川 炭窯沢右支 四倉町玉山

23 80204A0102 夏井川 仁井田川 熊作沢 四倉町長友

平成5.11.4

第2102号

原高野川 諏訪作沢右支

番号

80204A0040 大久川

大久川 久作川

18 80204A0085 夏井川

水系名 指定地有無

小久川 仲川沢 大久町小久

河川名 渓流名

大久町小久

8

所在地

2 80204A0018 大久川

大久川 谷地沢

夏井川

15 80204A0074 夏井川

大久町小久

9 80204A0041 大久川

四倉町下柳生

仁井田川

平絹谷

仁井田川 仲ノ内沢1 四倉町名木16 80204A0082

古屋敷沢1 四倉町長友

24 80204A0104 夏井川 仁井田川 日影沢

土石流危険渓流箇所
令和４年９月１日現在



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

平成4.3.17
第666号
平成8.4.9
第1185号
平成9.12.22
第2161号

平成13.3.16

第224号

昭和57.8.3

第1459号

平成12.1.20

第99号

29 80204A0130 夏井川 新川 沼尻沢右支 内郷綴町

30 80204A0131 夏井川 新川 沼尻沢右支上流 内郷綴町

31 80204A0132 夏井川 新川 沼尻沢 内郷綴町

32 80204A0133 夏井川 新川 板宮沢右支 内郷綴町

平成8.4.9

第1185号

34 80204A0138 夏井川 宮川 金坂沢 内郷宮町

35 80204A0148 夏井川 新川 七反田沢 内郷綴町

36 80204A0152 夏井川 新川 柳間沢 内郷白水町

37 80204A0154 夏井川 新川 入山沢1 内郷白水町

38 80204A0159 夏井川 新川 入山沢3 内郷白水町 有

39 80204A0161 夏井川 新川 川平沢 内郷白水町

40 80204A0162 夏井川 新川 川平沢左支下流 内郷白水町

41 80204A0163 夏井川 新川 川平沢左支上流 内郷白水町

42 80204A0164 夏井川 新川 川平沢 内郷白水町

平成5.3.2

第497号

44 80204A0170 夏井川 新川 銅目木沢 内郷高野町

45 80204A0171 夏井川 新川 銅目木沢右支 内郷高野町

46 80204A0173 夏井川 新川 椚合沢 内郷高野町

47 80204A0175 夏井川 好間川 上好間沢 好間町上好間

みょうぶ沢仁井田川

中平沢 四倉町駒込

Ⅰ 25 80204A0106 夏井川

27 80204A0115 夏井川

四倉町薬王寺

26 80204A0109 夏井川 仁井田川

仁井田川 紫竹沢 四倉町八茎

28 80204A0129 夏井川 新川 長ヶ作沢 内郷高坂町

内郷綴町

43 80204A0169 夏井川 新川 平石沢 内郷高野町

33 新川 板宮沢80204A0134 夏井川



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

昭和29.12.20
第1621号
平成元.11.1
第1840号
平成4.3.17
平成元.3.7
第542号
平成元.11.1
第1840号
平成4.3.17
第666号

50 80204A0195 夏井川 好間川 入薮沢１ 三和町合戸

平成4.3.17

第666号

52 80204A0204 夏井川 好間川 中ノ内沢１ 三和町合戸

53 80204A0207 夏井川 好間川 浮矢沢左支上流 三和町合戸

54 80204A0208 夏井川 好間川 浮矢沢左支 三和町合戸 平成10.11.17

55 80204A0209 夏井川 好間川 仁井宿沢 三和町合戸

56 80204A0220 夏井川 好間川 松作沢 三和町渡戸

57 80204A0221 夏井川 好間川 宿沢左支 三和町渡戸

58 80204A0222 夏井川 好間川 宿沢 三和町渡戸

59 80204A0223 夏井川 好間川 宿頭沢 三和町渡戸

60 80204A0242 夏井川 好間川 根古屋沢４ 三和町下市萱

61 80204A0252 夏井川 好間川 諏訪沢１ 三和町上市萱

昭和49.12.5

第1444号

昭和63.3.12

第688号

64 80204A0318 夏井川 荒神川 金堀沢 小川町柴原

65 80204A0319 夏井川 荒神川 桐ヶ岡沢 小川町柴原

66 80204A0327 夏井川 夏井川 松塚沢 小川町上小川

67 80204A0328 夏井川 夏井川 好古沢 小川町上小川

68 80204A0329 夏井川 夏井川 根本沢１ 小川町上小川

69 80204A0330 夏井川 夏井川 根本沢２ 小川町上小川

70 80204A0331 夏井川 夏井川 根本沢３ 小川町上小川

80204A0185 夏井川 好間川 井田木沢 好間町大利

49 80204A0188 夏井川 好間川 大利前川 好間町大利

Ⅰ 48

三和町合戸

62 80204A0263 夏井川 茨原川 茨原川 平赤井

51

80204A0282 夏井川

好間川 宿中川80204A0199 夏井川

小玉川 中根沢 三和町下永井63



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅰ 71 80204A0332 夏井川 夏井川 塩田沢 小川町塩田

72 80204A0333 夏井川 夏井川 北前沢右支 小川町塩田

73 80204A0334 夏井川 夏井川 北前沢 小川町塩田

74 80204A0339 夏井川 夏井川 横川沢 小川町上小川

75 80204A0347 夏井川 夏井川 銅屋場沢左支 三和町下永井

76 80204A0354 夏井川 夏井川 江田沢 小川町上小川

77 80204A0358 夏井川 夏井川 牛小川沢 小川町上小川

78 80204A0377 夏井川 夏井川 椚立沢 川前町川前

79 80204A0378 夏井川 夏井川 中ノ萱沢 川前町川前

80 80204A0380 夏井川 夏井川 中ノ萱沢右支 川前町川前

平成2.1.24

第76号

82 80204A0382 夏井川 夏井川 五林沢２号 川前町川前

平成13.3.16

第224号

84 80204A0387 夏井川 夏井川 宇根尻沢左支 川前町川前

平成4.3.17

第666号

86 80204A0392 夏井川 三坂川 立町沢１ 三和町下三坂

87 80204A0394 夏井川 三坂川 道ノ上沢 三和町下三坂

88 80204A0397 夏井川 三坂川 永久保沢１ 三和町下三坂

89 80204A0414 夏井川 三坂川 芝山沢 三和町上三坂

90 80204A0432 夏井川 夏井川 小久田沢２ 川前町上樋売

91 80204A0441 夏井川 夏井川 上沢尻沢 川前町上樋売

92 80204A0457 滑津川 滑津川 山之入沢 平下高久

93 80204A0475 滑津川 滑津川 川前沢 平下荒川

平成13.3.16

第224号

95 80204A0506 諏訪川 諏訪川 内之草沢 平豊間

81 80204A0381 夏井川 夏井川 ナゴネ沢 川前町川前

川前町川前

85 80204A0388 夏井川 夏井川 宇根尻沢 川前町川前

83 夏井川 五林沢80204A0386 夏井川

諏訪川 柳町沢94 80204A0502 諏訪川 平豊間



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅰ 96 80204A0510 残流域 天ヶ作沢 江名

平成28.5.11

第6771号

98 80204A0541 藤原川 釜戸川 大平作沢1 渡辺町松小屋

99 80204A0542 藤原川 釜戸川 大平作沢2 渡辺町松小屋

100 80204A0561 藤原川 釜戸川 釜ノ前沢２ 遠野町深山田

101 80204A0592 藤原川 走熊川 吉野谷左支 中央台飯野

102 80204A0593 藤原川 走熊川 吉野谷右支 中央台飯野

103 80204A0625 藤原川 湯本川 小野田沢 常磐上湯長谷町

104 80204A0626 藤原川 湯本川 辰ノ口沢 常磐上湯長谷町

105 80204A0648 鮫川 鮫川 中野町沢 錦町

106 80204A0649 鮫川 鮫川 長野町沢 錦町

平成14.5.8

第93号

108 80204A0670 鮫川 渋川 添野町沢 添野町

109 80204A0672 鮫川 天神川 高倉１ 高倉町

110 80204A0688 鮫川 四時川 大久保沢１ 川部町

111 80204A0696 鮫川 四時川 高松沢２ 田人町南大平

112 80204A0699 鮫川 四時川 南大平沢 田人町南大平

平成15.3.14

第216号

平成5.3.2

第497号

115 80204A0721 鮫川 鮫川 横川沢３ 田人町旅人

116 80204A0732 鮫川 荷路夫川 大久保沢３ 田人町旅人

昭和46.9.22

第1601号

昭和60.3.25

第658号

119 80204A0747 鮫川 荷路夫川 宝伝前沢２ 田人町荷路夫

120 80204A0751 鮫川 鮫川 井戸沢 田人町旅人

平成13.3.16

第224号

桑木町沢 添野町

97 80204A0540 渡辺町松小屋

113 80204A0706 鮫川

107 80204A0669 鮫川 渋川

四時川 松木平沢 田人町旅人

114 80204A0712 鮫川 四時川 古田沢１ 田人町旅人

田人町黒田

118 80204A0739 鮫川 荷路夫川 平草川２ 田人町荷路夫

117

80204A0774 鮫川

荷路夫川 平草川１80204A0738 鮫川

鮫川 鍛冶内沢 遠野町滝121

下平沢釜戸川藤原川



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅰ 122 80204A0781 鮫川 根本川 横道沢 遠野町根岸

123 80204A0782 鮫川 根本川 中妻沢右支 遠野町根岸

124 80204A0783 鮫川 根本川 中妻沢 遠野町根岸

125 80204A0785 鮫川 根本川 川畑沢 遠野町根岸

126 80204A0790 鮫川 根本川 新田沢３ 遠野町上根本

127 80204A0791 鮫川 根本川 矢本沢 遠野町上根本

昭和16.5.31
第360号
昭和40.9.27
第2857号

平成14.5.8

第93号

130 80204A0795 鮫川 上遠野川 堀切沢２ 遠野町上遠野

昭和16.5.31
第360号
昭和23.11.16
第173号

132 80204A0802 鮫川 上遠野川 中川原沢２ 遠野町深山田

昭和23.11.16

第173号

134 80204A0804 鮫川 入遠野川 イドノ沢 遠野町大平

昭和44.3.19

第616号

136 80204A0817 鮫川 入遠野川 曲藤沢２ 遠野町大平

137 80204A0818 鮫川 入遠野川 荒神平沢 遠野町上根本

昭和36.1.14
第47号
昭和40.9.27
第2857号

139 80204A0821 鮫川 入遠野川 東山沢１ 遠野町入遠野 昭和38.11.14

昭和31.2.11
第259号
昭和60.6.13
第930号

141 80204A0824 鮫川 入遠野川 浪木和沢１ 遠野町上根本

142 80204A0825 鮫川 入遠野川 浪木和沢２ 遠野町上根本

143 80204A0826 鮫川 入遠野川 坂下沢 遠野町上根本 有

昭和41.8.18

第2815号

128 80204A0792 鮫川 根本川 根本川左支 遠野町上根本

遠野町上遠野

131 80204A0800 鮫川 上遠野川 文武沢 遠野町深山田

129

80204A0803 鮫川

上遠野川 本町沢80204A0794 鮫川

上遠野川 鷹ノ巣沢 遠野町深山田

135 80204A0815 鮫川 入遠野川 物見ヶ岡川 遠野町大平

133

遠野町上根本

140 80204A0822 鮫川 入遠野川 東山沢２ 遠野町入遠野

138

80204A0827 鮫川

折松川 折松川80204A0819 鮫川

入遠野川 冷水川 遠野町上根本144



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

昭和47.8.11
第1438号
昭和58.3.23
第756号

昭和47.8.11

第1438号

147 80204A0830 鮫川 入遠野川 羽黒沢２ 遠野町入遠野

148 80204A0831 鮫川 入遠野川 羽黒沢３ 遠野町入遠野

149 80204A0835 鮫川 入遠野川 平口沢 遠野町入遠野

150 80204A0837 鮫川 入遠野川 中野沢 遠野町入遠野

昭和32.8.22
第1011号
昭和55.4.21
第901号
昭和38.11.14
第2833号
平成3.4.9
第1017号
昭和42.11.30
第3930号
平成元.11.1
第1840号

平成11.9.21

第1730号

155 80204A0852 鮫川 入遠野川 貝那夫沢２ 遠野町入遠野

156 80204A0857 鮫川 鮫川 柿ノ沢沢１ 遠野町滝

157 80204A0859 鮫川 鮫川 柿ノ沢沢２ 遠野町滝

158 80204A0861 鮫川 鮫川 瀬戸ノ沢 遠野町滝 平成10.11.17

159 80204A0863 鮫川 鮫川 柿ノ沢沢３ 遠野町滝

160 80204A0866 鮫川 鮫川 美古沢 田人町石住

161 80204A0867 鮫川 鮫川 才鉢沢 田人町石住

162 80204A0872 鮫川 戸草川 戸草沢２ 田人町貝泊

163 80204A0873 鮫川 戸草川 戸草沢３ 田人町貝泊 昭和34.12.14

164 80204A0874 鮫川 戸草川 桐ノ木沢１ 田人町貝泊

平成13.3.16

第224号

昭和38.9.14

第2403号

平成3.4.9

第1017号

Ⅰ 145 80204A0828 鮫川 入遠野川 作川 遠野町入遠野

遠野町入遠野

151 80204A0839 鮫川 入遠野川 天王川２ 遠野町入遠野

146

80204A0844 鮫川

入遠野川 羽黒沢１80204A0829 鮫川

入遠野川 官沢川３ 遠野町入遠野

153 80204A0845 鮫川 入遠野川 沢山川 遠野町入遠野

152

遠野町入遠野

165 80204A0875 鮫川 戸草川 桐ノ木沢２ 田人町貝泊

154

80204A0890 鮫川

入遠野川 入定川80204A0851 鮫川

鮫川 貝屋沢左支 田人町石住

167 80204A0892 鮫川 鮫川 石住沢１ 田人町石住

166



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

平成6.11.10

第2179号

169 80204A0913 蛭田川 蛭田川 江戸沢 瀬戸町

170 80204A0916 蛭田川 蛭田川 古我湯沢２ 瀬戸町

171 80204A0926 残流域 横石沢 勿来町九面

平成11.9.21

第1730号

小　　計 172

Ⅱ 1 80204B0001 木戸川 小白井川 下戸渡沢 小川町上小川

2 80204B0004 木戸川 小白井川 上戸渡沢 小川町上小川

3 80204B0005 木戸川 小白井川 萩沢２ 川前町下樋売

4 80204B0013 木戸川 小白井川 下岐沢 川前町小白井

5 80204B0014 木戸川 小白井川 将監小屋沢 川前町小白井

6 80204B0020 大久川 小久川 小屋沢 大久町小久

7 80204B0021 大久川 小久川 堤田沢 大久町小久

8 80204B0024 大久川 小久川 山口沢 大久町小久

9 80204B0028 大久川 大久川 唐貝内沢 大久町大久

10 80204B0032 大久川 大久川 桃木沢１ 大久町大久

11 80204B0043 大久川 大久川 洞沢 大久町大久

12 80204B0044 大久川 大久川 久ノ浜沢 久之浜町久之浜

13 80204B0059 夏井川 赤沼川 沼ノ作沢 平下片寄

14 80204B0070 夏井川 原高野川 平絹谷沢 平絹谷

15 80204B0075 夏井川 原高野川 扇作沢 平絹谷

16 80204B0080 夏井川 仁井田川 名木沢 四倉町名木

17 80204B0081 夏井川 仁井田川 中ノ内沢 四倉町名木

平成14.5.8

第93号

19 80204B0089 夏井川 白岩川 沼ノ作沢 四倉町白岩

20 80204B0096 夏井川 袖玉山川 炭窯沢 四倉町玉山

Ⅰ 168 80204A0908 蛭田川

172 80204A0930 夏井川

四倉町長友18 仁井田川 古屋敷沢右支80204B0087 夏井川

勿来町酒井

好間川 片岸沢 三和町下市萱

蛭田川 出蔵川



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

平成12.5.10

第1276号

22 80204B0103 夏井川 仁井田川 井戸ノ上沢 四倉町下柳生

昭和53.4.10
第823号
昭和62.1.26
第105号

24 80204B0117 夏井川 仁井田川 菖蒲平沢２ 四倉町玉山

25 80204B0120 夏井川 夏井川 井作沢 平菅波

26 80204B0124 夏井川 夏井川 矢ノ目沢 平山崎

27 80204B0139 夏井川 宮川 滝沢 内郷宮町

28 80204B0144 夏井川 宮川 峰根沢１ 内郷宮町 昭和29.12.20

29 80204B0145 夏井川 宮川 峰根沢２ 内郷宮町 昭和34.10.29

平成11.9.21

第1730号

平成11.9.21

第1730号

32 80204B0151 夏井川 新川 長槻沢 内郷白水町 有

33 80204B0156 夏井川 新川 入山沢2 内郷白水町 有

34 80204B0166 夏井川 高野川 白狐沢 内郷高野町

35 80204B0167 夏井川 高野川 銅景沢右支 内郷高野町

昭和46.5.13

第850号

37 80204B0172 夏井川 新川 銅屋場沢 内郷高野町

38 80204B0182 夏井川 好間川 下ヶ屋敷沢 好間町北好間

39 80204B0187 夏井川 好間川 南唐松沢 好間町上好間

40 80204B0191 夏井川 好間川 成沢 三和町合戸

41 80204B0196 夏井川 好間川 入薮沢２ 三和町合戸 有

42 80204B0201 夏井川 好間川 中館下沢１ 三和町合戸

43 80204B0202 夏井川 好間川 中館下沢２ 三和町合戸

44 80204B0203 夏井川 好間川 中館下沢３ 三和町合戸

45 80204B0205 夏井川 好間川 中ノ内沢２ 三和町合戸

Ⅱ 21 80204B0100 夏井川 仁井田川 小湊沢左支 四倉町山田小湊

80204B0112 夏井川 仁井田川 上岡沢 四倉町上岡

30 80204B0146 夏井川 新川 秋山沢1 内郷綴町

23

31

36 80204B0168 夏井川

80204B0147 夏井川 内郷綴町新川

高野川 銅景沢 内郷高野町

秋山沢2



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅱ 46 80204B0206 夏井川 好間川 浮矢沢左支下流 三和町合戸

47 80204B0210 夏井川 好間川 浮矢沢 三和町合戸

48 80204B0211 夏井川 好間川 弓張木沢１ 三和町渡戸

49 80204B0215 夏井川 好間川 弓張木沢２ 三和町渡戸

50 80204B0216 夏井川 好間川 弓張木沢３ 三和町渡戸

51 80204B0218 夏井川 好間川 弓張木沢４ 三和町渡戸

52 80204B0219 夏井川 好間川 弓張木沢５ 三和町渡戸

53 80204B0225 夏井川 好間川 峠平沢 三和町渡戸

54 80204B0227 夏井川 好間川 楢木沢２ 三和町渡戸

55 80204B0229 夏井川 好間川 山下沢２ 三和町中寺

56 80204B0230 夏井川 好間川 山下沢３ 三和町中寺

57 80204B0233 夏井川 好間川 関所沢 三和町中寺

58 80204B0234 夏井川 好間川 舘下沢 三和町中寺

59 80204B0235 夏井川 好間川 大平沢１ 三和町中寺

60 80204B0236 夏井川 好間川 大平沢２ 三和町中寺

昭和47.9.14

第1602号

昭和47.9.14

第1602号

63 80204B0244 夏井川 好間川 堀ノ内沢１ 三和町下市萱

64 80204B0245 夏井川 好間川 堀ノ内沢２ 三和町下市萱

65 80204B0246 夏井川 好間川 北沢１ 三和町下市萱

66 80204B0247 夏井川 好間川 北沢２ 三和町下市萱

67 80204B0248 夏井川 好間川 竹の下沢１ 三和町下市萱

68 80204B0249 夏井川 好間川 竹の下沢２ 三和町下市萱

69 80204B0250 夏井川 好間川 竹の下沢３ 三和町下市萱

70 80204B0253 夏井川 好間川 諏訪沢２ 三和町上市萱

71 80204B0255 夏井川 夏井川 猿作沢 平幕ノ内

好間川 根古屋沢２

61 80204B0237 夏井川

三和町下市萱62 80204B0239 夏井川

好間川 根古屋沢１ 三和町下市萱



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅱ 72 80204B0256 夏井川 夏井川 笹田目沢 平四ツ波

73 80204B0259 夏井川 常住川 大平沢 平赤井

74 80204B0260 夏井川 常住川 大倉沢１ 平赤井

75 80204B0261 夏井川 常住川 大倉沢２ 平赤井

76 80204B0264 夏井川 茨原川 南茨沢 平赤井

77 80204B0265 夏井川 夏井川 辰ノ口沢 平中平窪

78 80204B0268 夏井川 夏井川 田ノ入沢 平中平窪

79 80204B0274 夏井川 夏井川 諏訪原川 平赤井

80 80204B0275 夏井川 夏井川 滝ノ作沢 小川町西小川

81 80204B0279 夏井川 小玉川 小橋沢 小川町西小川

82 80204B0280 夏井川 小玉川 渕沢右支 小川町高萩

83 80204B0281 夏井川 小玉川 渕沢 小川町西小川

84 80204B0283 夏井川 小玉川 中山沢１ 三和町下永井

85 80204B0285 夏井川 小玉川 明神平沢 三和町下永井

86 80204B0286 夏井川 小玉川 明神平沢右支 三和町下永井

87 80204B0287 夏井川 小玉川 軽井沢沢１ 三和町下永井

88 80204B0289 夏井川 小玉川 軽井沢 三和町下永井

89 80204B0292 夏井川 小玉川 軽井沢ノ沢 三和町下永井

90 80204B0294 夏井川 小玉川 中山沢３ 三和町下永井

91 80204B0295 夏井川 小玉川 長草沢 三和町下永井

92 80204B0297 夏井川 小玉川 大堀沢 三和町下永井

93 80204B0298 夏井川 小玉川 大堀沢 三和町下永井

94 80204B0301 夏井川 小玉川 火沢沢１ 三和町下永井

95 80204B0302 夏井川 小玉川 火沢沢２ 三和町下永井

96 80204B0303 夏井川 小玉川 迎田沢 三和町上永井

97 80204B0304 夏井川 小玉川 高戸沢 三和町上永井



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅱ 98 80204B0305 夏井川 小玉川 深作沢 三和町上永井

99 80204B0315 夏井川 夏井川 上平沢 小川町上平

100 80204B0316 夏井川 荒神川 柴原沢１ 小川町柴原

101 80204B0317 夏井川 荒神川 一ツ橋沢 小川町柴原

102 80204B0320 夏井川 荒神川 粟畠沢 小川町柴原

103 80204B0321 夏井川 荒神川 二ツ森沢 小川町柴原

104 80204B0322 夏井川 夏井川 柴原沢２ 小川町柴原

105 80204B0323 夏井川 夏井川 谷下沢 小川町柴原 有

106 80204B0326 夏井川 夏井川 上小川沢２ 小川町上小川

107 80204B0338 夏井川 夏井川 川向川 小川町上小川

108 80204B0340 夏井川 夏井川 イノコヤ沢 小川町上小川

109 80204B0343 夏井川 夏井川 大畑沢 小川町塩田

110 80204B0351 夏井川 夏井川 香後沢 小川町上小川

111 80204B0352 夏井川 夏井川 釜ノ平沢 小川町上小川

112 80204B0356 夏井川 夏井川 椚平沢 小川町上小川

113 80204B0357 夏井川 夏井川 下の沢 小川町上小川

114 80204B0361 夏井川 夏井川 外門沢２ 川前町川前

115 80204B0362 夏井川 夏井川 荷付場沢 川前町川前

116 80204B0364 夏井川 鹿又川 千本の沢 川前町下桶売

117 80204B0367 夏井川 鹿又川 志田名沢１ 川前町下桶売

118 80204B0368 夏井川 鹿又川 志田名沢２ 川前町下桶売

119 80204B0369 夏井川 鹿又川 志田名沢３ 川前町下桶売

120 80204B0370 夏井川 鹿又川 志田名沢４ 川前町下桶売

121 80204B0371 夏井川 鹿又川 萩沢３ 川前町下桶売

122 80204B0372 夏井川 鹿又川 萩沢４ 川前町下桶売

123 80204B0373 夏井川 鹿又川 萩沢５ 川前町下桶売



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅱ 124 80204B0389 夏井川 三坂川 家ノ前沢 三和町下三坂

125 80204B0391 夏井川 三坂川 仲ノ町沢 三和町下三坂

126 80204B0396 夏井川 三坂川 永久保沢２ 三和町下三坂

127 80204B0398 夏井川 三坂川 永久保沢３ 三和町下三坂

128 80204B0399 夏井川 三坂川 入合沢１ 三和町下三坂

129 80204B0400 夏井川 三坂川 入合沢２ 三和町下三坂

130 80204B0403 夏井川 三坂川 田の入沢１ 三和町中三坂

131 80204B0405 夏井川 三坂川 薮窪沢 三和町中三坂

132 80204B0412 夏井川 三坂川 綱木沢２ 三和町上三坂

133 80204B0417 夏井川 夏井川 小田代沢 川前町川前

134 80204B0418 夏井川 夏井川 五目保沢 川前町川前

135 80204B0419 夏井川 夏井川 柿木平沢 川前町川前

136 80204B0420 夏井川 夏井川 西向沢 川前町下桶売

137 80204B0425 夏井川 夏井川 藪ノ上沢１ 川前町下桶売

138 80204B0426 夏井川 夏井川 藪ノ上沢２ 川前町下桶売

139 80204B0436 夏井川 夏井川 大平沢１ 川前町上樋売

140 80204B0438 夏井川 夏井川 ナバタ沢 川前町上樋売

141 80204B0443 夏井川 夏井川 山下沢 川前町川前

142 80204B0444 夏井川 夏井川 山下谷沢１ 川前町川前

143 80204B0446 夏井川 夏井川 山下谷沢２ 川前町川前

144 80204B0448 夏井川 夏井川 ナッチャミ沢 川前町下桶売

145 80204B0449 夏井川 夏井川 五味沢１ 川前町下桶売

146 80204B0450 夏井川 夏井川 五味沢２ 川前町下桶売

147 80204B0464 滑津川 山口川 大沢 平上山口

148 80204B0465 滑津川 山口川 榎町沢 平上山口

149 80204B0469 滑津川 滑津川 菅田沢左支 平上高久



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅱ 150 80204B0472 滑津川 滑津川 藁谷沢1 平小泉

151 80204B0501 諏訪川 諏訪川 下町沢 平豊間

152 80204B0516 残流域 川畑沢 永崎

153 80204B0537 藤原川 釜戸川 田部沢 渡辺町田部

154 80204B0550 藤原川 釜戸川 川籠石沢 渡辺町上釜戸

155 80204B0554 藤原川 釜戸川 瀬峰沢 渡辺町上釜戸

156 80204B0556 藤原川 釜戸川 沢繋沢２ 遠野町上遠野

157 80204B0560 藤原川 釜戸川 釜ノ前沢１ 遠野町深山田

158 80204B0564 藤原川 矢田川 前田沢 鹿島町飯田

159 80204B0569 藤原川 蔵持川 宮ノ作沢1 鹿島町下蔵持

160 80204B0572 藤原川 蔵持川 宮ノ作沢2 鹿島町下蔵持

161 80204B0582 藤原川 走熊川 走熊沢 鹿島町走熊

162 80204B0583 藤原川 走熊川 柳沢 鹿島町走熊

163 80204B0584 藤原川 走熊川 上ノ内沢 鹿島町走熊

164 80204B0585 藤原川 走熊川 大作沢 鹿島町下矢田

165 80204B0601 藤原川 藤原川 中畑沢 常磐下船尾町

166 80204B0610 藤原川 湯本川 日渡沢 常磐湯本町

167 80204B0617 藤原川 湯本川 山ノ神沢右支 常磐湯本町

168 80204B0620 藤原川 湯本川 天神沢2 常磐湯本町

昭和36.1.14

第47号

170 80204B0635 藤原川 藤原川 中沢 常磐藤原町

171 80204B0637 藤原川 藤原川 大端沢 常磐藤原町

172 80204B0640 藤原川 藤原川 阿良田沢 常磐藤原町

173 80204B0643 藤原川 藤原川 柳ノ町沢 常磐藤原町

174 80204B0644 藤原川 藤原川 関口沢 常磐藤原町

175 80204B0645 藤原川 藤原川 小幡沢 常磐藤原町

169 80204B0623 藤原川 湯本川 斑堂沢 常磐上湯長谷町



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅱ 176 80204B0647 藤原川 藤原川 二枚橋沢 常磐藤原町 有

177 80204B0663 鮫川 江畑川 江畑川沢 江畑町

178 80204B0664 鮫川 江畑川 江ノ上沢 江畑町

179 80204B0665 鮫川 江畑川 江畑町沢 江畑町

180 80204B0668 鮫川 渋川 清水沢 添野町

181 80204B0674 鮫川 天神川 高倉２ 高倉町

182 80204B0677 鮫川 山田川 山田川沢 山田町

183 80204B0680 鮫川 山田川 林越沢 山田町

184 80204B0681 鮫川 山田川 島廻沢 遠野町滝

185 80204B0684 鮫川 鮫川 道中子沢 沼部町

186 80204B0689 鮫川 四時川 大久保沢２ 川部町

187 80204B0690 鮫川 四時川 根小屋沢 川部町

188 80204B0692 鮫川 四時川 椿立目沢 田人町南大平

189 80204B0693 鮫川 四時川 高松沢１ 田人町南大平

190 80204B0694 鮫川 四時川 原口沢１ 田人町南大平

191 80204B0695 鮫川 四時川 原口沢２ 田人町南大平

192 80204B0697 鮫川 四時川 坪内沢 田人町南大平

193 80204B0698 鮫川 四時川 高松沢３ 田人町南大平

194 80204B0702 鮫川 四時川 下坪沢２ 田人町旅人

195 80204B0705 鮫川 四時川 川向沢１ 田人町旅人

196 80204B0707 鮫川 四時川 川向沢２ 田人町旅人

197 80204B0708 鮫川 四時川 和再松木平沢 田人町旅人

198 80204B0709 鮫川 四時川 東中上沢左支 田人町旅人

199 80204B0710 鮫川 四時川 東中上沢 田人町旅人

200 80204B0713 鮫川 四時川 古田沢２ 田人町旅人

201 80204B0714 鮫川 四時川 古田沢３ 田人町旅人



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅱ 202 80204B0715 鮫川 四時川 古田沢４ 田人町旅人

203 80204B0716 鮫川 鮫川 長沢 田人町旅人

204 80204B0717 鮫川 鮫川 横川沢１ 田人町旅人

205 80204B0720 鮫川 鮫川 横川沢２ 田人町旅人

206 80204B0722 鮫川 鮫川 前山沢２ 田人町旅人

207 80204B0723 鮫川 鮫川 男犬平沢 田人町旅人

208 80204B0726 鮫川 荷路夫川 妻橋沢 田人町旅人

209 80204B0729 鮫川 荷路夫川 滑石沢左支上流 田人町旅人

210 80204B0730 鮫川 荷路夫川 吉沼沢 田人町旅人

211 80204B0731 鮫川 荷路夫川 笹ノ太輪沢 田人町旅人

212 80204B0735 鮫川 荷路夫川 大久保沢５ 田人町黒田

213 80204B0740 鮫川 荷路夫川 平草川３ 田人町荷路夫

214 80204B0741 鮫川 荷路夫川 川崎沢 田人町荷路夫

215 80204B0743 鮫川 荷路夫川 宝伝前沢１ 田人町荷路夫

216 80204B0744 鮫川 荷路夫川 向田沢 田人町荷路夫

217 80204B0745 鮫川 荷路夫川 間明沢沢 田人町荷路夫

218 80204B0746 鮫川 荷路夫川 宿家前沢 田人町荷路夫

219 80204B0748 鮫川 荷路夫川 宝伝前沢３ 田人町荷路夫

220 80204B0749 鮫川 荷路夫川 鶴巻沢 田人町荷路夫

221 80204B0750 鮫川 荷路夫川 中居沢 田人町荷路夫

222 80204B0754 鮫川 鮫川 唐漉沢 田人町黒田

223 80204B0755 鮫川 鮫川 塩ノ平沢１ 田人町黒田

224 80204B0756 鮫川 鮫川 塩ノ平沢２ 田人町黒田

225 80204B0757 鮫川 鮫川 唐沢沢１ 田人町黒田

226 80204B0758 鮫川 鮫川 唐沢沢２ 田人町黒田

227 80204B0759 鮫川 鮫川 唐沢沢３ 田人町黒田



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅱ 228 80204B0761 鮫川 鮫川 明下沢１ 田人町荷路夫

229 80204B0762 鮫川 鮫川 明下沢２ 田人町荷路夫

230 80204B0764 鮫川 鮫川 管ノ目沢 田人町荷路夫

231 80204B0765 鮫川 鮫川 風越沢 田人町荷路夫

232 80204B0766 鮫川 鮫川 芦ノ草沢 遠野町滝

233 80204B0767 鮫川 鮫川 助右ェ門沢 田人町黒田

234 80204B0768 鮫川 鮫川 新田沢１ 田人町黒田

235 80204B0769 鮫川 鮫川 塩平沢 田人町黒田

236 80204B0771 鮫川 深山口川 おもて沢 遠野町滝

237 80204B0776 鮫川 鮫川 大反田沢１ 遠野町根岸

238 80204B0777 鮫川 鮫川 大反田沢２ 遠野町根岸

239 80204B0780 鮫川 根本川 西山沢 遠野町根岸

240 80204B0784 鮫川 根本川 川畑沢右支 遠野町根岸

241 80204B0786 鮫川 根本川 白坂沢 遠野町根岸

242 80204B0788 鮫川 根本川 堂ノ越沢 遠野町上根本

243 80204B0789 鮫川 根本川 新田沢２ 遠野町上根本

244 80204B0798 鮫川 上遠野川 川堀沢 遠野町上遠野

245 80204B0801 鮫川 上遠野川 中川原沢１ 遠野町深山田

246 80204B0805 鮫川 入遠野川 石畑沢 遠野町大平

247 80204B0810 鮫川 入遠野川 綱木沢左支 田人町石住

248 80204B0811 鮫川 入遠野川 綱木沢３ 田人町石住

249 80204B0813 鮫川 入遠野川 綱木沢４ 田人町石住

250 80204B0814 鮫川 入遠野川 綱木沢５ 田人町石住

251 80204B0816 鮫川 入遠野川 曲藤沢１ 遠野町大平

252 80204B0820 鮫川 入遠野川 落合沢 遠野町入遠野

253 80204B0832 鮫川 入遠野川 綱木沢６ 遠野町入遠野



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅱ 254 80204B0834 鮫川 入遠野川 綱木沢７ 遠野町入遠野

255 80204B0836 鮫川 入遠野川 諏訪沢 遠野町入遠野

256 80204B0838 鮫川 入遠野川 天王川１ 遠野町入遠野

257 80204B0842 鮫川 入遠野川 官沢川１ 遠野町入遠野

258 80204B0843 鮫川 入遠野川 官沢川２ 遠野町入遠野

259 80204B0846 鮫川 入遠野川 南沢 遠野町入遠野

260 80204B0847 鮫川 入遠野川 久保目沢 遠野町入遠野

261 80204B0848 鮫川 入遠野川 後台沢 遠野町入遠野

262 80204B0850 鮫川 入遠野川 貝那夫沢１ 遠野町入遠野

263 80204B0854 鮫川 鮫川 新田沢５ 三和町下市萱

264 80204B0860 鮫川 鮫川 柿ノ沢 遠野町滝

265 80204B0864 鮫川 鮫川 支那志沢１ 田人町黒田

266 80204B0865 鮫川 鮫川 支那志沢２ 田人町黒田

昭和47.8.11

第1438号

268 80204B0869 鮫川 戸草川 スウシロ沢 田人町貝泊

269 80204B0871 鮫川 戸草川 戸草沢１ 田人町貝泊

270 80204B0876 鮫川 戸草川 唐梅沢１ 田人町貝泊

昭和47.2.25

第272号

平成4.3.16

第653号

273 80204B0882 鮫川 戸草川 大柴沢２ 田人町貝泊

274 80204B0884 鮫川 鮫川 耕土沢 田人町貝泊

275 80204B0885 鮫川 鮫川 洞木沢 田人町貝泊

276 80204B0886 鮫川 鮫川 神山沢１ 田人町石住

277 80204B0887 鮫川 鮫川 神山沢左支 田人町石住

278 80204B0888 鮫川 鮫川 神山沢２ 田人町石住

279 80204B0889 鮫川 鮫川 神山沢３ 田人町石住

272 80204B0881 鮫川

271 80204B0880 鮫川

中沢沢 田人町貝泊戸草川267 80204B0868 鮫川

唐梅沢２ 田人町貝泊

戸草川 大柴沢１ 田人町貝泊

戸草川



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅱ 280 80204B0893 鮫川 鮫川 石住沢２ 田人町石住

281 80204B0896 鮫川 大松川 井出沢１ 田人町貝泊

282 80204B0899 鮫川 大松川 井出沢４ 田人町貝泊

283 80204B0900 鮫川 大松川 井出沢５ 田人町貝泊

284 80204B0902 蛭田川 蛭田川 窪田熊ノ道沢1 勿来町窪田

285 80204B0909 蛭田川 蛭田川 広川原沢１ 瀬戸町

286 80204B0911 蛭田川 蛭田川 地切沢１ 瀬戸町

287 80204B0912 蛭田川 蛭田川 地切沢２ 瀬戸町

288 80204B0914 蛭田川 蛭田川 瀬戸中沢 瀬戸町

289 80204B0917 蛭田川 蛭田川 古我湯沢右支 瀬戸町

290 80204B0918 蛭田川 蛭田川 東瀬戸沢 山玉町

291 80204B0919 蛭田川 蛭田川 入瀬戸沢 山玉町

292 80204B0920 蛭田川 蛭田川 神申沢１ 山玉町

293 80204B0921 蛭田川 蛭田川 神申沢２ 山玉町

昭和46.9.22
第1601号
昭和47.8.11
第1438号
昭和57.9.25
第1604号
平成4.3.17
第666号

295 80204B0924 残流域 九面滝谷沢 勿来町九面

296 80204B0929 夏井川 原高野川 戸沢内沢 平水品

小　　計 296

Ⅲ 1 80204C0046 残流域 久之浜賤沢２ 久之浜町久之浜

2 80204C0047 残流域 横内 久之浜町田之網

3 80204C0060 夏井川 赤沼川 堂ノ作 平下片寄

4 80204C0062 夏井川 赤沼川 作出１ 平下片寄

5 80204C0065 夏井川 原高野川 鎌倉 平北神谷

294 80204B0922 蛭田川 蛭田川 蛭田川 山玉町



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅲ 6 80204C0076 夏井川 原高野川 作出２ 平絹谷

7 80204C0077 夏井川 原高野川 作出３ 平絹谷

8 80204C0078 夏井川 原高野川 下柳生 平絹谷

9 80204C0123 夏井川 夏井川 竜沢 平南白土

10 80204C0150 夏井川 新川 堀坂 内郷綴町

11 80204C0157 夏井川 新川 川平 内郷白水町

12 80204C0183 夏井川 好間川 下ケ屋敷 好間町北好間

13 80204C0459 滑津川 神下川 妻下 平吉野谷

14 80204C0466 滑津川 滑津川 萱ノ作 平上山口

15 80204C0478 滑津川 滑津川 草木 草木台

16 80204C0483 滑津川 滑津川 大沢１ 平上荒川

17 80204C0484 滑津川 滑津川 大沢２ 平上荒川

18 80204C0485 滑津川 滑津川 大沢３ 平上荒川

19 80204C0486 滑津川 滑津川 秋山 平上荒川

20 80204C0492 滑津川 滑津川 五郎内 平上荒川

21 80204C0493 滑津川 滑津川 金谷 平上荒川

22 80204C0515 残流域 安竜 折戸

23 80204C0520 神白川 神白川 地切１ 永崎

24 80204C0521 神白川 神白川 地切２ 小名浜上神白

25 80204C0523 神白川 神白川 地切３ 小名浜上神白

26 80204C0524 神白川 神白川 追分１ 小名浜上神白

27 80204C0526 神白川 神白川 追分２ 小名浜上神白

28 80204C0528 神白川 神白川 西大沢１ 小名浜上神白

29 80204C0531 神白川 神白川 西大沢２ 小名浜上神白

30 80204C0536 神白川 神白川 東大沢 小名浜上神白

31 80204C0546 藤原川 釜戸川 諏訪前 渡辺町中釜戸



危険 渓流
区分 番号

番号 水系名 指定地有無河川名 渓流名 所在地

Ⅲ 32 80204C0575 藤原川 蔵持川 江名口 鹿島町上蔵持

33 80204C0586 藤原川 走熊川 広畑 常磐松久須根町

34 80204C0588 藤原川 走熊川 高内１ 常磐松久須根町

35 80204C0589 藤原川 走熊川 高内２ 常磐松久須根町

36 80204C0594 藤原川 藤原川 堀ノ内１ 泉町本谷

37 80204C0621 藤原川 湯本川 天神１ 常磐湯本町

38 80204C0622 藤原川 湯本川 天神２ 常磐湯本町

39 80204C0631 藤原川 藤原川 萱落１ 常磐白鳥町

40 80204C0633 藤原川 藤原川 萱落２ 常磐白鳥町

41 80204C0639 藤原川 藤原川 阿良田 常磐藤原町

42 80204C0651 鮫川 鮫川 御前崎 勿来町窪田

43 80204C0654 鮫川 鮫川 北ノ作 川部町

44 80204C0657 鮫川 渋川 宮前 石塚町

45 80204C0658 鮫川 渋川 宮下 石塚町

46 80204C0660 鮫川 渋川 堀ノ内２ 江畑町

47 80204C0903 蛭田川 蛭田川 窪田熊ノ道沢２ 勿来町窪田

48 80204C0904 蛭田川 蛭田川 熊ノ道２ 勿来町窪田

49 80204C0905 蛭田川 蛭田川 熊ノ道３ 勿来町窪田

50 80204C0910 蛭田川 蛭田川 広川原沢２ 瀬戸町

51 80204C0925 残流域 関山１ 勿来町九面

52 80204C0927 残流域 関山２ 勿来町九面

53 80204C0928 残流域 関山３ 勿来町九面

小　　計 53

Ⅰ 172

Ⅱ 296

Ⅲ 53

合　　計 521


