
箇所

番号 町 大字 字

1 117 道添 三和町 差塩 道添

2 118 片倉 四倉 八茎 片倉

3 119 中島 四倉 中島 中島

4 120 西三丁目 四倉 西三丁目

5 121 湯ノ沢 小川町 上小川 湯ノ沢

6 122 羽黒 平 上平窪 羽黒

7 123 辰ノ口 平 藤間 辰ノ口

8 124 秋山２号 内郷 綴町 秋山

9 125 鬼ヶ沢 内郷 宮町 鬼ヶ沢

10 126 竹ノ内２号 内郷 宮町 竹ノ内

11 127 御台 内郷 御台境町 御台

12 128 金坂１号 内郷 宮町 金坂

13 129 宮沢３号 内郷 宮町 宮沢

14 130 入山２号 内郷 白水町 入山

15 131 川平２号 内郷 白水町 川平

16 132 鎌ヶ作 内郷 綴町 鎌ヶ作

17 133 金坂２号 内郷 宮町 金坂 平成27.12.22　第885号

18 134 入山３号 内郷 白水町 入山

19 135 御台１号 内郷 御台境町 御台

20 136 宮沢４号 内郷 宮町 宮沢

21 137 八仙 常磐 湯本町 八仙

22 138 迎 常磐 湯本町 迎

指定有無

人工斜面（Ⅰ）

番号 地区名
所在地



箇所

番号 町 大字 字
指定有無番号 地区名

所在地

23 139 湯台堂２号 常磐 上湯長谷町 湯台堂

24 140 長倉２号 常磐 上湯長谷町 長倉

25 141 堀ノ内 常磐 上湯長谷町 堀ノ内

26 142 五反田 常磐 上湯長谷町 五反田

27 143 人工居作 常磐 下船尾町 居作

28 144 水野谷２号 常磐 水野谷町 水野谷

29 145 竜ヶ沢１号 常磐 水野谷町 竜ヶ沢

30 146 竜ヶ沢２号 常磐 水野谷町 竜ヶ沢

31 147 志座 常磐 上湯長谷町 志座

32 148 白鳥１号 常磐 白鳥町 白鳥

33 149 天神２号 常磐 湯本町 天神

34 150 傾城３号 常磐 湯本町 傾城

35 151 矢津 常磐 関船町 矢津

36 152 堀ノ内 常磐 上湯長谷町 堀ノ内

37 153 玉川町北 常磐 下船尾町 東作

38 154 上浅貝２号 常磐 湯本町 上浅貝

39 155 船付 永崎 永崎船付 昭和53.3.31　第436号

40 156 舘 永崎 舘

41 157 港ヶ丘１号 小名浜 港ヶ丘

42 158 港ヶ丘２号 小名浜 港ヶ丘

43 159 港ヶ丘３号 小名浜 港ヶ丘

44 160 住ヶ谷 小名浜 岡小名 住ヶ谷



箇所

番号 町 大字 字
指定有無番号 地区名

所在地

45 161 権現山 小名浜 岡小名 権現山

46 162 台ノ上 小名浜 岡小名 台ノ上

47 163 狩亦 小名浜 下神白 狩亦

48 164 千速 小名浜 下神白 千速

49 165 大門 小名浜 林城 大門

50 166 石田 小名浜 相子島 石田

51 167 林下１号 鹿島 船戸 林下

52 168 林下２号 鹿島 船戸 林下

53 169 鹿島台 鹿島 米田 殿作

54 170 早稲田２号 泉 黒須野 早稲田

55 171 安竜１号 江名 安竜

56 172 安竜２号 江名 安竜

57 173 藤ヶ丘 江名 藤ヶ丘 昭和54.3.20　第412号

58 174 江ノ浦１号 江名 中作

59 175 横町 植田町 横町

60 176 御前崎 勿来町 御前崎

61 177 酒井小山下 勿来町 酒井小山下

62 178 向山 東田町 向山

63 179 金子平 東田町 金子平

64 180 白坂 遠野町 白坂

小　計 64


