
(予６－１－１) なだれ危険箇所（農林水産部治山課）
（令和2年1月21日現在）

　　 箇所番号 箇所名 　　　位　　　　　　　　置 　   危険地の概況
市・郡 区・町 大字 字 延長(m) 斜面の方向

524 －な － 2 三久安　（旧波賀町） 宍粟市 波賀町引原 三久安 100     ＳＷ
524 －な － 3 大曲り 宍粟市 波賀町日ノ原 大曲り 50       ＮＥ
524 －な － 4 畑ヶ谷 宍粟市 波賀町道谷 畑ヶ谷 150     ＮＷ

小　　計 3 箇所
209 －な － 1 御屋敷　（旧豊岡市） 豊岡市 三宅 御屋敷 350     Ｗ
209 －な － 2 東山 豊岡市 上鉢山 東山 250     ＳＷ
209 －な － 3 大谷 豊岡市 下鶴井 大谷 600     Ｓ
209 －な － 4 深谷 豊岡市 中郷 深谷 50       ＳＷ

小　　計 4 箇所
562 －な － 1 三国ヶ嶽(1)（旧但東町） 豊岡市 但東町大河内 三国ヶ嶽 50       ＮＥ
562 －な － 2 三国ヶ嶽(2) 豊岡市 但東町大河内 三国ヶ嶽 50       ＮＥ
562 －な － 3 西ヶ谷 豊岡市 但東町大河内 西ヶ谷 50       ＮＥ
562 －な － 4 土橋 豊岡市 但東町天谷 土橋 50       ＳＥ
562 －な － 5 家ノ奥 豊岡市 但東町小谷 家ノ奥 100     ＳＷ
562 －な － 6 大峠 豊岡市 但東町奥赤 大峠 50       ＮＥ
562 －な － 7 アツエ 豊岡市 但東町中藤 アツエ 50       ＳＥ

小　　計 7 箇所
581 －な － 1 竹ン谷　（旧村岡町） 美方郡 香美町 村岡区山田 竹ン谷 250     Ｗ
581 －な － 2 岩詰 美方郡 香美町 村岡区山田 岩詰 250     Ｅ
581 －な － 3 宮ノ下 美方郡 香美町 村岡区山田 宮ノ下 500     Ｅ
581 －な － 4 ソラ高尾 美方郡 香美町 村岡区高津 ソラ高尾 300     Ｓ
581 －な － 5 藤ヶ平 美方郡 香美町 村岡区高津 藤ヶ平 200     Ｗ
581 －な － 6 森ノ上 美方郡 香美町 村岡区高津 森ノ上 250     Ｅ
581 －な － 7 長サコ(1) 美方郡 香美町 村岡区入江 長サコ 150     Ｗ
581 －な － 8 長サコ(2) 美方郡 香美町 村岡区入江 長サコ 300     Ｗ
581 －な － 9 家ノ下 美方郡 香美町 村岡区入江 家ノ下 400     ＳＷ
581 －な － 10 蔵本 美方郡 香美町 村岡区川会 蔵本 550     ＳＥ
581 －な － 11 福井 美方郡 香美町 村岡区長坂 福井 250     Ｅ
581 －な － 12 チョウガ谷 美方郡 香美町 村岡区長坂 チョウガ谷 250     ＮＷ
581 －な － 13 深山 美方郡 香美町 村岡区柤岡 深山 150     ＮＥ
581 －な － 14 山田 美方郡 香美町 村岡区柤岡 山田 200     Ｓ
581 －な － 15 馬場 美方郡 香美町 村岡区村岡 馬場 250     ＳＥ
581 －な － 16 神子垣 美方郡 香美町 村岡区相田 神子垣 200     Ｅ
581 －な － 17 向山 美方郡 香美町 村岡区神坂 向山 300     Ｗ
581 －な － 18 込山 美方郡 香美町 村岡区板仕野 込山 200     Ｅ
581 －な － 19 上野田 美方郡 香美町 村岡区耀山 上野田 300     ＳＥ
581 －な － 20 西作谷 美方郡 香美町 村岡区日影 西作谷 200     Ｎ
581 －な － 21 ホイダ 美方郡 香美町 村岡区大野 ホイダ 300     Ｗ
581 －な － 22 野間 美方郡 香美町 村岡区大笹 野間 250     Ｓ
581 －な － 23 中山 美方郡 香美町 村岡区和田 中山 250     ＮＷ
581 －な － 24 奥山 美方郡 香美町 村岡区板仕野 奥山 100     Ｅ
581 －な － 25 銚子ヶ谷 美方郡 香美町 村岡区村岡 銚子ヶ谷 100     ＮＷ
581 －な － 26 落岩 美方郡 香美町 村岡区村岡 落岩 100     Ｓ
581 －な － 27 奥畑 美方郡 香美町 村岡区板仕野 奥畑 150     Ｅ

小　　計 27 箇所
583 －な － 1 汁田　（旧美方町） 美方郡 香美町 小代区水間 汁田 400     Ｅ
583 －な － 2 トコイ 美方郡 香美町 小代区野間谷 トコイ 100     ＮＷ
583 －な － 3 ナツラ 美方郡 香美町 小代区新屋 ナツラ 50       ＳＥ
583 －な － 4 多知野 美方郡 香美町 小代区秋岡 多知野 400     Ｅ
583 －な － 5 長迫 美方郡 香美町 小代区秋岡 長迫 200     ＳＥ
583 －な － 6 ヒナジ 美方郡 香美町 小代区秋岡 ヒナジ 200     ＮＷ
583 －な － 7 大工山 美方郡 香美町 小代区大谷 大工山 400     Ｅ
583 －な － 8 稲荷尾 美方郡 香美町 小代区大谷 稲荷尾 300     Ｅ
583 －な － 9 影平 美方郡 香美町 小代区大谷 影平 50       ＮＥ
583 －な － 10 谷山 美方郡 香美町 小代区城山 谷山 250     Ｓ
583 －な － 11 角田 美方郡 香美町 小代区石寺 角田 300     ＮＥ
583 －な － 12 釜事 美方郡 香美町 小代区秋岡 釜事 200     Ｎ
583 －な － 13 谷山 美方郡 香美町 小代区大谷 谷山 ＮＥ
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　　 箇所番号 箇所名 　　　位　　　　　　　　置 　   危険地の概況
市・郡 区・町 大字 字 延長(m) 斜面の方向

583 －な － 14 岡 美方郡 香美町 小代区忠宮 岡 Ｅ
小　　計 14 箇所

582 －な － 1 本谷　（旧浜坂町） 美方郡 新温泉町 久斗山 本谷 200     Ｓ
582 －な － 2 山伝(1) 美方郡 新温泉町 久斗山 山伝 300     Ｓ
582 －な － 3 山伝(2) 美方郡 新温泉町 久斗山 山伝 250     Ｓ
582 －な － 4 山伝(3) 美方郡 新温泉町 久斗山 山伝 250     ＳＷ
582 －な － 5 田中住 美方郡 新温泉町 久斗山 田中住 200     ＳＷ
582 －な － 6 河原住 美方郡 新温泉町 久斗山 河原住 150     Ｗ
582 －な － 7 ニイヤノ上 美方郡 新温泉町 久斗山 ニイヤノ上 50       Ｗ
582 －な － 8 上川原 美方郡 新温泉町 久斗山 上川原 200     Ｅ
582 －な － 9 下住 美方郡 新温泉町 久斗山 下住 200     ＳＥ
582 －な － 10 ツツライ口 美方郡 新温泉町 久斗山 ツツライ口 150     ＮＷ
582 －な － 11 向山 美方郡 新温泉町 久斗山 向山 50       ＮＥ
582 －な － 12 飛ノ谷 美方郡 新温泉町 久斗山 飛ノ谷 200     ＮＥ
582 －な － 13 シラゲノ口 美方郡 新温泉町 久斗山 シラゲノ口 300     Ｎ
582 －な － 14 表ホウキ 美方郡 新温泉町 久斗山 表ホウキ 400     Ｎ
582 －な － 15 コゾロイ 美方郡 新温泉町 久斗山 コゾロイ 400     ＮＥ
582 －な － 16 横谷(1) 美方郡 新温泉町 境 横谷 100     Ｓ
582 －な － 17 横谷(2) 美方郡 新温泉町 境 横谷 150     ＳＥ
582 －な － 18 長サコ 美方郡 新温泉町 境 長サコ 250     Ｅ
582 －な － 19 チブク 美方郡 新温泉町 境 チブク 350     Ｅ
582 －な － 20 ニゴリブチ 美方郡 新温泉町 藤尾 ニゴリブチ 500     Ｎ
582 －な － 21 上ノ山 美方郡 新温泉町 三尾 上ノ山 250     ＮＥ
582 －な － 22 中尾 美方郡 新温泉町 三尾 中尾 200     Ｗ
582 －な － 23 銚子谷 美方郡 新温泉町 三尾 銚子谷 100     ＮＥ
582 －な － 24 西谷 美方郡 新温泉町 田井 西谷 50       ＳＥ
582 －な － 25 向山 美方郡 新温泉町 田井 向山 200     Ｎ
582 －な － 26 家ノ裏 美方郡 新温泉町 新市 家ノ裏 200     Ｗ
582 －な － 27 中町ノ浦 美方郡 新温泉町 諸寄 中町ノ浦 200     ＮＥ
582 －な － 28 金山川原 美方郡 新温泉町 諸寄 金山川原 200     ＮＷ
582 －な － 29 岩坪 美方郡 新温泉町 久谷 岩坪 150     Ｗ
582 －な － 30 中小屋 美方郡 新温泉町 久斗山 中小屋 100     ＳＷ

小　　計 30 箇所
584 －な － 1 尾崎　（旧温泉町） 美方郡 新温泉町 春来 尾崎 200     ＮＷ
584 －な － 2 ニゴリ(1) 美方郡 新温泉町 春来 ニゴリ 300     Ｅ
584 －な － 3 ニゴリ(２) 美方郡 新温泉町 春来 ニゴリ 200     Ｅ
584 －な － 4 高山谷 美方郡 新温泉町 歌長 高山谷 200     ＳＷ
584 －な － 5 音石 美方郡 新温泉町 歌長 音石 300     ＳＷ
584 －な － 6 伏龍山 美方郡 新温泉町 湯 伏龍山 200     ＮＷ
584 －な － 7 天地面 美方郡 新温泉町 湯 天地面 100     Ｅ
584 －な － 8 滝谷山 美方郡 新温泉町 湯 滝谷山 350     ＮＥ
584 －な － 9 後山 美方郡 新温泉町 湯 後山 400     Ｗ
584 －な － 10 ジャガ向 美方郡 新温泉町 細田 ジャガ向 250     ＳＷ
584 －な － 11 小三谷 美方郡 新温泉町 細田 小三谷 150     ＮＥ
584 －な － 12 高手 美方郡 新温泉町 金屋 高手 250     Ｅ
584 －な － 13 瀬戸 美方郡 新温泉町 金屋 瀬戸 250     ＳＥ
584 －な － 14 川竹原山 美方郡 新温泉町 熊谷 川竹原山 250     Ｓ
584 －な － 15 栃谷口山 美方郡 新温泉町 熊谷 栃谷口山 50       Ｓ
584 －な － 16 横ハウキ 美方郡 新温泉町 伊角 横ハウキ 250     ＳＷ
584 －な － 17 三原野 美方郡 新温泉町 切畑 三原野 500     ＳＷ
584 －な － 18 ガナン谷 美方郡 新温泉町 鐘尾 ガナン谷 300     ＳＥ
584 －な － 19 隠尻 美方郡 新温泉町 鐘尾 隠尻 250     ＳＥ
584 －な － 20 原下 美方郡 新温泉町 鐘尾 原下 250     Ｅ
584 －な － 21 北谷 美方郡 新温泉町 干谷 北谷 200     Ｅ
584 －な － 22 西山 美方郡 新温泉町 干谷 西山 200     ＳＥ
584 －な － 23 上エノ山 美方郡 新温泉町 宮脇 上エノ山 200     Ｗ
584 －な － 24 向林 美方郡 新温泉町 宮脇 向林 200     ＮＥ
584 －な － 25 下山 美方郡 新温泉町 内山 下山 50       ＳＥ
584 －な － 26 寺本実 美方郡 新温泉町 内山 寺本実 100     Ｅ
584 －な － 27 二反畑 美方郡 新温泉町 海上 二反畑 250     Ｗ
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584 －な － 28 門ノ尾 美方郡 新温泉町 岸田 門ノ尾 250     Ｅ
584 －な － 29 畑ヶ平(1) 美方郡 新温泉町 岸田 畑ヶ平 250     Ｅ
584 －な － 30 マスブチ 美方郡 新温泉町 岸田 マスブチ 100     Ｗ
584 －な － 31 横坂(1) 美方郡 新温泉町 岸田 横坂 300     ＳＷ
584 －な － 32 横坂(2) 美方郡 新温泉町 岸田 横坂 300     Ｗ
584 －な － 33 下肥前畑 美方郡 新温泉町 岸田 下肥前畑 300     Ｅ
584 －な － 34 畑ヶ平(2) 美方郡 新温泉町 岸田 畑ヶ平 200     Ｅ
584 －な － 35 ヒラエ 美方郡 新温泉町 石橋 ヒラエ 100     ＮＥ

小　　計 35 箇所
602 －な － 1 柳サコ　（旧養父町） 養父市 餅耕地 柳サコ 400     ＳＥ
602 －な － 2 新町 養父市 建屋 新町 200     ＳＷ
602 －な － 3 下谷 養父市 畑 下谷 250     Ｓ
602 －な － 4 新津 養父市 新津 新津 300     Ｓ
602 －な － 5 向山 養父市 薮崎 向山 400     Ｅ
602 －な － 6 大塚 養父市 大塚 大塚 400     Ｗ
602 －な － 7 水口 養父市 奥米地 水口 500     ＳＷ

小　　計 7 箇所
603 －な － 1 大銅　（旧大屋町） 養父市 大屋町和田 大銅 300     Ｎ
603 －な － 2 田渕 養父市 大屋町和田 田渕 200     Ｓ
603 －な － 3 奈良辺 養父市 大屋町和田 奈良辺 150     Ｎ
603 －な － 4 栃山 養父市 大屋町門野 栃山 400     ＳＷ
603 －な － 5 下浦 養父市 大屋町須西 下浦 200     ＮＥ
603 －な － 6 打尾 養父市 大屋町筏 打尾 250     ＮＷ
603 －な － 7 朱山 養父市 大屋町栗ノ下 朱山 200     ＮＥ
603 －な － 8 中山(1) 養父市 大屋町横行 中山 250     Ｎ
603 －な － 9 中山(2) 養父市 大屋町横行 中山 300     ＮＥ
603 －な － 10 奥山 養父市 大屋町若杉 奥山 200     ＳＥ

小　　計 10 箇所
604 －崩 － 1 モソ　（旧関宮町） 養父市 出合 モソ 100     Ｎ
604 －崩 － 2 中野 養父市 葛畑 中野 200     ＳＥ
604 －崩 － 3 アセガキ 養父市 川原場 アセガキ 150     Ｓ
604 －崩 － 4 クマガナル 養父市 尾崎 クマガナル 400     Ｎ
604 －崩 － 5 七々畑 養父市 安井 七々畑 200     Ｗ

小　　計 5 箇所
624 －崩 － 1 城の下（旧朝来町） 朝来市 山口 城の下 350     ＮＷ
624 －崩 － 2 崎山 朝来市 新井 崎山 300     Ｅ
624 －崩 － 3 向山 朝来市 佐嚢 向山 800     ＮＷ
624 －崩 － 4 テンボウ 朝来市 佐嚢 テンボウ 300     ＳＥ
624 －崩 － 5 赤溝 朝来市 立脇 赤溝 400     ＮＷ
624 －崩 － 6 牧野 朝来市 多々良木 牧野 300     ＳＷ
624 －崩 － 7 奥ノ谷 朝来市 石田 奥ノ谷 400     ＮＷ

小　　計 7 箇所
643 －崩 － 1 アケ（旧青垣町） 丹波市 青垣町大名草 アケ 400     Ｎ
643 －崩 － 2 ツヅラ 丹波市 青垣町大名草 ツヅラ 250     Ｅ
643 －崩 － 3 ウトンド 丹波市 青垣町大名草 ウトンド 100     ＮＷ
643 －崩 － 4 アガサコ 丹波市 青垣町遠阪 アガサコ 200     ＳＥ
643 －崩 － 5 大木畑 丹波市 青垣町遠阪 大木畑 200     ＮＥ
643 －崩 － 6 津森 丹波市 青垣町遠阪 津森 200     ＳＷ

小　　計 6 箇所
合　　計 155 箇所
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