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地すべり防止区域一覧（平成 19 年 12 月 31 日現在） 

 旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

相川町 国土交通省 滝の上 タキノウエ 40.50

相川町 国土交通省 長坂 ナガサカ 16.57

相川町 国土交通省 羽田 ハネダ 11.21

国土交通省 集計 68.28

相川町 農村振興局 北石名 キタイシナ 41.80

相川町 農村振興局 北川内 キタカワウチ 76.84

相川町 農村振興局 高下 コウゲ 43.20

相川町 農村振興局 関 セキ 16.10

相川町 農村振興局 外海府 ソトカイフ 28.20

相川町 農村振興局 立島 タツシマ 41.54

農村振興局 集計 247.68

相川町 林野庁 石名 イシナ 20.82

相川町 林野庁 石名北山 イシナキタヤマ 21.06

相川町 林野庁 小田 オダ 7.10

相川町 林野庁 小田東 オダヒガシ 26.66

相川町 林野庁 小野見 オノミ 60.00

相川町 林野庁 北田野浦 キタタノウラ 8.62

相川町 林野庁 南片辺 ミナミカタベ 6.46

相川町 林野庁 矢柄 ヤガラ 12.00

林野庁 集計 162.72

赤泊村 国土交通省 赤泊 アカドマリ 242.40

赤泊村 国土交通省 清水 シミズ 27.00

赤泊村 国土交通省 山寺 ヤマデラ 52.40

国土交通省 集計 321.80

赤泊村 農村振興局 岡田 オカダ 37.84

赤泊村 農村振興局 三川 ミカワ 134.82

赤泊村 農村振興局 莚場 ムシロバ 87.50

赤泊村 農村振興局 山田東 ヤマダヒガシ 67.10

農村振興局 集計 327.26

赤泊村 林野庁 下川茂 シモカワモ 9.10

林野庁 集計 9.10

朝日村 国土交通省 寺尾 テラオ 10.10

国土交通省 集計 10.10

朝日村 農村振興局 荒沢 アラサワ 62.30

朝日村 農村振興局 荒沢第二 アラサワダイニ 80.97

朝日村 農村振興局 越渡沢 コエトザワ 35.48

朝日村 農村振興局 長池 ナガイケ 116.00

朝日村 農村振興局 ノゲト ノゲト 68.90

朝日村 農村振興局 葡萄 ブドウ 19.11

朝日村 農村振興局 矢吹 ヤブキ 45.79

農村振興局 集計 428.55

朝日村 林野庁 大ドヤ オオドヤ 55.72

朝日村 林野庁 駒ケ岳 コマガタケ 89.57

朝日村 林野庁 菖蒲池 ショウブイケ 19.11

朝日村 林野庁 峠山 トウゲヤマ 43.19

林野庁 集計 207.59

新井市 国土交通省 尼兼 アマガネ 159.80

新井市 国土交通省 猪野山 イノヤマ 23.00

新井市 国土交通省 大濁 オオニゴリ 106.80

新井市 国土交通省 大平 オオヒラ 60.00

新井市 国土交通省 上小沢 カミコザワ 92.50

新井市 国土交通省 カヤバ カヤバ 158.50

新井市 国土交通省 北ノ入 キタノイリ 36.36

新井市 国土交通省 倉下 クラシタ 20.50

新井市 国土交通省 小局 コツボネ 72.60

新井市 国土交通省 小濁 コニゴリ 76.30

新井市 国土交通省 坂井平 サカイダイラ 39.60

新井市 国土交通省 下濁川 シモニゴリカワ 33.30

新井市 国土交通省 寸分道 スブンドウ 79.01

新井市 国土交通省 滝之脇 タキノワキ 45.39

新井市 国土交通省 鳥屋 トヤ 39.15

新井市 国土交通省 中栗 ナカグリ 116.80

新井市 国土交通省 花立 ハナダテ 186.40

新井市 国土交通省 馬場 ババ 182.10

新井市 国土交通省 羽山 ハヤマ 94.00

新井市 国土交通省 日ﾉ沢 ヒノサワ 126.40

新井市 国土交通省 平丸 ヒラマル 115.00

新井市 国土交通省 細野沢 ホソノサワ 29.00

新井市 国土交通省 マセ マセ 46.97

新井市 国土交通省 よしお沢 ヨシオザワ 97.38

国土交通省 集計 2,036.86

新井市 農村振興局 あざみ アザミ 34.25

新井市 農村振興局 あてら田 アテラダ 99.36

新井市 農村振興局 風張 カザハリ 30.27

旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

新井市 農村振興局 上鳥越 カミトリゴエ 18.18

新井市 農村振興局 木成 コナリ 132.17

新井市 農村振興局 さかい沢 サカイザワ 76.79

新井市 農村振興局 ぶのう ブノウ 70.48

農村振興局 集計 461.50

新井市 林野庁 青田 アオタ 24.33

新井市 林野庁 アミダ アミダ 71.47

新井市 林野庁 井沢 イザワ 40.85

新井市 林野庁 河内 カウチ 118.70

新井市 林野庁 上小沢上 カミコザワカミ 57.10

新井市 林野庁 久保田 クボタ 28.91

新井市 林野庁 曽別当 ソベットウ 111.54

新井市 林野庁 番匠窪 バンジョウクボ 80.60

新井市 林野庁 姫川原 ヒメガワラ 112.54

新井市 林野庁 八幡 ヤハタ 69.39

新井市 林野庁 吉木 ヨシキ 25.10

新井市 林野庁 嫁沢 ヨメザワ 72.18

林野庁 集計 812.71

出雲崎町 国土交通省 出雲崎 イズモザキ 28.06

出雲崎町 国土交通省 市野坪 イチノツボ 22.10

出雲崎町 国土交通省 大寺 オオテラ 8.14

出雲崎町 国土交通省 勝見 カツミ 9.92

出雲崎町 国土交通省 下小竹 シモコダケ 9.80

出雲崎町 国土交通省 吉川 ヨシカワ 12.10

国土交通省 集計 90.12

出雲崎町 林野庁 相田 アイダ 28.13

出雲崎町 林野庁 勝見花立 カツミハナダテ 12.91

出雲崎町 林野庁 蛇崩 ジャクズレ 85.52

出雲崎町 林野庁 常楽寺 ジョウラクジ 54.09

出雲崎町 林野庁 豆川内 マメカワウチ 18.81

林野庁 集計 199.46

板倉町 国土交通省 上関田 カミセキダ 124.50

板倉町 国土交通省 栗沢 クリサワ 126.80

板倉町 国土交通省 菰立 コモダテ 62.90

板倉町 国土交通省 坂池 サカイケ 85.00

板倉町 国土交通省 猿供養寺 サルクヨウジ 44.30

板倉町 国土交通省 関田 セキタ 156.40

板倉町 国土交通省 達野 タテノ 135.00

板倉町 国土交通省 筒方 ドウガタ 107.40

板倉町 国土交通省 西谷 ニシダニ 37.15

板倉町 国土交通省 不動 フドウ 14.80

板倉町 国土交通省 水窪 ミズクボ 204.90

板倉町 国土交通省 南原 ミナミハラ 15.00

国土交通省 集計 1,114.15

板倉町 農村振興局 釜塚 カマヅカ 121.54

板倉町 農村振興局 柄山 カラヤマ 191.10

板倉町 農村振興局 久々野 ククノ 130.48

板倉町 農村振興局 源治ヶ窪 ゲンジガクボ 61.28

板倉町 農村振興局 十二平 ジュウニダイラ 27.19

板倉町 農村振興局 段子差 ダンゴサシ 125.38

板倉町 農村振興局 八田 ハッタ 34.07

板倉町 農村振興局 東山寺 ヒガシヤマデラ 133.63

農村振興局 集計 824.67

板倉町 林野庁 木揚 キアゲ 58.00

板倉町 林野庁 栗沢下 クリサワシタ 113.35

板倉町 林野庁 玄藤寺 ゲンドウジ 123.00

板倉町 林野庁 下スゲ田 シモスゲタ 27.00

板倉町 林野庁 田屋 タヤ 56.50

板倉町 林野庁 西久々野 ニシククノ 27.46

板倉町 林野庁 機織 ハタオリ 59.14

板倉町 林野庁 針 ハリ 46.24

林野庁 集計 510.69

糸魚川市 国土交通省 青ぬけ アオヌケ 70.79

糸魚川市 国土交通省 赤沢 アカサワ 47.42

糸魚川市 国土交通省 大所 オオドコロ 235.30

糸魚川市 国土交通省 折戸 オリト 30.60

糸魚川市 国土交通省 梶山 カジヤマ 89.00

糸魚川市 国土交通省 蒲池 ガマイケ 124.14

糸魚川市 国土交通省 越 コシ 152.00

糸魚川市 国土交通省 小滝 コタキ 145.80

糸魚川市 国土交通省 高谷根 コンタンネ 12.00

糸魚川市 国土交通省 坂巻 サカマキ 51.30

糸魚川市 国土交通省 庄田尻 ショウダジリ 7.80

糸魚川市 国土交通省 菅沼 スガヌマ 35.50
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旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

糸魚川市 国土交通省 谷根 タンネ 77.10

糸魚川市 国土交通省 塚 ツカ 140.04

糸魚川市 国土交通省 夏中 ナツナカ 38.20

糸魚川市 国土交通省 濁澄 ニゴリスミ 46.00

糸魚川市 国土交通省 西塚 ニシヅカ 38.10

糸魚川市 国土交通省 ハサバ ハサバ 103.90

糸魚川市 国土交通省 東中 ヒガシナカ 47.80

糸魚川市 国土交通省 広田 ヒロタ 167.50

糸魚川市 国土交通省 前川 マエカワ 46.27

糸魚川市 国土交通省 真木 マキ 15.00

糸魚川市 国土交通省 水保 ミズホ 24.10

糸魚川市 国土交通省 宮平 ミヤダイラ 38.20

国土交通省 集計 1,783.86

糸魚川市 農村振興局 岩倉 イワクラ 51.94

糸魚川市 農村振興局 上横 ウワヨコ 126.00

糸魚川市 農村振興局 大嵐 オオアラシ 76.50

糸魚川市 農村振興局 大崩 オオクズレ 38.87

糸魚川市 農村振興局 大野沢 オオノサワ 41.32

糸魚川市 農村振興局 クマサカ クマサカ 115.30

糸魚川市 農村振興局 竹ノ口 タケノクチ 83.90

糸魚川市 農村振興局 長老第一 チョウロウダイイチ 51.10

糸魚川市 農村振興局 長老第二 チョウロウダイニ 128.20

糸魚川市 農村振興局 テング沢 テングサワ 238.69

糸魚川市 農村振興局 梨ノ木 ナシノキ 76.00

糸魚川市 農村振興局 白米平 ハクマイビラ 109.31

糸魚川市 農村振興局 東塚 ヒガシツカ 56.74

糸魚川市 農村振興局 東土倉 ヒガシツチクラ 203.50

糸魚川市 農村振興局 東山 ヒガシヤマ 93.87

糸魚川市 農村振興局 フケ田 フケタ 71.54

糸魚川市 農村振興局 槇 マキ 71.85

農村振興局 集計 1,634.63

糸魚川市 林野庁 粟倉 アワクラ 11.96

糸魚川市 林野庁 岩木 イワキ 16.02

糸魚川市 林野庁 ウド川 ウドカワ 507.34

糸魚川市 林野庁 上野 ウワノ 84.68

糸魚川市 林野庁 大久保 オオクボ 92.18

糸魚川市 林野庁 大平 オオダイラ 21.92

糸魚川市 林野庁 蒲池 ガマイケ 178.73

糸魚川市 林野庁 釜沢 カマサワ 143.08

糸魚川市 林野庁 上沢 カミサワ 137.33

糸魚川市 林野庁 川島 カワシマ 91.82

糸魚川市 林野庁 木地屋川 キジヤカワ 88.94

糸魚川市 林野庁 杉ノ平 スギノタイラ 50.48

糸魚川市 林野庁 砂場 スナバ 53.32

糸魚川市 林野庁 大神堂 ダイジンドウ 62.42

糸魚川市 林野庁 道平 ドウダイラ 228.70

糸魚川市 林野庁 中村 ナカムラ 152.47

糸魚川市 林野庁 成澤 ナリサワ 41.65

糸魚川市 林野庁 西山 ニシヤマ 10.33

糸魚川市 林野庁 東海 ヒガシウミ 21.50

糸魚川市 林野庁 平山 ヒラヤマ 363.38

糸魚川市 林野庁 仏岩 ホトケイワ 216.20

糸魚川市 林野庁 真木 マギ 388.80

糸魚川市 林野庁 松尾沢 マツオザワ 133.89

糸魚川市 林野庁 山之坊 ヤマノボウ 678.74

糸魚川市 林野庁 吉尾平 ヨシオダイラ 220.88

林野庁 集計 3,996.76

入広瀬村 国土交通省 穴沢 アナザワ 33.31

入広瀬村 国土交通省 芋鞘新田 イモザヤシンデン 86.87

入広瀬村 国土交通省 横根 ヨコネ 216.40

国土交通省 集計 336.58

入広瀬村 農村振興局 折板 オリイタ 40.86

入広瀬村 農村振興局 芹谷内 セリヤチ 58.89

入広瀬村 農村振興局 平野又 ヒラノマタ 37.75

農村振興局 集計 137.50

入広瀬村 林野庁 十二越 ジュウニゴエ 29.87

入広瀬村 林野庁 末沢 スエサワ 31.92

入広瀬村 林野庁 田小屋 タゴヤ 62.66

入広瀬村 林野庁 フキノ沢 フキノサワ 55.77

入広瀬村 林野庁 山ノ神 ヤマノカミ 150.95

林野庁 集計 331.17

浦川原村 国土交通省 荒牧 アラマキ 39.53

浦川原村 国土交通省 円行寺 エンギョウジ 26.90

浦川原村 国土交通省 大峯 オオミネ 47.19

旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

浦川原村 国土交通省 上猪子田 カミイノコダ 23.60

浦川原村 国土交通省 上の山 カミノヤマ 17.00

浦川原村 国土交通省 北山 キタヤマ 35.61

浦川原村 国土交通省 小蒲生田 コガモウダ 92.00

浦川原村 国土交通省 小麦平 コムギダイラ 16.63

浦川原村 国土交通省 沢口 サワグチ 37.80

浦川原村 国土交通省 下横住 シモヨコズミ 79.16

浦川原村 国土交通省 十二林 ジュウニバヤシ 12.00

浦川原村 国土交通省 大門 ダイモン 74.38

浦川原村 国土交通省 滝の入 タキノイリ 6.50

浦川原村 国土交通省 坪野 ツボノ 20.70

浦川原村 国土交通省 道地沢 ドウチザワ 13.00

浦川原村 国土交通省 細入 ホソイリ 27.74

国土交通省 集計 569.74

浦川原村 農村振興局 有堀 アイホリ 73.10

浦川原村 農村振興局 北平方 キタヒラカタ 98.28

浦川原村 農村振興局 西谷 ニシダニ 42.50

浦川原村 農村振興局 日口 ヒグチ 70.00

浦川原村 農村振興局 広見 ヒロミ 53.31

浦川原村 農村振興局 南 ミナミ 65.41

農村振興局 集計 402.60

浦川原村 林野庁 入山 イリヤマ 184.05

浦川原村 林野庁 大仏 オオボトケ 71.76

浦川原村 林野庁 上岡 カミオカ 202.95

浦川原村 林野庁 下崩 シモクズレ 22.46

浦川原村 林野庁 中猪子田 ナカイノコダ 131.92

浦川原村 林野庁 南山 ミナミヤマ 66.07

林野庁 集計 679.21

青海町 国土交通省 歌 ウタ 20.07

青海町 国土交通省 芹川 セリカワ 6.21

青海町 国土交通省 玉ﾉ木 タマノキ 6.57

国土交通省 集計 32.85

青海町 林野庁 アブキ アブキ 328.21

青海町 林野庁 清水倉 シミズクラ 180.13

青海町 林野庁 外波 トナミ 235.25

青海町 林野庁 橋立 ハシダテ 155.65

青海町 林野庁 日ノ詰 ヒノツメ 30.80

林野庁 集計 930.04

大島村 国土交通省 大島大久保 オオシマオオクボ 17.00

大島村 国土交通省 大山 オオヤマ 129.80

大島村 国土交通省 桐ﾉ木坪 キリノキツボ 43.00

大島村 国土交通省 中野 ナカノ 22.00

大島村 国土交通省 山刀切 ナタギリ 24.00

大島村 国土交通省 平越 ヒラゴシ 10.00

国土交通省 集計 245.80

大島村 農村振興局 足谷 アシダニ 133.73

大島村 農村振興局 石橋 イシバシ 108.00

大島村 農村振興局 市目 イチメ 103.50

大島村 農村振興局 大ノ原 オオノハラ 63.81

大島村 農村振興局 オケノフ オケノフ 60.12

大島村 農村振興局 上達 カミダテ 159.13

大島村 農村振興局 川上 カワカミ 81.50

大島村 農村振興局 長者島 チョウジャシマ 80.21

大島村 農村振興局 ヌケ ヌケ 96.70

大島村 農村振興局 野知 ノヂ 126.87

大島村 農村振興局 蓮野 ハスノ 216.47

大島村 農村振興局 原山 ハラヤマ 39.15

大島村 農村振興局 日影山 ヒカゲヤマ 106.50

大島村 農村振興局 東菖蒲 ヒガシショウブ 132.10

大島村 農村振興局 菱池 ヒシイケ 61.40

大島村 農村振興局 藤尾 フジオ 89.00

大島村 農村振興局 不動越 フドウゴエ 223.48

大島村 農村振興局 三竹沢 ミタケザワ 80.24

農村振興局 集計 1,961.91

大島村 林野庁 大島 オオシマ 57.81

大島村 林野庁 角間 カクマ 229.08

大島村 林野庁 仁上 ニガミ 35.28

大島村 林野庁 八月峠 ハチガツトウゲ 28.11

林野庁 集計 350.28

小木町 国土交通省 堂釜 ドウノガマ 8.87

国土交通省 集計 8.87

小木町 農村振興局 小比叡東 コビエヒガシ 31.28

小木町 農村振興局 堂釜北 ドウノカマキタ 202.81

農村振興局 集計 234.09
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小木町 林野庁 小比叡 コビエ 5.10

林野庁 集計 5.10

小国町 国土交通省 相野原 アイノハラ 19.70

小国町 国土交通省 太郎丸崩沢 タロウマルクズレサワ 12.80

小国町 国土交通省 千谷沢染屋 チヤザワソメヤ 6.80

国土交通省 集計 39.30

小国町 農村振興局 八王寺 ハチオウジ 137.53

小国町 農村振興局 法末 ホウスエ 96.80

小国町 農村振興局 巻の田 マキノタ 10.00

小国町 農村振興局 山野田 ヤマノタ 213.98

小国町 農村振興局 芳ヶ坪 ヨシガツボ 118.70

農村振興局 集計 577.01

小国町 林野庁 滝ノ入 タキノイリ 38.05

小国町 林野庁 千谷沢 チヤザワ 7.70

小国町 林野庁 楢沢 ナラサワ 143.57

小国町 林野庁 横根 ヨコネ 100.00

林野庁 集計 289.32

小千谷市 国土交通省 朝日中山 アサヒナカヤマ 17.41

小千谷市 国土交通省 岩沢 イワサワ 47.04

小千谷市 国土交通省 岩間木 イワマキ 53.58

小千谷市 国土交通省 浦柄 ウラガラ 6.32

小千谷市 国土交通省 郡又 コオリマタ 5.63

小千谷市 国土交通省 小栗山 コグリヤマ 35.83

小千谷市 国土交通省 十二平 ジュウニダイラ 37.20

小千谷市 国土交通省 稗生 ヒウ 10.60

小千谷市 国土交通省 南荷頃 ミナミニゴロ 20.38

小千谷市 国土交通省 横渡 ヨコワタシ 6.82

国土交通省 集計 240.81

小千谷市 農村振興局 愛宕祠 アタゴシャ 70.10

小千谷市 農村振興局 市ノ沢北 イチノサワキタ 47.02

小千谷市 農村振興局 太田 オオタ 19.05

小千谷市 農村振興局 芹久保 セリクボ 108.94

小千谷市 農村振興局 外之沢 ソデノサワ 39.94

小千谷市 農村振興局 時水 トキミズ 150.00

小千谷市 農村振興局 迯入 ニギリ 69.02

小千谷市 農村振興局 迯入南 ニギリミナミ 86.20

小千谷市 農村振興局 野辺 ノベ 59.00

農村振興局 集計 649.27

小千谷市 林野庁 朝日 アサヒ 93.74

小千谷市 林野庁 浦ノ山 ウラノヤマ 33.50

小千谷市 林野庁 カヤバ カヤバ 9.68

小千谷市 林野庁 桜町 サクラマチ 79.40

小千谷市 林野庁 城ノ入 ジョウノイリ 33.03

小千谷市 林野庁 高場山 タカバヤマ 24.00

小千谷市 林野庁 首沢 ツムリサワ 83.54

小千谷市 林野庁 呼坂 ヨビサカ 25.97

林野庁 集計 382.86

柿崎町 国土交通省 旭平 アサヒダイラ 30.00

柿崎町 国土交通省 岩ﾉ向 イワノムカイ 13.00

柿崎町 国土交通省 小萱 オカヤ 35.62

柿崎町 国土交通省 沢西 サワニシ 23.40

柿崎町 国土交通省 高寺 タカデラ 25.44

柿崎町 国土交通省 南黒岩 ミナミクロイワ 36.20

柿崎町 国土交通省 吉露川 ヨシロガワ 34.10

国土交通省 集計 197.76

柿崎町 農村振興局 小谷 オタニ 115.70

柿崎町 農村振興局 上仲子 カミナカゴ 88.00

柿崎町 農村振興局 北旭平 キタアサヒダイラ 77.60

柿崎町 農村振興局 今田代 コンデンシロ 113.12

柿崎町 農村振興局 清水尻 シミズジリ 35.08

柿崎町 農村振興局 蛇バミ ジャバミ 20.27

柿崎町 農村振興局 城山西部 ジョウヤマセイブ 179.48

農村振興局 集計 629.25

柿崎町 林野庁 重地 ジュウチ 45.60

林野庁 集計 45.60

柏崎市 国土交通省 上輪 アゲワ 53.41

柏崎市 国土交通省 大広田 オオヒロタ 23.10

柏崎市 国土交通省 影沢 カゲサワ 23.10

柏崎市 国土交通省 久木太 クキブト 106.91

柏崎市 国土交通省 田島 タジマ 31.50

柏崎市 国土交通省 花田 ハナダ 5.27

国土交通省 集計 243.29

柏崎市 農村振興局 伊賀平 イガダイラ 105.70

柏崎市 農村振興局 石曽根 イシゾネ 175.79

旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

柏崎市 農村振興局 岩之入 イワノイリ 166.71

柏崎市 農村振興局 大角間 オオカクマ 185.00

柏崎市 農村振興局 大畑 オオバタケ 33.68

柏崎市 農村振興局 小黒須 オグロス 93.80

柏崎市 農村振興局 上米山 カミヨネヤマ 296.60

柏崎市 農村振興局 菊尾 キクオ 101.02

柏崎市 農村振興局 菊尾(追加） キクオツイカ 37.04

柏崎市 農村振興局 小清水 コシミズ 93.11

柏崎市 農村振興局 小牧 コマキ 118.00

柏崎市 農村振興局 十二ノ木 ジュウニノキ 101.70

柏崎市 農村振興局 成沢 ナリサワ 43.70

柏崎市 農村振興局 宮平 ミヤダイラ 112.61

柏崎市 農村振興局 森近 モリチカ 129.11

柏崎市 農村振興局 山室 ヤマムロ 197.15

柏崎市 農村振興局 行兼 ユキカネ 187.08

柏崎市 農村振興局 吉尾 ヨシオ 75.95

農村振興局 集計 2,253.75

柏崎市 林野庁 大沢 オオサワ 208.23

柏崎市 林野庁 十二平 ジュウニダイラ 74.22

柏崎市 林野庁 大清水 ダイシミズ 14.30

柏崎市 林野庁 東条 トウジョウ 10.20

柏崎市 林野庁 西ノ入 ニシノイリ 26.70

柏崎市 林野庁 蕨野 ワラビノ 101.26

林野庁 集計 434.91

金井町 農村振興局 中興 ナカオク 8.80

農村振興局 集計 8.80

鹿瀬町 国土交通省 赤崎 アカサキ 52.74

国土交通省 集計 52.74

鹿瀬町 農村振興局 当麻 タイマ 69.39

農村振興局 集計 69.39

鹿瀬町 林野庁 高橋 タカハシ 61.62

鹿瀬町 林野庁 田代沢 タシロザワ 110.70

鹿瀬町 林野庁 西の沢 ニシノサワ 55.58

鹿瀬町 林野庁 深戸 フカド 6.00

林野庁 集計 233.90

上川村 農村振興局 明谷沢 アキタニザワ 16.44

農村振興局 集計 16.44

上川村 林野庁 神谷 カミヤ 50.37

上川村 林野庁 軽辺沢 カルベサワ 167.70

上川村 林野庁 九島 クシマ 20.00

上川村 林野庁 広谷 ヒロタニ 10.00

林野庁 集計 248.07

神林村 国土交通省 山田 ヤマダ 20.17

刈羽村 国土交通省 赤田北方 アカダキタガタ 22.40

刈羽村 国土交通省 油田 アブラデン 7.70

国土交通省 集計 50.27

刈羽村 林野庁 早道場 ハヤミチバ 56.00

林野庁 集計 56.00

川口町 国土交通省 荒谷 アラヤ 127.50

川口町 国土交通省 川口 カワグチ 21.99

川口町 国土交通省 塩谷 シオタニ 88.10

川口町 国土交通省 田麦山小高 タムギヤマコダカ 28.93

川口町 国土交通省 峠塩谷川 トウゲシオタニガワ 35.20

国土交通省 集計 301.72

川口町 農村振興局 牛ヶ首 ウシガクビ 67.60

川口町 農村振興局 木沢 キザワ 49.00

川口町 農村振興局 小高 コダカ 91.19

川口町 農村振興局 沢角屋 サワスミヤ 97.82

川口町 農村振興局 和南津 ワナヅ 39.64

農村振興局 集計 345.25

川口町 林野庁 小高笠山 コダカカサヤマ 22.90

川口町 林野庁 武道窪 ブドウクボ 49.45

林野庁 集計 72.35

川西町 国土交通省 中仙田 ナカセンダ 19.40

国土交通省 集計 19.40

川西町 農村振興局 赤谷 アカダニ 74.11

川西町 農村振興局 岩瀬 イワセ 99.76

川西町 農村振興局 大倉 オオクラ 58.87

川西町 農村振興局 大白倉 オオシラクラ 93.41

川西町 農村振興局 蒲生 ガモウ 155.72

川西町 農村振興局 北岩瀬 キタイワセ 29.10

川西町 農村振興局 北大倉 キタオオクラ 53.50

川西町 農村振興局 北小脇 キタコワキ 99.87

川西町 農村振興局 霧谷 キリダニ 54.12
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川西町 農村振興局 越ヶ沢 コシガサワ 68.50

川西町 農村振興局 小脇 コワキ 82.08

川西町 農村振興局 田戸 タド 50.39

川西町 農村振興局 坪山 ツボヤマ 133.84

川西町 農村振興局 西大白倉 ニシオオシラクラ 95.18

川西町 農村振興局 藤沢 フジサワ 83.64

川西町 農村振興局 舟ノ木 フナノキ 99.92

川西町 農村振興局 南沢 ミナミザワ 131.13

川西町 農村振興局 室島 ムロジマ 33.63

農村振興局 集計 1,496.77

川西町 林野庁 沢田 サワダ 75.08

川西町 林野庁 城沢 ジョウザワ 75.20

林野庁 集計 150.28

清里村 国土交通省 赤池 アカイケ 28.40

清里村 国土交通省 上中条 カミナカジョウ 97.20

清里村 国土交通省 雁平 ガンペイ 252.03

清里村 国土交通省 北野 キタノ 54.90

清里村 国土交通省 芝石 シバイシ 86.80

清里村 国土交通省 鈴倉 スズクラ 22.60

清里村 国土交通省 袖山 ソデヤマ 18.10

清里村 国土交通省 棚田 タナダ 45.00

清里村 国土交通省 奈良尾 ナラオ 23.60

清里村 国土交通省 東青柳 ヒガシアオヤギ 70.50

清里村 国土交通省 南赤池 ミナミアカイケ 35.01

国土交通省 集計 734.14

清里村 農村振興局 青柳 アオヤナギ 100.16

清里村 農村振興局 岩山 イワヤマ 79.12

清里村 農村振興局 上田島 カミタジマ 122.25

清里村 農村振興局 梨平 ナシダイラ 133.48

清里村 農村振興局 松葉 マツバ 32.02

清里村 農村振興局 万福 マンプク 33.01

清里村 農村振興局 万福追加 マンプクツイカ 9.69

農村振興局 集計 509.73

清里村 林野庁 馬屋 ウマヤ 190.00

清里村 林野庁 大抜 オオヌケ 11.88

清里村 林野庁 上深沢 カミフカサワ 98.11

清里村 林野庁 下大倉 シモオオクラ 13.42

清里村 林野庁 梨窪 ナシクボ 34.88

清里村 林野庁 東戸野 ヒガシトノ 37.29

黒川村 林野庁 小国谷 オグニタニ 14.12

林野庁 集計 399.70

小出町 国土交通省 青島 アオシマ 47.10

越路町 国土交通省 阿蔵平 アゾウヒラ 8.30

越路町 国土交通省 菅沼 スガヌマ 35.00

国土交通省 集計 90.40

越路町 農村振興局 飯塚 イイヅカ 28.90

越路町 農村振興局 塚野山 ツカノヤマ 96.80

越路町 農村振興局 不動沢 フドウサワ 144.12

農村振興局 集計 269.82

越路町 林野庁 岩田 イワタ 6.95

五泉市 林野庁 菅沢 スゲサワ 33.68

林野庁 集計 40.63

栄町 国土交通省 矢田 ヤダ 43.80

国土交通省 集計 43.80

栄町 林野庁 吉野屋 ヨシノヤ 123.70

林野庁 集計 123.70

佐和田町 国土交通省 西二宮 ニシニクウ 41.50

佐和田町 国土交通省 東山田 ヒガシヤマダ 45.20

国土交通省 集計 86.70

佐和田町 農村振興局 真光寺沢 シンコウジサワ 31.01

佐和田町 農村振興局 田中 タナカ 194.98

佐和田町 農村振興局 東野 ヒガシノ 185.18

佐和田町 農村振興局 山田 ヤマダ 27.70

農村振興局 集計 438.87

三条市 林野庁 下保内 シモホナイ 121.37

三条市 林野庁 本成寺南部 ホンジョウジナンブ 218.50

三条市 林野庁 吉田･長嶺 ヨシダ･ナガミネ 153.73

林野庁 集計 493.60

山北町 国土交通省 大毎南 オオゴトミナミ 14.49

山北町 国土交通省 向 ムカイ 9.30

国土交通省 集計 23.79

山北町 農村振興局 大毎 オオゴト 57.50

山北町 農村振興局 小松 コマツ 100.02

山北町 農村振興局 杉ノ森 スギノモリ 29.13

旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

山北町 農村振興局 間垣 マガキ 129.26

農村振興局 集計 315.91

山北町 林野庁 上大代 ウエオオダイ 59.72

山北町 林野庁 上大蔵 カミオオクラ 34.96

山北町 林野庁 山熊田 ヤマクマダ 198.71

林野庁 集計 293.39

三和村 国土交通省 桑曽根 クワゾネ 51.82

三和村 国土交通省 戸沢 トザワ 68.99

三和村 国土交通省 水吉 ミズヨシ 63.54

国土交通省 集計 184.35

三和村 農村振興局 多能 タノウ 50.31

農村振興局 集計 50.31

三和村 林野庁 社地山 シャジヤマ 45.97

三和村 林野庁 山高津 ヤマタカツ 46.25

林野庁 集計 92.22

塩沢町 国土交通省 滝谷沢 タキヤザワ 334.68

塩沢町 国土交通省 吉里 ヨシザト 34.00

国土交通省 集計 368.68

塩沢町 農村振興局 岩之下 イワノシタ 174.20

農村振興局 集計 174.20

塩沢町 林野庁 大沢 オオサワ 18.60

塩沢町 林野庁 鎌倉 カマクラ 174.48

塩沢町 林野庁 宮野下 ミヤノシタ 57.65

塩沢町 林野庁 湯ノ入 ユノイリ 14.97

塩沢町 林野庁 吉里 ヨシザト 20.30

新発田市 林野庁 荒川 アラカワ 37.68

林野庁 集計 323.68

下田村 国土交通省 北五百川 キタイモガワ 35.28

下田村 国土交通省 吉ケ平 ヨシガヒラ 66.10

国土交通省 集計 101.38

下田村 林野庁 大谷 オオタニ 19.30

林野庁 集計 19.30

上越市 国土交通省 宇津尾 ウツオ 35.00

上越市 国土交通省 扇田 オウギダ 14.60

上越市 国土交通省 大淵 オオブチ 13.20

上越市 国土交通省 上正善寺 カミショウゼンジ 119.58

上越市 国土交通省 上綱子 カミツナゴ 137.60

上越市 国土交通省 儀明南 ギミョウミナミ 16.10

上越市 国土交通省 小池 コイケ 37.00

上越市 国土交通省 塩荷谷 シオニダニ 72.75

上越市 国土交通省 下正善寺 シモショウゼンジ 135.00

上越市 国土交通省 大豆 ダイズ 6.50

上越市 国土交通省 土口 ドグチ 27.20

上越市 国土交通省 中桑取 ナカクワドリ 29.50

上越市 国土交通省 長浜 ナガハマ 84.85

上越市 国土交通省 濁谷 ニゴリタニ 70.50

上越市 国土交通省 西山寺 ニシヤマデラ 32.20

上越市 国土交通省 西横山 ニシヨコヤマ 17.70

上越市 国土交通省 八斗 ハット 20.50

上越市 国土交通省 松ノ木 マツノキ 62.82

上越市 国土交通省 虫生岩戸 ムシュウイワト 58.18

国土交通省 集計 990.78

上越市 農村振興局 牛池 ウシイケ 21.57

上越市 農村振興局 高田中ノ俣 タカダナカノマタ 28.14

上越市 農村振興局 中正善寺 ナカショウゼンジ 86.59

上越市 農村振興局 古屋敷 フルヤシキ 50.52

農村振興局 集計 186.82

上越市 林野庁 大貫 オオヌキ 42.30

上越市 林野庁 大平 オオヒラ 150.30

上越市 林野庁 釜ヶ谷 カマガタニ 143.98

上越市 林野庁 下ノ谷 シモノヤ 127.80

上越市 林野庁 城ノ腰 ジョウノコシ 66.00

上越市 林野庁 つけめ ツケメ 77.38

上越市 林野庁 トイガツメ トイガツメ 54.36

上越市 林野庁 トドメキ トドメキ 134.25

上越市 林野庁 西吉尾 ニシヨシオ 55.36

上越市 林野庁 東吉尾 ヒガシヨシオ 49.31

上越市 林野庁 皆口 ミナグチ 73.15

上越市 林野庁 横畑 ヨコバタケ 29.96

林野庁 集計 1,004.15

守門村 国土交通省 灰庭 アクニワ 26.10

守門村 国土交通省 滝之又 タキノマタ 9.12

守門村 国土交通省 貫木 ツナギ 41.70

守門村 国土交通省 長鳥 ナガトリ 29.80
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旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

守門村 国土交通省 西名 ニシミョウ 27.10

国土交通省 集計 133.82

守門村 農村振興局 大倉西 オオクラニシ 32.29

守門村 農村振興局 大平峠 オオダイラトウゲ 143.53

守門村 農村振興局 西村 ニシムラ 136.40

守門村 農村振興局 ヘツリ ヘツリ 140.24

農村振興局 集計 452.46

守門村 林野庁 大谷地 オオヤチ 45.00

守門村 林野庁 西名新田 ニシミョウシンデン 55.07

守門村 林野庁 二分 ニブ 156.21

守門村 林野庁 東野名 ヒガシノミョウ 245.47

守門村 林野庁 三淵沢 ミフチザワ 36.00

関川村 林野庁 大内淵 オオウチブチ 31.19

関川村 林野庁 金堀 カネホリ 117.47

関川村 林野庁 中束 ナカマルケ 13.92

関川村 林野庁 沼 ヌマ 96.46

関川村 林野庁 ヨシ池 ヨシイケ 10.72

林野庁 集計 807.51

高柳町 国土交通省 石黒 イシグロ 78.70

高柳町 国土交通省 居谷 イダニ 68.00

高柳町 国土交通省 落合 オチアイ 57.00

高柳町 国土交通省 栃ヶ原 トチガハラ 71.00

高柳町 国土交通省 堀切沢 ホリキリザワ 6.70

高柳町 国土交通省 峯坂 ミネザカ 18.30

高柳町 国土交通省 山中 ヤマナカ 143.15

国土交通省 集計 442.85

高柳町 農村振興局 板畑 イタバタケ 32.41

高柳町 農村振興局 板畑西 イタバタケニシ 87.81

高柳町 農村振興局 荻ノ島 オギノシマ 48.61

高柳町 農村振興局 塩沢 シオザワ 63.00

高柳町 農村振興局 花坂 ハナサカ 112.30

高柳町 農村振興局 前梯子 マエバシゴ 37.60

高柳町 農村振興局 八重沢 ヤエザワ 57.00

高柳町 農村振興局 寄合 ヨリアイ 49.86

農村振興局 集計 488.59

高柳町 林野庁 石黒 イシグロ 14.24

高柳町 林野庁 ウバガ沢 ウバガザワ 20.50

高柳町 林野庁 男山 オトコヤマ 351.20

高柳町 林野庁 上石黒 カミイシグロ 239.70

高柳町 林野庁 猿倉 サルクラ 204.40

高柳町 林野庁 マキノ平 マキタイラ 27.96

林野庁 集計 858.00

津川町 農村振興局 倉の平 クラノタイラ 37.57

津川町 農村振興局 八木山 ヤギヤマ 28.09

農村振興局 集計 65.66

津川町 林野庁 清川 キヨカワ 20.35

津川町 林野庁 八ツ田 ヤツダ 102.80

林野庁 集計 123.15

津南町 国土交通省 樽田 タルダ 77.82

津南町 国土交通省 外丸 トマル 18.78

国土交通省 集計 96.60

津南町 林野庁 大赤沢 オオアカサワ 66.72

津南町 林野庁 三箇 サンガ 82.35

津南町 林野庁 中深見 ナカフカミ 56.42

林野庁 集計 205.49

寺泊町 国土交通省 郷本 ゴウモト 26.00

寺泊町 国土交通省 山田 ヤマダ 12.00

国土交通省 集計 38.00

寺泊町 林野庁 池ノ尻 イケノシリ 20.49

寺泊町 林野庁 大野積 オオノヅミ 8.58

林野庁 集計 29.07

十日町市 国土交通省 当間 アテマ 30.00

十日町市 国土交通省 池谷 イケタニ 31.50

十日町市 国土交通省 池の尻 イケノシリ 6.00

十日町市 国土交通省 学校裏 ガッコウウラ 12.00

十日町市 国土交通省 北鐙坂 キタアブザカ 7.00

十日町市 国土交通省 北沢 キタサワ 6.10

十日町市 国土交通省 北千枚田 キタセンマイダ 8.00

十日町市 国土交通省 崩沢 クズレサワ 24.00

十日町市 国土交通省 塩野 シオノ 11.50

十日町市 国土交通省 塩之又 シオノマタ 69.30

十日町市 国土交通省 地獄沢 ジゴクサワ 36.00

十日町市 国土交通省 新水 シンズイ 52.80

十日町市 国土交通省 中条 ナカジョウ 50.45

旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

十日町市 国土交通省 仁平 ニヘイ 6.00

十日町市 国土交通省 野中 ノナカ 15.40

十日町市 国土交通省 二子 フタゴ 70.05

十日町市 国土交通省 二ﾂ屋 フタツヤ 44.00

十日町市 国土交通省 船坂 フナサカ 96.00

国土交通省 集計 576.10

十日町市 農村振興局 新光寺 シンコウジ 71.94

十日町市 農村振興局 田麦 タムギ 110.40

十日町市 農村振興局 中平 ナカダイラ 89.46

十日町市 農村振興局 中手 ナカテ 106.49

十日町市 農村振興局 八箇 ハッカ 73.03

農村振興局 集計 451.32

十日町市 林野庁 枯木又 カレキマタ 200.00

十日町市 林野庁 倉下 クラシタ 233.43

十日町市 林野庁 三ヶ村 サンガムラ 139.94

十日町市 林野庁 地獄山 ジゴクヤマ 76.10

十日町市 林野庁 新座仁瓶 シンザニヘイ 143.01

十日町市 林野庁 袖山 ソデヤマ 16.65

十日町市 林野庁 峠 トウゲ 70.22

十日町市 林野庁 十日町猿倉 トオカマチサルクラ 38.30

十日町市 林野庁 水尻沢 ミズシリサワ 61.95

十日町市 林野庁 柳平 ヤナギダイラ 32.47

林野庁 集計 1,012.07

栃尾市 国土交通省 新山 アラヤマ 53.90

栃尾市 国土交通省 幾地野 イクチノ 10.00

栃尾市 国土交通省 泉 イズミ 10.70

栃尾市 国土交通省 一之貝 イチノカイ 42.50

栃尾市 国土交通省 入塩川 イリシオガワ 78.21

栃尾市 国土交通省 大川戸 オオカワト 6.44

栃尾市 国土交通省 大崩 オオクズレ 7.50

栃尾市 国土交通省 大沢入 オオサワイリ 30.40

栃尾市 国土交通省 大野 オオノ 37.10

栃尾市 国土交通省 表町 オモテチョウ 5.45

栃尾市 国土交通省 門松 カドマツ 23.30

栃尾市 国土交通省 金屋 カネヤ 69.70

栃尾市 国土交通省 川向 カワムカイ 8.00

栃尾市 国土交通省 崩 クズレ 11.30

栃尾市 国土交通省 栗山沢 クリヤマザワ 87.18

栃尾市 国土交通省 胡桃平 クルミダイラ 10.30

栃尾市 国土交通省 小向 コムカイ 37.20

栃尾市 国土交通省 小向北 コムカイキタ 21.33

栃尾市 国土交通省 笹山 ササヤマ 40.40

栃尾市 国土交通省 沢口 サワグチ 26.38

栃尾市 国土交通省 繁窪 シゲクボ 84.30

栃尾市 国土交通省 下山沢 シモヤマサワ 17.88

栃尾市 国土交通省 下来伝 シモライデン 34.98

栃尾市 国土交通省 新泉 シンイズミ 6.14

栃尾市 国土交通省 陣ヶ峯 ジンガミネ 31.90

栃尾市 国土交通省 月夜目沢 ツキヨメサワ 6.70

栃尾市 国土交通省 土ヶ谷 ツチガヤ 46.50

栃尾市 国土交通省 西郡 ニシゴオリ 29.20

栃尾市 国土交通省 西中野俣 ニシナカノマタ 150.00

栃尾市 国土交通省 入道沢 ニュウドウサワ 12.00

栃尾市 国土交通省 のげま ノゲマ 67.91

栃尾市 国土交通省 半蔵金 ハンゾウカネ 30.36

栃尾市 国土交通省 細野 ホソノ 24.80

栃尾市 国土交通省 本所 ホンジョ 7.00

栃尾市 国土交通省 増沢 マスザワ 10.00

栃尾市 国土交通省 松尾 マツオ 55.00

栃尾市 国土交通省 向山 ムカイヤマ 10.80

栃尾市 国土交通省 村中 ムラナカ 8.30

栃尾市 国土交通省 矢津 ヤツ 44.70

栃尾市 国土交通省 湯の沢 ユノサワ 5.50

栃尾市 国土交通省 来伝山中 ライデンヤマナカ 55.73

国土交通省 集計 1,356.99

栃尾市 農村振興局 魚泊 ウオドマリ 85.34

栃尾市 農村振興局 大沢入 オオサワイリ 98.00

栃尾市 農村振興局 大場 オオバ 164.97

栃尾市 農村振興局 北荷頃 キタニゴロ 39.33

栃尾市 農村振興局 北本所 キタホンジョ 80.80

栃尾市 農村振興局 蛇崩 ジャクズレ 84.20

栃尾市 農村振興局 神妙野 シンミョウノ 118.64

栃尾市 農村振興局 袖野 ソデノ 75.62

栃尾市 農村振興局 田之口 タノクチ 56.00
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旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域
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栃尾市 農村振興局 道元 ドウゲン 29.70

栃尾市 農村振興局 西野俣 ニシノマタ 25.43

栃尾市 農村振興局 二子山 フタゴヤマ 25.48

栃尾市 農村振興局 宮沢 ミヤザワ 68.51

栃尾市 農村振興局 矢津川 ヤツガワ 68.50

農村振興局 集計 1,020.52

栃尾市 林野庁 一之貝 イチノカイ 390.68

栃尾市 林野庁 一之貝上 イチノカイウエ 22.40

栃尾市 林野庁 上ノ山 ウエノヤマ 74.68

栃尾市 林野庁 大町 オオマチ 8.28

栃尾市 林野庁 栗山沢上 クリヤマザワカミ 48.10

栃尾市 林野庁 大明神 ダイミョウジン 156.60

栃尾市 林野庁 滝之上 タキノウエ 86.98

栃尾市 林野庁 道院 ドウイン 81.10

栃尾市 林野庁 栃堀 トチボリ 66.30

栃尾市 林野庁 野田ヶ沢 ノダガサワ 35.22

栃尾市 林野庁 東中野俣 ヒガシナカノマタ 132.45

栃尾市 林野庁 来伝 ライデン 27.10

栃尾市 林野庁 ロンデ ロンデ 30.00

林野庁 集計 1,159.89

長岡市 国土交通省 大沢 オオサワ 95.18

長岡市 国土交通省 乙吉 オトヨシ 8.37

長岡市 国土交通省 釜沢 カマザワ 12.32

長岡市 国土交通省 沢田 サワダ 8.80

長岡市 国土交通省 千本 センボン 10.40

長岡市 国土交通省 濁沢 ニゴリサワ 23.60

長岡市 国土交通省 濁沢弁天 ニゴリサワベンテン 32.91

長岡市 国土交通省 濁沢焼山 ニゴリサワヤキヤマ 16.27

長岡市 国土交通省 前山 マエヤマ 6.38

長岡市 国土交通省 蓬平 ヨモギヒラ 220.58

長岡市 国土交通省 渡沢 ワタリザワ 7.39

国土交通省 集計 442.20

長岡市 林野庁 腐沢 クサレサワ 120.16

長岡市 林野庁 貫 ツナギ 18.80

長岡市 林野庁 真木野 マキノ 93.56

林野庁 集計 232.52

中郷村 農村振興局 片貝 カタガイ 64.37

農村振興局 集計 64.37

中里村 国土交通省 下山 シモヤマ 24.00

中里村 国土交通省 田沢 タザワ 21.00

国土交通省 集計 45.00

中里村 農村振興局 新屋敷 アラヤシキ 84.87

中里村 農村振興局 東田尻 ヒガシタジリ 49.10

農村振興局 集計 133.97

中里村 林野庁 阿寺 アテラ 67.00

中里村 林野庁 田代 タシロ 129.00

中里村 林野庁 土倉 ツチクラ 282.00

中里村 林野庁 中里角間 ナカサトカクマ 133.60

林野庁 集計 611.60

名立町 国土交通省 桂谷 カツラダニ 65.99

名立町 国土交通省 下瀬戸 シモセト 26.31

名立町 国土交通省 西蒲生田 ニシガモウダ 155.40

国土交通省 集計 247.70

名立町 農村振興局 大菅 オオスガ 184.83

名立町 農村振興局 北山 キタヤマ 90.47

名立町 農村振興局 小西 コニシ 331.02

名立町 農村振興局 伝上 デンジョウ 257.26

名立町 農村振興局 東蒲生田 ヒガシガモウダ 56.96

名立町 農村振興局 平谷 ヒラタニ 298.57

名立町 農村振興局 丸田 マルタ 147.27

名立町 農村振興局 南葭揃 ミナミヨシゾロイ 154.00

農村振興局 集計 1,520.38

名立町 林野庁 赤野俣 アカノマタ 128.80

名立町 林野庁 池田 イケダ 155.34

名立町 林野庁 大柵入 オオマセイリ 78.78

名立町 林野庁 北葭揃 キタヨシゾロイ 131.48

名立町 林野庁 濁谷 ニゴリタニ 123.73

名立町 林野庁 東飛山 ヒガシヒヤマ 111.08

名立町 林野庁 不動 フドウ 164.18

名立町 林野庁 森 モリ 31.00

名立町 林野庁 葭揃 ヨシゾロイ 45.12

林野庁 集計 969.51

新津市 国土交通省 朝日 アサヒ 12.50

国土交通省 集計 12.50

旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

新穂村 農村振興局 上新穂 カミニイボ 12.80

農村振興局 集計 12.80

西山町 国土交通省 砂田 スナダ 10.44

国土交通省 集計 10.44

西山町 農村振興局 荒谷 アラヤ 130.42

西山町 農村振興局 妙法寺 ミョウホウジ 27.40

農村振興局 集計 157.82

西山町 林野庁 大坪 オオツボ 73.44

西山町 林野庁 小峠 コトウゲ 44.50

西山町 林野庁 初鶴 ハツツル 8.03

西山町 林野庁 藤掛 フジカケ 92.14

西山町 林野庁 二田 フタダ 35.00

林野庁 集計 253.11

能生町 国土交通省 小見 オミ 113.00

能生町 国土交通省 上村 カミムラ 12.60

能生町 国土交通省 川詰 カワヅメ 20.60

能生町 国土交通省 小泊 コドマリ 60.45

能生町 国土交通省 下倉 シタクラ 78.20

能生町 国土交通省 下徳合 シモトクアイ 30.33

能生町 国土交通省 須川 スガワ 32.10

能生町 国土交通省 仙納 センノウ 75.78

能生町 国土交通省 大王 ダイオウ 84.84

能生町 国土交通省 平 タイラ 23.00

能生町 国土交通省 高倉 タカクラ 80.50

能生町 国土交通省 田麦平 タムギダイラ 39.30

能生町 国土交通省 茶釜滝川 チャガマタキカワ 32.30

能生町 国土交通省 チュウナベリチュウナベリ 36.10

能生町 国土交通省 筒石 ツツイシ 28.10

能生町 国土交通省 徳合 トクアイ 17.00

能生町 国土交通省 トチ山 トチヤマ 91.45

能生町 国土交通省 長坂 ナガサカ 20.00

能生町 国土交通省 中野口 ナカノクチ 16.80

能生町 国土交通省 長畑 ナガバタケ 21.00

能生町 国土交通省 抜間 ヌケマ 21.00

能生町 国土交通省 能生 ノウ 19.78

能生町 国土交通省 能生崩 ノウクズレ 10.50

能生町 国土交通省 能生中尾 ノウナカノ 56.70

能生町 国土交通省 八戸瀬 ハットセ 14.00

能生町 国土交通省 東谷内 ヒガシタニウチ 16.80

能生町 国土交通省 飛山 ヒヤマ 8.15

能生町 国土交通省 南又 ミナミマタ 5.20

能生町 国土交通省 宮ﾉ上 ミヤノウエ 16.73

能生町 国土交通省 物出 モノイデ 66.20

能生町 国土交通省 芳山 ヨシヤマ 45.44

能生町 国土交通省 鷲尾 ワシオ 116.00

国土交通省 集計 1,309.95

能生町 農村振興局 新戸 アラト 33.47

能生町 農村振興局 池の平 イケノタイラ 36.80

能生町 農村振興局 入山 イリヤマ 70.90

能生町 農村振興局 大高 オオタカ 155.00

能生町 農村振興局 大ヤケ オオヤケ 192.00

能生町 農村振興局 上徳合 カミトクアイ 85.14

能生町 農村振興局 鬼舞 キブ 112.40

能生町 農村振興局 諏訪田 スワダ 36.00

能生町 農村振興局 空熊新田 ソラクマシンデン 215.10

能生町 農村振興局 高倉南 タカクラミナミ 190.46

能生町 農村振興局 竹の沢 タケノサワ 98.50

能生町 農村振興局 田麦平南 タムギダイラミナミ 128.70

能生町 農村振興局 藤崎 トウザキ 72.90

能生町 農村振興局 堂沢 ドウザワ 119.70

能生町 農村振興局 中出 ナカイデ 28.50

能生町 農村振興局 柱道 ハシラミチ 142.12

能生町 農村振興局 浜木浦 ハマコノウラ 36.00

能生町 農村振興局 ビア首 ビアクビ 96.00

能生町 農村振興局 ビビラ沢 ビビラザワ 80.40

能生町 農村振興局 ブドウ平 ブドウダイラ 59.00

能生町 農村振興局 丸山 マルヤマ 49.00

能生町 農村振興局 百川 モモカワ 118.50

能生町 農村振興局 鷲尾東 ワシオヒガシ 66.40

農村振興局 集計 2,222.99

能生町 林野庁 井ノ口 イノクチ 31.83

能生町 林野庁 岩高 イワタカ 276.30

能生町 林野庁 大洞 オオホラ 85.59

能生町 林野庁 川詰 カワヅメ 104.59
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旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

能生町 林野庁 川平 カワヒラ 32.57

能生町 林野庁 権現岳 ゴンゲンダケ 66.70

能生町 林野庁 島道 シマミチ 224.39

能生町 林野庁 下小見 シモオミ 44.78

能生町 林野庁 菅ノ平 スゲノダイラ 112.50

能生町 林野庁 砂子坂 スナゴザカ 132.70

能生町 林野庁 ソリ形 ソリガタ 60.57

能生町 林野庁 大門 ダイモン 103.47

能生町 林野庁 西能生 ニシノウ 298.22

能生町 林野庁 西飛山 ニシヒヤマ 74.00

能生町 林野庁 柵口 マセグチ 101.56

能生町 林野庁 溝尾 ミゾオ 21.96

能生町 林野庁 柳沢 ヤナギサワ 38.64

能生町 林野庁 吉尾 ヨシオ 35.80

林野庁 集計 1,846.17

畑野町 国土交通省 上中佐為 カミナカサイ 29.10

畑野町 国土交通省 黒根 クロネ 10.00

畑野町 国土交通省 駒ﾉ上 コマノウエ 25.00

畑野町 国土交通省 中佐為 ナカサイ 7.90

国土交通省 集計 72.00

畑野町 農村振興局 岩根沢 イワネザワ 83.60

畑野町 農村振興局 猿八 サルハチ 134.80

畑野町 農村振興局 ツンブリ ツンブリ 192.10

畑野町 農村振興局 鳥越 トリゴエ 43.76

畑野町 農村振興局 浜河内 ハマカワチ 52.10

農村振興局 集計 506.36

畑野町 林野庁 小倉 オグラ 21.00

畑野町 林野庁 丸山 マルヤマ 14.50

林野庁 集計 35.50

羽茂町 国土交通省 大草 オオグサ 37.60

羽茂町 国土交通省 大崎 オオサキ 7.80

羽茂町 国土交通省 大崎中央 オオサキチュウオウ 73.30

羽茂町 国土交通省 大橋 オオハシ 292.60

羽茂町 国土交通省 上大崎 カミオオサキ 7.40

国土交通省 集計 418.70

羽茂町 農村振興局 新倉 アラクラ 64.92

羽茂町 農村振興局 上山田 カミヤマダ 119.87

羽茂町 農村振興局 素浜板尾 ソバマイタオ 124.41

羽茂町 農村振興局 素浜長尾 ソバマナガオ 65.10

羽茂町 農村振興局 滝平 タキダイラ 275.56

羽茂町 農村振興局 西大崎 ニシオオサキ 109.64

羽茂町 農村振興局 野田山 ノタヤマ 194.35

農村振興局 集計 953.85

羽茂町 林野庁 羽茂本郷 ハモチホンゴウ 5.10

林野庁 集計 5.10

広神村 国土交通省 越又 コシマタ 34.70

広神村 国土交通省 水沢新田 ミズサワシンデン 168.70

国土交通省 集計 203.40

広神村 農村振興局 芋川 イモカワ 91.46

広神村 農村振興局 栗山 クリヤマ 195.00

広神村 農村振興局 中山 ナカヤマ 74.15

広神村 農村振興局 茂沢 モザワ 45.13

農村振興局 集計 405.74

広神村 林野庁 東中 ヒガシナカ 103.79

林野庁 集計 103.79

分水町 国土交通省 大河津右岸 オウコウズウガン 32.30

分水町 国土交通省 渡部 ワタベ 17.16

国土交通省 集計 49.46

堀之内町 林野庁 カラ澤 カラサワ 17.52

堀之内町 林野庁 小芋川 コイモガワ 131.00

堀之内町 林野庁 田澤 タザワ 45.00

堀之内町 林野庁 田之入 タノイリ 75.32

林野庁 集計 268.84

牧村 国土交通省 池舟 イケフネ 67.24

牧村 国土交通省 一反田 イチタンダ 12.50

牧村 国土交通省 岩神 イワガミ 19.29

牧村 国土交通省 漆原 ウルシハラ 43.00

牧村 国土交通省 雨露 ウロ 12.00

牧村 国土交通省 沖見 オキミ 160.00

牧村 国土交通省 折居平 オリイダイラ 19.40

牧村 国土交通省 川井沢 カワイサワ 81.20

牧村 国土交通省 狐倉 キツネグラ 40.00

牧村 国土交通省 久江の峰 クエノミネ 65.00

牧村 国土交通省 小袖椿本 コソデツバキモト 21.50

旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

牧村 国土交通省 切光 セッコウ 63.73

牧村 国土交通省 外崩 ソトクズレ 30.00

牧村 国土交通省 平山 タイラヤマ 45.00

牧村 国土交通省 高尾 タカオ 11.40

牧村 国土交通省 坪山 ツボヤマ 58.10

牧村 国土交通省 中尾 ナカオ 12.66

牧村 国土交通省 中島 ナカシマ 59.50

牧村 国土交通省 二才倉 ニサイグラ 40.00

牧村 国土交通省 のけ ノケ 6.40

牧村 国土交通省 野田 ノダ 26.50

牧村 国土交通省 八方口 ハッポウグチ 52.62

牧村 国土交通省 平方 ヒラカタ 10.76

牧村 国土交通省 分銅沢 ブンドウザワ 20.00

牧村 国土交通省 平等 ヘイドウ 39.10

牧村 国土交通省 馬世沢 マセザワ 25.00

牧村 国土交通省 宮の上 ミヤノウエ 80.31

牧村 国土交通省 宮の栗 ミヤノクリ 16.00

牧村 国土交通省 柳島 ヤナギシマ 99.03

牧村 国土交通省 山口 ヤマグチ 49.60

牧村 国土交通省 よしお ヨシオ 51.00

国土交通省 集計 1,337.84

牧村 農村振興局 荒井 アライ 89.08

牧村 農村振興局 芋ノ坪 イモノツボ 166.58

牧村 農村振興局 大峯 オオミネ 57.99

牧村 農村振興局 篭田 カゴタ 68.32

牧村 農村振興局 樫谷 カシダニ 261.26

牧村 農村振興局 上池舟 カミイケフネ 33.00

牧村 農村振興局 上昆子 カミビリコ 37.15

牧村 農村振興局 木棚 キダナ 139.68

牧村 農村振興局 草野 クサノ 48.58

牧村 農村振興局 小田 コダ 38.75

牧村 農村振興局 下川井沢 シモカワイザワ 64.61

牧村 農村振興局 外山 ソトヤマ 61.44

牧村 農村振興局 田島 タジマ 55.00

牧村 農村振興局 棚広 タナヒロ 49.00

牧村 農村振興局 棚広新田 タナヒロシンデン 98.71

牧村 農村振興局 長畑 ナガバタケ 61.43

牧村 農村振興局 西宇津俣 ニシウツマタ 46.75

牧村 農村振興局 平田 ヒラタ 93.47

牧村 農村振興局 府殿 フドノ 113.96

牧村 農村振興局 南坪山 ミナミツボヤマ 60.47

農村振興局 集計 1,645.23

牧村 林野庁 市ノ沢 イチノサワ 70.72

牧村 林野庁 宇津俣 ウツマタ 46.60

牧村 林野庁 落田 オチダ 77.16

牧村 林野庁 折居 オリイ 113.77

牧村 林野庁 片町 カタマチ 17.65

牧村 林野庁 片町下 カタマチシモ 23.55

牧村 林野庁 上高尾 カミタカオ 122.18

牧村 林野庁 上牧 カミマキ 478.81

牧村 林野庁 北坪山 キタツボヤマ 60.73

牧村 林野庁 桜滝 サクラタキ 55.27

牧村 林野庁 四方倉 シホウクラ 71.84

牧村 林野庁 清水平 シミズダイラ 73.62

牧村 林野庁 高谷 タカタニ 7.52

牧村 林野庁 原 ハラ 51.80

牧村 林野庁 東松ノ木 ヒガシマツノキ 12.86

牧村 林野庁 牧大沢 マキオオサワ 40.92

牧村 林野庁 牧倉下 マキクラシタ 128.86

牧村 林野庁 宮口 ミヤグチ 28.55

牧村 林野庁 向山 ムカイヤマ 33.39

牧村 林野庁 吉坪 ヨシツボ 89.18

林野庁 集計 1,604.98

松代町 国土交通省 莇平 アザミヒラ 47.30

松代町 国土交通省 安入堂 アンニュウドウ 6.80

松代町 国土交通省 犬伏 イヌブセ 14.59

松代町 国土交通省 兎沢 ウサギサワ 114.79

松代町 国土交通省 苧島 ウノシマ 27.28

松代町 国土交通省 蒲生杉ﾅ田 ガモウスギナダ 6.40

松代町 国土交通省 蒲生第二 ガモウダイニ 90.14

松代町 国土交通省 儀明 ギミョウ 31.23

松代町 国土交通省 儀明上 ギミョウカミ 90.60

松代町 国土交通省 木和田原 キワダハラ 153.51

松代町 国土交通省 菅刈万代 スガカリバンダイ 31.99
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旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

松代町 国土交通省 田野倉 タノクラ 87.22

松代町 国土交通省 樽沢 タルサワ 30.69

松代町 国土交通省 千年 チトセ 34.54

松代町 国土交通省 茶屋 チャヤ 36.00

松代町 国土交通省 峠 トウゲ 95.70

松代町 国土交通省 名平 ナビロ 23.40

松代町 国土交通省 濁 ニゴリ 42.00

松代町 国土交通省 松代 マツダイ 14.97

松代町 国土交通省 蓬平 ヨモギヒラ 49.37

国土交通省 集計 1,028.52

松代町 農村振興局 会沢 アイサワ 22.66

松代町 農村振興局 源太第一 ゲッタダイイチ 57.08

松代町 農村振興局 小池 コイケ 40.35

松代町 農村振興局 越菅 コイスガ 53.54

松代町 農村振興局 小屋丸 コヤマル 26.55

松代町 農村振興局 仙納 センノウ 42.40

松代町 農村振興局 太平 タイヘイ 21.87

松代町 農村振興局 千年南 チトセミナミ 69.09

松代町 農村振興局 坪池 ツボイケ 179.70

松代町 農村振興局 寺田 テラダ 85.47

松代町 農村振興局 峠第一 トウゲダイイチ 77.20

松代町 農村振興局 奈良立 ナラダテ 106.72

松代町 農村振興局 濁南 ニゴリミナミ 30.51

松代町 農村振興局 室野 ムロノ 23.10

松代町 農村振興局 室野第三 ムロノダイサン 30.88

松代町 農村振興局 室野第二 ムロノダイニ 133.72

農村振興局 集計 1,000.84

松代町 林野庁 家ノ下 イエノシタ 54.37

松代町 林野庁 石原 イシハラ 83.00

松代町 林野庁 片桐山 カタギリヤマ 351.45

松代町 林野庁 小荒戸 コアラト 101.34

松代町 林野庁 清水 シミズ 34.26

松代町 林野庁 高打 タカウチ 82.70

松代町 林野庁 田野倉 タノクラ 73.50

松代町 林野庁 馬場塚 ババツカ 20.00

松代町 林野庁 松代 マツダイ 127.61

松代町 林野庁 水上 ミズカミ 93.46

林野庁 集計 1,021.69

松之山町 国土交通省 五十子平 イナゴダイラ 50.52

松之山町 国土交通省 大荒戸 オオアラト 48.00

松之山町 国土交通省 大荒戸西 オオアラトニシ 50.95

松之山町 国土交通省 大畑 オオハタ 152.50

松之山町 国土交通省 小谷 コタニ 149.46

松之山町 国土交通省 下鰕池 シモエビイケ 21.50

松之山町 国土交通省 修業者 シュウギョウジャ 72.00

松之山町 国土交通省 新田 シンデン 18.00

松之山町 国土交通省 田麦立 タムギダチ 24.00

松之山町 国土交通省 月池 ツキイケ 22.40

松之山町 国土交通省 中子 ナカゴ 12.50

松之山町 国土交通省 中立山 ナカダチヤマ 35.40

松之山町 国土交通省 中立山上 ナカダチヤマカミ 42.00

松之山町 国土交通省 東川 ヒガシガワ 36.00

松之山町 国土交通省 藤倉 フジクラ 52.50

松之山町 国土交通省 松之山 マツノヤマ 787.15

国土交通省 集計 1,574.88

松之山町 農村振興局 離山 ハナレヤマ 188.00

松之山町 農村振興局 松之山越 マツノヤマコシ 102.00

松之山町 農村振興局 水梨 ミズナシ 121.26

松之山町 農村振興局 水梨西 ミズナシニシ 99.50

農村振興局 集計 510.76

松之山町 林野庁 天水越 アマミズコシ 37.97

松之山町 林野庁 天水島 アマミズシマ 266.27

松之山町 林野庁 音沢 オトザワ 272.36

松之山町 林野庁 上鰕池 カミエビイケ 751.35

松之山町 林野庁 亀石 カメイシ 104.48

松之山町 林野庁 久恵 クエ 131.62

松之山町 林野庁 黒倉 クロクラ 107.36

松之山町 林野庁 小白倉 コシラクラ 80.90

松之山町 林野庁 田之頭 タノガシラ 100.73

松之山町 林野庁 中尾 ナカオ 30.80

松之山町 林野庁 中段 ナカダン 45.50

松之山町 林野庁 名木野 ナギノ 182.34

松之山町 林野庁 湯之島 ユノシマ 47.55

松之山町 林野庁 湯本 ユモト 163.43

旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

松之山町 林野庁 湯山 ユヤマ 206.16

林野庁 集計 2,528.82

真野町 国土交通省 高崎 タカサキ 103.40

国土交通省 集計 103.40

真野町 農村振興局 合沢 ゴウザワ 15.00

真野町 農村振興局 竹田 タケダ 10.30

真野町 農村振興局 豊田 トヨタ 18.96

農村振興局 集計 44.26

真野町 林野庁 大乃田 オオノダ 52.98

真野町 林野庁 下黒山 シモクロヤマ 19.87

真野町 林野庁 西三川 ニシミカワ 7.40

林野庁 集計 80.25

三川村 国土交通省 五十島 イガシマ 17.10

三川村 国土交通省 内川 ウチカワ 9.74

三川村 国土交通省 岡沢 オカザワ 5.54

三川村 国土交通省 川口 カワグチ 5.02

国土交通省 集計 37.40

三川村 農村振興局 行地 イクジ 94.70

三川村 農村振興局 大須郷 オオスゴウ 135.60

三川村 農村振興局 長谷 ナガタニ 123.19

農村振興局 集計 353.49

三川村 林野庁 内川 ウチカワ 10.00

三川村 林野庁 徳沢 トクサワ 76.50

三川村 林野庁 細越 ホソゴエ 184.18

三川村 林野庁 谷沢 ヤザワ 41.22

林野庁 集計 311.90

三島町 国土交通省 逆谷 サカシダニ 5.74

三島町 国土交通省 中永 チュウエイ 6.69

三島町 国土交通省 藤宮 フジミヤ 5.16

三島町 国土交通省 三島中沢 ミシマナカザワ 5.44

三島町 国土交通省 宮沢 ミヤザワ 22.31

三島町 国土交通省 蓮花寺 レンゲジ 6.35

国土交通省 集計 51.69

三島町 林野庁 鳥越 トリゴエ 91.60

三島町 林野庁 冷子沢 ヒャッコサワ 29.24

三島町 林野庁 妙見 ミョウケン 27.37

林野庁 集計 148.21

見附市 国土交通省 小栗山 オグリヤマ 7.69

見附市 国土交通省 栃窪 トチクボ 87.10

国土交通省 集計 94.79

見附市 林野庁 椿澤 ツバキザワ 20.09

林野庁 集計 20.09

妙高高原町 農村振興局 笹ヶ峰 ササガミネ 153.19

農村振興局 集計 153.19

妙高村 国土交通省 樽本 タルモト 343.09

妙高村 国土交通省 土路 ドロ 305.00

六日町 国土交通省 欠ﾉ上 カケノウエ 10.00

六日町 国土交通省 寺尾 テラオ 22.16

国土交通省 集計 680.25

六日町 林野庁 四十日 シトカ 13.20

六日町 林野庁 土沢 ツチザワ 6.39

林野庁 集計 19.59

村上市 国土交通省 山居山 サンキョヤマ 9.09

国土交通省 集計 9.09

村松町 林野庁 笹目 ササメ 49.70

村松町 林野庁 濁沢 ニゴリサワ 166.81

村松町 林野庁 沼越道 ヌマゴシミチ 14.27

林野庁 集計 230.78

安塚町 国土交通省 池田 イケダ 13.50

安塚町 国土交通省 岩塚 イワツカ 6.00

安塚町 国土交通省 岩戸 イワド 23.00

安塚町 国土交通省 大久保 オオクボ 18.50

安塚町 国土交通省 大下 オオシモ 50.00

安塚町 国土交通省 小黒西山 オグロニシヤマ 78.00

安塚町 国土交通省 鎌沢 カマザワ 42.80

安塚町 国土交通省 上河原 カミカワラ 45.40

安塚町 国土交通省 木入場 キニュウバ 172.93

安塚町 国土交通省 拾石 ジッコク 20.00

安塚町 国土交通省 下壇 シモダン 45.00

安塚町 国土交通省 須川南 スガワミナミ 59.00

安塚町 国土交通省 諏訪の越 スワノコシ 13.20

安塚町 国土交通省 長倉 ナガクラ 95.00

安塚町 国土交通省 二本木 ニホンギ 54.15

安塚町 国土交通省 沼木 ヌマキ 54.50
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旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

安塚町 国土交通省 野中 ノナカ 175.00

安塚町 国土交通省 平畑 ヒラバタ 41.50

安塚町 国土交通省 武能 ブノウ 54.10

安塚町 国土交通省 宮田 ミヤタ 29.40

安塚町 国土交通省 向秀平 ムコウヒデヒラ 82.00

安塚町 国土交通省 向山 ムコウヤマ 56.00

安塚町 国土交通省 柳原 ヤナギハラ 116.70

安塚町 国土交通省 柳平 ヤナギヒラ 106.88

国土交通省 集計 1,452.56

安塚町 農村振興局 有畑 アリバタケ 43.55

安塚町 農村振興局 内山 ウチヤマ 15.00

安塚町 農村振興局 追倉 オイクラ 80.00

安塚町 農村振興局 上方 カミガタ 85.45

安塚町 農村振興局 切越木落 キリコシキオチ 42.74

安塚町 農村振興局 神代 ゴウデ 40.00

安塚町 農村振興局 信濃坂 シナノザカ 40.00

安塚町 農村振興局 蔵々 ゾウゾウ 112.24

安塚町 農村振興局 立畑 タテバタケ 88.00

安塚町 農村振興局 樽田川 タルダガワ 28.33

安塚町 農村振興局 東樽田 ヒガシタルダ 85.60

安塚町 農村振興局 巻山 マキヤマ 64.68

安塚町 農村振興局 横更 ヨコブケ 50.38

安塚町 農村振興局 吉沢 ヨシザワ 45.00

農村振興局 集計 820.97

安塚町 林野庁 大原 オオハラ 42.49

安塚町 林野庁 小黒 オグロ 102.43

安塚町 林野庁 上船倉 カミフナクラ 138.55

安塚町 林野庁 上山 カミヤマ 211.99

安塚町 林野庁 切越 キリコシ 73.60

安塚町 林野庁 須川 スガワ 169.48

安塚町 林野庁 芹田 セリダ 36.20

安塚町 林野庁 戸沢 トザワ 100.22

安塚町 林野庁 鳶ヶ尾 トビガオ 26.93

安塚町 林野庁 南子地 ナンゴジ 122.04

安塚町 林野庁 伏野 ブスノ 623.45

安塚町 林野庁 坊金 ボウガネ 133.10

安塚町 林野庁 朴ノ木 ホウノキ 15.36

安塚町 林野庁 牧野 マキノ 109.36

安塚町 林野庁 桃木平 モモキダイラ 85.16

安塚町 林野庁 和田 ワダ 187.57

弥彦村 林野庁 幕山 マクヤマ 49.32

林野庁 集計 2,227.25

山古志村 国土交通省 朝日川 アサヒガワ 138.88

山古志村 国土交通省 池谷 イケタニ 172.24

山古志村 国土交通省 大野川 オオノガワ 9.60

山古志村 国土交通省 小松倉前沢 コマツクラマエザワ 44.97

山古志村 国土交通省 下之沢 シモノサワ 151.05

山古志村 国土交通省 城山 シロヤマ 40.00

山古志村 国土交通省 種苧原 タネスハラ 74.80

山古志村 国土交通省 楢木 ナラノキ 21.53

山古志村 国土交通省 細声 ホソゴエ 32.60

山古志村 国土交通省 虫亀 ムシガメ 91.84

山古志村 国土交通省 油夫川 ユブガワ 112.77

国土交通省 集計 890.28

山古志村 農村振興局 尼谷地 アマヤチ 111.03

山古志村 農村振興局 桂谷 カツラヤ 34.10

山古志村 農村振興局 金倉 カナグラ 73.80

山古志村 農村振興局 下平 シモダイラ 79.80

山古志村 農村振興局 東虫亀 ヒガシムシガメ 91.57

農村振興局 集計 390.30

山古志村 林野庁 風口 カザグチ 23.66

山古志村 林野庁 種苧原 タネスハラ 36.50

山古志村 林野庁 楢ノ木 ナラノキ 142.10

林野庁 集計 202.26

大和町 国土交通省 後山 ウシロヤマ 196.70

国土交通省 集計 196.70

大和町 農村振興局 一村尾 イチムラオ 26.80

大和町 農村振興局 八岡 ハチオカ 50.00

農村振興局 集計 76.80

大和町 林野庁 辻又 ツジマタ 80.54

林野庁 集計 80.54

吉川町 国土交通省 姥所 ウバドコロ 203.40

吉川町 国土交通省 大下 オオシモ 54.84

吉川町 国土交通省 尾神 オガミ 37.40

旧市町村名 所管 箇所名 フリガナ
指定区域

面積(ha)

吉川町 国土交通省 上川谷 カミカワタニ 97.20

吉川町 国土交通省 米山 コメヤマ 46.45

吉川町 国土交通省 下深沢 シモフカサワ 12.80

吉川町 国土交通省 高沢入 タカサワイリ 69.15

吉川町 国土交通省 坪野 ツボノ 59.50

吉川町 国土交通省 半入沢 ナカイリサワ 31.40

吉川町 国土交通省 名木山 ナギヤマ 18.00

吉川町 国土交通省 西向 ニシムカイ 13.00

吉川町 国土交通省 東川入 ヒガシカワイリ 179.80

国土交通省 集計 822.94

吉川町 農村振興局 アワラ アワラ 100.54

吉川町 農村振興局 池田平 イケダヒラ 45.89

吉川町 農村振興局 大賀 オオガ 155.16

吉川町 農村振興局 隠耕地 カクレコウチ 26.77

吉川町 農村振興局 七十苅 シチジュウガリ 119.50

吉川町 農村振興局 四俵刈 シヒョウガリ 40.07

吉川町 農村振興局 西山 ニシヤマ 120.00

吉川町 農村振興局 フナゴ フナゴ 72.56

吉川町 農村振興局 山直海 ヤマナオミ 40.02

農村振興局 集計 720.51

吉川町 林野庁 石谷 イシダニ 324.01

吉川町 林野庁 伯母ヶ沢 オバガサワ 52.42

吉川町 林野庁 川谷 カワダニ 92.63

吉川町 林野庁 久保 クボ 55.90

吉川町 林野庁 東沢 ヒガシザワ 36.08

吉川町 林野庁 平等寺 ビョウドウジ 18.58

吉川町 林野庁 村屋 ムラヤ 64.36

吉川町 林野庁 山中 ヤマナカ 47.56

林野庁 集計 691.54

両津市 国土交通省 赤玉 アカダマ 201.20

両津市 国土交通省 片野尾 カタノオ 13.86

両津市 国土交通省 北河内 キタカワチ 24.20

両津市 国土交通省 北松ヶ崎 キタマツガサキ 7.60

両津市 国土交通省 椎泊 シイドマリ 49.50

両津市 国土交通省 椎泊谷平 シイドマリタニタイラ 90.00

両津市 国土交通省 豊岡 トヨオカ 53.30

両津市 国土交通省 野浦 ノウラ 32.10

両津市 国土交通省 和木玉崎 ワギタマサキ 142.20

両津市 国土交通省 鷲崎 ワシサキ 43.40

国土交通省 集計 657.36

両津市 農村振興局 片野尾沢山 カタノオサワヤマ 76.70

両津市 農村振興局 両尾 モロオ 24.85

農村振興局 集計 101.55

両津市 林野庁 赤玉山ノ越 アカダマヤマノコシ 38.90

両津市 林野庁 片野尾稲場 カタノオイナバ 115.48

両津市 林野庁 加茂歌代松尾カモウタシロマツオ 169.70

両津市 林野庁 野浦西 ノウラニシ 47.10

両津市 林野庁 羽二生 ハニウ 49.04

両津市 林野庁 両尾戸坂 ムロオトサカ 153.90

林野庁 集計 574.12

和島村 国土交通省 阿弥陀瀬 アミダセ 6.00

和島村 国土交通省 落水 オチミズ 36.61

和島村 国土交通省 北野 キタノ 17.70

和島村 国土交通省 中沢 ナカザワ 46.66

和島村 国土交通省 日野浦 ヒノウラ 6.53

国土交通省 集計 113.50

和島村 林野庁 高畑 タカバタケ 11.00

和島村 林野庁 両高 リョウタカ 16.14

林野庁 集計 27.14

85,010.91総計
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旧市町村別地すべり防止区域集計表 

 
区域数 面積（ha） 区域数 面積（ha） 区域数 面積（ha） 区域数 面積（ha）

相川町 3 68.28 6 247.68 8 162.72 17 478.68
赤泊村 3 321.80 4 327.26 1 9.10 8 658.16
朝日村 1 10.10 7 428.55 4 207.59 12 646.24
新井市 24 2,036.86 7 461.50 12 812.71 43 3,311.07
出雲崎町 6 90.12 5 199.46 11 289.58
板倉町 12 1,114.15 8 824.67 8 510.69 28 2,449.51
糸魚川市 24 1,783.86 17 1,634.63 25 3,996.76 66 7,415.25
入広瀬村 3 336.58 3 137.50 5 331.17 11 805.25
浦川原村 16 569.74 6 402.60 6 679.21 28 1,651.55
青海町 3 32.85 5 930.04 8 962.89
大島村 6 245.80 18 1,961.91 4 350.28 28 2,557.99
小木町 1 8.87 2 234.09 1 5.10 4 248.06
小国町 3 39.30 5 577.01 4 289.32 12 905.63
小千谷市 10 240.81 9 649.27 8 382.86 27 1,272.94
柿崎町 7 197.76 7 629.25 1 45.60 15 872.61
柏崎市 6 243.29 18 2,253.75 6 434.91 30 2,931.95
金井町 1 8.80 1 8.80
鹿瀬町 1 52.74 1 69.39 4 233.90 6 356.03
上川村 1 16.44 4 248.07 5 264.51
神林村 1 20.17 1 20.17
刈羽村 2 30.10 1 56.00 3 86.10
川口町 5 301.72 5 345.25 2 72.35 12 719.32
川西町 1 19.40 18 1,496.77 2 150.28 21 1,666.45
清里村 11 734.14 7 509.73 6 385.58 24 1,629.45
黒川村 1 14.12 1 14.12
小出町 1 47.10 1 47.10
越路町 2 43.30 3 269.82 1 6.95 6 320.07
五泉市 1 33.68 1 33.68
栄町 1 43.80 1 123.70 2 167.50
佐和田町 2 86.70 4 438.87 6 525.57
三条市 3 493.60 3 493.60
山北町 2 23.79 4 315.91 3 293.39 9 633.09
三和村 3 184.35 1 50.31 2 92.22 6 326.88
塩沢町 2 368.68 1 174.20 5 286.00 8 828.88
新発田市 1 37.68 1 37.68
下田村 2 101.38 1 19.30 3 120.68
上越市 19 990.78 4 186.82 12 1,004.15 35 2,181.75
守門村 5 133.82 4 452.46 5 537.75 14 1,124.03
関川村 5 269.76 5 269.76
高柳町 7 442.85 8 488.59 6 858.00 21 1,789.44
津川町 2 65.66 2 123.15 4 188.81
津南町 2 96.60 3 205.49 5 302.09
寺泊町 2 38.00 2 29.07 4 67.07
十日町市 18 576.10 5 451.32 10 1,012.07 33 2,039.49
栃尾市 41 1,356.99 14 1,020.52 13 1,159.89 68 3,537.40
長岡市 11 442.20 3 232.52 14 674.72
中郷村 1 64.37 1 64.37
中里村 2 45.00 2 133.97 4 611.60 8 790.57
名立町 3 247.70 8 1,520.38 9 969.51 20 2,737.59
新津市 1 12.50 1 12.50
新穂村 1 12.80 1 12.80
西山町 1 10.44 2 157.82 5 253.11 8 421.37
能生町 32 1,309.95 23 2,222.99 18 1,846.17 73 5,379.11
畑野町 4 72.00 5 506.36 2 35.50 11 613.86
羽茂町 5 418.70 7 953.85 1 5.10 13 1,377.65
広神村 2 203.40 4 405.74 1 103.79 7 712.93
分水町 2 49.46 2 49.46
堀之内町 4 268.84 4 268.84
牧村 31 1,337.84 20 1,645.23 20 1,604.98 71 4,588.05
松代町 20 1,028.52 16 1,000.84 10 1,021.69 46 3,051.05
松之山町 16 1,574.88 4 510.76 15 2,528.82 35 4,614.46
真野町 1 103.40 3 44.26 3 80.25 7 227.91
三川村 4 37.40 3 353.49 4 311.90 11 702.79
三島町 6 51.69 3 148.21 9 199.90
見附市 2 94.79 1 20.09 3 114.88
妙高高原町 1 153.19 1 153.19
妙高村 2 648.09 2 648.09
六日町 2 32.16 2 19.59 4 51.75
村上市 1 9.09 1 9.09
村松町 3 230.78 3 230.78
安塚町 24 1,452.56 14 820.97 16 2,177.93 54 4,451.46
弥彦村 1 49.32 1 49.32
山古志村 11 890.28 5 390.30 3 202.26 19 1,482.84
大和町 1 196.70 2 76.80 1 80.54 4 354.04
吉川町 12 822.94 9 720.51 8 691.54 29 2,234.99
両津市 10 657.36 2 101.55 6 574.12 18 1,333.03
和島村 5 113.50 2 27.14 7 140.64
総計 469 24,895.23 332 28,926.71 344 31,188.97 1,145 85,010.91
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