
【急傾斜崩壊危険箇所】

地区名 危険箇所名 所在地 避難場所 備　考

町裏 黒川郡大和町吉岡字町裏

蔵下 黒川郡大和町吉岡字蔵下（警戒区域）

下町 黒川郡大和町吉岡字下町（警戒区域）

高山 黒川郡大和町宮床字高山

高山の１ 黒川郡大和町宮床字高山

高山の２ 黒川郡大和町宮床字高山

中山 黒川郡大和町宮床字中山

前北子の１ 黒川郡大和町宮床字前北子

前北子の２ 黒川郡大和町宮床字前北子

磯ヶ沢 黒川郡大和町宮床字磯ヶ沢

四辻 黒川郡大和町宮床字四辻

下小路 黒川郡大和町宮床字四辻

松倉 黒川郡大和町宮床字松倉

戸崎の１ 黒川郡大和町宮床字戸崎

戸崎の２ 黒川郡大和町宮床字戸崎

中原 黒川郡大和町宮床字中原

撫倉 黒川郡大和町宮床字撫倉

新小路 黒川郡大和町宮床字新小路

大椚 黒川郡大和町宮床字大椚

笹倉 黒川郡大和町宮床字笹倉

笹倉 黒川郡大和町宮床字笹倉

笹倉の１ 黒川郡大和町宮床字笹倉

前沢 黒川郡大和町小野字前沢（警戒区域）

荒井 黒川郡大和町小野字荒井

砂生田の１ 黒川郡大和町小野字砂生田

砂生田の２ 黒川郡大和町小野字砂生田

白久保 黒川郡大和町小野字白久保

白久保の１ 黒川郡大和町小野字白久保

白久保の２ 黒川郡大和町小野字白久保

芳ノ沢の１ 黒川郡大和町小野字芳ノ沢

芳ノ沢の２ 黒川郡大和町小野字芳ノ沢

芳ノ沢の３ 黒川郡大和町小野字芳ノ沢

後藤 黒川郡大和町小野字後藤

松沢 黒川郡大和町小野字松沢

煤懸の１ 黒川郡大和町小野字煤懸

煤懸の２ 黒川郡大和町小野字煤懸

芳ノ沢 黒川郡大和町小野字芳ノ沢

長原 黒川郡大和町小野字長原

山岸 黒川郡大和町小野字山岸

山岸の1 黒川郡大和町小野字山岸

山岸の2 黒川郡大和町小野字山岸

八志田 黒川郡大和町吉田字八志田

麓上 黒川郡大和町吉田字麓上

立輪の１ 黒川郡大和町吉田字立輪

立輪の２ 黒川郡大和町吉田字立輪

松原 黒川郡大和町吉田字松原

瀬戸原 黒川郡大和町吉田字瀬戸原

宮床小学校
宮床中学校

宮床

吉田
吉田小学校

吉田教育ふれあいセンター

吉岡

吉岡小学校
大和中学校
まほろばホール
吉岡南中央公園

小野小学校
宮床中学校
わかば公園



【急傾斜崩壊危険箇所】

地区名 危険箇所名 所在地 避難場所 備　考

橋本 黒川郡大和町吉田字橋本

栃木沢 黒川郡大和町吉田字栃木沢

間保堂西の１ 黒川郡大和町吉田字間保堂西

間保堂西の２ 黒川郡大和町吉田字間保堂西

荻ヶ倉 黒川郡大和町吉田字荻ヶ倉

荻ヶ倉東 黒川郡大和町吉田字荻ヶ倉東

荻ヶ倉西 黒川郡大和町吉田字荻ヶ倉西

旦ノ原 黒川郡大和町吉田字旦ノ原

滑谷地中 黒川郡大和町吉田字滑谷地中

上嘉太神東 黒川郡大和町吉田字上嘉太神東

沢渡北 黒川郡大和町吉田字沢渡北

欠ノ上西平の１ 黒川郡大和町吉田字欠ノ上西平

欠ノ上西平の２ 黒川郡大和町吉田字欠ノ上西平

欠ノ上古屋敷 黒川郡大和町吉田字欠ノ上古屋敷

坂下 黒川郡大和町吉田字坂下

明ケ沢 黒川郡大和町吉田字明ケ沢

長尾前 黒川郡大和町吉田字長尾前

反町西の１ 黒川郡大和町吉田字反町西

反町西の２ 黒川郡大和町吉田字反町西

金取北 黒川郡大和町吉田字金取北

台ヶ森北 黒川郡大和町吉田字台ヶ森北

台ケ森北 黒川郡大和町吉田字台ケ森北

玉ケ池東 黒川郡大和町吉田字玉ケ池東

一本杉 黒川郡大和町吉田字一本杉

神明 黒川郡大和町吉田字神明

六角 黒川郡大和町吉田字六角

屋敷前 黒川郡大和町吉田字屋敷前

南田 黒川郡大和町吉田字南田

綱木 黒川郡大和町吉田字綱木

中峯 黒川郡大和町吉田字中峯

中峯の１ 黒川郡大和町吉田字中峯

一の坂の１ 黒川郡大和町吉田字一の坂

一の坂の２ 黒川郡大和町吉田字一の坂

下畑 黒川郡大和町鶴巣下草字下畑

岸 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字岸

岸の２ 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字岸

天神堂一番 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字天神堂一番

天神堂一番 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字天神堂一番

宮ノ沢三番 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字宮ノ沢三番

屋敷下 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字屋敷下

天ヶ沢 黒川郡大和町鶴巣鳥屋字天ヶ沢

檜木沢一番 黒川郡大和町鶴巣大平字檜木沢一番

石ノ沢一番 黒川郡大和町鶴巣幕柳字石ノ沢一番

石ノ沢二番 黒川郡大和町鶴巣幕柳字石ノ沢二番

宇津野一番 黒川郡大和町鶴巣幕柳字宇津野一番

砂子田三番の１ 黒川郡大和町鶴巣幕柳字砂子田三番

砂子田三番の２ 黒川郡大和町鶴巣幕柳字砂子田三番

砂子田三番の３ 黒川郡大和町鶴巣幕柳字砂子田三番

吉田小学校
吉田教育ふれあいセンター

吉岡小学校
大和中学校
まほろばホール

鶴巣

鶴巣小学校
鶴巣教育ふれあいセンター
山田レクリエーション広場

鶴巣小学校
鶴巣教育ふれあいセンター
北目レクリエーション広場

鶴巣小学校
鶴巣教育ふれあいセンター

吉田
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榴沢東 黒川郡大和町鶴巣太田字榴沢東

榴沢西の１ 黒川郡大和町鶴巣太田字榴沢西

榴沢西の２ 黒川郡大和町鶴巣太田字榴沢西

角力田 黒川郡大和町鶴巣太田字角力田

田町沢 黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字関場

田町沢の１ 黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字田町沢

田町沢の２ 黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字田町沢

関場の１ 黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字関場

関場の２ 黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字関場

広坪 黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字広坪

行屋下 黒川郡大和町落合蒜袋字行屋下

宮下 黒川郡大和町落合蒜袋字宮下

新田 黒川郡大和町落合蒜袋字新田

新田 黒川郡大和町落合蒜袋字新田

若木 黒川郡大和町落合相川字若木

塚越三番の１ 黒川郡大和町落合相川字塚越三番

塚越三番の２ 黒川郡大和町落合相川字塚越三番

塚越の１ 黒川郡大和町落合相川字塚越

塚越の２ 黒川郡大和町落合相川字塚越

馬場 黒川郡大和町落合相川字馬場

馬場 黒川郡大和町落合相川字馬場

馬場の１ 黒川郡大和町落合相川字馬場

馬場の２ 黒川郡大和町落合相川字馬場

堂ノ前 黒川郡大和町落合松坂字堂ノ前

根柄 黒川郡大和町落合報恩寺字根柄

上の山 黒川郡大和町落合報恩寺字上の山

銅ノ沢 黒川郡大和町落合報恩寺字銅ノ沢

沢田 黒川郡大和町落合報恩寺字沢田

竹沢下 黒川郡大和町落合報恩寺字竹沢下

乳母神 黒川郡大和町落合報恩寺字乳母神

乳母神 黒川郡大和町落合報恩寺字乳母神

名子沢 黒川郡大和町落合三ヶ内字名子沢

岩崎 黒川郡大和町落合三ケ内字岩崎

井泥 黒川郡大和町落合三ケ内字井泥

北沢の１ 黒川郡大和町落合三ケ内字北沢

北沢の２ 黒川郡大和町落合三ケ内字北沢

北沢の３ 黒川郡大和町落合三ケ内字北沢

鶴巣小学校
鶴巣教育ふれあいセンター
山田レクリエーション広場

落合

吉岡小学校
大和中学校
宮城県黒川高等学校校庭

落合小学校
落合教育ふれあいセンター

落合小学校
落合教育ふれあいセンター
三ケ内レクリエーション広場

鶴巣


