
箇所番号 ランク 地区名 箇所名 所在地 備　　考

Ⅰ-自-1099 1 入谷 岩沢 南三陸町入谷字岩沢

Ⅰ-自-1100 1 志津川 城場 南三陸町志津川字上の山

Ⅰ-自-1101 1 志津川 大森 南三陸町志津川字大森

Ⅰ-自-1102 1 志津川 天王山 南三陸町志津川字天王山

Ⅰ-自-1103 1 志津川 細浦 南三陸町志津川字細浦

Ⅰ-自-1104 1 戸倉 折立 南三陸町戸倉字折立

Ⅰ-自-1105 1 戸倉 藤松 南三陸町戸倉字藤浜

Ⅰ-自-1106 1 戸倉 水戸辺 南三陸町戸倉字水戸辺

Ⅰ-自-1107 1 志津川 弁天の1 南三陸町志津川字黒崎

Ⅰ-自-1108 1 志津川 弁天の2 南三陸町志津川字黒崎

Ⅰ-自-1143 1 歌津 町向 南三陸町歌津字町向

Ⅰ-自-1144 1 歌津 伊里前 南三陸町歌津字伊里前

Ⅰ-自-1145 1 歌津 伊里前の2 南三陸町歌津字伊里前

Ⅰ-自-1146 1 歌津 伊里前の3 南三陸町歌津字伊里前

Ⅰ-自-1687 1 志津川 大森の2 南三陸町志津川字大森

Ⅰ-自-1688 1 志津川 天王前 南三陸町志津川字天王前

Ⅰ-自-1689 1 志津川 五日町 南三陸町志津川字五日町

Ⅰ-自-1690 1 志津川 信倉 南三陸町志津川字信倉

Ⅰ-自-1691 1 戸倉 水戸辺の2 南三陸町戸倉字水戸辺

Ⅰ-人-0196 1 志津川 八幡 南三陸町志津川字助作

Ⅰ-人-0390 1 志津川 五日町 南三陸町志津川字五日町

Ⅰ-人-0534 1 志津川 廻館の2 南三陸町志津川字廻館

Ⅱ-自-2323 2 志津川 清水の1 南三陸町志津川字清水

Ⅱ-自-2324 2 志津川 清水の5 南三陸町志津川字清水

Ⅱ-自-2325 2 志津川 清水の2 南三陸町志津川字清水

Ⅱ-自-2326 2 志津川 清水の3 南三陸町志津川字清水

Ⅱ-自-2327 2 志津川 清水の4 南三陸町志津川字清水

Ⅱ-自-2328 2 志津川 松井田の1 南三陸町志津川字松井田

Ⅱ-自-2329 2 志津川 松井田の2 南三陸町志津川字松井田

Ⅱ-自-2330 2 志津川 小森 南三陸町志津川字小森

Ⅱ-自-2331 2 入谷 舟川原 南三陸町入谷字岩沢

Ⅱ-自-2332 2 入谷 大船沢の1 南三陸町入谷字大船沢

Ⅱ-自-2333 2 入谷 大船沢の2 南三陸町入谷字大船沢

Ⅱ-自-2334 2 入谷 大船沢の3 南三陸町入谷大船沢

Ⅱ-自-2335 2 入谷 入大船沢の1 南三陸町入谷字入大船沢

Ⅱ-自-2336 2 入谷 入大船沢の2 南三陸町入谷字入大船沢

Ⅱ-自-2337 2 入谷 入大船沢の3 南三陸町入谷字入大船沢

Ⅱ-自-2338 2 志津川 下保呂毛の1 南三陸町志津川字下保呂毛

Ⅱ-自-2339 2 志津川 下保呂毛の2 南三陸町志津川字下保呂毛

Ⅱ-自-2340 2 志津川 下保呂毛の3 南三陸町志津川字下保呂毛

Ⅱ-自-2341 2 志津川 上保呂毛の1 南三陸町志津川字上保呂毛

Ⅱ-自-2342 2 志津川 上保呂毛の2 南三陸町志津川字上保呂毛

Ⅱ-自-2343 2 志津川 林 南三陸町志津川字林

Ⅱ-自-2344 2 戸倉 折立の2 南三陸町戸倉字折立

Ⅱ-自-2345 2 戸倉 折立の3 南三陸町戸倉字折立

Ⅱ-自-2346 2 戸倉 折立の4 南三陸町戸倉字折立

Ⅱ-自-2347 2 戸倉 折立の5 南三陸町戸倉字折立

Ⅱ-自-2348 2 戸倉 西戸の1 南三陸町戸倉字日向

Ⅱ-自-2349 2 戸倉 西戸の3 南三陸町戸倉字日向

Ⅱ-自-2350 2 戸倉 西戸の4 南三陸町戸倉字日向

Ⅱ-自-2351 2 戸倉 横山 南三陸町戸倉字街道方

Ⅱ-自-2352 2 戸倉 水戸辺の3 南三陸町戸倉字水戸辺

Ⅱ-自-2353 2 戸倉 水戸辺の4 南三陸町戸倉字水戸辺
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Ⅱ-自-2354 2 戸倉 水戸辺の5 南三陸町戸倉字水戸辺

Ⅱ-自-2355 2 戸倉 在郷の1 南三陸町戸倉字門内

Ⅱ-自-2356 2 戸倉 波伝谷 南三陸町戸倉字坂本

Ⅱ-自-2357 2 戸倉 滝浜の1 南三陸町戸倉字滝浜

Ⅱ-自-2358 2 戸倉 滝浜の2 南三陸町戸倉字滝浜

Ⅱ-自-2359 2 戸倉 藤浜 南三陸町戸倉字藤浜

Ⅱ-自-2360 2 戸倉 長清水の1 南三陸町戸倉字長清水

Ⅱ-自-2361 2 戸倉 長清水の2 南三陸町戸倉字長清水

Ⅱ-自-2362 2 戸倉 長清水の3 南三陸町戸倉字長清水

Ⅱ-自-2419 2 歌津 田の浦 南三陸町歌津字田の浦

Ⅱ-自-2420 2 歌津 上の山 南三陸町歌津字上の山

Ⅱ-自-2421 2 歌津 石泉 南三陸町歌津字石泉

Ⅱ-自-2422 2 歌津 樋の口の1 南三陸町歌津字樋の口

Ⅱ-自-2423 2 歌津 樋の口の2 南三陸町歌津字樋の口

Ⅱ-自-2424 2 歌津 払川 南三陸町歌津字払川

Ⅱ-自-2425 2 歌津 上沢 南三陸町歌津字上沢

Ⅱ-自-2426 2 歌津 中在 南三陸町歌津字中在

Ⅱ-自-2427 2 歌津 寄木の1 南三陸町歌津字寄木

Ⅱ-自-2428 2 歌津 寄木の2 南三陸町歌津字寄木

Ⅱ-自-2429 2 歌津 寄木の3 南三陸町歌津字寄木

Ⅱ-自-2430 2 歌津 皿貝 南三陸町歌津字皿貝

Ⅱ-人-0141 2 志津川 天王前 南三陸町志津川字天王前

Ⅱ-人-0142 2 志津川 廻館の1 南三陸町志津川字廻館

Ⅲ-自-0541 3 志津川 小森 南三陸町志津川字小森

Ⅲ-自-0542 3 志津川 熊田の1 南三陸町志津川字熊田

Ⅲ-自-0543 3 志津川 熊田の2 南三陸町志津川字熊田

Ⅲ-自-0544 3 志津川 御前下の1 南三陸町志津川字御前下

Ⅲ-自-0545 3 志津川 御前下の2 南三陸町志津川字御前下

Ⅲ-自-0546 3 志津川 下保呂毛 南三陸町志津川字下保呂毛

Ⅲ-自-0547 3 志津川 上保呂毛 南三陸町志津川字上保呂毛

Ⅲ-自-0548 3 志津川 竹川原 南三陸町志津川字竹川原

Ⅲ-自-0549 3 志津川 大久保 南三陸町志津川字大久保

Ⅲ-自-0550 3 志津川 袖浜 南三陸町志津川字袖浜

ランク1　　人家5戸以上等の箇所

ランク2　　人家1～4戸までの箇所場所

ランク3　　人家0戸の箇所

※この表中、「箇所名」及び「渓流名」は、宮城県が指定した名称を記しています。また、所在地について
は、「箇所名」「渓流名」のある主な字名を記しています。



渓流番号 ランク 地区名 渓流名 所在地 備　　考

8-21-001 2 志津川 荒坂沢 南三陸町志津川字清水浜

8-21-002 1 志津川 清水沢 南三陸町志津川字松井田

8-21-003 2 志津川 大上坊沢 南三陸町志津川字大上坊

8-21-004 2 志津川 大上坊沢2 南三陸町志津川字大上坊

8-21-005 2 志津川 米広沢 南三陸町志津川字米広

8-21-006 2 志津川 大上坊沢3 南三陸町志津川字大上坊

8-21-007 2 志津川 松井田沢 南三陸町志津川字松井田

8-21-008 3 志津川 南三陸町志津川字新井田

8-21-009 2 志津川 新井田西沢 南三陸町志津川字新井田

8-21-010 1 志津川 新井田沢 南三陸町志津川字新井田

8-21-011 2 志津川 磯の沢 南三陸町志津川字磯の沢

8-21-012 1 志津川 経の森沢2 南三陸町志津川字天王山

8-21-013 1 志津川 経の森沢 南三陸町志津川字天王山

8-21-014 2 志津川 天王山沢 南三陸町志津川字天王山

8-21-015 1 志津川 坂下沢 南三陸町志津川字天王山

8-21-016 2 志津川 大森沢 南三陸町志津川字大森

8-21-017 1 志津川 廻館沢 南三陸町志津川字廻館

8-21-018 2 志津川 小森神社沢 南三陸町志津川字小森

8-21-019 2 志津川 小森南沢 南三陸町志津川字小森

8-21-020 2 志津川 小森沢 南三陸町志津川字小森

8-21-021 2 志津川 小森北沢 南三陸町志津川字小森

8-21-022 2 入谷 岩沢沢 南三陸町入谷字鏡石

8-21-023 2 入谷 舟川原沢 南三陸町入谷字岩沢

8-21-024 2 入谷 岩沢東沢 南三陸町入谷字岩沢

8-21-025 1 入谷 童子下沢 南三陸町入谷字童子下

8-21-026 2 入谷 押舘沢 南三陸町入谷字押舘

8-21-027 2 入谷 押舘北沢 南三陸町入谷字押舘

8-21-028 2 入谷 林際沢 南三陸町入谷字林際

8-21-029 2 入谷 山谷沢 南三陸町入谷字桵葉沢

8-21-030 2 入谷 千刈田沢 南三陸町入谷字桵葉沢

8-21-031 2 入谷 天神沢 南三陸町入谷字桵葉沢

8-21-032 1 入谷 天神沢2 南三陸町入谷字桵葉沢

8-21-033 1 入谷 天神沢3 南三陸町入谷字桵葉沢

8-21-034 1 入谷 天神沢4 南三陸町入谷字天神

8-21-035 2 入谷 日輪沢 南三陸町入谷字天神

8-21-036 2 志津川 秋目沢 南三陸町志津川字秋目川

8-21-037 2 志津川 秋目沢2 南三陸町志津川字秋目川

8-21-038 2 志津川 秋目沢3 南三陸町志津川字秋目川

8-21-039 2 志津川 熊田沢 南三陸町志津川字熊田

8-21-040 1 志津川 熊田南沢 南三陸町志津川字熊田

8-21-041 3 志津川 南三陸町志津川字熊田

8-21-042 2 志津川 下保呂毛沢 南三陸町志津川字下保呂毛

8-21-043 1 志津川 上保呂毛沢 南三陸町志津川字上保呂毛

8-21-044 2 志津川 上保呂毛二の沢 南三陸町志津川字上保呂毛

8-21-045 2 志津川 上保呂毛三の沢 南三陸町志津川字上保呂毛

8-21-046 2 志津川 下保呂毛西沢 南三陸町志津川字下保呂毛

8-21-047 2 志津川 朝日館沢 南三陸町志津川字下保呂毛

8-21-048 2 入谷 入大船沢2 南三陸町入谷字入大船沢

8-21-049 2 入谷 入大船沢 南三陸町入谷字入大船沢

8-21-050 2 入谷 入大船沢3 南三陸町入谷字大船沢

8-21-051 2 入谷 入大船沢4 南三陸町入谷字入大船沢

8-21-052 2 入谷 入大船沢5 南三陸町入谷字入大船沢

8-21-053 2 入谷 入大船沢6 南三陸町入谷字入大船沢

8-21-054 2 入谷 入大船沢7 南三陸町入谷字入大船沢
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8-21-055 2 入谷 入大船沢8 南三陸町入谷字入大船沢

8-21-056 2 入谷 大船沢 南三陸町入谷字大船沢

8-21-057 2 入谷 大船沢二の沢 南三陸町入谷字大船沢

8-21-058 2 入谷 大船北の沢 南三陸町入谷字大船沢

8-21-059 2 入谷 大船沢三の沢 南三陸町入谷字大船沢

8-21-060 2 志津川 田尻畑沢 南三陸町志津川字田尻畑

8-21-061 2 戸倉 街道方西沢 南三陸町戸倉字街道方

8-21-062 2 戸倉 街道方東沢 南三陸町戸倉字街道方

8-21-063 1 戸倉 貝貫沢 南三陸町戸倉字街道方

8-21-064 1 戸倉 街道方沢 南三陸町戸倉字街道方

8-21-065 1 戸倉 荒沢 南三陸町戸倉字滝の沢

8-21-066 2 戸倉 滝の沢 南三陸町戸倉字滝の沢

8-21-067 2 戸倉 滝の沢東沢 南三陸町志津川字滝の沢

8-21-068 2 戸倉 大畑西沢 南三陸町志津川字大畑

8-21-069 1 戸倉 大畑沢 南三陸町志津川字大畑

8-21-070 1 戸倉 大畑沢2 南三陸町志津川字大畑

8-21-071 2 戸倉 モチノ沢 南三陸町戸倉字綱木沢

8-21-072 2 戸倉 網木沢 南三陸町戸倉字綱木沢

8-21-073 1 戸倉 上沢前沢 南三陸町戸倉字上沢前

8-21-074 2 戸倉 上沢前沢2 南三陸町戸倉字上沢前

8-21-075 2 戸倉 上沢前沢3 南三陸町戸倉字上沢前

8-21-076 2 戸倉 上沢前沢4 南三陸町戸倉字上沢前

8-21-077 2 戸倉 上沢前沢5 南三陸町戸倉字上沢前

8-21-078 2 戸倉 上沢前沢6 南三陸町戸倉字上沢前

8-21-079 2 戸倉 上沢前沢7 南三陸町戸倉字上沢前

8-21-080 2 戸倉 水戸辺沢 南三陸町戸倉字水戸辺

8-21-081 2 戸倉 水戸辺沢2 南三陸町戸倉字水戸辺

8-21-082 2 戸倉 長清水沢 南三陸町戸倉字長清水

8-21-083 3 志津川 南三陸町志津川字袖浜

8-21-084 3 志津川 南三陸町志津川字大森

8-21-085 1 志津川 大森沢3 南三陸町志津川字大森

8-21-086 1 志津川 大森沢2 南三陸町志津川字大森

8-21-087 1 志津川 大久保沢 南三陸町志津川字大久保

8-21-088 1 志津川 大久保北の沢 南三陸町志津川字大久保

8-21-089 3 志津川 南三陸町志津川字林

8-21-090 2 志津川 黒崎沢2 南三陸町志津川字黒崎

8-21-091 2 志津川 黒崎沢 南三陸町志津川字黒崎

8-21-092 1 志津川 黒崎沢3 南三陸町志津川字黒崎

8-21-093 2 志津川 不動尊の沢 南三陸町志津川字黒崎

8-21-094 2 戸倉 宇津野沢 南三陸町戸倉字宇津野

8-21-095 2 戸倉 坂本沢 南三陸町戸倉字坂本

8-21-096 1 戸倉 津の宮沢 南三陸町戸倉字津の宮

8-21-097 1 戸倉 藤浜沢4 南三陸町戸倉字藤浜

8-21-098 1 戸倉 藤浜沢 南三陸町戸倉字藤浜

8-21-099 1 戸倉 藤浜沢3 南三陸町戸倉字藤浜

8-21-100 1 戸倉 藤浜沢2 南三陸町戸倉字藤浜

8-25-001 2 歌津 南港沢 南三陸町歌津字港

8-25-002 2 歌津 西港沢 南三陸町歌津字港

8-25-003 2 歌津 宮方沢 南三陸町歌津字宮方

8-25-004 2 歌津 石泉南沢 南三陸町歌津字宮方

8-25-005 2 歌津 石泉沢 南三陸町歌津字石泉

8-25-006 2 歌津 石泉東沢 南三陸町歌津字石泉

8-25-007 2 歌津 港沢 南三陸町歌津字港

8-25-008 2 歌津 上沢 南三陸町歌津字上沢

8-25-009 2 歌津 払川南沢 南三陸町歌津字払川

8-25-010 1 歌津 払川沢 南三陸町歌津字払川

8-25-011 2 歌津 払川沢2 南三陸町歌津字払川



8-25-012 2 歌津 払川沢3 南三陸町歌津字払川

8-25-013 2 歌津 上沢二の沢 南三陸町歌津字上沢

8-25-014 2 歌津 上沢三の沢 南三陸町歌津字上沢

8-25-015 2 歌津 上沢四の沢 南三陸町歌津字上沢

8-25-016 2 歌津 上沢五の沢 南三陸町歌津字上沢

8-25-017 1 歌津 樋の口沢 南三陸町歌津字樋の口

8-25-018 2 歌津 樋の口南沢 南三陸町歌津字樋の口

8-25-019 2 歌津 浪板沢 南三陸町歌津字浪板

8-25-020 2 歌津 上の山沢 南三陸町歌津字上の山

8-25-021 1 歌津 田の浦沢 南三陸町歌津字田の浦

8-25-022 2 歌津 北田の浦沢 南三陸町歌津字田の浦

8-25-023 2 歌津 枡沢 南三陸町歌津字峰畑

8-25-024 2 歌津 峯畑沢 南三陸町歌津字峰畑

8-25-025 2 歌津 峯畑北沢 南三陸町歌津字峰畑

8-25-026 2 歌津 峯畑東沢 南三陸町歌津字峰畑

8-25-027 2 歌津 砂浜沢 南三陸町歌津字寄木

8-25-028 2 歌津 寄木沢 南三陸町歌津字寄木

8-25-029 1 歌津 寄木沢2 南三陸町歌津字寄木

8-25-030 2 歌津 寄木沢3 南三陸町歌津字寄木

ランク1　　人家5戸以上等の箇所

ランク2　　人家1～4戸までの箇所場所

ランク3　　人家0戸の箇所

※この表中、「箇所名」及び「渓流名」は、宮城県が指定した名称を記しています。また、所在地につい
ては、「箇所名」「渓流名」のある主な字名を記しています。




