
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 南三陸町入谷字たら葉沢

8-21-030 2 入谷 千刈田沢 南三陸町入谷字たら葉沢

8-21-031 2 入谷 天神沢 南三陸町入谷字たら葉沢

8-21-032 1 入谷 天神沢2 南三陸町入谷字たら葉沢

8-21-033 1 入谷 天神沢3 南三陸町入谷字たら葉沢

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
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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

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沢

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 南三陸町戸倉宇宇津野

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 南三陸町歌津字峯畑

8-25-024 2 歌津 峯畑沢 南三陸町歌津字峯畑

8-25-025 2 歌津 峯畑北沢 南三陸町歌津字峯畑

8-25-026 2 歌津 峯畑東沢 南三陸町歌津字峯畑

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


