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(3) 地すべり防止区域
ア．農林水産大臣指定に係るもの

イ．国土交通大臣指定に係るもの

●本区域は、地すべり等防止法第三条第三項による指定箇所である。

昭51年04月13日牛 ヶ 谷 東近江市百済寺本町 7.00
昭47年02月23日

大 津 市 栗 原

甲 賀 市 甲 南 町 稗 谷

蒲生郡日野町西明寺

安 部 居 蒲生郡日野町安部居 6.62
平 子 蒲 生 郡 日 野 町 平 子

12.97 平02年03月31日

昭47年02月23日6.83
計29.50

昭39年07月17日
大 澤

西 明 寺
10.50 昭43年06月14日

計10.38
昭61年03月25日22.40

6.03
甲 賀 市 土 山 町 大 澤

昭43年06月14日
稗 谷

2.15 昭48年02月15日

6.99 昭41年08月16日
1.24

上 馬 杉 甲賀市甲南町上馬杉
計10.96

5.94

昭48年02月27日
昭38年06月28日
昭39年03月31日

14.940

5.02
高 城 大 津 市 高 城 5.80

摘要

昭48年02月27日
計47.724

栗 原

坂 本
千 野
苗 鹿 等

15.112 昭38年06月28日

指定年月日地　区　名 所　　在　　地　 箇　所 面積(ha)

昭39年03月09日
奥 草 山 蒲 生 郡 日 野 町 平 子 79.95 昭55年04月17日

計336.21
上 仰 木 大 津 市 仰 木 町 64.34

17.672

昭42年03月31日

昭37年03月01日

13.70

地　区　名 所　　在　　地　
雄 琴

箇　所 指定年月日 摘要
大 津 市 322.51 昭35年09月13日

面積(ha)
雄 琴

平22年02月03日観 音 寺 栗 東 市 観 音 寺 18.33
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(4) 地すべり危険箇所
面　積

水系名 幹川名 渓流名 郡　　市 町 大　　　字 (ha)
10 葛川中村 淀川 安曇川 （安曇川） 大津市 葛川中村町 6.1 5 発電所、教員寮、国道
11 葛川阪下 淀川 安曇川 （安曇川） 大津市 葛川坂下町 16.2 0 国道
12 仲平 淀川 安曇川 （安曇川） 大津市 中平町 4.4 0 国道、林道
16 上在地 淀川 真野川 乗馬川 大津市 伊香立上在地町 2.8 2 市道
17 上龍華（２） 淀川 和迩川 （和迩川） 大津市 伊香立竜華町 18.9 15 県道、公民館
18 上龍華（３） 淀川 和迩川 （和迩川） 大津市 伊香立竜華町 28.1 5 県道、公民館
22 龍華 淀川 和迩川 （和迩川） 大津市 伊香立竜華町(比叡山大霊園南） 36.7 70 保育園、市道
23 平尾（２） 淀川 天神川 宮川 大津市 平尾 5.9 0 市道
24 富川（１） 淀川 信楽川 （信楽川） 大津市 13.8 0 国道
1 栗原 淀川 喜撰川 （喜撰川） 大津市 栗原 47.7 0 湖西道路 ○
2 高城 淀川 屋太郎川 （屋太郎川） 大津市 高城 5.8 45 市道、公民館 ○

13 南船路（１） 淀川 天川 （天川） 大津市 南船路 5.4 0 農道
14 南船路（２） 淀川 生川 （生川） 大津市 南船路 14.7 0 市道
15 北浜（１） 淀川 真光寺川 （真光寺川） 大津市 北浜 41.6 0
19 栗原（２） 淀川 和邇川、喜撰川 （和邇川、喜撰川） 大津市 栗原 27.9 1 市道
20 栗原（３） 淀川 喜撰川 （喜撰川） 大津市 栗原 7.4 0
21 北浜（２） 淀川 喜撰川 （喜撰川） 大津市 北浜 23.9 0 市道
25 観音寺 淀川 草津川 金勝川 栗東市 観音寺 12.8 17 市道 ○
9 大澤 淀川 野洲川 大沢川 甲賀市 土山町大澤 23.1 41 市道、農道 ○

26 隠岐 淀川 野洲川 佐治川 甲賀市 甲賀町隠岐 21.9 30 市道、農村公園
27 隠岐（１） 淀川 野洲川 佐治川 甲賀市 甲賀町隠岐 20.2 7 県道、市道
28 中村 淀川 野洲川 和田川 甲賀市 甲賀町岩室 16.7 10 市道
35 毛枚 淀川 野洲川 毛枚川 甲賀市 甲賀町毛枚 10.1 27 県道、市道
36 里 淀川 野洲川 和田川 甲賀市 甲賀町五反田 17.8 12 市道
3 上馬杉 淀川 野洲川 浅野川 甲賀市 甲南町上馬杉 10.9 11 ○
4 稗谷 淀川 野洲川 大水戸川 甲賀市 甲南町稗谷 10.3 73 市道、県道、水源地 ○

30 市之瀬 淀川 野洲川 杉谷川 甲賀市 甲南町市之瀬 14.4 10 県道、公民館
31 下磯尾（２） 淀川 野洲川 下磯尾川 甲賀市 甲南町下磯尾 42.6 45 市道
32 下野川 淀川 浅野川 日明谷川 甲賀市 甲南町下野川 9.4 18 市道
33 下馬杉（１） 淀川 野洲川 浅野川 甲賀市 甲南町下馬杉 29.1 48 県道
34 上馬杉（１） 淀川 野洲川 浅野川 甲賀市 甲南町上馬杉 21.9 25 県道
29 宮尻 淀川 信楽川 （信楽川） 甲賀市 信楽町宮尻 4.4 3
5 西明寺 淀川 日野川 安楽谷川 蒲生郡 日野町 西明寺 29.5 35 町道、県道、公民館 ○
6 平子 淀川 日野川 西川 蒲生郡 日野町 平子 6.8 10 町道 ○
7 安部居 淀川 日野川 佐久良川 蒲生郡 日野町 案部居 6.6 17 県道 ○

40 西明寺（２） 淀川 日野川 前川 蒲生郡 日野町 西明寺 6.2 0 町道
41 西明寺（３） 淀川 日野川 西明寺川 蒲生郡 日野町 西明寺 14.3 8 町道、給圧所
43 熊野 淀川 日野川 日野川 蒲生郡 日野町 熊野 17.1 10 町道
37 蓼畑 淀川 愛知川 藤川谷 東近江市 蓼畑町 4.0 0 国道、測水所
38 黄和田 淀川 愛知川 愛知川 東近江市 黄和田町 3.8 0 国道
39 甲津畑 淀川 愛知川 和南川 東近江市 甲津畑町 4.2 3 小学校

人家戸数 公　共　施　設
区　域
指　定

箇所
番号

危険箇所名
河　　　川　　　名 位　　　　　　　　　　　置
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面　積
水系名 幹川名 渓流名 郡　　市 町 大　　　字 (ha)

42 杠葉尾（１） 淀川 愛知川 神崎川 東近江市 杠葉尾町 2.5 0 林道
8 牛ヶ谷 淀川 宇曽川 牛ヶ谷川 東近江市 百済寺町 7.0 0 市道 ○

44 入谷 淀川 芹川 芹川 犬上郡 多賀町 霊仙（字入谷） 6.3 12 市道
45 今畑 淀川 芹川 芹川 犬上郡 多賀町 霊仙（字今畑） 9.1 4 市道
46 下村 淀川 芹川 芹川 犬上郡 多賀町 河内（字下村） 7.2 5 県道
47 桃原 淀川 芹川 芹川 犬上郡 多賀町 桃原 48.8 25 市道、簡易水道水そう
48 四手 淀川 芹川 四手川 犬上郡 多賀町 四手 6.0 6 市道
49 佐目 淀川 犬上川 犬上川北谷 犬上郡 多賀町 佐目 5.6 0 国道
53 上大見（２） 淀川 姉川 高時川 長浜市 木之本町 大見（字上大見） 4.4 0 県道285号
54 杉野（２） 淀川 姉川 杉野川 長浜市 木之本町 杉野 2.9 0 国道303号
50 半明（２） 淀川 姉川 高時川 長浜市 余呉町 中河内（字半明） 3.1 0 県道285号
51 小原 淀川 姉川 高時川 長浜市 余呉町 小原 6.7 6 県道285号
52 柳ヶ瀬（１） 淀川 余呉川 余呉川 長浜市 余呉町 柳ヶ瀬 2.8 0 北陸道の側道
55 中原 淀川 大浦川 大浦川 長浜市 余呉町 中原 5.9 0 県道303号、体育館
56 天増川（１） 淀川 北川 天増川 高島市 今津町天増川 5.2 1 林道
59 保坂（１） 淀川 石田川 途中谷川 高島市 今津町保坂 4.1 0 国道367号、郵便局
60 南生見 淀川 石田川 石田川 高島市 今津町南生見 60.0 23
57 熊野畑 淀川 安曇川 麻生川 高島市 朽木麻生　熊野畑 6.6 0 主要地方道342号
58 能家 淀川 安曇川 北川 高島市 朽木能家 3.9 0 市道290号
61 桑原 淀川 安曇川 針畑川 高島市 朽木桑原 9.4 1 市道209号
62 畑（２） 淀川 鴨川 須川 高島市 畑 66.5 41 市道、集会所

人家戸数 公　共　施　設
区　域
指　定

箇所
番号

危険箇所名
河　　　川　　　名 位　　　　　　　　　　　置


