
（３）崩壊土砂流出危険地区

206 1 白石市 大平森合 中原 421 国道 一部概成

206 2 白石市 大平森合 山口 445 国道 一部概成

206 3 白石市 小原 下戸沢 0 一部概成

206 4 白石市 小原 新町 28 国道 無

206 5 白石市 小原 萩立 15 国道 無

206 6 白石市 小原 蝦夷倉 3 一部概成

206 7 白石市 大平森合 中原 295 国道 未成

206 8 白石市 斉川 間松 21 高速道路 無

206 9 白石市 大鷹沢三沢 落合 289 県道 無

206 10 白石市 郡山 舘山 48 無

206 11 白石市 郡山 寺入山 105 県道 無

206 12 白石市 福岡八宮 垂清日向 4 未成

206 13 白石市 小下倉 山岸 53 県道 一部概成

206 14 白石市 小下倉 山岸 178 県道 無

206 15 白石市 郡山 山田沢 25 無

206 16 白石市 郡山 中沢山 204 無

206 17 白石市 福岡深谷 辰ノ口 376 高速道路 無

206 18 白石市 福岡八宮 岩瘤 235 国道 無

206 19 白石市 福岡蔵本 狐峯三番 35 県道 無

206 20 白石市 福岡長袋 南部山 479 国道 一部概成

206 21 白石市 福岡蔵本 愛宕山 127 国道 無

206 22 白石市 大平森合 山口 406 国道 一部概成

206 23 白石市 大平森合 山口 253 国道 一部概成

206 24 白石市 大平森合 中原 287 国道 一部概成

206 25 白石市 大平中目 桂坂 113 国道 無

206 26 白石市 斉川 関口 160 国道 無

206 27 白石市 斉川 保科 210 国道 無

206 28 白石市 斉川 町西浦 142 国道 無

206 29 白石市 斉川 高畠 133 国道 無

206 30 白石市 斉川 荒屋敷北 27 国道 無

206 31 白石市 越河五賀 萩久保 0 無

206 32 白石市 越河五賀 萩久保南 18 無

206 33 白石市 越河五賀 西原 41 無

206 34 白石市 越河五賀 西 52 無

206 35 白石市 越河五賀 上台 205 国道 無

206 36 白石市 越河 原前 84 国道 無

206 37 白石市 越河 箒沢 71 国道 無

206 38 白石市 越河 町屋敷 135 国道 無
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206 39 白石市 越河平 三島前 18 無

206 40 白石市 小原 身ノ木 21 国道 無

206 41 白石市 小原 中北 52 国道 無

206 42 白石市 小原 塩倉 32 国道 無

206 43 白石市 小原 猿鼻下川原 6 無

206 44 白石市 小原 猿鼻 6 無

206 45 白石市 小原 東 25 無

206 46 白石市 小原 大熊 74 国道 無

206 47 白石市 小原 小日向 1 未成

206 48 白石市 福岡蔵本 惣屋敷三番 5 無

206 49 白石市 福岡深谷 柴ノ久木 0 林道 無

206 50 白石市 小原 久根山 11 県道 一部概成

206 51 白石市 小原 赤塚山 0 無

206 52 白石市 小原 七里沢 0 県道 無

206 53 白石市 小原 湯倉 27 一部概成

206 54 白石市 小原 新湯 4 国道 無

206 55 白石市 小原 新湯 1 国道 無

206 56 白石市 福岡蔵本 乙森 26 国道 無

206 57 白石市 福岡蔵本 箱森 10 国道 無

206 58 白石市 郡山 金山 93 県道 一部概成

206 60 白石市 福岡深谷 鍋倉山 6 国道 無

206 61 白石市 福岡八宮 大網前 56 未成

206 62 白石市 小原 百貫山 46 県道 未成

206 63 白石市 福岡深谷 鍋倉山 0 国道 無

206 64 白石市 福岡八宮 弥次郎南 11 県道 無

206 69 白石市 越河平 23 高速道路 無

206 70 白石市 越河平 1 県道 無

206 71 白石市 福岡八宮 弥次郎南 16 県道 無

206 72 白石市 福岡八宮 弥次郎南 13 県道 無

208 1 角田市 藤田 是入 78 県道 無

208 2 角田市 藤田 宮沢 131 県道 一部概成

208 3 角田市 藤田 鹿野 131 県道 無

208 4 角田市 尾山 山入 45 無

208 5 角田市 小田 膳棚 84 県道 一部概成

208 6 角田市 小田 大山 4 県道 無

208 7 角田市 小田 荻窪 33 無

208 8 角田市 鳩原 瀬ノ木橋 39 県道 無

208 9 角田市 鳩原 堤下 51 県道 一部概成

208 10 角田市 鳩原 寺 8 県道 無

208 11 角田市 平貫 沢入 73 県道 一部概成
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208 12 角田市 坂津田 金彫沢 21 無

208 13 角田市 坂津田 北向 32 一部概成

208 14 角田市 藤田 舘 87 県道 一部概成

208 15 角田市 藤田 宮沢 86 県道 一部概成

208 16 角田市 藤田 山上 48 県道 無

208 17 角田市 藤田 源内原 57 県道 無

208 18 角田市 尾山 石堂 270 県道 一部概成

208 19 角田市 尾山 上日向 60 無

208 20 角田市 尾山 引田 101 無

208 21 角田市 島田 諏訪部 30 県道 一部概成

208 22 角田市 島田 池田 83 県道 一部概成

208 23 角田市 坂津田 寒風沢 89 県道 無

208 24 角田市 小坂 滝沢 89 国道 無

208 25 角田市 鳩原 上土浮 26 県道 一部概成

208 26 角田市 鳩原 瀬ノ木橋 10 県道 一部概成

208 27 角田市 坂津田 池田 35 一部概成

208 28 角田市 尾山 引田 88 無

208 29 角田市 島田 51 県道 無

301 1 蔵王町 宮 青麻下山 49 無

301 2 蔵王町 曲竹 小野入 44 県道 無

301 3 蔵王町 遠刈田温泉 横柴山 232 一部概成

301 4 蔵王町 遠刈田温泉 八山 180 県道 一部概成

301 5 蔵王町 宮 臼久保山 28 国道 無

301 6 蔵王町 宮 谷地畑 144 県道 無

301 7 蔵王町 宮 原入 121 県道 無

301 8 蔵王町 円田 土浮山 97 県道 無

301 9 蔵王町 遠刈田温泉 八山 37 県道 無

301 10 蔵王町 宮 舘山入 150 県道 無

301 11 蔵王町 宮 舘山入 271 県道 無

301 12 蔵王町 宮 内方 967 国道 無

301 13 蔵王町 遠刈田温泉 八山 108 一部概成

301 14 蔵王町 円田 土浮山 19 無

301 15 蔵王町 円田 土浮山 198 県道 無

301 16 蔵王町 円田 土浮山 141 県道 無

301 17 蔵王町 宮 手倉森山 52 無

301 18 蔵王町 平沢 古林 41 無

301 19 蔵王町 遠刈田温泉 大枝山 71 県道 無

301 20 蔵王町 宮 松原山 208 国道 無

302 1 七ヶ宿町 渡漱 平畑 0 無

302 2 七ヶ宿町 境沢 大野沢 0 国道 未成
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302 3 七ヶ宿町 関 大萱 0 一部概成

302 4 七ヶ宿町 関 栗原 14 国道 無

302 5 七ヶ宿町 関 仕切目 0 一部概成

302 6 七ヶ宿町 関 島木野 26 国道 未成

302 7 七ヶ宿町 関 柏木山 2 県道 一部概成

302 8 七ヶ宿町 柏木山 柏木山 2 県道 未成

302 9 七ヶ宿町 横川 大萱 33 県道 無

302 10 七ヶ宿町 滑津 小松沢 37 国道 無

302 11 七ヶ宿町 峠田 侭ノ台 95 国道 無

302 12 七ヶ宿町 湯原 柳沢山 262 国道 無

302 13 七ヶ宿町 千蒲 熊ノ前 43 県道 無

302 14 七ヶ宿町 侭ノ台 74 無

302 15 七ヶ宿町 柏木山 20 概成

302 16 七ヶ宿町 矢立平 0 国道 無

302 17 七ヶ宿町 若林山 0 無

302 18 七ヶ宿町 若林山 0 無

302 19 七ケ宿町 茂ケ沢 18 国道 有

321 1 大河原町 堤 角 84 無

322 1 村田町 足立 南谷山 0 概成

322 2 村田町 足立 地蔵山 114 県道 一部概成

322 3 村田町 菅生 山口 90 県道 一部概成

322 4 村田町 菅生 余柄 24 県道 無

322 5 村田町 足立 滝山 32 県道 一部概成

322 6 村田町 足立 花立山 0 無

322 7 村田町 沼田 深沢山 32 県道 無

322 8 村田町 足立 星城山 179 県道 無

322 9 村田町 小泉 梨木沢 30 県道 一部概成

322 10 村田町 小泉 滝ノ上 30 県道 無

322 11 村田町 小泉 姥ケ懐山 18 県道 一部概成

322 12 村田町 小泉 姥ケ懐山 27 県道 一部概成

322 13 村田町 小泉 北赤坂山 49 県道 無

323 1 柴田町 入間田 雨乞 158 一部概成

323 2 柴田町 本船迫 上野 1484 国道 一部概成

323 3 柴田町 四日市場 鬼石沢 128 国道 一部概成

323 6 柴田町 四日市場 炭釜 30 無

323 7 柴田町 富沢 土神 34 概成

323 8 柴田町 四日市場 保料 137 県道 一部概成

323 9 柴田町 上川名 小倉入 55 無

323 10 柴田町 富沢 東山 27 概成

323 12 柴田町 葉坂 音見坂 29 無
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323 14 柴田郡柴田町 葉坂 音見坂 29 無

324 1 川崎町 本砂金 宿 73 国道 無

324 2 川崎町 本砂金 菅刈山 13 国道 一部概成

324 3 川崎町 本砂金 道畑 70 国道 概成

324 4 川崎町 本砂金 山崎 53 国道 一部概成

324 5 川崎町 本砂金 山崎 45 国道 一部概成

324 6 川崎町 川内 柳生川 16 無

324 7 川崎町 今宿 松峯 15 概成

324 8 川崎町 今宿 川岸山 38 国道 無

324 9 川崎町 今宿 上ノ台 434 国道 一部概成

324 10 川崎町 今宿 上ノ台 59 国道 無

324 11 川崎町 前川 沼の平山 110 国道 概成

324 12 川崎町 前川 沼の平山 106 国道 一部概成

324 13 川崎町 本砂金 小畑沢山 7 一部概成

324 14 川崎町 本砂金 坂下 4 国道 無

324 15 川崎町 支倉 赤沢山 1 無

324 16 川崎町 小野 金山 3 国道 一部概成

324 17 川崎町 本砂金 稗ヶ崎 20 県道 無

324 18 川崎町 川内 太郎川 5 無

324 19 川崎町 川内 百尋山 1 一部概成

324 20 川崎町 今宿 小銀沢山 10 概成

324 21 川崎町 今宿 道下 0 国道 無

324 22 川崎町 今宿 スド 2 国道 一部概成

324 23 川崎町 今宿 湯坪二号 12 国道 一部概成

324 24 川崎町 前川 六方山 76 国道 概成

324 25 川崎町 支倉 鍛冶谷山 0 概成

324 26 川崎町 前川 松葉森山 10 国道 無

324 27 川崎町 支倉 小倉山 7 国道 未成

324 28 川崎町 支倉 小屋館山 23 国道 無

324 29 川崎町 本砂金 北栃原山 0 無

324 30 川崎町 本砂金 栃原 0 概成

324 31 川崎町 本砂金 栃原 0 一部概成

324 32 川崎町 今宿 猪ノ沢 0 高速道路 無

324 33 川崎町 今宿 焼橋沢山 5 国道 一部概成

324 34 川崎町 今宿 小銀沢山 9 国道 無

324 35 川崎町 今宿 上ノ台 2 国道 無

324 36 川崎町 今宿 叺畑 65 国道 概成

324 37 川崎町 今宿 松峯 20 無

324 38 川崎町 前川 火の塚山 113 一部概成

324 39 川崎町 前川 再拝山 0 無
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324 40 川崎町 前川 大森 10 無

324 41 川崎町 本砂金 栃原 0 無

324 42 川崎町 前川 松葉森山 8 国道 無

324 43 川崎町 支倉 川向 8 国道 無

324 45 川崎町 前川 48 県道 無

324 46 川崎町 本砂金 12 国道 無

324 47 川崎町 本砂金 9 国道 無

324 48 川崎町 本砂金 4 無

324 49 川崎町 本砂金 44 無

324 50 川崎町 今宿 0 国道 有

324 51 川崎町 今宿 8 国道 無

324 52 川崎町 本砂金 35 国道 無

324 53 川崎町 前川 31 無

324 55 川崎町 前川 32 無

341 1 丸森町 小斎 上館 133 県道 無

341 2 丸森町 大内 芳ケ沢 48 県道 一部概成

341 3 丸森町 大内 明光沢 43 県道 一部概成

341 4 丸森町 大内 青葉南 11 県道 無

341 5 丸森町 大内 青葉南 18 県道 一部概成

341 6 丸森町 大内 青葉南 112 県道 一部概成

341 7 丸森町 大内 沼端上 101 国道 一部概成

341 8 丸森町 筆甫 東山 60 県道 無

341 9 丸森町 四重麦五 7 無

341 10 丸森町 耕野 大高丸一番 11 無

341 11 丸森町 小斎 北向 90 県道 一部概成

341 12 丸森町 小斎 北町場 172 県道 無

341 13 丸森町 大内 山の神 61 県道 無

341 14 丸森町 大内 佐野西下 5 県道 無

341 15 丸森町 大内 黒佐野 12 無

341 16 丸森町 金山 石倉 19 無

341 17 丸森町 金山 上片山 128 国道 無

341 18 丸森町 丸森 泉 44 無

341 19 丸森町 筆甫 川平一 38 無

341 20 丸森町 筆甫 平場 35 県道 無

341 21 丸森町 筆甫 東山 23 無

341 22 丸森町 筆甫 鷲ノ平上 25 無

341 23 丸森町 坂上 122 県道 無

341 24 丸森町 金ケ作 42 県道 無

341 25 丸森町 土ケ森 287 県道 無

341 26 丸森町 大川口 186 県道 無
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341 27 丸森町 根子入 511 県道 無

341 28 丸森町 漆原 406 県道 無

341 29 丸森町 下滝 216 国道 無

341 30 丸森町 敷文東 3 国道 無

341 32 丸森町 山田上 0 国道 無

341 33 丸森町 舟越 山田上 0 国道 無

341 34 丸森町 木落 3 国道 一部概成

341 35 丸森町 廻倉 1 国道 概成

341 36 丸森町 廻倉 36 概成

341 37 丸森町 大巻北 19 国道 無

341 38 丸森町 立沢北 0 国道 無

341 39 丸森町 耕野 岩 5 国道 無

341 40 丸森町 耕野 大釜西 37 国道 無

341 41 丸森町 耕野 大平 11 国道 無

341 43 丸森町 大張川張 桂沢 16 国道 無

341 44 丸森町 大張川張 二又 3 国道 一部概成

341 45 丸森町 舘矢間山田 東 23 国道 無

341 46 丸森町 百合沢 1 概成

341 47 丸森町 舘矢間山田 小巻 6 国道 無

341 48 丸森町 筆甫 樋口 19 無

341 49 丸森町 筆甫 石神東 59 県道 一部概成

341 50 丸森町 薄平 142 概成

341 51 丸森町 小斎 源太郎 148 県道 一部概成

341 52 丸森町 天炉 5 国道 一部概成

341 53 丸森町 大内 芳ケ沢 21 県道 概成

341 54 丸森町 木落 0 国道 一部概成

341 55 丸森町 筆甫 西山 5 無

341 56 丸森町 大内 明光沢 36 県道 無

341 57 丸森町 筆甫 下南山 3 無

341 58 丸森町 筆甫 下南山 3 無

341 59 丸森町 筆甫 下南山 2 無

100 1 仙台市宮城野区 岩切 青麻沢 23 県道 一部概成

100 2 仙台市宮城野区 岩切 台屋敷 283 国道 概成

100 3 仙台市宮城野区 岩切 台屋敷 2421 県道 無

100 4 仙台市宮城野区 岩切 入山 2582 県道 無

100 5 仙台市太白区 茂ヶ崎一丁目 1900 国道 一部概成

100 7 仙台市太白区 茂庭 生出森東 100 高速道路 無

100 8 仙台市太白区 茂庭 嶺山 335 国道 無

100 9 仙台市太白区 茂庭 高田山 34 国道 無

100 10 仙台市太白区 茂庭 中ノ森 33 国道 概成
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100 11 仙台市太白区 茂庭 松ケ平 33 県道 一部概成

100 12 仙台市太白区 坪沼 愛宕山中 51 県道 無

100 13 仙台市泉区 福岡 苦桃 12 無

100 14 仙台市泉区 福岡 大沢 39 国道 無

100 15 仙台市泉区 西田中 朴ノ木山 289 国道 無

100 16 仙台市泉区 西田中 朴ノ木山 142 国道 無

100 17 仙台市泉区 松森 歩坂 0 一部概成

100 18 仙台市泉区 松森 戌亥沢 20 無

100 19 仙台市泉区 松森 戌亥沢 18 無

100 20 仙台市泉区 松森 戌亥沢 19 無

100 21 仙台市宮城野区 岩切 青麻沢 9 県道 一部概成

100 22 仙台市宮城野区 岩切 青麻沢 24 県道 一部概成

100 23 仙台市太白区 秋保町馬場 大平 8 県道 無

100 24 仙台市太白区 秋保町馬場 大平 19 県道 無

100 25 仙台市太白区 秋保町馬場 野尻北 2 県道 一部概成

100 26 仙台市太白区 秋保町馬場 鷹巣西 0 県道 概成

100 27 仙台市太白区 秋保町馬場 鷹の巣西 0 県道 一部概成

100 28 仙台市太白区 秋保町馬場 鷹の巣 9 県道 無

100 29 仙台市太白区 秋保町馬場 鷹の巣 53 県道 無

100 30 仙台市太白区 秋保町馬場 西向 0 一部概成

100 31 仙台市太白区 秋保町馬場 沼山 23 県道 概成

100 32 仙台市太白区 秋保町馬場 北山西 7 無

100 33 仙台市太白区 秋保町馬場 石ケ森 1 県道 一部概成

100 34 仙台市太白区 秋保町馬場 新川道 9 県道 一部概成

100 35 仙台市太白区 秋保町長袋 水上北 223 県道 一部概成

100 36 仙台市太白区 秋保町長袋 大平 0 国道 一部概成

100 37 仙台市太白区 秋保町長袋 二ノ輪山 370 国道 一部概成

100 38 仙台市太白区 秋保町長袋 石神山 5 国道 無

100 39 仙台市太白区 秋保町長袋 台山 41 国道 無

100 42 仙台市太白区 秋保町長袋 亀ケ森山 12 概成

100 43 仙台市太白区 秋保町境野 辺田山 11 県道 一部概成

100 44 仙台市太白区 秋保町境野 辺田山 360 国道 無

100 45 仙台市太白区 秋保町湯元 白木沢 14 無

100 46 仙台市太白区 秋保町湯元 白木沢 7 県道 無

100 47 仙台市太白区 秋保町湯元 白木沢 342 県道 無

100 48 仙台市太白区 秋保町湯元 白木沢 345 県道 無

100 49 仙台市太白区 秋保町湯元 白木沢 37 県道 無

100 50 仙台市太白区 秋保町湯元 上原 131 県道 無

100 51 仙台市太白区 秋保町湯元 上原 183 県道 無

100 52 仙台市太白区 秋保町湯元 青木 35 県道 無
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100 54 仙台市太白区 秋保町馬場 昼野 2 県道 無

100 55 仙台市青葉区 大倉 屋敷平 11 無

100 56 仙台市青葉区 大倉 高見沢 47 県道 一部概成

100 57 仙台市青葉区 大倉 矢込山 26 県道 概成

100 58 仙台市青葉区 大倉 向大倉山 42 県道 無

100 59 仙台市青葉区 大倉 向大倉山 44 県道 無

100 60 仙台市青葉区 大倉 向大倉山 18 県道 一部概成

100 61 仙台市青葉区 大倉 佐伊利 11 無

100 62 仙台市青葉区 大倉 夜盗沢 3 県道 一部概成

100 63 仙台市青葉区 大倉 夜盗沢 14 県道 無

100 64 仙台市青葉区 大倉 丸谷地 3 無

100 65 仙台市青葉区 大倉 高畑 25 県道 無

100 66 仙台市青葉区 大倉 高畑 9 県道 無

100 67 仙台市青葉区 大倉 高畑 1 県道 一部概成

100 68 仙台市青葉区 大倉 青下 15 無

100 69 仙台市青葉区 大倉 西原 17 無

100 70 仙台市青葉区 熊ケ根 赤沢山 3 県道 一部概成

100 71 仙台市青葉区 作並 長原 37 国道 一部概成

100 72 仙台市青葉区 作並 歌沢 24 国道 無

100 73 仙台市青葉区 新川 早坂西 1 一部概成

100 74 仙台市青葉区 新川 左手山 70 無

100 75 仙台市青葉区 熊ケ根 小込沢 16 国道 概成

100 76 仙台市青葉区 熊ケ根 小込沢 35 国道 無

100 77 仙台市青葉区 熊ケ根 捻木 357 国道 無

100 78 仙台市青葉区 上愛子 舟橋 50 国道 無

100 79 仙台市青葉区 上愛子 西原 279 無

100 80 仙台市太白区 秋保町長袋 舘ケ沢 134 県道 無

100 81 仙台市泉区 福岡 岳山 0 一部概成

100 82 仙台市青葉区 大倉 高森 13 一部概成

100 83 仙台市青葉区 上愛子 五ﾂ森 518 一部概成

100 84 仙台市太白区 秋保町馬場 森安 13 無

100 85 仙台市青葉区 上愛子 五ﾂ森 709 国道 一部概成

100 86 仙台市青葉区 作並 中山 48 一部概成

100 87 仙台市青葉区 大倉 向大倉 2 県道 概成

100 88 仙台市泉区 福岡 岳山 0 一部概成

100 89 仙台市太白区 秋保町馬場 北山西 13 県道 無

100 91 仙台市太白区 秋保町湯元 大日向 7 一部概成

100 92 仙台市太白区 秋保町馬場 沼山 6 一部概成

100 93 仙台市青葉区 大倉 北谷地 0 一部概成

100 94 仙台市 0 一部概成
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361 1 亘理町 逢隈小山 南山 109 県道 一部概成

361 2 亘理町 逢隈小山 南山 164 県道 無

361 3 亘理町 逢隈小山 南山 172 県道 無

361 4 亘理町 逢隈小山 中沢 19 県道 無

361 5 亘理町 逢隈上郡 山入 72 無

361 6 亘理町 逢隈鹿島 北鹿島 468 国道 無

361 7 亘理町 逢隈鹿島 北鹿島 790 国道 無

361 8 亘理町 逢隈鹿島 宮前 1168 国道 無

361 9 亘理町 逢隈鹿島 宮前 446 国道 無

361 10 亘理町 愛宕前 443 国道 概成

361 11 亘理町 雪穴 720 国道 無

361 12 亘理町 龍円寺前 788 国道 無

361 13 亘理町 長瀞 入山 305 国道 無

361 14 亘理町 長瀞 坂下 202 国道 一部概成

361 15 亘理町 長瀞 泉 329 国道 一部概成

361 16 亘理町 吉田 作田 405 国道 一部概成

361 17 亘理町 吉田 内谷 751 国道 一部概成

361 18 亘理町 吉田 内谷 159 国道 無

361 19 亘理町 逢隈上郡 山入 193 国道 無

361 20 亘理町 長瀞 鹿野 675 国道 無

361 21 亘理町 吉田 西 84 国道 無

361 22 亘理町 吉田 西 111 国道 無

361 23 亘理町 逢隈神宮寺 堂前 390 国道 一部概成

361 24 亘理町 逢隈神宮寺 ヲフロ 354 国道 一部概成

362 2 山元町 八手庭 大沢 231 国道 一部概成

362 3 山元町 大平 舘の内 295 国道 無

362 4 山元町 小平 北柳沢 323 国道 無

362 5 山元町 小平 南柳沢 265 国道 概成

362 6 山元町 小平 北の入 151 国道 無

362 7 山元町 鷲足 大舘 224 国道 無

362 8 山元町 山寺 新山 417 国道 無

362 9 山元町 山寺 新山 249 国道 一部概成

362 10 山元町 山寺 新山 337 国道 無

362 11 山元町 山寺 新山 128 高速道路 無

362 12 山元町 浅生原 上大沢 192 高速道路 一部概成

362 13 山元町 高瀬 西石山原 154 高速道路 一部概成

362 14 山元町 高瀬 南山上 135 高速道路 一部概成

362 15 山元町 真庭 上新田 56 高速道路 無

362 16 山元町 真庭 上新田 81 高速道路 概成

362 17 山元町 真庭 新田 44 高速道路 無
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362 18 山元町 真庭 新田 101 高速道路 無

362 19 山元町 坂元 上山二 69 高速道路 無

362 20 山元町 坂元 上山一 107 県道 無

362 21 山元町 坂元 上山一 120 県道 無

362 22 山元町 坂元 上山 148 県道 概成

362 23 山元町 坂元 上山一 61 県道 無

362 24 山元町 坂元 上山一 68 県道 無

362 25 山元町 坂元 上山一 129 高速道路 無

362 26 山元町 坂元 上山一 129 高速道路 無

362 27 山元町 山寺 新山 212 国道 無

362 28 山元町 山寺 谷原 492 国道 無

362 29 山元町 浅生原 原 210 高速道路 無

362 30 山元町 浅生原 上宮前 158 高速道路 無

362 31 山元町 高瀬 南山神 87 高速道路 無

362 32 山元町 坂元 菅ノ沢 74 高速道路 無

401 1 松島町 桜渡度 舘ケ沢 31 県道 無

401 2 松島町 高城 白坂 324 国道 無

401 3 松島町 高城 小森 1231 国道 無

401 4 松島町 高城 白坂 217 国道 無

401 5 松島町 松島 大沢平 76 国道 概成

401 6 松島町 松島 大沢平 40 一部概成

406 1 利府町 菅谷 孝行松下 28 県道 一部概成

406 2 利府町 菅野 孝行松下 31 県道 一部概成

406 3 利府町 菅谷 孝行松下 22 県道 一部概成

406 4 利府町 神谷沢 菅野沢 185 県道 概成

406 5 利府町 神谷沢 北沢 599 県道 一部概成

406 6 利府町 菅谷 舘 421 県道 無

406 7 利府町 沢乙 深山 381 県道 無

406 10 利府町 赤沼 中倉 262 国道 無

406 11 利府町 赤沼 丹波沢 94 国道 概成

406 12 利府町 赤沼 丹波沢 88 国道 無

406 13 利府町 赤沼 丹波沢 71 国道 無

406 14 利府町 赤沼 二本椚 70 県道 無

406 15 利府町 赤沼 中倉 224 国道 概成

406 16 利府町 森郷 内ノ目北 19 県道 一部概成

406 17 利府町 森郷 名古曽 25 県道 一部概成

406 18 利府町 春日 黒森 0 一部概成

406 19 利府町 菅谷 孝行松下 26 県道 一部概成

406 20 利府町 菅谷 孝行松下 37 県道 概成

406 21 利府町 森郷 内目北 20 無
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406 22 利府町 神谷沢 菅野 263 県道 概成

406 23 利府町 赤沼 番ヶ森 22 県道 無

421 1 大和町 吉田 日水 2 県道 一部概成

421 2 大和町 吉田 明ケ沢 10 県道 無

421 3 大和町 吉田 反町西 394 県道 無

421 4 大和町 吉田 一本杉 152 無

421 5 大和町 吉田 車沢 111 無

421 6 大和町 吉田 間保堂西 33 無

421 7 大和町 吉田 間保堂西 20 無

421 9 大和町 宮床 撫倉 81 国道 無

421 10 大和町 小野 向田 294 国道 無

421 11 大和町 鶴鵜屋 四ケ沢山 212 県道 無

421 12 大和町 鶴巣 堰場 47 一部概成

421 13 大和町 鶴巣 大沢 64 概成

421 14 大和町 吉田 上嘉太神南 4 林道 一部概成

421 15 大和町 吉田 上嘉太神南 11 一部概成

421 16 大和町 吉田 沢渡北 2 県道 一部概成

421 17 大和町 吉田 沢渡北 2 県道 無

421 18 大和町 吉田 日水 42 県道 一部概成

421 19 大和町 吉田 欠ノ上古屋敷 9 無

421 20 大和町 宮床 高山 2 概成

421 21 大和町 鶴巣小鶴沢 広坪 21 概成

421 22 大和町 吉田 上嘉太神南 0 無

422 1 大郷町 東成田 山神沢 85 県道 無

422 2 大郷町 東成田 北沢山 102 県道 無

422 3 大郷町 東成田 北沢山 132 県道 無

422 4 大郷町 東成田 北沢山 99 県道 無

422 5 大郷町 東成田 板谷東山 110 県道 一部概成

422 6 大郷町 東成田 板谷東山 34 県道 概成

422 7 大郷町 大松沢 法堂 7 一部概成

422 8 大郷町 川内 細田山 101 県道 無

422 9 大郷町 川内 長福寺山 52 無

422 10 大郷町 東成田 板谷東山 29 県道 一部概成

422 11 大郷町 東成田 板谷東山 50 県道 一部概成

422 12 大郷町 東成田 板谷東山 53 県道 一部概成

422 13 大郷町 東成田 板谷東山 77 県道 一部概成

422 14 大郷町 東成田 板谷東山 10 無

422 15 大郷町 川内 中埣山 6 概成

422 16 大郷町 東成田 板谷東山 5 一部概成

422 17 大郷町 東成田 板谷東山 11 概成
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422 18 大郷町 東成田 板谷東山 10 一部概成

422 19 大郷町 川内 長福寺山 54 無

424 1 大衡村 大瓜 中山 46 無

424 2 大衡村 大瓜 牛野 13 無

424 3 大衡村 大瓜 向牛野 10 無

424 4 大衡村 大瓜 向牛野 50 一部概成

424 5 黒川郡大衡村 大瓜 向牛野 45 無

207 1 名取市 高館熊野堂 今成 32 県道 無

207 2 名取市 高館熊野堂 小畑山 171 国道 無

207 3 名取市 高館熊野堂 小畑山 322 国道 無

207 4 名取市 高館吉田 西真坂 551 県道 無

207 5 名取市 高館吉田 館山 277 県道 無

207 6 名取市 高舘吉田 舘山 5 一部概成

207 7 名取市 高舘川上 来光 2889 県道 一部概成

207 8 名取市 高舘川上 東金剛寺 149 県道 無

207 9 名取市 愛島塩手 滝沢 60 県道 無

207 10 名取市 愛島笠島 中南沢 229 県道 無

207 11 名取市 愛島笠島 北南沢 169 県道 一部概成

207 12 名取市 愛島笠島 蜂ヶ森 190 県道 無

207 13 名取市 高館熊野堂 今成南 36 高速道路 無

207 14 名取市 高館熊野堂 今成南 86 国道 一部概成

207 15 名取市 高館熊野堂 石畑山 117 国道 無

207 16 名取市 高館吉田 上鹿野東 429 県道 無

207 17 名取市 高舘川上 西樽水 0 県道 一部概成

207 19 名取市 高館川上 薬師 11 県道 概成

207 20 名取市 高館熊野堂 大沢前山 15 無

211 1 岩沼市 志賀 原 22 県道 概成

211 2 岩沼市 志賀 長峯 5 県道 無

211 3 岩沼市 志賀 原 16 県道 無

211 4 岩沼市 志賀 水上 31 県道 無

211 5 岩沼市 志賀 雨堤 28 県道 一部概成

211 6 岩沼市 志賀 銅谷 49 県道 無

211 7 岩沼市 志賀 北沢 53 県道 無

211 8 岩沼市 三色吉 中ノ原 1271 県道 無

211 9 岩沼市 南長谷 山小屋 1435 県道 一部概成

211 10 岩沼市 南長谷 中谷地 56 国道 一部概成

211 11 岩沼市 志賀 一の坂 29 県道 概成

211 12 岩沼市 志賀 大師 23 県道 概成

211 13 岩沼市 志賀 淀ケ森 19 県道 一部概成

211 14 岩沼市 北長谷 高峠山 787 県道 無
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211 15 岩沼市 志賀 猪の倉 58 県道 無

211 16 岩沼市 志賀 東大森 42 県道 無

211 17 岩沼市 平賀 土平 152 県道 未成

211 18 岩沼市 志賀 雷神 59 県道 無

211 19 岩沼市 志賀 薬師 25 県道 一部概成

211 20 岩沼市 志賀 大石 62 県道 一部概成

211 21 岩沼市 南長谷 山小屋 548 県道 概成

211 22 岩沼市 志賀 東大森 38 県道 無

211 23 岩沼市 志賀 油窪 38 県道 一部概成

211 24 岩沼市 志賀 東大森 39 県道 一部概成

211 25 岩沼市 志賀 石山 211 県道 一部概成

211 26 岩沼市 志賀 土平 118 県道 一部概成

211 27 岩沼市 志賀 土平 103 県道 一部概成

212 1001 登米市 登米町日根牛 上羽沢 15 県道 概成

212 1002 登米市 登米町日根牛 上羽沢 14 県道 概成

212 1003 登米市 登米町日根牛 上羽沢 14 県道 概成

212 1004 登米市 登米町日根牛 上羽沢 16 県道 一部概成

212 1005 登米市 登米町日根牛 上羽沢 27 県道 一部概成

212 1006 登米市 登米町日根牛 上羽沢 29 県道 概成

212 1007 登米市 登米町日根牛 上羽沢 25 県道 一部概成

212 1008 登米市 登米町日根牛 上羽沢 24 県道 一部概成

212 1009 登米市 登米町日根牛 上羽沢 22 県道 無

212 1010 登米市 登米町日根牛 上羽沢 15 県道 無

212 1011 登米市 登米町日根牛 下羽沢 26 県道 一部概成

212 1012 登米市 登米町日根牛 下羽沢 0 概成

212 1013 登米市 登米町日根牛 下羽沢 2 県道 概成

212 1014 登米市 登米町日根牛 北沢 123 概成

212 1015 登米市 登米町日根牛 中山 104 県道 概成

212 1016 登米市 登米町日根牛 中山 116 県道 一部概成

212 1017 登米市 登米町日根牛 入谷 131 県道 無

212 1018 登米市 登米町寺池 金沢山 95 国道 概成

212 1019 登米市 登米町日根牛 上羽沢 21 県道 無

212 1020 登米市 登米町日根牛 北沢山 142 県道 無

212 1021 登米市 登米町日根牛 中山 726 国道 一部概成

212 1022 登米市 登米町日根牛 中山 111 県道 一部概成

212 2001 登米市 東和町米川 北上沢 0 一部概成

212 2002 登米市 東和町米川 仲上沢 89 国道 無

212 2003 登米市 東和町米川 西上沢 525 国道 無

212 2004 登米市 東和町米川 東網木 95 国道 概成

212 2005 登米市 東和町米川 東網木 99 国道 無
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212 2006 登米市 東和町米川 町裏 666 国道 一部概成

212 2007 登米市 東和町米川 町下 157 国道 概成

212 2008 登米市 東和町米川 山根 15 国道 一部概成

212 2009 登米市 東和町米川 山根 60 国道 一部概成

212 2010 登米市 東和町米川 飯土井 73 国道 無

212 2011 登米市 東和町米川 飯土井 110 国道 一部概成

212 2012 登米市 東和町米川 軽米 103 県道 一部概成

212 2013 登米市 東和町米川 軽米 110 県道 無

212 2014 登米市 東和町米川 軽米 105 県道 無

212 2015 登米市 東和町米川 松坂 106 県道 一部概成

212 2016 登米市 東和町米川 館の下 113 国道 一部概成

212 2017 登米市 東和町米谷 細野 103 国道 一部概成

212 2018 登米市 東和町錦織 畑の沢 77 一部概成

212 2019 登米市 東和町錦織 八ケ森 60 県道 概成

212 2020 登米市 東和町錦織 川端 128 県道 概成

212 2021 登米市 東和町錦織 高城山 17 県道 概成

212 2022 登米市 東和町米谷 相川 66 一部概成

212 2023 登米市 東和町米谷 相川 49 無

212 2024 登米市 東和町米谷 大嶺 383 県道 無

212 2025 登米市 東和町米谷 朝田貫 3 国道 一部概成

212 2026 登米市 東和町錦織 八ケ森 41 県道 一部概成

212 2027 登米市 東和町錦織 八ケ森 6 県道 無

212 2028 登米市 東和町米川 東綱木 29 国道 一部概成

212 2029 登米市 東和町米川 東綱木 33 国道 無

212 2030 登米市 東和町米川 東綱木 0 林道 無

212 2031 登米市 東和町米川 町裏 591 国道 無

212 2032 登米市 東和町米川 松坂 121 県道 一部概成

212 2033 登米市 東和町米谷 朝田貫 5 国道 一部概成

212 2034 登米市 東和町米谷 朝田貫 20 国道 一部概成

212 2035 登米市 東和町米谷 宮石 83 国道 無

212 2036 登米市 東和町米谷 根廻 114 県道 無

212 2037 登米市 東和町米谷 朝田貫 9 国道 一部概成

212 2038 登米市 東和町米川 西上沢 63 国道 一部概成

212 2039 登米市 東和町米川 東綱木 54 国道 一部概成

212 2040 登米市 東和町米川 北上沢 100 国道 一部概成

212 2041 登米市 東和町米川 東綱木 104 国道 無

212 2042 登米市 東和町米川 東綱木 151 国道 無

212 2043 登米市 東和町米川 大綱木 24 県道 無

212 3001 登米市 中田町浅水 浅部玉山 69 国道 概成

212 8001 登米市 津山町横山 竹の沢 60 国道 無
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212 8002 登米市 津山町横山 竹の沢 5 一部概成

212 8003 登米市 津山町横山 竹の沢 132 国道 一部概成

212 8004 登米市 津山町横山 大萓沢 25 無

212 8005 登米市 津山町横山 上ノ山 365 国道 一部概成

212 8006 登米市 津山町横山 地志貝 113 県道 無

212 8007 登米市 津山町柳津 舘石 91 国道 無

212 8008 登米市 津山町柳津 幣崎 87 国道 無

212 8009 登米市 津山町柳津 幣崎 53 国道 無

212 8010 登米市 津山町柳津 大土 35 国道 一部概成

212 8011 登米市 津山町柳津 大土 34 概成

212 8012 登米市 津山町柳津 大土 81 国道 一部概成

212 8013 登米市 津山町横山 野尻 129 県道 一部概成

212 8014 登米市 津山町柳津 宮下 285 国道 概成

212 8015 登米市 津山町柳津 大土 48 国道 一部概成

212 8016 登米市 津山町柳津 孫山 60 国道 無

212 8017 登米市 津山町横山 野尻 57 県道 無

212 8018 登米市 津山町横山 大萱沢 17 一部概成

212 8020 登米市 横山 地志貝ほか 72 国道 未成

213 1001 栗原市 若柳武槍 木売沢 29 県道 一部概成

213 1002 栗原市 若柳有賀 新山 84 高速道路 一部概成

213 2001 栗原市 栗駒沼倉 耕英東 6 一部概成

213 2002 栗原市 栗駒深谷 小谷地 110 県道 一部概成

213 2003 栗原市 栗駒文字 放森 9 県道 一部概成

213 2004 栗原市 栗駒深谷 大日向 7 県道 一部概成

213 2005 栗原市 栗駒深谷 大日向 24 県道 一部概成

213 2006 栗原市 栗駒深谷 本桐 15 県道 概成

213 2007 栗原市 栗駒深谷 大日向 5 県道 概成

213 2008 栗原市 栗駒鳥沢 深沢 15 一部概成

213 2009 栗原市 栗駒鳥沢 早坂 5 一部概成

213 2010 栗原市 栗駒鳥沢 畑前 43 一部概成

213 2011 栗原市 栗駒鳥沢 新山前 7 一部概成

213 2012 栗原市 栗駒鳥沢 油畑沢 13 概成

213 2013 栗原市 栗駒鳥沢 梅田 48 一部概成

213 2014 栗原市 栗駒岩ケ崎 三島 153 県道 一部概成

213 2015 栗原市 栗駒岩ケ崎 新地ケ沢 1305 国道 一部概成

213 2016 栗原市 栗駒岩ケ崎 桐木沢 1254 国道 一部概成

213 2017 栗原市 栗駒松倉 小深田平 1267 国道 無

213 2018 栗原市 栗駒中野 貝ケ森 34 一部概成

213 2019 栗原市 栗駒松倉 西山 3 一部概成

213 2020 栗原市 栗駒松倉 笹ケ森 39 国道 一部概成
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213 2021 栗原市 栗駒松倉 笹ケ森 63 国道 概成

213 2022 栗原市 栗駒沼倉 木鉢 3 一部概成

213 2023 栗原市 栗駒沼倉 岩下 90 国道 一部概成

213 2024 栗原市 栗駒沼倉 上ノ山 66 国道 無

213 2025 栗原市 栗駒沼倉 火ノ沢 29 国道 概成

213 2026 栗原市 栗駒沼倉 似仙 21 県道 無

213 2027 栗原市 栗駒沼倉 東沼ヶ森 0 県道 一部概成

213 2028 栗原市 栗駒沼倉 西沼ヶ森 0 県道 概成

213 2029 栗原市 栗駒沼倉 西沼ヶ森 0 県道 一部概成

213 2030 栗原市 栗駒沼倉 西沼ヶ森 0 県道 一部概成

213 2031 栗原市 栗駒沼倉 耕英東 0 県道 一部概成

213 2032 栗原市 栗駒沼倉 耕英中 0 一部概成

213 2033 栗原市 栗駒沼倉 耕英中 0 市町村道 一部概成

213 2034 栗原市 栗駒沼倉 耕英南 0 一部概成

213 2035 栗原市 栗駒文字 荒砥沢 2 一部概成

213 2036 栗原市 栗駒文字 山下 12 一部概成

213 2037 栗原市 栗駒文字 山下 0 無

213 2038 栗原市 栗駒文字 高平 2 一部概成

213 2039 栗原市 栗駒文字 大槻 28 県道 無

213 2040 栗原市 栗駒文字 新田 11 県道 未成

213 2041 栗原市 栗駒文字 上向 3 一部概成

213 2042 栗原市 栗駒文字 向田 20 県道 概成

213 2043 栗原市 栗駒文字 海草 0 一部概成

213 2044 栗原市 栗駒文字 加賀堂 66 県道 一部概成

213 2045 栗原市 栗駒文字 津花 1 県道 概成

213 2046 栗原市 栗駒文字 東戸井沢 2 無

213 2047 栗原市 栗駒文字 七曲 7 県道 概成

213 2048 栗原市 栗駒文字 細越 12 一部概成

213 2049 栗原市 栗駒文字 葛峯 33 県道 無

213 2050 栗原市 栗駒文字 上山口 11 無

213 2051 栗原市 栗駒文字 上山口 26 県道 一部概成

213 2053 栗原市 栗駒文字 鍜治屋 11 一部概成

213 2054 栗原市 栗駒文字 小手 0 一部概成

213 2055 栗原市 栗駒文字 荒屋敷前 56 県道 一部概成

213 2056 栗原市 栗駒文字 深渡戸 16 県道 無

213 2057 栗原市 栗駒文字 鍜治屋 61 県道 一部概成

213 2058 栗原市 栗駒沼倉 耕英南 6 無

213 2059 栗原市 栗駒沼倉 薄木 0 県道 無

213 2060 栗原市 栗駒沼倉 玉山 0 県道 無

213 2062 栗原市 栗駒沼倉 玉山 0 無
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213 2063 栗原市 栗駒沼倉 黒滝 101 国道 無

213 2064 栗原市 栗駒松倉 西山 3 無

213 2065 栗原市 栗駒鳥沢 不動堂 8 無

213 2066 栗原市 栗駒文字 荒砥沢 0 一部概成

213 2067 栗原市 栗駒文字 上山口 3 一部概成

213 2068 栗原市 栗駒沼倉 耕英中 0 市町村道 概成

213 2069 栗原市 栗駒文字 鍛冶屋 32 県道 概成

213 2070 栗原市 栗駒文字 鍛冶屋 26 県道 無

213 2071 栗原市 栗駒松倉 笹ケ森 3 無

213 2075 栗原市 栗駒文字 大明神地内 41 県道 概成

213 2076 栗原市 栗駒文字 0 一部概成

213 2077 栗原市 栗駒文字 荒砥沢 1 無

213 2078 栗原市 栗駒文字 荒砥沢 1 無

213 2079 栗原市 栗駒文字 0 一部概成

213 2080 栗原市 栗駒文字 3 無

213 4001 栗原市 一迫 不動西 2 一部概成

213 4002 栗原市 一迫 川台 45 国道 概成

213 4003 栗原市 一迫 西沢 30 国道 一部概成

213 4004 栗原市 一迫 山沢 34 国道 無

213 4005 栗原市 一迫 川口沢山 265 県道 一部概成

213 4006 栗原市 一迫 川口内山 214 国道 無

213 4007 栗原市 一迫 西沢 17 国道 一部概成

213 4008 栗原市 一迫 川口北山 127 国道 一部概成

213 4009 栗原市 一迫 不動西 22 一部概成

213 4010 栗原市 一迫 川口北山 259 国道 一部概成

213 4011 栗原市 一迫 川口北山 202 国道 一部概成

213 4012 栗原市 一迫 川口山館 102 国道 概成

213 4013 栗原市 一迫 嶋体山畑 36 県道 一部概成

213 4014 栗原市 一迫 嶋体山畑 82 県道 無

213 4015 栗原市 一迫 嶋体小山下 112 県道 概成

213 4016 栗原市 一迫真坂 清水ケ袋 399 県道 概成

213 4017 栗原市 一迫 論田 16 国道 一部概成

213 4018 栗原市 一迫 不動西 52 国道 無

213 4019 栗原市 一迫 明神沢 7 国道 概成

213 4020 栗原市 一迫 岩ケ沢 6 国道 無

213 4021 栗原市 一迫 嶋体館浦 11 無

213 6001 栗原市 鶯沢 南郷洞泉寺 286 県道 無

213 6002 栗原市 鶯沢 南郷洞泉寺 190 無

213 6003 栗原市 鶯沢 南郷遠堀 395 国道 概成

213 6004 栗原市 鶯沢 南郷野山 222 県道 無
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213 6005 栗原市 鶯沢 南郷野山 206 県道 一部概成

213 6006 栗原市 鶯沢 南郷野山 222 県道 一部概成

213 6007 栗原市 鶯沢 南郷野山 122 県道 一部概成

213 6008 栗原市 鶯沢 南郷野山 24 一部概成

213 6009 栗原市 鶯沢 南郷野山 21 概成

213 6010 栗原市 鶯沢 南郷野山 4 一部概成

213 6011 栗原市 鶯沢 南郷四ツ岩 16 県道 一部概成

213 6012 栗原市 鶯沢 南郷四ツ石 37 国道 概成

213 6013 栗原市 鶯沢 南郷上藤沢 3 一部概成

213 6014 栗原市 鶯沢 袋中筋根 289 国道 一部概成

213 6015 栗原市 鶯沢 南郷野山 8 県道 無

213 6016 栗原市 鶯沢 南郷大竹 100 一部概成

213 6017 栗原市 鶯沢 南郷野山 29 一部概成

213 6018 栗原市 鶯沢 北郷境塚 187 県道 概成

213 6019 栗原市 鶯沢 北郷早坂 226 県道 概成

213 7001 栗原市 金成末野 若宮 23 県道 概成

213 7002 栗原市 金成有壁 伊勢堂 15 県道 概成

213 7003 栗原市 金成普賢堂 福田 31 概成

213 7004 栗原市 金成 翁沢 108 国道 無

213 7005 栗原市 金成小迫 花館 272 国道 概成

213 7006 栗原市 金成津久毛 平形名地三味沢 131 県道 一部概成

213 7007 栗原市 金成津久毛 平形堂場沢 128 県道 一部概成

213 7008 栗原市 金成有壁 長根 15 県道 概成

213 7009 栗原市 金成普賢堂 桐木沢 0 市町村道 概成

213 9001 栗原市 花山 本沢軍沢 1 県道 無

213 9002 栗原市 花山 本沢天神 9 国道 無

213 9003 栗原市 花山 本沢沼山 1 一部概成

213 9004 栗原市 花山 本沢天ケ沢 4 国道 一部概成

213 9005 栗原市 花山 草木沢角間 0 県道 一部概成

213 9006 栗原市 花山 本沢滝ノ沢 3 無

213 9007 栗原市 花山 草木沢荒谷裏 5 県道 一部概成

213 9008 栗原市 花山 本沢滝ノ沢 163 国道 一部概成

213 9009 栗原市 花山 草木沢日向山 2 一部概成

213 9010 栗原市 花山 本沢虚空蔵 6 一部概成

213 9011 栗原市 花山 本沢御堂 37 国道 一部概成

213 9012 栗原市 花山 本沢猪ノ沢 33 国道 概成

213 9013 栗原市 花山 本沢浅布 12 国道 無

213 9014 栗原市 花山 本沢温湯 6 国道 一部概成

213 9015 栗原市 花山 本沢温湯 17 国道 一部概成

213 9016 栗原市 花山 草木沢角間 0 県道 一部概成
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213 9017 栗原市 花山 草木沢角間 1 県道 概成

213 9018 栗原市 花山 草木沢角間 1 県道 一部概成

213 9019 栗原市 花山 草木沢角間 0 県道 一部概成

213 9020 栗原市 花山 草木沢角間 0 県道 一部概成

213 9021 栗原市 花山 草木沢角間 3 県道 無

213 9022 栗原市 花山 草木沢荒谷裏 15 県道 一部概成

213 9023 栗原市 花山 草木沢荒谷裏 25 県道 無

213 9024 栗原市 花山 草木沢向小田 0 一部概成

213 9025 栗原市 花山 草木沢向小田 0 未成

213 9026 栗原市 花山 本沢虚空蔵 147 国道 概成

213 9027 栗原市 花山 本沢萩ノ原 162 国道 無

213 9028 栗原市 花山 草木沢角間 0 県道 一部概成

213 9029 栗原市 花山 草木沢北山 5 県道 無

213 9030 栗原市 花山 草木沢権現堂 96 国道 無

213 9031 栗原市 花山 草木沢西風山 2 無

213 9032 栗原市 花山 本沢虚空蔵 7 一部概成

213 9033 栗原市 花山 本沢虚空蔵 20 一部概成

213 9034 栗原市 花山 本沢軽井沢 12 無

213 9035 栗原市 花山 本沢軽井沢 15 一部概成

215 1001 大崎市 松山次橋 千貫森 83 一部概成

215 1002 大崎市 松山次橋 小坂山 83 一部概成

215 1003 大崎市 松山次橋 前山 85 一部概成

215 1004 大崎市 松山千石 大欅 1192 県道 一部概成

215 1005 大崎市 松山千石 塚田 459 県道 概成

215 1006 大崎市 松山下伊場野 姥乳 4 県道 一部概成

215 1007 大崎市 松山下伊場野 高田 23 県道 一部概成

215 1008 大崎市 松山下伊場野 中ノ谷 10 一部概成

215 1009 大崎市 松山千石 高寺森 61 一部概成

215 1010 大崎市 松山千石 与作松 649 県道 一部概成

215 1011 大崎市 松山千石 大欅 855 県道 概成

215 1012 大崎市 松山千石 的場山 138 一部概成

215 1013 大崎市 松山金谷 山葵沢東 219 県道 概成

215 2001 大崎市 三本木伊場野 中ノ坊 82 県道 一部概成

215 2002 大崎市 三本木 天王沢 1268 国道 無

215 3001 大崎市 鹿島台深谷 塚の入 49 概成

215 3002 大崎市 鹿島台大迫 絹掛 12 県道 一部概成

215 3003 大崎市 鹿島台大迫 白金森 27 一部概成

215 3004 大崎市 鹿島台大迫 絹掛 6 一部概成

215 3005 大崎市 鹿島台広長 鳥屋場 38 県道 概成

215 4001 大崎市 岩出山池月 上宮松程 5 国道 一部概成
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215 4002 大崎市 岩出山池月 鵙目小森山 238 国道 一部概成

215 4003 大崎市 岩出山池月 上一栗天堤 10 無

215 4004 大崎市 岩出山上野目 天王山 340 国道 無

215 4005 大崎市 岩出山南沢 松崎東 5 一部概成

215 4006 大崎市 岩出山 上東昌寺沢 15 一部概成

215 4007 大崎市 岩出山池月 上宮埋ケ森 50 国道 無

215 4008 大崎市 岩出山池月 鵙目館山 1 一部概成

215 4009 大崎市 岩出山池月 鵙目待井山 78 国道 一部概成

215 4010 大崎市 岩出山池月 下宮山 341 国道 無

215 4011 大崎市 岩出山池月 鵙目待井山 89 国道 一部概成

215 4012 大崎市 岩出山南沢 鳥屋山 5 一部概成

215 4013 大崎市 岩出山南沢 小池坂西 2 県道 一部概成

215 4014 大崎市 岩出山 細峰 6 一部概成

215 4015 大崎市 岩出山池月 鵙目館山 10 一部概成

215 5001 大崎市 鳴子温泉鬼首 岩入 2 県道 一部概成

215 5002 大崎市 鳴子温泉鬼首 岩入 0 県道 一部概成

215 5003 大崎市 鳴子温泉鬼首 根松 6 県道 一部概成

215 5004 大崎市 鳴子温泉鬼首 芦沢 0 県道 概成

215 5005 大崎市 鳴子温泉鬼首 峠 1 県道 一部概成

215 5006 大崎市 鳴子温泉鬼首 寒湯 9 県道 一部概成

215 5007 大崎市 鳴子温泉鬼首 寒湯 5 県道 一部概成

215 5008 大崎市 鳴子温泉鬼首 上軍沢 5 国道 一部概成

215 5009 大崎市 鳴子温泉鬼首 石渕 3 国道 一部概成

215 5010 大崎市 鳴子温泉鬼首 中川原 2 国道 一部概成

215 5011 大崎市 鳴子温泉鬼首 小向 3 国道 一部概成

215 5012 大崎市 鳴子温泉鬼首 吹上 4 国道 概成

215 5013 大崎市 鳴子温泉鬼首 吹上 1 国道 一部概成

215 5014 大崎市 鳴子温泉鬼首 上蟹沢 4 国道 無

215 5015 大崎市 鳴子温泉 尿前 7 国道 無

215 5016 大崎市 鳴子温泉 尿前 6 国道 一部概成

215 5017 大崎市 鳴子温泉 尿前 37 国道 一部概成

215 5018 大崎市 鳴子温泉 古戸前 60 国道 一部概成

215 5019 大崎市 鳴子温泉 古戸前 130 国道 一部概成

215 5022 大崎市 鳴子温泉 末沢 304 国道 概成

215 5023 大崎市 鳴子温泉 末沢 419 国道 概成

215 5025 大崎市 鳴子温泉 末沢 223 一部概成

215 5026 大崎市 鳴子温泉 赤這 300 国道 一部概成

215 5029 大崎市 鳴子温泉 中野 195 国道 一部概成

215 5031 大崎市 鳴子温泉 馬場 97 国道 一部概成

215 5032 大崎市 鳴子温泉 沢目木 16 県道 無
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215 5033 大崎市 鳴子温泉 黒崎 134 国道 一部概成

215 5034 大崎市 鳴子温泉 小身川原 88 国道 概成

215 5035 大崎市 鳴子温泉 南山 5 一部概成

215 5036 大崎市 鳴子温泉 入沢 0 概成

215 5037 大崎市 鳴子温泉鬼首 上岩入 2 県道 一部概成

215 5038 大崎市 鳴子温泉鬼首 岩入向 0 県道 概成

215 5039 大崎市 鳴子温泉鬼首 岩入向 0 県道 一部概成

215 5040 大崎市 鳴子温泉鬼首 保呂内 1 県道 一部概成

215 5041 大崎市 鳴子温泉鬼首 保呂内 0 県道 概成

215 5042 大崎市 鳴子温泉鬼首 根松 3 県道 一部概成

215 5043 大崎市 鳴子温泉鬼首 広畑 2 県道 一部概成

215 5044 大崎市 鳴子温泉鬼首 広畑 2 県道 一部概成

215 5045 大崎市 鳴子温泉鬼首 峠 5 県道 一部概成

215 5046 大崎市 鳴子温泉鬼首 広畑 3 県道 無

215 5047 大崎市 鳴子温泉鬼首 高剥 10 県道 一部概成

215 5048 大崎市 鳴子温泉鬼首 高剥向 13 県道 一部概成

215 5049 大崎市 鳴子温泉鬼首 高剥向 3 県道 一部概成

215 5050 大崎市 鳴子温泉鬼首 森子 0 概成

215 5051 大崎市 鳴子温泉鬼首 小豆畑 0 概成

215 5052 大崎市 鳴子温泉鬼首 小豆畑 0 国道 一部概成

215 5053 大崎市 鳴子温泉鬼首 石淵 2 国道 一部概成

215 5054 大崎市 鳴子温泉鬼首 石淵 4 国道 一部概成

215 5055 大崎市 鳴子温泉鬼首 山桑 0 国道 一部概成

215 5056 大崎市 鳴子温泉鬼首 大谷地 0 国道 一部概成

215 5057 大崎市 鳴子温泉鬼首 久保田 1 国道 概成

215 5058 大崎市 鳴子温泉鬼首 田野原 0 国道 概成

215 5059 大崎市 鳴子温泉鬼首 曲畑 3 国道 一部概成

215 5060 大崎市 鳴子温泉鬼首 神明上 5 国道 概成

215 5061 大崎市 鳴子温泉鬼首 宮沢 40 国道 一部概成

215 5062 大崎市 鳴子温泉鬼首 小向原 6 国道 概成

215 5063 大崎市 鳴子温泉鬼首 梨ノ木 7 国道 一部概成

215 5064 大崎市 鳴子温泉鬼首 中江 1 一部概成

215 5065 大崎市 鳴子温泉鬼首 中江 0 国道 無

215 5066 大崎市 鳴子温泉 見手野原 1 国道 無

215 5067 大崎市 鳴子温泉 見手野原 0 国道 無

215 5068 大崎市 鳴子温泉 見手野原 0 国道 無

215 5069 大崎市 鳴子温泉 見手野原 0 国道 無

215 5070 大崎市 鳴子温泉鬼首 岩渕 46 国道 一部概成

215 5071 大崎市 鳴子温泉 柳木 45 国道 一部概成

215 5072 大崎市 鳴子温泉 柳木 49 国道 一部概成
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215 5073 大崎市 鳴子温泉 柳木 50 国道 一部概成

215 5075 大崎市 鳴子温泉 南星沼 11 一部概成

215 5076 大崎市 鳴子温泉 焼石亦 7 概成

215 5077 大崎市 鳴子温泉 南星沼 11 概成

215 5078 大崎市 鳴子温泉 南星沼 8 一部概成

215 5079 大崎市 鳴子温泉 南星沼 11 概成

215 5083 大崎市 鳴子温泉 車湯 301 一部概成

215 5084 大崎市 鳴子温泉 蓬田 172 国道 概成

215 5085 大崎市 鳴子温泉 沼井 0 無

215 5086 大崎市 鳴子温泉 入沢 0 無

215 5087 大崎市 鳴子温泉 入沢 0 無

215 5088 大崎市 鳴子温泉 入沢 3 一部概成

215 5089 大崎市 鳴子温泉 沢 117 国道 一部概成

215 5090 大崎市 鳴子温泉 湯元 529 国道 一部概成

215 5091 大崎市 鳴子温泉鬼首 保呂内 0 県道 概成

215 5092 大崎市 鳴子温泉 南原 4 一部概成

215 5094 大崎市 鳴子温泉 鷲ノ巣 152 国道 一部概成

215 5095 大崎市 鳴子温泉鬼首 神明上 25 国道 概成

215 5096 大崎市 鳴子温泉 鷲の巣 131 国道 一部概成

215 5097 大崎市 鳴子温泉 西原 1 国道 概成

215 5098 大崎市 鳴子温泉 川端 6 国道 一部概成

215 5099 大崎市 鳴子温泉 通原 0 県道 概成

215 5100 大崎市 鳴子温泉 通原 0 一部概成

215 5101 大崎市 鳴子温泉鬼首 岩入向 1 県道 一部概成

215 5102 大崎市 鳴子温泉鬼首 岩入 10 県道 概成

215 5103 大崎市 鳴子温泉鬼首 芦沢 1 県道 概成

215 5104 大崎市 鳴子温泉鬼首 芦沢 1 県道 概成

215 5105 大崎市 鳴子温泉鬼首 上の台 12 県道 概成

215 5106 大崎市 鳴子温泉鬼首 上の台 14 県道 一部概成

215 5107 大崎市 鳴子温泉鬼首 高剥 12 県道 概成

215 5108 大崎市 鳴子温泉鬼首 尾ケ沢 3 県道 一部概成

215 5109 大崎市 鳴子温泉鬼首 尾ケ沢 1 県道 概成

215 5110 大崎市 鳴子温泉鬼首 高剥向 8 県道 概成

215 5112 大崎市 鳴子温泉鬼首 曲り畑 31 国道 一部概成

215 5113 大崎市 鳴子温泉 久田 58 国道 一部概成

215 5114 大崎市 鳴子温泉 蓬田 346 国道 概成

215 5115 大崎市 鳴子温泉 沢 222 国道 概成

215 5116 大崎市 鳴子温泉 馬場 188 国道 一部概成

215 5117 大崎市 鳴子温泉鬼首 上岩入 3 県道 一部概成

215 5118 大崎市 鳴子温泉鬼首 広畑 7 県道 無
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215 5119 大崎市 鳴子温泉鬼首 広畑 2 県道 無

215 5120 大崎市 鳴子温泉 大畑 253 国道 無

215 5121 大崎市 鳴子温泉 入沢 91 国道 概成

215 5122 大崎市 鳴子温泉鬼首 上岩入 0 県道 無

215 5123 大崎市 鳴子温泉 鬼首 42 国道 有

215 6001 大崎市 田尻小塩 大宮南 61 一部概成

215 6002 大崎市 田尻大沢 田部堂一 190 県道 一部概成

215 6003 大崎市 田尻大貫 又平壇 8 市町村道 一部概成

215 6004 大崎市 田尻大沢 北ノ沢 181 県道 一部概成

215 6005 大崎市 田尻大貫 又平壇 75 一部概成

215 6006 大崎市 田尻大貫 又平壇 129 県道 概成

215 6007 大崎市 田尻大貫 又平壇 127 県道 概成

215 6008 大崎市 田尻大貫 又平壇 138 県道 概成

215 6009 大崎市 田尻大貫 又平壇 79 県道 一部概成

215 6010 大崎市 田尻大貫 山王山 56 県道 一部概成

215 6011 大崎市 田尻大貫 鹿飼道上 60 県道 概成

215 6012 大崎市 田尻大貫 山王山 42 県道 無

215 6013 大崎市 田尻大貫 又平壇 9 一部概成

215 6014 大崎市 田尻大沢 加護峰山 114 一部概成

215 6015 大崎市 田尻大貫 又平壇 232 県道 概成

444 1 色麻町 小栗山 下桑畑 27 一部概成

444 2 色麻町 平沢 山下 17 一部概成

444 3 色麻町 小栗山 五輪 26 無

444 4 色麻町 小栗山 嶽山 0 一部概成

444 5 色麻町 小栗山 下桑畑 34 一部概成

444 6 色麻町 王城寺 蛭沢 0 一部概成

444 7 色麻町 王城寺 蛭沢 0 一部概成

444 8 色麻町 小栗山 鳥屋森 3 一部概成

445 1 加美町 上多田川 舟窪 0 一部概成

445 2 加美町 上多田川 舟窪 0 概成

445 3 加美町 上多田川 舟窪 4 概成

445 4 加美町 上多田川 舟窪 0 市町村道 一部概成

445 5 加美町 上多田川 大松峰 1 一部概成

445 6 加美町 上多田川 ちょうな沢 12 県道 一部概成

445 7 加美町 下多田川 新田 1 市町村道 一部概成

445 8 加美町 上多田川 舟窪 0 一部概成

445 9 加美町 上多田川 舟窪 2 一部概成

445 10 加美町 上多田川 大峯 16 県道 無

445 11 加美町 上多田川 大峯 48 県道 無

445 1001 加美町 漆沢浦 53 概成
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445 1003 加美町 漆沢筒砂子 0 国道 無

445 1004 加美町 漆沢宇津野 12 国道 無

445 1005 加美町 芋沢柳沢山 0 無

445 1006 加美町 鹿原大又 0 概成

445 1007 加美町 芋沢小土山 12 概成

445 1008 加美町 芋沢植村 5 概成

445 1009 加美町 味ケ袋水沢 34 一部概成

445 1010 加美町 味ケ袋薬来原 45 概成

445 1011 加美町 味ケ袋薬来原 29 概成

445 1012 加美町 鹿原岩下 10 一部概成

445 1013 加美町 鹿原青野欠ノ上 1 無

445 1014 加美町 鹿原山下 34 一部概成

445 1015 加美町 漆沢 漆沢高畑 0 一部概成

445 1016 加美町 漆沢 漆沢大野 0 無

445 1017 加美町 漆沢高畑 0 概成

445 1018 加美町 漆沢 漆沢大野 56 概成

445 1019 加美町 漆沢 漆沢宿 23 一部概成

445 1020 加美町 漆沢 漆沢赤坂 18 概成

445 1021 加美町 水芋 水芋楢実野 0 概成

445 1022 加美町 水芋 水芋小石沢 1 一部概成

445 1023 加美町 門沢 門沢沼頭平 0 国道 一部概成

445 1024 加美町 芋沢 芋沢柳沢山 1 無

445 1027 加美町 鹿原 鹿原田谷地 0 無

445 1028 加美町 鹿原 鹿原芦滑沢 0 市町村道 無

445 1029 加美町 鹿原 鹿原実沢 0 一部概成

445 1030 加美町 鹿原 鹿原小山 26 一部概成

445 1031 加美町 麓山 284 国道 一部概成

445 1032 加美町 麓山 475 国道 一部概成

445 1033 加美町 麓山 214 国道 一部概成

445 1034 加美町 麓山 430 国道 一部概成

445 1035 加美町 月崎 見当 330 国道 概成

445 1036 加美町 月崎 見当 278 国道 一部概成

445 1037 加美町 味ケ袋 味ケ袋水沢 24 国道 一部概成

445 1038 加美町 漆沢 漆沢宿 17 概成

445 1039 加美町 鹿原小梨沢 鹿原小梨沢 19 一部概成

445 1040 加美町 鹿原川前 鹿原川前 1 概成

445 1041 加美町 鹿原 鹿原芦滑沢 0 一部概成

445 1042 加美町 鹿原 川底上野原 9 無

445 1043 加美町 麓山 419 国道 一部概成

445 1044 加美町 芋沢 鹿原大又 0 一部概成
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445 1046 加美町 上野目 味ケ袋水沢 3 概成

445 1047 加美町 漆沢野中 12 一部概成

445 1049 加美町 芋沢小土山 1 概成

445 1050 加美町 鹿原大日向 0 無

445 1051 加美町 芋沢 鹿原大又 5 国道 概成

445 1052 加美町 鹿原田谷地 7 無

445 1053 加美町 漆沢高畑 0 概成

445 1054 加美町 鹿原 鹿原芦滑沢 0 無

445 1055 加美町 鹿原 鹿原小山 21 無

445 1056 加美町 漆沢高畑 0 概成

445 1057 加美町 鹿原 麓山 145 国道 無

445 2001 加美町 北川内 箒野 17 県道 一部概成

445 2002 加美町 宮崎 寒風沢十二番 16 概成

445 2003 加美町 宮崎 北 11 市町村道 一部概成

445 2004 加美町 宮崎 北 0 一部概成

445 2005 加美町 宮崎 北 1 一部概成

445 2006 加美町 宮崎 北 63 一部概成

445 2007 加美町 宮崎 北 15 一部概成

445 2008 加美町 宮崎 寺沢 154 県道 一部概成

445 2009 加美町 宮崎 北 0 概成

445 2010 加美町 宮崎 北 1 一部概成

445 2011 加美町 宮崎 寒風沢６番 1 無

445 2012 加美町 宮崎 北 2 一部概成

445 2013 加美町 宮崎 南 0 一部概成

445 2014 加美町 宮崎 南 0 無

445 2015 加美町 宮崎 南 0 一部概成

445 2016 加美町 宮崎 北 0 一部概成

445 2017 加美町 宮崎 北 3 一部概成

445 2018 加美町 宮崎 北 0 一部概成

445 2019 加美町 宮崎 北 0 無

445 2020 加美町 宮崎 切込一番 14 県道 無

445 2021 加美町 宮崎 小原 11 概成

445 2022 加美町 北川内 牛戻 0 一部概成

445 2023 加美町 北川内 石仏 0 県道 一部概成

445 2024 加美町 北川内 大沢口 8 県道 概成

445 2025 加美町 北川内 北野沢 11 県道 一部概成

445 2026 加美町 北川内 北野沢 9 県道 概成

445 2027 加美町 宮崎 屋敷４番 30 概成

445 2028 加美町 谷地森 長坂 3 一部概成

445 2029 加美町 小泉 町下 473 県道 一部概成
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445 2030 加美町 鳥屋ケ崎 深沢平 29 県道 一部概成

445 2031 加美町 宮崎 北 0 概成

445 2032 加美町 宮崎 金沢一番 0 市町村道 概成

445 2033 加美町 北川内 小川入 10 県道 概成

445 2034 加美町 宮崎 金沢一番 38 一部概成

445 2035 加美町 宮崎 北 0 概成

445 2036 加美町 宮崎 北 1 県道 概成

445 2037 加美町 北川内 小沢口 6 県道 概成

445 2038 加美町 谷地森 赤沼 2 県道 概成

501 1 涌谷町 上郡 猿田 71 県道 一部概成

501 2 涌谷町 上郡 寺林 90 県道 一部概成

501 3 涌谷町 下郡 釜場 118 県道 一部概成

501 4 涌谷町 涌谷 湯之沢 115 国道 無

501 5 涌谷町 猪岡短台 笠石 180 県道 一部概成

501 6 涌谷町 猪岡短台 平沢 112 県道 一部概成

501 7 涌谷町 箟岳 神楽岡 203 県道 一部概成

501 8 涌谷町 箟岳 神楽岡 145 県道 一部概成

501 9 涌谷町 太田 大天馬 116 県道 一部概成

501 10 涌谷町 太田 沢田 111 県道 無

501 11 涌谷町 小里 立場 91 国道 一部概成

501 12 涌谷町 小里 館ヶ森 175 国道 無

501 13 涌谷町 小里 菅の沢 170 国道 概成

501 14 涌谷町 小里 柳沢 48 県道 無

501 15 涌谷町 小里 大平 37 県道 無

501 16 涌谷町 下郡 垂氷山道上 47 県道 一部概成

501 17 涌谷町 下郡 八幡 86 県道 一部概成

501 18 涌谷町 涌谷 猿手山 0 国道 一部概成

501 19 涌谷町 小塚 桜清水 19 一部概成

202 1 石巻市 高木 鳥屋 71 一部概成

202 2 石巻市 水沼 花水山 146 無

202 5 石巻市 湊 隠里山 433 国道 一部概成

202 6 石巻市 渡波 梨木畑 334 県道 無

202 7 石巻市 折浜 梅木沢 15 無

202 8 石巻市 桃浦 井戸入 23 県道 無

202 9 石巻市 桃浦 ウトキ山 4 県道 無

202 10 石巻市 小積浜 小積山 16 県道 無

202 11 石巻市 高木 小林 74 一部概成

202 12 石巻市 高木 愛宕山 120 無

202 13 石巻市 高木 水戸林 75 県道 無

202 14 石巻市 高木 小西山 70 無
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202 15 石巻市 沢田 志の畑 72 国道 無

202 16 石巻市 真野 小萩山 144 県道 無

202 17 石巻市 沢田 志の畑 65 国道 未成

202 18 石巻市 渡波 クルミ沢 2 県道 概成

202 1001 石巻市 尾崎 宮下 15 県道 無

202 1002 石巻市 長面 大入山 14 県道 無

202 1003 石巻市 釜谷 西宮山 27 国道 一部概成

202 1005 石巻市 針岡 迦蘭 42 無

202 1006 石巻市 福地 丁子浜 52 未成

202 1007 石巻市 福地 町 154 県道 一部概成

202 1008 石巻市 福地 小田内 227 県道 一部概成

202 1009 石巻市 福地 中原 115 無

202 1010 石巻市 三輪田 高森 71 県道 無

202 1011 石巻市 三輪田 梅木 70 県道 一部概成

202 1012 石巻市 北境 芹沢 114 国道 一部概成

202 1013 石巻市 北境 芹沢 49 県道 一部概成

202 1014 石巻市 北境 久保 91 県道 一部概成

202 1015 石巻市 飯野 宮下北 97 国道 一部概成

202 1016 石巻市 成田 前山下 4 国道 無

202 1017 石巻市 成田 前山下 6 国道 一部概成

202 1018 石巻市 相野谷 塚崎 254 国道 無

202 1019 石巻市 相野谷 塚崎 116 無

202 1020 石巻市 皿貝 松ノ木 203 無

202 1021 石巻市 中島 大窪山 119 一部概成

202 1022 石巻市 皿貝 土屋沢山 13 一部概成

202 1023 石巻市 皿貝 爰沢山 114 一部概成

202 1024 石巻市 馬鞍 前釜 44 無

202 1025 石巻市 中島 屋敷入畠中 59 無

202 1026 石巻市 北境 トヤケ森 40 県道 一部概成

202 1027 石巻市 針岡 丁字浜 39 未成

202 1028 石巻市 三輪田 大迫 51 県道 無

202 1029 石巻市 小船越 山畑 113 国道 一部概成

202 1030 石巻市 飯野 大吉野 313 国道 無

202 1031 石巻市 皿貝 馬場 184 一部概成

202 1032 石巻市 中島 成沢 1 国道 無

202 1033 石巻市 小船越 山畑 174 国道 無

202 1034 石巻市 小船越 山畑 478 国道 無

202 1035 石巻市 大森 大土 230 県道 無

202 1036 石巻市 三輪田 竹之迫前山 101 県道 無

202 1037 石巻市 三輪田 竹之迫前山 91 無
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202 1038 石巻市 三輪田 新寺東平 45 無

202 1039 石巻市 三輪田 広畑 96 県道 無

202 1040 石巻市 福地 石道入 47 県道 無

202 1041 石巻市 福地 畠中 117 無

202 1042 石巻市 福地 山下 232 無

202 1043 石巻市 針岡 獅子篭 245 無

202 1044 石巻市 針岡 山王山 177 無

202 1045 石巻市 皿貝 十二神内田 88 無

202 1046 石巻市 針岡 追館 23 無

202 1047 石巻市 中野 相野田入 487 県道 概成

202 1048 石巻市 皿貝 熊野堂 152 無

202 1049 石巻市 皿貝 片谷入山 231 無

202 1050 石巻市 皿貝 小沢 90 無

202 2001 石巻市 雄勝町雄勝 寺 34 国道 無

202 2002 石巻市 雄勝町雄勝 呉壷 11 国道 一部概成

202 2003 石巻市 雄勝町水浜 水浜 28 国道 無

202 2004 石巻市 雄勝町分浜 分浜 1 一部概成

202 2005 石巻市 雄勝町雄勝 中倉 20 県道 無

202 2006 石巻市 雄勝町雄勝 原 44 県道 一部概成

202 2007 石巻市 雄勝町雄勝 味噌作 45 国道 一部概成

202 2008 石巻市 雄勝町雄勝 小淵 55 国道 無

202 2009 石巻市 雄勝町明神 沼尻 14 国道 未成

202 2010 石巻市 雄勝町名振 鮑石 7 無

202 2011 石巻市 雄勝町名振 小浜 7 一部概成

202 2012 石巻市 雄勝町名振 東 20 県道 無

202 2013 石巻市 雄勝町船越 小泊 21 概成

202 2014 石巻市 雄勝町熊沢 熊沢 29 県道 一部概成

202 2015 石巻市 雄勝町立浜 寺下 15 県道 無

202 2016 石巻市 雄勝町大浜 大浜 53 県道 無

202 2017 石巻市 雄勝町雄勝 原 51 県道 一部概成

202 2018 石巻市 雄勝町雄勝 上雄勝 27 国道 一部概成

202 2019 石巻市 雄勝町雄勝 味噌作 26 県道 無

202 2020 石巻市 雄勝町雄勝 味噌作 13 未成

202 2021 石巻市 雄勝町立浜 天神 20 県道 一部概成

202 2022 石巻市 雄勝町雄勝 寺 33 国道 一部概成

202 2023 石巻市 雄勝町雄勝 唐桑 4 国道 概成

202 2024 石巻市 雄勝町雄勝 味噌作 20 国道 概成

202 2025 石巻市 雄勝町水浜 水浜 33 国道 一部概成

202 2026 石巻市 雄勝町雄勝 味噌作 18 国道 無

202 2027 石巻市 雄勝町雄勝 船戸神明 29 国道 無



危険地区
番号

治山事業
進捗状況

人家数
（戸）

市町村 大字 字 道路

202 2028 石巻市 雄勝町雄勝 中倉 62 県道 無

202 2029 石巻市 雄勝町雄勝 中倉 47 県道 無

202 2030 石巻市 雄勝町雄勝 中倉 32 国道 無

202 2031 石巻市 雄勝町雄勝 中倉 39 国道 無

202 3001 石巻市 前谷地 大在家山 221 県道 概成

202 3002 石巻市 前谷地 大在家山 308 県道 概成

202 3003 石巻市 前谷地 山崎山 564 県道 無

202 3004 石巻市 前谷地 八幡山 522 国道 無

202 3005 石巻市 前谷地 寺沢山 43 県道 概成

202 3006 石巻市 和渕 十内沢山 114 県道 概成

202 3007 石巻市 和渕 君ケ沢山 13 県道 概成

202 3008 石巻市 和渕 入ノ沢山 40 県道 概成

202 3009 石巻市 和渕 入ノ沢山 569 県道 一部概成

202 3010 石巻市 和渕 北和渕二番 589 県道 概成

202 3011 石巻市 和渕 北和渕二番 393 県道 無

202 3012 石巻市 和渕 北和渕一番 393 県道 概成

202 3013 石巻市 北村 神尾 473 国道 一部概成

202 3014 石巻市 北村 神尾 343 国道 無

202 3015 石巻市 北村 一ノ矢一 5 一部概成

202 3016 石巻市 北村 踏返一 10 県道 一部概成

202 3017 石巻市 北村 大沢堤 34 一部概成

202 3018 石巻市 前谷地 大在家山 335 県道 無

202 4001 石巻市 桃生町太田 上入沢 187 県道 無

202 5001 石巻市 北上町橋浦 袖ノ山 51 県道 一部概成

202 5002 石巻市 北上町橋浦 月迫山 220 県道 無

202 5003 石巻市 北上町橋浦 喰迫山 193 県道 無

202 5004 石巻市 北上町女川 館 129 県道 一部概成

202 5005 石巻市 北上町女川 高梨子 220 県道 概成

202 5006 石巻市 北上町女川 要害山 170 県道 無

202 5007 石巻市 北上町女川 大峯 5 県道 一部概成

202 5008 石巻市 北上町十三浜 滝入 75 国道 無

202 5009 石巻市 北上町十三浜 白浜 5 国道 概成

202 5010 石巻市 北上町十三浜 小室 31 国道 一部概成

202 5011 石巻市 北上町十三浜 小泊 8 国道 一部概成

202 5012 石巻市 北上町十三浜 相川 24 一部概成

202 5013 石巻市 北上町十三浜 相川 23 一部概成

202 5014 石巻市 北上町十三浜 相川 5 一部概成

202 5015 石巻市 北上町十三浜 相川 26 無

202 5016 石巻市 北上町十三浜 相川 11 国道 一部概成

202 5017 石巻市 北上町十三浜 斉都 261 県道 無
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202 5018 石巻市 北上町十三浜 東田 162 国道 一部概成

202 5019 石巻市 北上町女川 大峯 5 県道 一部概成

202 5020 石巻市 北上町十三浜 壷穴 0 無

202 5021 石巻市 北上町十三浜 相川 23 無

202 5022 石巻市 北上町十三浜 白浜 7 国道 無

202 5023 石巻市 北上町橋浦 西山 92 県道 無

202 5024 石巻市 北上町十三浜 白浜 0 国道 一部概成

202 5025 石巻市 北上町十三浜 白浜 1 国道 一部概成

202 5026 石巻市 北上町長尾 鰒取 171 県道 無

202 5027 石巻市 北上町長尾 西沢 114 県道 無

202 6001 石巻市 小網倉浜 家の入 16 県道 無

202 6002 石巻市 泊浜 大沢平山 12 一部概成

202 6003 石巻市 新山浜 藤斜山 48 一部概成

202 6004 石巻市 鮫ノ浦 権治 5 県道 一部概成

202 6005 石巻市 十八成浜 大嵐山 68 県道 一部概成

202 6006 石巻市 鮎川浜 炭焼山 168 概成

202 6007 石巻市 大原浜 大草山 44 県道 一部概成

202 6008 石巻市 大原浜 一の峠 47 県道 一部概成

202 6009 石巻市 渡波 大浜 2 県道 無

214 1 東松島市 矢本 上舘下 289 国道 概成

214 2 東松島市 矢本 上舘下 450 国道 一部概成

214 3 東松島市 大塩 小泉 219 概成

214 1001 東松島市 牛網 鷹ノ巣山 614 国道 無

214 1002 東松島市 牛網 鷹ノ巣山 676 国道 無

581 1 女川町 高白浜 根浜 20 県道 一部概成

581 2 女川町 浦宿浜 尾田峯 151 国道 一部概成

581 3 女川町 浦宿浜 石ノ田 237 国道 一部概成

581 4 女川町 宮ヶ崎 川尻 27 国道 無

581 5 女川町 石浜 高森 48 国道 一部概成

581 6 女川町 尾浦 尾浦 30 国道 無

581 7 女川町 御前浜 大原道 0 国道 無

581 8 女川町 御前浜 鬼ケ平 11 国道 無

581 9 女川町 指ノ浜 指ノ浜 17 国道 一部概成

581 10 女川町 浦宿浜 篠浜山 116 国道 無

581 11 女川町 宮ケ崎 田ノ畑山 68 国道 無

581 12 女川町 御前浜 大原道 1 国道 概成

581 13 女川町 女川浜 日蕨第二 20 県道 無

581 14 女川町 女川浜 日蕨 77 無

581 15 女川町 女川浜 新田 58 無

581 16 女川町 女川浜 新田 84 無
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581 17 女川町 石浜 石浜 46 国道 一部概成

581 18 女川町 浦宿沢 十二神 457 国道 無

581 19 女川町 大石原浜 向 9 県道 一部概成

581 20 女川町 野々浜 大道 11 県道 一部概成

581 21 女川町 針浜 後山 47 一部概成

581 22 女川町 女川浜 新田 54 国道 無

581 23 女川町 女川浜 大原 115 国道 一部概成

581 24 女川町 女川浜 大原 32 国道 無

581 25 女川町 女川浜 日蕨第二 17 無

581 26 女川町 女川浜 日蕨 103 無

581 27 女川町 女川浜 日蕨 82 無

581 28 女川町 女川浜 日蕨 48 国道 無

581 29 女川町 女川浜 新田 43 国道 無

581 30 女川町 飯子浜 飯子 3 県道 無

581 31 女川町 女川浜 新田 37 国道 無

581 32 女川町 針浜 向山 68 無

581 33 女川町 浦宿浜 安住 27 国道 無

205 1 気仙沼市 白石 14 県道 一部概成

205 2 気仙沼市 白石 0 県道 無

205 3 気仙沼市 上西側 145 県道 概成

205 4 気仙沼市 古町 255 県道 無

205 5 気仙沼市 魚町 221 県道 無

205 6 気仙沼市 古町 943 国道 一部概成

205 7 気仙沼市 内松川 719 国道 無

205 8 気仙沼市 内松川 46 県道 一部概成

205 9 気仙沼市 早稲谷 22 県道 無

205 10 気仙沼市 芳ノ口 24 県道 一部概成

205 11 気仙沼市 芳ノ口 17 一部概成

205 12 気仙沼市 細尾 44 県道 概成

205 13 気仙沼市 細尾 19 県道 概成

205 14 気仙沼市 細尾 107 県道 無

205 15 気仙沼市 塚沢 29 無

205 16 気仙沼市 関根 16 無

205 17 気仙沼市 赤岩物見 2 一部概成

205 18 気仙沼市 松崎上金取 12 県道 一部概成

205 19 気仙沼市 外浜 1 県道 概成

205 20 気仙沼市 上東側根 23 県道 一部概成

205 21 気仙沼市 上西側 上西側 120 県道 一部概成

205 22 気仙沼市 内松川 5 県道 未成

205 23 気仙沼市 松川 69 県道 一部概成
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205 24 気仙沼市 渡戸 12 無

205 25 気仙沼市 町裏 276 県道 一部概成

205 26 気仙沼市 赤岩牧沢 600 国道 一部概成

205 27 気仙沼市 川上 5 無

205 28 気仙沼市 東中才 571 国道 無

205 29 気仙沼市 上東側根 22 無

205 30 気仙沼市 上西側 64 県道 概成

205 1001 気仙沼市 唐桑町荒谷前 59 国道 無

205 1002 気仙沼市 唐桑町岩井沢 78 国道 一部概成

205 1003 気仙沼市 唐桑町載釣 36 国道 無

205 1004 気仙沼市 唐桑町載釣 27 国道 無

205 1005 気仙沼市 唐桑町只越 8 国道 無

205 1006 気仙沼市 唐桑町只越 40 国道 無

205 2001 気仙沼市 本吉町中川内 20 県道 無

205 2002 気仙沼市 本吉町中川内 0 林道 一部概成

205 2003 気仙沼市 本吉町中川内 1 県道 一部概成

205 2004 気仙沼市 本吉町下川内 67 県道 無

205 2005 気仙沼市 本吉町大柴 69 県道 概成

205 2006 気仙沼市 本吉町大柴 75 県道 未成

205 2007 気仙沼市 本吉町滝沢 0 林道 概成

205 2008 気仙沼市 本吉町鹿の子 35 県道 概成

205 2009 気仙沼市 本吉町信夫 49 県道 一部概成

205 2010 気仙沼市 本吉町猿内 28 県道 一部概成

205 2011 気仙沼市 本吉町午王野沢 35 県道 一部概成

205 2012 気仙沼市 本吉町松ケ沢 81 国道 一部概成

205 2013 気仙沼市 本吉町泉沢 16 一部概成

205 2014 気仙沼市 本吉町泉沢 60 鉄道 概成

205 2015 気仙沼市 本吉町泉沢 28 無

205 2016 気仙沼市 本吉町蕨野 40 概成

205 2017 気仙沼市 本吉町外尾 13 国道 一部概成

205 2018 気仙沼市 狼の巣 本吉町狼の巣 4 一部概成

205 2019 気仙沼市 本吉町寺谷 130 一部概成

205 2020 気仙沼市 本吉町高瀬ケ森 1 一部概成

205 2021 気仙沼市 本吉町高瀬ケ森 39 一部概成

205 2022 気仙沼市 本吉町狼の巣 2 県道 一部概成

205 2024 気仙沼市 本吉町中沢 9 一部概成

205 2025 気仙沼市 本吉町上野 5 国道 無

205 2026 気仙沼市 本吉町外尾 15 概成

205 2027 気仙沼市 東川内 本吉町東川内 13 一部概成

606 1 南三陸町 志津川 立沢 0 林道 無
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606 2 南三陸町 志津川 袖浜 24 国道 無

606 3 南三陸町 入谷 岩沢 13 国道 一部概成

606 4 南三陸町 入谷 入大船沢 30 無

606 5 南三陸町 入谷 入大船沢 30 一部概成

606 6 南三陸町 入谷 入大船沢 59 未成

606 7 南三陸町 志津川 上保呂毛 78 一部概成

606 8 南三陸町 志津川 上保呂毛 101 県道 一部概成

606 9 南三陸町 志津川 上保呂毛 10 一部概成

606 10 南三陸町 戸倉 街道方 184 国道 無

606 11 南三陸町 戸倉 街道方 6 国道 無

606 12 南三陸町 戸倉 上前沢 108 無

606 13 南三陸町 戸倉 波伝谷 5 国道 無

606 14 南三陸町 戸倉 津の宮 28 国道 無

606 15 南三陸町 戸倉 長清水 23 国道 無

606 16 南三陸町 入谷 入大船沢 0 県道 一部概成

606 17 南三陸町 入谷 入大船沢 59 一部概成

606 18 南三陸町 戸倉 上沢前 61 国道 無

606 1001 南三陸町 歌津 樋の口 24 県道 概成

606 1002 南三陸町 歌津 樋の口 24 県道 概成

606 1003 南三陸町 歌津 樋の口 58 県道 無

606 1004 南三陸町 歌津 払川 26 県道 一部概成

606 1005 南三陸町 歌津 払川 31 県道 一部概成

606 1006 南三陸町 歌津 払川 30 県道 未成

606 1007 南三陸町 歌津 払川 31 県道 概成

606 1008 南三陸町 歌津 払川 36 県道 無
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