
番号 指定年月日 当初指定年月日 指定区域名称 適用

1 昭和47年4月1日 夢見ヶ崎地区災害危険区域 幸区北加瀬字山崎1397ほか

2 令和2年1月24日 昭和47年4月1日 長尾西高根地区災害危険区域 多摩区長尾六丁目1159番6ほか

3 昭和47年4月1日 野川南耕地地区災害危険区域 宮前区野川字南耕地2273-20ほか

4 昭和47年4月1日 新作間際根地区災害危険区域 高津区新作間際根1462-2ほか

5 昭和47年4月1日 末長富士見台地区災害危険区域 高津区末長字富士見台557ほか

6 昭和47年4月1日 南加瀬仲山地区災害危険区域 幸区南加瀬字仲山79-1ほか

7 昭和47年4月1日 井田山下地区災害危険区域 中原区井田字山下1160-2ほか

8 昭和47年4月1日 下作延辰ノ谷地区災害危険区域 高津区下作延字辰ノ谷357-1ほか

9 昭和47年4月1日 蟹ヶ谷池ノ里地区災害危険区域 高津区蟹ヶ谷字池ノ里62-2ほか

10 令和2年1月24日 昭和47年4月1日 生田飯室西地区災害危険区域 多摩区東生田二丁目4648番170ほか

11 昭和47年4月1日 久末表耕地地区災害危険区域 高津区久末字表耕地1234-3ほか

12 令和2年1月24日 昭和47年4月1日 生田飯室東地区災害危険区域 多摩区東生田二丁目4648番170ほか

13 令和2年1月24日 昭和47年4月1日 菅地区災害危険区域 多摩区菅仙谷一丁目6536番1ほか

14 昭和47年4月1日 蟹ヶ谷Ｂ地区災害危険区域 高津区蟹ヶ谷字東神庭107-4ほか

15 令和2年1月24日 昭和47年4月1日 宿河原地区災害危険区域 高津区久地四丁目689番ほか

16 昭和47年4月1日 千年地区災害危険区域 高津区千年字三荷座1125ほか

17 昭和47年4月1日 蟹ヶ谷Ｃ地区災害危険区域 高津区蟹ヶ谷字中ノ町281-イ号ほか

18 昭和47年4月1日 上作延地区災害危険区域 高津区上作延字北原190ほか

19 令和3年3月19日 昭和47年4月1日 王禅寺地区災害危険区域 麻生区王禅寺西６丁目2128-68ほか

20 令和3年3月19日 昭和47年4月1日 岡上地区災害危険区域 麻生区岡上字杉山下1458-37ほか

21 昭和47年6月29日 下作延Ｂ地区災害危険区域 高津区下作延辰ノ谷412の4ほか

22 昭和47年6月29日 下作延Ｃ地区災害危険区域 高津区下作延字庚耕地2110ほか

23 昭和47年6月29日 下作延Ｄ地区災害危険区域 高津区下作延字庚耕地2086の1ほか

24 昭和47年6月29日 下作延Ｅ地区災害危険区域 高津区下作延字庚耕地2054ほか

25 昭和47年6月29日 下作延Ｆ地区災害危険区域 高津区下作延字日向2011ほか

26 昭和47年6月29日 久本地区災害危険区域 高津区久本字菊ノ園321ほか

27 昭和47年6月29日 久本Ｂ地区災害危険区域 高津区久本字桃ノ園408ほか

28 昭和47年6月29日 井田Ｂ地区災害危険区域 中原区井田字中原1061の1ほか

29 昭和47年6月29日 久地地区災害危険区域 高津区久地字西耕地504の1ほか

30 昭和49年2月15日 千年Ｃ地区災害危険区域 高津区千年字蟻山545の2ほか

31 昭和49年2月15日 平Ｂ地区災害危険区域 宮前区平字風久保45ほか

32 令和2年1月24日 昭和49年2月15日 生田Ｅ地区災害危険区域 多摩区枡形四丁目1681番１ほか

33 昭和53年4月3日 末長久保台地区災害危険区域 高津区末長久保台378の1ほか

34 昭和53年4月3日 末長向台地区災害危険区域 高津区末長向台389ほか

35 昭和53年5月30日 新作間際根Ｂ地区災害危険区域 高津区新作間際根1329ほか

36 昭和53年5月30日 蟹ヶ谷往古滝地区災害危険区域 高津区蟹ヶ谷往古滝248の2ほか

37 令和2年1月24日 昭和54年6月11日 菅Ｂ地区災害危険区域 多摩区菅仙谷一丁目6640番３ほか

38 令和3年3月19日 昭和54年6月11日 五力田地区災害危険区域 麻生区五力田字小台425-2ほか

39 昭和54年6月11日 野川東耕地地区災害危険区域 宮前区野川東耕地481の2ほか

40 昭和54年6月11日 野川北耕地地区災害危険区域 宮前区野川北耕地284の45ほか

41 令和3年3月19日 昭和55年11月1日 王禅寺真福寺谷地区災害危険区域 麻生区王禅寺西７丁目1901-1ほか

42 令和3年3月19日 昭和55年11月1日 王禅寺日吉谷地区災害危険区域 麻生区王禅寺字日吉台912-1ほか

43 令和3年3月19日 昭和56年6月10日 高石地区災害危険区域 麻生区高石３丁目1491-2ほか

44 昭和56年6月10日 新作向谷地区災害危険区域 高津区新作1650ほか

45 令和2年1月24日 昭和57年8月24日 長尾2丁目地区災害危険区域 多摩区長尾二丁目1217番6ほか

46 昭和57年8月24日 野川北耕地地区災害危険区域 宮前区野川284-6ほか

47 昭和58年3月31日 新作間際根Ｂ地区災害危険区域 高津区大字新作字間際根1323-1ほか

48 昭和58年6月24日 久末イの木地区災害危険区域 高津区久末1730ほか

49 昭和58年6月24日 久末達野地区災害危険区域 高津区久末1428-2ほか

50 令和2年1月24日 昭和58年6月24日 東生田2丁目地区災害危険区域 多摩区枡形六丁目4739番1ほか

51 昭和59年5月25日 子母口地区災害危険区域 高津区子母口227の1ほか

52 昭和59年5月25日 上作延Ｂ地区災害危険区域 高津区上作延136の1

53 令和3年3月19日 昭和60年6月1日 王禅寺源内谷地区災害危険区域 麻生区王禅寺西７丁目2007-8ほか

54 令和3年3月19日 昭和60年6月1日 古沢地区災害危険区域 麻生区古沢字都古373-1ほか

55 昭和61年5月2日 久末Ｄ地区災害危険区域 高津区久末1446ほか

56 令和2年1月24日 昭和61年5月2日 宿河原Ｂ地区災害危険区域 多摩区宿河原二丁目5番1ほか



57 昭和62年7月10日 千年Ｂ地区災害危険区域 高津区千年1120ほか

58 令和2年1月24日 昭和62年7月10日 生田Ｅ地区災害危険区域 多摩区枡形四丁目1681番2ほか

59 昭和62年7月10日 王禅寺源内谷Ｂ地区災害危険区域 麻生区王禅寺1920ほか

60 昭和63年6月7日 菅Ｂ地区災害危険区域 多摩区菅仙谷一丁目6640番2ほか

61 昭和63年6月7日 古沢Ｂ地区災害危険区域 麻生区古沢373-1ほか

62 令和3年3月19日 昭和63年6月7日 古沢Ｃ地区災害危険区域 麻生区古沢字都古522-1ほか

63 平成元年6月21日 久末Ｂ地区災害危険区域 高津区久末1373ほか

64 令和3年3月19日 平成元年6月21日 片平Ａ地区災害危険区域 麻生区片平２丁目405-1ほか

65 平成元年6月21日 子母口地区災害危険区域 高津区子母口216-1ほか

66 平成元年6月21日 野川東耕地地区災害危険区域 宮前区野川東耕地489-3ほか

67 平成元年11月30日 蟹ヶ谷往古滝地区災害危険区域 高津区蟹ヶ谷248ほか

68 平成2年6月4日 新作Ｃ地区災害危険区域 高津区新作1313ほか

69 平成2年6月4日 夢見ヶ崎地区災害危険区域 幸区北加瀬976ほか

70 平成2年6月4日 南加瀬仲山地区災害危険区域 幸区南加瀬1-131ほか

71 平成2年6月4日 蟹ヶ谷Ｂ地区災害危険区域 高津区蟹ヶ谷97-12ほか

72 令和2年1月24日 平成2年6月4日 菅地区災害危険区域 多摩区菅仙谷一丁目6755番4ほか

73 平成3年6月7日 子母口Ｂ地区災害危険区域 高津区子母口54の161ほか

74 平成4年3月10日 下作延Ｈ地区災害危険区域 高津区下作延1196の1ほか

75 平成5年5月26日 久本Ｂ地区災害危険区域 高津区久本字桃之園408ほか

76 令和3年3月19日 平成5年5月26日 王禅寺地区災害危険区域 麻生区王禅寺西６丁目2191-1ほか

77 令和3年3月19日 平成5年5月26日 王禅寺白山地区災害危険区域 麻生区王禅寺西７丁目1885ほか

78 平成6年6月13日 新作間際根Ｂ地区災害危険区域 高津区新作3-1329ほか

79 平成6年6月13日 久末梅ヶ久保地区災害危険区域 高津区久末621の3ほか

80 平成6年6月13日 片平Ｂ地区災害危険区域 麻生区片平1-94ほか

81 令和2年1月24日 平成6年6月13日 枡形6丁目地区災害危険区域 多摩区枡形六丁目4130番8ほか

82 平成6年6月13日 新作Ｄ地区災害危険区域 高津区新作2-1442の1ほか

83 平成6年6月13日 新作Ｅ地区災害危険区域 高津区新作2-1508ほか

84 平成8年5月15日 久本地区災害危険区域 高津区久本2-338の1ほか

85 平成8年5月15日 新作Ｆ地区災害危険区域 高津区新作3-1289ほか

86 令和3年3月19日 平成8年5月28日 早野Ａ地区災害危険区域 麻生区早野字矢崎前622-1ほか

87 平成8年5月28日 野川東耕地地区災害危険区域 高津区千年字上原宿354ほか

88 平成9年6月2日 千年Ｅ地区災害危険区域 高津区千年字下原宿243の1

89 平成9年6月2日 新作Ｆ地区災害危険区域 高津区新作3-1289ほか

90 令和3年3月19日 平成10年6月30日 王禅寺Ｃ地区災害危険区域 麻生区王禅寺東５丁目383ほか

91 平成10年6月30日 下麻生地区災害危険区域 麻生区下麻生字花鳥1077の2ほか

92 平成10年6月30日 久末Ｅ地区災害危険区域 高津区久末字寺谷386の8ほか

93 平成10年6月30日 枡形6丁目地区災害危険区域 多摩区枡形6-4130の8ほか

94 平成12年3月8日 梶ヶ谷5丁目地区災害危険区域 高津区梶ヶ谷5-11の13ほか

95 平成12年3月22日 上作延Ｂ地区災害危険区域 高津区上作延138の2ほか

96 平成13年6月21日 初山1丁目Ａ地区災害危険区域 宮前区初山1の48ほか

97 平成18年3月31日 片平Ｃ地区災害危険区域 麻生区片平2の344ほか

98 平成18年3月31日 千年Ｆ地区災害危険区域 高津区千年字三荷座前1266の1ほか

99 平成18年3月31日 千年Ｇ地区災害危険区域 高津区千年字三荷座前1238の1ほか

100 平成18年3月31日 下作延中耕地地区災害危険区域 高津区下作延1228の1ほか

101 平成18年3月31日 王禅寺地区災害危険区域(拡大) 麻生区王禅寺西6の2209の1ほか

102 平成20年1月15日 千年Ｃ地区災害危険区域(拡大) 高津区千年545の2ほか

103 平成20年1月15日 神木本町地区災害危険区域 宮前区神木本町１丁目940の12ほか

104 平成20年1月15日 野川南耕地Ｂ地区災害危険区域 宮前区野川2377の6ほか

105 平成20年4月9日 長尾７丁目地区災害危険区域 多摩区長尾7丁目500－14ほか

106 令和3年3月19日 平成20年4月9日 王禅寺西７丁目地区災害危険区域 麻生区白山5丁目2134-10ほか

107 平成20年8月6日 千年Ｃ地区災害危険区域(拡大) 高津区千年526－6ほか

108 平成20年11月28日 野川東耕地地区災害危険区域(拡大) 高津区野川479－1ほか

109 平成21年10月26日 下作延Ｃ地区災害危険区域(拡大) 高津区下作延1丁目2110ほか

110 令和3年3月19日 平成21年11月25日 黒川Ａ地区災害危険区域 麻生区黒川字西谷1773-1ほか

111 平成21年11月25日 子母口Ｃ地区災害危険区域 高津区子母口字富士見台54－48ほか

112 平成22年12月28日 新作間際根地区災害危険区域(拡大) 高津区新作3丁目1462－2ほか

113 平成23年1月12日 末長Ａ地区災害危険区域 高津区末長字大谷882ほか



114 平成23年2月14日 王禅寺白山地区災害危険区域(拡大) 麻生区王禅寺西7丁目1885のイほか

115 平成23年8月22日 野川東耕地Ｂ地区災害危険区域 宮前区野川字東耕地922番32ほか

116 平成23年11月2日 久地４丁目地区災害危険区域 高津区久地四丁目663番16ほか

117 平成24年2月8日 南生田１丁目Ａ地区災害危険区域 多摩区南生田一丁目6061番4ほか

118 平成24年3月7日 神木本町２丁目Ａ地区災害危険区域 宮前区神木本町二丁目559番1ほか

119 平成24年10月17日 神木本町地区災害危険区域(拡大) 宮前区神木本町一丁目940番12ほか

120 平成24年10月17日 夢見ヶ崎地区災害危険区域(拡大) 幸区北加瀬一丁目970番1ほか

121 平成24年11月13日 梶ヶ谷４丁目地区災害危険区域 高津区梶ヶ谷四丁目13番7ほか

122 令和3年3月19日 平成25年2月15日 王禅寺東５丁目Ａ地区災害危険区域 麻生区王禅寺東５丁目203-１ほか

123 平成25年3月29日 蟹ヶ谷往古滝地区災害危険区域(拡大) 高津区久末字城法谷1891番7ほか

124 平成25年10月4日 神木本町２丁目Ｂ地区災害危険区域 宮前区神木本町二丁目729番ほか

125 令和2年1月24日 平成25年10月4日 枡形６丁目Ｂ地区災害危険区域 多摩区枡形六丁目4169番地先ほか

126 平成25年11月27日 東生田３丁目Ａ地区災害危険区域 多摩区東生田三丁目9474番2地先ほか

127 令和2年1月24日 平成25年12月12日 生田飯室東地区災害危険区域 多摩区東生田二丁目4671番4地先ほか

128 平成26年5月30日 神木本町地区災害危険区域(拡大) 宮前区神木本町一丁目959番ほか

129 令和2年1月24日 平成27年1月5日 東生田２丁目Ｂ地区災害危険区域 多摩区東生田二丁目4634番1ほか

130 平成27年1月29日 馬絹地区災害危険区域 宮前区宮崎一丁目13番80ほか

131 平成28年2月4日 神木本町地区災害危険区域(拡大) 宮前区神木本町一丁目933番24ほか

132 平成28年2月4日 黒川Ｃ地区災害危険区域 麻生区黒川字宮添101番3ほか

133 平成28年11月28日 子母口Ｄ地区災害危険区域 高津区子母口字植之台42番2ほか

134 平成28年11月28日 東百合丘１丁目地区災害危険区域 麻生区東百合丘1丁目6940番1ほか

135 令和2年1月24日 平成29年2月1日 生田飯室東地区災害危険区域(拡大) 多摩区東生田二丁目4667番85ほか

136 平成30年4月5日 千年地区災害危険区域(拡大) 高津区千年字三荷座前1143番１ほか

137 令和4年8月8日 神木本町1丁目A地区災害危険区域 宮前区神木本町一丁目978-13ほか

138 令和4年10月28日 黒川D地区災害危険区域 麻生区黒川字宮添118-2ほか

139 令和5年1月18日 枡形6丁目C地区災害危険区域 多摩区枡形6丁目4260番1ほか


