
自然現象の種類1 吉野郡川上村井光 急傾斜地の崩壊 川上村井光（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－井光－００１－急－Ｙ・Ｒ2 吉野郡川上村井光 急傾斜地の崩壊 川上村井光（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－井光－００２－急－Ｙ・Ｒ3 吉野郡川上村井光 急傾斜地の崩壊 川上村井光（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－井光－００３－急－Ｙ・Ｒ4 吉野郡川上村井戸 急傾斜地の崩壊 川上村井戸（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－井戸－００１－急－Ｙ・Ｒ5 吉野郡川上村井戸 急傾斜地の崩壊 川上村井戸（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－井戸－００２－急－Ｙ・Ｒ6 吉野郡川上村井戸 急傾斜地の崩壊 川上村井戸（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－井戸－００３－急－Ｙ・Ｒ7 吉野郡川上村井戸 急傾斜地の崩壊 川上村井戸（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－井戸－００４－急－Ｙ・Ｒ8 吉野郡川上村井戸 急傾斜地の崩壊 川上村井戸（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－井戸－００５－急－Ｙ・Ｒ9 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００１－急－Ｙ・Ｒ10 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００２－急－Ｙ・Ｒ11 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００３－急－Ｙ・Ｒ12 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００４－急－Ｙ・Ｒ13 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００５－急－Ｙ・Ｒ14 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００６－急－Ｙ・Ｒ15 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００７－急－Ｙ・Ｒ16 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００８－急－Ｙ・Ｒ17 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００９－急－Ｙ・Ｒ18 吉野郡吉野町南国栖、川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－０１０－急－Ｙ・Ｒ19 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－０１１－急－Ｙ・Ｒ20 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（０１２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－０１２－急－Ｙ・Ｒ21 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（０１３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－０１３－急－Ｙ・Ｒ22 吉野郡川上村東川 急傾斜地の崩壊 川上村東川（０１４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－０１４－急－Ｙ・Ｒ23 吉野郡川上村大迫 急傾斜地の崩壊 川上村大迫（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－大迫－００１－急－Ｙ・Ｒ24 吉野郡川上村大迫 急傾斜地の崩壊 川上村大迫（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－大迫－００２－急－Ｙ・Ｒ25 吉野郡川上村大迫 急傾斜地の崩壊 川上村大迫（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－大迫－００３－急－Ｙ・Ｒ26 吉野郡川上村大迫 急傾斜地の崩壊 川上村大迫（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－大迫－００４－急－Ｙ・Ｒ27 吉野郡川上村大滝 急傾斜地の崩壊 川上村大滝（００1）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－大滝－００１－急－Ｙ・Ｒ28 吉野郡川上村大滝 急傾斜地の崩壊 川上村大滝（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－大滝－００３－急－Ｙ・Ｒ29 吉野郡川上村大滝 急傾斜地の崩壊 川上村大滝（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－大滝－００４－急－Ｙ・Ｒ30 吉野郡川上村伯母谷 急傾斜地の崩壊 川上村伯母谷（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－伯母谷－００１－急－Ｙ・Ｒ31 吉野郡川上村伯母谷 急傾斜地の崩壊 川上村伯母谷（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－伯母谷－００２－急－Ｙ・Ｒ32 吉野郡川上村伯母谷 急傾斜地の崩壊 川上村伯母谷（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－伯母谷－００３－急－Ｙ・Ｒ33 吉野郡川上村伯母谷 急傾斜地の崩壊 川上村伯母谷（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－伯母谷－００４－急－Ｙ・Ｒ34 吉野郡川上村伯母谷 急傾斜地の崩壊 川上村伯母谷（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－伯母谷－００５－急－Ｙ・Ｒ35 吉野郡川上村伯母谷 急傾斜地の崩壊 川上村伯母谷（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－伯母谷－００６－急－Ｙ・Ｒ36 吉野郡川上村伯母谷 急傾斜地の崩壊 川上村伯母谷（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－伯母谷－００７－急－Ｙ・Ｒ37 吉野郡川上村伯母谷 急傾斜地の崩壊 川上村伯母谷（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－伯母谷－００８－急－Ｙ・Ｒ38 吉野郡川上村伯母谷 急傾斜地の崩壊 川上村伯母谷（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－伯母谷－００９－急－Ｙ・Ｒ39 吉野郡川上村伯母谷 急傾斜地の崩壊 川上村伯母谷（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－伯母谷－０１０－急－Ｙ・Ｒ40 吉野郡川上村伯母谷 急傾斜地の崩壊 川上村伯母谷（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－伯母谷－０１１－急－Ｙ・Ｒ41 吉野郡川上村柏木 急傾斜地の崩壊 川上村柏木（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－柏木－００１－急－Ｙ・Ｒ42 吉野郡川上村柏木 急傾斜地の崩壊 川上村柏木（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－柏木－００２－急－Ｙ・Ｒ43 吉野郡川上村柏木 急傾斜地の崩壊 川上村柏木（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－柏木－００３－急－Ｙ・Ｒ44 吉野郡川上村柏木 急傾斜地の崩壊 川上村柏木（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－柏木－００４－急－Ｙ・Ｒ
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自然現象の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 土砂災害警戒区域等指定箇所一覧所在地 区域名称 区域番号45 吉野郡川上村北塩谷 急傾斜地の崩壊 川上村北塩谷（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－北塩谷－００２－急－Ｙ・Ｒ46 吉野郡川上村北和田 急傾斜地の崩壊 川上村北和田（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－北和田－００２－急－Ｙ・Ｒ47 吉野郡川上村北和田 急傾斜地の崩壊 川上村北和田（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－北和田－００３－急－Ｙ・Ｒ48 吉野郡川上村北和田 急傾斜地の崩壊 川上村北和田（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－北和田－００５－急－Ｙ・Ｒ49 吉野郡川上村上多古 急傾斜地の崩壊 川上村上多古（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－上多古－００１－急－Ｙ・Ｒ50 吉野郡川上村上多古、北和田 急傾斜地の崩壊 川上村上多古（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－上多古－００２－急－Ｙ・Ｒ51 吉野郡川上村上多古 急傾斜地の崩壊 川上村上多古（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－上多古－００３－急－Ｙ・Ｒ52 吉野郡川上村上谷 急傾斜地の崩壊 川上村上谷（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－上谷－００１－急－Ｙ・Ｒ53 吉野郡川上村神之谷 急傾斜地の崩壊 川上村神之谷（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－神之谷－００１－急－Ｙ・Ｒ54 吉野郡川上村神之谷 急傾斜地の崩壊 川上村神之谷（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－神之谷－００２－急－Ｙ・Ｒ55 吉野郡川上村迫 急傾斜地の崩壊 川上村迫（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－迫－００１－急－Ｙ・Ｒ56 吉野郡川上村入之波 急傾斜地の崩壊 川上村入之波（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－入之波－００１－急－Ｙ・Ｒ57 吉野郡川上村入之波 急傾斜地の崩壊 川上村入之波（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－入之波－００２－急－Ｙ・Ｒ58 吉野郡川上村入之波 急傾斜地の崩壊 川上村入之波（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－入之波－００３－急－Ｙ・Ｒ59 吉野郡川上村入之波 急傾斜地の崩壊 川上村入之波（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－入之波－００４－急－Ｙ・Ｒ60 吉野郡川上村入之波 急傾斜地の崩壊 川上村入之波（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－入之波－００５－急－Ｙ・Ｒ61 吉野郡川上村入之波 急傾斜地の崩壊 川上村入之波（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－入之波－００６－急－Ｙ・Ｒ62 吉野郡川上村入之波 急傾斜地の崩壊 川上村入之波（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－入之波－００７－急－Ｙ・Ｒ63 吉野郡川上村下多古 急傾斜地の崩壊 川上村下多古（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００１－急－Ｙ・Ｒ64 吉野郡川上村下多古 急傾斜地の崩壊 川上村下多古（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００２－急－Ｙ・Ｒ65 吉野郡川上村下多古 急傾斜地の崩壊 川上村下多古（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００３－急－Ｙ・Ｒ66 吉野郡川上村下多古 急傾斜地の崩壊 川上村下多古（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００４－急－Ｙ・Ｒ67 吉野郡川上村下多古 急傾斜地の崩壊 川上村下多古（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００５－急－Ｙ・Ｒ68 吉野郡川上村下多古 急傾斜地の崩壊 川上村下多古（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００６－急－Ｙ・Ｒ69 吉野郡川上村下多古 急傾斜地の崩壊 川上村下多古（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００７－急－Ｙ・Ｒ70 吉野郡川上村下多古 急傾斜地の崩壊 川上村下多古（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００８－急－Ｙ・Ｒ71 吉野郡川上村下多古 急傾斜地の崩壊 川上村下多古（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００９－急－Ｙ・Ｒ72 吉野郡川上村下多古 急傾斜地の崩壊 川上村下多古（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－０１０－急－Ｙ・Ｒ73 吉野郡川上村下多古 急傾斜地の崩壊 川上村下多古（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－０１１－急－Ｙ・Ｒ74 吉野郡川上村白川渡 急傾斜地の崩壊 川上村白川渡（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－白川渡－００１－急－Ｙ・Ｒ75 吉野郡川上村白川渡 急傾斜地の崩壊 川上村白川渡（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－白川渡－００２－急－Ｙ・Ｒ76 吉野郡川上村白川渡 急傾斜地の崩壊 川上村白川渡（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－白川渡－００３－急－Ｙ・Ｒ77 吉野郡川上村白川渡 急傾斜地の崩壊 川上村白川渡（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－白川渡－００４－急－Ｙ・Ｒ78 吉野郡川上村白川渡 急傾斜地の崩壊 川上村白川渡（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－白川渡－００５－急－Ｙ・Ｒ79 吉野郡川上村白川渡 急傾斜地の崩壊 川上村白川渡（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－白川渡－００６－急－Ｙ・Ｒ80 吉野郡川上村白川渡 急傾斜地の崩壊 川上村白川渡（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－白川渡－００７－急－Ｙ・Ｒ81 吉野郡川上村高原 急傾斜地の崩壊 川上村高原（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－高原－００１－急－Ｙ・Ｒ82 吉野郡川上村高原 急傾斜地の崩壊 川上村高原（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－高原－００２－急－Ｙ・Ｒ83 吉野郡川上村高原 急傾斜地の崩壊 川上村高原（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－高原－００３－急－Ｙ・Ｒ84 吉野郡川上村高原 急傾斜地の崩壊 川上村高原（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－高原－００４－急－Ｙ・Ｒ85 吉野郡川上村高原 急傾斜地の崩壊 川上村高原（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－高原－００５－急－Ｙ・Ｒ86 吉野郡川上村高原 急傾斜地の崩壊 川上村高原（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－高原－００６－急－Ｙ・Ｒ87 吉野郡川上村高原 急傾斜地の崩壊 川上村高原（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－高原－００７－急－Ｙ・Ｒ88 吉野郡川上村高原 急傾斜地の崩壊 川上村高原（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－高原－００８－急－Ｙ・Ｒ



自然現象の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 土砂災害警戒区域等指定箇所一覧所在地 区域名称 区域番号89 吉野郡川上村高原 急傾斜地の崩壊 川上村高原（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－高原－００９－急－Ｙ・Ｒ90 吉野郡川上村高原 急傾斜地の崩壊 川上村高原（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－高原－０１０－急－Ｙ・Ｒ91 吉野郡川上村高原 急傾斜地の崩壊 川上村高原（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－高原－０１１－急－Ｙ・Ｒ92 吉野郡川上村武木 急傾斜地の崩壊 川上村武木（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－武木－００１－急－Ｙ・Ｒ93 吉野郡川上村武木 急傾斜地の崩壊 川上村武木（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－武木－００２－急－Ｙ・Ｒ94 吉野郡川上村寺尾 急傾斜地の崩壊 川上村寺尾（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－寺尾－００１－急－Ｙ・Ｒ95 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－００１－急－Ｙ・Ｒ96 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－００２－急－Ｙ・Ｒ97 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－００３－急－Ｙ・Ｒ98 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－００４－急－Ｙ・Ｒ99 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－００５－急－Ｙ・Ｒ100 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－００６－急－Ｙ・Ｒ101 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－００７－急－Ｙ・Ｒ102 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－００８－急－Ｙ・Ｒ103 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－００９－急－Ｙ・Ｒ104 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－０１０－急－Ｙ・Ｒ105 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－０１１－急－Ｙ・Ｒ106 吉野郡川上村中奥 急傾斜地の崩壊 川上村中奥（０１２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－０１２－急－Ｙ・Ｒ107 吉野郡川上村西河 急傾斜地の崩壊 川上村西河（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－西河－００１－急－Ｙ・Ｒ108 吉野郡川上村西河 急傾斜地の崩壊 川上村西河（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－西河－００３－急－Ｙ・Ｒ109 吉野郡川上村西河 急傾斜地の崩壊 川上村西河（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－西河－００４－急－Ｙ・Ｒ110 吉野郡川上村西河 急傾斜地の崩壊 川上村西河（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－西河－００５－急－Ｙ・Ｒ111 吉野郡川上村人知 急傾斜地の崩壊 川上村人知（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 川上－人知－００２－急－Ｙ・Ｒ112 吉野郡川上村井光 土石流 川上村井光（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－井光－００１－土－Ｙ・Ｒ113 吉野郡川上村井光 土石流 川上村井光（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－井光－００２－土－Ｙ・Ｒ114 吉野郡川上村東川 土石流 川上村東川（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００１－土－Ｙ・Ｒ115 吉野郡川上村東川 土石流 川上村東川（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００２－土－Ｙ・Ｒ116 吉野郡川上村東川 土石流 川上村東川（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００３－土－Ｙ・Ｒ117 吉野郡川上村東川 土石流 川上村東川（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００４－土－Ｙ・Ｒ118 吉野郡川上村東川 土石流 川上村東川（００５）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－東川－００５－土－Ｙ・Ｒ119 吉野郡川上村大迫 土石流 川上村大迫（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－大迫－００１－土－Ｙ・Ｒ120 吉野郡川上村大滝 土石流 川上村大滝（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－大滝－００１－土－Ｙ・Ｒ121 吉野郡川上村北和田 土石流 川上村北和田（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－北和田－００１－土－Ｙ・Ｒ122 吉野郡川上村上多古 土石流 川上村上多古（００１）土石流警戒区域 川上－上多古－００１－土－Ｙ123 吉野郡川上村上多古 土石流 川上村上多古（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－上多古－００２－土－Ｙ・Ｒ124 吉野郡川上村神之谷 土石流 川上村神之谷（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－神之谷－００１－土－Ｙ・Ｒ125 吉野郡川上村入之波 土石流 川上村入之波（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－入之波－００１－土－Ｙ・Ｒ126 吉野郡川上村入之波 土石流 川上村入之波（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－入之波－００２－土－Ｙ・Ｒ127 吉野郡川上村入之波 土石流 川上村入之波（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－入之波－００３－土－Ｙ・Ｒ128 吉野郡川上村入之波 土石流 川上村入之波（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－入之波－００４－土－Ｙ・Ｒ129 吉野郡川上村下多古 土石流 川上村下多古（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００１－土－Ｙ・Ｒ130 吉野郡川上村下多古 土石流 川上村下多古（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００２－土－Ｙ・Ｒ131 吉野郡川上村下多古 土石流 川上村下多古（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－下多古－００３－土－Ｙ・Ｒ



自然現象の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 土砂災害警戒区域等指定箇所一覧所在地 区域名称 区域番号132 吉野郡川上村武木 土石流 川上村武木（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－武木－００１－土－Ｙ・Ｒ133 吉野郡川上村中奥 土石流 川上村中奥（００１）土石流警戒区域 川上－中奥－００１－土－Ｙ134 吉野郡川上村中奥 土石流 川上村中奥（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－中奥－００２－土－Ｙ・Ｒ135 吉野郡川上村西河 土石流 川上村西河（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－西河－００１－土－Ｙ・Ｒ136 吉野郡川上村西河 土石流 川上村西河（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－西河－００２－土－Ｙ・Ｒ137 吉野郡川上村西河 土石流 川上村西河（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 川上－西河－００３－土－Ｙ・Ｒ138 吉野郡川上村西河 土石流 川上村西河（００４）土石流警戒区域 川上－西河－００４－土－Ｙ



自然現象の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 土砂災害警戒区域等指定箇所一覧所在地 区域名称 区域番号1 大和郡山市矢田町 土石流 大和郡山市矢田町（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 大和郡山-矢田町-００１-土-Ｙ・Ｒ2 大和郡山市矢田町 土石流 大和郡山市矢田町（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 大和郡山-矢田町-００３-土-Ｙ・Ｒ3 大和郡山市矢田町 土石流 大和郡山市矢田町（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 大和郡山-矢田町-００４-土-Ｙ・Ｒ4 大和郡山市矢田町 土石流 大和郡山市矢田町（００６）土石流警戒区域・特別警戒区域 大和郡山-矢田町-００４-土-Ｙ・Ｒ5 大和郡山市矢田町 土石流 大和郡山市矢田町（０１５）土石流警戒区域・特別警戒区域 大和郡山-矢田町-００６-土-Ｙ・Ｒ6 大和郡山市矢田町 土石流 大和郡山市矢田町（０１７）土石流警戒区域・特別警戒区域 大和郡山-矢田町-０１７-土-Ｙ・Ｒ7 大和郡山市矢田町 土石流 大和郡山市矢田町（０２０）土石流警戒区域・特別警戒区域 大和郡山-矢田町-０２０-土-Ｙ・Ｒ8 大和郡山市矢田町 土石流 大和郡山市矢田町（０２２）土石流警戒区域・特別警戒区域 大和郡山-矢田町-０２２-土-Ｙ・Ｒ9 大和郡山市矢田町・矢田山町 土石流 大和郡山市矢田山町（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 大和郡山-矢田山町-００３-土-Ｙ・Ｒ10 大和郡山市矢田町・矢田山町 土石流 大和郡山市矢田山町（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 大和郡山-矢田山町-００４-土-Ｙ・Ｒ



自然現象の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 土砂災害警戒区域等指定箇所一覧所在地 区域名称 区域番号1 山添村箕輪 急傾斜地の崩壊 山添村箕輪（001）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-箕輪-001-急-Y･R2 山添村箕輪 急傾斜地の崩壊 山添村箕輪（002）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-箕輪-002-急-Y･R3 山添村箕輪 急傾斜地の崩壊 山添村箕輪（003）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-箕輪-003-急-Y･R4 山添村箕輪 急傾斜地の崩壊 山添村箕輪（004）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-箕輪-004-急-Y･R5 山添村箕輪 急傾斜地の崩壊 山添村箕輪（005）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-箕輪-005-急-Y･R6 山添村箕輪・助命 急傾斜地の崩壊 山添村箕輪（006）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-箕輪-006-急-Y･R7 山添村箕輪・堂前 急傾斜地の崩壊 山添村箕輪（007）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-箕輪-007-急-Y･R8 山添村箕輪・助命 急傾斜地の崩壊 山添村箕輪（008）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-箕輪-008-急-Y･R9 山添村伏拝 急傾斜地の崩壊 山添村伏拝（001）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-伏拝-001-急-Y・R10 山添村伏拝 急傾斜地の崩壊 山添村伏拝（002）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-伏拝-002-急-Y・R11 山添村伏拝 急傾斜地の崩壊 山添村伏拝（003）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-伏拝-003-急-Y・R12 山添村堂前 急傾斜地の崩壊 山添村堂前（001）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添-堂前-001-急-Y・R13 山添村箕輪 土石流 山添村箕輪（001）土石流警戒区域 山添-箕輪-001-土-Y14 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－００１－急－Y・R15 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－００２－急－Y・R16 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－００３－急－Y・R17 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－００４－急－Y・R18 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－００５－急－Y・R19 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－００６－急－Y・R20 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－００７－急－Y・R21 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－００８－急－Y・R22 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－００９－急－Y・R23 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－０１０－急－Y・R24 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－０１１－急－Y・R25 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（０１２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－０１２－急－Y・R26 山添村勝原 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（０１３）急傾斜地崩壊警戒区域 山添－勝原-０１３－急－Ｙ27 山添村勝原、岩屋 急傾斜地の崩壊 山添村勝原（０１４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－０１４－急－Y・R28 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-００１－急－Ｙ・Ｒ29 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-００２－急－Ｙ・Ｒ30 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-００３－急－Ｙ・Ｒ31 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-００４－急－Ｙ・Ｒ32 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-００５－急－Ｙ・Ｒ33 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（００６）急傾斜地崩壊警戒区域 山添－菅生－００６－急－Y34 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-００７－急－Ｙ・Ｒ35 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-００８－急－Ｙ・Ｒ36 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-００９－急－Ｙ・Ｒ37 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-０１０－急－Ｙ・Ｒ38 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-０１１－急－Ｙ・Ｒ39 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（０１２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-０１２－急－Ｙ・Ｒ40 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（０１３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-０１３－急－Ｙ・Ｒ41 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（０１４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-０１４－急－Ｙ・Ｒ42 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（０１５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-０１５－急－Ｙ・Ｒ43 山添村菅生 急傾斜地の崩壊 山添村菅生（０１６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生-０１６－急－Ｙ・Ｒ



自然現象の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 土砂災害警戒区域等指定箇所一覧所在地 区域名称 区域番号44 山添村勝原 土石流 山添村勝原（００１）土石流警戒区域 山添－勝原－００１－土－Y45 山添村勝原 土石流 山添村勝原（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－勝原－００２－土－Y・R46 山添村勝原 土石流 山添村勝原（００３）土石流警戒区域 山添－勝原－００３－土－Y47 山添村菅生 土石流 山添村菅生（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－菅生－００１－土－Y・R48 山添村岩屋 急傾斜地の崩壊 山添村岩屋（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－岩屋－００１－急－Y・R49 山添村岩屋 急傾斜地の崩壊 山添村岩屋（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－岩屋－００２－急－Y・R50 山添村岩屋 急傾斜地の崩壊 山添村岩屋（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－岩屋－００３－急－Y・R51 山添村岩屋 急傾斜地の崩壊 山添村岩屋（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－岩屋－００４－急－Y・R52 山添村岩屋 急傾斜地の崩壊 山添村岩屋（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－岩屋－００５－急－Y・R53 山添村岩屋 急傾斜地の崩壊 山添村岩屋（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－岩屋－００６－急－Y・R54 山添村岩屋 急傾斜地の崩壊 山添村岩屋（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－岩屋－００７－急－Y・R55 山添村岩屋 急傾斜地の崩壊 山添村岩屋（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－岩屋－００８－急－Y・R56 山添村毛原 急傾斜地の崩壊 山添村毛原（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００１－急－Y・R57 山添村毛原 急傾斜地の崩壊 山添村毛原（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００２－急－Y・R58 山添村毛原 急傾斜地の崩壊 山添村毛原（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００３－急－Y・R59 山添村毛原 急傾斜地の崩壊 山添村毛原（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００４－急－Y・R60 山添村毛原 急傾斜地の崩壊 山添村毛原（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００５－急－Y・R61 山添村岩屋 土石流 山添村岩屋（００１）土石流警戒区域 山添－岩屋－００１－土－Y62 山添村岩屋 土石流 山添村岩屋（００２）土石流警戒区域 山添－岩屋－００２－土－Y63 山添村岩屋 土石流 山添村岩屋（００３）土石流警戒区域 山添－岩屋－００３－土－Y64 山添村岩屋 土石流 山添村岩屋（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－岩屋－００４－土－Y・R65 山添村岩屋 土石流 山添村岩屋（００５）土石流警戒区域 山添－岩屋－００５－土－Y66 山添村岩屋 土石流 山添村岩屋（００６）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－岩屋－００６－土－Y・R67 山添村岩屋 土石流 山添村岩屋（００７）土石流警戒区域 山添－岩屋－００７－土－Y68 山添村岩屋 土石流 山添村岩屋（００８）土石流警戒区域 山添－岩屋－００８－土－Y69 山添村岩屋 土石流 山添村岩屋（００９）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－岩屋－００９－土－Y・R70 山添村岩屋 土石流 山添村岩屋（０１０）土石流警戒区域 山添－岩屋－０１０－土－Y71 山添村毛原 土石流 山添村毛原（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００１－土－Y・R72 山添村毛原 土石流 山添村毛原（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００２－土－Y・R73 山添村毛原 土石流 山添村毛原（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００３－土－Y・R74 山添村毛原 土石流 山添村毛原（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００４－土－Y・R75 山添村毛原 土石流 山添村毛原（００５）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００５－土－Y・R76 山添村毛原 土石流 山添村毛原（００６）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００６－土－Y・R77 山添村毛原 土石流 山添村毛原（００７）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００７－土－Y・R78 山添村毛原 土石流 山添村毛原（００８）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００８－土－Y・R79 山添村毛原 土石流 山添村毛原（００９）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－００９－土－Y・R80 山添村毛原 土石流 山添村毛原（０１０）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－０１０－土－Y・R81 山添村毛原 土石流 山添村毛原（０１１）土石流警戒区域 山添－毛原－０１１－土－Ｙ82 山添村毛原 土石流 山添村毛原（０１２）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－０１２－土－Y・R83 山添村毛原 土石流 山添村毛原（０１３）土石流警戒区域・特別警戒区域 山添－毛原－０１３－土－Y・R



自然現象の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 土砂災害警戒区域等指定箇所一覧所在地 区域名称 区域番号1 王寺町元町 急傾斜地の崩壊 王寺町元町（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－元町－００１－急－Ｙ・Ｒ2 王寺町元町 急傾斜地の崩壊 王寺町元町（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－元町－００２－急－Ｙ・Ｒ3 王寺町元町 急傾斜地の崩壊 王寺町元町（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－元町－００３－急－Ｙ・Ｒ4 王寺町元町・南元町 急傾斜地の崩壊 王寺町元町（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－元町－００４－急－Ｙ・Ｒ5 王寺町元町 急傾斜地の崩壊 王寺町元町（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－元町－００５－急－Ｙ・Ｒ6 王寺町舟戸・河合町大輪田 急傾斜地の崩壊 王寺町舟戸（００１）急傾斜地崩壊警戒区域 王寺－舟戸－００１－急－Ｙ7 王寺町藤井 急傾斜地の崩壊 王寺町藤井（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－藤井－００３－急－Ｙ・Ｒ8 王寺町畠田・太子 急傾斜地の崩壊 王寺町畠田（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－畠田－００１－急－Ｙ・Ｒ9 王寺町畠田 急傾斜地の崩壊 王寺町畠田（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－畠田－００２－急－Ｙ・Ｒ10 王寺町畠田 急傾斜地の崩壊 王寺町畠田（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－畠田－００３－急－Ｙ・Ｒ11 王寺町畠田 急傾斜地の崩壊 王寺町畠田（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－畠田－００４－急－Ｙ・Ｒ12 王寺町本町 急傾斜地の崩壊 王寺町本町（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－本町－００２－急－Ｙ・Ｒ13 王寺町本町 急傾斜地の崩壊 王寺町本町（００４）急傾斜地崩壊警戒区域 王寺－本町－００４－急－Y14 王寺町本町 急傾斜地の崩壊 王寺町本町（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－本町－００５－急－Ｙ・Ｒ15 王寺町本町 急傾斜地の崩壊 王寺町本町（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－本町－００６－急－Ｙ・Ｒ16 王寺町本町・南元町 急傾斜地の崩壊 王寺町本町（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－本町－００７－急－Ｙ・Ｒ17 王寺町本町・南元町 急傾斜地の崩壊 王寺町本町（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－本町－００８－急－Ｙ・Ｒ18 王寺町本町 急傾斜地の崩壊 王寺町本町（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 王寺－本町－００９－急－Ｙ・Ｒ19 王寺町藤井・畠田 土石流 王寺町藤井（００１）土石流警戒区域 王寺－藤井－００１－土－Ｙ20 王寺町藤井・畠田 土石流 王寺町藤井（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 王寺－藤井－００２－土－Ｙ・Ｒ21 王寺町藤井 土石流 王寺町藤井（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 王寺－藤井－００３－土－Ｙ・Ｒ22 王寺町藤井 土石流 王寺町藤井（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 王寺－藤井－００４－土－Ｙ・Ｒ23 王寺町藤井 土石流 王寺町藤井（００５）土石流警戒区域・特別警戒区域 王寺－藤井－００５－土－Ｙ・Ｒ24 王寺町藤井・畠田 土石流 王寺町藤井（００６）土石流警戒区域 王寺－藤井－００６－土－Ｙ25 王寺町藤井 土石流 王寺町藤井（００７）土石流警戒区域・特別警戒区域 王寺－藤井－００７－土－Ｙ・Ｒ26 王寺町藤井 土石流 王寺町藤井（００８）土石流警戒区域 王寺－藤井－００８－土－Ｙ27 王寺町藤井 土石流 王寺町藤井（００９）土石流警戒区域・特別警戒区域 王寺－藤井－００９－土－Ｙ・Ｒ28 王寺町藤井、三郷町立野南、　　大阪府柏原市大字雁多尾畑外 地すべり 王寺町藤井（大００１）地すべり警戒区域 王寺－藤井－大００１－地－Ｙ


