
自然現象の種類急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊

土砂災害警戒区域等指定リスト所在地 区域名称 区域番号1 生駒市辻町 生駒市辻町（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－辻町－００４－急－Ｙ・Ｒ2 生駒市門前町 生駒市門前町（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－門前町－００１－急－Ｙ・Ｒ3 生駒市門前町 生駒市門前町（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－門前町－００２－急－Ｙ・Ｒ4 生駒市門前町 生駒市門前町（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－門前町－００３－急－Ｙ・Ｒ5 生駒市門前町 生駒市門前町（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－門前町－００４－急－Ｙ・Ｒ6 生駒市門前町 生駒市門前町（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－門前町－００５－急－Ｙ・Ｒ7 生駒市門前町 生駒市門前町（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－門前町－００７－急－Ｙ・Ｒ8 生駒市門前町 生駒市門前町（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－門前町－００８－急－Ｙ・Ｒ9 生駒市門前町、軽井沢町、仲之町 生駒市門前町（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－門前町－００９－急－Ｙ・Ｒ10 生駒市門前町 生駒市門前町（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－門前町－０１０－急－Ｙ・Ｒ11 生駒市門前町、菜畑町 生駒市門前町（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－門前町－０１１－急－Ｙ・Ｒ12 生駒市軽井沢町 生駒市軽井沢町（００１）急傾斜地崩壊警戒区域 生駒－軽井沢町－００１－急－Ｙ13 生駒市東菜畑 生駒市東菜畑（００１）急傾斜地崩壊警戒区域 生駒－東菜畑－００１－急－Ｙ14 生駒市東菜畑 生駒市東菜畑（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－東菜畑－００２－急－Ｙ・Ｒ15 生駒市東菜畑 生駒市東菜畑（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－東菜畑－００３－急－Ｙ・Ｒ16 生駒市新旭ヶ丘、緑ヶ丘 生駒市新旭ヶ丘（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－新旭ヶ丘－００１－急－Ｙ・Ｒ17 生駒市新旭ヶ丘 生駒市新旭ヶ丘（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－新旭ヶ丘－００３－急－Ｙ・Ｒ18 生駒市緑ヶ丘 生駒市緑ヶ丘（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－緑ヶ丘－００１－急－Ｙ・Ｒ19 生駒市西菜畑町 生駒市西菜畑町（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－西菜畑町－００１－急－Ｙ・Ｒ20 生駒市西菜畑町 生駒市西菜畑町（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－西菜畑町－００２－急－Ｙ・Ｒ21 生駒市西菜畑町、緑ヶ丘 生駒市西菜畑町（００３）急傾斜地崩壊警戒区域 生駒－西菜畑町－００３－急－Ｙ22 生駒市菜畑町 生駒市菜畑町（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－菜畑町－００１－急－Ｙ・Ｒ23 生駒市菜畑町 生駒市菜畑町（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－菜畑町－００２－急－Ｙ・Ｒ24 生駒市壱分町、小倉寺町 生駒市壱分町（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－壱分町－００２－急－Ｙ・Ｒ25 生駒市壱分町、小倉寺町 生駒市壱分町（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－壱分町－００３－急－Ｙ・Ｒ26 生駒市壱分町、小倉寺町 生駒市壱分町（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－壱分町－００４－急－Ｙ・Ｒ27 生駒市有里町 生駒市有里町（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－有里町－００２－急－Ｙ・Ｒ28 生駒市小倉寺町、大門町 生駒市小倉寺町（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－小倉寺町－００１－急－Ｙ・Ｒ29 生駒市大門町 生駒市大門町（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－大門町－００１－急－Ｙ・Ｒ30 生駒市小倉寺町、大門町 生駒市大門町（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－大門町－００２－急－Ｙ・Ｒ31 生駒市大門町、藤尾町 生駒市大門町（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－大門町－００３－急－Ｙ・Ｒ32 生駒市大門町、藤尾町 生駒市大門町（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－大門町－００４－急－Ｙ・Ｒ33 生駒市大門町 生駒市大門町（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－大門町－００５－急－Ｙ・Ｒ34 生駒市西畑町 生駒市西畑町（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－００１－急－Ｙ・Ｒ35 生駒市西畑町 生駒市西畑町（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－００２－急－Ｙ・Ｒ36 生駒市西畑町 生駒市西畑町（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－００５－急－Ｙ・Ｒ37 生駒市西畑町 生駒市西畑町（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－００６－急－Ｙ・Ｒ38 生駒市西畑町 生駒市西畑町（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－００７－急－Ｙ・Ｒ39 生駒市西畑町 生駒市西畑町（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－００８－急－Ｙ・Ｒ40 生駒市西畑町 生駒市西畑町（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－００９－急－Ｙ・Ｒ41 生駒市西畑町 生駒市西畑町（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－０１０－急－Ｙ・Ｒ42 生駒市西畑町 生駒市西畑町（０１２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－０１２－急－Ｙ・Ｒ43 生駒市藤尾町 生駒市藤尾町（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－藤尾町－００１－急－Ｙ・Ｒ44 生駒市藤尾町 生駒市藤尾町（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－藤尾町－００２－急－Ｙ・Ｒ45 生駒市藤尾町 生駒市藤尾町（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－藤尾町－００３－急－Ｙ・Ｒ



自然現象の種類 土砂災害警戒区域等指定リスト所在地 区域名称 区域番号急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊
46 生駒市藤尾町、大門町 生駒市藤尾町（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－藤尾町－００４－急－Ｙ・Ｒ47 生駒市小瀬町 生駒市小瀬町（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－小瀬町－００３－急－Ｙ・Ｒ48 生駒市小瀬町 生駒市小瀬町（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－小瀬町－００４－急－Ｙ・Ｒ49 生駒市萩の台 生駒市萩の台（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－萩の台－００１－急－Ｙ・Ｒ50 生駒市小平尾町 生駒市小平尾町（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－小平尾町－００１－急－Ｙ・Ｒ51 生駒市小平尾町 生駒市小平尾町（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－小平尾町－００２－急－Ｙ・Ｒ52 生駒市小平尾町 生駒市小平尾町（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－小平尾町－００４－急－Ｙ・Ｒ53 生駒市小平尾町 生駒市小平尾町（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－小平尾町－００６－急－Ｙ・Ｒ54 生駒市小平尾町 生駒市小平尾町（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－小平尾町－００７－急－Ｙ・Ｒ55 生駒市小平尾町 生駒市小平尾町（００８）急傾斜地崩壊警戒区域 生駒－小平尾町－００８－急－Ｙ56 生駒市小平尾町 生駒市小平尾町（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 生駒－小平尾町－０１０－急－Ｙ・Ｒ57 生駒市西松ヶ丘、俵口町 生駒市西松ヶ丘（００１）土石流警戒区域 生駒－西松ヶ丘－００１－土－Ｙ土石流58 生駒市門前町、軽井沢町、菜畑町、西旭ヶ丘、西菜畑町、緑ヶ丘 生駒市門前町（００２）土石流警戒区域 生駒－門前町－００２－土－Ｙ土石流59 生駒市西菜畑町、緑ヶ丘 生駒市西菜畑町（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－西菜畑町－００１－土－Ｙ・Ｒ土石流60 生駒市西菜畑町、壱分町、菜畑町 生駒市西菜畑町（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－西菜畑町－００２－土－Ｙ・Ｒ土石流61 生駒市さつき台、壱分町、東生駒 生駒市さつき台（００１）土石流警戒区域 生駒－さつき台－００１－土－Ｙ土石流62 生駒市さつき台、壱分町 生駒市さつき台（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－さつき台－００２－土－Ｙ・Ｒ土石流63 生駒市さつき台、壱分町 生駒市さつき台（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－さつき台－００３－土－Ｙ・Ｒ土石流64 生駒市さつき台、壱分町 生駒市さつき台（００４）土石流警戒区域 生駒－さつき台－００４－土－Ｙ土石流65 生駒市壱分町 生駒市壱分町（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－壱分町－００１－土－Ｙ・Ｒ土石流66 生駒市壱分町 生駒市壱分町（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－壱分町－００２－土－Ｙ・Ｒ土石流67 生駒市壱分町 生駒市壱分町（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－壱分町－００３－土－Ｙ・Ｒ土石流68 生駒市小倉寺町、壱分町、有里町 生駒市小倉寺町（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－小倉寺町－００１－土－Ｙ・Ｒ土石流69 生駒市小倉寺町、壱分町、有里町 生駒市小倉寺町（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－小倉寺町－００２－土－Ｙ・Ｒ土石流70 生駒市鬼取町、青山台、大門町、萩原町、有里町、小倉寺町 生駒市鬼取町（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－鬼取町－００１－土－Ｙ・Ｒ土石流71 生駒市鬼取町 生駒市鬼取町（００２）土石流警戒区域 生駒－鬼取町－００２－土－Ｙ土石流72 生駒市西畑町 生駒市西畑町（００１）土石流警戒区域 生駒－西畑町－００１－土－Ｙ土石流73 生駒市西畑町 生駒市西畑町（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－００２－土－Ｙ・Ｒ土石流74 生駒市西畑町、藤尾町、萩原町 生駒市西畑町（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－００３－土－Ｙ・Ｒ土石流75 生駒市西畑町 生駒市西畑町（００４）土石流警戒区域 生駒－西畑町－００４－土－Ｙ土石流76 生駒市西畑町、藤尾町 生駒市西畑町（００５）土石流警戒区域 生駒－西畑町－００５－土－Ｙ土石流77 生駒市西畑町、藤尾町、萩原町 生駒市西畑町（００６）土石流警戒区域 生駒－西畑町－００６－土－Ｙ土石流78 生駒市西畑町、藤尾町、萩原町 生駒市西畑町（００７）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－西畑町－００７－土－Ｙ・Ｒ土石流79 生駒市西畑町 生駒市西畑町（００８）土石流警戒区域 生駒－西畑町－００８－土－Ｙ土石流80 生駒市藤尾町、萩原町 生駒市藤尾町（００２）土石流警戒区域 生駒－藤尾町－００２－土－Ｙ土石流81 生駒市小平尾町 生駒市小平尾町（００１）土石流警戒区域 生駒－小平尾町－００１－土－Ｙ土石流82 生駒市小平尾町 土石流 生駒市小平尾町（００２）土石流警戒区域 生駒－小平尾町－００２－土－Ｙ83 生駒市小平尾町 土石流 生駒市小平尾町（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－小平尾町－００３－土－Ｙ・Ｒ84 生駒市小平尾町 土石流 生駒市小平尾町（００４）土石流警戒区域 生駒－小平尾町－００４－土－Ｙ85 生駒市小瀬町 土石流 生駒市小瀬町（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－小瀬町－００１－土－Ｙ・Ｒ86 生駒市小瀬町 土石流 生駒市小瀬町（００２）土石流警戒区域 生駒－小瀬町－００２－土－Ｙ87 生駒市小瀬町 土石流 生駒市小瀬町（００４）土石流警戒区域 生駒－小瀬町－００４土－Ｙ88 生駒市乙田町、萩の台 土石流 生駒市乙田町（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－乙田町－００１－土－Ｙ・Ｒ89 生駒市乙田町、東山町、萩の台 土石流 生駒市乙田町（００２）土石流警戒区域 生駒－乙田町－００２－土－Ｙ90 生駒市乙田町、萩の台 土石流 生駒市乙田町（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－乙田町－００３－土－Ｙ・Ｒ91 生駒市萩の台、乙田町 土石流 生駒市萩の台（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－萩の台－００１－土－Ｙ・Ｒ92 生駒市萩の台、乙田町 土石流 生駒市萩の台（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－萩の台－００２－土－Ｙ・Ｒ93 生駒市萩の台、乙田町 土石流 生駒市萩の台（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 生駒－萩の台－００３－土－Ｙ・Ｒ



自然現象の種類 土砂災害警戒区域等指定リスト所在地 区域名称 区域番号急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊

39 平群町平等寺、椿井 土石流 平群町平等寺（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 平群－平等寺－００２－土－Ｙ・R37 平群町三里、下垣内、平等寺 土石流 平群町三里（００９）土石流警戒区域・特別警戒区域 平群－三里－００９－土－Ｙ・R38 平群町平等寺、椿井、三里 土石流 平群町平等寺（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 平群－平等寺－００１－土－Ｙ・R35 平群町三里、平等寺、椿井 土石流 平群町三里（００７）土石流警戒区域 平群－三里－００７－土－Ｙ36 平群町三里、下垣内、平等寺 土石流 平群町三里（００８）土石流警戒区域 平群－三里－００８－土－Ｙ33 平群町三里、下垣内 土石流 平群町三里（００５）土石流警戒区域 平群－三里－００５－土－Ｙ34 平群町三里、下垣内 土石流 平群町三里（００６）土石流警戒区域・特別警戒区域 平群－三里－００６－土－Ｙ・R31 平群町三里 土石流 平群町三里（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 平群－三里－００３－土－Ｙ・R32 平群町三里、梨本 土石流 平群町三里（００４）土石流警戒区域 平群－三里－００４－土－Ｙ29 平群町三里 土石流 平群町三里（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 平群－三里－００１－土－Ｙ・R30 平群町三里 土石流 平群町三里（００２）土石流警戒区域 平群－三里－００２－土－Ｙ27 平群町上庄、梨本 土石流 平群町上庄（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 平群－上庄－００４－土－Ｙ・R28 平群町上庄 土石流 平群町上庄（００５）土石流警戒区域・特別警戒区域 平群－上庄－００５－土－Ｙ・R25 平群町上庄、三里、梨本 土石流 平群町上庄（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 平群－上庄－００２－土－Ｙ・R26 平群町上庄 土石流 平群町上庄（００３）土石流警戒区域 平群－上庄－００３－土－Ｙ23 平群町菊美台、椣原 土石流 平群町菊美台（００４）土石流警戒区域 平群－菊美台－００４－土－Ｙ24 平群町上庄、三里、梨本 土石流 平群町上庄（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 平群－上庄－００１－土－Ｙ・R21 平群町菊美台、椣原、生駒市小平尾町 土石流 平群町菊美台（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 平群－菊美台－００２－土－Ｙ・R22 平群町菊美台、上庄、椣原 土石流 平群町菊美台（００３）土石流警戒区域 平群－菊美台－００３－土－Ｙ19 平群町三里 平群町三里（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－三里－００２－急－Ｙ・Ｒ20 平群町菊美台、椣原、生駒市乙田町、東山町 土石流 平群町菊美台（００１）土石流警戒区域 平群－菊美台－００１－土－Ｙ17 平群町下垣内 平群町下垣内（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－下垣内－００１－急－Ｙ・Ｒ18 平群町下垣内、光ヶ丘 平群町下垣内（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－下垣内－００２－急－Ｙ・Ｒ15 平群町白石畑 平群町白石畑（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－白石畑－００８－急－Ｙ・Ｒ16 平群町白石畑 平群町白石畑（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－白石畑－００９－急－Ｙ・Ｒ13 平群町白石畑 平群町白石畑（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－白石畑－００６－急－Ｙ・Ｒ14 平群町白石畑 平群町白石畑（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－白石畑－００７－急－Ｙ・Ｒ11 平群町白石畑、平等寺 平群町白石畑（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－白石畑－００４－急－Ｙ・Ｒ12 平群町白石畑 平群町白石畑（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－白石畑－００５－急－Ｙ・Ｒ9 平群町白石畑、平等寺 平群町白石畑（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－白石畑－００２－急－Ｙ・Ｒ10 平群町白石畑、平等寺 平群町白石畑（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－白石畑－００３－急－Ｙ・Ｒ7 平群町櫟原、緑ヶ丘 平群町櫟原（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－櫟原－００３－急－Ｙ・Ｒ8 平群町白石畑 平群町白石畑（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－白石畑－００１－急－Ｙ・Ｒ5 平群町椣原 平群町椣原（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－椣原－００５－急－Ｙ・Ｒ6 平群町椣原、生駒市小平尾町 平群町椣原（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－椣原－００６－急－Ｙ・Ｒ3 平群町椣原 平群町椣原（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－椣原－００３－急－Ｙ・Ｒ4 平群町椣原 平群町椣原（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－椣原－００４－急－Ｙ・Ｒ1 平群町椣原、上庄 平群町椣原（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－椣原－００１－急－Ｙ・Ｒ2 平群町椣原 平群町椣原（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 平群－椣原－００２－急－Ｙ・Ｒ



自然現象の種類 土砂災害警戒区域等指定リスト所在地 区域名称 区域番号急傾斜地の崩壊急傾斜地の崩壊2 三郷町勢野東、三室 三郷町勢野東（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 三郷－勢野東－００３－急－Ｙ・Ｒ1 三郷町勢野東 三郷町勢野東（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 三郷－勢野東－００２－急－Ｙ・Ｒ


