
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 東吉野村小（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－００８－急－Ｙ・Ｒ東吉野－小－００９－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村小（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－００４－急－Ｙ・Ｒ東吉野村小（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－００６－急－Ｙ・Ｒ東吉野村小（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－００７－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村三尾（０１６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－０１６－急－Ｙ・Ｒ東吉野村三尾（０１７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－０１７－急－Ｙ・Ｒ東吉野村小（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－００１－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村三尾（０１３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－０１３－急－Ｙ・Ｒ東吉野村三尾（０１４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－０１４－急－Ｙ・Ｒ東吉野村三尾（０１５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－０１５－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村三尾（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－０１０－急－Ｙ・Ｒ東吉野村三尾（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－０１１－急－Ｙ・Ｒ東吉野村三尾（０１２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－０１２－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村三尾（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－００４－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村三尾（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－００８－急－Ｙ・Ｒ東吉野村三尾（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－００９－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村挟戸（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－挟戸－００８－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村三尾（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－００６－急－Ｙ・Ｒ東吉野村三尾（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－００７－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村挟戸（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－挟戸－００９－急－Ｙ・Ｒ東吉野村挟戸（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－挟戸－０１０－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村挟戸（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－挟戸－００５－急－Ｙ・Ｒ東吉野村挟戸（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－挟戸－００６－急－Ｙ・Ｒ東吉野村挟戸（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－挟戸－００７－急－Ｙ・Ｒ

東吉野－伊豆尾－００６－急－Ｙ・Ｒ東吉野村挟戸（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－挟戸－００２－急－Ｙ・Ｒ東吉野村挟戸（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－挟戸－００３－急－Ｙ・Ｒ東吉野村挟戸（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－挟戸－００４－急－Ｙ・Ｒ

東吉野村小（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域

東吉野村伊豆尾（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－伊豆尾－００１－急－Ｙ・Ｒ東吉野村伊豆尾（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－伊豆尾－００２－急－Ｙ・Ｒ東吉野村伊豆尾（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－伊豆尾－００４－急－Ｙ・Ｒ東吉野村伊豆尾（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－伊豆尾－００５－急－Ｙ・Ｒ東吉野村伊豆尾（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域

3233 東吉野村小東吉野村小
29 東吉野村小30 東吉野村小31 東吉野村小
26 東吉野村三尾27 東吉野村三尾28 東吉野村小
23 東吉野村三尾24 東吉野村三尾25 東吉野村三尾
20 東吉野村三尾21 東吉野村三尾22 東吉野村三尾
17 東吉野村三尾18 東吉野村三尾19 東吉野村三尾
14 東吉野村狭戸15 東吉野村三尾16 東吉野村三尾
11 東吉野村狭戸12 東吉野村狭戸13 東吉野村狭戸
8 東吉野村狭戸9 東吉野村狭戸10 東吉野村狭戸
5 東吉野村伊豆尾6 東吉野村狭戸7 東吉野村狭戸
2 東吉野村伊豆尾3 東吉野村伊豆尾4 東吉野村伊豆尾

                                                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 東吉野村伊豆尾



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 東吉野－大又－００２－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大又（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－００３－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村大豆生（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－０１１－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大豆生（０１２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－０１２－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大又（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－００１－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村大豆生（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－００７－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大豆生（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－００８－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大豆生（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－００９－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村大豆生（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－００３－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大豆生（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－００４－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大豆生（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－００５－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村杉谷（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００９－急－Ｙ・Ｒ東吉野村杉谷（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－０１０－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大豆生（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－００２－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村杉谷（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００６－急－Ｙ・Ｒ東吉野村杉谷（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００７－急－Ｙ・Ｒ東吉野村杉谷（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００８－急－Ｙ・Ｒ

東吉野村小栗栖（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小栗栖－００２－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村杉谷（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００４－急－Ｙ・Ｒ東吉野村杉谷（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００５－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村小栗栖（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小栗栖－００３－急－Ｙ・Ｒ東吉野村杉谷（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００１－急－Ｙ・Ｒ

東吉野－小－０１２－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村小（０１５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－０１５－急－Ｙ・Ｒ東吉野村小（０１７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－０１７－急－Ｙ・Ｒ東吉野村小栗栖（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小栗栖－００１－急－Ｙ・Ｒ

東吉野村小（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－０１０－急－Ｙ・Ｒ東吉野村小（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－０１１－急－Ｙ・Ｒ

東吉野村大又（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域

東吉野村小（０１３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－０１３－急－Ｙ・Ｒ東吉野村小（０１４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－０１４－急－Ｙ・Ｒ

東吉野村杉谷東吉野村杉谷
東吉野村杉谷

東吉野村小

6465 東吉野村大又66 東吉野村大又東吉野村大又
6162 東吉野村大豆生東吉野村大豆生63 東吉野村大豆生
5758 東吉野村大豆生東吉野村大豆生5960 東吉野村大豆生東吉野村大豆生
5354 東吉野村杉谷東吉野村杉谷5556 東吉野村大豆生東吉野村大豆生
49 東吉野村杉谷505152 東吉野村杉谷東吉野村杉谷

東吉野村杉谷（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域47 東吉野村杉谷48 東吉野村杉谷（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００３－急－Ｙ・Ｒ東吉野－杉谷－００２－急－Ｙ・Ｒ
4344 東吉野村小栗栖東吉野村小栗栖4546 東吉野村杉谷
3940 東吉野村小（０１６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－０１６－急－Ｙ・Ｒ4142 東吉野村小東吉野村小栗栖

東吉野村小東吉野村小
3536 東吉野村小 東吉野村小（０１２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域3738 東吉野村小東吉野村小
34 東吉野村小



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
東吉野村中黒

東吉野村中黒（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－０１０－急－Ｙ・Ｒ99
東吉野－中黒－００４－急－Ｙ・Ｒ東吉野－中黒－００５－急－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００６－急－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００７－急－Ｙ・Ｒ

東吉野村谷尻（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－谷尻－００８－急－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００１－急－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００２－急－Ｙ・Ｒ

東吉野－谷尻－００２－急－Ｙ・Ｒ東吉野－滝野－００１－急－Ｙ・Ｒ東吉野村谷尻（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－谷尻－００３－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村谷尻（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－谷尻－００７－急－Ｙ・Ｒ

東吉野村大又（０１４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－０１４－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大又（０１５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－０１５－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村大又（０１９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－０１９－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村大又（０１６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－０１６－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大又（０１７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－０１８－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村大又（０１０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－０１０－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大又（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－０１１－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大又（０１２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－０１２－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村大又（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－００７－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大又（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－００８－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大又（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－００９－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村大又（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－００４－急－Ｙ・Ｒ東吉野村大又（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－００６－急－Ｙ・Ｒ

東吉野村中黒
96 東吉野村中黒
98 東吉野村中黒 東吉野村中黒（００９）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００９－急－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００８－急－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒97
9394 東吉野村中黒東吉野村中黒 東吉野村中黒（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域95 東吉野村中黒（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
90 東吉野村谷尻東吉野村谷尻9192 東吉野村中黒東吉野村中黒

東吉野－谷尻－００４－急－Ｙ・Ｒ8788 東吉野－谷尻－００５－急－Ｙ・Ｒ東吉野－谷尻－００６－急－Ｙ・Ｒ89 東吉野村谷尻東吉野村谷尻 東吉野村谷尻（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域東吉野村谷尻（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
8586 東吉野村谷尻 東吉野村谷尻（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域東吉野村谷尻8384 東吉野村谷尻東吉野村滝野 東吉野村滝野（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域東吉野村谷尻（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
80 東吉野－大又－０１７－急－Ｙ・Ｒ81 東吉野村大又 東吉野村大又（０１８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域82 東吉野村大又東吉野村大又 東吉野村大又（０２０）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－０２０－急－Ｙ・Ｒ
7778 東吉野村大又東吉野村大又79 東吉野村大又
7374 東吉野村大又東吉野村大又7576 東吉野村大又東吉野村大又
6970 東吉野村大又東吉野村大又7172 東吉野村大又東吉野村大又
6768 東吉野村大又東吉野村大又 東吉野村大又（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－００５－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

土石流 東吉野村三尾（００６）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－００６－土－Ｙ・Ｒ

東吉野－木津川－００２－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村狭戸（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－狭戸－００１－土－Ｙ・Ｒ

東吉野村三尾（００３）土石流警戒区域 東吉野－三尾－００３－土－Ｙ

東吉野村木津川（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津川－００３－急－Ｙ・Ｒ東吉野村木津川（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津川－００５－急－Ｙ・Ｒ東吉野村伊豆尾（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域

東吉野－平野－００２－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村木津（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００４－急－Ｙ・Ｒ東吉野村木津（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００５－急－Ｙ・Ｒ東吉野村木津（００７）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００７－急－Ｙ・Ｒ

東吉野－麦谷－００３－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村平野（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－平野－００５－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村木津（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００３－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村麦谷（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－麦谷－００４－急－Ｙ・Ｒ東吉野村麦谷（００５）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－麦谷－００５－急－Ｙ・Ｒ東吉野村平野（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域

東吉野－中黒－０１２－急－Ｙ・Ｒ東吉野村日裏（００１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－日裏－００１－急－Ｙ・Ｒ東吉野村萩原（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－萩原－００３－急－Ｙ・Ｒ東吉野村萩原（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－萩原－００４－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村中黒（０１１）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－０１１－急－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒

東吉野村木津（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００６－急－Ｙ・Ｒ
東吉野村平野

東吉野村三尾（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－００１－土－Ｙ・Ｒ

東吉野村木津（００８）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００８－急－Ｙ・Ｒ東吉野村木津川（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
東吉野村伊豆尾

東吉野村木津

土石流土石流
土石流土石流132 東吉野村三尾131 東吉野村三尾130 東吉野村三尾 東吉野村三尾（００５）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－００５－土－Ｙ・Ｒ東吉野村三尾（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－００４－土－Ｙ・Ｒ土石流

127 東吉野村狭戸 土石流 東吉野村狭戸（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－狭戸－００４－土－Ｙ・Ｒ129 東吉野村三尾128 東吉野村三尾 土石流
東吉野－狭戸－００２－土－Ｙ・Ｒ126 東吉野村狭戸 土石流 東吉野村狭戸（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－狭戸－００３－土－Ｙ・Ｒ124 東吉野村狭戸125 東吉野村狭戸 土石流 東吉野村狭戸（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域

121 東吉野村木津川122 東吉野村木津川（００４）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津川－００４－急－Ｙ・Ｒ123 東吉野村木津川 東吉野－伊豆尾－００１－土－Ｙ・Ｒ
118 東吉野村木津119 東吉野村木津川120 東吉野村木津川
115 東吉野村木津116 東吉野村木津117 東吉野村木津
112 東吉野村平野 東吉野－木津－００２－急－Ｙ・Ｒ113 東吉野村木津114 東吉野村木津

東吉野村平野（００６）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－平野－００６－急－Ｙ・Ｒ東吉野村木津（００２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
109110 東吉野村平野 東吉野村平野（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域 東吉野－平野－００３－急－Ｙ・Ｒ111
106 東吉野村麦谷東吉野村麦谷107108 東吉野村平野東吉野村麦谷

東吉野村中黒（０１２）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域103104 東吉野村萩原東吉野村萩原105 東吉野村麦谷（００３）急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
100 東吉野村中黒101102 東吉野村日裏



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

土石流土石流土石流

土石流土石流
土石流土石流土石流
土石流

土石流土石流
土石流土石流
土石流

東吉野村大豆生（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－００４－土－Ｙ・Ｒ東吉野村大又（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－００１－土－Ｙ・Ｒ東吉野村大又（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大又－００２－土－Ｙ・Ｒ

東吉野－杉谷－００１－土－Ｙ・Ｒ東吉野村杉谷（００３）土石流警戒区域 東吉野－杉谷－００３－土－Ｙ東吉野村杉谷（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００４－土－Ｙ・Ｒ東吉野村杉谷（００５）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００５－土－Ｙ・Ｒ

東吉野－小栗栖－００３－土－Ｙ東吉野村小栗栖（００４）土石流警戒区域 東吉野－小栗栖－００４－土－Ｙ東吉野村小栗栖（００５）土石流警戒区域 東吉野－小栗栖－００５－土－Ｙ東吉野村小栗栖（００７）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小栗栖－００７－土－Ｙ・Ｒ

東吉野村三尾（０１１）土石流警戒区域 東吉野－三尾－０１１－土－Ｙ東吉野村三尾（０１２）土石流警戒区域 東吉野－三尾－０１２－土－Ｙ

東吉野村小栗栖（００２）土石流警戒区域 東吉野－小栗栖－００２－土－Ｙ
東吉野村小（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－００４－土－Ｙ・Ｒ東吉野村小（００６）土石流警戒区域 東吉野－小－００６－土－Ｙ

東吉野村三尾（００７）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－００７－土－Ｙ・Ｒ東吉野村三尾（００８）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－００８－土－Ｙ・Ｒ

東吉野村小栗栖東吉野村小栗栖

土石流土石流
165164163162 東吉野村大豆生東吉野村大又東吉野村大又

東吉野村大豆生 東吉野村杉谷（００７）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００７－土－Ｙ・Ｒ東吉野村大豆生（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－００１－土－Ｙ・Ｒ東吉野村大豆生161 東吉野村大豆生（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－００３－土－Ｙ・Ｒ東吉野村大豆生（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－大豆生－００２－土－Ｙ・Ｒ160 東吉野村杉谷 土石流159 東吉野村杉谷 土石流東吉野村大豆生 土石流
東吉野村杉谷 土石流158157 東吉野村杉谷（００６）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－杉谷－００６－土－Ｙ・Ｒ

東吉野－杉谷－００２－土－Ｙ・Ｒ156 東吉野村杉谷 土石流東吉野村杉谷東吉野村杉谷 土石流155 東吉野村杉谷 土石流154153 東吉野村杉谷（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域東吉野村杉谷（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域
東吉野－小栗栖－００６－土－Ｙ・Ｒ152151 東吉野村小栗栖 土石流東吉野村小栗栖東吉野村小栗栖 東吉野村小栗栖（００８）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小栗栖－００８－土－Ｙ・Ｒ150 東吉野村小栗栖 土石流149148 東吉野村小栗栖（００６）土石流警戒区域・特別警戒区域

東吉野村小栗栖（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小栗栖－００１－土－Ｙ・Ｒ147146 東吉野村小 土石流東吉野村小栗栖 東吉野村小（００７）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－００７－土－Ｙ・Ｒ
東吉野村小栗栖（００３）土石流警戒区域

142 東吉野村小 土石流
145 東吉野村小 土石流144143

東吉野村三尾（０１３）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－三尾－０１３－土－Ｙ・Ｒ東吉野村小（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－００１－土－Ｙ・Ｒ141 東吉野村小 土石流 東吉野村小（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－小－００２－土－Ｙ・Ｒ
138 東吉野村三尾 土石流140 東吉野村小139 東吉野村三尾

東吉野村三尾135 東吉野村三尾 東吉野村三尾（００９）土石流警戒区域 東吉野－三尾－００９－土－Ｙ137 東吉野村三尾 土石流 東吉野村三尾（０１０）土石流警戒区域 東吉野－三尾－０１０－土－Ｙ

東吉野村小栗栖

133 東吉野村三尾 土石流134 東吉野村三尾 土石流136



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

土石流

土石流土石流
土石流

土石流土石流土石流

土石流土石流土石流

東吉野村木津（００７）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００７－土－Ｙ・Ｒ東吉野村木津川（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津川－００１－土－Ｙ・Ｒ東吉野村木津川（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津川－００２－土－Ｙ・Ｒ
東吉野村木津（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００４－土－Ｙ・Ｒ東吉野村木津（００５）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００５－土－Ｙ・Ｒ東吉野村木津（００６）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００６－土－Ｙ・Ｒ

東吉野－平野－００２－土－Ｙ・Ｒ東吉野村平野（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－平野－００３－土－Ｙ・Ｒ
東吉野－木津－００３－土－Ｙ・Ｒ

東吉野村平野（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－平野－００４－土－Ｙ・Ｒ東吉野村平野（００５）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－平野－００５－土－Ｙ・Ｒ東吉野村平野（００６）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－平野－００６－土－Ｙ・Ｒ

東吉野－中黒－０１４－土－Ｙ東吉野村中黒（０１５）土石流警戒区域 東吉野－中黒－０１５－土－Ｙ東吉野村麦谷（００４）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－麦谷－００４－土－Ｙ・Ｒ東吉野村平野（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－平野－００１－土－Ｙ・Ｒ

東吉野村中黒（００５）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００５－土－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒（００７）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００７－土－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒（００８）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００８－土－Ｙ・Ｒ
東吉野村中黒（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００１－土－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００３－土－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒（００４）土石流警戒区域 東吉野－中黒－００４－土－Ｙ
東吉野村滝野（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－滝野－００２－土－Ｙ・Ｒ東吉野村谷尻（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－谷尻－００１－土－Ｙ・Ｒ東吉野村谷尻（００３）土石流警戒区域 東吉野－谷尻－００３－土－Ｙ

東吉野村中黒
東吉野村平野 土石流東吉野村麦谷

土石流東吉野村木津川 土石流
東吉野村木津東吉野村木津東吉野村木津東吉野村木津

土石流土石流土石流
東吉野村木津（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００２－土－Ｙ・Ｒ東吉野村木津（００３）土石流警戒区域・特別警戒区域193

198197196195194
東吉野村木津川

192 東吉野村木津 土石流191 東吉野村木津 土石流東吉野村木津 土石流
東吉野村平野 土石流190189 東吉野村木津（００１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－木津－００１－土－Ｙ・Ｒ188187 東吉野村平野 土石流東吉野村平野186 東吉野村平野東吉野村平野

183 東吉野村中黒 土石流 東吉野－麦谷－００５－土－Ｙ185 東吉野村麦谷 土石流184 東吉野村麦谷（００５）土石流警戒区域東吉野村平野（００２）土石流警戒区域・特別警戒区域
東吉野－中黒－０１２－土－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒（０１３）土石流警戒区域・特別警戒区域180182 東吉野村中黒 土石流181 土石流
東吉野－中黒－０１３－土－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒（０１４）土石流警戒区域

177 東吉野村中黒 土石流 東吉野村中黒（０１１）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－０１１－土－Ｙ・Ｒ179178 東吉野村中黒 土石流 東吉野村中黒（０１２）土石流警戒区域・特別警戒区域
東吉野村中黒（００９）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－００９－土－Ｙ・Ｒ東吉野村中黒 土石流 東吉野村中黒（０１０）土石流警戒区域・特別警戒区域 東吉野－中黒－０１０－土－Ｙ・Ｒ176 東吉野村中黒 土石流175 東吉野村中黒 土石流東吉野村中黒 土石流

東吉野村中黒東吉野村中黒東吉野村中黒174173172171170169 東吉野村谷尻 土石流168 東吉野村滝野 土石流167166 東吉野村谷尻東吉野村中黒


