
 

土砂災害警戒区域等一覧 

(1) 土砂災害関係一覧表 
区

分 
区域等 所管省庁 説明 該当 

土

砂

法 

土砂災害 

警戒区域 
国土交通省 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

12年法律第57号）第６条の規定に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場

合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土

地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を

特に整備すべき土地の区域として、都道府県知事が指定する区域。 

71箇所 

土砂災害 

特別警戒区域 
国土交通省 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

12年法律第57号）第８条の規定に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩

壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著し

い危害生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の

制限及び居室を有する建築物の構造規制をすべき土地の区域として、都道

府県知事が指定する区域。 

67箇所 

土

石

流 

砂防指定地 国土交通省 

砂防法（明治30年法律第29号）第２条の規定に基づき、砂防設備を要する

土地又は治水上砂防のために一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地と

して、国土交通大臣が指定する土地。 

― 

土石流危険 

渓流 
国土交通省 

土石流が発生する危険性があり、人家、公共施設等に被害が生ずるおそれ

があるとして、地形等が国土交通省の定めた基準に該当する渓流。 

68箇所 

崩壊土砂 

流出危険地区 
林野庁 

山腹の崩壊等により発生した土砂、火山噴出物が土石流となって流出する

おそれがある地区のうち、人家、公共施設等に被害が生ずるおそれがある

として、地形等が林野庁の定めた基準に該当する地区。 

63箇所 

地

す

べ

り 

地すべり 

防止区域 

国土交通省 

農林水産省 

地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第3条の規定に基づき、地すべり

している区域又は地すべりするおそれの極めて大きい区域であって、公共

の利害に密接な関連を有するものとして、国土交通大臣又は農林水産大臣

が指定する区域。 

― 

地すべり 

危険箇所 
国土交通省 

地すべりが発生する危険性があり、河川、道路、鉄道、公共建物、人家等

に被害が生ずるおそれがあるとして、地形等が国土交通省の定めた基準に

該当する箇所。 

― 

地すべり 

危険地区 
農林水産省 

地すべりが発生する危険性があり、農地等に被害が生ずるおそれがあると

して、地形等が農林水産省の定めた基準に該当する箇所。 

― 

急

傾

斜

地

崩

壊 

急傾斜地 

崩壊危険区域 
国土交通省 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第

３条の規定に基づき、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により、

相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣

接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊を防止するために一定の行為を制

限すべき土地として、都道府県知事が指定する区域。 

12箇所 

急傾斜地 

崩壊危険箇所 
国土交通省 

急傾斜地の崩壊が発生する危険性があり、人家、公共施設等に被害が生ず

るおそれがあるとして、地形等が国土交通省の定めた基準に該当する箇所。 

35箇所 

山腹崩壊 

危険地区 
林野庁 

山腹の崩壊が発生したか、又は発生するおそれがある地区のうち、人家、

公共施設等に被害が生ずるおそれがあるとして、地形等が林野庁の定めた

基準に該当する地区。 

30箇所 

 



 

 (2) 土砂災害警戒区域、特別警戒区域 

番号 区域の名称 所在地 
土 砂 災 害 の 発 生 原 因 
となる自然現象の種類 

土砂災害特別 
警戒区域の有無 

指定 
年月日 

1 巣烏-1 前橋市総社町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
2 巣烏-2 前橋市総社町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

3 野馬塚 前橋市総社町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

4 村西 前橋市大渡町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
5 八幡-1 前橋市田口町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

6 八幡-2 前橋市田口町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

7 根岸-1 前橋市川端町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
8 根岸-2 前橋市川端町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

9 城岸 前橋市嶺町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

10 城岸-2 前橋市嶺町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
11 城岸-3 前橋市嶺町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

12 十二山 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

13 大洞 2 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
14 大洞 3 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

15 大洞 5 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

16 赤城山 1 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
17 赤城山 2 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

18 赤城山 3 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

19 赤城山 4 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
20 赤城山 5 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

21 乙柊山 前橋市堀越町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

22 甲柊山-1 前橋市堀越町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
23 甲柊山-2 前橋市堀越町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

24 西久保 前橋市樋越町 急傾斜地の崩壊  R2.2.18 

25 正治 前橋市堀越町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
26 湯之沢 前橋市苗ヶ島町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

27 滝沢（B） 前橋市苗ヶ島町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

28 忠治 前橋市苗ヶ島町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
29 滝沢（A） 前橋市粕川町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

30 西田面 前橋市粕川町 急傾斜地の崩壊  R2.2.18 

31 西田面-2 前橋市粕川町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
32 嶺町 1 前橋市嶺町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

33 小坂子町 1 前橋市小坂子町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

34 大河原１ 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
35 大河原 2 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

36 大河原 3 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

37 天神平 1 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
38 天神平 2 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 



 

 

番号 区域の名称 所在地 
土 砂 災 害 の 発 生 原 因 
となる自然現象の種類 

土砂災害特別 
警戒区域の有無 

指定 
年月日 

39 石倉 2 前橋市大胡町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
40 東沢 1 前橋市苗ヶ島町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

41 小坂子町イ 前橋市小坂子町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

42 東沢イ-1 前橋市苗ヶ島町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
43 東沢イ-2 前橋市苗ヶ島町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

44 橘 前橋市田口町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

45 原之郷-1 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
46 原之郷-2 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

47 東田 前橋市日輪寺町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

48 天神峰-1 前橋市嶺町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
49 天神峰-2 前橋市嶺町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

50 天神峰-3 前橋市嶺町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

51 下原 前橋市小坂子町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 
52 赤城山 6 前橋市富士見町 急傾斜地の崩壊 ○ R2.2.18 

53 見晴沢 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 

54 宮川 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 
55 覚満沢 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 

56 赤城白川 1 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 

57 姥子沢 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 
58 赤城白川 2 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 

59 桜沢 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 

60 沼尾川 1-1 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 
61 沼尾川 1-2 前橋市富士見町 土石流  R2.2.18 

62 沼尾川 2 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 

63 沼尾川 3 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 
64 沼尾川 4 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 

65 陣笠沢 前橋市富士見町 土石流  R2.2.18 

66 黒檜沢 前橋市富士見町 土石流 ○ R2.2.18 
67 忠治之沢 前橋市苗ヶ島町 土石流 ○ R2.2.18 

68 湯ノ沢 前橋市苗ヶ島町 土石流 ○ R2.2.18 

69 北空池川 前橋市三夜沢町 土石流 ○ R2.2.18 
70 大穴川 前橋市柏倉町 土石流 ○ R2.2.18 

71 赤芝川 前橋市柏倉町 土石流 ○ R2.2.18 
 

 

 

 

 

 



 

(3) 急傾斜地崩壊危険区域 

番号 区域名 ふりがな 所在地 指定年月日 告示番号 

1 根岸 ねぎし 川端町 S46.12.28 783 

2 野馬塚 のばづか 総社町 S46.12.28 783 

3 村西 むらにし 大渡町 S46.12.28 783 

4 根古屋 ねごや 河原浜 S48.3.27 195 

5 根古屋(追加) ねごや 河原浜 S58.3.31 167 

6 城岸 しろぎし 嶺町 S49.3.15 139 

7 高見 たかみ 茂木､大胡 S59.12.7 925 

8 正治 しょうじ 堀越 S61.8.19 590 

9 正治(追加) しょうじ 堀越 H6.8.30 520 

10 根古屋(B) ねごや 河原浜 H3.7.16 593 

11 甲柊山 こうひいらぎやま 堀越 H6.11.22 646 

 12 東田地区 ひがしだちく 日輪寺町地内 R2.6.30 183 

 

(4) 急傾斜地崩壊危険箇所 

危険度区分 箇所番号 箇所名 所在地 指定の有無 
Ⅰ 1 巣烏 総社 無 
Ⅰ 2 野馬塚 総社 有 
Ⅰ 3 村西 大渡 有 
Ⅰ 4 八幡 田口 無 
Ⅰ 5 根岸 川端 有 
Ⅰ 6 城岸 嶺 有 
Ⅰ 7 田口町１ 田口町 無 
Ⅰ 8 十二山 横室  
Ⅰ 9 大洞２ 赤城山  
Ⅰ 10 大洞３ 赤城山  
Ⅰ 11 大洞５ 赤城山  
Ⅰ 12 赤城山１ 赤城山  
Ⅰ 13 赤城山２ 赤城山  
Ⅰ 14 根古屋(B) 河原浜 有 
Ⅰ 15 乙柊山 堀越 無 
Ⅰ 16 甲柊山 堀越 有 
Ⅰ 17 西久保 樋越 無 
Ⅰ 18 高見 茂木 有 
Ⅰ 19 正治 堀越 有 
Ⅰ 20 根古屋 河原浜 有 
Ⅰ 21 四の丸 堀越 無 
Ⅰ 22 湯之沢 苗ヶ島 無 
Ⅰ 23 滝沢(B) 苗ヶ島 無 
Ⅰ 24 忠治 苗ヶ島 無 
Ⅰ 25 滝沢(A) 室沢 無 
Ⅰ 26 西田面 西田面 無 
Ⅱ 2001 嶺町１ 嶺町 無 
Ⅱ 2002 小坂子町１ 小坂子町 無 
Ⅱ 2003 大河原１ 赤城山  
Ⅱ 2004 天神平１ 石井  
Ⅱ 2005 石倉２ 滝窪 無 
Ⅱ 2006 東沢１ 苗ヶ島 無 



 

 

危険度区分 箇所番号 箇所名 所在地 指定の有無 

Ⅲ 5001 田口町イ 田口町 無 
Ⅲ 5002 小坂子町イ 小坂子町 無 
Ⅲ 5003 東沢イ 苗ヶ島 無 

 

(5) 土石流危険渓流 

渓流番号 水系名 河川名 渓流名 所在地 
304-Ⅰ-001 利根川 芳見沢川 うずら沢 金丸 
305-Ⅰ-001 利根川 荒砥川 忠治之沢 苗ヶ島 
305-Ⅰ-002 利根川 荒砥川 湯ノ沢 苗ヶ島 
305-Ⅰ-003 利根川 荒砥川 大師ノ沢 苗ヶ島 
305-Ⅰ-004 利根川 石田川 石田川 白山 
305-Ⅰ-005 利根川 粕川 北空知川 三夜沢 
305-Ⅰ-006 利根川 鳴沢川 鳴沢川 柏倉 
305-Ⅰ-007 利根川 鳴沢川 深山沢 柏倉 
305-Ⅰ-008 利根川 大穴川 大穴川 落合 
305-Ⅰ-009 利根川 芳見沢川 大倉川 落合 
305-Ⅰ-010 利根川 芳見沢川 赤芝川 落合 
305-Ⅰ-011 利根川 芳見沢川 溝之口川 落合 
306-Ⅰ-001 利根川 粕川 粕川 湯之口 
306-Ⅰ-002 利根川 粕川 中之沢 安通 
306-Ⅰ-003 利根川 粕川 山伏川 安通 
306-Ⅰ-004 利根川 粕川 室沢 安通 
306-Ⅰ-005 利根川 粕川 大林沢 安通 
306-Ⅰ-006 利根川 粕川 全徳寺川 安通 
205-Ⅰ-001 利根川 利根川 房ヶ入沢 北金井 
205-Ⅰ-002 利根川 利根川 強戸 強戸 
205-Ⅰ-003 利根川 利根川 諏訪ノ入沢 太田 
205-Ⅰ-004 利根川 利根川 堤沢 長手 
205-Ⅰ-005 利根川 利根川 十八曲沢 長手 
205-Ⅰ-006 利根川 利根川 井戸沢 長手 
205-Ⅰ-007 利根川 利根川 長手 長手 
205-Ⅰ-008 利根川 利根川 枸橘沢 八幡 
205-Ⅰ-009 利根川 利根川 小沢 東金井 
205-Ⅰ-010 利根川 利根川 東川沢 東山 
205-Ⅰ-011 利根川 利根川 大谷津沢 寺入 
205-Ⅰ-012 利根川 利根川 聖天沢 東金井 
205-Ⅰ-013 利根川 利根川 大日沢 東金井 
205-Ⅰ-014 利根川 利根川 東大沢 東金井 
205-Ⅰ-015 利根川 利根川 東金井 東金井 
205-Ⅰ-016 利根川 利根川 菅ノ沢 東今泉 
205-Ⅰ-017 利根川 利根川 谷ヶ入沢 今泉口 
205-Ⅰ-018 利根川 利根川 落内沢 吉沢 
205-Ⅰ-019 利根川 利根川 吉沢Ｂ 吉沢 
205-Ⅰ-020 利根川 渡良瀬川 新堀沢 吉沢 
303-Ｉ-001 利根川 細ヶ沢川 天神沢 石井 
303-Ｉ-002 利根川 沼尾川 見晴沢 大洞 
303-Ｉ-003 利根川 宮川 宮川 大洞 



 

 

渓流番号 水系名 河川名 渓流名 所在地 
303-Ｉ-004 利根川 覚満沢 覚満沢 大洞 
303-Ｉ-005 利根川 赤城白川 赤城白川 箕輪 
303-Ｉ-006 利根川 赤城白川 姥子沢 箕輪 
303-Ｉ-007 利根川 藤沢川 藤沢川 皆沢 
303-Ｉ-008 利根川 藤沢川 皆沢 皆沢 
303-Ｉ-009 利根川 細ヶ沢川 不入沢 石井 
303-Ｉ-010 利根川 細ヶ沢川 富入川 石井 
303-Ｉ-011 利根川 細ヶ沢川 八幡久保沢 石井 
303-Ｉ-012 利根川 細ヶ沢川 大沢川 石井 
303-Ｉ-013 利根川 細ヶ沢川 細ヶ沢 石井 
303-Ｉ-014 利根川 赤城白川  箕輪 
303-Ｉ-015 利根川 赤城白川 桜沢 箕輪 
303-Ｉ-016 利根川 沼尾川  大洞 
303-Ｉ-017 利根川 沼尾川  大洞 
303-Ｉ-018 利根川 沼尾川  大洞 
303-Ｉ-019 利根川 沼尾川  大洞 
303-Ｉ-020 利根川 沼尾川  大洞 
303-Ⅱ-001 利根川 沼尾川 陣笠沢 大洞 
303-Ⅱ-002 利根川 細ヶ沢川 樺沢 市之木場 
303-Ⅱ-003 利根川 法華沢川 東川 山口 
303-Ⅱ-004 利根川 法華沢川 飛石沢 山口 
305-Ⅱ-001 利根川 原沢 原沢 苗ヶ島 
305-Ⅱ-002 利根川 荒砥川 谷源地沢 谷源地 
305-Ⅱ-003 利根川 次郎丸川 次郎丸川 落合 
303-J-001 利根川 法華沢川 市之木場沢 市之木場 
306-J-001 利根川 粕川 螺沢川 湯之口 
306-J-002 利根川 粕川 大猿川 湯之口 

 
 

 (6) 山地災害危険地区 

番号 地区区分 大字 字 

201-001 崩壊土砂流出危険地区 嶺町 嶺 

201-002 崩壊土砂流出危険地区 荻窪町 大入 

201-003 崩壊土砂流出危険地区 上細井町 西堀 

201-004 崩壊土砂流出危険地区 田口町 中子 

201-005 崩壊土砂流出危険地区 上細井町 天王 

201-006 崩壊土砂流出危険地区 上細井町 宿 

201-007 崩壊土砂流出危険地区 小坂子町 笹原 

201-008 崩壊土砂流出危険地区 小坂子町 白鳥 

201-009 崩壊土砂流出危険地区 粕川町室沢 安通 

201-010 崩壊土砂流出危険地区 市之関町 下替戸 

203-97 崩壊土砂流出危険地区 粕川町室沢 境沢 

303-001～010 崩壊土砂流出危険地区 富士見町赤城山 赤城山 

303-012 崩壊土砂流出危険地区 富士見町赤城山 箕輪前 

303-013 崩壊土砂流出危険地区 富士見町赤城山 赤城山 

303-014 崩壊土砂流出危険地区 富士見町赤城山 大箕山 

303-015 崩壊土砂流出危険地区 富士見町石井 石井窪 

303-016 崩壊土砂流出危険地区 富士見町石井 金井窪 

303-017 崩壊土砂流出危険地区 富士見町赤城山  



 

番号 地区区分 大字 字 

303-018 崩壊土砂流出危険地区 富士見町赤城山 赤城山 

303-019 崩壊土砂流出危険地区 富士見町皆沢 小荻沢 

303-021 崩壊土砂流出危険地区 富士見町原之郷 金山 

303-022 崩壊土砂流出危険地区 富士見町赤城山 赤城山 

303-023 崩壊土砂流出危険地区 富士見町山口 山崎 

303-027 崩壊土砂流出危険地区 富士見町市之木場 石橋 

303-028 崩壊土砂流出危険地区 富士見町時沢 明神 

303-029 崩壊土砂流出危険地区 富士見町赤城山 下横道 

304-001 崩壊土砂流出危険地区 金丸 金丸 

304-002 崩壊土砂流出危険地区 金丸 金丸 

304-003 崩壊土砂流出危険地区 滝窪 黒沢 

305-001 崩壊土砂流出危険地区 柏倉 落合 

305-002 崩壊土砂流出危険地区 柏倉 赤城山 

305-003 崩壊土砂流出危険地区 柏倉 東田 

305-004 崩壊土砂流出危険地区 柏倉 小麦沢 

305-005 崩壊土砂流出危険地区 三夜沢 南空地 

305-006 崩壊土砂流出危険地区 苗ヶ島 原 

305-007 崩壊土砂流出危険地区 柏倉 梅ノ木 

305-008 崩壊土砂流出危険地区 苗ヶ島 白山 

305-009 崩壊土砂流出危険地区 鼻毛石 中山 

305-010 崩壊土砂流出危険地区 柏倉 房田 

305-011 崩壊土砂流出危険地区 苗ケ島町 大堰 

305-012 崩壊土砂流出危険地区 柏倉 乙横山 

306-001 崩壊土砂流出危険地区 粕川町中ノ沢 御殿 

306-002 崩壊土砂流出危険地区 粕川町中ノ沢 湯ノ口 

306-003 崩壊土砂流出危険地区 粕川町中ノ沢 湯ノ口 

306-004 崩壊土砂流出危険地区 粕川町稲里 赤城 

306-005 崩壊土砂流出危険地区 粕川町室沢 拾弐木 

306-006 崩壊土砂流出危険地区 粕川町上東田面 伊勢ノ森 

306-007 崩壊土砂流出危険地区 粕川町西田面 前田 

306-008 崩壊土砂流出危険地区 粕川町新屋 八幡 

306-009 崩壊土砂流出危険地区 粕川町稲里 稲矢次 

306-010 崩壊土砂流出危険地区 粕川町月田 近戸 

201-01 

 

 

崩壊土砂流出危険地区 苗ヶ島町 字湯の沢国有林 

201-02 

 
崩壊土砂流出危険地区 苗ヶ島町 字湯の沢国有林 

201-03 

 
崩壊土砂流出危険地区 苗ヶ島町 湯の沢字湯の沢国有

林 201-04 

 
崩壊土砂流出危険地区 富士見町 石井字荒山国有林 

201-05 

 
崩壊土砂流出危険地区 富士見町 石井字黒桧山国有林 

201-06 

 
崩壊土砂流出危険地区 富士見町 石井字荒山国有林 

201-001 山腹崩壊危険地区 小坂子町 白鳥 

201-002 山腹崩壊危険地区 田口町 橘西 

201-003 山腹崩壊危険地区 田口町 橘南 

201-005 山腹崩壊危険地区 小坂子町 曲田 

201-006 山腹崩壊危険地区 柏倉町 赤城山 

303-001～008 山腹崩壊危険地区 富士見町赤城山 赤城山 

303-009 山腹崩壊危険地区 富士見町山口 鷲石 

303-010 山腹崩壊危険地区 富士見町赤城山 赤城山 

304-001 山腹崩壊危険地区 河原浜町 ハッケ峯 

304-002 山腹崩壊危険地区 堀越 利根 

305-001 山腹崩壊危険地区 柏倉 赤芝 



 

番号 地区区分 大字 字 

305-002 山腹崩壊危険地区 三夜沢 東川 

305-003 山腹崩壊危険地区 三夜沢 十二 

305-004 山腹崩壊危険地区 苗ヶ島 大堰 

305-005 山腹崩壊危険地区 柏倉 赤城山 

305-006 山腹崩壊危険地区 柏倉 赤城山 

306-001 山腹崩壊危険地区 粕川町中之沢 御殿 

306-002 山腹崩壊危険地区 粕川町中之沢 中之沢 

345-001 山腹崩壊危険地区 漆原 川原田 

201-01 

 

 

 

 

山腹崩壊危険地区 苗ヶ島町 字湯の沢国有林 

201-02 山腹崩壊危険地区 粕川町 室沢字滝沢国有林 

201-03 山腹崩壊危険地区 粕川町 室沢字滝沢国有林 

 


