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盛土による災害防止のための総点検の結果について 

 

静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、関係府省から依頼のあった「盛土に

よる災害防止のための総点検」の点検結果についてお知らせします。 

 

 １．１．１．１． 点検箇所点検箇所点検箇所点検箇所      対象箇所は、土砂災害警戒区域（土石流）の上流域や大規模盛土造成地等を重点に、関係法令の  許可実績や国土地理院データなどを活用して把握した盛土です。 
  ＜重点点検対象エリア及び重点点検箇所＞   ○土砂災害警戒区域（土石流）の上流域、及び土砂災害警戒区域内（急傾斜地、地すべり）のうち斜面末端部より下部を除く地域内 ○山地災害危険地区の集水区域（崩壊土砂流出）及び地区内（地すべり、山腹崩壊） ○大規模盛土造成地  ＜盛土の把握方法＞ ○許可・届出資料等から確認した盛土 ○盛土可能性箇所データ等から推定される盛土 等 
    

    ２．２．２．２． 点検の実施結果点検の実施結果点検の実施結果点検の実施結果    盛土総点検実施箇所数                              252箇所 
 うち、法令等に基づいた是正措置等が必要な箇所            11箇所 

 

 

 

 

 

令和 4年 3月 31日 県土マネジメント部企画管理室 担 当：大久保、中山 連絡先：0742－27－7489 内 線：4123、4108 
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３．３．３．３． 法令等に基づいた是正措置等が必要な法令等に基づいた是正措置等が必要な法令等に基づいた是正措置等が必要な法令等に基づいた是正措置等が必要な箇所箇所箇所箇所についてについてについてについて    法令等に基づいた是正措置等が必要な 11 箇所については、法令等に基づき是正措置等を 行っています。 現時点では、直ちに下流域に大規模な土砂流出の恐れのある箇所は確認されていません。 
 整理 番号 所在地 点検項目ごとの結果 関係法令 ① 許可・届出等の不備 ② 手続きと現地の不一致 ③ 必要な災害防止措置がない ④ 禁止事項に該当 （廃棄物の混入） 

5 奈良市北椿尾町 ① 森林法 
11 奈良市大和田町 ① 砂防法 
12 奈良市月ヶ瀬長引 ①② 森林法・砂防法 
32 天理市岩屋町 ①③④ 農地法 
46 五條市東阿田町 ① 市 残土条例 
58 生駒市北田原町 ② 森林法・砂防法 
84 宇陀市大宇陀守道元下 ② 農地法 
102 平群町櫟原 ②③④ 森林法・宅地造成等規制法 
108 平群町信貴畑 ①④ 農地法 
118 平群町信貴畑 ① 町 残土条例 
156 天川村中谷 ① 農地法         ※全点検箇所の結果については、別紙「盛土による災害防止のための総点検箇所一覧」を ご覧ください。 
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４．４．４．４． 問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    
 整理 番号 所在地 所管課 連絡先 

5 奈良市北椿尾町 県 森と人の共生推進課 0742-27-8047 

0742-27-7475 

11 奈良市大和田町 県 砂防・災害対策課 0742-27-7513 

12 奈良市月ヶ瀬長引 県 森と人の共生推進課 
 県 砂防・災害対策課 0742-27-8047 

0742-27-7475 

0742-27-7513 

32 天理市岩屋町 県 担い手・農地マネジメント課 0742-27-7412 

46 五條市東阿田町 市 生活環境課 県 技術管理課 0747-22-4001 

0742-27-7607 

58 生駒市北田原町 県 森と人の共生推進課 
 県 砂防・災害対策課 0742-27-8047 

0742-27-7475 

0742-27-7513 

84 宇陀市大宇陀守道元下 県 担い手・農地マネジメント課 0742-27-7412 

102 平群町櫟原 県 森と人の共生推進課 
 県 建築安全推進課 0742-27-8047 

0742-27-7475 

0742-27-7573 

108 平群町信貴畑 県 担い手・農地マネジメント課 0742-27-7412 

118 平群町信貴畑 町 経済建設課 県 技術管理課 0745-45-1017 

0742-27-7607 

156 天川村中谷 県 担い手・農地マネジメント課 0742-27-7412   ※盛土総点検全般に関することは、県 県土マネジメント部企画管理室（0742-27-7489）   ※お問い合わせ内容によっては、関係部局への確認が必要な場合がありますので お答えするのにお時間をいただく場合がございます。 



別紙
1 上深川町 森林法 措置不要2 三碓町・帝塚山中町 森林法 措置不要3 法用町・東鳴川町 森林法 措置不要4 針町 森林法 措置不要5 北椿尾町 森林法 ①許可・届出等の不備 是正指導中 応急工事完了6 月ヶ瀬石打 森林法砂防３法 措置不要7 東鳴川町 農地法 措置不要8 大和田町 農地法 措置不要9 柳生町 農地法 措置不要10 ⽉ヶ瀬⻑引 砂防３法 措置不要11 大和田町 砂防３法 ①許可・届出等の不備 是正指導中12 ⽉ヶ瀬⻑引 森林法砂防３法 ①許可・届出等の不備②手続きと現地の不一致 是正工事中 奈良県砂防指定地等管理条例に基づく 是正工事を命令13 中の川 森林法砂防３法 措置不要14 針町 森林法 措置不要15 上深川町 地形データ等 措置不要16 邑地町 都市計画法 措置不要17 富雄元町 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要18 川上町 都市計画法 措置不要19 高樋町 都市計画法 措置不要20 南田原町 都市計画法 措置不要21 川上町 都市計画法 措置不要22 柳生町 都市計画法 措置不要23 川上町 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要24 法蓮町 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要25 大和田町 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要26 法蓮町 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要27 奈保町 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要28 疋田町 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要29 福住町 森林法 措置不要30 福住町 森林法 措置不要31 福住町 森林法 措置不要32 岩屋町 農地法 ①許可・届出等の不備③必要な災害防止措置がない④禁止事項に該当（廃棄物の混入） 是正指導中 農地法に基づく原状回復措置を命令 盛土の詳細調査を予定33 杣之内町 自然公園法 措置不要34 杣之内町 自然公園法 措置不要35 桜井市 浅古 砂防３法 措置不要36 大澤町 森林法 措置不要37 住川町 森林法 措置不要38 大野新田町 森林法 措置不要39 滝町 農地法 措置不要40 八田町 農地法 措置不要41 八田町 農地法 措置不要42 滝町 農地法 措置不要43 ⻄吉野町⿊渕 砂防３法 措置不要44 野原東 砂防３法 措置不要45 田殿町 森林法 措置不要46 東阿田町 残土条例（市町村） ①許可・届出等の不備 是正指導中47 宇野町 市町村からの通報等 措置不要48 釜窪町 地形データ等 措置不要49 釜窪町 地形データ等 措置不要

盛土による災害防止のための総点検箇所一覧整理番号 市町村 所在地 法令等 対応状況       点検結果

奈良市

天理市
五條市
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別紙盛土による災害防止のための総点検箇所一覧整理番号 市町村 所在地 法令等 対応状況       点検結果50 大字本馬 都市計画法 措置不要51 大字楢原 残土条例（市町村） 措置不要52 大字柏原 残土条例（市町村） 措置不要53 小瀬町 森林法 措置不要54 鹿畑町 森林法 措置不要55 南田原町・喜里が丘 森林法 措置不要56 壱分町 森林法 措置不要57 北田原町 森林法 措置不要58 北田原町 森林法砂防３法 ②手続きと現地の不一致 是正指導中59 小倉寺町 農地法 措置不要60 小倉寺町 農地法 措置不要61 北田原町 農地法 措置不要62 ⻄畑町 農地法砂防３法 措置不要63 喜里が丘 砂防３法 措置不要64 高山町 砂防３法 措置不要65 ⻄菜畑町 砂防３法 措置不要66 高山町 砂防３法 措置不要67 高山町 砂防３法 措置不要68 高山町 宅地造成等規制法 措置不要69 高山町 砂防３法 措置不要70 高山町 砂防３法 措置不要71 高山町 砂防３法 措置不要72 ⻄松ヶ丘 砂防３法 措置不要73 高山町 地形データ等 措置不要74 穴虫（葛城市加守） 森林法 措置不要75 穴虫 森林法 措置不要76 穴虫 自然公園法 措置不要77 関屋北 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要78 関屋北 砂防３法 措置不要79 関屋北 砂防３法 措置不要80 寺⼝・中⼾ 森林法砂防３法 措置不要81 寺口 砂防３法 措置不要82 加守、新在家 残土条例（市町村） 措置不要83 大宇陀守道元上 農地法 措置不要84 大宇陀守道元下 農地法 ②手続きと現地の不一致 是正指導中85 榛原内牧 砂防３法 措置不要86 室生 砂防３法 措置不要87 室生 砂防３法 措置不要88 榛原内牧 砂防３法 措置不要89 榛原萩原 砂防３法 措置不要90 室生向渕 残土条例（市町村） 措置不要91 室生向渕 残土条例（市町村） 措置不要92 大宇陀野依 残土条例（市町村） 措置不要93 ⼤宇陀関⼾ 残土条例（市町村） 措置不要94 助命 森林法 措置不要95 ⻄波多 市町村からの通報等 措置不要96 大字吉田 地形データ等 措置不要97 大字伏拝 地形データ等 措置不要98 大字福貴 森林法 措置不要99 大字櫟原 森林法 措置不要100 大字櫟原 森林法 措置不要101 大字櫟原 森林法 措置不要

香芝市葛城市
宇陀市
山添村平群町

生駒市

御所市
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別紙盛土による災害防止のための総点検箇所一覧整理番号 市町村 所在地 法令等 対応状況       点検結果102 大字櫟原 森林法宅地造成等規制法 ②手続きと現地の不一致③必要な災害防止措置がない④禁止事項に該当（廃棄物の混入） 応急防災工事実施中 仮設沈砂池、土砂流出防止柵の設置工事は完了 防災調整機能の調査、計画、実施について指導中103 大字櫟原 森林法 措置不要104 大字櫟原 森林法 措置不要105 櫟原 農地法 措置不要106 久安寺 農地法 措置不要107 櫟原 農地法 措置不要108 信貴畑 農地法 ①許可・届出等の不備④禁止事項に該当（廃棄物の混入） 是正指導中109 信貴畑 農地法 措置不要110 大字椣原 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要111 大字椣原 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要112 椿井 残土条例（市町村） 措置不要113 椿井 残土条例（市町村） 措置不要114 椿井 残土条例（市町村） 措置不要115 久安寺 残土条例（市町村） 措置不要116 福貴畑 残土条例（市町村） 措置不要117 信貴畑 残土条例（市町村） 措置不要118 信貴畑 残土条例（市町村） ①許可・届出等の不備 是正指導中 残土条例に基づく原状回復措置を命令119 福貴 残土条例（市町村） 措置不要120 下垣内 残土条例（市町村） 措置不要121 大字太良路 地形データ等 措置不要122 大字山粕 地形データ等 措置不要123 大字菅野 森林法 措置不要124 大字菅野 地形データ等 措置不要125 大字菅野 地形データ等 措置不要126 大字菅野 地形データ等 措置不要127 大字菅野 地形データ等 措置不要128 大字藤井 森林法 措置不要129 大字松山 森林法 措置不要130 左曽・吉野山 森林法 措置不要131 左曽・吉野山 森林法 措置不要132 六田 農地法 措置不要133 上市 砂防３法 措置不要134 大字六田 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要135 大字六田 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要136 大字上市 地形データ等 措置不要137 今木 森林法 措置不要138 今木 森林法 措置不要139 今木 森林法 措置不要140 矢走 森林法 措置不要141 佐名伝 森林法 措置不要142 佐名伝 農地法 措置不要143 鉾立 農地法 措置不要144 畑屋 農地法 措置不要145 ⼤字⻄増 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要146 下渕 砂防３法 措置不要147 下渕 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要148 下渕 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要149 下渕 宅地造成等規制法・都市計画法 措置不要150 畑屋 市町村からの通報等 措置不要151 原谷 森林法 措置不要152 梨子堂 砂防３法 措置不要153 大字伃邑 地形データ等 措置不要下市町

曽爾村御杖村高取町吉野町
大淀町

平群町
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別紙盛土による災害防止のための総点検箇所一覧整理番号 市町村 所在地 法令等 対応状況       点検結果154 槇尾 砂防３法 措置不要155 桂原 砂防３法 措置不要156 中谷 農地法 ①許可・届出等の不備 是正指導中157 大字川合 森林法 措置不要158 大字弓手原 地形データ等 措置不要159 大字弓手原 地形データ等 措置不要160 大字湯之原 地形データ等 措置不要161 大字小川 地形データ等 措置不要162 押熊町 大規模盛土造成地 措置不要163 富雄元町、学園中 大規模盛土造成地 措置不要164 学園大和町 大規模盛土造成地 措置不要165 学園大和町 大規模盛土造成地 措置不要166 三碓 大規模盛土造成地 措置不要167 宝来町 大規模盛土造成地 措置不要168 学園大和町 大規模盛土造成地 措置不要169 藤ノ木台 大規模盛土造成地 措置不要170 北登美ヶ丘 大規模盛土造成地 措置不要171 中登美ケ丘、二名町 大規模盛土造成地 措置不要172 押熊町 大規模盛土造成地 措置不要173 登美ヶ丘、中⼭町⻄ 大規模盛土造成地 措置不要174 あやめ池北 大規模盛土造成地 措置不要175 あやめ池北 大規模盛土造成地 措置不要176 富雄北 大規模盛土造成地 措置不要177 あやめ池北 大規模盛土造成地 措置不要178 学園南 大規模盛土造成地 措置不要179 中登美ケ丘 大規模盛土造成地 措置不要180 学園南 大規模盛土造成地 措置不要181 中登美ケ丘 大規模盛土造成地 措置不要182 三碓 大規模盛土造成地 措置不要183 帝塚山 大規模盛土造成地 措置不要184 帝塚⼭⻄ 大規模盛土造成地 措置不要185 帝塚⼭⻄ 大規模盛土造成地 措置不要186 帝塚山、三碓町 大規模盛土造成地 措置不要187 中町 大規模盛土造成地 措置不要188 中町 大規模盛土造成地 措置不要189 中町 大規模盛土造成地 措置不要190 中町 大規模盛土造成地 措置不要191 中町 大規模盛土造成地 措置不要192 押熊町 大規模盛土造成地 措置不要193 古市町 大規模盛土造成地 措置不要194 古市町、鹿野園町 大規模盛土造成地 措置不要195 天理市 櫟本町 大規模盛土造成地 措置不要196 五条野 大規模盛土造成地 措置不要197 五条野 大規模盛土造成地 措置不要198 桜井市 倉橋 大規模盛土造成地 措置不要199 なつみ台、木ノ原町 大規模盛土造成地 措置不要200 なつみ台 大規模盛土造成地 措置不要201 なつみ台 大規模盛土造成地 措置不要202 木ノ原町・釜窪町 大規模盛土造成地 措置不要203 木ノ原町・釜窪町 大規模盛土造成地 措置不要204 木ノ原町・釜窪町 大規模盛土造成地 措置不要205 二見 大規模盛土造成地 措置不要206 ⻄吉野町 大規模盛土造成地 措置不要207 鹿畑町 大規模盛土造成地 措置不要208 ⻄⽩庭台 大規模盛土造成地 措置不要209 ⻄⽩庭台 大規模盛土造成地 措置不要210 ⻄⽩庭台 大規模盛土造成地 措置不要211 ⻄⽩庭台 大規模盛土造成地 措置不要212 上町台 大規模盛土造成地 措置不要

橿原市

⿊滝村天川村野迫川村十津川村

奈良市

五條市
生駒市 4



別紙盛土による災害防止のための総点検箇所一覧整理番号 市町村 所在地 法令等 対応状況       点検結果213 喜里が丘 大規模盛土造成地 措置不要214 辻町 大規模盛土造成地 措置不要215 辻町 大規模盛土造成地 措置不要216 緑ヶ丘 大規模盛土造成地 措置不要217 東菜畑 大規模盛土造成地 措置不要218 壱分町 大規模盛土造成地 措置不要219 壱分町 大規模盛土造成地 措置不要220 南山手台 大規模盛土造成地 措置不要221 萩の台 大規模盛土造成地 措置不要222 北田原 大規模盛土造成地 措置不要223 高山町 大規模盛土造成地 措置不要224 ⻄⽩庭台 大規模盛土造成地 措置不要225 生駒台北 大規模盛土造成地 措置不要226 高山台 大規模盛土造成地 措置不要227 高山台 大規模盛土造成地 措置不要228 高山台 大規模盛土造成地 措置不要229 尼寺 大規模盛土造成地 措置不要230 高 大規模盛土造成地 措置不要231 畑 大規模盛土造成地 措置不要232 穴虫 大規模盛土造成地 措置不要233 宇陀市 菟田野松井 大規模盛土造成地 措置不要234 三郷町 ⼤字勢野、勢野北、勢野⻄ 大規模盛土造成地 措置不要235 神南 大規模盛土造成地 措置不要236 龍⽥⻄ 大規模盛土造成地 措置不要237 曽爾村 太良路 大規模盛土造成地 措置不要238 御杖村 菅野 大規模盛土造成地 措置不要239 高取町 市尾 大規模盛土造成地 措置不要240 下牧 大規模盛土造成地 措置不要241 上牧 大規模盛土造成地 措置不要242 上牧 大規模盛土造成地 措置不要243 上牧 大規模盛土造成地 措置不要244 上牧 大規模盛土造成地 措置不要245 王寺町 元町 大規模盛土造成地 措置不要246 広陵町 疋相 大規模盛土造成地 措置不要247 吉野町 香束 大規模盛土造成地 措置不要248 大淀町 大字薬水 大規模盛土造成地 措置不要249 天川村 大字沢谷 大規模盛土造成地 措置不要250 上北山村 大字河合 大規模盛土造成地 措置不要251 上野地 大規模盛土造成地 措置不要252 猿飼 大規模盛土造成地 措置不要十津川村

香芝市
斑鳩町

生駒市

上牧町

5


