
(注)本ホームページで公開する位置図と区域図は、原寸とは異なります。
　　また、このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は参考として情報提供しているものです。
　　今後実施する、再調査や見直し等で区域を変更する場合があります。
　　従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、東伊豆町役場、
　　下田土木事務所、静岡県庁砂防課でご確認ください。

※最終更新

１．東伊豆町内の指定状況

現象名 指定年月日 告示番号
警戒区域
(箇所数)

特別警戒区域
(箇所数)

土石流 平成30年3月30日 第252号 1 1 詳細一覧へ移動

土石流 平成30年3月30日 第248号 9 9 詳細一覧へ移動

土石流 平成24年3月30日 第290号 22 10 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 令和2年3月13日 第189号 3 3 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成31年3月29日 第285号 1 1 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成30年3月30日 第249号 8 8 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成24年3月30日 第291号 55 54 詳細一覧へ移動

地滑り 平成29年3月31日 第260号 6 0 詳細一覧へ移動

105 86

２．東伊豆町内の区域一覧
＊1：位置図・・・土砂災害（特別）警戒区域の位置を示したものです。

＊2：区域図・・・土砂災害（特別）警戒区域の範囲を示したものです。

砂防GIS・・・掲載済→砂防GIS上にアップロード済み、未掲載→砂防GIS上に未アップロード(データ整備中)
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砂防GIS

急傾斜地の崩壊 奈良本字小マトウ　他 101-S-0024 小マトウ 第189号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大川字足山 101-S-0025-2 足山 第189号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大川字長ミヨ　他 101-S-0025-3 長ミヨ 第189号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 奈良本字日カゲ山　他 101-S-0025 日影山 第285号 平成31年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 片瀬字横坂 他 101-Ⅰ-0131 横坂 第249号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 奈良本字小洞　他 101-S-0026 小洞 第249号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字下ノ久保　他 101-S-0027 下ノ久保Ｂ 第249号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字アスド　他 101-S-0028 アスド 第249号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字白久保　他 101-S-0029 白久保 第249号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大川字浜田　他 101-S-0067 浜田Ｂ 第249号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 奈良本字用吉川　他 101-S-0068 用吉川 第249号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字河端　他 101-S-0070 河端 第249号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 赤沢字真綿土、大川字草崎 208-Ⅱ-014 草崎川 第252号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 奈良本 301-S-001 北川Ｂ 第248号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 奈良本 301-S-002 片瀬ノ沢Ｂ 第248号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 奈良本 301-S-003 片瀬ノ沢Ｃ 第248号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 稲取 301-S-005 堰堀沢Ｂ 第248号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 大川 301-S-006 大川川Ｂ 第248号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 片瀬 301-S-007 川久保川Ｂ 第248号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 白田 301-S-008 白田川（夏焼） 第248号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 稲取 301-S-009 大同峰川Ｂ 第248号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 稲取 301-S-010 山田川Ｂ 第248号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

地滑り 片瀬 1 湯ノ沢 第260号 平成29年3月31日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

地滑り 大川 2 大川 第260号 平成29年3月31日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

地滑り 片瀬 3 片瀬坂町 第260号 平成29年3月31日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

地滑り 片瀬 4 コモク 第260号 平成29年3月31日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

地滑り 白田 5 白田 第260号 平成29年3月31日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

地滑り 奈良本 6 北川 第260号 平成29年3月31日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土砂災害（特別）警戒区域の指定状況
（東伊豆町内）

令和2年3月31日

合計箇所数(令和02年03月31日現在)

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/2003130189/101-S-0024iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/2003130189/101-S-0024kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8350021813%2C139.04621582&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/2003130189/101-S-0025-2iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/2003130189/101-S-0025-2kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8366112697%2C139.060202088&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/2003130189/101-S-0025-3iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/2003130189/101-S-0025-3kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8353857642%2C139.06429475&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1903290285/101-S-0025iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1903290285/101-S-0025kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.829344752%2C139.06786356&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-1-0131iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-1-0131kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.807259092%2C139.059268999&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0026iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0026kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8197178416%2C139.046448476&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0027iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0027kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8048683689%2C139.051653096&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0028iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0028kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.791139184%2C139.055710892&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0029iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0029kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7907000792%2C139.045754789&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0067iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0067kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8399742676%2C139.075597196&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0068iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0068kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8297894116%2C139.060833544&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0070iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1803300249/101-S-0070kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8113433026%2C139.031117787&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/ito%E3%83%BBhigashiizu/1803300252/208-2-014iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/ito%E3%83%BBhigashiizu/1803300252/208-2-014kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8525017567%2C139.075716407&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8273253757%2C139.074855284&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8157233123%2C139.05061195&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8130279308%2C139.049884937&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7791796943%2C139.025492639&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8492532249%2C139.069127852&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8133909947%2C139.037862276&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8119915959%2C139.028569406&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7941326374%2C139.024792958&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-010iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1803300248/301-S-010kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.781239126%2C139.027023709&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/1iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/1kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8080394499%2C139.066031648&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/2iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/2kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.844353955%2C139.0757122&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/3iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/3kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8068748164%2C139.063740911&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/4iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/4kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8091545421%2C139.052026306&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/5iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/5kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8067842142%2C139.043184457&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/6iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/higashiizu/1703310260/6kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8321168121%2C139.072876941&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．東伊豆町内の区域一覧
＊1：位置図・・・土砂災害（特別）警戒区域の位置を示したものです。

＊2：区域図・・・土砂災害（特別）警戒区域の範囲を示したものです。

砂防GIS・・・掲載済→砂防GIS上にアップロード済み、未掲載→砂防GIS上に未アップロード(データ整備中)
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急傾斜地の崩壊 稲取字向山　他 101-Ⅰ-0113 向山Ｂ 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字釜屋　他 101-Ⅰ-0114 釜屋 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字池尻　他 101-Ⅰ-0115 池尻 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字上平塚　他 101-Ⅰ-0117 上平塚 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字西根府ノ木　他 101-Ⅰ-0118 西根府ノ木 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字西町　他 101-Ⅰ-0119 西町 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字北二ッ堀　他 101-Ⅰ-0121 北二ッ堀 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字田町　他 101-Ⅰ-0122 田町 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字上百姓地　他 101-Ⅰ-0124 上百姓地 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字向イ　他 101-Ⅰ-0125 向イ 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字磯脇　他 101-Ⅰ-0126 磯脇 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字山田　他 101-Ⅰ-0129 山田 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 片瀬字水神之上　他 101-Ⅰ-0130 水神之上 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 片瀬字大沢　他 101-Ⅰ-0132 大沢 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 片瀬字横平山　他 101-Ⅰ-0133 横平山 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 片瀬字小井戸　他 101-Ⅰ-0134 小井戸 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済
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急傾斜地の崩壊 奈良本字浜田　他 101-Ⅰ-0136 浜田 第291号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済
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急傾斜地の崩壊 白田字磯辺　他 101-Ⅰ-2647 磯辺 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 片瀬字山岸　他 101-Ⅰ-2648 山岸 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 奈良本字松葉　他 101-Ⅰ-2649 松葉 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 奈良本字平滑　他 101-Ⅰ-2651 平滑 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字カラ沢　他 101-Ⅰ-3111 カラ沢 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字上林ノ沢　他 101-Ⅰ-3112 上林ノ沢 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字堰口　他 101-Ⅰ-3113 堰口 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字本林　他 101-Ⅰ-3114 本林 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字柳川　他 101-Ⅰ-3115 柳川 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字上ノ野　他 101-Ⅰ-3116 上ノ野 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字下ノ久保　他 101-Ⅰ-3117 下ノ久保 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 奈良本字釜屋敷　他 101-Ⅰ-3118 釜屋敷 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 奈良本字熱川　他 101-Ⅰ-3119 熱川 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大川字谷戸ノ入　他 101-Ⅰ-3120 谷戸ノ入 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字下立野　他 101-Ⅰ-J002 下立野 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 奈良本字下松葉　他 101-Ⅰ-J003 下松葉 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字休場下　他 101-Ⅱ-0127 休場下 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字下平塚　他 101-Ⅱ-0128 水下 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字崩山　他 101-Ⅱ-0129 崩山 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字清水　他 101-Ⅱ-0130 清水 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字神ノ脇　他 101-Ⅱ-0131 神ノ脇 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字祢宜田　他 101-Ⅱ-0132 祢宜田 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字大畑山　他 101-Ⅱ-0133 大畑山 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白田字クルチ川　他 101-Ⅱ-0134 クルチ川 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 片瀬字当石　他 101-Ⅱ-0135 当石 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 稲取字上野　他 101-Ⅲ-0010 上野 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 奈良本字浜山　他 101-Ⅲ-0011 浜山 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大川字谷戸山　他 101-Ⅲ-0012 谷戸山 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済
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http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8121279529%2C139.032998733&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3114iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3114kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7985829803%2C139.057095853&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3115iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3115kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8052685271%2C139.036784113&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3116iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3116kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8261633036%2C139.009725745&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3117iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3117kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8041137001%2C139.054559018&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3118iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3118kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8277583361%2C139.076210075&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3119iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3119kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8135648737%2C139.070093264&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3120iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-3120kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8394414776%2C139.071995765&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-J002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-J002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7669052145%2C139.041522397&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-J003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-1-J003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8163666511%2C139.064267982&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0127iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0127kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7862725744%2C139.0575179&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0128iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0128kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7693886402%2C139.029779956&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0129iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0129kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7747527434%2C139.034179699&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0130iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0130kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7704737127%2C139.040617715&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0131iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0131kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8073093262%2C139.041339978&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0132iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0132kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.808736065%2C139.039007601&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0133iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0133kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8033854926%2C139.051141419&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0134iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0134kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7997639979%2C139.060279002&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0135iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-2-0135kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8175514849%2C139.036535886&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0010iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0010kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7855936258%2C139.04481475&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0011iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0011kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8195090746%2C139.076503091&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0012iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0012kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8392359534%2C139.067944361&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．東伊豆町内の区域一覧
＊1：位置図・・・土砂災害（特別）警戒区域の位置を示したものです。

＊2：区域図・・・土砂災害（特別）警戒区域の範囲を示したものです。

砂防GIS・・・掲載済→砂防GIS上にアップロード済み、未掲載→砂防GIS上に未アップロード(データ整備中)

現象名 所在地 危険箇所番号 区域名 告示番号 指定年月日

警
戒
区
域

特
別
警
戒
区
域

位置
図
※1

区域
図

（別
表）
※2

砂防GIS

急傾斜地の崩壊 大川字骨中　他 101-Ⅲ-0013 骨中 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大川字梅ヶ山　他 101-Ⅲ-0014 梅ヶ山 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大川字石神粟畑　他 101-Ⅲ-0015 石神粟畑 第291号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 大川字上林　他 301-Ⅰ-001 熊明ノ沢 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 奈良本字下片倉　他 301-Ⅰ-002 濁川 第290号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 白田字祢宜田　他 301-Ⅰ-003 湯ヶ岡下沢 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 白田字山岸　他 301-Ⅰ-004 入谷ノ沢 第290号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 片瀬字イガラ平　他 301-Ⅰ-005 赤川沢 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 片瀬字上赤川　他 301-Ⅰ-006 片瀬ノ沢 第290号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 白田字源八山　他 301-Ⅰ-007 普応寺川 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 稲取字大同峰　他 301-Ⅰ-008 大同峰川 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 稲取字下吉久保　他 301-Ⅰ-009 山田川 第290号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 大川字楠郷山　他 301-Ⅰ-010 池尻川 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 大川字楠郷山　他 301-Ⅰ-011 谷戸川 第290号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 大川字谷戸ノ入　他 301-Ⅰ-012 弓戸ノ沢 第290号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 奈良本字・・　他 301-Ⅰ-013 北川 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 白田字大久保　他 301-Ⅰ-014 長谷川 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 稲取字土尻林　他 301-Ⅰ-015 堰堀沢 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 稲取字土尻林　他 301-Ⅰ-016 志津摩川 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 白田字神上　他 301-Ⅱ-001 堰口川 第290号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 白田字祢宜田　他 301-Ⅱ-002 湯ヶ岡上沢 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 白田字休場下　他 301-Ⅱ-003 白田沢 第290号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 稲取字カラ沢　他 301-Ⅱ-004 稲取沢 第290号 平成24年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 大川字梅ヶ山　他 301-Ⅲ-002 新田川 第290号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 稲取字井ノ際　他 301-Ⅲ-003 根木ノ田沢 第290号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0013iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0013kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8455271193%2C139.058205667&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0014iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0014kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8498152531%2C139.062673363&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0015iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/higashiizu/1203300291/101-3-0015kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8575430934%2C139.060404883&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8445065393%2C139.071269049&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8234203611%2C139.058698405&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8089153954%2C139.041563784&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8077241519%2C139.04692706&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8101257614%2C139.049144261&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8099331043%2C139.050409184&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.806621846%2C139.050439029&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7767741535%2C139.03566222&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7769245523%2C139.035439221&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-010iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-010kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8425625617%2C139.073628479&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-011iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-011kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8404957682%2C139.073057274&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-012iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-012kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8405117729%2C139.074304223&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-013iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-013kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8290441322%2C139.074010001&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-014iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-014kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8008291144%2C139.059602241&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-015iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-015kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7718838257%2C139.027180055&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-016iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-1-016kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7719633356%2C139.027154092&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-2-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-2-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8110425815%2C139.032569079&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-2-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-2-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8093910396%2C139.038524697&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-2-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-2-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7854472394%2C139.055953937&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-2-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-2-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7842460717%2C139.050251001&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-3-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-3-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8464852801%2C139.068296475&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-3-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/higashiizu/1203300290/301-3-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.768815977%2C139.025600966&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
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