
(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、函南町役場、
　　沼津土木事務所、静岡県庁砂防課でご確認ください。

※最終更新

１．函南町内の指定状況

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 令和2年3月13日 第195号 7 6 詳細一覧へ移動

土石流 平成30年11月9日 第737号 25 19 詳細一覧へ移動

土石流 平成29年3月31日 第265号 3 2 詳細一覧へ移動

土石流 平成19年3月23日 第295号 2 0 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 令和2年3月13日 第185号 42 42 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成30年11月9日 第738号 43 43 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成29年9月8日 第663号 1 1 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成29年3月31日 第266号 10 10 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 第297号 1 1 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 第296号 4 4 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成18年3月24日 第342号 4 4 詳細一覧へ移動

地滑り 平成31年3月29日 第295号 1 0 詳細一覧へ移動
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２．函南町内の区域一覧
＊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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土石流 畑毛字畑毛山他 325-Ⅰ-013 荒神道川右支川 第195号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 畑毛字前田他 325-Ⅰ-014 荒神道川左支川 第195号 令和2年3月13日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 大竹字星谷戸他 325-Ⅱ-006 来光川右支川Ｅ 第195号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 平井字谷下他 325-Ⅱ-009 谷下川 第195号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 畑字玄嶽　他 325-S-002 小谷之沢Ａ 第195号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 畑字玄嶽　他 325-S-003 小谷之沢Ｂ 第195号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 大竹字庚申洞他 325-S-005 来光川Ａ 第195号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大竹字兜石他 103-Ⅰ-0804 兜石 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字日蔭他 103-Ⅰ-0805 山田Ａ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字八ッ面他 103-Ⅰ-3418 平井Ａ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字谷下　他 103-Ⅰ-3419 谷下Ａ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字谷下　他 103-Ⅰ-3420 谷下Ｂ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字南谷下　他 103-Ⅰ-3421 南谷下Ａ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字南谷下　他 103-Ⅰ-3422 南谷下Ｂ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字下平井他 103-Ⅰ-3423 下平井Ｃ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字鶴巻他 103-Ⅰ-3424 柿沢台Ａ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 上沢字落合他 103-Ⅰ-3425 上沢Ａ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大竹字星谷戸他 103-Ⅰ-3429 大竹Ａ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大竹字神谷戸他 103-Ⅰ-3430 大竹Ｂ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大竹字八重窪他 103-Ⅰ-3431 大竹Ｃ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 柏谷字城山下他 103-Ⅰ-3435 城山 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 野毛字前田他 103-Ⅰ-3436 畑毛Ａ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字浜井場他 103-Ⅱ-0597 下平井Ｄ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字松沢他 103-Ⅱ-0599 柿沢台Ｂ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土砂災害（特別）警戒区域の指定状況
（函南町内）

令和3年3月31日

合計箇所数(令和03年03月31日現在)

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-1-013iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-1-013kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0842261915%2C138.974912083&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-1-014iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-1-014kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0839475287%2C138.972987331&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-2-006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-2-006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1148447489%2C138.966068314&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-2-009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-2-009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.09178184%2C138.981093877&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-S-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-S-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.084991909%2C139.019520446&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-S-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-S-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0842711885%2C139.019244362&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-S-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/2003130195/325-S-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1107954928%2C138.964421143&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-0804iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-0804kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1102259152%2C138.963185704&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-0805iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-0805kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1075041251%2C138.97327921&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3418iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3418kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0992044024%2C138.963572063&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3419iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3419kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0909922361%2C138.99629468&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3420iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3420kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.090174218%2C138.994744099&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3421iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3421kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.087918097%2C138.994850288&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3422iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3422kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0858873333%2C138.993943003&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3423iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3423kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0902236984%2C138.94995492&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3424iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3424kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0910048498%2C138.969289068&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3425iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3425kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1057942884%2C138.96503011&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3429iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3429kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1150796446%2C138.965339256&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3430iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3430kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1125522098%2C138.964385944&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3431iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3431kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1079261234%2C138.96364751&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3435iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3435kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.080413525%2C138.961709739&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3436iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-1-3436kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0834250546%2C138.971120663&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-2-0597iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-2-0597kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0942092491%2C138.956761248&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-2-0599iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/2003130185/103-2-0599kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0893599484%2C138.970621182&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．函南町内の区域一覧
＊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 平井字台崎 103-Ⅱ-0601 柿沢Ａ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字虎杖洞他 103-Ⅱ-0602 柿沢Ｂ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字下山田他 103-Ⅱ-0603 柿沢Ｃ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大竹字井領免他 103-Ⅱ-0619 大竹Ｄ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大竹字井領免他 103-Ⅱ-0620 大竹Ｅ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 畑毛字城ヶ下他 103-Ⅱ-0623 畑毛Ｂ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 上沢字大洞他 103-S-6002 上沢Ｂ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字神戸他 103-S-6003 平井Ｂ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字向山他 103-S-6004 柿沢台Ｃ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 畑字向山　他 103-S-6005 畑向山Ａ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 畑字小草切　他 103-S-6006 小草切 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 畑字向山　他 103-S-6007 畑向山Ｂ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字南谷下　他 103-S-6008 南谷下Ｃ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字南谷下 103-S-6009 南谷下Ｄ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字南谷下 103-S-6010 南谷下Ｅ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字南谷下 103-S-6011 南谷下Ｆ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井字南谷下 103-S-6012 南谷下Ｇ 第185号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済
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http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-1-011kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0990330054%2C139.020258727&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-1-012iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-1-012kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.098095707%2C139.019312696&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1389617236%2C138.987301478&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.136700422%2C138.982446804&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1187402113%2C138.971595275&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1178960218%2C138.968228569&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1164592602%2C138.967014484&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1346989512%2C139.013353236&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-2-008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1211548817%2C139.016760365&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-3-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-3-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1342539726%2C138.983401312&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-3-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-3-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1344684129%2C139.013539066&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-3-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-3-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1337397419%2C139.014421096&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-3-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-3-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1313710661%2C139.016476046&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-S-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-S-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0914042958%2C139.008128285&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-S-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1811090737/325-S-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1084469524%2C139.017614789&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-0802iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-0802kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1202504394%2C138.972507834&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．函南町内の区域一覧
＊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 桑原字太ノ田他 103-Ⅰ-2750 太ノ田Ａ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字猪穴平他 103-Ⅰ-2751 猪穴平 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 丹那字下丹那他 103-Ⅰ-2752 下丹那Ａ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 丹那字宮ノ上他 103-Ⅰ-2753 宮ノ上 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字馬坂他 103-Ⅰ-3427 馬坂Ａ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字太ノ田他 103-Ⅰ-3428 太ノ田Ｂ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 軽井沢字大沢里他 103-Ⅰ-3432 軽井沢Ａ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 丹那字下赤坂他 103-Ⅰ-3433 名賀 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 丹那字横田他 103-Ⅰ-3434 西方 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字上冷川他 103-Ⅱ-0605 上冷川 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字上清水他 103-Ⅱ-0606 上清水 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字餅井坂他 103-Ⅱ-0607 餅井坂Ｂ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字下伊勢平他 103-Ⅱ-0608 扇形 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字下伊勢平他 103-Ⅱ-0609 下伊勢平 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字箕畑毛他 103-Ⅱ-0610 日影 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字奥ノ浦 103-Ⅱ-0611 日向 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字大神他 103-Ⅱ-0612 入谷Ａ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字瀧ノ前他 103-Ⅱ-0613 入谷Ｂ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字香音 103-Ⅱ-0614 桑原Ａ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字香音他 103-Ⅱ-0615 馬坂Ｂ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字坂下他 103-Ⅱ-0616 馬坂Ｃ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字大上他･谷田字康申松 103-Ⅱ-0617 馬坂Ｄ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字狐ヶ峯 103-Ⅱ-0618 奴田場 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 丹那字高杉他 103-Ⅱ-0621 下丹那Ｂ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 畑字ドンドメキ他 103-Ⅱ-0622 畑 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字石巻山 103-Ⅲ-0157 石巻山 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字香音 103-Ⅲ-0158 桑原Ｂ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字枯木他・山中新田字鵜殿原飛地 103-Ⅲ-0159 桑原Ｃ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字宮ノ前他 103-Ⅲ-0160 馬坂Ｅ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 丹那字下日影 103-Ⅲ-0161 丹那Ａ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 丹那字香屋敷他 103-Ⅲ-0162 丹那Ｂ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字長谷戸他 103-S-6001 桑原Ｄ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 田代字笹林他 103-S-6019 田代Ａ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 田代字向山他 103-S-6020 田代Ｂ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字下香音他 103-S-6021 桑原Ｅ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字丸山他 103-S-6022 桑原Ｆ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字大神他 103-S-6023 桑原Ｇ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字上江湖山他 103-S-6024 桑原Ｈ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 軽井沢字萩久保他 103-S-6025 軽井沢Ｂ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字風吹田他 103-S-6027 風吹田 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原字餅井坂他 103-S-6028 餅井坂Ａ 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大竹字柳谷戸他 103-S-6029 柳谷戸 第738号 平成30年11月9日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 日守字宮下　他 103-Ⅰ-0808 岩崎Ａ 第663号 平成29年9月8日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 日守 325-Ⅱ-010 男坂川 第265号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 日守 325-Ⅱ-011 熊野前川 第265号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 日守 325-Ⅱ-012 姥洞川 第265号 平成29年3月31日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 日守字大峯　他 103-Ⅰ-0809 下ノ谷戸Ａ 第266号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 日守字松下　他 103-Ⅰ-3437 下ノ谷戸Ｂ 第266号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 日守字谷戸　他 103-Ⅱ-0624 下ノ谷戸Ｅ 第266号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 日守字姥洞　他 103-Ⅱ-0625 下ノ谷戸Ｄ 第266号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 日守字熊野前 103-Ⅱ-0626 下ノ谷戸Ｃ 第266号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 日守字根岸 103-Ⅱ-0627 中里Ｂ 第266号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-2750iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-2750kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1209091325%2C138.976964893&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-2751iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-2751kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1163284018%2C138.983326206&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-2752iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-2752kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1033109036%2C138.998773716&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-2753iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-2753kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1029054976%2C139.010210096&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-3427iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-3427kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1387312704%2C138.983483569&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-3428iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-3428kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1192223807%2C138.975478949&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-3432iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-3432kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1172169032%2C139.018377357&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-3433iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-3433kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1067672278%2C139.019407552&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-3434iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-1-3434kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1058376198%2C139.01511089&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0605iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0605kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1148007425%2C138.980129784&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0606iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0606kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1151700535%2C138.983077011&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0607iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0607kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.116833818%2C138.966737796&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0608iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0608kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1181989236%2C138.969046117&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0609iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0609kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1186615803%2C138.97061749&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0610iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0610kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1164431344%2C138.972282382&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0611iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0611kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1229395078%2C138.974832852&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0612iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0612kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1271615968%2C138.980670724&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0613iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0613kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.127756508%2C138.978303741&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0614iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0614kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1346880204%2C138.981742866&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0615iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0615kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.136832181%2C138.981694186&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0616iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0616kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1380776036%2C138.984408316&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami%E3%83%BBmishima/1811090738/103-2-0617iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami%E3%83%BBmishima/1811090738/103-2-0617kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1422520517%2C138.988058245&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0618iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0618kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1148062277%2C139.003230365&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0621iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0621kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1013583519%2C139.005369779&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0622iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-2-0622kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0960074262%2C139.019521866&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-3-0157iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-3-0157kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.11047229%2C138.980735191&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-3-0158iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-3-0158kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1318151937%2C138.980665804&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami%E3%83%BBmishima/1811090738/103-3-0159iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami%E3%83%BBmishima/1811090738/103-3-0159kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1618297169%2C139.001579258&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-3-0160iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-3-0160kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1403299024%2C138.985477643&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-3-0161iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-3-0161kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1013685014%2C138.997911602&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-3-0162iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-3-0162kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1092790185%2C139.015846647&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1142067652%2C138.974687809&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6019iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6019kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1321023034%2C139.012593494&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6020iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6020kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1275589502%2C139.01395583&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6021iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6021kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1292893111%2C138.978793141&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6022iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6022kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1250936085%2C138.978917674&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6023iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6023kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1224056663%2C138.977566925&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6024iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6024kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1219755093%2C138.99068848&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6025iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6025kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1130540557%2C139.009010517&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6027iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6027kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1169978416%2C138.969614711&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6028iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6028kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1174686222%2C138.96775996&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6029iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1811090738/103-S-6029kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1160342822%2C138.966367517&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1709080663/103-1-0808iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1709080663/103-1-0808kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0643361439%2C138.934486471&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1703310265/325-2-010iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1703310265/325-2-010kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0657258408%2C138.922060569&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1703310265/325-2-011iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1703310265/325-2-011kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0664191173%2C138.91897143&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1703310265/325-2-012iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/1703310265/325-2-012kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0685870925%2C138.918098573&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-1-0809iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-1-0809kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.067221231%2C138.924470149&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-1-3437iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-1-3437kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0657640776%2C138.92058394&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-0624iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-0624kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0689929868%2C138.917492128&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-0625iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-0625kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0678029305%2C138.917775239&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-0626iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-0626kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0661267077%2C138.917644062&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-0627iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-0627kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0667502631%2C138.931575517&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．函南町内の区域一覧
＊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 日守字大峯　他 103-Ⅱ-0628 中里Ｄ 第266号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 日守字根岸 103-Ⅱ-5870 中里Ａ 第266号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 日守字岩崎　他 103-Ⅱ-5871 岩崎Ｂ 第266号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 日守字女坂　他 103-S-6018 中里Ｃ 第266号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 上沢亀ヶ入他 325-Ⅱ-013 亀ヶ入 第295号 平成19年3月23日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 上沢宮辺 325-Ⅱ-014 宮辺 第295号 平成19年3月23日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 上沢大洞・大場 103-Ⅰ-0055 大洞 第297号 平成19年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井新林 103-Ⅰ-0806 新林 第296号 平成19年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井山田 103-Ⅰ-3417 山田 第296号 平成19年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原大久保 103-Ⅰ-3426 大久保 第296号 平成19年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桑原法師ヶ谷戸 103-Ⅱ-0604 法師ヶ谷戸 第296号 平成19年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 上沢 103-Ⅰ-0807 上沢向野 第342号 平成18年3月24日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井 103-Ⅱ-0596 下平井Ａ 第342号 平成18年3月24日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井 103-Ⅱ-0598 下平井Ｂ 第342号 平成18年3月24日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 平井 103-Ⅱ-0600 平井柿沢 第342号 平成18年3月24日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-0628iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-0628kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0664488464%2C138.927201736&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-5870iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-5870kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0669816789%2C138.932217137&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-5871iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-2-5871kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0669385493%2C138.933331605&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-S-6018iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/1703310266/103-S-6018kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0655740744%2C138.929757217&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/0703230295/325-2-013iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/0703230295/325-2-013kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1054796905%2C138.955288676&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/0703230295/325-2-014iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kannami/0703230295/325-2-014kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1015241902%2C138.954271003&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima%E3%83%BBkannami/0703230297/103-1-0055iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/mishima%E3%83%BBkannami/0703230297/103-1-0055kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.102656021%2C138.950762485&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0703230296/103-1-0806iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0703230296/103-1-0806kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1053274977%2C138.967006661&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0703230296/103-1-3417iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0703230296/103-1-3417kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1063975439%2C138.968981848&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0703230296/103-1-3426iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0703230296/103-1-3426kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1105917001%2C138.973862043&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0703230296/103-2-0604iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0703230296/103-2-0604kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.11056557%2C138.972743882&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0603240342/103-1-0807iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0603240342/103-1-0807kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0991292292%2C138.95199479&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0603240342/103-2-0596iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0603240342/103-2-0596kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0923100424%2C138.953140177&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0603240342/103-2-0598iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0603240342/103-2-0598kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0909648811%2C138.950943657&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0603240342/103-2-0600iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kannami/0603240342/103-2-0600kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0940778421%2C138.965939155&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1

	函南町

