
(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、湖西市役所、
　　浜松土木事務所、静岡県庁砂防課でご確認ください。

※最終更新

１．湖西市内の指定状況

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192号 3 3 詳細一覧へ移動

土石流 平成27年3月31日 第311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179号 57 57 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成30年12月4日 第813号 6 6 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成29年2月28日 第112号 2 2 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成27年3月31日 第312号 30 30 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成26年3月18日 第204号 11 11 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成26年3月4日 第149号 1 1 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成25年3月29日 第337号 24 23 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成24年3月30日 第327号 31 31 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成23年3月29日 第325号 19 17 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成22年11月19日 第773号 36 35 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 第290号 3 3 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成21年3月23日 第270号 2 2 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成20年3月28日 第324号 4 1 詳細一覧へ移動
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２．湖西市内の区域一覧
＊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

土石流 新所・岡崎・梅田入会地字嵩山深山 221-S-005 新所・岡崎・梅田入会地嵩山深山沢 第192号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 神座字稗糠田 221-S-007 神座稗糠田沢Ａ 第192号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 神座字稗糠田 221-S-008 神座稗糠田沢Ｂ 第192号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字谷名尻 111-Ⅰ-2552 入出谷名尻 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字根古屋 111-Ⅰ-2553 入出根古屋 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字東山 111-Ⅱ-5338 新所東山Ｄ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿南 111-Ⅲ-1061 潮見坂上南Ｃ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷字釜崎 111-S-0001 中之郷釜崎 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷字坊中 111-S-0003 中之郷坊中Ａ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷字坊中 111-S-0005 中之郷坊中Ｂ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷字権現鼻 111-S-0006 中之郷権現鼻 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷字役出 111-S-0007 中之郷役出 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町新居字泉町裏 111-S-0008 新居泉町裏 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山字八反田 111-S-0018 内山八反田 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山字炭焼 111-S-0020 内山炭焼 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷字堂ケ谷 111-S-0022 中之郷堂ケ谷 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷字大平 111-S-0028 中之郷大平 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷字あけぼの 111-S-0029 中之郷あけぼの 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町浜名字西山 111-S-0032 浜名西山 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字後庵 111-S-0033 鷲津後庵Ｈ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字横須賀 111-S-0034 鷲津横須賀 第179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
（湖西市内）

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/dosekiryuu/kosai/2003130192/221-S-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kosai/2003130192/221-S-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7345311002%2C137.486840238&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kosai/2003130192/221-S-007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kosai/2003130192/221-S-007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7441620535%2C137.489412086&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kosai/2003130192/221-S-008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kosai/2003130192/221-S-008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7443605676%2C137.485848747&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-1-2552iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-1-2552kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7509477811%2C137.527080059&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-1-2553iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-1-2553kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7532177173%2C137.530936931&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-2-5338iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-2-5338kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7457245558%2C137.536678482&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-3-1061iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-3-1061kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6822759872%2C137.50290948&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7021616538%2C137.562110372&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6996638887%2C137.559489334&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.697910924%2C137.559160241&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7001365721%2C137.554341874&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.697927065%2C137.556324733&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6956347997%2C137.558094086&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0018iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0018kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6937893465%2C137.549350179&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0020iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0020kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6949478495%2C137.551523507&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0022iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0022kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6983686887%2C137.550091122&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0028iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0028kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6975949869%2C137.540075944&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0029iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0029kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7013694238%2C137.544127624&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0032iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0032kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.683504105%2C137.533344491&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0033iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0033kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7229665729%2C137.535581183&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0034iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0034kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7140637237%2C137.547594534&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．湖西市内の区域一覧
＊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
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急傾斜地の崩壊 鷲津字分川 111-S-0035 鷲津分川 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字小名川 111-S-0036 鷲津小名川 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字道間ケ谷 111-S-0047 白須賀道間ケ谷Ａ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字元町東 111-S-0048 白須賀元町東 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-S-0051 白須賀宿北Ｇ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字菱池 111-S-0053 白須賀菱池Ａ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿南 111-S-0054 白須賀宿南Ａ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿南 111-S-0055 白須賀宿南Ｂ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿南 111-S-0057 白須賀宿南Ｃ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-S-0065 白須賀宿北Ｈ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-S-0068 白須賀宿北Ｉ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 岡崎字伊賀谷 111-S-0085 岡崎伊賀谷 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字岡 111-S-0090 新所岡Ｃ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字中岡 111-S-0092 新所中岡 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 神座字坂下　他 111-S-0103 神座坂下 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 太田字谷 111-S-0114 太田谷 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 太田字田ケ浜 111-S-0124 太田田ケ浜 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 太田字深嵯峨谷 111-S-0126 太田深嵯峨谷Ａ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 太田字深嵯峨谷 111-S-0128 太田深嵯峨谷Ｂ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字小白木 111-S-0135 入出小白木 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字地面 111-S-0136 入出地面 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字百手 111-S-0137 入出百手Ａ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波字南田 111-S-0141 大知波南田 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波字南山 111-S-0146 大知波南山Ａ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波字上小路 111-S-0152 大知波上小路Ａ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波字上小路 111-S-0153 大知波上小路Ｂ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波字川岸 111-S-0154 大知波川岸Ａ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波字カン寺 111-S-0156 大知波カン寺Ａ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波字カン寺 111-S-0157 大知波カン寺Ｂ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 利木字神門前 111-S-0169 利木神門前 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 利木字浦山 111-S-0175 利木浦山 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 利木字赤羽根 111-S-0176 利木赤羽根Ｂ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 横山字東坂 111-S-0180 横山東坂 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 横山字北カイド 111-S-0181 横山北カイド 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 横山字東内平 111-S-0183 横山東内平 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 横山字持田 111-S-0187 横山持田 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 横山字大久保 111-S-0195 横山大久保Ａ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 横山字大久保 111-S-0196 横山大久保Ｂ 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 横山字南カイド 111-S-0197 横山南カイド 第179号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町新居字中町裏 111-S-0009 新居中町裏 第813号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町新居字三十ケ谷 111-S-0012 新居三十ケ谷Ａ 第813号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山字見録ケ谷 111-S-0015 内山見録ケ谷 第813号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山字林ノ谷 111-S-0016 内山林ノ谷Ａ 第813号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字西田 111-S-0081 吉美西田Ａ 第813号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 利木字赤羽根 111-S-0177 利木赤羽根 第813号 平成30年12月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 山口字丑ケ谷 111-Ⅰ-2540 山口丑ケ谷 第112号 平成29年2月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所岡崎梅田入会地字藤ケ池 111-Ⅰ-2548 新所岡崎梅田入会地藤ケ池 第112号 平成29年2月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 横山大久保 221-Ⅱ-001 横山沢 第311号 平成27年3月31日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 横山大久保 221-Ⅱ-002 大谷沢 第311号 平成27年3月31日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 太田元屋敷 111-Ⅰ-2551 太田元屋敷 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波川岸 111-Ⅰ-2554 大知波川岸 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 利木藤江 111-Ⅰ-2555 利木藤江 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済
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http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0196kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.770399104%2C137.541701689&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0197iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/2003130179/111-S-0197kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7698097208%2C137.547201769&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6934622754%2C137.557301118&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0012iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0012kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6920961455%2C137.556447014&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0015iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0015kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6892369632%2C137.553332166&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0016iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0016kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6886577033%2C137.550885225&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0081iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0081kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7136618105%2C137.510418413&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0177iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1812040813/111-S-0177kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7641548973%2C137.527327666&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1702280112/111-1-2540iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1702280112/111-1-2540kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7080934693%2C137.526508595&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1702280112/111-1-2548iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1702280112/111-1-2548kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7275380976%2C137.496868092&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kosai/1503310311/221-2-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kosai/1503310311/221-2-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7704297181%2C137.539416669&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kosai/1503310311/221-2-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/kosai/1503310311/221-2-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7678641829%2C137.532583966&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2551iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2551kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7430430081%2C137.518432668&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2554iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2554kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.75970521%2C137.511428981&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2555iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2555kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7640391842%2C137.52387495&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．湖西市内の区域一覧
＊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 新居町中之郷天当山 111-Ⅰ-2566 中之郷天当山 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷殿ヶ谷 111-Ⅰ-2567 中之郷殿ヶ谷 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷三ツ谷 111-Ⅰ-2568 中之郷三ツ谷 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波南山 111-Ⅰ-3976 大知波南山 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字宮ノ谷 111-Ⅰ-3986 古見宮ノ谷Ｂ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波市地 111-Ⅱ-5319 大知波市地 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波イノコ 111-Ⅱ-5320 大知波イノコ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波前河岸 111-Ⅱ-5321 大知波前河岸 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 横山山田 111-Ⅱ-5322 横山山田 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 横山ウバユ 111-Ⅱ-5323 横山ウバユ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 横山スノハナ 111-Ⅱ-5324 横山スノハナ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 横山新場 111-Ⅱ-5325 横山新場 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 太田中尾平 111-Ⅱ-5334 太田中尾平 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 太田鯉水 111-Ⅱ-5335 太田鯉水Ａ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 太田鯉水 111-Ⅱ-5336 太田鯉水Ｂ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 梅田 111-Ⅱ-5346 梅田新所原１丁目 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷三ツ谷 111-Ⅱ-5407 中之郷三ツ谷Ａ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷三ツ谷 111-Ⅱ-5408 中之郷三ツ谷Ｂ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷郷南 111-Ⅱ-5409 中之郷郷南Ａ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山太田ヶ谷 111-Ⅱ-5410 内山太田ヶ谷 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波毛古谷 111-Ⅲ-1041 大知波毛古谷Ａ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大知波毛古谷 111-Ⅲ-1042 大知波毛古谷Ｂ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山野奥 111-Ⅲ-1065 内山野奥 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町中之郷郷南 111-Ⅲ-1066 中之郷郷南Ｂ 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町浜名一後坂 111-Ⅲ-1067 浜名一後坂 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山光頭 111-Ⅲ-1068 内山光頭 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山足洗田 111-Ⅲ-1069 内山足洗田 第312号 平成27年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 岡崎字前田面 111-Ⅰ-2549 岡崎前田面Ａ 第204号 平成26年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町新居字西町 111-Ⅰ-2560 浜名若磯新居西町 第204号 平成26年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町新居字三十ケ谷 111-Ⅰ-2564 新居三十ケ谷 第204号 平成26年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町新居字源太山 111-Ⅰ-3994 新居源太山 第204号 平成26年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 岡崎字小俣 111-Ⅱ-5347 岡崎小俣Ｂ 第204号 平成26年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 岡崎字藤ケ池 111-Ⅱ-5348 岡崎藤ケ池 第204号 平成26年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 岡崎字前田面 111-Ⅱ-5349 岡崎前田面Ｂ 第204号 平成26年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 岡崎字前田面 111-Ⅱ-5350 岡崎前田面Ｃ 第204号 平成26年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 岡崎字前田面 111-Ⅱ-5351 岡崎前田面Ｄ 第204号 平成26年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山字三ノ輪 111-Ⅱ-5415 内山三ノ輪 第204号 平成26年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字百手 111-Ⅲ-1043 入出百手 第204号 平成26年3月18日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字東岡 111-Ⅱ-5345 新所東岡 第149号 平成26年3月4日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字松本 111-Ⅰ-2542-1 鷲津松本Ｃ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字松本 111-Ⅰ-2543 鷲津松本Ａ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅰ-3982 吉美川尻Ａ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅰ-3983 吉美川尻Ｂ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅰ-3984 吉美川尻Ｃ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅱ-5357 吉美川尻Ｅ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅱ-5358 吉美川尻Ｆ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅱ-5359 吉美川尻Ｇ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅱ-5360 吉美川尻Ｈ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅱ-5362 吉美川尻Ｊ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅱ-5363 吉美川尻Ｋ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅱ-5364 吉美川尻Ｌ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅱ-5365 吉美川尻Ｍ 第337号 平成25年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2566iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2566kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6978453281%2C137.560573547&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2567iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2567kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7012219455%2C137.562535867&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2568iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-2568kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7018822668%2C137.552206513&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-3976iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-3976kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7561620346%2C137.494701524&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-3986iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-1-3986kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7120274697%2C137.529332646&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5319iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5319kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7597265491%2C137.497292267&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5320iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5320kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7589162839%2C137.508225002&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5321iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5321kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7578021444%2C137.510941687&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5322iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5322kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7683033647%2C137.529375136&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5323iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5323kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7640248446%2C137.529926074&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5324iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5324kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7633935118%2C137.528233117&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5325iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5325kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7624663726%2C137.530556541&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5334iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5334kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7454444321%2C137.490126223&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5335iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5335kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7419928409%2C137.511207052&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5336iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5336kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7420802755%2C137.513888816&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5346iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5346kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7265170524%2C137.487755731&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5407iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5407kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7009497077%2C137.550836383&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5408iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5408kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6995761487%2C137.551351951&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5409iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5409kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6992540557%2C137.558600043&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5410iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-2-5410kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6946228792%2C137.546338276&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1041iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1041kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7714299269%2C137.498048937&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1042iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1042kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7704138998%2C137.49973028&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1065iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1065kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6949644474%2C137.547338263&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1066iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1066kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7033091687%2C137.559632179&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1067iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1067kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.683757944%2C137.535571914&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1068iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1068kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6872933721%2C137.533645671&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1069iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1503310312/111-3-1069kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.690131112%2C137.546139535&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-1-2549iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-1-2549kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7248878528%2C137.516899924&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-1-2560iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-1-2560kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6888629813%2C137.556328703&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-1-2564iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-1-2564kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6931119312%2C137.556372435&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-1-3994iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-1-3994kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.691595043%2C137.560892354&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5347iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5347kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7262315403%2C137.496380958&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5348iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5348kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7252729414%2C137.496602084&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5349iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5349kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7246312295%2C137.508189654&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5350iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5350kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7230907485%2C137.511472038&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5351iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5351kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7228408357%2C137.516371539&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5415iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-2-5415kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6906245364%2C137.558961559&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-3-1043iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403180204/111-3-1043kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7530869802%2C137.514612487&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403040149/111-2-5345iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1403040149/111-2-5345kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7350691949%2C137.539264233&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-1-2542-1iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-1-2542-1kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7143921051%2C137.538563257&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-1-2543iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-1-2543kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7158037663%2C137.539730623&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-1-3982iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-1-3982kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7168813171%2C137.526809834&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-1-3983iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-1-3983kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7145964212%2C137.526463819&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-1-3984iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-1-3984kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7139067188%2C137.528115175&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5357iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5357kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.718491925%2C137.526505567&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5358iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5358kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7173562225%2C137.524486786&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5359iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5359kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7178613403%2C137.527757197&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5360iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5360kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7175249212%2C137.52742912&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5362iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5362kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7181931045%2C137.528281413&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5363iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5363kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7167718989%2C137.529816998&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5364iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5364kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7162317642%2C137.52998107&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5365iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1303290337/111-2-5365kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7155432932%2C137.529695549&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．湖西市内の区域一覧
＊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
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図

（別
表）
※2

砂防GIS

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅱ-5366 吉美川尻Ｎ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 山口字北野 111-Ⅱ-5367 山口北野 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字山口 111-Ⅱ-5368 吉美山口 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅱ-5369 吉美川尻Ｏ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 山口字北野 111-Ⅱ-5370 山口北野Ａ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 山口字小満中 111-Ⅱ-5371 山口小満中 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字馬黒 111-Ⅱ-5384 古見馬黒 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坊瀬字丸田 111-Ⅱ-5388 坊瀬丸田Ａ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字西田 111-Ⅲ-1053 吉美西田 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字宮ノ谷 111-Ⅲ-1057 古見宮ノ谷Ｄ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字山口 111-Ⅲ-1058 吉美山口Ａ 第337号 平成25年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字市場 111-Ⅰ-2539 吉美市場Ａ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字宮ノ谷 111-Ⅰ-2541 古見宮ノ谷Ａ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字殿田 111-Ⅰ-2542 古見殿田Ａ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲巣字松本 111-Ⅰ-2544 鷲津松本Ｂ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字北ノ谷 111-Ⅰ-3019 古見北ノ谷 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字大沢 111-Ⅰ-3020 古見大沢 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 岡崎字後田面 111-Ⅰ-3980 岡崎後田面Ａ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 岡崎字後田面 111-Ⅰ-3981 岡崎後田面Ｂ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字川尻 111-Ⅰ-3985 吉美川尻 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字前田 111-Ⅰ-3987 吉美前田Ａ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字後庵 111-Ⅰ-3988 鷲津後庵Ａ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字後庵 111-Ⅰ-3989 鷲津後庵Ｂ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字殿田 111-Ⅰ-3990 古見殿田Ｂ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字筒川 111-Ⅱ-5352 吉美筒川Ａ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字市場 111-Ⅱ-5353 吉美市場Ｂ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字市場 111-Ⅱ-5354 吉美市場Ｃ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字前田 111-Ⅱ-5355 吉美前田Ｂ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字後庵 111-Ⅱ-5372 鷲津後庵Ｃ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字後庵 111-Ⅱ-5374 鷲津後庵Ｄ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字後庵 111-Ⅱ-5375 鷲津後庵Ｅ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字後庵 111-Ⅱ-5376 鷲津後庵Ｆ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字茶屋松 111-Ⅱ-5381 古見茶屋松 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字高田 111-Ⅱ-5382 古見高田 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字後庵 111-Ⅱ-5383 鷲津後庵Ｇ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字宮ノ谷 111-Ⅱ-5385 古見宮ノ谷Ｃ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 古見字椎ノ木鼻 111-Ⅱ-5386 古見椎ノ木鼻 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字前田 111-Ⅱ-5387 吉美前田Ｃ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坊瀬字丸田 111-Ⅱ-5389 坊瀬丸田Ｂ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坊瀬字前田 111-Ⅱ-5390 坊瀬前田 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉美字筒川 111-Ⅲ-1052 吉美筒川Ｂ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坊瀬字丸田 111-Ⅲ-1056 坊瀬丸田Ｃ 第327号 平成24年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字伝馬町 111-Ⅰ-2538 伝馬町 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲巣字広谷 111-Ⅰ-2545 鵜殿山 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲巣字広谷 111-Ⅰ-2546 広谷西 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲巣字広谷 111-Ⅰ-2547 広谷東 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-Ⅰ-3991 笠子住宅西 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字尻枝 111-Ⅱ-5377 尻枝北 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字尻枝 111-Ⅱ-5379 尻枝南 第325号 平成23年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 鷲津字谷上 111-Ⅱ-5380 谷上 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-Ⅱ-5391 白須賀西町 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-Ⅱ-5393 若葉台 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済
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http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7203549104%2C137.533704188&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5382iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5382kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.718158541%2C137.535571519&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5383iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5383kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7186042013%2C137.537096459&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5385iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5385kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7137323129%2C137.531139838&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5386iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5386kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7102254708%2C137.535897874&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5387iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5387kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7062296246%2C137.519654439&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5389iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5389kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7003489709%2C137.518535049&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5390iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-2-5390kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6977736967%2C137.518043624&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-3-1052iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-3-1052kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7127075989%2C137.502953723&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-3-1056iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1203300327/111-3-1056kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6981534541%2C137.51436157&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-1-2538iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-1-2538kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.690222376%2C137.500493873&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-1-2545iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-1-2545kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7173181079%2C137.549218368&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-1-2546iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-1-2546kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7157214411%2C137.549672899&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-1-2547iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-1-2547kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7148132042%2C137.553032244&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-1-3991iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-1-3991kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6984059251%2C137.500721387&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5377iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5377kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7112486489%2C137.541396702&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5379iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5379kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7103902618%2C137.540881939&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5380iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5380kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7081964401%2C137.541534208&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5391iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5391kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6929518518%2C137.500662573&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5393iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5393kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6891052737%2C137.510167356&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．湖西市内の区域一覧
＊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 白須賀字宿南 111-Ⅱ-5394 西長谷 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字長谷 111-Ⅱ-5395 長谷向側Ａ 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字長谷 111-Ⅱ-5396 長谷向側Ｂ 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字長谷 111-Ⅱ-5397 長谷向側Ｃ 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿南 111-Ⅱ-5398 潮見坂上南Ａ 第325号 平成23年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿南 111-Ⅱ-5399 潮見坂上南Ｂ 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-Ⅲ-1054 笠子神社西 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-Ⅲ-1055 笠子住宅東 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字長谷 111-Ⅲ-1060 長谷向側Ｄ 第325号 平成23年3月29日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字道間ヶ谷 111-Ⅰ-2534 白須賀道間ヶ谷 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-Ⅰ-2535 白須賀宿北Ａ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字元宿 111-Ⅰ-2536 白須賀元宿 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字井戸ヶ谷 111-Ⅰ-2537 潮見坂 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字中岡 111-Ⅰ-2550 神明入江中岡 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字白木 111-Ⅰ-3977 入出白木 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字大口 111-Ⅰ-3978 新所大口Ａ 第773号 平成22年11月19日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字高山 111-Ⅱ-5326 入出高山Ａ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字高山 111-Ⅱ-5327 入出高山Ｂ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字高山 111-Ⅱ-5328 入出高山Ｃ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字宇津山 111-Ⅱ-5329 入出宇津山Ａ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字宇津山 111-Ⅱ-5330 入出宇津山Ｂ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字宇津山 111-Ⅱ-5331 入出宇津山Ｃ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字村前 111-Ⅱ-5332 入出村前 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字虫喰 111-Ⅱ-5333 入出虫喰 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字大谷 111-Ⅱ-5337 新所大谷 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字東山 111-Ⅱ-5339 新所東山Ａ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字東山 111-Ⅱ-5340 新所東山Ｂ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字板屋 111-Ⅱ-5341 新所板屋 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字二ノコ 111-Ⅱ-5342 新所二ノコＡ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字岡 111-Ⅱ-5343 新所岡Ａ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字岡 111-Ⅱ-5344 新所岡Ｂ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字井戸ヶ谷 111-Ⅱ-5400 白須賀井戸ヶ谷 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-Ⅱ-5401 白須賀宿北Ｂ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-Ⅱ-5402 白須賀宿北Ｃ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-Ⅱ-5403 白須賀宿北Ｄ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-Ⅱ-5404 白須賀宿北Ｅ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字恩名河原 111-Ⅲ-1044 入出恩名河原 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字姥欠 111-Ⅲ-1045 入出姥欠 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 入出字城山 111-Ⅲ-1046 入出城山 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字東山 111-Ⅲ-1047 新所東山Ｃ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字赤松 111-Ⅲ-1048 新所赤松 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字大口 111-Ⅲ-1049 新所大口Ｂ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新所字二ノコ 111-Ⅲ-1051 新所二ノコＢ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字菱池 111-Ⅲ-1062 白須賀菱池 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 白須賀字宿北 111-Ⅲ-1064 白須賀宿北Ｆ 第773号 平成22年11月19日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山字北山 111-Ⅰ-2563 内山北山Ａ 第290号 平成22年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山字馬黒谷 111-Ⅱ-5411 内山馬黒谷 第290号 平成22年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町内山字北山 111-Ⅱ-5412 内山北山Ｂ 第290号 平成22年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町浜名字諏訪山 111-Ⅰ-2558 浜名諏訪山 第270号 平成21年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町浜名字高師山 111-Ⅰ-2559 浜名高師山 第270号 平成21年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町浜名字四ツ谷 111-Ⅰ-2556 大倉戸 第324号 平成20年3月28日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町新居字源太松 111-Ⅰ-2562 上田町 第324号 平成20年3月28日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5394iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5394kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6837594436%2C137.490139259&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5395iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5395kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6816615579%2C137.497878334&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5396iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5396kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6815625664%2C137.499008964&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5397iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5397kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6790293199%2C137.497200768&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5398iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5398kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6832901757%2C137.505562518&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5399iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-2-5399kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6829998329%2C137.506654062&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-3-1054iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-3-1054kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7068744293%2C137.501178534&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-3-1055iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-3-1055kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6987429263%2C137.502358068&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-3-1060iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1103290325/111-3-1060kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6793450731%2C137.49871271&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-2534iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-2534kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6830869617%2C137.528922105&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-2535iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-2535kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.681671321%2C137.521829526&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-2536iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-2536kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6804132155%2C137.513027841&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-2537iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-2537kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6794607896%2C137.507150986&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-2550iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-2550kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7351632482%2C137.534041289&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-3977iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-3977kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7491496295%2C137.523413289&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-3978iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-1-3978kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7395774867%2C137.535405107&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5326iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5326kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7565209991%2C137.53035653&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5327iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5327kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7568899001%2C137.530915406&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5328iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5328kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7577984978%2C137.531828877&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5329iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5329kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.755949003%2C137.535163961&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5330iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5330kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7556316128%2C137.535431313&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5331iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5331kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7556550054%2C137.534244182&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5332iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5332kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7547764268%2C137.533811859&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5333iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5333kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7498100569%2C137.524705255&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5337iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5337kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7445933207%2C137.535071764&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5339iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5339kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7451151801%2C137.53594953&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5340iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5340kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7430128738%2C137.536284813&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5341iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5341kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7436706006%2C137.531095865&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5342iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5342kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7342517771%2C137.521156133&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5343iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5343kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7347028904%2C137.523243114&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5344iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5344kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7344264766%2C137.525016183&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5400iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5400kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.682023766%2C137.507970945&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5401iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5401kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6831503385%2C137.513299557&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5402iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5402kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6811995272%2C137.515539407&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5403iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5403kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6813865479%2C137.518829316&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5404iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-2-5404kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6817778402%2C137.51959092&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1044iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1044kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7550597132%2C137.519925143&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1045iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1045kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7547181014%2C137.523360811&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1046iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1046kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7558090863%2C137.536086183&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1047iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1047kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7444566856%2C137.537040326&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1048iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1048kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7415451747%2C137.533497642&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1049iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1049kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7403820686%2C137.534820487&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1051iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1051kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.7358642468%2C137.520199478&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1062iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1062kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.681315553%2C137.50950104&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1064iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1011190773/111-3-1064kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6870501525%2C137.517406954&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1003300290/111-1-2563iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1003300290/111-1-2563kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6911935072%2C137.555821733&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1003300290/111-2-5411iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1003300290/111-2-5411kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6922380736%2C137.550825969&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1003300290/111-2-5412iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/1003300290/111-2-5412kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6908429209%2C137.553605081&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0903230270/111-1-2558iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0903230270/111-1-2558kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6856645984%2C137.542891222&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0903230270/111-1-2559iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0903230270/111-1-2559kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6870374462%2C137.549521209&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0803280324/111-1-2556iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0803280324/111-1-2556kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6838850628%2C137.535959304&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0803280324/111-1-2562iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0803280324/111-1-2562kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6899563829%2C137.559789613&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．湖西市内の区域一覧
＊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 新居町内山字三十ヶ谷 111-Ⅰ-2565 炭焼ＮＯ．２ 第324号 平成20年3月28日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 新居町浜名字長通 111-Ⅰ-3992 浜名養護 第324号 平成20年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0803280324/111-1-2565iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0803280324/111-1-2565kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6935171412%2C137.55402736&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0803280324/111-1-3992iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/kosai/0803280324/111-1-3992kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.6864631124%2C137.539231004&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1

	湖西市

