
(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、清水町役場、
　　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．清水町内の指定状況

現象名 指定年月日 告示番号
警戒区域
(箇所数)

特別警戒区域
(箇所数)

土石流 平成19年3月23日 第298号 2 0 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成30年10月23日 第707号 2 2 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成30年1月30日 第67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267号 11 11 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成20年7月25日 第611号 2 2 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 第300号 2 2 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 第299号 3 3 詳細一覧へ移動
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２．清水町内の区域一覧
＊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
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砂防GIS

急傾斜地の崩壊 大平字横代他・徳倉字杉沢他 103-S-0122 横代 第707号 平成30年10月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大平字出城山・徳倉字出城山他 103-S-0156 出城山Ｂ 第707号 平成30年10月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 伏見字川端他・竹原字西海道他 103-Ⅰ-3520-2 伏見 第67号 平成30年1月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉上の坪 103-Ⅰ-0858 上ノ坪 第267号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉佃 103-Ⅰ-2767 佃 第267号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉西町 103-Ⅰ-2769 日守田 第267号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 外原 103-Ⅰ-3515 西山 第267号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 下徳倉 103-Ⅰ-3516 和田入 第267号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 下徳倉 103-Ⅰ-3517 矢崎 第267号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 下徳倉 103-Ⅰ-3518 本城山東 第267号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 上徳倉 103-Ⅰ-3520 池田・宮下 第267号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 下徳倉 103-Ⅱ-0770 本城山南 第267号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 上徳倉 103-Ⅱ-0773 天上塚・西町 第267号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 下徳倉 103-Ⅲ-0224 四方沢 第267号 平成29年3月31日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大平字小山・徳倉字出城山 103-Ⅰ-0638 大平出城山 第611号 平成20年7月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大平字小山・徳倉字出城山他 103-Ⅰ-0639 大平小山 第611号 平成20年7月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 徳倉字柳沢 341-Ⅰ-001 柳沢 第298号 平成19年3月23日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 中徳倉 341-Ⅰ-002 中徳倉沢 第298号 平成19年3月23日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉字出城山他・大平字小山 103-Ⅰ-3519 出城山 第300号 平成19年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉字岩下・大平字小山 103-Ⅱ-0771 岩下 第300号 平成19年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 中徳倉他 103-Ⅰ-0856 谷戸 第299号 平成19年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉字杉沢他 103-Ⅰ-0857 杉沢北 第299号 平成19年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 徳倉字杉沢 103-Ⅱ-0772 杉沢南 第299号 平成19年3月23日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土砂災害（特別）警戒区域の指定状況
（清水町内）

令和2年3月31日

合計箇所数(令和02年03月31日現在)

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/1810230707/103-S-0122iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/1810230707/103-S-0122kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0758300134%2C138.895417143&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/1810230707/103-S-0156iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/1810230707/103-S-0156kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0816545321%2C138.906167283&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu%E3%83%BBnagaizumi/1801300067/103-1-3520-2iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu%E3%83%BBnagaizumi/1801300067/103-1-3520-2kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1164687789%2C138.894759777&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-0858iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-0858kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0826083364%2C138.889057778&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-2767iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-2767kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0867755862%2C138.89233363&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-2769iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-2769kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0872525135%2C138.900785265&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-3515iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-3515kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.091886864%2C138.889968856&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-3516iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-3516kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0937093696%2C138.89621032&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-3517iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-3517kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0950385088%2C138.896776788&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-3518iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-3518kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.09609047%2C138.899553736&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-3520iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-1-3520kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.078034777%2C138.897771562&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-2-0770iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-2-0770kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0941593931%2C138.898560819&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-2-0773iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-2-0773kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0866127258%2C138.899963434&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-3-0224iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/1703310267/103-3-0224kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0903993769%2C138.887763486&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/0807250611/103-1-0638iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/0807250611/103-1-0638kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0803184723%2C138.904494189&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/0807250611/103-1-0639iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/0807250611/103-1-0639kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.07926246%2C138.902690403&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/shimizu/0703230298/341-1-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/shimizu/0703230298/341-1-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0791891457%2C138.895447893&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/shimizu/0703230298/341-1-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/shimizu/0703230298/341-1-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0903104573%2C138.893567032&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/0703230300/103-1-3519iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/0703230300/103-1-3519kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0801791264%2C138.902418621&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/0703230300/103-2-0771iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/numadu%E3%83%BBshimizu/0703230300/103-2-0771kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0785054628%2C138.900423429&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/0703230299/103-1-0856iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/0703230299/103-1-0856kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0914959077%2C138.892655412&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/0703230299/103-1-0857iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/0703230299/103-1-0857kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0812495992%2C138.895440218&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/0703230299/103-2-0772iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/shimizu/0703230299/103-2-0772kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.0786455175%2C138.895422433&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1

	清水町

