
(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、裾野市役所、
　　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．裾野市内の指定状況

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196号 1 1 詳細一覧へ移動

土石流 平成30年9月28日 第655号 8 7 詳細一覧へ移動

土石流 平成26年12月24日 第912号 20 16 詳細一覧へ移動

土石流 平成26年3月28日 第296号 23 20 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成30年9月28日 第656号 26 26 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成30年9月28日 第654号 4 2 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成26年12月5日 第878号 15 15 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成26年3月28日 第297号 14 14 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成19年8月10日 第759号 1 0 詳細一覧へ移動
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２．裾野市内の区域一覧
＊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

土石流 深良字小谷戸山　他 220-Ⅰ-009 深良谷戸沢 第196号 令和2年3月13日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 公文名字陳ヶ洞 220-S-001 泉川左支川Ｄ 第655号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 葛山字西ノ窪　他 220-S-003 西ノ窪沢 第655号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 下和田字トノカイ 220-S-004 下和田沢Ｃ 第655号 平成30年9月28日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 下和田字トノカイ 220-S-005 下和田沢Ｄ 第655号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 下和田字中条 220-S-006 下和田沢Ｅ 第655号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 今里字大久保 220-S-007 今里沢Ｃ 第655号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 今里字入方 220-S-008 今里沢Ｄ 第655号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 葛山字田場沢 220-S-009 田場沢 第655号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 須山字藤原 103-S-3001 鑵子山 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 下和田字寺山　他 103-S-3002 トノカイトＢ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 呼子三丁目　他 103-S-3003 呼子三丁目 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 呼子二丁目　他 103-S-3004 呼子二丁目 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 葛山字子ノ神　他 103-S-3005 葛山北 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 千福字下細野　他 103-S-3006 千福Ａ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑字峯坂　他 103-S-3007 峯坂Ｂ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 富沢字瀬戸山　他 103-S-3008 富沢Ａ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 富沢字下耕地　他 103-S-3009 滝ノ洞 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑逢洞　他 103-S-3010 茶畑鈴原 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 須山字向山　他 103-S-3011 須山Ａ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 須山字田向　他 103-S-3012 須山Ｂ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 下和田字トノカイト 103-S-3013 トノカイトＣ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 今里字入方　他 103-S-3014 今里Ａ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 今里字新田畑　他 103-S-3015 今里Ｂ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 深良字桃木畑 103-S-3016 深良Ａ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 深良字祖父離比良　他 103-S-3017 深良Ｂ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 深良字小林山　他 103-S-3018 上須 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土砂災害（特別）警戒区域の指定状況
（裾野市内）

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/susono/2003130196/220-1-009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/2003130196/220-1-009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1993552504%2C138.92774286&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1832279255%2C138.922613964&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2025152054%2C138.88763985&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2365516942%2C138.870683257&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2369317494%2C138.870557611&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2337876559%2C138.871023528&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2214672886%2C138.88287498&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2213365282%2C138.883052897&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1809280655/220-S-009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2118210698%2C138.892504301&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2860432936%2C138.780302289&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.235982289%2C138.870303986&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2303469482%2C138.86750174&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2289387856%2C138.87115444&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2106638458%2C138.893272136&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1925043376%2C138.898666685&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1724017482%2C138.928316175&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1700060543%2C138.900404463&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1646234027%2C138.896305101&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3010iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3010kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1744423153%2C138.927717521&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3011iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3011kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.244821889%2C138.846665341&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3012iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3012kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2450471425%2C138.851694384&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3013iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3013kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2368876744%2C138.872492907&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3014iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3014kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2205258036%2C138.884149731&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3015iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3015kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2172277651%2C138.891616404&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3016iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3016kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2216392587%2C138.938318351&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3017iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3017kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2199140108%2C138.933082539&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3018iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1809280656/103-S-3018kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2170706882%2C138.926752396&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．裾野市内の区域一覧
＊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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急傾斜地の崩壊 岩波字東海戸　他 103-S-3019 岩波 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 千福が丘一丁目　他 103-S-3021 千福が丘一丁目 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 千福字長沢 103-S-3022 千福Ｂ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 大畑字上ノ田　他 103-S-3023 古城跡Ｂ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 桃園字入ノ洞　他 103-S-3024 欅坂Ｂ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑字市之瀬　他 103-S-3025 市之瀬 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 富沢字深田添　他 103-S-3026 深田Ａ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 富沢字深田　他 103-S-3027 深田Ｂ 第656号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 公文名字中坪　他 103-Ⅰ-0694 中坪 第654号 平成30年9月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑字峯坂 103-Ⅰ-0698 峯坂 第654号 平成30年9月28日 ○ - 詳細 詳細 掲載済
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http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0702iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0702kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1670683617%2C138.899510472&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0704iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0704kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1832554456%2C138.901613479&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0706iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0706kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2051172812%2C138.895715494&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0707iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0707kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2047824108%2C138.892600217&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0708iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0708kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2106263154%2C138.906983613&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0709iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0709kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2187002832%2C138.903297537&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0710iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0710kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2226404461%2C138.883530194&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0711iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0711kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2370618906%2C138.870347504&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0712iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0712kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2343794816%2C138.869813698&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0713iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0713kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2330024102%2C138.868276927&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0714iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-1-0714kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2544623734%2C138.845842709&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-2-0497iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-2-0497kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1769277348%2C138.897657585&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-2-0499iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-2-0499kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1834295709%2C138.89732651&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-2-0500iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1412050878/103-2-0500kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1900003223%2C138.896255275&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2203182927%2C138.936997996&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2198677516%2C138.933474691&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2193836052%2C138.931169366&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2192941872%2C138.930928067&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2184056975%2C138.927621451&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．裾野市内の区域一覧
＊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

土石流 深良字馬坂尻　他 220-Ⅰ-006 深良川右支川Ｃ 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 深良字猿ヶ谷　他 220-Ⅰ-007 原入沢 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 深良字猿ヶ谷　他 220-Ⅰ-008 原沢 第296号 平成26年3月28日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 深良字茗ヶ沢　他 220-Ⅰ-010 沢入沢 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 茶畑字市ノ瀬　他 220-Ⅰ-012 大場川右支川Ａ 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 茶畑字中川原　他 220-Ⅰ-013 大場川右支川Ｃ 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 深良字道城平　他 220-Ⅱ-001 泉川右支川 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 久根字洞山　他 220-Ⅱ-002 泉川左支川Ｃ 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 茶畑字鴻ノ巣　他 220-Ⅱ-003 大場川右支川Ｂ 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 茶畑字鴻ノ巣　他 220-Ⅱ-004 大場川右支川Ｄ 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 茶畑字中川原　他 220-Ⅱ-005 大場川右支川Ｅ 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 茶畑字姥山　他 220-Ⅱ-006 大場川右支川Ｆ 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 茶畑字姥山　他 220-Ⅱ-007 峰下沢 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 深良字小谷ト　他 220-Ⅲ-001 泉川左支川Ａ 第296号 平成26年3月28日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 深良字山下　他 220-Ⅲ-002 泉川左支川Ｂ 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 茶畑字鐙沢　他 220-Ⅲ-003 入田川 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 茶畑字菅沢　他 220-Ⅲ-003-2 入田川Ａ 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 茶畑字日影林　他 220-Ⅲ-003-3 入田川Ｂ 第296号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑字江洞　他 103-Ⅰ-0049 鐙沢 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 深良字下谷戸　他 103-Ⅰ-0691 下谷戸 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 深良字善当　他 103-Ⅰ-0692 沢入日蔭 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 公文名字鹿島山　他 103-Ⅰ-0693 鹿島山 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 公文名字山下　他 103-Ⅰ-0695 公文名山下 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑字大入　他 103-Ⅰ-0696 日影林 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑字峯下　他 103-Ⅰ-0697 峯坂Ａ 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑字屯屋敷　他 103-Ⅰ-0700 屯屋敷 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 深良字原　他 103-Ⅰ-3368 原Ａ 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 深良字道城平　他 103-Ⅱ-0498 原Ｂ 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑字屯屋敷　他 103-Ⅱ-0502 茶畑Ａ 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑字中川原　他 103-Ⅱ-0503 市ノ瀬Ａ 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑字中川原　他 103-Ⅱ-0504 市ノ瀬Ｂ 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑字大入　他 103-Ⅲ-0121 茶畑Ｂ 第297号 平成26年3月28日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 茶畑 103-Ⅰ-0699 峰下 第759号 平成19年8月10日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2185492546%2C138.927060397&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2130672776%2C138.927388279&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.211845892%2C138.926944748&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-010iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-010kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1965477956%2C138.928257661&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-012iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-012kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1718515996%2C138.945353056&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-013iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-1-013kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1721029309%2C138.943884786&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2080732184%2C138.928766467&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1883531494%2C138.924443093&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1720240201%2C138.94778376&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1720836544%2C138.9409797&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1727618399%2C138.939007089&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-006iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-006kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1730761509%2C138.93777566&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-2-007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1733416957%2C138.934510063&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-3-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-3-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1990265293%2C138.924912676&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-3-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-3-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1917517119%2C138.923674921&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-3-003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-3-003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1825438135%2C138.935093987&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-3-003-2iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-3-003-2kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1809396944%2C138.935709386&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-3-003-3iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/susono/1403280296/220-3-003-3kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1786301448%2C138.936010287&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0049iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0049kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1800958495%2C138.937335443&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0691iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0691kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1975033439%2C138.926174287&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0692iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0692kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.195684106%2C138.926668002&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0693iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0693kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1829168013%2C138.921649672&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0695iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0695kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1775369889%2C138.921085835&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0696iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0696kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1778298307%2C138.934174339&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0697iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0697kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1737849946%2C138.933337856&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0700iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-0700kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1748291702%2C138.921692959&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-3368iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-1-3368kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2108614637%2C138.926104404&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-2-0498iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-2-0498kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.2088971547%2C138.928517573&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-2-0502iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-2-0502kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1751702873%2C138.920652756&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-2-0503iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-2-0503kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1723489197%2C138.942973085&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-2-0504iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-2-0504kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1730824744%2C138.938565384&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-3-0121iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/1403280297/103-3-0121kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1770858568%2C138.931093899&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/0708100759/103-1-0699iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/susono/0708100759/103-1-0699kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=35.1716530191%2C138.928182171&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1

	裾野市

