
(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、焼津市役所、
　　島田土木事務所、静岡県庁砂防課でご確認ください。

※最終更新

１．焼津市内の指定状況

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 平成30年3月30日 第274号 4 2 詳細一覧へ移動

土石流 平成25年2月1日 第75号 1 0 詳細一覧へ移動

土石流 平成21年8月25日 第744号 24 15 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成31年2月15日 第94号 12 10 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成30年1月16日 第41号 13 13 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成25年12月17日 第924号 7 6 詳細一覧へ移動

急傾斜地の崩壊 平成21年8月25日 第745号 28 28 詳細一覧へ移動

地滑り 平成31年3月29日 第304号 1 0 詳細一覧へ移動
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２．焼津市内の区域一覧
＊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

地滑り 高崎 38 高崎 第304号 平成31年3月29日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 小浜字平　他 107-Ⅰ-1524 小浜平 第94号 平成31年2月15日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 野秋字村下山 他 107-Ⅰ-1529 野秋村下山 第94号 平成31年2月15日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉津字中ノ谷　他 107-Ⅰ-1534 吉津中ノ谷 第94号 平成31年2月15日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉津字栗原 107-Ⅰ-1535 吉津栗原 第94号 平成31年2月15日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 石脇下字谷 他 107-Ⅰ-1539 石脇下谷Ａ 第94号 平成31年2月15日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 石脇下字谷 107-Ⅰ-1540 石脇下谷Ｂ 第94号 平成31年2月15日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 石脇下字山崎　他 107-Ⅰ-1541 石脇下山崎 第94号 平成31年2月15日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 石脇上字筧沢 107-Ⅰ-1542 石脇上筧沢 第94号 平成31年2月15日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坂本字風尾 他 107-Ⅰ-1543 坂本風尾 第94号 平成31年2月15日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坂本字東海道 107-Ⅰ-1544 坂本東海道 第94号 平成31年2月15日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坂本字西ノ谷 107-Ⅰ-1546 坂本西ノ谷 第94号 平成31年2月15日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 方ノ上字杉本 他 107-Ⅰ-2920 方ノ上杉本 第94号 平成31年2月15日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 小浜 212-S-001 小浜北沢 第274号 平成30年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 小浜 212-S-002 小浜中沢 第274号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土石流 石脇上 212-S-009 石脇上沢 第274号 平成30年3月30日 ○ - 詳細 詳細 掲載済

土石流 坂本 212-S-010 坂本西沢 第274号 平成30年3月30日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 野秋字向山　他 107-Ⅰ-3712 野秋向山 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 小浜 107-S-2001 小浜コット 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 小浜 107-S-2003 小浜下ノ谷 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 吉津字向山　他 107-S-2004 吉津向山 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 野秋字城山　他 107-S-2005 野秋城山 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 高崎 107-S-2007 高崎宝録ヶ谷 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 浜当目 107-S-2008 浜当目一丁田 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 花沢 107-S-2011 花沢金ヲバ 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坂本 107-S-2014 坂本天目Ａ 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坂本 107-S-2015 坂本天目Ｂ 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坂本 107-S-2016 坂本西ノ谷Ｃ 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

土砂災害（特別）警戒区域の指定状況
（焼津市内）

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/jisuberi/yaidu/1903290304/38iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/jisuberi/yaidu/1903290304/38kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8973922976%2C138.326522574&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1524iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1524kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8963568462%2C138.345984387&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1529iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1529kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8976423463%2C138.337588542&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1534iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1534kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.901957155%2C138.329296475&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1535iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1535kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.9001460865%2C138.327784974&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1539iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1539kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8922426736%2C138.323299502&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1540iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1540kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8898788657%2C138.323801873&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1541iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1541kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8884966179%2C138.324378166&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1542iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1542kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8929012431%2C138.320902869&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1543iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1543kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8918542209%2C138.31741367&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1544iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1544kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8920370445%2C138.313670666&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1546iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-1546kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8935656971%2C138.311061577&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-2920iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1902150094/107-1-2920kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.894063165%2C138.306757274&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/1803300274/212-S-001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/1803300274/212-S-001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8957678162%2C138.336515729&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/1803300274/212-S-002iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/1803300274/212-S-002kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8940063065%2C138.335834719&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/1803300274/212-S-009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/1803300274/212-S-009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.892281826%2C138.32121393&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/1803300274/212-S-010iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/1803300274/212-S-010kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8925384203%2C138.309593194&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-1-3712iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-1-3712kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.9002335813%2C138.334165069&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2001iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2001kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8948542702%2C138.344154002&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2003iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2003kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8926868564%2C138.33560621&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2004iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2004kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.9022876151%2C138.330503251&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2005iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2005kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8995121324%2C138.330750773&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2007iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2007kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8947496194%2C138.329910758&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2008iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2008kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8849736343%2C138.331047714&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2011iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2011kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.9084159126%2C138.327572915&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2014iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2014kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8945620937%2C138.315832967&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2015iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2015kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8940101665%2C138.316415315&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2016iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/1801160041/107-S-2016kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8929830879%2C138.307595571&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．焼津市内の区域一覧
＊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

急傾斜地の崩壊 策牛・岡部町三輪 107-S-2017 策牛笠石 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 高崎字向山　他 107-S-2018 高崎向山 第41号 平成30年1月16日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 浜当目字当目山　　　 107-Ⅰ-1525 浜当目当目山 第924号 平成25年12月17日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 浜当目字中山 107-Ⅰ-1526 浜当目中山Ｃ 第924号 平成25年12月17日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 浜当目字河内　　　　 107-Ⅰ-1527 浜当目河内 第924号 平成25年12月17日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 浜当目字吉花　　　　 107-Ⅰ-1528 浜当目吉花 第924号 平成25年12月17日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 花沢字ウラ　　　　 107-Ⅰ-1532 花沢ウラＡ 第924号 平成25年12月17日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 高崎字馬場　　　　 107-Ⅰ-1536 高崎馬場 第924号 平成25年12月17日 ○ - 詳細 詳細 掲載済
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http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/0908250744/212-2-009iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/0908250744/212-2-009kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8943654443%2C138.316188673&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/0908250744/212-2-010iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/dosekiryuu/yaidu/0908250744/212-2-010kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8933804247%2C138.31370988&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-1537iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-1537kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8970820692%2C138.32668527&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-1545iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-1545kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8930534431%2C138.314170538&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-1547iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-1547kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8953827106%2C138.304735037&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-3713iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-3713kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8852319161%2C138.33793815&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-3714iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-3714kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8839163577%2C138.336431242&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-3715iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-3715kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8826530692%2C138.33360424&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-3716iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-3716kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8828347999%2C138.336774465&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-3717iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-1-3717kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8944480419%2C138.310378951&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1870iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1870kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.9052329246%2C138.330847564&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1872iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1872kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8979138373%2C138.339291983&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1873iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1873kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8961109175%2C138.337893909&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1874iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1874kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8946069175%2C138.328252338&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1875iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1875kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.9013419036%2C138.330542319&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1876iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1876kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8941042176%2C138.336683782&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1877iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1877kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8934931087%2C138.336606031&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1878iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1878kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8895356932%2C138.332772061&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1879iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1879kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8878199242%2C138.33253526&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1880iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1880kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8827495827%2C138.330206303&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1


２．焼津市内の区域一覧
＊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 浜当目字打越 107-Ⅱ-1881 浜当目打越 第745号 平成21年8月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坂本字奥ノ谷 107-Ⅱ-1882 坂本奥ノ谷 第745号 平成21年8月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坂本字西ノ谷 107-Ⅱ-1883 坂本西ノ谷Ｂ 第745号 平成21年8月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 坂本字天目 107-Ⅱ-1884 坂本天目 第745号 平成21年8月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 方ノ上字屋敷添 107-Ⅱ-1885 方ノ上屋敷添 第745号 平成21年8月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 関方字奥屋敷 107-Ⅱ-1886 関方奥屋敷 第745号 平成21年8月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 花沢字ウラ 107-Ⅱ-5854 花沢ウラＢ 第745号 平成21年8月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 関方字崩ノ下 107-Ⅲ-0480 関方崩ノ下 第745号 平成21年8月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 小浜字海雲寺山 107-Ⅲ-0481 小浜海雲寺山 第745号 平成21年8月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

急傾斜地の崩壊 野秋字峯ヶ久保 107-Ⅲ-0482 野秋峯ヶ久保 第745号 平成21年8月25日 ○ ○ 詳細 詳細 掲載済

http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1881iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1881kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8817922032%2C138.328947837&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1882iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1882kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8941056561%2C138.313661237&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1883iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1883kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.894167655%2C138.308606987&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1884iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1884kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.895010463%2C138.317164134&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1885iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1885kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8945745559%2C138.305682045&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1886iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-1886kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8958750986%2C138.303913575&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-5854iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-2-5854kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.9086638581%2C138.331512412&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-3-0480iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-3-0480kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8969039497%2C138.303378256&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-3-0481iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-3-0481kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.8950541928%2C138.337304274&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-3-0482iti.pdf
http://doboku.pref.shizuoka.jp/sabou/doshahou/kyuukeisha/yaidu/0908250745/107-3-0482kuiki.pdf
http://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=16&ll=34.9011714232%2C138.332147945&t=roadmap&mp=9002&vlf=-1

	焼津市

