
南伊豆町避難勧告等の判断・伝達マニュアル

（ 土砂災害・水害・高潮災害・津波災害 ）

平成 27年 9月 

南伊豆町 

この基準は、現在、災害の発生が想定される状況において、実際に運用して

いる事項をまとめたものであり、今後詳細な基準を定めるための体制が整備さ

れるまでの暫定版である。

なお、この基準は、関係住民からの意見や、避難等の実情に合わせ、適宜、

必要に応じて見直し、変更していきます。
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【共通】 

本マニュアルは、水害、土砂災害、高潮、津波災害を対象とする。 

１ 避難勧告等の発令区分

避難勧告等の発令区分は、以下のとおりとする。 

「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（平成 17年 3月）」より抜粋 

※ 自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動は、計画された避難場

所等に避難することが必ずしも適切ではなく、事態の切迫した状況等に応じて、自宅や隣

接建物の２階等に避難することもある。

○ 避難勧告等発令の時期への配慮 

・ 住民が避難するためには、避難勧告等を町から住民に周知・伝達する時間、住民が

避難の準備をする時間及び避難所等へ移動する時間が必要であり、防災行政無線等の

情報伝達方法の整備状況や避難所等の位置などから避難に必要な時間の確保に努め

る。 

  ・ 基本的に夜間であっても躊躇することなく、避難情報等は発令する。 

区分 発令時の状況 住民に求める行動 

避難準備

（要配慮

者避難）情

報 

要配慮者等、特に避難行動に時間を

要する者が避難行動を開始しなけれ

ばならない段階であり、人的被害の

発生する可能性が高まった状況 

・ 要配慮者等、特に避難行動に時間を要

する者は、計画された避難場所への避

難行動を開始（避難支援者は支援行動

を開始） 

・ 上記以外の者は、家族等との連絡、非

常用持出品の用意等、避難準備を開始

避難勧告 

通常の避難行動ができる者が避難行

動を開始しなければならない段階で

あり、人的被害の発生する可能性が

明らかに高まった状況 

通常の避難行動ができる者は、計画さ

れた避難場所等への避難行動を開始 

避難指示 

・ 前兆現象の発生や、現在の切迫した

状況から、人的被害の発生する危険

性が非常に高いと判断された状況 

・ 地域の特性等から人的被害の発生

する危険性が非常に高いと判断さ

れた状況 

・ 人的被害の発生した状況 

・ 避難勧告等の発令後で避難中の住民

は、確実な避難行動を直ちに完了 

・ 未だ避難していない対象住民は、直ち

に避難行動に移るとともに、そのいと

まがない場合は生命を守る最低限の

行動 
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○ 避難情報の解除 

気象状況及び現地状況等、二次災害等の恐れが無いことを十分確認したうえで、避難

勧告等を解除する。 

２ 町の体制

  地域防災計画及び水防計画に基づく体制とする。 

  種別 配備基準 配備内容 配備課等 

災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
と
き

第１次事前配備

体制 

・大雨、洪水注意報のいずれかが南伊豆

町に発表され、危険な状態が予想される

とき 

・その他、状況により町長が指令したと

き 

情報収集を主とし、状況

により他の職員を動員

できる体制 

総務課防災係 

・津波注意報が県下に発表されたとき 

情報収集を主とし、状況

により他の職員を動員

できる体制 

総務課防災係 

建設課 

その他関係課 

第２次事前配備

体制 

・大雨、洪水、高潮、暴風警報のいずれ

かが南伊豆町に発表されたとき 

・その他、状況により町長が指令したと

き 

必要な警戒活動にあた

り、事態の推移により、

速やかに災害対策本部

を設置できる体制 

総務課防災係 

建設課 

その他関係課 
・上記に追加して土砂災害警戒情報が発

表されたとき 

避難所を開設できる体

制 

・津波警報が県下に発表されたとき 

・震度４の地震を観測したとき 

・その他、状況により町長が指令した

とき 

必要な警戒活動にあた

り、事態の推移により、

速やかに災害対策本部

を設置できる体制 

総務課防災係 

建設課 

産業観光課 

震度４の地震の

場合、班長以上 

突発的災害応急

体制 

・多数の死傷者が発生し、通常の消防力

では対応が困難だと思われる事故が発

生したとき 

＊航空機の墜落、船舶の海難又はガス爆

発などの事故 

情報収集及び連絡活動

を主とし、事態の推移に

より、速やかに災害対策

本部を設置できる体制 

総務課防災係 

その他関係課 

非常体制 

・震度 5弱以上の地震を観測したとき 

・南伊豆町全般にわたり大規模な災害が

発生したとき 

・その他、状況により町長（本部長）が

指令したとき 

全職員により災害対応

する体制 
全職員 

３ 情報の収集 

  住民、自主防災会、消防団等からの通報、及び国、県等が発信する情報の収集に努める

ものとする。 
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  なお、情報の取扱については以下の事項に留意するものとする。 

（１） 土砂災害警戒情報や気象注警報等の重要な情報については、発信者である県砂防

課や静岡地方気象台等に、降雨状況の見通しや他市町での被害状況等、事態の切迫性

を示す付帯情報を確認すること。 

（２） 賀茂振興局危機管理課、警察等の防災関係機関と、被害情報等に関する情報交換

を密に行いつつ、危険箇所がどの様な状況になっているか、近隣で災害や前兆現象が

発生していないか等、県の総合防災情報システム（FUJISAN システム）を活用すると

ともに、消防団、自主防災会とも連携して広域的な状況把握に努めること。 

（３） 自然現象のため不測の事態も想定されることから、避難行動は、計画された避難

場所等に避難するよりは、事態の切迫した状況等に応じて、被害が想定される区域外

の建物等に避難することが適切であることを想定しておくこと。 

【参考】 

  避難情報の発令基準として活用する「土砂災害警戒情報」は、県砂防課と静岡地方気

象台が共同で発表するもので、内容については次のとおりである。 

(ア) 土砂災害警戒情報は、解析雨量（60 分間積算雨量）※1 と土壌雨量指数※2 の２

つの指標を組み合わせて設定された監視基準（クリティカルライン）を基に発表される。 

   なお、監視基準は、地域の地質や過去の災害状況を踏まえ５㎞四方（メッシュ）ごと

に設定されている。 

   ※１ 解析雨量とは、全国に展開されている気象レーダーとアメダス等の地上の雨量計

を組み合わせて、１㎞四方（メッシュ）の細かさで解析した雨量分布で、雨量計の観

測網にかからない局所的な強雨が把握できる。 

    ※2 土壌雨量指数とは、土壌中に貯まっている雨水の量を示す指数で、指数が高いほ

ど、がけの重みが増し、崩壊する危険性が高くなる。 

 監視基準イメージ図 

    60           ２時間後 

    分  

    積 

    算      現時点 

    雨             

    量        土砂災害警戒情報を発表 

   （㎜） 

           土壌雨量指数 

４ 避難勧告等の伝達 

  住民、観光客等に対し、町並びに関係機関の保有する通信設備等の手段を活用して行う

ものとし、地域の特性等に応じ、地域の自主防災会、消防団等の協力により、速やかに伝

監視基準（土砂災害発生の目安と

なる線）クリティカルライン
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達するものとする。なお、災害時要配慮者については、「南伊豆町災害時要配慮者避難支

援計画」に基づいて実施する。 

情報伝達手段 

    ○防災行政無線（屋外スピーカー・個別受信機・防災ラジオ） 

    ○電話・FAX（自主防災会長への連絡） 

    ○インターネット（町ホームページへ掲載） 

    ○車両による広報（消防団等に協力要請） 

    ○エリアメール（県防災情報システムを活用） 
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【土砂災害】

 土砂災害には、土石流、がけ崩れ、地すべりがある。 

 土石流とは、山腹谷底にある土砂が長雨や集中豪雨などによって、一気に下流へと押し流

される現象であり、がけ崩れとは、降雨時に地中にしみ込んだ水分により不安定化した斜面

が急激に崩れ落ちる現象である。 

 また、地すべりとは、斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によって、ゆっくり

と斜面方向に移動する現象をいう。 

１ 土砂災害を警戒すべき箇所

 斜面などの地形状況、過去の災害実績等を踏まえ、土砂災害を警戒すべき箇所を次のとお

りとする。 

  （１）がけ崩れ 

    傾斜度が 30度以上で高さが５ｍ以上の斜面のうち、土砂が崩れた場合に人家等の

被害が想定される急傾斜地崩壊危険箇所（245 箇所）を警戒すべき箇所とする。 

  （２）土石流 

    土石流の発生の恐れのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が概ね３度以上の

区域で、土石流の発生により人家等の被害が想定される土石流危険箇所（252 箇所）

を警戒すべき箇所とする。 

  （３）地すべり 

    土地の一部が地下水等に起因して斜面が移動することにより、人家等の被害が想定

される地すべり危険箇所（1箇所）を警戒すべき箇所とする。 

２ 避難勧告等の対象となる避難すべき区域

  （１）急傾斜地崩壊危険箇所（急傾斜地崩壊危険区域を含む）、土石流危険箇所の保全

対象を含む箇所及び地すべり危険箇所を避難すべき区域とする。 

  （２）地形や降雨の特性を考慮し、避難すべき区域を図－１に示すとおり六つの地区（南

崎地区・竹麻地区・南中地区・南上地区・三坂地区・三浜地区）に分ける。地区別に

関係する自主防災会は表－１のとおりである。 

  （３）避難勧告等の対象となる避難すべき区域（がけ崩れ 245 箇所・土石流 252 箇所・

地すべり１箇所）の自主防災会別一覧は表―２のとおりである。 

  （４）危険区域毎に町指定の避難場所は、表－２のとおりであるが、別途、地域住民が

早く、安全に避難できる場所（集会場等）を第一次避難所として設定する。 
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図－１ 地区別区域図 
 （メッシュの番号は、静岡県土砂災害警戒情報補足情報配信システム（１㎞メッシュ）におけるメッシュ番号である。）

表－１ 地区別自主防災会  

番 号 地  区  名 自 主 防 災 会 名 

１ 南崎地区 石廊崎地区・大瀬地区・下流地区 

２ 竹麻地区 手石地区・湊地区・青市地区 

３ 南中地区 石井地区・加納地区・二条地区

下賀茂地区・上賀茂地区・一条地区 

４ 南上地区
蛇石地区・平戸地区・市之瀬地区・川合野地区・青野地区

下小野地区・上小野地区・岩殿地区・毛倉野地区

５ 三坂地区 差田地区・入間地区・中木地区・吉祥地区

６ 三浜地区
立岩地区・吉田地区・妻良地区・東子浦地区・西子浦地区

伊浜地区・落居地区・一町田地区・天神原地区

5138-76-35

5138-76-45

5138-76-55

5138-76-65

5138-76-75

5138-76-85

5138-76-95

5238-06-05

5238-06-15

5238-06-25

5238-06-35 5238-06-36

5238-06-26

5238-06-16

5238-06-06

5138-76-96

5138-76-86

5138-76-76

5138-76-66

5138-76-56

5138-76-46

5138-76-36

5138-76-26 5138-76-27

5138-76-37

5138-76-47

5138-76-57

5138-76-67

5138-76-77

5138-76-87

5138-76-97

5238-06-07

5238-06-17

5238-06-27

5238-06-37 5238-06-38

5238-06-28

5238-06-18

5238-06-08

5138-76-98

5138-76-88

5138-76-78

5138-76-68

5138-76-58

5138-76-48

5138-76-38 5138-76-39

5138-76-49

5138-76-59

5138-76-69

5138-76-79

5138-76-89

5138-76-99

5238-06-09

5238-06-19

5238-06-29

5238-06-39 5238-07-30

5238-07-20

5238-07-10

5238-07-00

5138-77-90

5138-77-80

5138-77-70

5138-77-60

5138-77-50

5138-77-40 5138-77-41

5138-77-51

5138-77-61

5138-77-71

5138-77-81

5138-77-91

5238-07-01

5238-07-21

5238-07-31

竹麻地区

南崎地区

南中地区

南上地区

　　地区
5138-76-44

5138-76-54

5138-76-64

5138-76-74

5138-76-84

5138-76-94

5238-06-04

5238-06-14

5238-06-24

5238-06-34

5138-76-43

7638-76-53

5138-76-63

5138-76-73

5138-76-83

5138-76-93

5238-06-03

5238-06-13

5238-06-23

5238-06-33

5138-76-62

5138-76-72

5138-76-82

5138-76-92

5238-06-02

5238-06-12

5238-06-22

5238-06-32

5138-76-81

5138-76-71

5138-76-61

5238-06-11

5238-06-21

5238-06-315238-06-30

5238-06-20

5238-05-39

5238-05-29

5238-05-49 5238-06-40 5238-06-41 5238-06-42 5238-06-43 5238-06-44

三浜地区

三坂
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表－２ 避難勧告等の対象となる避難すべき区域（がけ崩れ・土石流）

地区名 箇所名
自主防

災会名
小字

県補足情報配信

ｼｽﾃﾑにおける

1kmﾒｯｼｭ番号

人家

戸数
第1次避難所 町指定避難所

災害時要援護者に

係る施設名

土砂災害の

種類別

1 南崎 本瀬入 石廊崎 本瀬入 5138-76-37 南崎認定こども園 がけ（自然）

2 南崎 伊波本側 石廊崎 伊波本側 5138-76-37 14 南崎認定こども園 がけ（自然）

3 南崎 伊波本側№2 石廊崎 伊波本側 5138-76-37 南崎認定こども園 がけ（自然）

4 南崎 敷地 石廊崎 敷地 5138-76-37 南崎認定こども園 がけ（自然）

5 南崎 石廊 石廊崎 伊波本側 5138-76-37 32 南崎認定こども園 がけ（自然）

6 南崎 本瀬 石廊崎 本瀬 5138-76-37 南崎認定こども園 がけ（自然）

7 南崎 本瀬№2 石廊崎 本瀬 5138-76-37 南崎認定こども園 がけ（自然）

8 南崎 石廊崎 石廊崎 5138-76-37 南崎認定こども園 がけ（自然）

9 南崎 石廊崎№2 石廊崎 5138-76-37 南崎認定こども園 がけ（自然）

10 南崎 石廊崎№3 石廊崎 5138-76-37 南崎認定こども園 がけ（自然）

11 南崎 石廊崎南沢 石廊崎 5138-76-37 南崎認定こども園 土石流

12 南崎 石廊崎北沢 石廊崎 5138-76-37 南崎認定こども園 土石流

13 南崎 石廊ノ沢-１ 石廊崎 5138-76-37 南崎認定こども園 土石流

14 南崎 石廊ノ沢-２ 石廊崎 5138-76-37 南崎認定こども園 土石流

15 南崎 本瀬南沢 石廊崎 5138-76-37 南崎認定こども園 土石流

16 南崎 本瀬北沢 石廊崎 5138-76-37 南崎認定こども園 土石流

17 南崎 高見山 大瀬 高見山 5138-76-38 11 南崎認定こども園 がけ（自然）

18 南崎 ミミズガ谷 大瀬 ミミズガ谷 他 5138-76-38 9 南崎認定こども園 がけ（自然）

19 南崎 前浜 大瀬 向山 5138-76-38 35 南崎認定こども園 がけ（自然）

20 南崎 立野 大瀬 立野 5138-76-38 南崎認定こども園 がけ（自然）

21 南崎 細谷 大瀬 細谷 5138-76-38 南崎認定こども園 がけ（自然）

22 南崎 大瀬 大瀬 御堂山 5138-76-38 33 南崎認定こども園 がけ（自然）

23 南崎 大瀬№2 大瀬 5138-76-38 南崎認定こども園 がけ（自然）

24 南崎 大瀬№3 大瀬 5138-76-37 南崎認定こども園 がけ（自然）

25 南崎 大瀬№4 大瀬 5138-76-37 南崎認定こども園 がけ（自然）

26 南崎 大瀬№5 大瀬 5138-76-37 南崎認定こども園 がけ（自然）

27 南崎 大瀬川 大瀬 5138-76-38 南崎認定こども園 土石流

28 南崎 大瀬東沢 大瀬 5138-76-38 南崎認定こども園 土石流

29 南崎 溝ケ谷 下流 溝ケ谷 5138-77-50 南崎認定こども園 がけ（自然）

30 南崎 中ノ田 下流 中ノ田 5138-77-50 南崎認定こども園 がけ（自然）

31 南崎 源田山 下流 本南 5138-77-40 南崎認定こども園 がけ（自然）

32 南崎 下流カラス岩 下流 カラス谷 5138-76-49 南崎認定こども園 がけ（自然）

33 南崎 木房谷 下流 木房谷 5138-76-49 南崎認定こども園 がけ（自然）

34 南崎 白坂 下流 白坂 5138-76-49 南崎認定こども園 がけ（自然）

35 南崎 広浦 下流 仏浦 5138-76-49 南崎認定こども園 がけ（自然）

36 南崎 仏浦 下流 仏浦 5138-76-49 南崎認定こども園 がけ（自然）

37 南崎 下流 下流 5138-77-50 南崎認定こども園 がけ（自然）

38 南崎 下流№2 下流 5138-77-50 南崎認定こども園 がけ（自然）

39 南崎 山條越沢 下流 5138-77-50 南崎認定こども園 土石流

40 南崎 スガノ谷沢 下流 5138-77-50 南崎認定こども園 土石流

41 南崎 ﾀﾞｲｺ沢 下流 5138-76-59 南崎認定こども園 土石流

42 南崎 下流川 下流 5138-76-59 南崎認定こども園 土石流
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43 竹麻 湯坂 手石 湯坂 5138-77-70 南伊豆東中学校 がけ（自然）

44 竹麻 大谷戸 手石 大谷戸 5138-77-60 南伊豆東中学校 がけ（自然）

45 竹麻 条ノ腰 手石 条ノ腰 5138-77-60 南伊豆東中学校 がけ（自然）

46 竹麻 谷戸 手石 亀井山 5138-77-60 南伊豆東中学校 がけ（自然）

47 竹麻 手石 手石 5138-77-60 南伊豆東中学校 がけ（自然）

48 竹麻 小稲里条 手石 小稲里条 5138-77-50 南伊豆東中学校 がけ（自然）

49 竹麻 小稲 手石 小稲坂下 5138-77-50 南伊豆東中学校 がけ（自然）

50 竹麻 小稲№2 手石 小稲 5138-77-50 南伊豆東中学校 がけ（自然）

51 竹麻 小稲№3 手石 小稲 5138-77-50 南伊豆東中学校 がけ（自然）

52 竹麻 小稲№4 手石 小稲 5138-77-50 南伊豆東中学校 がけ（自然）

53 竹麻 手石沢 手石 5138-77-60 南伊豆東中学校 土石流

54 竹麻 手石上沢-１ 手石 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流

55 竹麻 手石上沢-２ 手石 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流

56 竹麻 手石中沢-１ 手石 5138-77-60 南伊豆東中学校 土石流

57 竹麻 手石中沢-２ 手石 5138-77-60 南伊豆東中学校 土石流

58 竹麻 手石下沢 手石 5138-77-60 南伊豆東中学校 土石流

59 竹麻 手石南沢 手石 5138-77-60 南伊豆東中学校 土石流

60 竹麻 手石北沢-１ 手石 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流

61 竹麻 手石北沢-２ 手石 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流

62 竹麻 シモジ谷戸 湊 シモジ谷戸 5138-77-70 南伊豆東中学校 がけ（自然）

63 竹麻 山戸 湊 見返し 5138-77-70 南伊豆東中学校 がけ（自然）

64 竹麻 向井条 湊 向井条 5138-77-61 南伊豆東中学校 がけ（自然）

65 竹麻 上条 湊 上条 5138-77-61 南伊豆東中学校 がけ（自然）

66 竹麻 町谷戸 湊 町谷戸 5138-77-61 南伊豆東中学校 がけ（自然）

67 竹麻 湊 湊 5138-77-70 南伊豆東中学校 がけ（自然）

68 竹麻 湊№2 湊 5138-77-61 南伊豆東中学校 がけ（自然）

69 竹麻 湊№3 湊 5138-77-61 南伊豆東中学校 がけ（自然）

70 竹麻 湊№4 湊 5138-77-61 南伊豆東中学校 がけ（自然）

71 竹麻 日野 湊 日野 5138-77-70 南伊豆東中学校 がけ（自然）

72 竹麻 日野№2 湊 日野 5138-77-70 南伊豆東中学校 がけ（自然）

73 竹麻 湊上沢 湊 5138-77-61 南伊豆東中学校 土石流

74 竹麻 湊下沢 湊 5138-77-61 南伊豆東中学校 土石流

75 竹麻 湊東沢 湊 5138-77-61 南伊豆東中学校 土石流

76 竹麻 湊西沢 湊 5138-77-61 南伊豆東中学校 土石流

77 竹麻 湊南沢 湊 5138-77-61 南伊豆東中学校 土石流

78 竹麻 湊北沢-１ 湊 5138-77-61 南伊豆東中学校
特別養護老人ﾎｰﾑ

湊の園
土石流

79 竹麻 湊北沢-２ 湊 5138-77-61 南伊豆東中学校
特別養護老人ﾎｰﾑ

湊の園
土石流

80 竹麻 手石東沢 湊 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流

81 竹麻 手石西沢 湊 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流

82 竹麻 日野上沢 湊 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流

83 竹麻 日野中沢 湊 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流

84 竹麻 日野下沢 湊 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流

85 竹麻 日野東沢 湊 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流

86 竹麻 日野西沢 湊 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流

87 竹麻 日野南沢 湊 5138-77-70 南伊豆東中学校 土石流
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88 竹麻 日野北沢 湊 5138-77-80 南伊豆東中学校 ﾍﾙｽｹｱ診療所 土石流

89 竹麻 鯉名川中沢 湊 5138-77-81 南伊豆東中学校 土石流

90 竹麻 鯉名川下沢 湊 5138-77-81 南伊豆東中学校 土石流

91 竹麻 鯉名川南沢 湊 5138-77-80 南伊豆東中学校 土石流

92 竹麻 上条向　　　　　 青市 神田 5238-07-00 南伊豆東中学校 がけ（自然）

93 竹麻 別当 青市 臼木 5238-07-00 南伊豆東中学校 がけ（自然）

94 竹麻 峯山 青市 峯山 5238-07-00 南伊豆東中学校 がけ（自然）

95 竹麻 里向 青市 大川平 5238-07-00 南伊豆東中学校 がけ（自然）

96 竹麻 金ケ谷戸 青市 金ケ谷戸 5238-07-01 南伊豆東中学校 医療法人社団辰五会ふれあい南伊豆ﾎｽﾋﾟﾀﾙ がけ（自然）

97 竹麻 折戸 青市 折戸 5238-07-01 南伊豆東中学校 がけ（自然）

98 竹麻 久保田向伊 青市 久保田向伊 5138-77-91 南伊豆東中学校 がけ（自然）

99 竹麻 平戸　　　　　　 青市 平戸 5138-77-90 南伊豆東中学校 がけ（自然）

100 竹麻 野辺　　　　　　 青市 土取 5138-77-90 南伊豆東中学校 がけ（自然）

101 竹麻 井戸ノ久保 青市 井戸ノ久保 5138-77-91 南伊豆東中学校 がけ（自然）

102 竹麻 折尾根　　　　　 青市 折尾根 5138-77-81 南伊豆東中学校 がけ（自然）

103 竹麻 和田ノ谷 青市 和田ノ谷 5138-77-81 南伊豆東中学校 がけ（自然）

104 竹麻 成石№2 青市 成石 5138-77-81 南伊豆東中学校 がけ（自然）

105 竹麻 定使田　　　　　 青市 定使田 5138-77-81 南伊豆東中学校 がけ（自然）

106 竹麻 青市 青市 青市 5138-77-90 南伊豆東中学校 がけ（自然）

107 竹麻 青市№2 青市 5138-77-91 南伊豆東中学校 がけ（自然）

108 竹麻 青市№3 青市 5138-77-91 南伊豆東中学校 がけ（自然）

109 竹麻 青市№4 青市 5138-77-91 南伊豆東中学校 がけ（自然）

110 竹麻 青市№5 青市 5138-77-91 南伊豆東中学校 がけ（自然）

111 竹麻 青市№6 青市 5138-77-90 南伊豆東中学校 がけ（自然）

112 竹麻 青市№7 青市 5138-77-90 南伊豆東中学校 がけ（自然）

113 竹麻 青市№8 青市 5238-06-09 南伊豆東中学校 がけ（自然）

114 竹麻 青市№9 青市 5238-07-10 南伊豆東中学校 がけ（自然）

115 竹麻 青市№10 青市 5238-06-19 南伊豆東中学校 がけ（自然）

116 竹麻 青市№11 青市 5238-07-10 南伊豆東中学校 がけ（自然）

117 竹麻 青市№12 青市 5238-06-19 南伊豆東中学校 がけ（自然）

118 竹麻 青市№13 青市 5238-07-01 南伊豆東中学校 がけ（自然）

119 竹麻 青市№14 青市 5238-07-00 南伊豆東中学校 がけ（自然）

120 竹麻 青市№15 青市 5238-07-00 南伊豆東中学校 がけ（自然）

121 竹麻 青市№16 青市 5238-07-00 南伊豆東中学校 がけ（自然）

122 竹麻 青市№17 青市 5138-77-91 南伊豆東中学校 がけ（自然）

123 竹麻 前根原 青市 前根原 5238-07-00 南伊豆東中学校 がけ（自然）

124 竹麻 鯉名川上沢-１ 青市 5138-77-81 南伊豆東中学校 土石流

125 竹麻 鯉名川上沢-２ 青市 5138-77-81 南伊豆東中学校 土石流

126 竹麻 鯉名川北沢 青市 5138-77-81 南伊豆東中学校 土石流

127 竹麻 鯉名川左支川上沢-１ 青市 5238-07-00 南伊豆東中学校 土石流

128 竹麻 鯉名川左支川上沢-２ 青市 5238-07-00 南伊豆東中学校 土石流

129 竹麻 鯉名川左支川中沢-１ 青市 5138-77-90 南伊豆東中学校 土石流

130 竹麻 鯉名川左支川中沢-２ 青市 5138-77-90 南伊豆東中学校 土石流

131 竹麻 鯉名川左支川中沢-３ 青市 5138-77-90 南伊豆東中学校 土石流

132 竹麻 鯉名川左支川東沢 青市 5238-07-00 南伊豆東中学校 土石流
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133 竹麻 鯉名川左支川西沢 青市 5238-07-00 南伊豆東中学校 土石流

134 竹麻 鯉名川左支川北沢 青市 5238-07-00 南伊豆東中学校 土石流

135 竹麻 鯉名川右支川上沢 青市 5238-07-01 南伊豆東中学校 土石流

136 竹麻 鯉名川右支川中沢-１ 青市 5238-07-01 南伊豆東中学校 土石流

137 竹麻 鯉名川右支川中沢-２ 青市 5138-77-91 南伊豆東中学校 土石流

138 竹麻 鯉名川右支川下沢 青市 5138-77-91 南伊豆東中学校 土石流

139 竹麻 蒲谷川 青市 5238-07-00 南伊豆東中学校 土石流

140 竹麻 上組川 青市 5238-07-00 南伊豆東中学校 土石流

141 竹麻 七曲沢 青市 5238-07-01 南伊豆東中学校 土石流

142 竹麻 青市上沢 青市 5138-77-91 南伊豆東中学校 土石流

143 竹麻 青市中沢 青市 5138-77-91 南伊豆東中学校 土石流

144 竹麻 青市下沢 青市 5138-77-91 南伊豆東中学校 土石流
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145 南中 宮ノ上 石井 宮ノ上 5138-76-98 南中小学校 がけ（自然）

146 南中 外畑 石井 外畑 5138-76-98 南中小学校 がけ（自然）

147 南中 石井 石井 5238-06-08 南中小学校 がけ（自然）

148 南中 石井№2 石井 5238-06-08 南中小学校 がけ（自然）

149 南中 石井№3 石井 5238-06-08 南中小学校 がけ（自然）

150 南中 石井沢 石井 5138-76-98 南中小学校 土石流

151 南中 石井上沢 石井 5138-76-98 南中小学校 土石流

152 南中 石井中沢 石井 5138-76-98 南中小学校 土石流

153 南中 石井下沢 石井 5138-76-98 南中小学校 土石流

154 南中 谷戸沢 石井 5138-76-98 南中小学校 土石流

155 南中 杉田 加納 杉田 5138-76-88 南中小学校 がけ（自然）

156 南中 森山 加納 森山 5138-76-88 南中小学校 がけ（自然）

157 南中 天神山 加納 天神山 5138-76-78 南中小学校 がけ（自然）

158 南中 古山 加納 古山 5138-76-77 南中小学校 がけ（自然）

159 南中 明釈寺 加納 明釈寺 5138-76-77 南中小学校 がけ（自然）

160 南中 朝倉口 加納 横峯平 5138-76-77 南中小学校 がけ（自然）

161 南中 横峯平 加納 横峯 5138-76-77 南中小学校 がけ（自然）

162 南中 加納 加納 5138-76-78 南中小学校 がけ（自然）

163 南中 加納沢-１ 加納 5138-76-78 南中小学校 土石流

164 南中 加納沢-２ 加納 5138-76-78 南中小学校 土石流

165 南中 加納上沢 加納 5138-76-88 南中小学校 土石流

166 南中 加納中沢 加納 5138-76-88 南中小学校 土石流

167 南中 加納下沢 加納 5138-76-78 南中小学校 土石流

168 南中 加納西沢-１ 加納 5138-76-78 南中小学校 土石流

169 南中 加納西沢２ 加納 5138-76-78 南中小学校 土石流

170 南中 加納北沢-１ 加納 5138-76-77 南中小学校 土石流

171 南中 加納北沢-２ 加納 5138-76-78 南中小学校 土石流

172 南中 谷戸山沢 加納 5138-76-88 南中小学校 土石流

173 南中 山田川-２ 加納 5138-76-88 南中小学校 土石流

174 南中 古山沢 加納 5138-76-77 南中小学校 土石流

175 南中 八反田 二条 八反田 5138-76-77 19 南中小学校 がけ（自然）

176 南中 披露 二条 披露 5138-76-77 南中小学校 がけ（自然）

177 南中 牛込 二条 牛込 5138-76-76 南中小学校
ケアセンターう ばめ 通所

介護事業所南伊豆
がけ（自然）

178 南中 神田 二条 神田 5138-76-86 南中小学校 がけ（自然）

179 南中 成持 二条 成持 5138-76-86 南中小学校 がけ（自然）

180 南中 坂野下 二条 坂野下 5138-76-76 南中小学校 がけ（自然）

181 南中 二条 二条 5138-76-76 南中小学校 がけ（自然）

182 南中 二条№2 二条 5138-76-77 南中小学校 がけ（自然）

183 南中 二条№3 二条 5138-76-76 南中小学校 がけ（自然）

184 南中 二条№4 二条 5138-76-77 南中小学校 がけ（自然）

185 南中 二条№5 二条 5138-76-86 南中小学校 がけ（自然）

186 南中 二条№6 二条 5138-76-86 南中小学校 がけ（自然）

187 南中 二条№7 二条 5138-76-85 南中小学校 がけ（自然）
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188 南中 二条№8 二条 5138-76-76 南中小学校 がけ（自然）

189 南中 二条№9 二条 5138-76-76 南中小学校 がけ（自然）

190 南中 山田川 二条 5138-76-86 南中小学校 土石流

191 南中 山田川-1 二条 5138-76-86 南中小学校 土石流

192 南中 差田ノ沢 二条 5138-76-76 南中小学校 土石流

193 南中 広尾沢 二条 5138-76-77 南中小学校 土石流

194 南中 二条上沢-１ 二条 5138-76-76 南中小学校 土石流

195 南中 二条上沢-２ 二条 5138-76-76 南中小学校 土石流

196 南中 二条上沢-３ 二条 5138-76-76 南中小学校 土石流

197 南中 二条中沢-１ 二条 5138-76-77 南中小学校 土石流

198 南中 二条中沢-２ 二条 5138-76-77 南中小学校 土石流

199 南中 二条下沢-１ 二条 5138-76-77 南中小学校 土石流

200 南中 二条下沢-２ 二条 5138-76-77 南中小学校 土石流

201 南中 二条東沢 二条 5138-76-76 南中小学校 土石流

202 南中 二条西沢 二条 5138-76-77 南中小学校 土石流

203 南中 二条南沢 二条 5138-76-77 南中小学校 土石流

204 南中 二条北沢-１ 二条 5138-76-86 南中小学校 土石流

205 南中 二条北沢-２ 二条 5138-76-77 南中小学校 土石流

206 南中 加納東沢 二条 5138-76-77 南中小学校 土石流

207 南中 加納南沢-１ 二条 5138-76-77 南中小学校 土石流

208 南中 加納南沢-２ 二条 5138-76-77 南中小学校 土石流

209 南中 前原 下賀茂 休石 5138-76-88 69 南中小学校 がけ（自然）

210 南中 日詰 下賀茂 谷戸洞 5138-76-89 16 南中小学校 がけ（自然）

211 南中 湯ノ本 下賀茂 湯ノ本 5138-77-70 南中小学校 がけ（自然）

212 南中 小島 下賀茂 小島 5138-76-79 南中小学校 賀茂老人ﾎｰﾑ がけ（自然）

213 南中 九条 下賀茂 九条 5138-76-89 南中小学校 がけ（自然）

214 南中 佃 下賀茂 佃 5138-76-78 南中小学校 がけ（自然）

215 南中 加茂磯 下賀茂 加茂磯 5138-76-78 南中小学校 がけ（自然）

216 南中 中崎 下賀茂 中崎 5138-76-78 南中小学校 がけ（自然）

217 南中 遠見 下賀茂 遠見 5138-76-78 南中小学校 がけ（自然）

218 南中 水神 下賀茂 水神 5138-76-78 南中小学校 がけ（自然）

219 南中 都殿 下賀茂 都殿 5138-76-78 南中小学校 なんぷう館 がけ（自然）

220 南中 下賀茂 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 がけ（自然）

221 南中 下賀茂№2 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 がけ（自然）

222 南中 下賀茂№3 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 がけ（自然）

223 南中 下賀茂沢１ 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 土石流

224 南中 下賀茂沢-２ 下賀茂 5138-76-89 南中小学校 土石流

225 南中 下賀茂上沢 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 土石流

226 南中 下賀茂中沢 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 土石流

227 南中 下賀茂下沢-１ 下賀茂 5138-77-70 南中小学校 土石流

228 南中 下賀茂下沢-２ 下賀茂 5138-77-70 南中小学校 土石流

229 南中 下賀茂東沢-１ 下賀茂 5138-76-88 南中小学校 土石流

230 南中 下賀茂東沢-２ 下賀茂 5138-76-89 南中小学校 土石流

231 南中 下賀茂西沢 下賀茂 5138-76-79 南中小学校 賀茂老人ﾎｰﾑ 土石流

232 南中 下賀茂南沢-１ 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 土石流
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233 南中 下賀茂南沢-２ 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 土石流

234 南中 下賀茂南沢-３ 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 土石流

235 南中 下賀茂北沢-１ 下賀茂 5138-76-89 南中小学校 土石流

236 南中 下賀茂北沢-２ 下賀茂 5138-76-89 南中小学校 土石流

237 南中 下賀茂北沢-３ 下賀茂 5138-76-89 南中小学校 土石流

238 南中 カラハン沢 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 土石流

239 南中 南野川上沢 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 土石流

240 南中 南野川中沢 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 土石流

241 南中 南野川下沢 下賀茂 5138-76-78 南中小学校 土石流

242 南中 上ノ原 上賀茂 上ノ原奥 5138-76-98 南中小学校 がけ（自然）

243 南中 論田 上賀茂 論田 5138-76-98 南中小学校 がけ（自然）

244 南中 賀茂 上賀茂 賀茂 5138-76-99 南中小学校
医療法人社団満寿美会

渡辺医院
がけ（自然）

245 南中 笹原 上賀茂 笹原 5138-76-88 南中小学校 がけ（自然）

246 南中 上賀茂 上賀茂 5138-76-99 南中小学校 がけ（自然）

247 南中 上賀茂№2 上賀茂 5138-76-99 南中小学校 がけ（自然）

248 南中 上賀茂№3 上賀茂 5238-06-09 南中小学校 がけ（自然）

249 南中 上賀茂№4 上賀茂 5238-06-09 南中小学校 がけ（自然）

250 南中 上賀茂№5 上賀茂 5138-76-98 南中小学校 がけ（自然）

251 南中 上賀茂№6 上賀茂 5238-06-09 南中小学校 がけ（自然）

252 南中 上賀茂中沢 上賀茂 5138-76-99 南中小学校 土石流

253 南中 上賀茂下沢 上賀茂 5138-76-99 南中小学校 土石流

254 南中 上賀茂南沢 上賀茂 5138-76-88 南中小学校 土石流

255 南中 上賀茂北沢 上賀茂 5238-06-09 南中小学校 土石流

256 南中 一条下沢 上賀茂 5238-06-09 南中小学校 土石流

257 南中 一条南沢 上賀茂 5238-06-09 南中小学校 土石流

258 南中 カニ谷戸沢 上賀茂 5138-76-98 南中小学校 土石流

259 南中 角ノ谷戸沢 上賀茂 5138-76-99 南中小学校 土石流

260 南中 上條 一条 上條 5238-06-09 南中小学校 がけ（自然）

261 南中 神田 一条 神田 5238-06-09 南中小学校 がけ（自然）

262 南中 一条 一条 5238-06-09 南中小学校 がけ（自然）

263 南中 一条№2 一条 5238-06-09 南中小学校 がけ（自然）

264 南中 一条№3 一条 5238-06-29 南中小学校 がけ（自然）

265 南中 一条№4 一条 5238-06-19 南中小学校 がけ（自然）

266 南中 一条№5 一条 5238-07-20 南中小学校 がけ（自然）

267 南中 馬込 一条 馬込 5238-07-10 南中小学校 がけ（自然）

268 南中 馬込№2 一条 馬込 5238-07-20 南中小学校 がけ（自然）

269 南中 馬込№3 一条 馬込 5238-07-20 南中小学校 がけ（自然）

270 南中 馬込№4 一条 馬込 5238-07-20 南中小学校 がけ（自然）

271 南中 八声川 一条 5238-07-20 南中小学校 土石流

272 南中 一条川左支川 一条 5238-07-20 南中小学校 土石流

273 南中 中石谷川 一条 5238-07-20 南中小学校 土石流

274 南中 馬込沢 一条 5238-07-20 南中小学校 土石流

275 南中 馬込上沢 一条 5238-07-20 南中小学校 土石流

276 南中 馬込中沢 一条 5238-07-20 南中小学校 土石流

277 南中 馬込下沢 一条 5238-07-10 南中小学校 土石流
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278 南中 馬込南沢 一条 5238-07-10 南中小学校 土石流

279 南中 馬込北沢 一条 5238-07-20 南中小学校 土石流

280 南中 一条上沢 一条 5238-07-10 南中小学校 土石流

281 南中 一条中沢 一条 5238-06-19 南中小学校 土石流

282 南中 一条西沢 一条 5238-06-19 南中小学校 土石流

283 南中 一条北沢-１ 一条 5238-06-19 南中小学校 土石流

284 南中 一条北沢-２ 一条 5238-07-10 南中小学校 土石流

285 南中 大道山川 一条 5238-07-20 南中小学校 土石流
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286 南上 前田 蛇石 前田 5238-06-33 南上小学校 がけ（自然）

287 南上 向林 蛇石 向林 5238-06-33 南上小学校 がけ（自然）

288 南上 蛇石川 蛇石 5238-06-33 南上小学校 土石流

289 南上 入山沢 蛇石 5238-06-33 南上小学校 土石流

290 南上 谷戸田 市之瀬 谷戸田 5238-06-24 南上小学校 がけ（自然）

291 南上 市ノ瀬 市之瀬 芝下 5238-06-24 南上小学校 がけ（自然）

292 南上 市之瀬№2 市之瀬 5238-06-23 南上小学校 がけ（自然）

293 南上 市之瀬№3 市之瀬 5238-06-23 南上小学校 がけ（自然）

294 南上 市之瀬№4 市之瀬 5238-06-24 南上小学校 がけ（自然）

295 南上 市之瀬№5 市之瀬 5238-06-25 南上小学校 がけ（自然）

296 南上 市之瀬№6 市之瀬 5238-06-25 南上小学校 がけ（自然）

297 南上 市之瀬№7 市之瀬 5238-06-25 南上小学校 がけ（自然）

298 南上 市之瀬№8 市之瀬 5238-06-25 南上小学校 がけ（自然）

299 南上 市之瀬№9 市之瀬 5238-06-15 南上小学校 がけ（自然）

300 南上 坂ノ尻川 市之瀬 5238-06-24 南上小学校 土石流

301 南上 大日川 市之瀬 5238-06-24 南上小学校 土石流

302 南上 市の瀬上沢 市之瀬 5238-06-24 南上小学校 土石流

303 南上 市の瀬中沢-１ 市之瀬 5238-06-25 南上小学校 土石流

304 南上 市の瀬中沢-２ 市之瀬 5238-06-25 南上小学校 土石流

305 南上 市の瀬下沢 市之瀬 5238-06-25 南上小学校 土石流

306 南上 市の瀬東沢 市之瀬 5238-06-24 南上小学校 土石流

307 南上 市の瀬西沢-１ 市之瀬 5238-06-25 南上小学校 土石流

308 南上 市の瀬西沢-２ 市之瀬 5238-06-25 南上小学校 土石流

309 南上 市の瀬南沢-１ 市之瀬 5238-06-24 南上小学校 土石流

310 南上 市の瀬南沢-２ 市之瀬 5238-06-24 南上小学校 土石流

311 南上 市の瀬北沢-１ 市之瀬 5238-06-24 南上小学校 土石流

312 南上 市の瀬北沢-２ 市之瀬 5238-06-24 南上小学校 土石流

313 南上 平戸 平戸 平戸 5238-06-33 南上小学校 がけ（自然）

314 南上 平戸沢 平戸 5238-06-23 南上小学校 土石流

315 南上 浅間山 青野 火燈山 5238-06-16 南上小学校 がけ（自然）

316 南上 青野 青野 大久保 5238-06-16 南上小学校 がけ（自然）

317 南上 矢場山 青野 色田 5238-06-26 南上小学校 がけ（自然）

318 南上 大窪 青野 愛宕 5238-06-26 南上小学校 がけ（自然）

319 南上 青木 青野 青木 5238-06-26 南上小学校 がけ（自然）

320 南上 青野 青野 5238-06-26 南上小学校 がけ（自然）

321 南上 鈴野川左支川 青野 5238-06-26 南上小学校 土石流

322 南上 小林川 青野 5238-06-26 南上小学校 土石流

323 南上 青野南沢 青野 5238-06-26 南上小学校 土石流

324 南上 奥山川 青野 5238-06-26 南上小学校 土石流

325 南上 奥山川右支川 青野 5238-06-26 南上小学校 土石流

326 南上 奥山川左支川 青野 5238-06-26 南上小学校 土石流

327 南上 青野上沢 青野 5238-06-26 南上小学校 土石流

328 南上 青野東沢 青野 5238-06-26 南上小学校 土石流

329 南上 青野西沢 青野 5238-06-26 南上小学校 土石流

330 南上 下小野 下小野 惣ノ前 5238-06-07 南上小学校 がけ（自然）
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331 南上 下小野 下小野 5238-06-06 南上小学校 がけ（自然）

332 南上 西ノ原 下小野 西ノ原 5238-06-16 南上小学校 がけ（自然）

333 南上 段 下小野 段 5238-06-16 南上小学校 がけ（自然）

334 南上 下小野沢 下小野 5238-06-07 南上小学校 土石流

335 南上 下小野中沢 下小野 5238-06-06 南上小学校 土石流

336 南上 下小野下沢 下小野 5238-06-07 南上小学校 土石流

337 南上 下小野東沢 下小野 5238-06-06 南上小学校 土石流

338 南上 下小野西沢 下小野 5238-06-06 南上小学校 土石流

339 南上 下小野南沢 下小野 5238-06-07 南上小学校 土石流

340 南上 上小野南沢 下小野 5138-76-97 南上小学校 土石流

341 南上 上小野西沢 下小野 5138-76-97 南上小学校 土石流

342 南上 上小野下沢 下小野 5138-76-97 南上小学校 土石流

343 南上 川合野 川合野 谷戸洞 5238-06-15 南上小学校 がけ（自然）

344 南上 川合野№2 川合野 川合野 5238-06-15 南上小学校 がけ（自然）

345 南上 川合野沢 川合野 5238-06-16 南上小学校 土石流

346 南上 川合野上沢 川合野 5238-06-15 南上小学校 土石流

347 南上 川合野下沢 川合野 5238-06-15 南上小学校 土石流

348 南上 下小野上沢 川合野 5238-06-16 南上小学校 土石流

349 南上 下小野北沢 川合野 5238-06-16 南上小学校 土石流

350 南上 谷戸 上小野 谷戸 5238-06-07 南上小学校 がけ（自然）

351 南上 土羽根 上小野 土羽根 5138-76-96 南上小学校 がけ（自然）

352 南上 堀京 上小野 堀京 5138-76-95 南上小学校 がけ（自然）

353 南上 上小野 上小野 5138-76-95 南上小学校 がけ（自然）

354 南上 上小野№2 上小野 5138-76-95 南上小学校 がけ（自然）

355 南上 上小野№3 上小野 5238-06-05 南上小学校 がけ（自然）

356 南上 上小野№4 上小野 5238-06-05 南上小学校 がけ（自然）

357 南上 上小野№5 上小野 5238-06-05 南上小学校 がけ（自然）

358 南上 上小野№6 上小野 5238-06-05 南上小学校 がけ（自然）

359 南上 上小野№7 上小野 5238-06-05 南上小学校 がけ（自然）

360 南上 上小野№8 上小野 5238-06-06 南上小学校 がけ（自然）

361 南上 上小野№9 上小野 5238-06-06 南上小学校 がけ（自然）

362 南上 上小野№10 上小野 5238-06-06 南上小学校 がけ（自然）

363 南上 上小野№11 上小野 5238-06-06 南上小学校 がけ（自然）

364 南上 上小野№12 上小野 5238-06-06 南上小学校 がけ（自然）

365 南上 上小野№13 上小野 5238-06-06 南上小学校 がけ（自然）

366 南上 上小野№14 上小野 5138-76-97 南上小学校 がけ（自然）

367 南上 上小野№15 上小野 5238-06-05 南上小学校 がけ（自然）

368 南上 上小野№16 上小野 5238-06-05 南上小学校 がけ（自然）

369 南上 上小野沢-３ 上小野 5138-76-96 南上小学校 土石流

370 南上 上小野沢-１ 上小野 5238-06-05 南上小学校 土石流

371 南上 上小野上沢 上小野 5238-06-06 南上小学校 土石流

372 南上 上小野沢-２ 上小野 5238-06-06 南上小学校 土石流

373 南上 上小野中沢 上小野 5238-06-06 南上小学校 土石流

374 南上 大久保 岩殿 大久保 5238-06-07 南上小学校 がけ（自然）

375 南上 岩殿 岩殿 5238-06-08 南上小学校 がけ（自然）
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376 南上 岩殿沢 岩殿 5238-06-07 南上小学校 土石流

377 南上 毛倉野 毛倉野 大石 5238-06-18 南上小学校 がけ（自然）

378 南上 毛倉野№2 毛倉野 5238-06-18 南上小学校 がけ（自然）

379 南上 毛倉野№3 毛倉野 5238-06-18 南上小学校 がけ（自然）

380 南上 毛倉野№4 毛倉野 5238-06-28 南上小学校 がけ（自然）

381 南上 毛倉野№5 毛倉野 5238-06-19 南上小学校 がけ（自然）

382 南上 毛倉野№6 毛倉野 5238-06-19 南上小学校 がけ（自然）

383 南上 毛倉野№7 毛倉野 5238-06-18 南上小学校 がけ（自然）

384 南上 毛倉野川 毛倉野 5238-06-18 南上小学校 土石流

385 南上 毛倉野川上沢 毛倉野 5238-06-08 南上小学校 土石流

386 南上 毛倉野川中沢 毛倉野 5238-06-08 南上小学校 土石流

387 南上 毛倉野川下沢 毛倉野 5238-06-08 南上小学校 土石流

388 南上 毛倉野東沢 毛倉野 5238-06-17 南上小学校 土石流

389 南上 毛倉野西沢 毛倉野 5238-06-18 南上小学校 土石流

390 南上 毛倉野 南沢 毛倉野 5238-06-08 南上小学校 土石流

391 南上 毛倉野北沢 毛倉野 5238-06-18 南上小学校 土石流

392 南上 毛倉野川左支川 毛倉野 5238-06-18 南上小学校 土石流

393 南上 毛倉野川右支川 毛倉野 5238-06-18 南上小学校 土石流

394 南上 柿ノ木田川 毛倉野 5238-06-18 南上小学校 土石流

395 南上 三谷川 毛倉野 5238-06-17 南上小学校 土石流

396 南上 一条東沢 毛倉野 5238-06-19 南上小学校 土石流
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397 三坂 上平石 吉祥 猫谷戸 5138-76-85 南中小学校 がけ（自然）

398 三坂 日向条 吉祥 無十前田 5138-76-85 南中小学校 がけ（自然）

399 三坂 仲見世 吉祥 仲見世 5138-76-85 南中小学校 がけ（自然）

400 三坂 大馬石 吉祥 大馬石 5138-76-85 南中小学校 がけ（自然）

401 三坂 仏山 吉祥 仏山 5138-76-84 南中小学校 がけ（自然）

402 三坂 仏山№2 吉祥 仏山 5138-76-84 南中小学校 がけ（自然）

403 三坂 吉祥 吉祥 5138-76-86 南中小学校 がけ（自然）

404 三坂 吉祥№2 吉祥 5138-76-85 南中小学校 がけ（自然）

405 三坂 蝶ヶ野 吉祥 蝶ヶ野 5138-76-86 南中小学校 がけ（自然）

406 三坂 立岩沢 吉祥 5138-76-83 南中小学校 土石流

407 三坂 一色沢 吉祥 5138-76-84 南中小学校 土石流

408 三坂 一色西沢 吉祥 5138-76-85 南中小学校 土石流

409 三坂 一色南沢 吉祥 5138-76-85 南中小学校 土石流

410 三坂 一色北沢 吉祥 5138-76-84 南中小学校 土石流

411 三坂 二条川右支川 吉祥 5138-76-85 南中小学校 土石流

412 三坂 吉祥沢 吉祥 5138-76-85 南中小学校 土石流

413 三坂 蝶ヶ野沢 吉祥 5138-76-86 南中小学校 土石流

414 三坂 蝶ヶ野東沢 吉祥 5138-76-85 南中小学校 土石流

415 三坂 蝶ヶ野南沢 吉祥 5138-76-85 南中小学校 土石流

416 三坂 蝶ヶ野北沢 吉祥 5138-76-85 南中小学校 土石流

417 三坂 差田 差田 丸山 5138-76-65 南中小学校 がけ（自然）

418 三坂 差田№2 差田 5138-76-65 南中小学校 がけ（自然）

419 三坂 差田№3 差田 5138-76-74 南中小学校 がけ（自然）

420 三坂 差田№4 差田 5138-76-74 南中小学校 がけ（自然）

421 三坂 差田№5 差田 5138-76-65 南中小学校 がけ（自然）

422 三坂 差田№6 差田 5138-76-76 南中小学校 がけ（自然）

423 三坂 鳥屋川 差田 5138-76-74 南中小学校 差田保育所 土石流

424 三坂 差田上沢 差田 5138-76-65 南中小学校 土石流

425 三坂 差田中沢 差田 5138-76-65 南中小学校 土石流

426 三坂 差田下沢-１ 差田 5138-76-74 南中小学校 土石流

427 三坂 差田下沢-２ 差田 5138-76-74 南中小学校 土石流

428 三坂 差田東沢 差田 5138-76-65 南中小学校 土石流

429 三坂 差田西沢 差田 5138-76-76 南中小学校 土石流

430 三坂 差田南沢 差田 5138-76-65 南中小学校 土石流

431 三坂 差田北沢 差田 5138-76-74 南中小学校
差田希望の里

あしたば作業所
土石流

432 三坂 入間 入間 5138-76-54 南中小学校 がけ（自然）

433 三坂 入間上沢 入間 5138-76-54 南中小学校 土石流

434 三坂 入間中沢 入間 5138-76-54 南中小学校 土石流

435 三坂 入間下沢 入間 5138-76-54 南中小学校 土石流

436 三坂 入間北沢 入間 5138-76-54 南中小学校 土石流

437 三坂 浜田ノ沢 入間 5138-76-54 南中小学校 土石流

438 三坂 中木 中木 城畑 5138-76-35 10 南中小学校 がけ（自然）

439 三坂 里 中木 里 5138-76-45 23 南中小学校 がけ（自然）

440 三坂 谷ノ上 中木 谷ノ上 5138-76-45 6 南中小学校 がけ（自然）

441 三坂 中木川 中木 5138-76-45 南中小学校 土石流
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442 三坂 中木上沢 中木 5138-76-45 南中小学校 土石流

443 三坂 中木中沢 中木 5138-76-45 南中小学校 土石流

444 三坂 中木下沢 中木 5138-76-45 南中小学校 土石流

445 三坂 三舛山川 中木 5138-76-45 南中小学校 土石流

446 三坂 駒外沢 中木 5138-76-45 南中小学校 土石流

447 三坂 ヤト沢 中木 5138-76-45 南中小学校 土石流
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448 三浜 立岩№1 立岩 大挾 5138-76-83 旧三浜小学校 がけ（自然）

449 三浜 立岩№2 立岩 妻良坂 5138-76-84 旧三浜小学校 がけ（自然）

450 三浜 立岩№3 立岩 立岩 5138-76-84 旧三浜小学校 がけ（自然）

451 三浜 立岩№4 立岩 立岩 5138-76-83 旧三浜小学校 がけ（自然）

452 三浜 立岩№5 立岩 立岩 5138-76-84 旧三浜小学校 がけ（自然）

453 三浜 立岩上沢 立岩 5138-76-83 旧三浜小学校 土石流

454 三浜 立岩中沢 立岩 5138-76-84 旧三浜小学校 土石流

455 三浜 立岩下沢 立岩 5138-76-84 旧三浜小学校 土石流

456 三浜 谷戸№2 吉田 谷戸 5138-76-72 旧三浜小学校 がけ（自然）

457 三浜 西ノ谷№3 吉田 西ノ谷 5138-76-83 旧三浜小学校 がけ（自然）

458 三浜 妻良№4 吉田 5138-76-72 旧三浜小学校 がけ（自然）

459 三浜 ヤト沢 吉田 5138-76-72 旧三浜小学校 土石流

460 三浜 黒崎川 吉田 5138-76-72 旧三浜小学校 土石流

461 三浜 字正住沢 吉田 5138-76-72 旧三浜小学校 土石流

462 三浜 吉田沢 吉田 5138-76-62 旧三浜小学校 土石流

463 三浜 妻良東条 妻良 東条 5138-76-83 旧三浜小学校 がけ（自然）

464 三浜 殿田 妻良 殿田 5138-76-83 旧三浜小学校 がけ（自然）

465 三浜 妻良 妻良 向井条 5138-76-83 旧三浜小学校 がけ（自然）

466 三浜 吉田 妻良 橋ケ谷 5138-76-72 旧三浜小学校 がけ（自然）

467 三浜 妻良№2 妻良 妻良 5138-76-83 旧三浜小学校 がけ（自然）

468 三浜 妻良№3 妻良 妻良 5138-76-93 旧三浜小学校 がけ（自然）

469 三浜 妻良№5 妻良 妻良 5138-76-83 旧三浜小学校 がけ（自然）

470 三浜 殿田川 妻良 5138-76-83 旧三浜小学校 土石流

471 三浜 西ヶ谷沢 妻良 5138-76-83 旧三浜小学校 土石流

472 三浜 妻良上沢 妻良 5138-76-93 旧三浜小学校 土石流

473 三浜 妻良中沢 妻良 5138-76-93 旧三浜小学校 土石流

474 三浜 妻良下沢 妻良 5138-76-93 旧三浜小学校 土石流

475 三浜 伊鈴浜 東子浦 伊鈴浜 5238-06-03 旧三浜小学校 がけ（自然）

476 三浜 真子浦 東子浦 真子浦 5238-06-02 11 旧三浜小学校 がけ（自然）

477 三浜 東子浦沢 東子浦 5238-06-03 旧三浜小学校 土石流

478 三浜 五十鈴川 東子浦 5238-06-03 旧三浜小学校 土石流

479 三浜 上河原 西子浦 天狗 他 5238-06-02 8 旧三浜小学校 がけ（自然）

480 三浜 岡道 西子浦 岡道 5238-06-02 旧三浜小学校 がけ（自然）

481 三浜 神田 西子浦 神田 他 5238-06-02 31 旧三浜小学校 がけ（自然）

482 三浜 西子浦 西子浦 鈴ケ窪 5238-06-02 48 旧三浜小学校 がけ（自然）

483 三浜 高見場 西子浦 高見場 他 5238-06-02 5 旧三浜小学校 がけ（自然）

484 三浜 西子浦南沢 西子浦 5238-06-02 旧三浜小学校 土石流

485 三浜 西子浦北沢 西子浦 5238-06-02 旧三浜小学校 土石流

486 三浜 落居 落居 田代 5238-06-12 旧三浜小学校 がけ（自然）

487 三浜 落居№2 落居 5238-06-21 旧三浜小学校 がけ（自然）

488 三浜 小安川 落居 5238-06-12 旧三浜小学校 土石流

489 三浜 伊浜 伊浜 5238-06-21 旧三浜小学校 地すべり

490 三浜 小山比良 伊浜 小山比良 5238-06-21 旧三浜小学校 がけ（自然）

491 三浜 笠松 伊浜 笠松 5238-06-21 旧三浜小学校 がけ（自然）

492 三浜 赤羽根 伊浜 赤羽根 5238-06-21 旧三浜小学校 がけ（自然）
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493 三浜 中島川 伊浜 5238-06-21 旧三浜小学校 土石流

494 三浜 伊浜東沢 伊浜 5238-05-39 旧三浜小学校 土石流

495 三浜 伊浜南沢 伊浜 5238-06-21 旧三浜小学校 土石流

496 三浜 伊浜北沢 伊浜 5238-06-40 旧三浜小学校 土石流

497 三浜 落居沢 伊浜 5238-06-12 旧三浜小学校 土石流

498 三浜 大窪川 伊浜 5238-05-39 旧三浜小学校 土石流
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３ 避難勧告等の発令判断基準

  （１）避難勧告等の発令については、以下の基準を参考に、気象予測（大雨(土砂災害)

警報解析雨量･降水短時間予報等）や現地状況等を含めて総合的に判断する。 

・下記の①～④のいずれか１つに該当する場合に、避難勧告等を発令するものとする。 

種 別 避難準備情報 避 難 勧 告 避 難 指 示 

がけ崩れ 

土石流 

地すべり 

① 南伊豆町に大雨警報

（土砂災害）が発表され

た場合 

② 「土砂災害警戒情報

」を補足する情報におけ

る予測雨量が３時間以内

に「土砂災害発生の目安

となる線（クリティカル

ライン）」に到達すると

予想される場合 

【静岡県土砂災害警戒情

報補足情報配信システム

における黄色表示】 

 ※１ 

① 南伊豆町に土砂災害警

戒情報が発表された場合

② 当該地区で前兆現象（

湧き水、地下水の濁り、渓

流の水量の変化等）が発

見された場合 

③ 大雨警報が発表されて

いる状況で、記録的短時間

大雨情報が発表された場合 

④ 「土砂災害警戒情報」

を補足する情報における予

測雨量が２時間以内に「土

砂災害発生の目安となる線

（クリティカルライン）」

に到達すると予想される場

合 

【静岡県土砂災害警戒情報

補足情報配信システムにお

ける橙色表示】 

 ※１ 

① 当該地区で土砂災害

が発生している場合 

② 当該地区で土砂移動

現象、前兆現象（山鳴

り、流木の流出、斜面

の亀裂等）が発見された

場合 

③ 土砂災害警戒情報が

発表されており、さらに

記録的短時間大雨情報

が発表された場合 

④ 「土砂災害警戒情報」

を補足する情報における

予測雨量が１時間以内に

「土砂災害発生の目安と

なる線（クリティカルライ

ン）」に到達すると予想さ

れる場合及び現在基準に

達している場合 

【静岡県土砂災害警戒情

報補足情報配信システム

における赤色及び紫色表

示】※１ 

※１ 気象庁防災情報提供システム（５㎞メッシュ）で状況を確認後、詳細は静岡県土砂災

害警戒情報補足情報配信システム（１㎞メッシュ）のスネークグラフ等を参考に判断

する。 

（ア） 避難情報を発令する区域は、１－（２）－イに掲げた六地区（南崎地区・竹麻地

区・南中地区・南上地区・三坂地区・三浜地区）を単位とし、例えば静岡県土砂災

害警戒情報補足情報配信システム（１㎞メッシュ）において、地区内のメッシュが

１箇所でも危険となった場合、該当地区全体の関係する自主防災会へ発令する。 

（イ） 台風情報等、土砂災害に係る精度の高い情報が入手できる場合は、上記の基準に

とらわれず、十分な時間的余裕を持って「避難準備情報」の発令を行う。 
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（ウ） 地域住民が自ら前兆現象を発見した場合は、その連絡を受けた町がその現場を確

認した上で、避難情報を発令するのかしないのか判断する材料とし、住民に対して

は、直ちに自主的避難することを促すこととする。 

４ 避難勧告等の解除の考え方

・避難勧告等の解除については、当該地域の土砂災害警戒情報が解除された段階を基本

として、解除するものとする。ただし、土砂災害が発生した場合には、慎重に解除の判断

を行う必要がある。 

５ 避難情報の伝達文（例）

 避難情報を発表する場合は、「各情報に至った理由・状況を簡潔に伝達すること」「避難

所については、具体的に伝達すること」「避難に支障となることがある場合は、その状況も

合わせて伝達すること」に配慮するとともに、同報無線等においては、状況によっては聞き

取り難いことも考えられることから、できるだけ要点を簡潔に伝えることに努める。伝達文

は、次の例文を基本とする。 

■避難準備情報の伝達文（例） 

こちらは、広報みなみいずです。 

役場総務課からお知らせします。 

・現在、南伊豆町に大雨警報（土砂災害）が発表されています。 

このため、○時○分、○○地区に対して「避難準備情報」を発令しました。 

お年寄りや、避難に時間がかかる方は直ちに○○中学校、○○小学校へ避難してください

。 

その他の方も、避難の準備を始めてください。 

■避難勧告の伝達文（例） 
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こちらは、広報みなみいずです。 

南伊豆町災害対策本部からお知らせします。 

・現在、南伊豆町に大雨警報（土砂災害）が発表されています。 

このため、○時○分、○○地区に対して「避難勧告」を発令しました。 

直ちに○○中学校、○○小学校へ避難してください。 

なお、○○付近は冠水により道路の通行ができませんので、十分に注意して避難してくだ

さい。 

■避難指示の伝達文（例） 

（緊急放送！緊急放送！）こちらは、広報みなみいずです。 

南伊豆町災害対策本部からお知らせします。 

・現在、南伊豆町に大雨警報（土砂災害）が発表されています。 

○時○分、○○地区に対して「避難指示」を発令しました。 

直ちに○○中学校、○○小学校へ、避難してください。 

十分な時間がない方は、がけ（または渓流）からできるだけ離れて、安全な建物に避難し

てください。 
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【水害】 

１ 警戒が必要な河川 

基準を適用する河川は、県が管理する二級河川のうち主要な河川とする。 

県管理河川   青野川、前田川、鯉名川、二条川、差田川 

２ 避難勧告等の対象となる避難すべき区域 

今後、過去の災害実績や、地図情報（土地の高低）等の既存資料を基に、下記の区域

を特定し、「避難すべき区域」とする。 

・床下まで水没する区域、浸水時の水位上昇速度が極めて速い区域 

・浸水深や流速により、浸水時の歩行が難しい区域 

・氾濫水の勢い（流体力）によって家屋の損壊・流失、住民等の生命又は身体への被

害が生ずる恐れがある区域 

３ 避難勧告等の発令判断基準 

  県が管理する河川等は県の情報を、町が管理する施設等については、関係部署の情報を

基とし、気象状況、現地の状況等を踏まえ、以下の基準で判断するものとする。 

  【青野川】 水位観測所あり   

 竹麻地区 南中地区 南上地区 

避難地域 手石・湊・青市 
下賀茂・加納・石井・二

条 
岩殿・下小野・川合野 

観測地点 日野橋 前原橋 下小野橋 

避難準備 

情報 

・町内に大雨警報、洪水

警報が発表された場合 

・前原橋の水位が 1.80m

に達し、さらに上昇が見

込まれる場合 

1.80m   ※1

・町内に大雨警報、洪水

警報が発表された場合 

・前原橋の水位が 1.80m

に達し、さらに上昇が見

込まれる場合 

避難勧告 

・前原橋の水位が 2.60m

を越え、さらに上昇が見

込まれる場合 

・河川施設に異常が発見

された場合 

2.60m   ※2

・前原橋の水位が 2.60m

を越え、さらに上昇が見

込まれる場合 

・河川施設に異常が発見

された場合 

避難指示 

・前原橋の水位が 3.10m

を越え、さらに上昇が見

込まれる場合 

・破堤･溢水･家屋への浸

水を確認した場合 

3.10m   ※3

・前原橋の水位が 3.10m

を越え、さらに上昇が見

込まれる場合 

・破堤･溢水･家屋への浸

水を確認した場合 
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既往最高

水位 

3.22m 

(1991.9.10) 

～補足～ 

・避難地域は各地区の青野川水系沿岸部。青野川浸水想定区域図(総括版)(H17.3)による。

・浸水図を 3つの地区に分け各地区に観測地点を設ける。 

・現在水位計が設置されているのは前原橋のみであるため、残りの 2橋について量水計の

設置 

を下田土木事務所(河川維持費)に要望する。 

・各水位は平均水位からの高さである。 

・量水計設置後は量水計の数値を基準とする。 

・前原橋の HWL(計画高水位)は 4.40m。 

※1 氾濫注意水位（警戒水位）※2 避難判断水位 ※3 氾濫危険水位（特別警戒水位）

 【その他の河川】 水位観測所なし 

種 類 判  断  基  準 

避難準備

情報 

・町内に大雨（浸水害）・洪水警報が発表され、被害が発生すると予想され

る場合 

・近隣での浸水や、河川の増水、当該地域の降雨状況や降雨予測により浸水

の危険が高い場合 

・大雨警報発表かつ時間雨量 50mm 以上の降雨が観測予想された場合 

避難勧告 

・護岸天端まで水位が上昇すると予想された場合 

・河川施設の異常（護岸決壊の恐れ）を確認した場合 

・近隣で浸水が拡大している状況の場合 

・時間雨量 60mm 超過かつ 2時間降雨予測が 120mm 超過する場合

・内水はん濫により、30cm 以上の浸水が発生し、今後浸水深の継続または

増加が見込まれる場合 

避難指示 

・破堤、越水、溢水の発生が確認された場合 

・河川管理施設の大規模な異常を確認した場合 

・危険な水位を観測し直ちに避難行動を行う必要がある場合 

４ 避難勧告等の解除の考え方

（１）水位周知河川（青野川） 

  避難勧告等の解除については、水位が氾濫危険水位及び背後地盤高を下回り、水位の低

下傾向が顕著であり、上流域での降雨がほとんどない場合を基本として、解除するものとす

る。 

 また、堤防決壊による浸水が発生した場合の解除については、河川からの氾濫のおそれが

無くなった段階を基本として、解除するものとする。 



- 27 - 

（２）その他の小河川 

  避難勧告等の解除については、当該河川の水位が十分に下がり、上流域での降雨がほ

とんどない場合を基本として、解除するものとする。 

５ 避難情報の伝達文（例）

 避難情報を発表する場合は、「各情報に至った理由・状況を簡潔に伝達すること」「避難

所については、具体的に伝達すること」「避難に支障となることがある場合は、その状況も

合わせて伝達すること」に配慮するとともに、同報無線等においては、状況によっては聞き

取り難いことも考えられることから、できるだけ要点を簡潔に伝えることに努める。伝達文

は、次の例文を基本とする。 

■避難準備情報の伝達文（例） 

こちらは、広報みなみいずです。 

役場総務課からお知らせします。 

・現在、南伊豆町に大雨警報（土砂災害）が発表されています。 

このため、○時○分、○○地区に対して「避難準備情報」を発令しました。 

お年寄りや、避難に時間がかかる方は直ちに○○中学校、○○小学校へ避難してくださ

い。その他の方も、避難の準備を始めてください。 

■避難勧告の伝達文（例） 

こちらは、広報みなみいずです。 

南伊豆町災害対策本部からお知らせします。 

・現在、南伊豆町に大雨警報（土砂災害）が発表されています。 

・これまでの雨や、今後の予想から、河川のはん濫が予想されます。 

このため、○時○分、○○地区に対して「避難勧告」を発令しました。 

直ちに○○中学校、○○小学校へ避難してください。 

なお、○○付近は冠水により道路の通行ができませんので、十分に注意して避難してくだ

さい。 

■避難指示の伝達文（例） 

（緊急放送！緊急放送！）こちらは、広報みなみいずです。 

南伊豆町災害対策本部からお知らせします。 

・現在、南伊豆町に大雨警報（土砂災害）が発表されています。 

・河川のはん濫により浸水する危険性が非常に大きくなりました。河川堤防の破堤が予想

される非常に危険な状況です。 

このため、○時○分、○○地区に対して「避難指示」を発令しました。 

直ちに○○中学校、○○小学校へ、避難してください。 

十分な時間がない方は、がけ（または渓流）からできるだけ離れて、安全な建物に避難し

てください。 
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【高潮災害】 

1 避難勧告等の対象となる避難すべき区域    

  海岸に整備されている消波施設等から 50m の範囲で、被害のおそれのある地域を避難勧

告等の対象地域とする。 

２ 避難勧告等の発令判断基準 

台風や発達した低気圧の接近により、高潮による海面上昇が顕著の場合に、避難勧告等

を発令する。 

種 類 判  断  基  準 

避難準備

情報 
・高潮警報が発令されたとき 

避難勧告 
・高潮警報が発令され、巡視等で高潮被害の可能性が高まったとき 

  護岸の越波を目視したときなど 

避難指示 

・高潮による被害が発生したとき 

・海岸堤防の倒壊や決壊の発生 

・水門等の防潮施設の被害や異常（開閉作動不能） 

・異常な越波・越流の発生 

※ 高潮のリスクと潮位・波高との相関関係の整理ができていないこと、潮位計、波

高計、ITVカメラ等が十分整備されていないことなどから、具体的観測値に基づく避難

勧告の発令は直ちには難しい状況である。 

気象庁発表の「高潮警報」「波浪警報」は有力な情報であり、高潮警報もしくは波浪

警報が発表され、（巡視を行った結果）護岸の越波や低地の浸水の恐れが認められた場

合等、避難勧告の発令を総合的に判断する。 

３ 避難勧告等の解除の考え方 

・避難勧告等の解除については、当該地域の高潮警報が解除された段階を基本として、

解除するものとする。 

・浸水被害が発生した場合の解除については、住宅地等での浸水が解消した段階を基本と

して、解除するものとする。 

４ 避難情報の伝達文（例） 

避難情報を発表する場合は、「各情報に至った理由・状況を簡潔に伝達すること」「避難

所については、具体的に伝達すること」「避難に支障となることがある場合は、その状況も

合わせて伝達すること」に配慮するとともに、同報無線等においては、状況によっては聞き

取り難いことも考えられることから、できるだけ要点を簡潔に伝えることに努める。伝達文

は、次の例文を基本とする。
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■避難準備情報の伝達文（例） 

こちらは広報みなみいずです。 

役場総務課から「避難準備情報」についてお知らせします。 

現在、南伊豆町に高潮警報が発表されています。 

このため、○時○○分に○○地区に対し「避難準備情報」を発令しました。 

お年寄や、避難に時間がかかる方は直ちに○○中学校、○○小学校へ避難してください。

その他の方も避難の準備を始めてください。 

■避難勧告の伝達文（例） 

こちらは広報みなみいずです。 

南伊豆町災害対策本部から避難勧告についてお知らせします。 

現在、南伊豆町に高潮警報が発表されています。 

このため、○時○○分に○○地区に対し「避難勧告」を発令しました。 

直ちに沿岸地域から避難してください。 

なお、××付近は越流（越波）のため道路の通行ができませんので十分注意して避難して

ください。 

なお、○○、○○、○○学校体育館に避難所を開設しています。 

■避難指示の伝達文（例） 

（緊急放送！緊急放送！）こちらは広報みなみいずです。 

南伊豆町災害対策本部からお知らせします。 

現在、南伊豆町に高潮警報が発表されています。 

このため、○時○○分に○○地区に対し「避難指示」を発令しました。 

直ちに沿岸地域から避難してください。 
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【津波災害】 

１ 避難勧告等の対象となる避難すべき区域 

海岸に面した地区、及び河川に隣接した河口から 500ｍ範囲で、被害のおそ

れのある地域を避難勧告等の対象地域とする。

南伊豆町防災マップで示された津波到達予測区域を主な対象地域とする。

２ 避難勧告等の発令判断基準 

・津波に対する避難に関しては、どのような津波であれ、危険地域からの 

一刻も早い避難が必要であることから、「避難準備情報」、「避難勧告」 

は発令せず、基本的には「避難指示」のみを発令する。 

・大津波警報、津波警報、津波注意報により、避難の対象とする地域が異な

る。基本的な区分は以下のとおりである。 

種 類 避難対象となる地域 

津波注意報 
・漁業従事者、沿岸の港湾施設等で仕事に従事する者、海水浴客等を

念頭に、海岸堤防等より海側の地域を対象とする 

津波警報 
・静岡県第４次地震被害想定により示されたレベル２の地震（南海トラフ

巨大地震）の、津波到達予想区域 

大津波警報 
・静岡県第４次地震被害想定により示されたレベル２の地震（南海トラフ

巨大地震）の、津波到達予想区域 

※ただし、津波の浸水範囲は、浸水想定の精度に限界があることから、上記の

区域より内陸側であっても、立ち退き避難を行うものとする。

３ 避難勧告等の解除の考え方 

・避難指示の解除については、当該地域の大津波警報、津波警報、津波注意

報が全て解除された段階を基本として、解除するものとする。 

 ・津波被害が発生した場合の解除については、津波警報等が全て解除され、

かつ、住宅地等での浸水が解消した段階を基本として、解除するものとする。 
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４ 避難情報の伝達文（例） 

  ・避難情報を発表する場合は、「各情報に至った理由・状況を簡潔に伝達

すること」「避難所については、具体的に伝達すること」「避難に支障となる

ことがある場合は、その状況も合わせて伝達すること」に配慮するとともに、

同報無線等においては、状況によっては聞き取り難いことも考えられることか

ら、できるだけ要点を簡潔に伝えることに努める。伝達文は、次の例文を基本

とする。 

■津波注意報発令された場合（例） 

こちらは、広報みなみいずです。 

南伊豆町災害対策本部からお知らせします。 

・○時○分、○○地区に対して「津波注意報」を発令しました。 

沿岸部にいる方は、直ちに安全な高台に避難してください。 

■津波警報発令の場合（例） 

こちらは、広報みなみいずです。 

南伊豆町災害対策本部からお知らせします。 

・○時○分、○○地区に対して「津波警報」が発令されました。 

津波が予想される海岸地区の方は、直ちに安全な高台、避難所に避難してくださ

い。 

■ 

大津波警報発令の場合（例） 

（緊急放送！緊急放送！）こちらは、広報みなみいずです。 

南伊豆町災害対策本部からお知らせします。 

・○時○分、○○地区に対して「大津波警報」が発令されました。 

非常に大きな津波の恐れがあります。 

直ちに、安全な高台に避難してください。 
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【参考資料】 

１ 雨量・土砂災害に係る情報の入手方法 

 （１）雨量情報 

方     法 住民入手 ア ク セ ス 方 法 

サイポスレーダー 

（静岡県土木総合防災情報） 
○ 

ホームページアドレス 

http://sipos.shizuoka2.jp
携帯電話アドレス 

  http://sipos.shizuoka2.jp/m/

気象庁ホームページ ○ 
ホームページアドレス 

http://www.jma.go.jp/index.html

 （２）土砂災害に係る情報 

方     法 住民入手 ア ク セ ス 方 法 

土砂災害情報 － 
① 県危機管理局（防災行政無線FAX）

② 県砂防課（メール、電話） 

気象庁防災情報提供システム 

（５㎞メッシュで表示）※１ 

－ 気象庁ホームページアドレス 

http://www.jma.go.jp/index.html

静岡県土砂災害警戒情報補足情

報配信システム（県砂防課  

１㎞メッシュで表示）※1 

○ 

静岡県ホームぺージ（砂防課）アドレス 

http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-3
50/index.html

※１ システムの利用に当たっては、インターネット上のブラウザはファイヤーフォックス

で確認すること。 

 ウ 留意事項 

    運用にあたっては、次の事項に留意する。 

 （ア）土砂災害警戒情報や気象注警報などの重要な情報については、発信者である県砂防

課や静岡気象台等に、降雨状況の見通しや他市町での被害状況など、事態の切迫性を

示す付帯情報を確認すること。 

 （イ）賀茂危機管理局、警察などの関係機関と、被害情報等に関する情報交換を密に行い

つつ、危険箇所がどの様な状況になっているか、近隣で災害や前兆現象が発生して

いないか等、消防団、自主防災会とも連携して広域的な状況把握に努めること。 

 （ウ）自然現象のため不測の事態も想定されることから、避難行動は、計画された避難場

所等に避難するよりは、事態の切迫した状況等に応じて、被害が想定される区域外

の建物等に避難することが適切であることを想定しておくこと。 



2　土砂災害避難勧告等　判断フロー図

【例】
土砂災害　避難勧告等　判断フロー図

町の体制 活用すべき情報

「大雨・洪水注意報」
発表

静岡地方気象台

　←総務課長兼防災監の指示

静岡県災害警戒情報
捕捉システム
３時間以内に
CLラインに到達
【黄色表示】

　←総務課長兼防災監の指示

総合的に判断

YES

　「避難準備情報　」発令

土砂災害警戒情報
発表

静岡地方気象台、静岡県

前兆現象
わき水・地下水の濁
り、量の変化

　　　　　　　　　←本部長の指示

大雨警報発表
＋

記録的短時間大雨情報発表

静岡県災害警戒情
報

捕捉システム
２時間以内に
CLラインに到達
【橙色表示】

総合的に判断

YES

「避難勧告」発令

既に土砂災害が
発生している

土砂移動現象、
前兆現象

山鳴り、流木の流
失、斜面の亀裂

　　　　　　　　　←本部長の指示

土砂災害警戒情報
＋

記録的短時間大雨情報発表

静岡県災害警戒情
報
捕捉システム
１時間以内に

第二次配備（状況に応じ）

「避難指示」発令

「大雨警報」　発表
静岡気象台発表

「大雨警報（土砂災害）」
発表

静岡地方気象台

【県・国のデータ】
「サイポス情報」

（インターネット情報）
「気象レーダー」
「降水ナウキャスト」
「台風情報」

「記録的短時間大雨情
報」

「河川水位情報」
（町内１箇所：前原橋）

【町の観測データ】
「雨量情報」
（町内２箇所）

【消防団からの情報】
「河川水位情報」

【町民からの情報】
「道路冠水情報」
「河川情報」

　　※１　総務課、建設課及び健康福祉課の職員とする。
　　※２　本部長が必要に応じて招集する職員とする。
　　※３　必要に応じて情報を収集する。

事前配備体制（2～3人程度）
気象・雨量情報、又は県
（サイポス等）情報

土砂災害警戒情報収
集
【気象庁・防災情報提
供システム５㎞メッ
シュ】
【静岡県捕捉情報配信
システム（１㎞メッ
シュ）】

警戒本部の設置※２
①気象・雨量情報収集又は県

（サイポス等）情報
②河川水位観測の実施※３
③避難所の準備・開設
④避難情報の伝達※２
⑤避難者の受け入れ

準備体制（20人程度）※１
①気象・雨量情報収集又は県

（サイポス等）情報
②河川水位観測の実施※３

災害対策本部の設置
①気象・雨量情報の収集
②河川水位観測の実施※３
③避難情報の伝達※２
④避難所の準備・開設
⑤避難者の受け入れ
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３　青野川浸水想定区域図(総括版)の概要

(1)　計算条件の設定
50年に1度の基本高水波形を採用する。
(2)　破堤地点
・築堤区間であること
・破堤による被害が甚大となる箇所であること(市街地等)
・HWL以上の水位が想定できる箇所であること
・破堤幅が大きくなる合流点近傍である
　等

浸水想定区域図(縮小版)

　上記観点からみると、本川の岩殿地点上流及び二条川の1,700m地点(加納:泉交差点)ま
でを除く支川は掘込河道となり、破堤条件からはずれる。また二条川の1700m地点までは
周囲が水田であり、破堤しても甚大な被害とならないので破堤条件からはずれる。
　よって破堤地点は、本川の岩殿地点までを対象とする。
　なお、溢水はん濫は破堤箇所以外を対象とする。

溢水区間(川合野～下小野

溢水区間(蝶ヶ野～加納 破堤区間(石井・加納～湊間)
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上

- 35 -



- 36 - 

４ 連絡先一覧表

   関係機関連絡先（平成 27 年 9月現在） 

機   関   名 電話番号 FAX番号 

静岡県危機管理部危機対策課 

静岡県危機管理部危機政策課 

静岡県危機管理部危機情報課 

静岡県賀茂振興局危機管理課 

静岡県交通基盤部河川砂防局河川企画課 

静岡県交通基盤部河川砂防局土木防災課 

静岡県交通基盤部河川砂防局砂防課 

静岡県下田土木事務所企画検査課 

静岡県下田土木事務所維持管理課 

054-221-2072 
054-221-2456 
054-221-2644 
0558-24-2004 

054-221-3038 
054-221-3033 
054-221-3042 
0558-24-2113 

0558-24-2108 

054-221-3252 
054-221-3252 
054-221-3252 
0558-24-2008 

054-221-3280 
054-221-3564 
054-221-3564 
0558-24-2162 

0558-24-2162 

静岡地方気象台 技術課 054-286-3411 054-283-6922 

機   関   名 無線電話番号 

静岡県庁統制局 

静岡県庁本部管理室 情報班用 

    〃     対策班用 

5-100-6039・6030 

5-100-6120～6129 

5-100-6105～6119 

土砂災害の恐れのある災害時要援護者関連施設連絡先一覧

区    分 名    称 住  所 電話番号 FAX番号 

介護老人福祉施設 みなとの園 湊638-1 62-8111 62-8112 

介護老人保健施設 介護老人保健施設なぎさ園 湊 674 62-6800 62-7255 

通所介護事業所 
ケアセンターうばめ 通所

介護事業所南伊豆 二条339-1 62-8100 62-2286 

〃 
三連水車デイサービス 

センター 
下賀茂 413-2 62-3050 62-0205 

老人福祉施設 賀茂老人ホーム 下賀茂 15-1 62-0102 62-2724 

障害福祉サービス事業所 なんぷう館 下賀茂 357-1 62-1918 62-1915 

〃 あしたば作業所 入間 6-1 62-5120 62-5120 

障害福祉施設 さしだ希望の里 入間 9-2 62-1918 62-1915 

保育施設等 認定こども園 上賀茂 277 62-0002 62-2314 

〃 地域子育て支援センター 上賀茂 277 62-0252 62-2314 

〃 南崎認定こども園 大瀬 7 65-0080

   福祉関係施設連絡先一覧（平成 27年 9月現在）

区    分 名    称 住  所 電話番号 FAX番号 

介護老人福祉施設 みなとの園 湊638-1 62-8111 62-8112 

介護老人保健施設 なぎさ園 湊674 62-6800 62-7255 

老人福祉施設 賀茂老人ホーム 下賀茂 15-1 62-0102 62-2724 

障害福祉施設 さしだ希望の里 入間 9-2 62-1918 62-1915 
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   教育関係施設連絡先一覧（平成 27年 9月現在）

名   称 住   所 電話番号 FAX番号 

南中小学校 南伊豆町上賀茂 80 62-0032 62-2950 

南伊豆東小学校 南伊豆町湊 243 62-0303 62-2955 

南上小学校 南伊豆町下小野 640 62-0255 62-3002 

南伊豆中学校 南伊豆町上賀茂 744-1 62-0041 62-3345 

南伊豆東中学校 南伊豆町湊 1721 62-0458 62-3741 

下田高等学校南伊豆分校 南伊豆町石井 58 62-0103 62-2799 

   各種団体連絡先一覧（平成 27 年 9 月現在） 

名   称 住   所 電話番号 FAX番号 

(福)南伊豆町社会福祉協議会 南伊豆町加納 590-1 62-3156 62-3156 

南伊豆町商工会 南伊豆町下賀茂 208-3 62-0675 62-3054 

南伊豆町観光協会 南伊豆町下賀茂 157-1 62-0141 62-1319 

伊豆漁協南伊豆支所 南伊豆町手石 877-17 62-0320 62-2907 
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５ 関連用語

用   語 用  語  解  説 

あ行  

大雨警報 

おおあめけいほう 

大雨によって、重大な災害の起こるおそれがある旨を警告し

て、気象庁が行う予報のこと。 

か行  

解析雨量 

 かいせきうりょう 

国土交通省河川局・道路局と気象庁が全国に設置しているレ

ーダー、アメダス等の地上の雨量計を組み合わせて、降水量

分布を1km四方の細かさで解析したもの。 

 がけ崩れ 

がけくずれ 

雨で地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、斜面が突然

崩れ落ちる現象のこと。前ぶれもなく突然起こることが多く

、スピードも速いため、人家の近くで起きると逃げ遅れる人

が多く死者の割合も高くなる。地震が原因で起きることもあ

る。 

クリティカルライン

（監視基準） 

くりてぃかるらいん 

(CL、Critical Line)

土砂災害警戒避難基準雨量の設定において、土砂災害が発生

しやすい降雨水準である領域と土砂災害が発生しにくい領域

を分けるため設定する線のこと。  

さ行  

 地すべり 

 じすべり 

粘土などのすべりやすい層を境に、その地面がそっくりズル

ズル動き出す現象のこと。地割れで田畑や家が壊されたり、

押し出された土砂や地面の移動のために、道路や建物が広い

範囲で被害を受ける。 

 前兆現象 

 ぜんちょうげんしょう 

土砂災害の前に、発生する渓流や斜面などの日常とは異なる

現象。注意深く観察することで土砂災害の発生を早期に予測

して避難に繋がることがある。 

①がけ崩れ前兆現象：がけからの水が濁る。がけに亀裂が入 

る。小石がバラバラ落ちてくる。 

②土石流の前兆現象：山鳴りや、立木の裂ける音、石のぶつ 

かりあう音が聞こえる。雨が降り続いているのに、川の水位

が下がる。川の水が急に濁ったり、流木が混ざりはじめる。 

③地すべりの前兆現象：地面にひび割れができる。沢や井戸 

の水が濁る。斜面から水が吹き出す。 

た行  

土砂災害 

どしゃさいがい 

土石流、がけ崩れ、地すべりなどの土砂移動を伴う災害のこ

と。 
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土砂災害警戒情報 

 どしゃさいがいけいかい

じょうほう 

土砂災害警戒情報は、大雨により土砂災害の危険度が高まっ

た市町村を特定し、静岡県と静岡地方気象台が共同して発表

する情報のこと。市町長が避難勧告等の災害応急対応を適時

適切に行えるよう、また、住民の自主避難の判断等に利用で

きることを目的としています。 

土壌雨量指数 

 どじょううりょうしすう 

気象庁で採用している土砂災害発生の危険性を判断するため

の降雨指標のこと。「実際降っている雨量の解析値」を基に

、「川などへ流出した量とさらに深い地下へ浸透した量」を

引いた雨量をモデル化し、各タンクの貯留量の合計を「土壌

雨量指数」として作成している。数値が大きいほど土砂災害

や洪水など大雨による災害発生の可能性が高くなる。土砂災

害警戒情報発表の監視にも使用している。 

 土石流 

 どせきりゅう 

大量の土・石・砂などが集中豪雨などの大量の水と混じりあ

って、津波のように出てくる現象のこと。流れの先端部に大

きな石があることが多いため、破壊力も大きくスピードも速

いので悲惨な被害を及ぼす。 

ら行  

60分間積算雨量 60分前から現在までの雨量を積算したもの。土砂災害警戒情

報発表の監視にも使用している。 


