
別紙４

深層崩壊推定頻度マップに示した深層崩壊発生箇所一覧表
土塊の

移動形態
奥入瀬渓流の土砂崩壊 地すべり 青森県十和田市奥瀬 融雪
（相坂川(奥入瀬川)水系本川） 崩壊 （旧十和田湖町） (降雨と地下水)
早池峰山アイオン沢の崩壊
（閉伊川水系御山川右支渓握沢支渓）
濁沢の大崩壊 地すべり 融雪
（最上川水系立谷沢川左支川濁沢） 崩壊 (降雨)
鹿の入沢の崩壊 地すべり
（最上川水系角川左支川鹿の入沢） 崩壊
西大鳥川支川枡形川の崩壊 地すべり
（赤川水系西大鳥川支川枡形川） 崩壊
鹿の入沢の崩壊 地すべり
（最上川水系角川左支渓） 崩壊
蟹ヶ沢の崩壊 地すべり
（阿武隈川水系松川支渓蟹ヶ沢） 崩壊
昭和34年災害　仙水谷の崩壊①
（富士川水系釜無川右支川大武川支渓仙水谷）
昭和34年災害　仙水谷の崩壊②
（富士川水系釜無川右支川大武川支渓仙水谷）
昭和34年災害　仙水谷の崩壊③
（富士川水系釜無川右支川大武川支渓仙水谷）
昭和34年災害　仙水谷一ノ沢の崩壊④
（富士川水系釜無川支川大武川支渓仙水谷支渓一ノ沢）

昭和34年災害　仙水谷一ノ沢の崩壊⑤
（富士川水系釜無川支川大武川支渓仙水谷支渓一ノ沢）

昭和34年災害　仙水谷二ノ沢の崩壊
（富士川水系釜無川支川大武川支渓仙水谷支渓二ノ沢）

昭和34年災害　仙水谷赤薙沢の崩壊①
（富士川水系釜無川支川大武川支渓仙水谷支渓赤薙沢）

昭和34年災害　仙水谷赤薙沢の崩壊②
（富士川水系釜無川支川大武川支渓仙水谷支渓赤薙沢）

昭和34年災害　仙水谷赤薙沢の崩壊③
（富士川水系釜無川支川大武川支渓仙水谷支渓赤薙沢）

昭和34年災害　ゴア沢の崩壊
（富士川水系釜無川支川小武川支渓ゴア沢）
昭和34年災害　丸沢の崩壊
（富士川水系釜無川支川小武川支渓丸沢）
昭和57年災害　野呂川の崩壊
（富士川水系早川支川野呂川）
間ノ岳の崩壊
（富士川水系早川右支川荒川支渓アレ沢）
妙高高原土石流災害（南地獄谷白滝上流の崩壊）
（関川水系左支川白田切川）
猫又谷の崩壊
（黒部川水系右支猫又谷）
祖父谷の崩壊
（黒部川水系右支祖父谷）
不帰谷の崩壊
（黒部川水系右支不帰谷）
小黒部谷の崩壊
（黒部川水系左支小黒部谷）
祖母谷硫黄沢の崩壊
（黒部川水系右支祖母谷硫黄沢）
祖父谷上流の崩壊
（黒部川水系右支祖父谷）
小黒部谷上流部の崩壊
（黒部川水系左支小黒部谷）
別当谷の崩壊
（手取川水系細谷川上流別当谷）
宇原川土石流災害
（千曲川水系鮎川支渓宇原川）
十二沢の崩壊 地すべり
（姫川水系右支川中谷川） 崩壊
蒲原沢土石流災害
（姫川水系左支蒲原沢）
ガラガラ谷の崩壊
（姫川水系左支川松川）
稗田山の大崩壊
（姫川水系左支川浦川）
六九谷崩壊
（常願寺川水系湯川支渓多枝原谷）
外ヶ谷の大崩壊
（神通川水系高原川支川蒲田川左支渓）

豪雨36 1953/7/23 崩壊
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷中尾
（旧吉城郡上宝村）

豪雨

35 1969/8/7 崩壊
富山県富山市大山町有峰

豪雨

34 1911/8/？ 崩壊
長野県北安曇郡小谷村

融雪

33 1891/6/11 崩壊
長野県北安曇郡白馬村

豪雨

32 1996/12/6 崩壊
長野県北安曇郡小谷村

豪雨

31 1995/7/11
長野県北安曇郡小谷村長崎

豪雨

30 1981/8/22 崩壊
長野県須坂市仁礼

降雨

29 1934/7/10 崩壊
石川県白山市別当谷
（旧石川郡白峰村）

豪雨

28 2001/7/4 崩壊
富山県黒部市（旧下新川郡宇奈月町）

降雨

27 1996/7/11 崩壊
富山県黒部市（旧下新川郡宇奈月町）

降雨

26 1980/5/27 崩壊
富山県黒部市（旧下新川郡宇奈月町）

降雨

25 1937/8/7 崩壊
富山県黒部市（旧下新川郡内山村）

降雨

24 1932/7/19 崩壊
富山県黒部市（旧下新川郡愛本村）

豪雨

23 1995/7/12 崩壊
富山県黒部市（旧下新川郡宇奈月村）

豪雨

22 1995/7/12 崩壊
富山県黒部市（旧下新川郡宇奈月村）

融雪，降雨

21 1978/5/18 崩壊
新潟県妙高市（旧妙高村）

融雪

20 2004/5/11 崩壊
山梨県南巨摩郡早川町奈良田

豪雨

19 1982/8/？ 崩壊
山梨県南アルプス市芦安芦倉
（旧中巨摩郡芦安村）

豪雨

18 1959/8/14 崩壊
山梨県韮崎市清哲町青木

豪雨

17 1959/8/14 崩壊
山梨県韮崎市清哲町青木

豪雨

16 1959/8/14 崩壊
山梨県北杜市武川町（旧武川村）

豪雨

15 1959/8/14 崩壊
山梨県北杜市武川町（旧武川村）

豪雨

14 1959/8/14 崩壊
山梨県北杜市武川町（旧武川村）

豪雨

13 1959/8/14 崩壊
山梨県北杜市武川町（旧武川村）

豪雨

12 1959/8/14 崩壊
山梨県北杜市武川町（旧武川村）

豪雨

11 1959/8/14 崩壊
山梨県北杜市武川町（旧武川村）

豪雨

10 1959/9/？ 崩壊
山梨県北杜市武川町（旧武川村）

6

4 1994/11/1

1998/9/16

5

7
山形県米沢市板谷地内

岩手県宮古市門馬（旧川井村）

豪雨

8 1959/9/？ 崩壊
山梨県北杜市武川町（旧武川村）

9 1959/9/？ 崩壊
山梨県北杜市武川町（旧武川村）

豪雨

3

山形県最上郡戸沢村
不明1975年頃

2000/5/1
山形県鶴岡市大鳥

豪雨

豪雨

不明

山形県東田川郡庄内町（旧立川町）

融雪

山形県最上郡戸沢村

1993/6/5

No. 災害名称，呼称 発生年月日

1

2 1948/9/16 崩壊

誘因

1999/3/10

発生場所



深層崩壊推定頻度マップに示した深層崩壊発生箇所一覧表
土塊の

移動形態
No. 災害名称，呼称 発生年月日 誘因発生場所

左俣谷右岸(上岩小舎沢)の崩壊
（神通川水系高原川支川蒲田川支渓左俣谷）
大西山崩壊
（天竜川水系小渋川）
東伊豆町の崩壊
（海岸線）
下田豪雨の崩壊
（稲生沢川水系）
後山川の崩壊
（富士川水系早川支川曙川支渓）
ナンノ谷の大崩壊 地すべり
(揖斐川水系坂内川右支渓) 崩壊
根尾白谷の大崩壊（奥越豪雨） 地すべり
(揖斐川水系根尾西谷川右支川八谷左支渓) 崩壊
徳山白谷の大崩壊（奥越豪雨） 地すべり
(揖斐川水系左支川白谷) 崩壊
越山谷の崩壊（奥越豪雨）
(揖斐川水系根尾東谷川左支渓)
一ノ沢の崩壊(東海豪雨（恵南豪雨）)
（木曽川水系中津川右支渓）
東海北陸自動車道の切土斜面崩壊
（長良川流域内）
コアゾ谷の崩壊（奥越豪雨）
（九頭竜川水系真名川上流右岸）
宮川水系春日谷支谷の崩壊
（宮川水系右支春日谷）
M22十津川災害の塩野の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の辻堂の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の宇井の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の立里の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の河原桶の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の長殿の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の旭の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の林の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の川津の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の杉清の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の五百瀬の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の内野の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の山天の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の野広瀬の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の風屋の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の野尻の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の小原の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の小川の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の山手の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の柏渓の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の無名：上湯川の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の突合の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の桂釜の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の久保谷の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊

豪雨

奈良県吉野郡十津川村

65 1889/8/19

68

1889/8/19

1889/8/1972

66 1889/8/19

73 1889/8/19
奈良県吉野郡十津川村

豪雨

70 1889/8/19

71

60 1889/8/19

奈良県吉野郡十津川村

62 1889/8/19
奈良県吉野郡十津川村

奈良県吉野郡十津川村

奈良県吉野郡十津川村

奈良県吉野郡十津川村

64 1889/8/19

69 1889/8/19

67

1889/8/19
奈良県吉野郡十津川村

豪雨

豪雨

奈良県吉野郡十津川村
豪雨

奈良県吉野郡十津川村

1889/8/19

奈良県吉野郡十津川村
豪雨

豪雨

豪雨

豪雨

58 1889/8/19
奈良県吉野郡十津川村

豪雨

59 1889/8/19
奈良県吉野郡十津川村

豪雨

豪雨

豪雨

63 1889/8/19
奈良県吉野郡十津川村

61 1889/8/19
奈良県吉野郡十津川村

豪雨

奈良県吉野郡十津川村
豪雨

豪雨

奈良県五條市（旧吉野郡大塔村）

奈良県吉野郡十津川村
豪雨

豪雨

豪雨

57 1889/8/19
奈良県吉野郡十津川村

豪雨

56 1889/8/19

豪雨

55 1889/8/19
奈良県吉野郡十津川村

奈良県吉野郡天川村

豪雨49 2004/9/29 崩壊

崩壊
福井県大野市中島（旧大野郡西谷村）

53

54 1889/8/19
奈良県吉野郡野迫川村

豪雨

50 1889/8/19

三重県多気郡大台町（旧宮川村）

51 1889/8/19

豪雨

52

1889/8/19
奈良県吉野郡野迫川村

豪雨

1889/8/19
奈良県五條市（旧吉野郡大塔村）

豪雨

41 1999/6/10

48 1965/9/15

豪雨

42 1895/8/5
岐阜県揖斐郡揖斐川町（旧坂内村）

豪雨

43

豪雨

46 2000/9/11 崩壊
岐阜県中津川市

豪雨

47 1999/9/22

豪雨

45

崩壊
岐阜県美濃市吉川町矢口

豪雨

1965/9/15 崩壊
岐阜県本巣市（旧本巣郡根尾村）

40 1991/9/10 崩壊
静岡県下田市落合小坂沢

崩壊
山梨県南巨摩郡身延町（旧中富町）

1965/9/15
岐阜県本巣市（旧本巣郡根尾村）

44 1965/9/15
岐阜県揖斐郡揖斐川町（旧藤橋村）

豪雨

豪雨

豪雨

豪雨

豪雨

37 1997/7/10 崩壊
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂
（旧吉城郡上宝村）

38 1961/6/29 崩壊
長野県下伊那郡大鹿村

39 1976/7/11 崩壊
静岡県賀茂郡東伊豆町



深層崩壊推定頻度マップに示した深層崩壊発生箇所一覧表
土塊の
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No. 災害名称，呼称 発生年月日 誘因発生場所

M22十津川災害の大畑瀞の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の重里の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
M22十津川災害の西ノ陰地の崩壊 地すべり
（新宮川(熊野川)水系十津川） 崩壊
S28有田川水害の有田川本川金剛寺の大崩壊 地すべり 和歌山県伊都郡かつらぎ町花園新子
（有田川水系本川右岸） 崩壊 （旧花園村金剛寺）
S28有田川水害の有田川本川瀬谷の崩壊（金剛寺(小)） 地すべり 和歌山県伊都郡かつらぎ町花園新子
（有田川水系本川右岸） 崩壊 （旧花園村金剛寺）
S28有田川水害の有田川本川北寺の崩壊 地すべり 和歌山県伊都郡かつらぎ町花園北寺
（有田川水系本川右岸） 崩壊 （旧花園村北寺）
梁瀬一ノ谷 地すべり 和歌山県伊都郡かつらぎ町花園梁瀬
（有田川水系臼谷下流部左支渓） 崩壊 （旧花園村梁瀬）
S28有田川水害の有中谷川本川左岸の崩壊 地すべり 和歌山県伊都郡かつらぎ町花園梁瀬
（有田川水系右支川有中谷川） 崩壊 （旧花園村梁瀬）
S28有田川水害の臼谷支渓コトノ谷の崩壊 地すべり 和歌山県伊都郡かつらぎ町花園梁瀬
（有田川水系臼谷右支渓） 崩壊 （旧花園村臼谷）
中場崩壊 
（周布川水系） 島根県浜田市穂出町中場
布勢川の崩壊
（布勢川水系）
高磯山の崩壊
（那賀川水系長安口貯水池）
富士ノ池谷右岸の崩壊
（吉野川水系穴吹川支渓）
蔭四合地の崩壊
（吉野川水系穴吹川右岸）
槍戸川上流右岸の崩壊
（那賀川水系坂州木頭川右支川）
折宇谷左支右岸の崩壊
（那賀川水系左支川折宇谷川）
久井谷中流右岸の崩壊
（那賀川水系左支川久井谷川）
新久榔山東斜面の崩壊
（那賀川水系左支川久井谷川）
阿津江の崩壊
（那賀川水系坂州木頭川左岸）
大用知の崩壊
（那賀川水系坂州木頭川右支川）
釜ヶ谷の崩壊
（那賀川水系坂州木頭川左支川）
愛媛県新居浜市大生院の崩壊
（渦井川水系渦井川）
繁藤地区の大崩壊
（吉野川水系穴内川左岸）
土佐有間山の崩壊
（吉野川水系地蔵時川左支川平石川）
大西のザレ
（吉野川水系祖谷川上流右岸）
高知県中尾の崩壊
（物部川水系本川右岸）
大刈野の崩壊
（番匠川水系本川右岸）
瓜ケ坂の崩壊
（内海に面する斜面）
横手谷の崩壊
（球磨川水系川辺川本川左支渓）
油谷川左岸の崩壊
（球磨川水系右支川油谷川）
水俣集川の崩壊（水俣土石流災害）
（水俣川水系宝川内川右支渓集川）
椎葉村大河内の崩壊
（一ツ瀬川水系上流域本川右岸）
鳶の元の崩壊
（一ツ瀬川水系上流域本川左岸）
えびのの山腹崩壊
（川内川水系白川）
松の内谷右岸の崩壊
（小丸川水系左支川松の内谷）
不土野上（赤木の原山西斜面）の崩壊
（耳川水系上椎葉ダム上流不土野川右支渓）
西都市譲葉の崩壊
（一ツ瀬川水系一ツ瀬ダム下流本川左岸）

豪雨

110 1982/8/13 崩壊
宮崎県西都市譲葉

豪雨

109 1982/7/25 崩壊
宮崎県東臼杵郡椎葉村不土野

豪雨

108 1977/8/25 崩壊
宮崎県東臼杵郡美郷町（旧南郷村）

豪雨

107 1972/7/6 崩壊
宮崎県えびの市真幸町内堅地区

豪雨

106 1971/8/30 崩壊
宮崎県児湯郡西米良村鳶の元

豪雨

105 1954/9/13 崩壊
宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内

豪雨

104 2003/7/20 崩壊
熊本県水俣市宝川内

豪雨

103 1997/7/14 崩壊
熊本県八代市油谷（旧坂本村）

豪雨

102 1963/8/1 崩壊
熊本県球磨郡五木村横手谷

豪雨

101 1953/6/28 崩壊
佐賀県唐津市（旧東松浦郡入野村）

豪雨

100 1943/9/18 崩壊
大分県佐伯市新開地区
（旧南海部郡因尾村）

豪雨

99 2005/9/7 崩壊
高知県香美市物部町別府中尾

豪雨

98 1965/9/10 崩壊
徳島県三好市東祖谷大西

豪雨

97 1978/？/？ 崩壊
高知県土佐郡土佐町有間

豪雨

96 1972/7/5 崩壊
高知県香美市土佐山田町繁藤

豪雨

95 2004/9/29 崩壊
愛媛県新居浜市大生院

豪雨

94 2004/8/2 崩壊
徳島県那賀郡那賀町（旧木沢村）

豪雨

93 2004/8/2 崩壊
徳島県那賀郡那賀町坂州大用知
（旧木沢村）

豪雨

92 2004/8/2 崩壊
徳島県那賀郡那賀町阿津江
（旧木沢村）

豪雨

91 1976/9/？ 崩壊
徳島県那賀郡那賀町（旧木頭村）

豪雨

90 1976/9/？ 崩壊
徳島県那賀郡那賀町（旧木頭村）

豪雨

89 1976/9/？ 崩壊
徳島県那賀郡那賀町（旧木頭村）

豪雨

86 1976/9/？ 崩壊
徳島県美馬市木屋平富士ノ池谷

豪雨

85 1892/7/22 崩壊
徳島県那賀郡那賀町古屋久保
（旧上那賀町）

豪雨

88 1976/9/？ 崩壊
徳島県那賀郡那賀町（旧木沢村）

豪雨

崩壊
徳島県美馬市穴吹町蔭四合地

87 1976/9/？

崩壊
島根県出雲市奥宇賀町（旧平田市）

豪雨

83 1983/7/23 崩壊 豪雨

84 1997/7/12

豪雨

80 1953/7/17 豪雨

豪雨81 1953/7/19

82 1953/7/18

1889/8/19
奈良県吉野郡十津川村

豪雨

77 1953/7/20 豪雨

豪雨

75 1889/8/19
奈良県吉野郡十津川村

豪雨

79 1953/7/18

74

78 1953/7/19

1889/8/19

豪雨

奈良県吉野郡十津川村
豪雨

76



深層崩壊推定頻度マップに示した深層崩壊発生箇所一覧表
土塊の

移動形態
No. 災害名称，呼称 発生年月日 誘因発生場所

天神山の崩壊
（大淀川水系境川左岸）
片井野川左支渓の崩壊
（清武川水系片井野川）
うつら谷左支渓の崩壊
（清武川水系別府田野川）
うつら谷右支渓の崩壊
（清武川水系別府田野川）
別府田野川上流左支渓の崩壊
（清武川水系別府田野川）
別府田野川上流右支渓の崩壊
（清武川水系別府田野川）
別府田野川右支渓朝陣野の崩壊
（清武川水系別府田野川右支渓）
七瀬谷川の崩壊
（大淀川水系右支渓）
槻之河内川の崩壊
（広渡川水系広渡ダム上流右岸）
本郷の崩壊
（一ノ瀬川水系本川右岸）
野々尾の崩壊
（耳川水系本川右岸）
針原川土石流災害の崩壊
（針原川）

豪雨

120 2005/9/6 崩壊
宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内

豪雨

121 2005/9/6 崩壊

122 1997/7/10 崩壊
鹿児島県出水市針原

119 2005/9/6 崩壊
宮崎県日南市（旧南那珂郡北郷村）

宮崎県東臼杵郡美郷町野々尾
（旧西郷村）

豪雨

豪雨

118 2005/9/6 崩壊
宮崎県都城市（旧北諸県郡山之口町）

豪雨

117 2005/9/6 崩壊
宮崎県宮崎市田野町甲（旧田野町甲）

豪雨

豪雨

116 2005/9/6 崩壊
宮崎県宮崎市田野町甲（旧田野町甲）

豪雨

115 2005/9/6 崩壊
宮崎県宮崎市田野町甲（旧田野町甲）

豪雨

114 2005/9/6 崩壊
宮崎県宮崎市田野町甲（旧田野町甲）

豪雨

113 2005/9/6 崩壊
宮崎県宮崎市田野町甲（旧田野町甲）

豪雨

112 2005/9/6 崩壊
宮崎県宮崎市田野町乙（旧田野町乙）

豪雨

111 2005/9/6 崩壊
宮崎県北諸県郡三股町


