
宮城県

「土砂災害(どしゃさいがい)
から身を守るために」

令和元年6月9日
1．土砂災害ってなに？
2．最近の土砂災害ってどのくらいあったの？
3．土砂災害への対策？
4．いざというときはどうしたら良いの？
5．知ってますか「土砂災害防止月間」
6．さいごに

令和元年度 みやぎの「土砂災害対策」エッ！こんな所にも危険な箇所があるの？ in亘理町

※当資料は，国土交通省や気象庁等，関係公共機関で作成したコンテンツを編集・加工して
利用しております



宮城県

●山やがけがくずれて、水とまざりあった土や石がわたしたちにおそい
かかってくるのが、土砂災害(どしゃさいがい)です。
●ひとたび発生すれば、いっしゅんで命(いのち)を奪(うば)います。

土砂災害(どしゃさいがい)ってなに・・・？
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山からくずれた土や石が、
水と一緒になってすごいい
きおいで流れでること。

がけがとつぜんくずれるこ
と。

ゆるいしゃめんが、広い範
囲にわたってそっくりすべ
りだすこと。

土石流（どせきりゅう） がけくずれ 地（じ）すべり
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宮城県

平成30年 全国(ぜんこく)の土砂災害発生状況（国土交通省調べ）
土砂災害発生件数

3,459件
土石流等 ： 985件
地すべり ： 131件
がけ崩れ ： 2,343件

【被害状況】
人的被害：死者 161名

：負傷者 117名
人家被害：全壊 415戸

半壊 566戸
一部損壊 524戸

4/11
がけ崩れ

なかつし やばけいまち

大分県中津市耶馬渓町
7/6
がけ崩れ

きたきゅうしゅうしもじく

福岡県北九州市門司区
ゆうふつぐんあつまちょうよしのちく

北海道勇払郡厚真町吉野地区
9/6

死者19名

ゆうふつぐんあつまちょうたかおかちく

北海道勇払郡厚真町高丘地区
9/6
がけ崩れ

死者2名提供：（株）パスコ/国際航業（株）

地すべり

みょうこうし ながさわ

新潟県妙高市長沢
3/10

死者12名

7/6
土石流等

あきぐん くまのちょう かわすみ

広島県安芸郡熊野町川角

7/7

土石流等

うわじましよしだちょう

愛媛県宇和島市吉田町

死者4名

宮城県では、がけ崩れ4件

 
  

 

① 広島県 1,243件
② 愛媛県 419件
③ 北海道 237件
④ 山口県 193件
⑤ 高知県 171件

土砂災害発生順位

凡例

発生件数
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宮城県

近年の土砂災害発生件数及び人的被害件数（国土交通省調べ）
平成30年の土砂災害発生件数は過去10年で最大を記録

4※この他に広島土砂災害により災害関連死3名

死者・行方
不明者数

土石流等 地すべり がけ崩れ

20    22    11    85    24    53    81     2    18    24    161

695

1,058
1,128

1,422

837

H20～H29
平均 1,106件

941

1,184

788

1,492

3,459

1,514

966

発生件数は平年の３倍！

※
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年別発生状況 (S57～)

				全国計 ゼンコクケイ

																						死者・行方不明者 シシャユクエフメイシャ

						土石流等 ドセキリュウトウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		死者・行方不明者 シシャユクエフメイシャ		火砕流 カサイリュウ		年合計 トシゴウケイ						土石流等 ドセキリュウトウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		死者・行方不明者 シシャユクエフメイシャ

				57		293		147		1,567						2,007												337

				58		352		119		1,093						1,564												107

				59		67		51		103						221												45

				60		165		145		538						848												56

				61		104		102		356						562												45

				62		165		70		186						421												7

				63		181		102		291						574												29

				H1		200		111		345						656												29

				H2		238		180		852						1,270												51

				H3		124		122		599				2,755		3,600		845										67

				H4		116		55		232				3,919		4,322		403										3

				H5		329		171		1,413				1,959		3,872		1,913										174

				H6		73		68		142				780		1,063		283										0

				H7		305		237		347				4		893		889										46

				H8		91		64		258						413												19

				H9		101		136		917						1,154				1997								31

				H10		317		152		1,160						1,629				1998								21

				H11		373		168		960						1,501				1999								34

				H12		180		137		291						608				2000								6

				H13		48		96		365						509				2001								4

				H14		46		218		275						539				2002		2		0		2		4

				H15		57		128		712						897				2003		20		1		2		23

				H16		565		461		1,511						2,537				2004		27		7		28		62

				H17		158		173		483		30				814				2005		17		5		8		30

				H18		169		215		1,057		25				1,441				2006		15		3		7		25

				H19		129		162		675		0				966				2007		0		0		0		0

				H20		154		89		452		20				695				2008		14		0		6		20

				H21		149		106		803		22				1,058				2009		17		0		5		22

				H22		234		127		767		11				1,128				2010		6		2		3		11

				H23		419		222		781		85				1,422				2011		55		21		9		85

				H24		256		76		505		24				837				2012		15		0		9		24

				H25		262		89		590		53				941				2013		46		1		6		53

				H26		338		77		769		81				1,184		DB数値↓ スウチ		2014		72		0		9		81

				H27		145		44		599		2		1		788				2015		0		0		2		2

				H28		399		53		1040		18				1,492				2016		3		7		8		18

				H29		313		173		1028		24				1,514				2017		21		1		2		24

				H30		599		98		1302		161				3,137		43,336		2018								125

				平均 ヘイキン		212		135		668						1,263

				近10年平均（H20～H29） キンネンヘイキン		267		106		733		34				1,051						1,106						H20～29平均 ヘイキン

						該当年度 ガイトウネンド				平均 ヘイキン

						S60～H6		5,981		598.1						30,437

						H7～H16		8,665		866.5						9,417

						H18～H27		8,205		820.5						21,020

								22,851		761.7						1051

						H12～H21
(H16中越地震除き) チュウエツジシンノゾ		1,654		165.4				←新潟中越131件 ニイガタチュウエツケン

						301		149		974





年別発生状況 (S57～)

		



土石流等

地すべり

がけ崩れ

火砕流

（年）

（件数）

S57～H19　土砂災害発生件数



発生要因別
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発生件数

死者・行方不明者数



グラフ用

		



H1～H20年の土砂災害件数

土石流等

地すべり

がけ崩れ

死者・行方不明者

&A

Page &P

発生件数

死者・行方不明者数

814



グラフ用 (折れ線)

		





年別発生状況

				全国計 ゼンコクケイ

																												死者・行方不明者 シシャユクエフメイシャ

						土石流等 ドセキリュウトウ		うち地震 ジシン		地すべり ジ		うち地震 ジシン		がけ崩れ クズ		うち地震 ジシン		死者・行方不明者 シシャユクエフメイシャ		火砕流 カサイリュウ		年合計 トシゴウケイ		地震 ジシン		降雨・融雪 コウウユウセツ		土石流等 ドセキリュウトウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				57		293				147				1,567								2,007												337

				58		352				119				1,093								1,564												107

				59		67				51				103								221												45

				60		165				145				538								848												56

				61		104				102				356								562												45

				62		165				70				186								421												7

				63		181				102				291								574												29

				H1		200				111				345								656												29

				H2		238				180				852								1,270												51

				H3		124				122				597						2,755		3,598				843								67

				H4		116				55				232						3,919		4,322				403								3

				H5		329				171				1,413						1,959		3,872				1,913								174

				H6		73				68				142						780		1,063				283								0

				H7		305				237				344						4		890				886								46

				H8		91				64				258								413												19

				H9		101		0		136		0		917		117						1,154		117		1,037								31

				H10		317		0		152		0		1,160		4						1,629		4		1,625								21

				H11		373		2		168		0		960		1						1,501		3		1,498								34

				H12		180		0		137		7		291		50						608		57		551								6

				H13		48		0		96		2		365		54						509		56		453								4

				H14		46		0		218		0		275		0						539		0		539		2		0		2		4

				H15		57		1		128		2		712		109						897		112		785		20		1		2		23

				H16		565		21		461		131		1,511		151						2,537		303		2,234		27		7		28		62

				H17		158		1		173		1		483		23		30				814		25		789		17		5		8		30

				H18		169		0		215		0		1,057		1		25				1,441		1		1,440		15		3		7		25

				H19		129		4		162		46		675		83		0				966		133		833		0		0		0		0

				H20		154		29		89		6		452		19		20				695		54		641		14		0		6		20

				H21		149		2		106		1		803		29		22				1,058		32		1,026		17		0		5		22

				H22		234		0		127		2		767		0		11				1,128		2		1,126		6		2		3		11

				H23		419		13		222		29		781		97		85				1,422		139		1,283		55		21		9		85

				H24		256		0		76		0		505		0		24				837		0		837		15		0		9		24

				H25		262		0		89		0		590		1		53				941		1		940		46		1		6		53

				H26		338		9		77		15		769		6		81				1,184		30		1,154		72		0		9		81

				H27		145		0		44		0		599		3		2		1		788		3		785		0		0		2		2

				H28		399		59		53		10		1040		146		18				1,492		215		1,277		3		7		8		18

				H29		313		0		173		0		1028		5		24				1,514		5		1,509		21		1		2		24

				H30		984		0		129		0		2338		0		161				3,451												125

				平均 ヘイキン		209				134				658								1,269

				近10年平均（H19～H28） キンネンヘイキン		249				105				698				32				1,051						1,049						H17～26平均 ヘイキン

						該当年度 ガイトウネンド								平均 ヘイキン

						S60～H6				5,976				597.6								30,432

						H7～H16				8,808				880.8								9,417

						H18～H27				8,304				830.4								21,015

										23,088				769.6								1050.75

						H12～H21
(H16中越地震除き) チュウエツジシンノゾ				1,654				165.4						←新潟中越131件 ニイガタチュウエツケン

						301				149				974



土石流等

地すべり

がけ崩れ

がけ崩れ

地すべり

土石流等

（年）

（件数）



年別発生状況

		



土石流等

地すべり

がけ崩れ

火砕流

（年）

（件数）

S57～H19　土砂災害発生件数



総括
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発生件数

死者・行方不明者数



S59

		



H1～H20年の土砂災害件数

土石流等

地すべり

がけ崩れ

死者・行方不明者

&A

Page &P

発生件数

死者・行方不明者数

814



S60

		





S61

		



土石流等

地すべり

がけ崩れ

がけ崩れ

地すべり

土石流等

（年）

（件数）

降雨・融雪

地震



S62

				H15				H16				H17				H18				H19				H20				H21				H22				H23				H24				H25

		発生件数（土石流等） ハッセイケンスウドセキリュウトウ		57

		発生件数（地すべり） ハッセイケンスウジ		128

		発生件数（がけ崩れ） ハッセイケンスウクズ		158

		死者・行方不明者数（土石流等） シシャユクエフメイシャスウドセキリュウトウ

		死者・行方不明者数（地すべり） シシャユクエフメイシャスウジ

		死者・行方不明者数（がけ崩れ） シシャユクエフメイシャスウクズ

				発生件数（土石流等） ハッセイケンスウドセキリュウトウ		発生件数（地すべり） ハッセイケンスウジ		発生件数（がけ崩れ） ハッセイケンスウクズ		死者・行方不明者数（土石流等） シシャユクエフメイシャスウドセキリュウトウ		死者・行方不明者数（地すべり） シシャユクエフメイシャスウジ		死者・行方不明者数（がけ崩れ） シシャユクエフメイシャスウクズ

		H15		57		128		712

										20		1		2

		H16		565		461		1511

										27		7		28

		H17		158		173		483

										17		5		8

		H18		169		215		1057

										15		3		7

		H19		169		215		1057

										0		0		0

		H20		154		89		452

										14		0		6

		H21		149		106		803

										17		0		5

		H22		234		127		767

										6		2		3

		H23		419		222		781

										55		21		9

		H24		256		76		505

										15		0		9

		H25		234		127		590

										46		1		6

		H26		313		173		1,028

										21		1		2





S62

		



発生件数（土石流等）

発生件数（地すべり）

発生件数（がけ崩れ）

死者・行方不明者数（土石流等）

死者・行方不明者数（地すべり）

死者・行方不明者数（がけ崩れ）



S63

				H15				H16				H17				H18				H19				H20				H21				H22				H23				H24				H25

		発生件数（土石流等） ハッセイケンスウドセキリュウトウ		57

		発生件数（地すべり） ハッセイケンスウジ		128

		発生件数（がけ崩れ） ハッセイケンスウクズ		158

		死者・行方不明者数（土石流等） シシャユクエフメイシャスウドセキリュウトウ

		死者・行方不明者数（地すべり） シシャユクエフメイシャスウジ

		死者・行方不明者数（がけ崩れ） シシャユクエフメイシャスウクズ

				土砂災害発生件数（土石流等） ドシャサイガイハッセイケンスウドセキリュウトウ		土砂災害発生件数（地すべり） ドシャサイガイハッセイケンスウジ		土砂災害発生件数（がけ崩れ） ドシャサイガイハッセイケンスウクズ		死者・行方不明者数（土石流等） シシャユクエフメイシャスウドセキリュウトウ		死者・行方不明者数（地すべり） シシャユクエフメイシャスウジ		死者・行方不明者数（がけ崩れ） シシャユクエフメイシャスウクズ

		H16		565		461		1511		27		7		28

		H17		158		173		483		17		5		8

		H18		169		215		1057		15		3		7

		H19		129		162		675		0		0		0

		H20		154		89		452		14		0		6

		H21		149		106		803		17		0		5

		H22		234		127		767		6		2		3

		H23		419		222		781		55		21		9

		H24		256		76		505		15		0		9

		H25		262		89		590		46		1		6

		H26		313		173		1,028		21		1		2





S63

		



土砂災害発生件数（土石流等）

土砂災害発生件数（地すべり）

土砂災害発生件数（がけ崩れ）

死者・行方不明者数（がけ崩れ）

死者・行方不明者数（地すべり）

死者・行方不明者数（土石流等）



H1

				全国計 ゼンコクケイ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		火砕流 カサイリュウ		年合計 トシゴウケイ				死者・行方不明者 シシャユクエフメイシャ

				57		293		147		1,567				2,007				337

				58		352		119		1,093				1,564				107

				59		67		51		103				221				45

				60		165		145		538				848				56

				61		104		102		356				562				45

				62		165		70		186				421				7

				63		181		102		291				574				29

				1		200		111		345				656				29

				2		238		180		852				1,270				51

				3		124		122		597		2,755		3,598		843		67

				4		116		55		232		3,919		4,322		403		3

				5		329		171		1,413		1,959		3,872		1,913		174

				6		73		68		142		780		1,063		283		0

				7		305		237		344		4		890		886		46

				8		91		64		258				413				19

				9		101		136		917				1,154				31

				10		317		152		1,160				1,629				21

				11		373		168		960				1,501				34

				12		180		137		291				608				6

				13		48		96		365				509				4

				14		46		218		275				539				4

				15		57		128		712				897				23

				16		565		461		1,511				2,537				62

				17		158		173		483				814				30

				18		169		215		1,057				1,441				25

				19		129		162		675				966				0

				20		154		89		452				695				20

				21		149		106		803				1058				22

						該当年度 ガイトウネンド		地すべり ジ		平均 ヘイキン

						S57～H1		847		105.875				30,432

						H2～H11		1,353		135.3				9,417

						H12～H21		1,785		178.5				21,015

								3,985		142.3214285714				1050.75

						H12～H21
(H16中越地震除き) チュウエツジシンノゾ		1,654		165.4		←新潟中越131件 ニイガタチュウエツケン
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656

1,270

843

403

509

1,441

1,154

1,913

283

886

413

2,537

1,501

1,629

695

966

897

539

608

814

H3～H7の()災害発生件数は雲仙の火砕流災害発生件数を含む

(3,598)

(3,872)

(4,322)

1,063

&A

Page &P

発生件数

死者・行方不明者数

814

地すべり災害発生件数



H5

		

				1984								1985								1986								1987								1988								1989								1990								1991								1992								1993								1994								1995								1996								1997								1998								1999								2000								2001								2002								2003								2004								2005								2006								2007								2008														2009

				S59		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		S60		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		S61		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		S62		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		S63		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H01		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H02		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H03		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H04		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H05		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H06		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H07		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H08		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H09		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H10		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H11		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H12		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H13		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H14		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		H15		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H16		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H17		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H18		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H19		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		H20		土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		149		106		803		H21

		全国合計 ゼンコクゴウケイ		221								843								549								419								574								656								1,270								3,598								4,322								3,872								1,063								890								413								1,154								1,629								1,501								608								509								539								897								2,537								814								1441								966								695								149		106		803		1,058

		北海道		1		0		0		1		4		0		2		2		11		0		7		4		1		0		0		1		11		9		0		2		1		0		0		1		33		2		4		27		1				1				8		1				7		25		1		1		23		15		3		3		9		19						19		39		20		1		18		21		2		2		17		48		0		3		45		38		5		7		26		34		17		4		13		8		0		3		5		8		1		0		7		9		7		2		0		2		1		0		1		10		1		0		9		15		6		3		6		12		5		1		6		7		3		0		4		1		0		5		6

		青森県		4		0		0		4		2		1		0		1		0		0		0		0		3		0		1		2		2		1		1		0		0		0		0		0		10						10		1						1		2						2		7						7		9				1		8		4				2		2		1						1		6		1		1		4		23		3		0		20		20		1		2		17		1		0		1		0		10		0		1		9		9		0		2		7		0		0		0		0		1		0		0		1		5		0		0		5		5		0		2		3		6		1		1		4		4		0		2		2		0		0		6		6

		岩手県		2		0		0		2		4		0		0		4		14		0		2		12		10		0		1		9		12		1		4		7		2		0		0		2		14				1		13		3						3		2				1		1		5		1				4		1						1		0								2						2		9		2		1		6		26		1		2		23		21		1		3		17		2		0		1		1		6		0		1		5		17		7		1		9		5		0		0		5		5		0		0		5		0		0		0		0		5		1		2		2		9		1		0		8		27		14		2		11		0		0		2		2

		宮城県		6		0		0		6		1		0		1		0		29		2		4		23		0		0		0		0		13		0		1		12		10		1		2		7		10				2		8		21				4		17		4				1		3		7		1				6		20		1		3		16		0								3				1		2		34		3		3		28		26		0		1		25		18		2		1		15		8		0		1		7		0		0		0		0		38		0		14		24		83		0		2		81		2		0		1		1		6		0		0		6		9		0		1		8		14		0		3		11		29		17		2		10		4		2		3		9

		秋田県		5		0		2		3		7		2		0		5		7		1		4		2		15		0		6		9		1		0		1		0		2		0		1		1		31		1		9		21		13				4		9		2				2				1				1				3		1		1		1		14		2		3		9		9		1		2		6		11		2		4		5		13		1		2		10		1		0		1		0		1		0		1		0		7		0		1		6		19		0		2		17		2		0		1		1		10		1		3		6		3		0		1		2		3		0		1		2		11		3		0		8		1		0		0		1		2		1		9		12

		山形県		6		0		5		1		2		0		2		0		0		0		0		0		98		87		8		3		5		2		3		0		8		6		2		0		8		2		6				7				2		5		3				3				8		4		2		2		2				1		1		24		17		4		3		7		2		4		1		11		1		4		6		28		10		7		11		14		2		8		4		8		0		7		1		6		0		5		1		15		0		11		4		9		0		4		5		29		1		15		13		15		2		9		4		19		4		10		5		11		3		3		5		3		1		2		0		1		3		2		6

		福島県		4		0		3		1		9		0		3		6		8		0		4		4		2		0		1		1		9		0		3		6		18		3		2		13		5				2		3		26		4		6		16		0								18		2		1		15		3				1		2		6		3		2		1		7		1		1		5		2				1		1		184		24		5		155		16		0		2		14		3		0		0		3		3		0		1		2		23		3		4		16		7		0		0		7		24		1		7		16		4		1		0		3		26		0		5		21		39		0		1		38		18		5		1		12		0		0		16		16

		茨城県		0		0		0		0		4		0		3		1		6		0		2		4		1		0		1		0		9		0		1		8		1		0		0		1		2				1		1		19				2		17		3						3		1						1		2						2		0								1						1		2		2						0		0		0		0		5		0		1		4		0		0		0		0		2		0		0		2		2		0		1		1		3		0		1		2		9		0		1		8		3		0		0		3		6		0		2		4		1		0		1		0		2		0		0		2		0		0		7		7

		栃木県		0		0		0		0		1		0		1		0		68		4		1		63		4		1		3		0		3		1		1		1		1		0		1		0		2						2		5						5		3						3		0								2				1		1		1						1		0								4		2				2		8		1		0		7		4		0		0		4		2		1		0		1		3		0		1		2		4		0		1		3		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		0		1		5		0		0		5		3		1		0		2		6		3		0		3		1		0		1		2

		群馬県		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		3		0		0		3		4		1		1		2		5		0		3		2		2				2				6		1		3		2		1				1				2		1				1		2						2		1				1				1				1				2		1				1		27		9		2		16		15		6		3		6		6		2		2		2		9		1		3		5		10		1		3		6		0		0		0		0		3		0		1		2		2		1		0		1		11		1		1		9		22		6		5		11		4		1		0		3		1		0		1		2

		埼玉県		1		0		1		0		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0		4		1		3		0		2		0		1		1		6		1		1		4		9				5		4		0								3						3		0								0								1						1		1						1		3		0		0		3		5		2		1		2		1		0		0		1		3		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		12		4		3		5		1		0		1		0		0		0		0		0

		千葉県		1		0		0		1		7		0		0		7		0		0		0		0		5		0		0		5		5		0		1		4		64		0		8		56		2						2		107						107		5						5		10				1		9		1						1		6						6		56				1		55		0								1		0		0		1		4		0		0		4		1		0		0		1		2		0		0		2		5		0		0		5		4		0		0		4		10		0		0		10		4		0		0		4		18		0		1		17		3		0		3		0		3		0		0		3		0		0		5		5

		東京都		1		0		0		1		3		1		1		1		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		1		0		0								6						6		0								2		1				1		1						1		7						7		0								2						2		1		0		0		1		1		0		0		1		99		79		3		17		4		3		1		0		2		0		0		2		1		0		0		1		4		1		0		3		5		0		0		5		5		0		0		5		23		5		0		18		7		1		0		6		0		0		1		1

		神奈川県		8		0		1		7		13		0		0		13		15		0		1		14		0		0		0		0		10		1		0		9		11		0		0		11		38		2				36		29		3				26		7						7		77						77		17						17		0								13						13		12						12		70		1		0		69		74		0		0		74		33		0		0		33		20		0		2		18		25		4		0		21		143		0		0		143		186		2		0		184		29		0		1		28		95		0		0		95		70		1		0		69		104		2		0		102		0		1		87		88

		新潟県		6		0		6		0		14		0		8		6		28		0		26		2		13		0		10		3		19		1		15		3		15		0		15		0		17				16		1		13		1		9		3		7		1		4		2		8				6		2		9				8		1		128		33		73		22		10		2		7		1		20		2		8		10		82		40		33		9		33		0		33		0		58		0		54		4		17		0		17		0		128		0		113		15		67		0		62		5		483		17		236		230		108		1		82		25		78		1		71		6		131		1		63		67		43		7		33		3		3		25		8		36

		山梨県		0		0		0		0		5		1		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		4		6		9		1		2		6		25		6		4		15		0								2		1		1				6		1		1		4		0								3						3		2		2						10		1		2		7		4		2		1		1		5		1		3		1		2		1		0		1		4		0		1		3		2		0		1		1		18		0		3		15		0		0		0		0		1		1		0		0		20		11		3		6		2		0		1		1		2		0		0		2

		長野県		12		5		7		0		24		3		18		3		4		0		4		0		2		1		1		0		8		4		3		1		8		2		6		0		8		4		4				24		5		13		6		15		4		7		4		21		6		9		6		15		4		10		1		171		77		74		20		18		7		8		3		25		8		8		9		52		7		23		22		69		18		29		22		38		16		14		8		29		3		18		8		25		6		14		5		20		4		11		5		181		38		104		39		30		4		19		7		133		58		51		24		26		5		12		9		15		4		7		4		18		21		6		45

		富山県		3		0		1		2		15		1		2		12		3		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		6		1		4		1		4				2		2		2				1		1		3				1		2		1				1				18		1		9		8		2		1		1				8				5		3		25		5		7		13		7		2		2		3		7		0		6		1		4		0		4		0		11		0		8		3		6		1		5		0		23		7		7		9		27		1		10		16		18		0		6		12		8		0		5		3		72		33		21		18		3		4		4		11

		石川県		10		1		7		2		54		7		20		27		4		0		3		1		2		0		1		1		15		1		11		3		14		1		10		3		9		1		5		3		10		1		1		8		1				1				16				7		9		4				1		3		5		1		3		1		13				6		7		41		1		22		18		80		13		13		54		20		1		11		8		10		0		8		2		2		0		0		2		29		1		15		13		1		0		0		1		18		8		2		8		11		1		4		6		43		1		6		36		55		9		19		27		21		13		1		7		0		7		3		10

		岐阜県		2		0		0		2		8		0		0		8		2		1		0		1		6		3		0		3		8		0		1		7		59		53		1		5		8		2		1		5		5						5		15		4				11		3						3		1				1				3				1		2		7						7		6		3				3		42		26		1		15		92		52		5		35		33		17		1		15		3		0		0		3		13		5		1		7		6		1		2		3		23		2		0		21		4		1		0		3		21		10		2		9		7		3		2		2		35		21		0		14		2		0		15		17

		静岡県		0		0		0		0		9		2		1		6		7		0		2		5		13		1		5		7		8		1		3		4		13		1		3		9		27		4		6		17		50		15		12		23		24		7		8		9		43		6		13		24		29		3		12		14		8		1		2		5		9		1		5		3		18		4		5		9		137		11		7		119		15		1		3		11		23		4		1		18		21		0		7		14		32		1		4		27		62		2		10		50		92		11		8		73		27		0		4		23		23		1		1		21		65		6		8		51		17		2		0		15		5		3		39		47

		愛知県		2		0		1		1		6		1		1		4		1		0		0		1		0		0		0		0		2		0		0		2		36		33		0		3		4						4		18				3		15		2		1				1		4		1				3		5				1		4		0								3		3						2						2		10		0		1		9		19		1		0		18		48		13		1		34		1		0		0		1		0		0		0		0		3		0		0		3		8		0		0		8		0		0		0		0		4		0		0		4		6		0		1		5		15		2		0		13		0		0		10		10

		三重県		6		0		0		6		2		0		1		1		4		0		0		4		2		0		0		2		6		0		0		6		2		0		0		2		15				1		14		16		2				14		2				1		1		36		4		1		31		2		1				1		3		1				2		1						1		8				1		7		14		0		1		13		7		4		0		3		11		0		0		11		21		4		0		17		3		2		1		0		13		2		0		11		63		36		4		23		2		0		0		2		9		0		0		9		25		2		2		21		31		17		0		14		2		0		21		23

		福井県		4		1		0		3		3		0		0		3		4		1		0		3		1		0		0		1		1		0		0		1		3		0		1		2		9				1		8		7						7		5				2		3		6		1		1		4		5				2		3		4		1		1		2		1		1						2				1		1		19		11		1		7		17		10		0		7		2		0		1		1		1		0		0		1		9		0		1		8		7		0		0		7		144		95		4		45		10		4		2		4		31		2		4		25		3		1		0		2		7		1		0		6		0		1		6		7

		滋賀県		0		0		0		0		5		2		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22		7				15		0								4		3				1		5						5		2						2		2						2		0								4		2				2		8		2		0		6		4		0		0		4		2		0		0		2		2		0		2		0		1		0		0		1		2		0		0		2		5		3		0		2		3		0		0		3		6		0		2		4		1		0		0		1		2		0		0		2		0		0		0		0

		京都府		0		0		0		0		4		0		1		3		47		30		3		14		3		1		0		2		8		2		0		6		2		0		0		2		14		1				13		3						3		3						3		11				3		8		4						4		17		1		3		13		4				1		3		29		1				28		45		3		1		41		45		8		3		34		4		0		0		4		4		0		1		3		6		1		0		5		17		0		3		14		52		23		0		29		1		0		0		1		20		0		1		19		2		0		0		2		6		0		0		6		0		0		9		9

		大阪府		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		4		0		2		2		2				2				3				3				1				1				25		2		3		20		1						1		27		8		5		14		2		1		1				8		1				7		11		0		2		9		19		1		1		17		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		3		0		0		3		7		0		0		7		0		0		0		0		7		0		1		6		12		2		2		8		3		3		0		0		1		0		3		4

		兵庫県		12		0		6		6		6		0		4		2		1		0		0		1		4		0		1		3		9		0		3		6		17		1		4		12		48		9		11		28		2				1		1		5				1		4		32		2		8		22		4		1		1		2		87		49		11		27		7		3				4		25		1		3		21		39		2		5		32		46		11		2		33		3		0		2		1		1		0		1		0		2		0		1		1		5		1		0		4		120		51		7		62		5		0		0		5		21		3		1		17		1		0		0		1		0		0		0		0		13		0		41		54

		奈良県		0		0		0		0		4		0		1		3		4		0		0		4		1		0		1		0		3		0		2		1		2		1		0		1		9				1		8		1				1				5				5				12		4		3		5		9		4		4		1		11		2		3		6		2				2				3				2		1		5		0		1		4		7		1		1		5		1		1		0		0		2		0		1		1		2		0		2		0		1		0		0		1		7		2		3		2		0		0		0		0		5		0		2		3		11		0		2		9		0		0		0		0		0		4		3		7

		和歌山県		2		0		1		1		21		1		4		16		12		0		5		7		3		0		0		3		10		1		1		8		29		1		10		18		12		2		3		7		2						2		2				2				22		1		8		13		6				3		3		19		2		4		13		1				1				0								19		0		3		16		3		0		1		2		5		0		0		5		12		2		1		9		0		0		0		0		12		2		1		9		10		0		2		8		6		0		1		5		15		0		3		12		14		3		1		10		12		1		1		10		8		0		18		26

		鳥取県		0		0		0		0		7		0		1		6		2		0		1		1		10		1		0		9		1		0		0		1		0		0		0		0		19		3				16		0								0								0								2						2		4				1		3		0								20		1				19		15		5		1		9		1		0		0		1		17		2		3		12		2		0		0		2		1		0		1		0		0		0		0		0		2		1		0		1		4		4		0		0		26		15		1		10		24		19		0		5		4		2		2		0		1		0		0		1

		島根県		0		0		0		0		52		14		13		25		23		3		9		11		1		0		0		1		107		30		8		69		4		0		2		2		5				3		2		17				5		12		6				2		4		44		2		13		29		2				1		1		29		3		10		16		26		1		5		20		77		6		11		60		31		6		1		24		46		17		8		21		20		0		1		19		12		0		4		8		3		0		1		2		27		0		8		19		22		0		4		18		16		1		3		12		114		9		12		93		51		14		4		33		5		0		2		3		5		9		172		186

		岡山県		2		0		0		2		55		2		6		47		11		1		3		7		4		0		0		4		8		0		5		3		6		0		0		6		32				4		28		15				1		14		3		1				2		18		8		3		7		5		4		1				11		3		2		6		2		1				1		15		3				12		82		18		4		60		18		0		1		17		0		0		0		0		6		0		1		5		1		0		1		0		6		0		1		5		16		5		1		10		0		0		0		0		6		2		0		4		3		0		0		3		2		0		0		2		2		0		8		10

		広島県		1		0		0		1		63		3		3		57		4		0		0		4		0		0		0		0		21		15		0		6		7		0		0		7		13				2		11		14				2		12		3		1				2		76		8				68		7		5				2		8		2		1		5		4						4		37		7		1		29		18		2		0		16		336		142		0		194		1		0		0		1		36		0		0		36		2		0		1		1		4		0		0		4		25		4		0		21		30		13		1		16		34		9		0		25		2		0		0		2		2		0		0		2		0		0		23		23

		山口県		1		0		1		0		54		2		20		32		14		0		1		13		6		0		2		4		2		0		0		2		5		2		0		3		23				4		19		33		1		5		27		13				1		12		154		17		22		115		4		3				1		20				3		17		3						3		40				2		38		20		0		1		19		68		8		9		51		3		0		0		3		28		0		0		28		3		0		0		3		69		0		1		68		45		0		0		45		49		4		1		44		39		1		1		37		4		0		0		4		9		0		1		8		65		2		130		197

		徳島県		5		0		1		4		9		0		3		6		5		0		2		3		14		0		12		2		11		0		6		5		11		0		10		1		16		2		7		7		7				5		2		4				2		2		20				11		9		0								2				2				3		2				1		18		3		5		10		18		2		4		12		2		2		0		0		3		1		1		1		2		0		2		0		4		1		2		1		19		0		3		16		97		29		23		45		12		3		5		4		7		0		3		4		8		1		1		6		20		0		2		18		3		9		15		27

		香川県		0		0		0		0		3		0		0		3		0		0		0		0		3		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		19		2				17		1						1		0								0								1						1		3		1				2		1		1						10		1		5		4		3		0		0		3		3		1		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		1		2		204		111		2		91		2		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3

		愛媛県		2		0		0		2		7		1		0		6		1		1		0		0		12		0		2		10		13		3		0		10		8		1		0		7		10		1		2		7		7		1		2		4		2						2		20		3		3		14		0								3		1		1		1		2				1		1		10		2		1		7		23		4		2		17		18		9		0		9		2		0		0		2		14		1		2		11		0		0		0		0		27		0		0		27		232		63		14		155		24		5		0		19		37		2		1		34		19		1		0		18		3		0		0		3		0		0		17		17

		高知県		2		0		0		2		6		0		1		5		4		0		0		4		9		0		2		7		11		7		1		3		8		2		0		6		24		3		6		15		2						2		8		1		2		5		20		2		4		14		9				2		7		5		1		1		3		2						2		87		3		3		81		164		79		7		78		49		19		6		24		8		2		1		5		58		10		2		46		12		1		2		9		16		2		2		12		49		11		3		35		10		0		2		8		12		3		0		9		18		0		2		16		6		0		0		6		0		0		3		3

		福岡県		1		0		0		1		22		3		1		18		7		0		0		7		0		0		0		0		4		0		1		3		4		0		2		2		24		9		5		10		5		3				2		2						2		26		19		1		6		0								15		2				13		1						1		41		3		8		30		13		0		3		10		20		0		1		19		8		0		5		3		14		0		2		12		4		0		0		4		97		9		2		86		1		0		0		1		22		0		1		21		20		0		0		20		3		0		2		1		2		0		0		2		4		5		10		19

		佐賀県		2		0		1		1		52		1		4		47		13		0		4		9		2		0		0		2		1		0		1		0		122		14		11		97		163		10		21		132		18		1		4		13		2						2		38		3		3		32		1						1		7				1		6		3						3		32						32		5		0		1		4		18		0		0		18		0		0		0		0		3		0		1		2		1		0		0		1		5		0		1		4		2		0		1		1		3		0		0		3		38		2		2		34		12		0		1		11		7		0		0		7		2		1		7		10

		長崎県		11		0		2		9		81		3		4		74		41		0		2		39		28		0		3		25		13		0		0		13		0		0		0		0		117		7		22		88		2,852		2766		10		76		3,946		3934		2		10		2,056		1997		11		48		784		781		1		2		44		18		5		21		36		10		5		21		68		6		14		48		30		2		1		27		140		7		11		122		16		0		4		12		24		1		1		22		11		0		3		8		21		0		2		19		9		0		0		9		9		1		1		7		64		1		0		63		8		0		0		8		14		0		0		14		0		1		35		36

		熊本県		5		0		1		4		31		0		5		26		13		0		4		9		16		0		3		13		76		22		12		42		16		1		5		10		89		24		4		61		30				1		29		18				1		17		97		14		6		77		0								13		3		1		9		22		3		5		14		64		2		6		56		20		1		1		18		34		1		1		32		20		2		4		14		18		1		1		16		2		0		0		2		22		6		0		16		9		2		0		7		46		29		0		17		166		8		6		152		33		8		1		24		44		0		5		39		0		1		12		13

		大分県		8		0		1		7		20		2		2		16		8		0		1		7		14		0		3		11		13		1		2		10		22		0		2		20		86		26		9		51		48		3		7		38		51				1		50		134		31		8		95		1						1		30		21		1		8		24		11		1		12		107		10		8		89		56		3		0		53		25		4		3		18		8		0		4		4		36		13		1		22		16		0		2		14		48		9		2		37		165		2		2		161		46		9		5		32		30		2		1		27		34		3		1		30		11		0		0		11		0		0		23		23

		宮崎県		11		0		0		11		11		0		0		11		6		0		1		5		26		1		0		25		17		4		0		13		16		6		0		10		97				4		93		40				3		37		40		4		1		35		225		17		9		199		15				5		10		23		1		3		19		17		5		2		10		47		6		1		40		23		3		0		20		25		0		4		21		8		0		1		7		27		1		1		25		9		0		3		6		25		0		0		25		87		21		2		64		142		47		18		77		43		3		0		40		43		3		0		40		17		0		0		17		0		1		0		1

		鹿児島県		66		59		1		6		127		111		0		16		104		59		0		45		81		68		2		11		82		72		0		10		85		71		0		14		149		111		1		37		72		66				6		87		73				14		529		128		7		394		47		41		1		5		86		54		2		30		43		14		2		27		160		7				153		43		21		0		22		49		32		0		17		43		22		1		20		10		7		0		3		25		12		2		11		14		10		0		4		32		15		1		16		75		25		1		49		139		23		4		112		63		6		1		56		51		1		3		47		0		1		7		8

		沖縄県		5		0		2		3		3		0		2		1		9		0		2		7		0		0		0		0		7		0		7		0		1		0		1		0		2				1		1		1				1				4				2		2		0								4				1		3		2				2				1						1		3						3		9		0		3		6		6		0		3		3		2		0		1		1		14		0		7		7		2		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		2		1		8		0		5		3		18		1		8		9		1		0		0		1		0		4		7		11





H6

				3.1　土砂災害の分布 ドシャサイガイブンプ

				(5)昭和59年の全土砂災害 ショウワネンゼンドシャサイガイ

				発生原因		合計

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		total

				北海道		0		0		1		1

				青森県		0		0		4		4

				岩手県		0		0		2		2

				宮城県		0		0		6		6

				秋田県		0		2		3		5

				山形県		0		5		1		6

				福島県		0		3		1		4				土石流発生件数　（ ドセキリュウハッセイケンスウ		67		件） ケン

				茨城県		0		0		0		0				地すべり発生件数（ ジハッセイケンスウ		51		件） ケン

				栃木県		0		0		0		0				がけ崩れ発生件数（ ガケクズハッセイケンスウ		103		件） ケン

				群馬県		1		0		0		1

				埼玉県		0		1		0		1

				千葉県		0		0		1		1

				東京都		0		0		1		1

				神奈川県		0		1		7		8

				新潟県		0		6		0		6

				山梨県		0		0		0		0

				長野県		5		7		0		12

				富山県		0		1		2		3

				石川県		1		7		2		10

				岐阜県		0		0		2		2

				静岡県		0		0		0		0

				愛知県		0		1		1		2

				三重県		0		0		6		6

				福井県		1		0		3		4

				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		0		0		0		0

				大阪府		0		0		0		0

				兵庫県		0		6		6		12

				奈良県		0		0		0		0

				和歌山県		0		1		1		2

				鳥取県		0		0		0		0

				島根県		0		0		0		0

				岡山県		0		0		2		2

				広島県		0		0		1		1

				山口県		0		1		0		1

				徳島県		0		1		4		5

				香川県		0		0		0		0

				愛媛県		0		0		2		2

				高知県		0		0		2		2

				福岡県		0		0		1		1

				佐賀県		0		1		1		2

				長崎県		0		2		9		11

				熊本県		0		1		4		5

				大分県		0		1		7		8

				宮崎県		0		0		11		11

				鹿児島県		59		1		6		66

				沖縄県		0		2		3		5

						67		51		103		221





H7

				3.1　土砂災害の分布 ドシャサイガイブンプ

				(5)昭和60年の全土砂災害 ショウワネンゼンドシャサイガイ

				発生原因		合計

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		total

				北海道		0		2		2		4

				青森県		1		0		1		2

				岩手県		0		0		4		4

				宮城県		0		1		0		1

				秋田県		2		0		5		7

				山形県		0		2		0		2

				福島県		0		3		6		9				土石流発生件数　（ ドセキリュウハッセイケンスウ		165		件） ケン

				茨城県		0		3		1		4				地すべり発生件数（ ジハッセイケンスウ		145		件） ケン

				栃木県		0		1		0		1				がけ崩れ発生件数（ ガケクズハッセイケンスウ		538		件） ケン

				群馬県		0		1		0		1

				埼玉県		0		1		1		2

				千葉県		0		0		7		7

				東京都		1		1		1		3

				神奈川県		0		0		13		13

				新潟県		0		8		6		14

				山梨県		1		2		2		5

				長野県		3		19		3		25

				富山県		1		2		12		15

				石川県		7		20		27		54

				岐阜県		0		0		8		8

				静岡県		2		1		6		9

				愛知県		1		1		4		6

				三重県		0		1		1		2

				福井県		0		0		3		3

				滋賀県		2		1		2		5

				京都府		0		1		3		4

				大阪府		0		0		0		0

				兵庫県		0		4		2		6

				奈良県		0		1		3		4

				和歌山県		1		4		16		21

				鳥取県		0		1		6		7

				島根県		14		13		25		52

				岡山県		2		6		47		55

				広島県		3		3		58		64

				山口県		2		20		32		54

				徳島県		0		3		6		9

				香川県		0		0		3		3

				愛媛県		1		0		6		7

				高知県		0		1		5		6

				福岡県		3		1		18		22

				佐賀県		1		4		48		53

				長崎県		3		4		75		82

				熊本県		0		5		26		31

				大分県		2		2		16		20

				宮崎県		0		0		11		11

				鹿児島県		112		0		16		128

				沖縄県		0		2		1		3

						165		145		538		848

				全土砂災害統計 ゼンドシャサイガイトウケイ		165		145		538		848

				(土砂災害の実態による） ドシャサイガイジッタイ





H8

				3.1　土砂災害の分布 ドシャサイガイブンプ

				(5)昭和61年の全土砂災害 ショウワネンゼンドシャサイガイ

				発生原因		合計

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		total

				北海道		0		7		4		11

				青森県		0		0		0		0

				岩手県		0		2		13		15

				宮城県		2		4		24		30

				秋田県		1		4		2		7

				山形県		0		0		0		0

				福島県		0		4		4		8				土石流発生件数　（ ドセキリュウハッセイケンスウ		104		件） ケン

				茨城県		0		2		4		6				地すべり発生件数（ ジハッセイケンスウ		102		件） ケン

				栃木県		4		1		66		71				がけ崩れ発生件数（ ガケクズハッセイケンスウ		356		件） ケン

				群馬県		0		0		0		0

				埼玉県		0		0		1		1

				千葉県		0		0		0		0

				東京都		0		1		1		2

				神奈川県		0		1		15		16

				新潟県		0		26		2		28

				山梨県		0		1		0		1

				長野県		0		4		0		4

				富山県		1		1		1		3

				石川県		0		3		1		4

				岐阜県		1		0		1		2

				静岡県		0		2		5		7

				愛知県		0		0		1		1

				三重県		0		0		4		4

				福井県		1		0		3		4

				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		30		3		15		48

				大阪府		0		1		0		1

				兵庫県		0		0		1		1

				奈良県		0		0		4		4

				和歌山県		0		5		7		12

				鳥取県		0		1		1		2

				島根県		3		9		12		24

				岡山県		1		3		7		11

				広島県		0		0		4		4

				山口県		0		1		14		15

				徳島県		0		2		3		5

				香川県		0		0		0		0

				愛媛県		1		0		0		1

				高知県		0		0		4		4

				福岡県		0		0		7		7

				佐賀県		0		4		9		13

				長崎県		0		2		41		43

				熊本県		0		4		9		13

				大分県		0		1		7		8

				宮崎県		0		1		5		6

				鹿児島県		59		0		47		106

				沖縄県		0		2		7		9

						104		102		356		562

				全土砂災害統計 ゼンドシャサイガイトウケイ		104		102		356		562

				(土砂災害の実態による） ドシャサイガイジッタイ





H9

				3.1　土砂災害の分布 ドシャサイガイブンプ

				(5)昭和62年の全土砂災害 ショウワネンゼンドシャサイガイ

				発生原因		合計

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		total

				北海道		0		0		1		1

				青森県		0		1		2		3

				岩手県		0		1		9		10

				宮城県		0		0		0		0

				秋田県		0		6		9		15

				山形県		87		8		3		98

				福島県		0		1		1		2				土石流発生件数　（ ドセキリュウハッセイケンスウ		165		件） ケン

				茨城県		0		1		0		1				地すべり発生件数（ ジハッセイケンスウ		70		件） ケン

				栃木県		1		3		0		4				がけ崩れ発生件数（ ガケクズハッセイケンスウ		186		件） ケン

				群馬県		0		0		3		3

				埼玉県		0		0		0		0

				千葉県		0		0		5		5

				東京都		0		0		0		0

				神奈川県		0		0		0		0

				新潟県		0		10		3		13

				山梨県		0		0		0		0

				長野県		1		1		0		2

				富山県		0		0		0		0

				石川県		0		1		1		2

				岐阜県		3		0		3		6

				静岡県		1		5		7		13

				愛知県		0		0		0		0

				三重県		0		0		2		2

				福井県		0		0		1		1

				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		1		0		2		3

				大阪府		0		1		0		1

				兵庫県		0		1		3		4

				奈良県		0		1		0		1

				和歌山県		0		0		3		3

				鳥取県		1		0		9		10

				島根県		0		0		1		1

				岡山県		0		0		4		4

				広島県		0		0		0		0

				山口県		0		2		4		6

				徳島県		0		12		2		14

				香川県		1		0		2		3

				愛媛県		0		2		10		12

				高知県		0		2		7		9

				福岡県		0		0		0		0

				佐賀県		0		0		2		2

				長崎県		0		3		26		29

				熊本県		0		3		13		16

				大分県		0		3		11		14

				宮崎県		1		0		26		27

				鹿児島県		68		2		11		81

				沖縄県		0		0		0		0

						165		70		186		421

				全土砂災害統計 ゼンドシャサイガイトウケイ		165		70		186		421

				(土砂災害の実態による） ドシャサイガイジッタイ





H10

				3.1　土砂災害の分布 ドシャサイガイブンプ

				(5)昭和63年の全土砂災害 ショウワネンゼンドシャサイガイ

				発生原因		合計

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		total

				北海道		9		0		2		11

				青森県		1		1		0		2

				岩手県		1		4		7		12

				宮城県		0		1		12		13

				秋田県		0		1		0		1

				山形県		2		3		0		5

				福島県		0		3		6		9				土石流発生件数　（ ドセキリュウハッセイケンスウ		181		件） ケン

				茨城県		0		1		8		9				地すべり発生件数（ ジハッセイケンスウ		102		件） ケン

				栃木県		1		1		1		3				がけ崩れ発生件数（ ガケクズハッセイケンスウ		291		件） ケン

				群馬県		1		1		2		4

				埼玉県		1		3		0		4

				千葉県		0		1		4		5

				東京都		0		0		1		1

				神奈川県		1		0		9		10

				新潟県		1		15		3		19

				山梨県		0		0		0		0

				長野県		4		3		1		8

				富山県		0		0		0		0

				石川県		1		11		3		15

				岐阜県		0		1		7		8

				静岡県		1		3		4		8

				愛知県		0		0		2		2

				三重県		0		0		6		6

				福井県		0		0		1		1

				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		2		0		6		8

				大阪府		0		0		1		1

				兵庫県		0		3		6		9

				奈良県		0		2		1		3

				和歌山県		1		1		8		10

				鳥取県		0		0		1		1

				島根県		30		8		69		107

				岡山県		0		5		3		8

				広島県		15		0		6		21

				山口県		0		0		2		2

				徳島県		0		6		5		11

				香川県		0		0		0		0

				愛媛県		3		0		10		13

				高知県		7		1		3		11

				福岡県		0		1		3		4

				佐賀県		0		1		0		1

				長崎県		0		0		13		13

				熊本県		22		12		42		76

				大分県		1		2		10		13

				宮崎県		4		0		13		17

				鹿児島県		72		0		10		82

				沖縄県		0		7		0		7

						181		102		291		574

				全土砂災害統計 ゼンドシャサイガイトウケイ		181		102		291		574

				(土砂災害の実態による） ドシャサイガイジッタイ





H11

				3.1　土砂災害の分布 ドシャサイガイブンプ

				(5)平成1年の全土砂災害 ヘイセイネンゼンドシャサイガイ

				発生原因		合計

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		total

				北海道		0		0		1		1

				青森県		0		0		0		0

				岩手県		0		0		2		2

				宮城県		1		2		7		10

				秋田県		0		1		1		2

				山形県		6		2		0		8

				福島県		3		2		13		18				土石流発生件数　（ ドセキリュウハッセイケンスウ		200		件） ケン

				茨城県		0		0		1		1				地すべり発生件数（ ジハッセイケンスウ		111		件） ケン

				栃木県		0		1		0		1				がけ崩れ発生件数（ ガケクズハッセイケンスウ		345		件） ケン

				群馬県		0		3		2		5

				埼玉県		0		1		1		2

				千葉県		0		8		56		64

				東京都		0		1		0		1

				神奈川県		0		0		11		11

				新潟県		0		15		0		15

				山梨県		0		4		6		10

				長野県		2		6		0		8

				富山県		0		1		0		1

				石川県		1		10		3		14

				岐阜県		53		1		5		59

				静岡県		1		3		9		13

				愛知県		33		0		3		36

				三重県		0		0		2		2

				福井県		0		1		2		3

				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		0		0		2		2

				大阪府		0		2		2		4

				兵庫県		1		4		12		17

				奈良県		1		0		1		2

				和歌山県		1		10		18		29

				鳥取県		0		0		0		0

				島根県		0		2		2		4

				岡山県		0		0		6		6

				広島県		0		0		7		7

				山口県		2		0		3		5

				徳島県		0		10		1		11

				香川県		0		0		0		0

				愛媛県		1		0		7		8

				高知県		2		0		6		8

				福岡県		0		2		2		4

				佐賀県		14		11		97		122

				長崎県		0		0		0		0

				熊本県		1		5		10		16

				大分県		0		2		20		22

				宮崎県		6		0		10		16

				鹿児島県		71		0		14		85

				沖縄県		0		1		0		1

						200		111		345		656

				全土砂災害統計 ゼンドシャサイガイトウケイ		200		111		345		656

				(土砂災害の実態による） ドシャサイガイジッタイ





H12

														平　成　２　年　発　生　都　道　府　県　別　土　砂　災　害　発　状　況

				都道府県名				土石流						地すべり						がけ崩れ						雪崩						計						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ		合計 ゴウケイ

						発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊

				北海道		2						4						27		2		5								33		2		5				2		4		27		33

				青　森														10				3								10		0		3				0		0		10		10

				岩　手								1						13				2								14		0		2				0		1		13		14

				宮　城								2						8				2								10		0		2				0		2		8		10

				秋　田		1				1		9				1		21				3								31		0		5				1		9		21		31

				山　形		2						6																		8		0		0				2		6		0		8

				福　島								2						3												5		0		0				0		2		3		5

				茨　城								1						1												2		0		0				0		1		1		2

				栃　木														2												2		0		0				0		0		2		2

				群　馬								2																		2		0		0				0		2		0		2

				埼　玉		1						1						4												6		0		0				1		1		4		6

				千　葉														2				1								2		0		1				0		0		2		2

				東　京																										0		0		0				0		0		0		0

				神奈川		2												36				2								38		0		2				2		0		36		38

				新　潟								16						1				0								17		0		0				0		16		1		17

				山　梨		1						2				1		6				2								9		0		3				1		2		6		9

				長　野		4						4																		8		0		0				4		4		0		8

				富　山		1						4						1		1		1								6		1		1				1		4		1		6

				石　川		1						5						3												9		0		0				1		5		3		9

				岐　阜		2						1						5				1								8		0		1				2		1		5		8

				静　岡		4						6						17		1		2								27		1		2				4		6		17		27

				愛　知														4				1								4		0		1				0		0		4		4

				三　重								1						14				1								15		0		1				0		1		14		15

				福　井								1						8												9		0		0				0		1		8		9

				滋　賀		7												15				1								22		0		1				7		0		15		22

				京　都		1												13				2								14		0		2				1		0		13		14

				大　阪								2																		2		0		0				0		2		0		2

				兵　庫		9				1		11						28				3								48		0		4				9		11		28		48

				奈　良								1				1		8				5								9		0		6				0		1		8		9

				和歌山		2						3						7				1								12		0		1				2		3		7		12

				鳥　取		3				1								16				2								19		0		3				3		0		16		19

				島　根								3						2												5		0		0				0		3		2		5

				岡　山								4						28		8		6								32		8		6				0		4		28		32

				広　島								2						11				1								13		0		1				0		2		11		13

				山　口								4						19				1								23		0		1				0		4		19		23

				徳　島		2						7				1		7				2								16		0		3				2		7		7		16

				香　川		2												17				1								19		0		1				2		0		17		19

				愛　媛		1		4		2		2						7				1								10		4		3				1		2		7		10

				高　知		3						6						15				1								24		0		1				3		6		15		24

				福　岡		9				1		5		4		3		10				1								24		4		5				9		5		10		24

				佐　賀		10		1		9		21				3		132				6								163		1		18				10		21		132		163

				長　崎		7				1		22				1		88				12								117		0		14				7		22		88		117

				熊　本		24		9		119		4						61		4		24								89		13		143				24		4		61		89

				大　分		26		3		8		9						51		1		9								86		4		17				26		9		51		86

				宮　崎								4						93		1		19								97		1		19				0		4		93		97

				鹿児島		111		11		23		1						37		1		16								149		12		39				111		1		37		149

				沖　縄								1						1				1								2		0		1				0		1		1		2

				合　計		238		28		166		180		4		11		852		19		141		0		0		0		1270		51		318				238		180		852		1270





H13

														平　成　３　年　発　生　都　道　府　県　別　土　砂　災　害　発　状　況

				都道府県名				土石流等						地すべり						がけ崩れ						雪崩						計						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ		合計 ゴウケイ

						発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊

				北海道								1																		1		0		0				0		1		0		1

				青　森														1												1		0		0				0		0		1		1

				岩　手														3				1								3		0		1				0		0		3		3

				宮　城								4						17				1								21		0		1				0		4		17		21

				秋　田								4						9												13		0		0				0		4		9		13

				山　形								2						5				1								7		0		1				0		2		5		7

				福　島		4				1		6				3		16				6								26		0		10				4		6		16		26

				茨　城								2				1		17				1								19		0		2				0		2		17		19

				栃　木														5				6								5		0		6				0		0		5		5

				群　馬		1						3						2				1								6		0		1				1		3		2		6

				埼　玉								5				3		4				3								9		0		6				0		5		4		9

				千　葉														107				26								107		0		26				0		0		107		107

				東　京														6		5		4								6		5		4				0		0		6		6

				神奈川		3				2								26		2		5								29		2		7				3		0		26		29

				新　潟		1						9						3						5						18		0		0				1		9		3		13

				山　梨		6				16		4						15		2		3								25		2		19				6		4		15		25

				長　野		5		1		3		13						6				1								24		1		4				5		13		6		24

				富　山								2						2												4		0		0				0		2		2		4

				石　川		1						1				2		8		1		2								10		1		4				1		1		8		10

				岐　阜														5				1		1						6		0		1				0		0		5		5

				静　岡		15		4		20		12				2		23				6								50		4		28				15		12		23		50

				愛　知								3						15		1		1								18		1		1				0		3		15		18

				三　重		2		2		12								14				1								16		2		13				2		0		14		16

				福　井														7												7		0		0				0		0		7		7

				滋　賀																										0		0		0				0		0		0		0

				京　都														3												3		0		0				0		0		3		3

				大　阪								3																		3		0		0				0		3		0		3

				兵　庫								1						1												2		0		0				0		1		1		2

				奈　良								1																		1		0		0				0		1		0		1

				和歌山														2												2		0		0				0		0		2		2

				鳥　取																										0		0		0				0		0		0		0

				島　根								5		　				12		1		1								17		0		1				0		5		12		17

				岡　山								1						14				2								15		0		2				0		1		14		15

				広　島								2						12				1								14		0		1				0		2		12		14

				山　口		1						5						27				3								33		0		3				1		5		27		33

				徳　島								5						2												7		0		0				0		5		2		7

				香　川														1				1								1		0		1				0		0		1		1

				愛　媛		1		3		1		2						4												7		3		1				1		2		4		7

				高　知														2												2		0		0				0		0		2		2

				福　岡		3				6								2				1								5		0		7				3		0		2		5

				佐　賀		1		1		3		4						13				1								18		1		4				1		4		13		18

				長　崎		2766		43		203		10				1		76				5								2852		43		209				11		10		76		97

				熊　本								1						29				1								30		0		1				0		1		29		30

				大　分		3						7		1		2		38				3								48		1		5				3		7		38		48

				宮　崎								3				7		37												40		0		7				0		3		37		40

				鹿児島		66				1								6												72		0		1				66		0		6		72

				沖　縄								1				2														1		0		2				0		1		0		1

				合　計		2879		54		268		122		1		23		597		12		89		6		0		0		3604		67		380				124		122		597		843





H14

														平　成　４　年　発　生　都　道　府　県　別　土　砂　災　害　発　状　況

				都道府県名				土石流等						地すべり						がけ崩れ						雪崩						計						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ		合計 ゴウケイ

						発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊

				北海道		1				1								7												8		0		1				1		0		7		8

				青　森														2												2		0		0				0		0		2		2

				岩　手								1						1												2		0		0				0		1		1		2

				宮　城								1						3				2								4		0		2				0		1		3		4

				秋　田								2																		2		0		0				0		2		0		2

				山　形								3																		3		0		0				0		3		0		3

				福　島																										0		0		0				0		0		0		0

				茨　城														3				2								3		0		2				0		0		3		3

				栃　木														3				1								3		0		1				0		0		3		3

				群　馬								1																		1		0		0				0		1		0		1

				埼　玉																										0		0		0				0		0		0		0

				千　葉														5				2								5		0		2				0		0		5		5

				東　京																										0		0		0				0		0		0		0

				神奈川														7		2		3								7		2		3				0		0		7		7

				新　潟		1						4						2												7		0		0				1		4		2		7

				山　梨																										0		0		0				0		0		0		0

				長　野		4						7				1		4												15		0		1				4		7		4		15

				富　山								1						1												2		0		0				0		1		1		2

				石　川								1																		1		0		0				0		1		0		1

				岐　阜		4												11												15		0		0				4		0		11		15

				静　岡		7						8						9				2								24		0		2				7		8		9		24

				愛　知		1												1												2		0		0				1		0		1		2

				三　重								1						1				1								2		0		1				0		1		1		2

				福　井								2						3												5		0		0				0		2		3		5

				滋　賀		3												1												4		0		0				3		0		1		4

				京　都														3		1		1								3		1		1				0		0		3		3

				大　阪								1																		1		0		0				0		1		0		1

				兵　庫								1						4				1								5		0		1				0		1		4		5

				奈　良								5																		5		0		0				0		5		0		5

				和歌山								2																		2		0		0				0		2		0		2

				鳥　取																										0		0		0				0		0		0		0

				島　根								2						4												6		0		0				0		2		4		6

				岡　山		1												2												3		0		0				1		0		2		3

				広　島		1												2												3		0		0				1		0		2		3

				山　口								1						12												13		0		0				0		1		12		13

				徳　島								2						2												4		0		0				0		2		2		4

				香　川																										0		0		0				0		0		0		0

				愛　媛														2												2		0		0				0		0		2		2

				高　知		1						2						5				3								8		0		3				1		2		5		8

				福　岡														2												2		0		0				0		0		2		2

				佐　賀														2												2		0		0				0		0		2		2

				長　崎		3934				56		2						10				1								3946		0		57				15		2		10		27

				熊　本								1						17												18		0		0				0		1		17		18

				大　分								1						50				1								51		0		1				0		1		50		51

				宮　崎		4				2		1						35												40		0		2				4		1		35		40

				鹿児島		73				1								14												87		0		1				73		0		14		87

				沖　縄								2				3		2												4		0		3				0		2		2		4

				合　計		4035		0		60		55		0		4		232		3		20		0		0		0		4322		3		84				116		55		232		403





H15

														平　成　5　年　発　生　都　道　府　県　別　土　砂　災　害　発　状　況

				都道府県名				土石流等						地すべり						がけ崩れ						雪崩						計						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ		合計 ゴウケイ

						発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊

				北海道		1						1						23		32		22								25		32		22				1		1		23		25

				青　森														7				3								7		0		3				0		0		7		7

				岩　手		1												4		1										5		1		0				1		0		4		5

				宮　城		1												6												7		0		0				1		0		6		7

				秋　田								1																		1		0		0				0		1		0		1

				山　形		4						2						2												8		0		0				4		2		2		8

				福　島		2				1		1						15				3								18		0		4				2		1		15		18

				茨　城														1												1		0		0				0		0		1		1

				栃　木																										0		0		0				0		0		0		0

				群　馬		1												1												2		0		0				1		0		1		2

				埼　玉														3				1								3		0		1				0		0		3		3

				千　葉								1						9				1								10		0		1				0		1		9		10

				東　京		1												1												2		0		0				1		0		1		2

				神奈川														77				3								77		0		3				0		0		77		77

				新　潟								6						2												8		0		0				0		6		2		8

				山　梨		1						1																		2		0		0				1		1		0		2

				長　野		6						9						6												21		0		0				6		9		6		21

				富　山								1						2												3		0		0				0		1		2		3

				石　川								7						9				1								16		0		1				0		7		9		16

				岐　阜														3												3		0		0				0		0		3		3

				静　岡		6						13				1		24												43		0		1				6		13		24		43

				愛　知		1												3												4		0		0				1		0		3		4

				三　重		4						1						31				1								36		0		1				4		1		31		36

				福　井		1						1						4												6		0		0				1		1		4		6

				滋　賀														5				3								5		0		3				0		0		5		5

				京　都								3						8				1								11		0		1				0		3		8		11

				大　阪		2						3						20												25		0		0				2		3		20		25

				兵　庫		2						8						22												32		0		0				2		8		22		32

				奈　良		4						3						5				1								12		0		1				4		3		5		12

				和歌山		1						8						13												22		0		0				1		8		13		22

				鳥　取																										0		0		0				0		0		0		0

				島　根		2		2				13				1		29				2								44		2		3				2		13		29		44

				岡　山		8						3				1		7				1								18		0		2				8		3		7		18

				広　島		8				2								68		3		4								76		3		6				8		0		68		76

				山　口		17		1		1		22				1		115		7		16								154		8		18				17		22		115		154

				徳　島								11				2		9		2		1								20		2		3				0		11		9		20

				香　川																										0		0		0				0		0		0		0

				愛　媛		3				1		3				1		14				3								20		0		5				3		3		14		20

				高　知		2						4				2		14												20		0		2				2		4		14		20

				福　岡		19						1						6		1		1								26		1		1				19		1		6		26

				佐　賀		3						3				1		32												38		0		1				3		3		32		38

				長　崎		1997		1		497		11						48				2								2056		1		499				38		11		48		97

				熊　本		14		1		6		6						77		3		18								97		4		24				14		6		77		97

				大　分		31		5		29		8				1		95		1		16								134		6		46				31		8		95		134

				宮　崎		17		1		10		9				3		199		4		40								225		5		53				17		9		199		225

				鹿児島		128		20		86		7		2		2		394		87		330								529		109		418				128		7		394		529

				沖　縄																										0		0		0				0		0		0		0

				合　計		2288		31		633		171		2		16		1413		141		474		0		0		0		3872		174		1123				329		171		1413		1913





H16

														平　成　6　年　発　生　都　道　府　県　別　土　砂　災　害　発　状　況

				都道府県名				土石流等						地すべり						がけ崩れ						雪崩						計						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ		合計 ゴウケイ

						発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊

				北海道		3				2		3				2		9				3								15		0		7				3		3		9		15

				青　森								1						8				1								9		0		1				0		1		8		9

				岩　手														1												1		0		0				0		0		1		1

				宮　城		1						3						16				3								20		0		3				1		3		16		20

				秋　田		1						1						1												3		0		0				1		1		1		3

				山　形								1						1												2		0		0				0		1		1		2

				福　島								1						2						1						4		0		0				0		1		2		3

				茨　城														2				1								2		0		1				0		0		2		2

				栃　木								1						1												2		0		0				0		1		1		2

				群　馬														2												2		0		0				0		0		2		2

				埼　玉																										0		0		0				0		0		0		0

				千　葉														1												1		0		0				0		0		1		1

				東　京														1				1								1		0		1				0		0		1		1

				神奈川														17												17		0		0				0		0		17		17

				新　潟								8				1		1												9		0		1				0		8		1		9

				山　梨		1						1						4				1								6		0		1				1		1		4		6

				長　野		4						10						1												15		0		0				4		10		1		15

				富　山								1				1								1						2		0		1				0		1		0		1

				石　川								1						3												4		0		0				0		1		3		4

				岐　阜								1																		1		0		0				0		1		0		1

				静　岡		3						12						14				2								29		0		2				3		12		14		29

				愛　知								1						4												5		0		0				0		1		4		5

				三　重		1												1				1								2		0		1				1		0		1		2

				福　井								2						3												5		0		0				0		2		3		5

				滋　賀														2												2		0		0				0		0		2		2

				京　都														4												4		0		0				0		0		4		4

				大　阪														1												1		0		0				0		0		1		1

				兵　庫		1						1						2												4		0		0				1		1		2		4

				奈　良		4				2		4						1												9		0		2				4		4		1		9

				和歌山								3						3				1								6		0		1				0		3		3		6

				鳥　取														2												2		0		0				0		0		2		2

				島　根								1						1												2		0		0				0		1		1		2

				岡　山		4						1																		5		0		0				4		1		0		5

				広　島		5												2												7		0		0				5		0		2		7

				山　口		3												1												4		0		0				3		0		1		4

				徳　島																										0		0		0				0		0		0		0

				香　川														1												1		0		0				0		0		1		1

				愛　媛																										0		0		0				0		0		0		0

				高　知								2						7				1								9		0		1				0		2		7		9

				福　岡																										0		0		0				0		0		0		0

				佐　賀														1												1		0		0				0		0		1		1

				長　崎		781						1						2				1								784		0		1				1		1		2		4

				熊　本																										0		0		0				0		0		0		0

				大　分														1												1		0		0				0		0		1		1

				宮　崎								5						10				2								15		0		2				0		5		10		15

				鹿児島		41						1						5												47		0		0				41		1		5		47

				沖　縄								1						3												4		0		0				0		1		3		4

				合　計		853		0		4		68		0		4		142		0		18		2		0		0		1065		0		26				73		68		142		283





H17

														平　成　7　年　発　生　都　道　府　県　別　土　砂　災　害　発　状　況

				都道府県名				土石流等						地すべり						がけ崩れ						雪崩						計						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ		合計 ゴウケイ

						発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊

				北海道														19		1		7								19		1		7				0		0		19		19

				青　森								2						2												4		0		0				0		2		2		4

				岩　手																										0		0		0				0		0		0		0

				宮　城																										0		0		0				0		0		0		0

				秋　田		2						3						9												14		0		0				2		3		9		14

				山　形		17				7		4						3												24		0		7				17		4		3		24

				福　島		3						2						1												6		0		0				3		2		1		6

				茨　城																										0		0		0				0		0		0		0

				栃　木														1												1		0		0				0		0		1		1

				群　馬								1																		1		0		0				0		1		0		1

				埼　玉																										0		0		0				0		0		0		0

				千　葉														6												6		0		0				0		0		6		6

				東　京														7												7		0		0				0		0		7		7

				神奈川																										0		0		0				0		0		0		0

				新　潟		33				3		73				3		22		1		6								128		1		12				33		73		22		128

				山　梨																										0		0		0				0		0		0		0

				長　野		77				20		74				13		20				2								171		0		35				77		74		20		171

				富　山		1						9						8												18		0		0				1		9		8		18

				石　川		1						3						1												5		0		0				1		3		1		5

				岐　阜								1						2												3		0		0				0		1		2		3

				静　岡		1						2						5												8		0		0				1		2		5		8

				愛　知																										0		0		0				0		0		0		0

				三　重		1												2				1								3		0		1				1		0		2		3

				福　井		1						1						2												4		0		0				1		1		2		4

				滋　賀														2												2		0		0				0		0		2		2

				京　都		1						3						13												17		0		0				1		3		13		17

				大　阪		8						5				1		14												27		0		1				8		5		14		27

				兵　庫		49						11		34		26		27		6		19								87		40		45				49		11		27		87

				奈　良		2				1		3						6												11		0		1				2		3		6		11

				和歌山		2		3		7		4				1		13				2								19		3		10				2		4		13		19

				鳥　取								1				1		3												4		0		1				0		1		3		4

				島　根		3						10				6		16				1								29		0		7				3		10		16		29

				岡　山		3						2						6				1								11		0		1				3		2		6		11

				広　島		2						1						5				1								8		0		1				2		1		5		8

				山　口								3						17				3								20		0		3				0		3		17		20

				徳　島								2				1														2		0		1				0		2		0		2

				香　川		1												2												3		0		0				1		0		2		3

				愛　媛		1						1						1												3		0		0				1		1		1		3

				高　知		1						1						3												5		0		0				1		1		3		5

				福　岡		2												13												15		0		0				2		0		13		15

				佐　賀								1						6												7		0		0				0		1		6		7

				長　崎		18						5						21												44		0		0				14		5		21		40

				熊　本		3						1						9												13		0		0				3		1		9		13

				大　分		21				2		1						8				1								30		0		3				21		1		8		30

				宮　崎		1						3						19				1								23		0		1				1		3		19		23

				鹿児島		54						2		1		4		30				5								86		1		9				54		2		30		86

				沖　縄								2																		2		0		0				0		2		0		2

				合　計		309		3		40		237		35		56		344		8		50		0		0		0		890		46		146				305		237		344		886





H18

														平　成　8　年　発　生　都　道　府　県　別　土　砂　災　害　発　状　況

				都道府県名				土石流等						地すべり						がけ崩れ						雪崩						計						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ		合計 ゴウケイ

						発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊		発生件数		死者・不明者		家屋・全半壊

				北海道		19						1						17				1		1		1				38		1		1				19		1		17		37

				青　森														1												1		0		0				0		0		1		1

				岩　手														2												2		0		0				0		0		2		2

				宮　城								1						2												3		0		0				0		1		2		3

				秋　田		1						2						6						2						11		0		0				1		2		6		9

				山　形		2						4				1		1						1		2				8		2		1				2		4		1		7

				福　島		1						1						5		1				3						10		1		0				1		1		5		7

				茨　城														1		1		1								1		1		1				0		0		1		1

				栃　木																										0		0		0				0		0		0		0

				群　馬								1												2						3		0		0				0		1		0		1

				埼　玉														1												1		0		0				0		0		1		1

				千　葉								1						54		2		7								55		2		7				0		1		54		55

				東　京																										0		0		0				0		0		0		0

				神奈川														13				2								13		0		2				0		0		13		13

				新　潟		2						6						1						4						13		0		0				2		6		1		9

				山　梨														3						3		3				6		3		0				0		0		3		3

				長　野		7						7						3				2		7		3				24		3		2				7		7		3		17

				富　山		1						1												1						3		0		0				1		1		0		2

				石　川								6						7				3		2				2		15		0		5				0		6		7		13

				岐　阜														7						2						9		0		0				0		0		7		7

				静　岡		1						5						3												9		0		0				1		5		3		9

				愛　知		3																								3		0		0				3		0		0		3

				三　重														1												1		0		0				0		0		1		1

				福　井		1																								1		0		0				1		0		0		1

				滋　賀																										0		0		0				0		0		0		0

				京　都								1						3												4		0		0				0		1		3		4

				大　阪		1						1				1														2		0		1				1		1		0		2

				兵　庫		3				1								4				2								7		0		3				3		0		4		7

				奈　良								2																		2		0		0				0		2		0		2

				和歌山								1																		1		0		0				0		1		0		1

				鳥　取																										0		0		0				0		0		0		0

				島　根		1						5						19												25		0		0				1		5		19		25

				岡　山		1												1												2		0		0				1		0		1		2

				広　島														4				3								4		0		3				0		0		4		4

				山　口														3												3		0		0				0		0		3		3

				徳　島		2				13								1												3		0		13				2		0		1		3

				香　川		1																								1		0		0				1		0		0		1

				愛　媛								1						1												2		0		0				0		1		1		2

				高　知														2												2		0		0				0		0		2		2

				福　岡														1												1		0		0				0		0		1		1

				佐　賀														3												3		0		0				0		0		3		3

				長　崎		10						5				1		20												35		0		1				10		5		20		35

				熊　本		3				1		5						13				2								21		0		3				3		5		13		21

				大　分		11						1						12												24		0		0				11		1		12		24

				宮　崎		5						2						10				1								17		0		1				5		2		10		17

				鹿児島		13				1		2						26				2								41		0		3				13		2		26		41

				沖　縄														1												1		0		0				0		0		1		1

				合　計		89		0		16		62		0		3		252		4		26		28		9		2		431		13		47				89		62		252		403





H19

						H9

				都道府県名		土石流等		地すべり		がけ崩れ		total

				北海道		2		2		17		21

				青　森		1		1		4		6

				岩　手		2		1		6		9

				宮　城		3		3		27		33

				秋　田		2		4		5		11

				山　形		1		4		6		11

				福　島		0		1		1		2

				茨　城		2		0		0		2

				栃　木		2		0		2		4

				群　馬		1		0		1		2

				埼　玉		0		0		1		1

				千　葉		0		0		0		0

				東　京		0		0		2		2

				神奈川		0		0		12		12

				新　潟		2		8		10		20

				山　梨		2		0		0		2

				長　野		8		8		9		25

				富　山		0		5		3		8

				石　川		1		21		18		40

				岐　阜		3		0		3		6

				静　岡		4		5		9		18

				愛　知		0		0		2		2

				三　重		0		1		7		8

				福　井		0		1		1		2

				滋　賀		2		0		2		4

				京　都		1		0		27		28

				大　阪		1		0		7		8

				兵　庫		1		3		20		24

				奈　良		0		2		1		3

				和歌山		0		0		0		0

				鳥　取		1		0		18		19

				島　根		6		11		59		76

				岡　山		3		0		12		15

				広　島		7		1		28		36

				山　口		0		2		37		39

				徳　島		3		5		10		18

				香　川		1		5		4		10

				愛　媛		2		1		7		10

				高　知		3		3		80		86

				福　岡		3		8		29		40

				佐　賀		0		0		31		31

				長　崎		6		13		47		66

				熊　本		2		6		55		63

				大　分		10		8		87		105

				宮　崎		6		1		39		46

				鹿児島		7		0		151		158

				沖　縄		0		0		3		3

				合　計		101		134		900		1135





H20

				3.1　土砂災害の分布 ドシャサイガイブンプ

				(5)平成10年の全土砂災害 ヘイセイネンゼンドシャサイガイ

				発生原因		合計

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ ガケクズ		total

				北海道		0		3		45		48

				青森県		3		0		20		23

				岩手県		1		2		23		26

				宮城県		0		1		25		26

				秋田県		1		2		10		13

				山形県		10		7		11		28

				福島県		24		5		155		184				土石流発生件数　（ ドセキリュウハッセイケンスウ		317		件） ケン

				茨城県		0		0		0		0				地すべり発生件数（ ジハッセイケンスウ		152		件） ケン

				栃木県		1		0		7		8				がけ崩れ発生件数（ ガケクズハッセイケンスウ		1160		件） ケン

				群馬県		9		2		16		27

				埼玉県		0		0		3		3

				千葉県		0		0		1		1

				東京都		0		0		1		1

				神奈川県		1		0		69		70

				新潟県		40		33		9		82

				山梨県		1		2		7		10

				長野県		7		23		22		52

				富山県		5		7		13		25

				石川県		13		13		54		80

				岐阜県		26		1		15		42

				静岡県		11		7		119		137

				愛知県		0		1		9		10

				三重県		0		1		13		14

				福井県		11		1		7		19

				滋賀県		2		0		6		8

				京都府		3		1		41		45

				大阪府		0		2		9		11

				兵庫県		2		5		32		39

				奈良県		0		1		4		5

				和歌山県		0		3		16		19

				鳥取県		5		1		9		15

				島根県		6		1		24		31

				岡山県		18		4		60		82

				広島県		2		0		16		18

				山口県		0		1		19		20

				徳島県		2		4		12		18

				香川県		0		0		3		3

				愛媛県		4		2		17		23

				高知県		79		7		78		164

				福岡県		0		3		10		13

				佐賀県		0		1		4		5

				長崎県		2		1		27		30

				熊本県		1		1		18		20

				大分県		3		0		53		56

				宮崎県		3		0		20		23

				鹿児島県		21		0		22		43

				沖縄県		0		3		6		9

						317		152		1160		1,629

				発生県の数 ハッセイケンカズ		31		34		46		46

				発生件数 ハッセイケンスウ		317		152		1,160		1,629





H21

		

				H11

				土石流		地すべり		がけ崩れ		計

		北海道		5		7		26		38

		青森県		1		2		17		20

		岩手県		1		3		17		21

		宮城県		2		1		15		18

		秋田県		0		1		0		1

		山形県		2		8		4		14

		福島県		0		2		14		16

		茨城県		0		1		4		5

		栃木県		0		0		4		4

		群馬県		6		3		6		15

		埼玉県		2		1		2		5

		千葉県		0		0		4		4

		東京都		0		0		1		1

		神奈川県		0		0		74		74

		新潟県		0		33		0		33

		山梨県		2		1		1		4

		長野県		18		29		22		69

		富山県		2		2		3		7

		石川県		1		11		8		20

		岐阜県		52		5		35		92

		静岡県		1		3		11		15

		愛知県		1		0		18		19

		三重県		4		0		3		7

		福井県		10		0		7		17

		滋賀県		0		0		4		4

		京都府		8		3		34		45

		大阪府		1		1		17		19

		兵庫県		11		2		33		46

		奈良県		1		1		5		7

		和歌山県		0		1		2		3

		鳥取県		0		0		1		1

		島根県		17		8		21		46

		岡山県		0		1		17		18

		広島県		142		0		194		336

		山口県		8		9		51		68

		徳島県		2		0		0		2

		香川県		1		0		2		3

		愛媛県		9		0		9		18

		高知県		19		6		24		49

		福岡県		0		1		19		20

		佐賀県		0		0		18		18

		長崎県		7		11		122		140

		熊本県		1		1		32		34

		大分県		4		3		18		25

		宮崎県		0		4		21		25

		鹿児島県		32		0		17		49

		沖縄県		0		3		3		6

		計		373		168		960		1501





H22

		3.1(5)平成12年の全土砂災害 ヘイセイネンゼンドシャサイガイ

				土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		全土砂災害 ゼンドシャサイガイ

		発生
原因		小計 ショウケイ		小計 ショウケイ		小計 ショウケイ		合計 ゴウケイ

		月

				180		137		291		608

		全　国

		北海道		17		4		13		34

		青森県		0		1		0		1

		岩手県		0		1		1		2

		宮城県		0		1		7		8

		秋田県		0		1		0		1

		山形県		0		7		1		8

		福島県		0		0		3		3

		茨城県		0		0		0		0

		栃木県		1		0		1		2

		群馬県		2		2		2		6

		埼玉県		0		0		1		1

		千葉県		0		0		1		1

		東京都		79		3		17		99

		神奈川県		0		0		33		33

		新潟県		0		54		4		58

		山梨県		1		3		1		5

		長野県		16		14		8		38

		富山県		0		6		1		7

		石川県		0		8		2		10

		岐阜県		17		1		15		33

		静岡県		4		1		18		23

		愛知県		13		1		34		48

		三重県		0		0		11		11

		福井県		0		1		1		2

		滋賀県		0		0		2		2

		京都府		0		0		4		4

		大阪府		0		0		0		0

		兵庫県		0		2		1		3

		奈良県		1		0		0		1

		和歌山県		0		0		5		5

		鳥取県		2		3		12		17

		島根県		0		1		19		20

		岡山県		0		0		0		0

		広島県		0		0		1		1

		山口県		0		0		3		3

		徳島県		1		1		1		3

		香川県		0		0		0		0

		愛媛県		0		0		2		2

		高知県		2		1		5		8

		福岡県		0		5		3		8

		佐賀県		0		0		0		0

		長崎県		0		4		12		16

		熊本県		2		4		14		20

		大分県		0		4		4		8

		宮崎県		0		1		7		8

		鹿児島県		22		1		20		43

		沖縄県		0		1		1		2





H23

		3.1(5)平成13年の全土砂災害 ヘイセイネンゼンドシャサイガイ

				土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		全土砂災害 ゼンドシャサイガイ

		発生
原因		小計 ショウケイ		小計 ショウケイ		小計 ショウケイ		合計 ゴウケイ

		月

				48		96		365		509

		全　国

		北海道		0		3		5		8

		青森県		0		1		9		10

		岩手県		0		1		5		6

		宮城県		0		0		0		0

		秋田県		0		1		6		7

		山形県		0		5		1		6

		福島県		0		1		2		3

		茨城県		0		0		2		2

		栃木県		0		1		2		3

		群馬県		1		3		5		9

		埼玉県		0		0		3		3

		千葉県		0		0		2		2

		東京都		3		1		0		4

		神奈川県		0		2		18		20

		新潟県		0		17		0		17

		山梨県		1		0		1		2

		長野県		3		18		8		29

		富山県		0		4		0		4

		石川県		0		0		2		2

		岐阜県		0		0		3		3

		静岡県		0		7		14		21

		愛知県		0		0		1		1

		三重県		4		0		17		21

		福井県		0		0		1		1

		滋賀県		0		2		0		2

		京都府		0		1		3		4

		大阪府		0		0		0		0

		兵庫県		0		1		0		1

		奈良県		0		1		1		2

		和歌山県		2		1		9		12

		鳥取県		0		0		2		2

		島根県		0		4		8		12

		岡山県		0		1		5		6

		広島県		0		0		36		36

		山口県		0		0		28		28

		徳島県		0		2		0		2

		香川県		0		0		0		0

		愛媛県		1		2		11		14

		高知県		10		2		46		58

		福岡県		0		2		12		14

		佐賀県		0		1		2		3

		長崎県		1		1		22		24

		熊本県		1		1		16		18

		大分県		13		1		22		36

		宮崎県		1		1		25		27

		鹿児島県		7		0		3		10

		沖縄県		0		7		7		14





H24

		3.1(5)平成14年の全土砂災害 ヘイセイネンゼンドシャサイガイ

				土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		全土砂災害 ゼンドシャサイガイ

		全国 ゼンコク		46		218		275		539

		北海道		1		0		7		8

		青森県		0		2		7		9

		岩手県		7		1		9		17

		宮城県		0		14		24		38

		秋田県		0		2		17		19

		山形県		0		11		4		15

		福島県		3		4		16		23

		茨城県		0		1		1		2

		栃木県		0		1		3		4

		群馬県		1		3		6		10

		埼玉県		0		0		0		0

		千葉県		0		0		5		5

		東京都		0		0		2		2

		神奈川県		4		0		21		25

		新潟県		0		113		15		128

		山梨県		0		1		3		4

		長野県		6		14		5		25

		富山県		0		8		3		11

		石川県		1		15		13		29

		岐阜県		5		1		7		13

		静岡県		1		4		27		32

		愛知県		0		0		0		0

		三重県		2		1		0		3

		福井県		0		1		8		9

		滋賀県		0		0		1		1

		京都府		1		0		5		6

		大阪府		0		0		1		1

		兵庫県		0		1		1		2

		奈良県		0		2		0		2

		和歌山県		0		0		0		0

		鳥取県		0		1		0		1

		島根県		0		1		2		3

		岡山県		0		1		0		1

		広島県		0		1		1		2

		山口県		0		0		3		3

		徳島県		1		2		1		4

		香川県		0		0		0		0

		愛媛県		0		0		0		0

		高知県		1		2		9		12

		福岡県		0		0		4		4

		佐賀県		0		0		1		1

		長崎県		0		3		8		11

		熊本県		0		0		2		2

		大分県		0		2		14		16

		宮崎県		0		3		6		9

		鹿児島県		12		2		11		25

		沖縄県		0		0		2		2





H25

		平成１５年度 ヘイセイネンド				土砂災害発生件数

				全土砂災害 ゼンドシャサイガイ

				土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		計 ケイ

				57		128		712		897

		北海道		7		2		0		9

		青森県		0		0		0		0

		岩手県		0		0		5		5

		宮城県		0		2		81		83

		秋田県		0		1		1		2

		山形県		0		4		5		9

		福島県		0		0		7		7

		茨城県		0		1		2		3

		栃木県		1		0		0		1

		群馬県		0		0		0		0

		埼玉県		0		0		0		0

		千葉県		0		0		4		4

		東京都		0		0		1		1

		神奈川県		0		0		143		143

		新潟県		0		62		5		67

		山梨県		0		1		1		2

		長野県		4		11		5		20

		富山県		1		5		0		6

		石川県		0		0		1		1

		岐阜県		1		2		3		6

		静岡県		2		10		50		62

		愛知県		0		0		3		3

		三重県		2		0		11		13

		福井県		0		0		7		7

		滋賀県		0		0		2		2

		京都府		0		3		14		17

		大阪府		0		0		3		3

		兵庫県		1		0		4		5

		奈良県		0		0		1		1

		和歌山県		2		1		9		12

		鳥取県		0		0		0		0

		島根県		0		8		19		27

		岡山県		0		1		5		6

		広島県		0		0		4		4

		山口県		0		1		68		69

		徳島県		0		3		16		19

		香川県		0		1		2		3

		愛媛県		0		0		27		27

		高知県		2		2		12		16

		福岡県		9		2		86		97

		佐賀県		0		1		4		5

		長崎県		0		2		19		21

		熊本県		6		0		16		22

		大分県		9		2		37		48

		宮崎県		0		0		25		25

		鹿児島県		10		0		4		14

		沖縄県		0		0		0		0





H26（死者）

		

				平成16年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		565		461		1,511		2,537

				北海道		1		0		1		2

				青森県		0		0		1		1

				岩手県		0		0		5		5

				宮城県		0		1		1		2

				秋田県		1		3		6		10

				山形県		1		15		13		29

				福島県		1		7		16		24

				茨城県		0		1		8		9

				栃木県		1		0		0		1

				群馬県		0		1		2		3

				埼玉県		0		0		0		0

				千葉県		0		0		10		10

				東京都		1		0		3		4

				神奈川県		2		0		184		186

				新潟県		17		236		230		483

				山梨県		0		3		15		18

				長野県		38		104		39		181

				富山県		7		7		9		23

				石川県		8		2		8		18

				岐阜県		2		0		21		23

				静岡県		11		8		73		92

				愛知県		0		0		8		8

				三重県		36		4		23		63

				福井県		95		4		45		144

				滋賀県		3		0		2		5

				京都府		23		0		29		52

				大阪府		0		0		7		7

				兵庫県		51		7		62		120

				奈良県		2		3		2		7

				和歌山県		0		2		8		10

				鳥取県		1		0		1		2

				島根県		0		4		18		22

				岡山県		5		1		10		16

				広島県		4		0		21		25

				山口県		0		0		45		45

				徳島県		29		23		45		97

				香川県		111		2		91		204

				愛媛県		63		14		155		232

				高知県		11		3		35		49

				福岡県		0		0		1		1

				佐賀県		0		1		1		2

				長崎県		0		0		9		9

				熊本県		2		0		7		9

				大分県		2		2		161		165

				宮崎県		21		2		64		87

				鹿児島県		15		1		16		32

				沖縄県		0		0		0		0

												12月31日現在 ガツニチゲンザイ





H27

		

				平成17年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		158		173		483		814

				北海道		1		0		9		10

				青森県		0		0		5		5

				岩手県		0		0		0		0

				宮城県		0		0		6		6

				秋田県		0		1		2		3

				山形県		2		9		4		15

				福島県		1		0		3		4

				茨城県		0		0		3		3

				栃木県		0		0		1		1

				群馬県		1		0		1		2

				埼玉県		0		0		0		0

				千葉県		0		0		4		4

				東京都		0		0		5		5

				神奈川県		0		1		28		29

				新潟県		1		82		25		108

				山梨県		0		0		0		0

				長野県		4		19		7		30

				富山県		1		10		16		27

				石川県		1		4		6		11

				岐阜県		1		0		3		4

				静岡県		0		4		23		27

				愛知県		0		0		0		0

				三重県		0		0		2		2

				福井県		4		2		4		10

				滋賀県		0		0		3		3

				京都府		0		0		1		1

				大阪府		0		0		0		0

				兵庫県		0		0		5		5

				奈良県		0		0		0		0

				和歌山県		0		1		5		6

				鳥取県		4		0		0		4

				島根県		1		3		12		16

				岡山県		0		0		0		0

				広島県		13		1		16		30

				山口県		4		1		44		49

				徳島県		3		5		4		12

				香川県		0		0		2		2

				愛媛県		5		0		19		24

				高知県		0		2		8		10

				福岡県		0		1		21		22

				佐賀県		0		0		3		3

				長崎県		1		1		7		9

				熊本県		29		0		17		46

				大分県		9		5		32		46

				宮崎県		47		18		77		142

				鹿児島県		25		1		49		75

				沖縄県		0		2		1		3

												6/17/19
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				平成18年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ		発生件数
順　位 ハッセイケンスウジュンクライ

				全　国		169		215		1,057		1,441

				北海道		6		3		6		15		26

				青森県		0		2		3		5		38

				岩手県		1		2		2		5		38

				宮城県		0		1		8		9		30

				秋田県		0		1		2		3		44

				山形県		4		10		5		19		23

				福島県		0		5		21		26		16

				茨城県		0		2		4		6		35

				栃木県		0		0		5		5		38

				群馬県		1		1		9		11		29

				埼玉県		0		0		1		1		45

				千葉県		0		1		17		18		24

				東京都		0		0		5		5		38

				神奈川県		0		0		95		95		5

				新潟県		1		71		6		78		6

				山梨県		1		0		0		1		45

				長野県		58		51		24		133		3

				富山県		0		6		12		18		24

				石川県		1		6		36		43		8

				岐阜県		10		2		9		21		19

				静岡県		1		1		21		23		18

				愛知県		0		0		4		4		43

				三重県		0		0		9		9		30

				福井県		2		4		25		31		14

				滋賀県		0		2		4		6		35

				京都府		0		1		19		20		21

				大阪府		0		1		6		7		33

				兵庫県		3		1		17		21		19

				奈良県		0		2		3		5		38

				和歌山県		0		3		12		15		26

				鳥取県		15		1		10		26		16

				島根県		9		12		93		114		4

				岡山県		2		0		4		6		35

				広島県		9		0		25		34		13

				山口県		1		1		37		39		10

				徳島県		0		3		4		7		33

				香川県		0		0		0		0		47

				愛媛県		2		1		34		37		12

				高知県		3		0		9		12		28

				福岡県		0		0		20		20		21

				佐賀県		2		2		34		38		11

				長崎県		1		0		63		64		7

				熊本県		8		6		152		166		1

				大分県		2		1		27		30		15

				宮崎県		3		0		40		43		8

				鹿児島県		23		4		112		139		2

				沖縄県		0		5		3		8		32

												6/17/19		現在 ゲンザイ
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				平成19年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ														死者数 シシャスウ												行方不明者数 ユクエフメイシャスウ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ		発生件数
順　位 ハッセイケンスウジュンクライ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		129		162		675		966						全　国		0		0		0		0				全　国		0		0		0		0

				北海道		5		1		6		12		22				北海道		0		0		0		0				北海道		0		0		0		0

				青森県		1		1		4		6		34				青森県		0		0		0		0				青森県		0		0		0		0

				岩手県		1		0		8		9		29				岩手県		0		0		0		0				岩手県		0		0		0		0

				宮城県		0		3		11		14		20				宮城県		0		0		0		0				宮城県		0		0		0		0

				秋田県		3		0		8		11		26				秋田県		0		0		0		0				秋田県		0		0		0		0

				山形県		3		3		5		11		26				山形県		0		0		0		0				山形県		0		0		0		0

				福島県		0		1		38		39		8				福島県		0		0		0		0				福島県		0		0		0		0

				茨城県		0		1		0		1		44				茨城県		0		0		0		0				茨城県		0		0		0		0

				栃木県		1		0		2		3		37				栃木県		0		0		0		0				栃木県		0		0		0		0

				群馬県		6		5		11		22		15				群馬県		0		0		0		0				群馬県		0		0		0		0

				埼玉県		4		3		5		12		22				埼玉県		0		0		0		0				埼玉県		0		0		0		0

				千葉県		0		3		0		3		37				千葉県		0		0		0		0				千葉県		0		0		0		0

				東京都		5		0		18		23		14				東京都		0		0		0		0				東京都		0		0		0		0

				神奈川県		1		0		69		70		2				神奈川県		0		0		0		0				神奈川県		0		0		0		0

				新潟県		1		63		67		131		1				新潟県		0		0		0		0				新潟県		0		0		0		0

				山梨県		11		3		6		20		16				山梨県		0		0		0		0				山梨県		0		0		0		0

				長野県		5		12		9		26		11				長野県		0		0		0		0				長野県		0		0		0		0

				富山県		0		5		3		8		30				富山県		0		0		0		0				富山県		0		0		0		0

				石川県		9		19		27		55		5				石川県		0		0		0		0				石川県		0		0		0		0

				岐阜県		3		2		2		7		33				岐阜県		0		0		0		0				岐阜県		0		0		0		0

				静岡県		6		8		51		65		3				静岡県		0		0		0		0				静岡県		0		0		0		0

				愛知県		0		1		5		6		34				愛知県		0		0		0		0				愛知県		0		0		0		0

				三重県		2		2		21		25		12				三重県		0		0		0		0				三重県		0		0		0		0

				福井県		1		0		2		3		37				福井県		0		0		0		0				福井県		0		0		0		0

				滋賀県		0		0		1		1		44				滋賀県		0		0		0		0				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		0		0		2		2		42				京都府		0		0		0		0				京都府		0		0		0		0

				大阪府		2		2		8		12		22				大阪府		0		0		0		0				大阪府		0		0		0		0

				兵庫県		0		0		1		1		44				兵庫県		0		0		0		0				兵庫県		0		0		0		0

				奈良県		0		2		9		11		26				奈良県		0		0		0		0				奈良県		0		0		0		0

				和歌山県		3		1		10		14		20				和歌山県		0		0		0		0				和歌山県		0		0		0		0

				鳥取県		19		0		5		24		13				鳥取県		0		0		0		0				鳥取県		0		0		0		0

				島根県		14		4		33		51		6				島根県		0		0		0		0				島根県		0		0		0		0

				岡山県		0		0		3		3		37				岡山県		0		0		0		0				岡山県		0		0		0		0

				広島県		0		0		2		2		42				広島県		0		0		0		0				広島県		0		0		0		0

				山口県		0		0		4		4		36				山口県		0		0		0		0				山口県		0		0		0		0

				徳島県		1		1		6		8		30				徳島県		0		0		0		0				徳島県		0		0		0		0

				香川県		0		0		0		0		47				香川県		0		0		0		0				香川県		0		0		0		0

				愛媛県		1		0		18		19		17				愛媛県		0		0		0		0				愛媛県		0		0		0		0

				高知県		0		2		16		18		18				高知県		0		0		0		0				高知県		0		0		0		0

				福岡県		0		2		1		3		37				福岡県		0		0		0		0				福岡県		0		0		0		0

				佐賀県		0		1		11		12		22				佐賀県		0		0		0		0				佐賀県		0		0		0		0

				長崎県		0		0		8		8		30				長崎県		0		0		0		0				長崎県		0		0		0		0

				熊本県		8		1		24		33		10				熊本県		0		0		0		0				熊本県		0		0		0		0

				大分県		3		1		30		34		9				大分県		0		0		0		0				大分県		0		0		0		0

				宮崎県		3		0		40		43		7				宮崎県		0		0		0		0				宮崎県		0		0		0		0

				鹿児島県		6		1		56		63		4				鹿児島県		0		0		0		0				鹿児島県		0		0		0		0

				沖縄県		1		8		9		18		18				沖縄県		0		0		0		0				沖縄県		0		0		0		0





		

				平成20年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ														死者数 シシャスウ												行方不明者数 ユクエフメイシャスウ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ		発生件数
順　位 ハッセイケンスウジュンクライ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		154		89		452		695						全　国		8		0		4		12				全　国		6		0		2		8

				北海道		3		0		4		7		21				北海道		0		0		0		0				北海道		0		0		0		0

				青森県		0		2		2		4		29				青森県		0		0		0		0				青森県		0		0		0		0

				岩手県		14		2		11		27		9				岩手県		0		0		0		0				岩手県		0		0		0		0

				宮城県		17		2		10		29		8				宮城県		8		0		1		9				宮城県		6		0		0		6

				秋田県		0		0		1		1		42				秋田県		0		0		0		0				秋田県		0		0		2		2

				山形県		1		2		0		3		32				山形県		0		0		0		0				山形県		0		0		0		0

				福島県		5		1		12		18		12				福島県		0		0		1		1				福島県		0		0		0		0

				茨城県		0		0		2		2		36				茨城県		0		0		0		0				茨城県		0		0		0		0

				栃木県		3		0		3		6		25				栃木県		0		0		0		0				栃木県		0		0		0		0

				群馬県		1		0		3		4		29				群馬県		0		0		0		0				群馬県		0		0		0		0

				埼玉県		0		1		0		1		42				埼玉県		0		0		0		0				埼玉県		0		0		0		0

				千葉県		0		0		3		3		32				千葉県		0		0		0		0				千葉県		0		0		0		0

				東京都		1		0		6		7		21				東京都		0		0		0		0				東京都		0		0		0		0

				神奈川県		2		0		102		104		1				神奈川県		0		0		0		0				神奈川県		0		0		0		0

				新潟県		7		33		3		43		5				新潟県		0		0		0		0				新潟県		0		0		0		0

				山梨県		0		1		1		2		36				山梨県		0		0		0		0				山梨県		0		0		0		0

				長野県		4		7		4		15		15				長野県		0		0		0		0				長野県		0		0		0		0

				富山県		33		21		18		72		2				富山県		0		0		0		0				富山県		0		0		0		0

				石川県		13		1		7		21		10				石川県		0		0		0		0				石川県		0		0		0		0

				岐阜県		21		0		14		35		6				岐阜県		0		0		0		0				岐阜県		0		0		0		0

				静岡県		2		0		15		17		13				静岡県		0		0		0		0				静岡県		0		0		0		0

				愛知県		2		0		13		15		15				愛知県		0		0		0		0				愛知県		0		0		0		0

				三重県		17		0		14		31		7				三重県		0		0		0		0				三重県		0		0		0		0

				福井県		1		0		6		7		21				福井県		0		0		0		0				福井県		0		0		0		0

				滋賀県		0		0		2		2		36				滋賀県		0		0		0		0				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		0		0		6		6		25				京都府		0		0		0		0				京都府		0		0		0		0

				大阪府		3		0		0		3		32				大阪府		0		0		0		0				大阪府		0		0		0		0

				兵庫県		0		0		0		0		45				兵庫県		0		0		0		0				兵庫県		0		0		0		0

				奈良県		0		0		0		0		45				奈良県		0		0		0		0				奈良県		0		0		0		0

				和歌山県		1		1		10		12		18				和歌山県		0		0		0		0				和歌山県		0		0		0		0

				鳥取県		2		2		0		4		29				鳥取県		0		0		0		0				鳥取県		0		0		0		0

				島根県		0		2		3		5		28				島根県		0		0		0		0				島根県		0		0		0		0

				岡山県		0		0		2		2		36				岡山県		0		0		0		0				岡山県		0		0		0		0

				広島県		0		0		2		2		36				広島県		0		0		0		0				広島県		0		0		0		0

				山口県		0		1		8		9		20				山口県		0		0		0		0				山口県		0		0		0		0

				徳島県		0		2		18		20		11				徳島県		0		0		0		0				徳島県		0		0		0		0

				香川県		0		0		0		0		45				香川県		0		0		0		0				香川県		0		0		0		0

				愛媛県		0		0		3		3		32				愛媛県		0		0		0		0				愛媛県		0		0		0		0

				高知県		0		0		6		6		25				高知県		0		0		0		0				高知県		0		0		0		0

				福岡県		0		0		2		2		36				福岡県		0		0		0		0				福岡県		0		0		0		0

				佐賀県		0		0		7		7		21				佐賀県		0		0		0		0				佐賀県		0		0		0		0

				長崎県		0		0		14		14		17				長崎県		0		0		0		0				長崎県		0		0		0		0

				熊本県		0		5		39		44		4				熊本県		0		0		1		1				熊本県		0		0		0		0

				大分県		0		0		11		11		19				大分県		0		0		1		1				大分県		0		0		0		0

				宮崎県		0		0		17		17		13				宮崎県		0		0		0		0				宮崎県		0		0		0		0

				鹿児島県		1		3		47		51		3				鹿児島県		0		0		0		0				鹿児島県		0		0		0		0

				沖縄県		0		0		1		1		42				沖縄県		0		0		0		0				沖縄県		0		0		0		0





		

				平成21年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ														死者数 シシャスウ												行方不明者数 ユクエフメイシャスウ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ		発生件数
順　位 ハッセイケンスウジュンクライ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		149		106		803		1,058						全　国		0		0		0		0				全　国		0		0		0		0

				北海道		1		0		5		6		32				北海道		0		0		0		0				北海道		0		0		0		0

				青森県		0		0		6		6		32				青森県		0		0		0		0				青森県		0		0		0		0

				岩手県		0		0		2		2		39				岩手県		0		0		0		0				岩手県		0		0		0		0

				宮城県		4		2		3		9		26				宮城県		0		0		0		0				宮城県		0		0		0		0

				秋田県		2		1		9		12		19				秋田県		0		0		0		0				秋田県		0		0		0		0

				山形県		1		3		2		6		32				山形県		0		0		0		0				山形県		0		0		0		0

				福島県		0		0		16		16		17				福島県		0		0		0		0				福島県		0		0		0		0

				茨城県		0		0		7		7		29				茨城県		0		0		0		0				茨城県		0		0		0		0

				栃木県		1		0		1		2		39				栃木県		0		0		0		0				栃木県		0		0		0		0

				群馬県		1		0		1		2		39				群馬県		0		0		0		0				群馬県		0		0		0		0

				埼玉県		0		0		0		0		46				埼玉県		0		0		0		0				埼玉県		0		0		0		0

				千葉県		0		0		5		5		35				千葉県		0		0		0		0				千葉県		0		0		0		0

				東京都		0		0		1		1		43				東京都		0		0		0		0				東京都		0		0		0		0

				神奈川県		0		1		87		88		3				神奈川県		0		0		0		0				神奈川県		0		0		0		0

				新潟県		3		25		8		36		7				新潟県		0		0		0		0				新潟県		0		0		0		0

				山梨県		2		0		0		2		39				山梨県		0		0		0		0				山梨県		0		0		0		0

				長野県		18		21		6		45		6				長野県		0		0		0		0				長野県		0		0		0		0

				富山県		3		4		4		11		20				富山県		0		0		0		0				富山県		0		0		0		0

				石川県		0		7		3		10		22				石川県		0		0		0		0				石川県		0		0		0		0

				岐阜県		2		0		15		17		15				岐阜県		0		0		0		0				岐阜県		0		0		0		0

				静岡県		5		3		39		47		5				静岡県		0		0		0		0				静岡県		0		0		0		0

				愛知県		0		0		10		10		22				愛知県		0		0		0		0				愛知県		0		0		0		0

				三重県		2		0		21		23		11				三重県		0		0		0		0				三重県		0		0		0		0

				福井県		0		1		6		7		29				福井県		0		0		0		0				福井県		0		0		0		0

				滋賀県		0		0		0		0		46				滋賀県		0		0		0		0				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		0		0		9		9		26				京都府		0		0		0		0				京都府		0		0		0		0

				大阪府		1		0		3		4		36				大阪府		0		0		0		0				大阪府		0		0		0		0

				兵庫県		13		0		41		54		4				兵庫県		0		0		0		0				兵庫県		0		0		0		0

				奈良県		0		4		3		7		29				奈良県		0		0		0		0				奈良県		0		0		0		0

				和歌山県		8		0		18		26		10				和歌山県		0		0		0		0				和歌山県		0		0		0		0

				鳥取県		1		0		0		1		43				鳥取県		0		0		0		0				鳥取県		0		0		0		0

				島根県		5		9		172		186		2				島根県		0		0		0		0				島根県		0		0		0		0

				岡山県		2		0		8		10		22				岡山県		0		0		0		0				岡山県		0		0		0		0

				広島県		0		0		23		23		11				広島県		0		0		0		0				広島県		0		0		0		0

				山口県		65		2		130		197		1				山口県		0		0		0		0				山口県		0		0		0		0

				徳島県		3		9		15		27		9				徳島県		0		0		0		0				徳島県		0		0		0		0

				香川県		0		0		3		3		37				香川県		0		0		0		0				香川県		0		0		0		0

				愛媛県		0		0		17		17		15				愛媛県		0		0		0		0				愛媛県		0		0		0		0

				高知県		0		0		3		3		37				高知県		0		0		0		0				高知県		0		0		0		0

				福岡県		4		5		10		19		14				福岡県		0		0		0		0				福岡県		0		0		0		0

				佐賀県		2		1		7		10		22				佐賀県		0		0		0		0				佐賀県		0		0		0		0

				長崎県		0		1		35		36		7				長崎県		0		0		0		0				長崎県		0		0		0		0

				熊本県		0		1		12		13		18				熊本県		0		0		0		0				熊本県		0		0		0		0

				大分県		0		0		23		23		11				大分県		0		0		0		0				大分県		0		0		0		0

				宮崎県		0		1		0		1		43				宮崎県		0		0		0		0				宮崎県		0		0		0		0

				鹿児島県		0		1		7		8		28				鹿児島県		0		0		0		0				鹿児島県		0		0		0		0

				沖縄県		0		4		7		11		20				沖縄県		0		0		0		0				沖縄県		0		0		0		0





		

				平成22年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ														死者数 シシャスウ												行方不明者数 ユクエフメイシャスウ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ		発生件数
順　位 ハッセイケンスウジュンクライ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		234		127		767		1,128						全　国		6		2		2		10				全　国		0		0		1		1

				北海道		2		2		14		18		15				北海道		0		0		0		0				北海道		0		0		0		0

				青森県		0		0		10		10		25				青森県		0		0		0		0				青森県		0		0		0		0

				岩手県		7		0		11		18		15				岩手県		0		0		0		0				岩手県		0		0		0		0

				宮城県		1		0		1		2		43				宮城県		0		0		0		0				宮城県		0		0		0		0

				秋田県		4		3		15		22		14				秋田県		0		0		0		0				秋田県		0		0		0		0

				山形県		1		5		6		12		21				山形県		0		0		0		0				山形県		0		0		0		0

				福島県		0		4		13		17		17				福島県		0		0		0		0				福島県		0		0		0		0

				茨城県		0		2		8		10		25				茨城県		0		0		0		0				茨城県		0		0		0		0

				栃木県		0		0		1		1		44				栃木県		0		0		0		0				栃木県		0		0		0		0

				群馬県		0		0		0		0		47				群馬県		0		0		0		0				群馬県		0		0		0		0

				埼玉県		0		1		0		1		44				埼玉県		0		0		0		0				埼玉県		0		0		0		0

				千葉県		0		0		24		24		12				千葉県		0		0		0		0				千葉県		0		0		0		0

				東京都		0		0		3		3		40				東京都		0		0		0		0				東京都		0		0		0		0

				神奈川県		1		0		57		58		7				神奈川県		0		0		0		0				神奈川県		0		0		0		0

				新潟県		6		58		24		88		2				新潟県		0		0		0		0				新潟県		0		0		0		0

				山梨県		1		0		0		1		44				山梨県		0		0		0		0				山梨県		0		0		0		0

				長野県		30		11		24		65		6				長野県		0		0		0		0				長野県		0		0		0		0

				富山県		2		2		1		5		37				富山県		0		0		0		0				富山県		0		0		0		0

				石川県		1		1		7		9		28				石川県		0		0		0		0				石川県		0		0		0		0

				岐阜県		5		2		18		25		10				岐阜県		3		0		0		3				岐阜県		0		0		0		0

				静岡県		21		1		36		58		7				静岡県		0		0		0		0				静岡県		0		0		0		0

				愛知県		0		0		7		7		33				愛知県		0		0		0		0				愛知県		0		0		0		0

				三重県		0		0		8		8		31				三重県		0		0		0		0				三重県		0		0		0		0

				福井県		1		2		9		12		21				福井県		0		0		0		0				福井県		0		0		0		0

				滋賀県		1		0		6		7		33				滋賀県		0		0		0		0				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		1		0		3		4		38				京都府		0		0		0		0				京都府		0		0		0		0

				大阪府		0		0		9		9		28				大阪府		0		0		0		0				大阪府		0		0		0		0

				兵庫県		2		0		9		11		23				兵庫県		0		0		0		0				兵庫県		0		0		0		0

				奈良県		0		2		4		6		36				奈良県		0		0		0		0				奈良県		0		0		0		0

				和歌山県		2		0		2		4		38				和歌山県		0		0		0		0				和歌山県		0		0		0		0

				鳥取県		2		0		1		3		40				鳥取県		0		0		0		0				鳥取県		0		0		0		0

				島根県		2		4		71		77		5				島根県		0		2		0		2				島根県		0		0		0		0

				岡山県		2		0		5		7		33				岡山県		0		0		0		0				岡山県		0		0		0		0

				広島県		42		1		41		84		3				広島県		2		0		1		3				広島県		0		0		0		0

				山口県		5		6		70		81		4				山口県		0		0		0		0				山口県		0		0		0		0

				徳島県		8		4		20		32		9				徳島県		0		0		0		0				徳島県		0		0		0		0

				香川県		0		0		3		3		40				香川県		0		0		0		0				香川県		0		0		0		0

				愛媛県		0		0		24		24		12				愛媛県		0		0		0		0				愛媛県		0		0		0		0

				高知県		0		0		8		8		31				高知県		0		0		0		0				高知県		0		0		0		0

				福岡県		1		0		14		15		19				福岡県		0		0		0		0				福岡県		0		0		0		0

				佐賀県		1		2		7		10		25				佐賀県		0		0		0		0				佐賀県		0		0		0		0

				長崎県		0		0		17		17		17				長崎県		0		0		0		0				長崎県		0		0		0		0

				熊本県		0		1		8		9		28				熊本県		0		0		0		0				熊本県		0		0		0		0

				大分県		0		2		12		14		20				大分県		0		0		0		0				大分県		0		0		0		0

				宮崎県		6		0		19		25		10				宮崎県		0		0		0		0				宮崎県		0		0		1		1

				鹿児島県		76		6		111		193		1				鹿児島県		1		0		1		2				鹿児島県		0		0		0		0

				沖縄県		0		5		6		11		23				沖縄県		0		0		0		0				沖縄県		0		0		0		0





		

				平成23年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ														死者数 シシャスウ												行方不明者数 ユクエフメイシャスウ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ		発生件数
順　位 ハッセイケンスウジュンクライ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		419		222		781		1,422						全　国		42		21		9		72				全　国		13		0		0		13

				北海道		0		0		3		3		42				北海道		0		0		0		0				北海道		0		0		0		0

				青森県		1		0		2		3		42				青森県		0		0		0		0				青森県		0		0		0		0

				岩手県		1		0		7		8		29				岩手県		0		0		1		1				岩手県		0		0		0		0

				宮城県		4		2		13		19		24				宮城県		0		0		0		0				宮城県		0		0		0		0

				秋田県		0		0		4		4		36				秋田県		0		0		0		0				秋田県		0		0		0		0

				山形県		5		17		16		38		11				山形県		0		0		0		0				山形県		0		0		0		0

				福島県		56		7		41		104		3				福島県		0		14		3		17				福島県		0		0		0		0

				茨城県		2		1		25		28		15				茨城県		0		0		0		0				茨城県		0		0		0		0

				栃木県		5		7		8		20		23				栃木県		0		2		0		2				栃木県		0		0		0		0

				群馬県		2		0		3		5		34				群馬県		0		0		0		0				群馬県		0		0		0		0

				埼玉県		0		0		5		5		34				埼玉県		0		0		0		0				埼玉県		0		0		0		0

				千葉県		1		1		21		23		19				千葉県		0		0		0		0				千葉県		0		0		0		0

				東京都		1		0		2		3		42				東京都		0		0		0		0				東京都		0		0		0		0

				神奈川県		4		0		54		58		6				神奈川県		0		0		0		0				神奈川県		0		0		0		0

				新潟県		110		113		84		307		1				新潟県		0		0		0		0				新潟県		0		0		0		0

				山梨県		15		2		15		32		13				山梨県		0		0		0		0				山梨県		0		0		0		0

				長野県		10		8		7		25		17				長野県		0		0		0		0				長野県		0		0		0		0

				富山県		0		4		2		6		30				富山県		0		0		0		0				富山県		0		0		0		0

				石川県		1		2		8		11		27				石川県		0		0		0		0				石川県		0		0		0		0

				岐阜県		12		2		11		25		17				岐阜県		0		0		0		0				岐阜県		0		0		0		0

				静岡県		14		10		69		93		4				静岡県		0		0		1		1				静岡県		0		0		0		0

				愛知県		1		1		1		3		42				愛知県		0		0		0		0				愛知県		0		0		0		0

				三重県		14		2		36		52		7				三重県		0		0		0		0				三重県		1		0		0		1

				福井県		1		2		6		9		28				福井県		0		0		0		0				福井県		0		0		0		0

				滋賀県		2		0		4		6		30				滋賀県		0		0		0		0				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		0		0		3		3		42				京都府		0		0		0		0				京都府		0		0		0		0

				大阪府		0		0		4		4		36				大阪府		0		0		0		0				大阪府		0		0		0		0

				兵庫県		1		1		2		4		36				兵庫県		0		0		0		0				兵庫県		0		0		0		0

				奈良県		22		12		3		37		12				奈良県		13		0		1		14				奈良県		10		0		0		10

				和歌山県		28		6		10		44		9				和歌山県		28		5		2		35				和歌山県		2		0		0		2

				鳥取県		10		3		8		21		22				鳥取県		0		0		0		0				鳥取県		0		0		0		0

				島根県		3		2		62		67		5				島根県		0		0		0		0				島根県		0		0		0		0

				岡山県		8		0		5		13		26				岡山県		0		0		0		0				岡山県		0		0		0		0

				広島県		0		0		6		6		30				広島県		0		0		0		0				広島県		0		0		0		0

				山口県		1		1		4		6		30				山口県		0		0		0		0				山口県		0		0		0		0

				徳島県		6		8		28		42		10				徳島県		0		0		0		0				徳島県		0		0		0		0

				香川県		2		0		14		16		25				香川県		0		0		0		0				香川県		0		0		0		0

				愛媛県		6		3		18		27		16				愛媛県		0		0		1		1				愛媛県		0		0		0		0

				高知県		7		0		16		23		19				高知県		0		0		0		0				高知県		0		0		0		0

				福岡県		0		0		4		4		36				福岡県		0		0		0		0				福岡県		0		0		0		0

				佐賀県		0		0		1		1		47				佐賀県		0		0		0		0				佐賀県		0		0		0		0

				長崎県		1		2		19		22		21				長崎県		0		0		0		0				長崎県		0		0		0		0

				熊本県		0		0		4		4		36				熊本県		0		0		0		0				熊本県		0		0		0		0

				大分県		1		0		29		30		14				大分県		0		0		0		0				大分県		0		0		0		0

				宮崎県		4		0		44		48		8				宮崎県		0		0		0		0				宮崎県		0		0		0		0

				鹿児島県		57		3		46		106		2				鹿児島県		1		0		0		1				鹿児島県		0		0		0		0

				沖縄県		0		0		4		4		36				沖縄県		0		0		0		0				沖縄県		0		0		0		0





		

				平成24年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ														死者数 シシャスウ												行方不明者数 ユクエフメイシャスウ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ		発生件数
順　位 ハッセイケンスウジュンクライ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		256		76		505		837						全　国		14		0		9		23				全　国		1		0		0		1

				北海道		5		2		6		13		16				北海道		0		0		0		0				北海道		0		0		0		0

				青森県		0		0		2		2		32				青森県		0		0		0		0				青森県		0		0		0		0

				岩手県		0		0		0		0		43				岩手県		0		0		0		0				岩手県		0		0		0		0

				宮城県		0		0		0		0		43				宮城県		0		0		0		0				宮城県		0		0		0		0

				秋田県		0		1		4		5		28				秋田県		0		0		0		0				秋田県		0		0		0		0

				山形県		0		9		1		10		19				山形県		0		0		0		0				山形県		0		0		0		0

				福島県		1		1		2		4		29				福島県		0		0		0		0				福島県		0		0		0		0

				茨城県		1		0		1		2		32				茨城県		0		0		0		0				茨城県		0		0		0		0

				栃木県		0		0		2		2		32				栃木県		0		0		0		0				栃木県		0		0		0		0

				群馬県		0		0		1		1		39				群馬県		0		0		0		0				群馬県		0		0		0		0

				埼玉県		0		0		0		0		43				埼玉県		0		0		0		0				埼玉県		0		0		0		0

				千葉県		0		1		8		9		22				千葉県		0		0		0		0				千葉県		0		0		0		0

				東京都		1		0		0		1		39				東京都		0		0		0		0				東京都		0		0		0		0

				神奈川県		1		0		65		66		4				神奈川県		0		0		0		0				神奈川県		0		0		0		0

				新潟県		4		28		3		35		7				新潟県		0		0		0		0				新潟県		0		0		0		0

				山梨県		1		0		1		2		32				山梨県		0		0		0		0				山梨県		0		0		0		0

				長野県		5		7		3		15		13				長野県		0		0		0		0				長野県		0		0		0		0

				富山県		1		1		7		9		22				富山県		0		0		0		0				富山県		0		0		0		0

				石川県		0		0		2		2		32				石川県		0		0		0		0				石川県		0		0		0		0

				岐阜県		9		0		6		15		13				岐阜県		0		0		0		0				岐阜県		0		0		0		0

				静岡県		2		0		29		31		9				静岡県		0		0		0		0				静岡県		0		0		0		0

				愛知県		0		0		0		0		43				愛知県		0		0		0		0				愛知県		0		0		0		0

				三重県		4		0		10		14		15				三重県		0		0		0		0				三重県		0		0		0		0

				福井県		3		2		5		10		19				福井県		0		0		0		0				福井県		0		0		0		0

				滋賀県		5		0		4		9		22				滋賀県		0		0		0		0				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		3		0		4		7		27				京都府		0		0		0		0				京都府		0		0		0		0

				大阪府		0		0		0		0		43				大阪府		0		0		0		0				大阪府		0		0		0		0

				兵庫県		0		0		1		1		39				兵庫県		0		0		0		0				兵庫県		0		0		0		0

				奈良県		0		0		3		3		30				奈良県		0		0		0		0				奈良県		0		0		0		0

				和歌山県		0		1		1		2		32				和歌山県		0		0		0		0				和歌山県		0		0		0		0

				鳥取県		2		0		1		3		30				鳥取県		0		0		0		0				鳥取県		0		0		0		0

				島根県		4		1		13		18		12				島根県		0		0		0		0				島根県		0		0		0		0

				岡山県		1		0		11		12		17				岡山県		0		0		0		0				岡山県		0		0		0		0

				広島県		0		0		11		11		18				広島県		0		0		0		0				広島県		0		0		0		0

				山口県		1		0		21		22		11				山口県		0		0		0		0				山口県		0		0		0		0

				徳島県		1		0		8		9		22				徳島県		0		0		0		0				徳島県		0		0		0		0

				香川県		0		0		1		1		39				香川県		0		0		0		0				香川県		0		0		0		0

				愛媛県		0		0		25		25		10				愛媛県		0		0		0		0				愛媛県		0		0		0		0

				高知県		0		0		51		51		5				高知県		0		0		0		0				高知県		0		0		0		0

				福岡県		40		18		42		100		3				福岡県		0		0		2		2				福岡県		0		0		0		0

				佐賀県		0		0		10		10		19				佐賀県		0		0		0		0				佐賀県		0		0		0		0

				長崎県		1		0		8		9		22				長崎県		0		0		0		0				長崎県		0		0		0		0

				熊本県		90		0		25		115		1				熊本県		14		0		7		21				熊本県		1		0		0		1

				大分県		9		0		32		41		6				大分県		0		0		0		0				大分県		0		0		0		0

				宮崎県		1		1		30		32		8				宮崎県		0		0		0		0				宮崎県		0		0		0		0

				鹿児島県		60		1		45		106		2				鹿児島県		0		0		0		0				鹿児島県		0		0		0		0

				沖縄県		0		2		0		2		32				沖縄県		0		0		0		0				沖縄県		0		0		0		0





		

				平成25年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ														死者数 シシャスウ												行方不明者数 ユクエフメイシャスウ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ		発生件数
順　位 ハッセイケンスウジュンクライ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		256		76		505		837						全　国		43		1		6		50				全　国		3		0		0		3

				北海道		5		2		6		13		16				北海道		0		0		0		0				北海道		0		0		0		0

				青森県		0		0		2		2		32				青森県		0		0		0		0				青森県		0		0		0		0

				岩手県		0		0		0		0		43				岩手県		0		0		1		1				岩手県		0		0		0		0

				宮城県		0		0		0		0		43				宮城県		0		0		0		0				宮城県		0		0		0		0

				秋田県		0		1		4		5		28				秋田県		6		0		0		6				秋田県		0		0		0		0

				山形県		0		9		1		10		19				山形県		0		0		0		0				山形県		0		0		0		0

				福島県		1		1		2		4		29				福島県		0		0		0		0				福島県		0		0		0		0

				茨城県		1		0		1		2		32				茨城県		0		0		0		0				茨城県		0		0		0		0

				栃木県		0		0		2		2		32				栃木県		0		0		0		0				栃木県		0		0		0		0

				群馬県		0		0		1		1		39				群馬県		0		0		0		0				群馬県		0		0		0		0

				埼玉県		0		0		0		0		43				埼玉県		0		0		0		0				埼玉県		0		0		0		0

				千葉県		0		1		8		9		22				千葉県		0		0		1		1				千葉県		0		0		0		0

				東京都		1		0		0		1		39				東京都		36		0		0		36				東京都		3		0		0		3

				神奈川県		1		0		65		66		4				神奈川県		0		0		0		0				神奈川県		0		0		0		0

				新潟県		4		28		3		35		7				新潟県		0		1		1		2				新潟県		0		0		0		0

				山梨県		1		0		1		2		32				山梨県		0		0		0		0				山梨県		0		0		0		0

				長野県		5		7		3		15		13				長野県		0		0		0		0				長野県		0		0		0		0

				富山県		1		1		7		9		22				富山県		0		0		0		0				富山県		0		0		0		0

				石川県		0		0		2		2		32				石川県		0		0		0		0				石川県		0		0		0		0

				岐阜県		9		0		6		15		13				岐阜県		0		0		0		0				岐阜県		0		0		0		0

				静岡県		2		0		29		31		9				静岡県		0		0		0		0				静岡県		0		0		0		0

				愛知県		0		0		0		0		43				愛知県		0		0		0		0				愛知県		0		0		0		0

				三重県		4		0		10		14		15				三重県		0		0		0		0				三重県		0		0		0		0

				福井県		3		2		5		10		19				福井県		1		0		0		1				福井県		0		0		0		0

				滋賀県		5		0		4		9		22				滋賀県		0		0		1		1				滋賀県		0		0		0		0

				京都府		3		0		4		7		27				京都府		0		0		0		0				京都府		0		0		0		0

				大阪府		0		0		0		0		43				大阪府		0		0		0		0				大阪府		0		0		0		0

				兵庫県		0		0		1		1		39				兵庫県		0		0		0		0				兵庫県		0		0		0		0

				奈良県		0		0		3		3		30				奈良県		0		0		0		0				奈良県		0		0		0		0

				和歌山県		0		1		1		2		32				和歌山県		0		0		0		0				和歌山県		0		0		0		0

				鳥取県		2		0		1		3		30				鳥取県		0		0		0		0				鳥取県		0		0		0		0

				島根県		4		1		13		18		12				島根県		0		0		0		0				島根県		0		0		0		0

				岡山県		1		0		11		12		17				岡山県		0		0		0		0				岡山県		0		0		0		0

				広島県		0		0		11		11		18				広島県		0		0		1		1				広島県		0		0		0		0

				山口県		1		0		21		22		11				山口県		0		0		1		1				山口県		0		0		0		0

				徳島県		1		0		8		9		22				徳島県		0		0		0		0				徳島県		0		0		0		0

				香川県		0		0		1		1		39				香川県		0		0		0		0				香川県		0		0		0		0

				愛媛県		0		0		25		25		10				愛媛県		0		0		0		0				愛媛県		0		0		0		0

				高知県		0		0		51		51		5				高知県		0		0		0		0				高知県		0		0		0		0

				福岡県		40		18		42		100		3				福岡県		0		0		0		0				福岡県		0		0		0		0

				佐賀県		0		0		10		10		19				佐賀県		0		0		0		0				佐賀県		0		0		0		0

				長崎県		1		0		8		9		22				長崎県		0		0		0		0				長崎県		0		0		0		0

				熊本県		90		0		25		115		1				熊本県		0		0		0		0				熊本県		0		0		0		0

				大分県		9		0		32		41		6				大分県		0		0		0		0				大分県		0		0		0		0

				宮崎県		1		1		30		32		8				宮崎県		0		0		0		0				宮崎県		0		0		0		0

				鹿児島県		60		1		45		106		2				鹿児島県		0		0		0		0				鹿児島県		0		0		0		0

				沖縄県		0		2		0		2		32				沖縄県		0		0		0		0				沖縄県		0		0		0		0





																		平成26年土砂災害都道府県別人家被害 ドシャサイガイ																																				平成26年土砂災害都道府県別人的被害 ドシャサイガイジンテキ

				平成26年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ																土石流等 ドセキリュウトウ								地すべり ジ								がけ崩れ クズ								全計 ゼンケイ										死者数 シシャスウ												行方不明者数 ユクエフメイシャスウ												負傷者 フショウシャ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ		発生件数
順　位 ハッセイケンスウジュンクライ						全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ		全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ		全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ		全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		338		77		769		1,184						全　国		140		96		155		391		2		9		2		13		19		8		73		100		161		113		230		504				全　国		72		0		9		81				全　国		0		0		0		0				全　国		42		0		7		49

				北海道		9		0		47		56		8				北海道						1		1								0		2				6		8		2		0		7		9				北海道						2		2				北海道								0				北海道						1		1

				青森県		0		0		1		1		36				青森県								0								0								0		0		0		0		0				青森県								0				青森県								0				青森県								0

				岩手県		1		0		1		2		32				岩手県								0								0								0		0		0		0		0				岩手県								0				岩手県								0				岩手県								0

				宮城県		1		0		2		3		29				宮城県		1						1								0								0		1		0		0		1				宮城県								0				宮城県								0				宮城県								0

				秋田県		0		0		1		1		36				秋田県								0								0								0		0		0		0		0				秋田県								0				秋田県								0				秋田県								0

				山形県		13		6		8		27		11				山形県		1						1								0						1		1		1		0		1		2				山形県								0				山形県								0				山形県								0

				福島県		0		0		10		10		24				福島県								0								0						1		1		0		0		1		1				福島県								0				福島県								0				福島県								0

				茨城県		0		0		1		1		36				茨城県								0								0				1				1		0		1		0		1				茨城県								0				茨城県								0				茨城県								0

				栃木県		0		0		3		3		29				栃木県								0								0						2		2		0		0		2		2				栃木県								0				栃木県								0				栃木県								0

				群馬県		1		1		0		2		32				群馬県								0								0								0		0		0		0		0				群馬県								0				群馬県								0				群馬県								0

				埼玉県		0		0		1		1		36				埼玉県								0								0								0		0		0		0		0				埼玉県								0				埼玉県								0				埼玉県								0

				千葉県		0		4		20		24		13				千葉県								0								0						1		1		0		0		1		1				千葉県								0				千葉県								0				千葉県								0

				東京都		0		0		1		1		36				東京都								0								0								0		0		0		0		0				東京都								0				東京都								0				東京都								0

				神奈川県		0		0		95		95		3				神奈川県								0								0						4		4		0		0		4		4				神奈川県						2		2				神奈川県								0				神奈川県						1		1

				新潟県		4		12		7		23		15				新潟県								0								0						2		2		0		0		2		2				新潟県								0				新潟県								0				新潟県								0

				山梨県		1		0		0		1		36				山梨県								0								0								0		0		0		0		0				山梨県								0				山梨県								0				山梨県								0

				長野県		16		20		9		45		9				長野県		10				3		13		1		8		2		11								0		11		8		5		24				長野県		1						1				長野県								0				長野県		3						3

				富山県		8		3		19		30		10				富山県								0								0								0		0		0		0		0				富山県								0				富山県								0				富山県								0

				石川県		1		0		18		19		19				石川県								0								0								0		0		0		0		0				石川県						1		1				石川県								0				石川県								0

				岐阜県		7		0		13		20		17				岐阜県								0								0		1				1		2		1		0		1		2				岐阜県								0				岐阜県								0				岐阜県								0

				静岡県		11		1		61		73		6				静岡県								0								0		1		1		6		8		1		1		6		8				静岡県								0				静岡県								0				静岡県								0

				愛知県		0		0		1		1		36				愛知県								0								0								0		0		0		0		0				愛知県								0				愛知県								0				愛知県								0

				三重県		0		0		8		8		26				三重県								0								0								0		0		0		0		0				三重県								0				三重県								0				三重県								0

				福井県		0		1		1		2		32				福井県								0								0								0		0		0		0		0				福井県								0				福井県								0				福井県								0

				滋賀県		0		0		0		0		47				滋賀県								0								0								0		0		0		0		0				滋賀県								0				滋賀県								0				滋賀県								0

				京都府		6		1		7		14		21				京都府								0								0		2		1		2		5		2		1		2		5				京都府								0				京都府								0				京都府						1		1

				大阪府		1		0		5		6		27				大阪府								0								0						5		5		0		0		5		5				大阪府								0				大阪府								0				大阪府						1		1

				兵庫県		81		1		6		88		5				兵庫県		9		14		17		40								0		1		2				3		10		16		17		43				兵庫県		1						1				兵庫県								0				兵庫県		2						2

				奈良県		0		0		1		1		36				奈良県								0								0								0		0		0		0		0				奈良県								0				奈良県								0				奈良県								0

				和歌山県		2		3		22		27		11				和歌山県								0								0								0		0		0		0		0				和歌山県								0				和歌山県								0				和歌山県								0

				鳥取県		0		0		1		1		36				鳥取県								0								0								0		0		0		0		0				鳥取県								0				鳥取県								0				鳥取県								0

				島根県		1		0		8		9		25				島根県								0								0								0		0		0		0		0				島根県								0				島根県								0				島根県								0

				岡山県		0		0		2		2		32				岡山県								0								0								0		0		0		0		0				岡山県								0				岡山県								0				岡山県								0

				広島県		110		0		72		182		1				広島県		119		82		133		334								0		4				18		22		123		82		151		356				広島県		70				3		73				広島県								0				広島県		37				2		39

				山口県		7		0		84		91		4				山口県						1		1								0		2		1		6		9		2		1		7		10				山口県						1		1				山口県								0				山口県						1		1

				徳島県		3		3		12		18		20				徳島県								0								0		1				5		6		1		0		5		6				徳島県								0				徳島県								0				徳島県								0

				香川県		1		0		2		3		29				香川県								0								0								0		0		0		0		0				香川県								0				香川県								0				香川県								0

				愛媛県		5		0		16		21		16				愛媛県								0								0								0		0		0		0		0				愛媛県								0				愛媛県								0				愛媛県								0

				高知県		4		21		97		122		2				高知県								0		1		1				2		2		1		7		10		3		2		7		12				高知県								0				高知県								0				高知県								0

				福岡県		0		0		1		1		36				福岡県								0								0								0		0		0		0		0				福岡県								0				福岡県								0				福岡県								0

				佐賀県		0		0		1		1		36				佐賀県								0								0								0		0		0		0		0				佐賀県								0				佐賀県								0				佐賀県								0

				長崎県		0		0		14		14		21				長崎県								0								0		1		1		1		3		1		1		1		3				長崎県								0				長崎県								0				長崎県								0

				熊本県		0		0		6		6		27				熊本県								0								0								0		0		0		0		0				熊本県								0				熊本県								0				熊本県								0

				大分県		1		0		23		24		13				大分県								0								0						1		1		0		0		1		1				大分県								0				大分県								0				大分県								0

				宮崎県		1		0		19		20		17				宮崎県								0								0		1				2		3		1		0		2		3				宮崎県								0				宮崎県								0				宮崎県								0

				鹿児島県		42		0		28		70		7				鹿児島県								0								0						1		1		0		0		1		1				鹿児島県								0				鹿児島県								0				鹿児島県								0

				沖縄県		0		0		14		14		21				沖縄県								0								0		1				1		2		1		0		1		2				沖縄県								0				沖縄県								0				沖縄県								0





																		平成27年土砂災害都道府県別人家被害 ドシャサイガイ																																				平成27年土砂災害都道府県別人的被害 ドシャサイガイジンテキ

				平成27年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ																土石流等 ドセキリュウトウ								地すべり ジ								がけ崩れ クズ								全計 ゼンケイ										死者数 シシャスウ												行方不明者数 ユクエフメイシャスウ												負傷者 フショウシャ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ		発生件数
順　位 ハッセイケンスウジュンクライ						全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ		全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ		全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ		全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		145		44		599		788						全　国		7		3		6		16		2		3		6		11		8		8		74		90		17		14		86		117				全　国		0		0		2		2				全　国		0		0		0		0				全　国		2		0		12		14

				北海道		0		1		7		8		21				北海道								0								0				1				1		0		1		0		1				北海道								0				北海道								0				北海道								0

				青森県		1		0		0		1		46				青森県								0								0								0		0		0		0		0				青森県								0				青森県								0				青森県								0

				岩手県		3		0		6		9		19				岩手県								0								0						3		3		0		0		3		3				岩手県								0				岩手県								0				岩手県						10		10

				宮城県		4		1		19		24		12				宮城県						1		1		1						1				1		4		5		1		1		5		7				宮城県								0				宮城県								0				宮城県								0

				秋田県		2		0		0		2		43				秋田県								0								0								0		0		0		0		0				秋田県								0				秋田県								0				秋田県								0

				山形県		2		4		0		6		26				山形県								0								0								0		0		0		0		0				山形県								0				山形県								0				山形県								0

				福島県		4		0		24		28		10				福島県						1		1								0		2		1		12		15		2		1		13		16				福島県								0				福島県								0				福島県								0

				茨城県		0		0		4		4		32				茨城県								0								0								0		0		0		0		0				茨城県								0				茨城県								0				茨城県								0

				栃木県		31		2		25		58		3				栃木県		7		2		3		12								0		5		3		2		10		12		5		5		22				栃木県						1		1				栃木県								0				栃木県		2				1		3

				群馬県		2		0		0		2		43				群馬県								0								0								0		0		0		0		0				群馬県								0				群馬県								0				群馬県								0

				埼玉県		4		0		3		7		24				埼玉県								0								0						1		1		0		0		1		1				埼玉県								0				埼玉県								0				埼玉県								0

				千葉県		1		2		29		32		8				千葉県								0						1		1								0		0		0		1		1				千葉県								0				千葉県								0				千葉県								0

				東京都		1		0		3		4		32				東京都								0								0								0		0		0		0		0				東京都								0				東京都								0				東京都								0

				神奈川県		0		0		55		55		4				神奈川県								0								0								0		0		0		0		0				神奈川県								0				神奈川県								0				神奈川県								0

				新潟県		1		17		2		20		14				新潟県								0								0								0		0		0		0		0				新潟県								0				新潟県								0				新潟県								0

				山梨県		0		0		6		6		26				山梨県								0								0								0		0		0		0		0				山梨県								0				山梨県								0				山梨県								0

				長野県		2		4		9		15		17				長野県								0								0						2		2		0		0		2		2				長野県								0				長野県								0				長野県								0

				富山県		2		1		1		4		32				富山県								0								0								0		0		0		0		0				富山県								0				富山県								0				富山県								0

				石川県		1		0		1		2		43				石川県								0								0								0		0		0		0		0				石川県								0				石川県								0				石川県								0

				岐阜県		1		1		3		5		30				岐阜県								0								0						1		1		0		0		1		1				岐阜県								0				岐阜県								0				岐阜県								0

				静岡県		2		0		71		73		2				静岡県								0								0						3		3		0		0		3		3				静岡県								0				静岡県								0				静岡県								0

				愛知県		0		1		2		3		36				愛知県								0								0								0		0		0		0		0				愛知県								0				愛知県								0				愛知県								0

				三重県		0		0		11		11		18				三重県								0								0						5		5		0		0		5		5				三重県								0				三重県								0				三重県								0

				福井県		0		0		3		3		36				福井県								0								0								0		0		0		0		0				福井県								0				福井県								0				福井県								0

				滋賀県		1		0		2		3		36				滋賀県								0								0						5		5		0		0		5		5				滋賀県								0				滋賀県								0				滋賀県								0

				京都府		1		1		6		8		21				京都府								0								0						2		2		0		0		2		2				京都府								0				京都府								0				京都府								0

				大阪府		0		0		4		4		32				大阪府								0								0		1				1		2		1		0		1		2				大阪府								0				大阪府								0				大阪府								0

				兵庫県		2		0		5		7		24				兵庫県								0								0						1		1		0		0		1		1				兵庫県								0				兵庫県								0				兵庫県								0

				奈良県		0		1		2		3		36				奈良県								0		1		2		5		8				1				1		1		3		5		9				奈良県								0				奈良県								0				奈良県								0

				和歌山県		1		0		36		37		7				和歌山県								0								0						2		2		0		0		2		2				和歌山県								0				和歌山県								0				和歌山県								0

				鳥取県		0		0		3		3		36				鳥取県								0								0								0		0		0		0		0				鳥取県								0				鳥取県								0				鳥取県								0

				島根県		1		0		8		9		19				島根県								0								0						1		1		0		0		1		1				島根県								0				島根県								0				島根県								0

				岡山県		1		0		5		6		26				岡山県				1				1								0						3		3		0		1		3		4				岡山県								0				岡山県								0				岡山県						1		1

				広島県		0		0		8		8		21				広島県								0								0								0		0		0		0		0				広島県								0				広島県								0				広島県								0

				山口県		0		0		16		16		15				山口県								0								0						1		1		0		0		1		1				山口県								0				山口県								0				山口県								0

				徳島県		0		0		3		3		36				徳島県								0								0						1		1		0		0		1		1				徳島県								0				徳島県								0				徳島県								0

				香川県		2		1		3		6		26				香川県								0								0						1		1		0		0		1		1				香川県								0				香川県								0				香川県								0

				愛媛県		3		1		18		22		13				愛媛県								0								0						1		1		0		0		1		1				愛媛県								0				愛媛県								0				愛媛県								0

				高知県		0		0		31		31		9				高知県								0								0								0		0		0		0		0				高知県								0				高知県								0				高知県								0

				福岡県		0		0		5		5		30				福岡県								0								0								0		0		0		0		0				福岡県								0				福岡県								0				福岡県								0

				佐賀県		0		0		0		0		47				佐賀県								0								0								0		0		0		0		0				佐賀県								0				佐賀県								0				佐賀県								0

				長崎県		3		1		22		26		11				長崎県								0								0						5		5		0		0		5		5				長崎県								0				長崎県								0				長崎県								0

				熊本県		4		2		48		54		5				熊本県						1		1								0				1		4		5		0		1		5		6				熊本県						1		1				熊本県								0				熊本県								0

				大分県		3		0		13		16		15				大分県								0								0						3		3		0		0		3		3				大分県								0				大分県								0				大分県								0

				宮崎県		2		1		47		50		6				宮崎県								0								0						3		3		0		0		3		3				宮崎県								0				宮崎県								0				宮崎県								0

				鹿児島県		56		2		28		86		1				鹿児島県								0				1				1						7		7		0		1		7		8				鹿児島県								0				鹿児島県								0				鹿児島県								0

				沖縄県		1		0		2		3		36				沖縄県								0								0								0		0		0		0		0				沖縄県								0				沖縄県								0				沖縄県								0





										H28.12.31時点								平成28年土砂災害都道府県別人家被害 ドシャサイガイ														H28.12.31時点 ジテン																						平成28年土砂災害都道府県別人的被害 ドシャサイガイジンテキ

				平成28年土砂災害都道府県別発生件数 ドシャサイガイ																土石流等 ドセキリュウトウ								地すべり ジ								がけ崩れ クズ								全計 ゼンケイ										死者数 シシャスウ												行方不明者数 ユクエフメイシャスウ												負傷者 フショウシャ

						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ		発生件数
順　位 ハッセイケンスウジュンクライ						全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ		全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ		全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ		全壊 ゼンカイ		半壊 ハンカイ		一部損壊 イチブソンカイ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ						土石流 ドセキリュウ		地すべり ジ		がけ崩れ クズ		合計 ゴウケイ

				全　国		399		53		1,040		1,492						全　国		15		26		81		122		12		1		4		17		12		11		155		178		39		38		240		317				全　国		3		7		8		18				全　国		0		0		0		0				全　国		0		0		15		15

				北海道		28		2		26		56		10				北海道						1		1								0						3		3		0		0		4		4				北海道						1		1				北海道								0				北海道						2		2

				青森県		0		0		12		12		21				青森県								0								0								0		0		0		0		0				青森県								0				青森県								0				青森県								0

				岩手県		147		0		11		158		2				岩手県		4		17		66		87								0						5		5		4		17		71		92				岩手県								0				岩手県								0				岩手県						1		1

				宮城県		0		0		1		1		43				宮城県								0								0								0		0		0		0		0				宮城県								0				宮城県								0				宮城県								0

				秋田県		8		0		1		9		24				秋田県								0								0								0		0		0		0		0				秋田県								0				秋田県								0				秋田県								0

				山形県		0		0		4		4		37				山形県								0								0								0		0		0		0		0				山形県								0				山形県								0				山形県								0

				福島県		0		0		7		7		28				福島県								0								0								0		0		0		0		0				福島県								0				福島県								0				福島県								0

				茨城県		0		0		7		7		28				茨城県								0								0								0		0		0		0		0				茨城県								0				茨城県								0				茨城県								0

				栃木県		0		0		1		1		43				栃木県								0								0								0		0		0		0		0				栃木県								0				栃木県								0				栃木県								0

				群馬県		2		0		1		3		39				群馬県				2		2		4								0								0		0		2		2		4				群馬県								0				群馬県								0				群馬県								0

				埼玉県		3		1		2		6		31				埼玉県								0								0								0		0		0		0		0				埼玉県								0				埼玉県								0				埼玉県								0

				千葉県		0		1		30		31		14				千葉県								0						1		1						3		3		0		0		4		4				千葉県								0				千葉県								0				千葉県								0

				東京都		1		0		7		8		27				東京都								0								0						1		1		0		0		1		1				東京都								0				東京都								0				東京都								0

				神奈川県		0		0		32		32		13				神奈川県								0								0						1		1		0		0		1		1				神奈川県								0				神奈川県								0				神奈川県								0

				新潟県		9		16		13		38		11				新潟県								0								0								0		0		0		0		0				新潟県								0				新潟県								0				新潟県								0

				山梨県		1		0		5		6		31				山梨県								0								0								0		0		0		0		0				山梨県								0				山梨県								0				山梨県								0

				長野県		7		6		9		22		18				長野県								0						1		1		2		2		2		6		2		2		3		7				長野県								0				長野県								0				長野県								0

				富山県		4		2		5		11		22				富山県								0								0								0		0		0		0		0				富山県								0				富山県								0				富山県								0

				石川県		0		1		2		3		39				石川県								0								0								0		0		0		0		0				石川県								0				石川県								0				石川県								0

				岐阜県		2		0		7		9		24				岐阜県								0								0								0		0		0		0		0				岐阜県								0				岐阜県								0				岐阜県								0

				静岡県		1		0		17		18		20				静岡県								0								0						1		1		0		0		1		1				静岡県								0				静岡県								0				静岡県								0

				愛知県		0		0		5		5		33				愛知県								0								0						3		3		0		0		3		3				愛知県								0				愛知県								0				愛知県								0

				三重県		0		0		5		5		33				三重県								0								0								0		0		0		0		0				三重県								0				三重県								0				三重県								0

				福井県		0		0		1		1		43				福井県								0								0								0		0		0		0		0				福井県								0				福井県								0				福井県								0

				滋賀県		0		0		2		2		42				滋賀県								0								0								0		0		0		0		0				滋賀県								0				滋賀県								0				滋賀県								0

				京都府		0		1		4		5		33				京都府								0								0						1		1		0		0		1		1				京都府								0				京都府								0				京都府								0

				大阪府		0		0		3		3		39				大阪府								0								0								0		0		0		0		0				大阪府								0				大阪府								0				大阪府								0

				兵庫県		1		1		2		4		37				兵庫県								0								0								0		0		0		0		0				兵庫県								0				兵庫県								0				兵庫県								0

				奈良県		0		0		0		0		47				奈良県								0								0								0		0		0		0		0				奈良県								0				奈良県								0				奈良県								0

				和歌山県		0		0		24		24		17				和歌山県								0								0						2		2		0		0		2		2				和歌山県								0				和歌山県								0				和歌山県								0

				鳥取県		3		0		31		34		12				鳥取県								0								0				1		1		2		0		1		1		2				鳥取県						1		1				鳥取県								0				鳥取県						2		2

				島根県		2		3		22		27		16				島根県						1		1								0				1		11		12		0		1		12		13				島根県								0				島根県								0				島根県								0

				岡山県		5		0		5		10		23				岡山県		1		2		6		9								0						2		2		1		2		8		11				岡山県								0				岡山県								0				岡山県								0

				広島県		6		2		85		93		6				広島県						2		2								0		1		1		6		8		1		1		8		10				広島県								0				広島県								0				広島県						1		1

				山口県		1		0		61		62		8				山口県								0								0						3		3		0		0		3		3				山口県								0				山口県								0				山口県								0

				徳島県		1		0		8		9		24				徳島県								0								0		1				3		4		1		0		3		4				徳島県								0				徳島県								0				徳島県								0

				香川県		2		1		4		7		28				香川県								0								0								0		0		0		0		0				香川県								0				香川県								0				香川県								0

				愛媛県		4		3		51		58		9				愛媛県						2		2								0						15		15		0		0		17		17				愛媛県								0				愛媛県								0				愛媛県						1		1

				高知県		0		1		20		21		19				高知県								0								0						2		2		0		0		2		2				高知県								0				高知県								0				高知県						1		1

				福岡県		0		0		31		31		14				福岡県								0								0						4		4		0		0		4		4				福岡県								0				福岡県								0				福岡県						1		1

				佐賀県		0		0		5		5		33				佐賀県								0								0						1		1		0		0		1		1				佐賀県								0				佐賀県								0				佐賀県								0

				長崎県		4		1		91		96		5				長崎県								0								0		4		3		16		23		4		3		16		23				長崎県								0				長崎県								0				長崎県						2		2

				熊本県		71		10		142		223		1				熊本県		10		5		1		16		12		1		2		15		2				23		25		24		6		26		56				熊本県		3		7		5		15				熊本県								0				熊本県								0

				大分県		9		1		57		67		7				大分県								0								0				3		8		11		0		3		8		11				大分県								0				大分県								0				大分県								0

				宮崎県		5		0		122		127		4				宮崎県								0								0						24		24		0		0		24		24				宮崎県								0				宮崎県								0				宮崎県								0

				鹿児島県		72		0		58		130		3				鹿児島県								0								0		2				14		16		2		0		14		16				鹿児島県						1		1				鹿児島県								0				鹿児島県						4		4

				沖縄県		0		0		1		1		43				沖縄県								0								0								0		0		0		0		0				沖縄県								0				沖縄県								0				沖縄県								0





		







宮城県

宮城県では，平均（へいきん）して11件ほどの土砂災害が発生（はっせい）
していて、多くががけくずれ。

直近10年の平均
（H21～H30）
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岩手・宮城内陸地震 東北地方太平洋沖地震 関東・東北豪雨 台風第21号

宮城県はどのくらい土砂災害が起きてる・・・？

5



宮城県

土砂災害（どしゃさいが
い）の発生を未然（みぜ
ん）に防ぐために砂防えん
堤（てい）やのり枠（わ
く）など、土砂災害防止工
事をおこなう。

県がおこなうもの

土砂災害への対策（たいさく）

避難（ひなん）するために必
要な情報を入手し、積極的
（せっきょくてき）に避難行
動（こうどう）をおこなう。

みんなができること
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宮城県

砂防(さぼう)のしごと

土石流(どせきりゅう)

○土砂災害から

流れ出る土砂をせき止めるかべをつくって
危険な川を安全にしています

みんなの命と大切なものを守ることが
「砂防（さぼう）のしごと」です。
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宮城県

がけの下にかべをつくったり、がけの表面をコンクリート
で覆（おお）って土砂がくずれるのをふせぎます

くいを地中ふかくまで打ち込んですべらなくしたり、
しみこんだ地下水をとりのぞく井戸をほったりします

がけくずれ

地(じ)すべり
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宮城県

土砂災害のおそれのある場所はたくさんあります

10

県内に８，４８２か所，
そのうち，亘理町には

５０か所あります。逢隈
鹿島地区では７か所。

鹿嶋公会堂



宮城県

●大雨のときの情報（じょうほう）に注意！

【テレビ・ラジオなどで情報を入手】

• 注意報（ちゅういほう）・警報（けいほう）等の

気象（きしょう）情報

• 土砂災害警戒情報（けいかいじょうほう）

• 避難準備（ひなんじゅんび）・高齢者（こうれいしゃ）等

避難開始，避難勧告（かんこく），避難指示（しじ）

いざというときはどうしたら良いの？

11



宮城県

●早めの避難行動（ひなんこうどう）を！

・避難勧告（かんこく）がなくても、

危険（きけん）を感じたら自主（じしゅ）避難！

・日頃から避難場所（ばしょ）の把握（はあく）、

備蓄（びちく）、避難訓練（くんれん）の実施（じっし）！

・避難行動は周りの人と声をかけあって！

いざというときはどうしたら良いの？

12



宮城県

こうした現象(げんしょう)は土砂災害(どしゃさいがい)
の前ぶれです！

土石流（どせきりゅう）

●昔から多くの人たちによって語られてきた山くずれの
前ぶれがあります。自分の家の近くでこのような現象が
みられたら危険がせまっていると思って避難してください。

13



宮城県

こうした現象(げんしょう)は土砂災害(どしゃさいがい)
の前ぶれです！

がけくずれ
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宮城県

こうした現象(げんしょう)は土砂災害(どしゃさいがい)
の前ぶれです！

地(じ)すべり
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宮城県

土砂災害（どしゃさいがい）からの逃げ方

流れる方向（ほうこう）に対して
直角（ちょっかく）に逃げる

逃げるときに準備（じゅんび）
するもの

16



宮城県

土砂災害（どしゃさいがい）からの逃げ方

建物（たてもの）の２階以上、崖
（がけ）の反対側（はんたいがわ）
に逃げる

他（ほか）の土砂災害危険区域
（きけんくいき）を通（とお）ら
ないようにする

17



宮城県

防
災
情
報
に

「
警
戒
レ
ベ
ル
」

が
導
入
さ
れ
ま
す
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宮城県

19



宮城県

土砂災害
から

身を守る
ために

●大雨の際の情報に注意しましょう！ ●早めの避難行動を！

•特にお年寄りや小さな子供、障害のある方の
避難には時間がかかる場合があります。

•避難勧告がなくても、危険を感じたら自主避
難を！

•日頃から避難場所の把握、備蓄、避難訓練
を！

•避難行動は周囲の人と声をかけあって！

【入手したい情報】

•注意報・警報等の気象情報

•土砂災害警戒情報

•避難準備・高齢者等避難開始，避難勧告，避
難指示

【入手方法】

•テレビ・ラジオ・インターネット

•市町村からの防災行政無線

•自動配信メール（登録制）

●お住まいの地域にある土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域等を確認しましょう！
•お住いの場所が土砂災害危険個所・土砂
災害警戒区域等に当たるかどうかあらか
じめ確認しておきましょう！

•ハザードマップについてはお住いの自治
体にお問い合わせください。

•土砂災害警戒区域等に関する情報は宮城
県のHPから確認いただけます。

事前の準備を！

連携した対応を！迅速で正確な情報把握を！ 20



宮城県

21

宮城県砂防総合情報システム

• 通称「ＭＩＤＳＫＩ（ミヅキ）」

• 雨や土砂災害の危険度についてインターネットで情報提供

• 土砂災害警戒情報等配信メール登録

• 土砂災害警戒区域等確認マップの公開

宮城県砂防総合情報システムをご活用ください！



各種情報が確認できま
す。
・気象警報・注意報
・土砂災害警戒情報
・現況雨量
・予測雨量
・土砂災害警戒判定

メッシュ情報

①土砂災害警戒情報

宮城県内の土砂災害
危険箇所や土砂災害警
戒区域等をGIS上でご
覧いただけます。お住
まいの地域に土砂災害
危険箇所がないか確認
しましょう。

②土砂災害警戒区域等確認マップ

touroku@doshasaigai.pref.miyagi.jp

下記アドレスもしく
はQRコードに空メール
を送信し登録すると、
気象に関する情報や土
砂災害警戒情報が届き
ます。

③土砂災害警戒メール配信 ④蔵王山ライブカメラ

蔵王山の現在の状況を蔵王町役場の屋上か
らリアルタイムで配信しています。

宮城県砂防総合情報システムをご活用ください！

22



宮城県

自分の命は自分で
守るという防災意
識を持ってもらう

いつでも助け合
える地域コミュニ
ティの醸成

行政間で連携し、
住民の生命を守る
ことに努める

突然迫る脅威
土砂災害から

命を守るためには
協力が重要！！ 知る努力

知らせる
努力

防災網（ぼう
さいもう）等
はいざというと
きの財産（ざ
いさん）！

23

じじょ

きょうじょ こうじょ



宮城県

知ってますか「土砂災害防止月間」

土砂災害危険箇所（きけんかしょ）
パトロール（気仙沼市）

危険箇所近隣（きんりん）住民への
周知（しゅうち）活動（登米市）

避難経路点検（ひなんけいろて
んけん）（南三陸町）

土砂災害パネル展示（てんじ）
（栗原市総合防災訓練） 24



宮城県

参
加
し
て
ね
！
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宮城県

• 平成３０年度 土砂災害防止（どしゃさいがいぼうし）に関する

絵画・作文コンクール応募（おうぼ）作品

平成３０年度 小学校の部
全国 絵画：１６３３件 作文：８３５件
宮城県 絵画：１３件 作文１９件

国土交通事務次官賞

平成３０年度 中学校の部
全国 絵画：２５９５件 作文：１８１６件
宮城県 絵画：１２件 作文：８件

26

国土交通事務次官賞



宮城県

【2019年キャッチフレーズ】
「避難(ひなん)のこえかけ、
安全(あんぜん)の確認(かくにん)」

避難(ひなん)
のこえかけ

安全(あんぜん)
の確認(かくにん)

避難しましょう！

避難しましたか？

27参考資料



宮城県

28

みんな気をつけて
くれよな！
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