
小浜市地域防災計画 

【資料編】 

小浜市防災会議 



資料１－１－１   小浜市防災会議条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

資料１－２－１    小浜市災害対策本部条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

資料１－３－１    災害弔慰金の支給等に関する条例・・・・・・・・・・・・・・・６

資料１－３－２    災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則・・・・・・・・・・・９

資料１－４－１    小浜市災害見舞金および被災者生活支援金の支給に関する規則・２９ 

資料１－５－１    小浜市災害対策基金条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

資料２－１－１    自主防災組織の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

資料２－２－１    避難所・避難場所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７

資料２－３－１    災害時応援協定等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０

資料２－４－１    小浜市災害時要配慮者支援制度実施要綱・・・・・・・・・・・４２

資料２－４－２  要配慮者利用施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７

資料２－５－１  医療施設一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０

資料２－６－１  防災・水防倉庫一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

資料２－６－２  防災・水防倉庫等配置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

資料２－６－３  防災資機材保有一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

資料２－６－４  土のうピット一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５

資料２－７－１  市有車両一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６

資料２－７－２    事業者別保有車両台数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９

資料３－１－１   防火対象物一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０

資料３－１－２    文化財一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１

資料３－２－１   消防力の現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９

資料３－２－２  消防水利の現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９

資料３－２－３   消防救助資機材一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０

資料３－２－４   消防救急資機材一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１

資料３－２－５   小浜消防団の現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２ 

資料３－３－１   危険物施設一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３

資料３－３－２   高圧ガス製造事業所・貯蔵所・・・・・・・・・・・・・・・・７４

資料３－３－３   火薬庫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４

資料４－１－１  砂防指定地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５

資料４－１－２  急傾斜地崩壊危険区域指定状況・・・・・・・・・・・・・・・７７ 

資料４－１－３  山地災害危険個所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８ 

資料４－１－４  土砂災害警戒区域等指定数・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 

資料４－１－５  土砂災害警戒区域等指定状況・・・・・・・・・・・・・・・・８１ 

資料４－１－６  なだれ危険個所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９ 



○小浜市防災会議条例

昭和38年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、小浜市防災会議

(以下「防災会議」という。)の所掌事務および組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 小浜市地域防災計画を作成し、およびその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて小浜市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長および委員)

第3条 防災会議は、会長および委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げるものをもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 福井県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 福井県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長および消防団長

(7) 指定公共機関または指定地方公共機関の職員ならびに公共的施設の管理者および公益的事業を営む

法人の役員または職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が任命する者

6 委員の定数は、30人以内とする。

7 第5項第7号および第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の、残

任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福井県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定

地方公共機関の職員および学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が

防災会議にはかつて定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月23日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。
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小浜市防災会議構成委員 

№ 協議会の構成 委員職名 条例上の区分 

1 

指定地方行政機関
の職員 

福井河川国道事務所 小浜国道維持出張所長 

１号 2 福井河川国道事務所 北川出張所長 

3 敦賀海上保安部小浜海上保安署長 

4 

福井県の職員 

嶺南振興局長 

２号 5 嶺南振興局小浜土木事務所長 

6 嶺南振興局若狭健康福祉センター所長 

7 福井県警察 小浜警察署長 ３号 

8 

市の職員 

副市長 

４号 

9 総務部長 

10 企画部長 

11 民生部長 

12 産業部長 

13 教育部長 

14 教育長 教育長 ５号 

15 消防長および 
消防団長 

消防本部消防長 
６号 

16 小浜消防団長 

17 

指定公共機関また
は指定地方公共機
関の職員ならびに公
共的施設の管理者
および公益的事業
を営む法人の役員
または職員 

日本郵便株式会社小浜郵便局長 

７号 

18 関西電力送配電株式会社小浜事業所長 

19 西日本旅客鉄道株式会社金沢支社敦賀地域鉄道部小浜駅長 

20 西日本電信電話株式会社福井支店長 

21 小浜商工会議所会頭 

22 福井県農業協同組合若狭基幹支店専務理事 

23 小浜市漁業協同組合代表理事組合長 

24 れいなん森林組合代表理事組合長 

25 小浜医師会長 

26 公益社団法人小浜市建設機構会長 

27 自主防災組織を構

成する者または学

識経験のある者のう

ちから市長が任命

する者 

小浜市区長連合会長 

８号 
28 小浜市赤十字奉仕団委員長 

29 小浜市連合婦人会長 

30 小浜男女共同参画ネットワーク会長 
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小浜市防災会議内規 

昭和３８年４月１日 

告示第１０号 

（目的） 

第１条 この内規は、小浜市防災会議条例（昭和３８年小浜市条例第１０号）第５条の規定に基づ

き、小浜市防災会議（以下「防災会議」という。）の議事その他会議の運営に関し、必要な事項

を定めることを目的とする。 

（招集） 

第２条 防災会議の招集は、会長が行う。 

２ 会議招集の通知には、会議の日時、場所および議題を付記しなければならない。 

（代理出席等） 

第３条 委員はやむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、その代理者を出席させる

ことができる。 

２ 委員または代理者がともに出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければな

らない。 

（会議） 

第４条 防災会議は、過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。この場合において、

前条第１項の代理出席者は委員とみなす。 

（専決処分） 

第５条 防災会議が成立しないときは、防災会議を収集する暇がないと認めるとき、その他やむを

得ない事情により防災会議を招集することができないときは、会長は、防災会議が処理すべき事

項のうち、別記のものについて専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告し、承認を求めなけれ

ばならない。 

（異動等の報告） 

第６条 条例第３条第５項第１号から３号までおよび第７号の委員が移動等により変更があった

場合は、後任者はその職、氏名および異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。 

附 則 

この内規は、昭和３８年４月１日より適用する。 
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（別記） 

１ 防災計画に基づき、その実施を推進すること（条例第２条） 

２ 災害に関する情報を収集すること（条例第２条） 

３ 関係機関の長に対し、資料または情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること（災

害対策基本法第２１条） 

４ 災害対策本部の設置について、市長に意見の具申をすること（災害対策基本法第２３条） 

５ 関係機関および公共的団体ならびに防災上重要な施設の管理者に対し、防災計画の実施状況に

ついて報告または資料の提出を求めること（災害対策基本法第４５条） 

６ その他特に軽易な事項 
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○小浜市災害対策本部条例

昭和38年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、小

浜市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職

務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長および現地災害対策本部員その他の職員を置

き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者

をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定

める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。
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○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月27日

条例第27号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)および

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、

暴風豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神

または身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、ならびに自然災害により被害を受

けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉および生活の安定に資するこ

とを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずること

をいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、この市の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は市民が令第1条に規定する災害(以下この章および次章において単に「災害」という。)により死

亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げると

おりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下

この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

ア 配偶者

イ 子

ウ 父母

エ 孫

オ 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫または祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がい

るときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者。)に

対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母に

ついては、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわら

ず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対

してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当りの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し

災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円と

し、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規

定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額

を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居あわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものと

する。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意または重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給

資料１－３－１
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を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告または書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により負傷し、または疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含

む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害

見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、または疾病にかかつ

た当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場

合にあつては125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条および第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯

主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならな

い。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当りの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類および

程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、

かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」

という。)および住居の損害がない場合 150万円

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

ウ 住居が半壊した場合 270万円

エ 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

イ 住居が半壊した場合 170万円

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円

エ 住居の全体が滅失もしくは流失した場合 350万円

(3) 第1号のウまたは前号のイもしくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分

を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、

「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)と

する。

(保証人および利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子

とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務

は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還または月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還を

することができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還および違約金については、法第13条、第14条第1項およ

び第16条ならびに令第8条、第9条および第12条の規定によるものとする。

第5章 補則

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
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この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条および第11条の規定は、昭和57年7月10日以後

に生じた災害により負傷し、または疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

附 則(昭和62年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害に

より被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(平成7年9月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年9月27日条例第18号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害によ

り死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

附 則(令和元年7月5日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条、第15条第1項、同条第3項および次条の規定

は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 平成31年3月31日以前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け

については、なお従前の例による。

附 則(令和2年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。
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○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年7月30日

規則第16号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年小浜市条例第27号。以下「条例」とい

う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ

災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日および死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、この市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提

出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つた

うえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷または疾病の状態となつた年月日および負傷または疾病の状況

(3) 障害の種類および程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷または疾病の状態となつた市民に対し、負傷し、

または疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有

することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)

は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名および生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間および方法

(3) 貸付を受けようとする理由および資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間および療養概算額を記載し

た診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前前年と

する。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該

世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日ま

でに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、すみやかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の

状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

資料１－３－２
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(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間およ

び償還方法を記載した貸付決定通知書(様式第3号)を、借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(様式第

4号)を借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した

借用書)(様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立て

る場合は、借受人および保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き替えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書およびこれに添えられ

た印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしょうとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期

間その他市長が必要と認める事項を記載した申請書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項

を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を、当該借受

人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(様式第10号)

を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間および支払を免除

した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を、当該

借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部または一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申

請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した申請書(様

式第13号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神または身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証す

る書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定または再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除

申請書に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還

免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名または住所の変更届等)

第17条 借受人または保証人について、氏名または住所の変更等、借用書に記載した事項に異動を生じたと

きは、借受人はすみやかにその旨を市長に氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただ

し、借受人が死亡したときは、同居の親族または保証人が代つてその旨を届け出るものとする。

第5章 補則

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金および災害障害見舞金の支給ならびに災害援護資金の貸

付けの手続について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
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附 則(昭和57年12月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条および第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた

災害により負傷し、または疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

附 則(令和元年7月5日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条および第9条の規定は平成31年4月1日から適用す

る。

(経過措置)

第2条 平成31年3月31日以前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け

については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月30日規則第25号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
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様式第1号(第5条関係)
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様式第2号(第6条関係)
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14



様式第3号(第8条第1項関係)

15



様式第4号(第8条第2項関係)

16



様式第5号(第9条関係)

17



様式第6号(第12条関係)

18



様式第7号(第13条第1項関係)

19



様式第8号(第13条第2項関係)

20



様式第9号(第13条第3項関係)

21



様式第10号(第14条第1項関係)

22



様式第11号(第14条第2項関係)
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様式第12号(第14条第3項関係)
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様式第13号(第15条第1項関係)

25



様式第14号(第15条第3項関係)

26



様式第15号(第15条第4項関係)

27



様式第16号(第17条関係)
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○小浜市災害見舞金および被災者生活支援金の支給に関する規則

平成25年10月7日

規則第30号

小浜市災害見舞金の支給に関する規則(昭和54年小浜市規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、小浜市に居住する者で、自然災害または火災により住宅に被害を受けた者(以下「被災

者」という。)に対し、災害見舞金または被災者生活支援金(以下「生活支援金」という。)を支給するこ

とを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ず

る被害をいう。

(2) 住宅 現に居住している住家をいう。

(災害見舞金の支給対象者)

第3条 災害見舞金の支給対象となる者は、小浜市の住民基本台帳に記録されている者で、自然災害または

火災により被災した住宅(その被害の程度が一定以上であるものに限る。)に現に居住していた世帯の世帯

主とする。

(災害見舞金の支給)

第4条 市長は、前条に規定する世帯の世帯主に対し、別表第1に掲げる災害見舞金を支給する。ただし、当

該住宅に複数の世帯が居住する場合は、当該住宅を主として維持管理する者が属する世帯の世帯主に限り

支給するものとする。

2 被害の程度は、小浜市または若狭消防署が発行する罹災証明書等の被災の程度により、市長が判定する

ものとする。

(生活支援金の支給対象者)

第5条 生活支援金の支給対象となる者は、小浜市の住民基本台帳に記録されている者で、自然災害により

被災した住宅(その被害の程度が一定以上であるものに限る。)に現に居住していた世帯(その被災した住

宅を補修し、その居住する住宅を建設し、もしくは購入し、またはその居住する住宅(公営住宅法(昭和26

年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する世帯に限る。)の世帯主とする。

(生活支援金の支給)

第6条 市長は、前条に規定する世帯の世帯主に対し、別表第2に掲げる生活支援金を支給する。ただし、当

該住宅に複数の世帯が居住する場合は、当該住宅を主として維持管理する者が属する世帯の世帯主に限り

支給するものとする。

2 被害の程度は、小浜市が発行する罹災証明書の被災の程度により、市長が判定するものとする。

(支給の制限)

第7条 市長は、火災が被災者の故意または重大な過失によると認定した場合は、災害見舞金を支給しな

い。

2 災害救助法(昭和22年法律第118号)、被災者生活再建支援法(平成15年法律第66号)等の定める制度によ

り、別表第2に掲げる生活支援金の支給額を上回る支援金その他の自然災害による被災者に対する給付金

が支給される被災者が属する世帯には、生活支援金を支給しない。

3 前項に規定する他の制度による支援金等の額が、別表第2に掲げる生活支援金の支給額を下回る場合は、

その差額を支給する。

(申請)

第8条 生活支援金の支給を受けようとする者は、小浜市被災者生活支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲

げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 罹災証明書(小浜市が発行したもの)

(2) 被災住宅の所有者がわかる書類(家屋の権利書、登記事項証明書、固定資産税課税明細書等)

(3) 補修の内容がわかる書類(見積書(写し)、契約書(写し)等)(一部壊および床上浸水の場合に限る。)

(4) 補修費用の額がわかる書類(領収書)(一部壊および床上浸水の場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

資料１－４－１
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別表1(第4条関係)

＊一部焼・一部壊は、建物の損壊により一時的に居住の用に供することができなくなったときをいう。

別表2(第6条関係)

災害

見舞

金

災害の種類 被害の程度 支給額

火災 全焼・全壊 200,000円

半焼・半壊 100,000円

一部焼・一部壊 50,000円

自然災害 流失・全壊(建物の破損割合70％以上) 20,000円

半壊(建物の破損割合20％以上) 10,000円

一部壊 建物の損害額 100万円超 5,000円

床上浸水 5,000円

区分 被害の程度 支給額

生活支援金 全壊 500,000円

半壊 250,000円

一部壊(建物の損害額 100万円以上) 100,000円

一部壊(建物の損害額 50万円以上～100万円未満) 50,000円

一部壊(建物の損害額 10万円以上～50万円未満) 10,000円

床上浸水(建物の損害額 10万円以上) 100,000円
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様式第1号(第8条関係)
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○小浜市災害対策基金条例

平成9年6月27日

条例第23号

(設置)

第1条 地震や風水害など、あらゆる自然災害、人為的災害等から、小浜市民の生命と財産を守るべく、そ

の予防対策、復旧対策、復興対策等を円滑に推進するため、小浜市災害対策基金(以下「基金」という。)

を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の各号に掲げる収入をもって積み立てる。

(1) 災害見舞金および義援金

(2) 寄付金

(3) その他の収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければな

らない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に関す

る現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部または一部を処分することができる。

2 市長は、近隣市町村、友好姉妹都市等において、災害が発生したときは、必要に応じて、前項の規定を

準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

資料１－５－１
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R3.3 現在

清滝 清滝区自主防災会 H25.4.1 H25.5.15 74

津島 津島区自主防災会 H19.6.9 H19.6.15 47

多賀 多賀区自主防災会 H23.8.1 H23.7.13 66

鈴鹿 鈴鹿区自主防災会 H18.12.2 H18.12.11 35

塩竃 塩竃区自主防災会 H19.2.28 H19.2.28 39

生玉 生玉区自主防災会 H24.4.27 H24.5.1 71

玉前 玉前区自主防災会 H20.5.6 H20.9.9 57

今宮 今宮区自主防災会 H18.4.1 H18.9.5 29

広峰

白鬚

酒井

駅前町 駅前区防災委員会 H30.7.4 H30.7.19 102

竜田 竜田区自主防災会 H20.5.6 H21.1.30 61

住吉 住吉区自主防災会 H18.9.1 H19.1.4 36

日吉

神田 神田区自主防災会 H21.7.1 62

大宮 大宮区自主防災会 H21.9.1 H21.9.1 63

男山 男山区自主防災会 H17.12.8 未登録

鹿島 鹿島区自主防災会 H21.9.1 H21.9.1 64

白鳥 白鳥区自主防災会 H20.4.1 H20.4.1 52

貴船 貴船区自主防災会 H18.12.1 H18.12.1 34

浅間 浅間区自主防災会 H23.4.1 H23.9.8 68

大原 大原区自主防災会 H18.7.26 H18.7.27 26

香取 香取区自主防災会 H18.8.1 H18.8.2 28

飛鳥 飛鳥区自主防災会 H20.10.1 H20.11.5 58

青井 青井区自主防災会 H19.4.1 H20.2.4 49

南川町 南川町区自主防災会 H19.4.1 H19.4.2 43

後瀬町

上竹原 上竹原区自主防災会 H24.6.1 H24.7.9 72

関 関区自主防災会 H19.4.1 H19.4.2 42

千種一丁目

千種二丁目 千種二丁目区自主防災会 R2.6.19 R2.6.19 108

大手町 大手町区自主防災会 H29.10.1 H29.10.1 89

四谷町

一番町

城内一丁目 城内一丁目区自主防災会 H30.4.1 H30.6.15 100

城内二丁目 城内一・二丁目区有志会 S56.4.5 未登録

雲浜一丁目

雲浜二丁目

山手一丁目 山手一丁目区自主防災会 H25.4.1 H25.6.26 76

山手二丁目 山手２丁目区自主防災会 H25.7.14 H25.7.17 77

山手三丁目 山手３丁目自主防災会 H27.7.16 H27.7.23 83

水取一・二丁目 水取１、２丁目自主防災会 H23.6.1 H23.6.3 65

水取三・四丁目 水取先陣会 H25.4.1 H25.10.22 78

小浜

雲浜

自主防災組織の状況

地区名 区名 組織の名称 登録日 登録番号結成日

資料２－１－１
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地区名 区名 組織の名称 登録日 登録番号結成日

堀屋敷

板屋町

小湊

大湊

北塩屋

西長町

北長町

福谷 福谷区自主防災会 H18.12.1 H19.5.31 46

新小松原

下竹原

小松原川東 小松原川東区自主防災会 H24.4.1 H24.4.1 70

小松原川西 小松原川西区自主防災会 H29.2.3 H29.2.3 86

甲ヶ崎 甲ケ崎区危機対策防災会 H18.1.1 H18.1.1 4

阿納尻 - 内外海地区自主防災連絡会で登録 内外海地区自主防災連絡会で登録

加尾 - 内外海地区自主防災連絡会で登録 内外海地区自主防災連絡会で登録

西小川 西小川自主防災組織会 H17.11.1 H17.12.5 3

宇久 - 内外海地区自主防災連絡会で登録 内外海地区自主防災連絡会で登録

若狭 若狭区自主防災組織 R1.12.2 R2.25 107

仏谷 仏谷区自主防災会 H19.4.1 H20.12.1 60

堅海 堅海区自主防災会 H18.4.1 H18.4.1 11

泊 泊区自主防災会 H18.1.27 H18.1.27 8

阿納 - 内外海地区自主防災連絡会で登録 内外海地区自主防災連絡会で登録

犬熊 - 内外海地区自主防災連絡会で登録 内外海地区自主防災連絡会で登録

志積 - 内外海地区自主防災連絡会で登録 内外海地区自主防災連絡会で登録

矢代 - 内外海地区自主防災連絡会で登録 内外海地区自主防災連絡会で登録

田烏 田烏区自主防災会 H18.4.1 H18.4.3 14

内外海地区 内外海地区自主防災連絡会 R2.7.20 R2.7.27 109

丸山 丸山区自主防災会 H19.1.28 H19.2.6 37

羽賀 羽賀区自主防災会 H17.10.1 H17.11.1 1

奈胡 奈胡区自主防災会 H17.9.2 H18.1.12 5

熊野 熊野区自主防災会 H20.5.14 H20.5.14 55

次吉 次吉自警団 設立年不明 未登録

栗田

高塚 高塚区自主防災会 H25.6.1 H25.6.6 75

太良庄 太良庄区自主防災会 H17.10.1 H19.3.6 40

江古川 江古川区自主防災会 H18.6.4 H18.9.5 30

北川 北川区自主防災会 H20.4.1 H20.4.11 54

大戸 大戸区自主防災会 H18.5.1 H18.5.8 17

竹長 竹長自主防災会 H19.7.15 H20.3.25 50

本保 本保区自警団 H19.2.12 H19.2.13 38

大谷 大谷区自主防災会 H17.4.1 H18.1.27 32

新保 新保区自警団 H17.6.28 H17.12.2 2

加茂 加茂区自主防災会 H18.4.1 H18.4.3 16

宮川地区 宮川地区自警団 H16.11.01 未登録

東市場 東市場自主防災会 H20.2.24 H20.3.26 53

太興寺

松永

内外海

国富

宮川

西津

34



地区名 区名 組織の名称 登録日 登録番号結成日

平野 平野区自主防災会 H19.9.16 H19.10.29 48

上野 上野自警団 設立年不明 未登録

四分一 四分一区自主防災会 H20.4.1 H20.5.29 56

三分一 三分一区自主防災会 H18.4.1 H18.6.2 19

門前 門前自主防災会 H20.4.1 H20.3.26 51

池河内

検見坂 検見坂区自主防災会 H30.7.1 H30.7.12 101

池田 池田区自主防災会 H30.4.1 H31.1.29 104

市場 市場区自主防災会 H30.4.1 H30.5.11 98

島 島区自主防災会 H30.3.26 H30.4.3 97

中村 中村区自主防災組織 H30.4.1 H30.5.14 99

国分 国分区自主防災会 H30.2.15 H30.2.27 96

金屋 金屋自警団 H27.4.1 H27.4.10 82

竜前 竜前区自主防災組織 H23.8.29 H23.9.5 67

神宮寺 神宮寺区自主防災会 H29.1.7 H30.1.9 90

忠野 忠野区自主防災会 H30.2.5 H30.2.27 94

下根来 下根来区自主防災会 H30.2.13 H30.2.21 93

中の宮 遠敷地区自主防災連絡会で登録 遠敷地区自主防災連絡会で登録

遠敷一・二丁目 遠敷1・2丁目区自主防災会 H30.1.29 H30.2.8 91

遠敷三・四丁目 遠敷3・4丁目区自主防災会 H30.4.1 H31.3.15 105

遠敷五丁目 遠敷５丁目区自主防災会 H30.1.30 H30.2.8 92

遠敷六丁目 遠敷６丁目区自主防災会 H30.2.1 H302.21 95

遠敷七・八丁目 遠敷7・8丁目区自主防災会 H31.4.1 H31.4.45 106

遠敷九・十丁目 遠敷9･10丁目区自主防災会 Ｈ21.3 H29.3.3 87

遠敷地区 遠敷地区自主防災連絡会 H29.4.1 H30.10.3 103

府中

和久里 和久里区自主防災会 H27.11.8 H27.11.12 84

木崎 木崎区自主防災会 H29.4.1 H29.2.3 85

多田 多田区自主防災会 H19.3.1 H19.3.30 41

生守

野代 野代区自主防災会 H24.1.22 H24.1.24 69

尾崎 尾崎区自主防災会 H29.7.22 H29.9.28 88

湯岡 湯岡区自主防災会 H26.8.22 H26.8.26 80

伏原 伏原区自主防災会 H26.3.1 H26.4.1 79

生守団地 生守団地区自主防災会 H26.9.30 H26.10.3 81

東相生 東相生区自主防災会 H18.4.1 H18.4.1 12

西相生 西相生自主防災会 H18.3.18 H18.3.31 13

上中井 上中井区自主防災会 H18.4.1 H18.6.20 21

下中井 下中井区自主防災会 H18.6.1 H18.6.20 20

滝谷 滝谷区自主防災会 H18.1.8 H18.1.25 7

口田繩 口田縄自治会 H18.1.15 H18.1.24 6

奥田繩 奥田縄区自主防災会 H18.4.1 H18.6.26 23

新滝 新滝自主防災会 H18.4.1 H18.4.3 15

須縄 須縄区自主防災会 H17.10.8 H18.2.9 9

谷田部 谷田部区自主防災会 H18.6.1 H18.6.20 22

口名田地区 口名田地区自主防災会 H17.9.1 未登録

口名田

松永

遠敷

今富
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地区名 区名 組織の名称 登録日 登録番号結成日

小屋 小屋区自主防災会 H18.4.1 H18.4.1 10

上田 - 中名田地区自主防災会で登録 中名田地区自主防災会で登録

下田 - 中名田地区自主防災会で登録 中名田地区自主防災会で登録

和多田 - 中名田地区自主防災会で登録 中名田地区自主防災会で登録

深野 - 中名田地区自主防災会で登録 中名田地区自主防災会で登録

深谷 - 中名田地区自主防災会で登録 中名田地区自主防災会で登録

中名田地区 中名田地区自主防災会 H24.9.1 H24.9.28 73

東勢 東勢区自治会自主防災会 H18.4.1 H18.5.26 18

西勢 西勢区自主防災会 H19.6.1 H19.5.29 45

荒木 荒木区自主防災会 H19.4.1 H20.12.1 59

黒駒 黒駒区自主防災会 H18.4.1 H18.7.27 25

法海 法海区自主防災会 H18.11.5 H18.11.20 33

下加斗 下加斗区自主防災会 H18.9.1 H18.9.7 31

上加斗 上加斗区自主防災会 H19.5.1 H19.5.10 44

岡津 岡津区自主防災会 H18.7.1 H18.7.4 24

鯉川 鯉川区自主防災会 H18.7.1 H18.7.27 27

加斗地区 加斗地区防災自警団 H17.6..1 未登録

計 １４７区 １１９区 結成率　８０％

中名田

加斗

36



資料２－２－１

1 小浜市立小浜小学校 小浜 駅前町13‐29 0770-52-3232 〇 510 ○ ○ ○ 1.29 ～ 2.12 2.91 ～ 3.94 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 3.1 施設内 ○ 屋外 ○ 屋外 ○ 施設内

2 若狭ふれあいセンター 小浜 小浜日吉91-3 0770-53-2010 〇 182 ○ ○ 0.02 ～ 0.54 0.53 ～ 1.31 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 2.9 施設内 ○ 施設内

3 福祉センター（※3） 小浜 小浜鹿島123 0770-52-0085 〇 91 ○ ○ 0.02 ～ 0.42 0.01 ～ 0.93 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 3.1 施設内 × ○ 施設内

4 小浜市立小浜中学校 雲浜 雲浜二丁目1-1 0770-52-2612 〇 772 ○ ○ 5,700 ○ 0.803 ～ 1.458 1.051 ～ 1.918 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 2.2 施設内 ○ 屋外 ○ 施設内

5 小浜市立小浜第二中学校 雲浜 後瀬町8-10 0770-52-2918 〇 857 ○ ○ 2,000 ○ 1.09 ～ 2.23 2.52 ～ 3.66 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 2.7 施設内 ○ 屋外 ○ 屋外 ○ 施設内

6 小浜市立雲浜小学校 雲浜 城内二丁目2-7 0770-52-0252 〇 408 ○ ○ 4,800 ○ 0.01 ～ 1.07 0.011 ～ 1.21 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 1.8 施設内 ○ 屋外 ○ 施設内

7 小浜市交流ターミナルセンター 雲浜 城内二丁目5-16 0770-52-9080 〇 182 ○ ○ 0.06 ～ 1.33 0.03 ～ 1.5 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 2.6 施設内 ○ 施設内

8 小浜市中央公民館 雲浜 大手町5-31 0770-53-1326 〇 182 ○ ○ 1.5 ～ 2.15 2.68 ～ 3.31 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 2.4 施設内 ○ 施設内

9 小浜市農業者健康管理センター 雲浜 南川町4-31 0770-52-2222 〇 109 ○ ○ 0.85 ～ 1.35 2.54 ～ 3.05 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 3.8 施設内 × ○ 施設内

10 小浜市民体育館 雲浜 後瀬町9-38 0770-53-0064 〇 1405 ○ ○ 0.25 ～ 1.87 1.76 ～ 3.36 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 3.7 施設内 屋外 ○ 施設内

11 小浜市文化会館 雲浜 大手町7-32 0770-53-9700 〇 182 ○ ○ 1.79 ～ 2.34 3.02 ～ 3.58 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 2.3 施設内 × ○ 施設内

12 小浜市働く婦人の家 雲浜 大手町4-1 0770-52-7002 〇 273 ○ ○ 1.39 ～ 2.5 2.69 ～ 3.78 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 2.6 施設内 ○ 施設内

13 小浜市立西津小学校 西津 北塩屋18-19 0770-52-0254 〇 322 ○ ○ 3,800 ○ 0.092 ～ 0.87 0.18 ～ 1.274 施設内 2階以上 ○ 特別警戒 施設内 ○ 2.1 施設内 ○ 屋外 ○ 屋外 ○ 施設内

14 小浜市西津公民館 西津 北塩屋22-2 0770-53-0154 〇 91 ○ ○ 0.964 ～ 1.46 1.419 ～ 1.912 施設内 2階以上 ○ 施設内 ○ 1.9 施設内 ○ 施設内

15 小浜市立内外海小学校 内外海 阿納尻45-9 0770-53-3052 〇 374 ○ ○ 4,100 ○ ～ ～ 施設内 ○ 特別警戒 施設内 ○ 6 施設内 ○ 屋外 ○ 屋外 ○ 施設内

16 小浜市久須夜交流センター 内外海 阿納尻43-10-1 0770-53-2724 〇 121 ○ ○ ～ ～ 施設内 ○ 施設内 ○ 6.1 施設内 ○ 屋外 ○ 施設内

17 旧田烏小学校 内外海 田烏61-4 0770-54-3225 〇 194 ○ 1,000 ○ ～ ～ 施設内 ○ 警戒 施設内 ○ 17 施設内 ○ 屋外 ○ 屋外 ○ 施設内

18 旧国富小学校 国富 次吉27-15 0770-52-0014 〇 210 ○ ○ 3,300 ○ 0.863 ～ 1.393 3.611 ～ 4.144 施設内 2階以上 ○ 施設内 3.6 ○ 屋外 ○ 施設内

19 小浜市国富公民館 国富 栗田11-3-2 0770-56-0125 〇 91 ○ 0.992 ～ 1.622 3.74 ～ 4.369 ○ 施設内 3.2 ×

20 旧宮川小学校 宮川 竹長14-10-3 0770-57-1202 〇 174 ○ ○ 3,500 ○ 0.011 ～ 0.58 0.011 ～ 0.695 施設内 2階以上 ○ 施設内 20.5 ○ 屋外 ○ 施設内

21 小浜市宮川公民館 宮川 加茂2-17-2 0770-57-1201 〇 91 ○ ○ 0.739 ～ 0.943 1.088 ～ 1.315 施設内 2階以上 ○ 施設内 15.9 ○ 施設内

22 旧松永小学校 松永 上野30-1 0770-57-1214 〇 171 ○ ○ 2,700 ○ 0.114 ～ 0.437 0.148 ～ 0.59 施設内 2階以上 ○ 施設内 18 ○ 屋外 ○ 施設内

23 小浜市松永公民館 松永 上野28-7 0770-57-1200 〇 61 ○ ○ 0.167 ～ 0.436 0.331 ～ 0.577 施設内 2階以上 ○ 施設内 17.7 × ○ 施設内

24 小浜市立小浜美郷小学校 遠敷 金屋39-8 0770-56-0773 〇 475 ○ 〇 4,258 〇 0.471 ～ 1.378 0.965 ～ 1.892 施設内 2階以上 〇 施設内 8.9 〇 屋外 〇 施設内

25 旧遠敷小学校 遠敷 遠敷72-17 0770-56-1115 〇 210 ○ ○ 2,700 ○ ～ 1.335 ～ 1.966 施設内 2階以上 ○ 施設内 15.4 ○ 屋外 ○ 施設内

26 小浜市遠敷公民館 遠敷 遠敷71-8 0770-56-1101 〇 91 ○ ○ ～ 1.382 ～ 1.976 施設内 2階以上 ○ 施設内 16.3 ○ 施設内

27 遠敷児童センター 遠敷 遠敷一丁目202 0770-56-0114 〇 165 ○ ○ 0.386 ～ 0.906 0.756 ～ 1.288 施設内 ○ 施設内 11.5 ○ 施設内

28 小浜市総合福祉センター 遠敷 遠敷84-3-4 0770-56-4033 〇 〇 100 0.17 ～ 0.78 0.434 ～ 1.126 11.6

29 小浜市立今富小学校 今富 和久里15-2-5 0770-56-0278 〇 495 ○ ○ 5,200 ○ 0.64 ～ 1.36 2.15 ～ 2.72 施設内 2階以上 ○ 施設内 5.1 ○ 屋外 ○ 施設内

30 小浜市今富公民館 今富 和久里18-18 0770-56-1211 〇 174 ○ ○ 0.5 ～ 1.26 1.83 ～ 2.72 施設内 2階以上 ○ 施設内 6.4 ○ 施設内

R3.3末現在
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番号 名　　　称 地区名 住所

※１　計画規模降雨：概ね30年から100年に一度程度の確率で発生する降雨 　　想定最大規模降雨：概ね1,000年に一度程度の確率で発生する降雨
※２　浸水の状況により、建物の2階以上への避難を行う必要がある
※３　令和３年３月３１日施設廃止により、指定避難所・指定緊急避難場所の指定を取り消す予定
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31 小浜市立口名田小学校 口名田 中井43-15 0770-58-0211 〇 188 ○ ○ 3,100 ○ ～ 0.01 ～ 1.614 施設内 2階以上 ○ 警戒 施設内 26.9 ○ 屋外 ○ 施設内

32 小浜市口名田公民館 口名田 中井41-9 0770-58-0820 〇 91 ○ ○ ～ 0.011 ～ 2.29 施設内 2階以上 ○ 警戒 施設内 25 ○ 施設内

33 小浜市立中名田小学校 中名田 下田14-13-1 0770-59-0311 〇 210 ○ ○ 2,400 ○ 0.033 ～ 0.184 0.012 ～ 0.377 施設内 ○ 警戒 施設内 61.8 ○ 屋外 ○ 施設内

34 小浜市中名田公民館 中名田 下田52-19 0770-59-0820 〇 91 ○ ○ ～ ～ 施設内 ○ 施設内 66.8 ○ 施設内

35 小浜市立加斗小学校 加斗 飯盛59-32 0770-52-5141 〇 210 ○ ○ 4,500 ○ ～ 0.106 ～ 0.146 施設内 ○ 警戒 施設内 ○ 16 施設内 ○ 屋外 ○ 施設内

36 小浜市加斗公民館 加斗 加斗30-35 0770-52-5136 〇 91 ○ ○ ～ 0.028 ～ 0.028 施設内 ○ 施設内 ○ 16.3 施設内 ○ 施設内

37 公立大学法人福井県立大学小浜キャンパス 西津 学園町1-1 0770-52-6300 〇 411 ○ ○ 24,200 ○ ～ ～ 施設内 ○ 施設内 ○ 54 施設内 ○ 屋外 ○ 屋外 ○ 屋外 ○ 施設内

38 上根来山の家グラウンド 遠敷 上根来2-10 0770-53-1111 ○ 400 ～ ～ 251 ○ 屋外

39 中央グラウンド 雲浜 後瀬町9-38 0770-53-0064 ○ ○ 9,000 ～ ～ 2.6 ○ 屋外 ○ 屋外

40 総合運動場 口名田 口田縄5-23 0770-58-0836 ○ ○ 9,600 ～ ～ 34 ○ 屋外

41 北公園 雲浜 水取二丁目600 0770-53-1111 ○ 1,200 ～ ～ 1.5 ○ 屋外

42 千種公園 雲浜 千種二丁目16-73 0770-53-1111 ○ 1,400 ～ ～ 2.0 ○ 屋外

43 中央公園 雲浜 大手町12-1 0770-53-1111 ○ 1,500 ～ ～ 2.4 ○ 屋外

44 東公園 雲浜 四谷町20-31 0770-53-1111 ○ 1,500 ～ ～ 2.4 ○ 屋外

45 湊公園 雲浜 水取四丁目600 0770-53-1111 ○ 900 ～ ～ 1.7 ○ 屋外

46 南川第一公園 雲浜 南川町18 0770-53-1111 ○ 1,200 ～ ～ 3.1 ○ 屋外

47 南川第二公園 雲浜 南川町125 0770-53-1111 ○ 500 ～ ～ 3.5 ○ 屋外

48 南公園 雲浜 水取三丁目500 0770-53-1111 ○ 1,200 ～ ～ 1.8 ○ 屋外

49 四谷公園 雲浜 四谷町20-3 0770-53-1111 ○ 800 ～ ～ 1.9 ○ 屋外

50 遠敷第一公園 遠敷 遠敷十丁目704 0770-53-1111 ○ 700 ～ ～ 7.5 ○ 屋外

51 遠敷第五公園 遠敷 遠敷三丁目304 0770-53-1111 ○ 1,000 ～ ～ 12.9 ○ 屋外

52 遠敷第三公園 遠敷 遠敷六丁目502-1 0770-53-1111 ○ 1,100 ～ ～ 11.4 ○ 屋外

53 遠敷第四公園 遠敷 遠敷一丁目301 0770-53-1111 ○ 2,300 ～ ～ 11.4 ○ 屋外

54 遠敷第二公園 遠敷 遠敷八丁目202 0770-53-1111 ○ 700 ～ ～ 10.0 ○ 屋外

55 若狭の里公園 遠敷 遠敷二丁目110 0770-53-1111 ○ 9,300 ～ ～ 11.8 ○ 屋外

56 青井第一公園 小浜 青井25-8 0770-53-1111 ○ 800 ～ ～ 4.1 ○ 屋外

57 青井第二公園 小浜 青井19-34 0770-53-1111 ○ 300 ～ ～ 警戒 21.4 ○ 屋外

58 小浜公園 小浜 小浜香取81-1 0770-53-1111 ○ 3,100 ～ ～ 2.6 ○ 屋外

59 台場浜公園 小浜 川崎二丁目7-1 0770-53-1111 ○ 2,500 ～ ～ 2.0 ○ 屋外

60 若狭総合公園 西津 北塩屋35-17 0770-53-1111 ○ 9,000 ～ ～ 18 ○ 屋外 ○ 屋外 ○ 屋外

※１　計画規模降雨：概ね30年から100年に一度程度の確率で発生する降雨 　　想定最大規模降雨：概ね1,000年に一度程度の確率で発生する降雨
※２　浸水の状況により、建物の2階以上への避難を行う必要がある
※３　令和３年３月３１日施設廃止により、指定避難所・指定緊急避難場所の指定を取り消す予定
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61 鯉川ふれあい会館 加斗 鯉川11-23 0770-52-6465 ○ ～ ～ 15 ○ 屋外 ○ 屋外

62 岡津集会所 加斗 岡津40-18 ○ ～ ～ 10.5 ○ 屋外 ○ 屋外

63 荒木ふれあい会館 加斗 荒木34 0770-52-6069 ○ ～ ～ 10.9 ○ 屋外 ○ 屋外

64 (勢浜地区）国道27号 加斗 東勢 0770-56-1617 ○ ～ ～ 15.9 ○ 屋外 ○ 屋外

65 (勢浜地区）県道235号線 加斗 西勢 0770-56-2101 ○ ～ ～ 8 ○ 屋外 ○ 屋外

66 小浜ゴルフクラブ（駐車場） 小浜 青井8-4-1 ○ ～ ～ 警戒 9.4 ○ 屋外 ○ 屋外

67 高成寺 小浜 青井1-11-1 ○ ～ ～ 6 ○ 屋外 ○ 屋外

68 常高寺 小浜 小浜大原1 0770-53-2327 ○ ～ ～ 警戒 10.5 ○ 屋外 ○ 屋外

69 八幡神社 小浜 小浜男山9 ○ ～ ～ 警戒 4.7 ○ 屋外 ○ 屋外

70 小浜城趾 雲浜 城内1-7-55 ○ ～ ～ 3.2 ○ 屋外 ○ 屋外

71 瑞月寺 内外海 甲ヶ崎2-13 ○ ～ ～ 警戒 3.1 ○ 屋外 ○ 屋外

72 円明寺 内外海 甲ヶ崎13-40 ○ ～ ～ 警戒 4 ○ 屋外 ○ 屋外

73 若狭集落生活改善センター 内外海 若狭28 ○ ～ ～ 警戒 7 ○ 屋外 ○ 屋外

74 （若狭地区）梅畑 内外海 若狭 ○ ～ ～ 警戒 20 ○ 屋外 ○ 屋外

75 仏谷寺 内外海 仏谷10-5 ○ ～ ～ 警戒 10 ○ 屋外 ○ 屋外

76 旧堅海小学校跡地 内外海 堅海10-17 0770-53-1111 ○ 2,100 ～ ～ 14 ○ 屋外 ○ 屋外

77 泊区集会所 内外海 泊7-26 0770-53-1849 ○ ～ ～ 5 ○ 屋外 ○ 屋外

78 （宇久地区）市道 内外海 宇久 0770-53-1111 ○ ～ ～ 警戒 21 ○ 屋外 ○ 屋外

79 南谷 内外海 西小川 ○ ～ ～ 警戒 20 ○ 屋外 ○ 屋外

80 配水池 内外海 加尾 0770-53-1111 ○ ～ ～ 60 ○ 屋外 ○ 屋外

81 奥奈袋 内外海 阿納 ○ ～ ～ 20 ○ 屋外 ○ 屋外

82 (犬熊地区)市道 内外海 犬熊 0770-53-1111 ○ ～ ～ 警戒 10 ○ 屋外 ○ 屋外

83 日枝神社 内外海 志積14-18 ○ ～ ～ 19 ○ 屋外 ○ 屋外

84 矢代ふれあい会館 内外海 矢代3-3 0770-54-3161 ○ ～ ～ 警戒 23 ○ 屋外 ○ 屋外

85 （須浦地区）国道162号線 内外海 田烏 0770-56-2101 ○ ～ ～ 15 ○ 屋外 ○ 屋外

86 （谷及地区）国道162号線 内外海 田烏 0770-56-2101 ○ ～ ～ 22 ○ 屋外 ○ 屋外

87 （釣姫地区）国道162号線 内外海 田烏 0770-56-2101 ○ ～ ～ 17 ○ 屋外 ○ 屋外

88 御食国若狭おばま食文化館 小浜 川崎3-4 0770-53-1000 ○ ～ ～ 2.4 ○ 屋内 ○ 屋内

※１　計画規模降雨：概ね30年から100年に一度程度の確率で発生する降雨 　　想定最大規模降雨：概ね1,000年に一度程度の確率で発生する降雨
※２　浸水の状況により、建物の2階以上への避難を行う必要がある
※３　令和３年３月３１日施設廃止により、指定避難所・指定緊急避難場所の指定を取り消す予定
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資料２－３－１

災害時応援協定等の状況

（１）自治体間の応援協定等

協定等の種類 締結先の団体等 協定等の名称 内容 詳細ほか 締結日

応援
福井県・県内35市町村
福井県・県内17市町

福井県・市町村災害時相互応援協定
福井県・市町災害時相互応援協定

災害時相互応援

H8.2.23
(H28.9.16
最新改定)

応援 奈良県奈良市 災害時相互応援に関する協定 災害時相互応援 H10.3.20

応援 奈良県奈良市 災害時相互応援に関する協定実施細目 協定実施に必要な事項 H10.3.20

応援 滋賀県高島市 災害時の相互応援に関する協定書 災害時相互応援 H20.8.1

応援 滋賀県近江八幡市 災害時の相互支援に関する協定書 災害時相互応援 H24.3.25

応援
東大寺建立に関わった市町村サ
ミット構成市町

災害時相互応援協定書 災害時相互応援 H26.6.18

応援 国土交通省近畿地方整備局 災害時等の応援に関する申合せ 災害時応援 H25.9.25

応援 兵庫県豊岡市 災害時等相互応援に関する基本協定 災害時相互応援 H27.11.30

応援 兵庫県養父市 災害時等相互応援に関する基本協定 災害時相互応援 H27.11.30

応援 兵庫県朝来市 災害時等相互応援に関する基本協定 災害時相互応援 H27.11.30

応援 兵庫県香美町 災害時等相互応援に関する基本協定 災害時相互応援 H27.11.30

応援 兵庫県新温泉町 災害時等相互応援に関する基本協定 災害時相互応援 H27.11.30

応援 兵庫県姫路市
原子力災害時における避難者の受け入
れに関する覚書

避難時の支援内容について H28.7.1

応援 兵庫県福崎町
原子力災害時における避難者の受け入
れに関する覚書

避難時の支援内容について H28.7.1

応援 兵庫県市川町
原子力災害時における避難者の受け入
れに関する覚書

避難時の支援内容について H28.7.1

応援 兵庫県神河町
原子力災害時における避難者の受け入
れに関する覚書

避難時の支援内容について H28.7.1

応援 岡山県総社市 災害時相互応援協定書 災害時相互応援 H30.11.30

（２）その他の協定等

情報通信
雇用促進事業団／㈱ケーブルテレ
ビ若狭小浜／雇用促進テレビ管理
組合

緊急告知放送設備等の設置及び管理に
関する協定書

雇用促進住宅生守宿舎並びに生
守第2宿舎に関する緊急告知放
送設備等の設置・管理

H11.1.5

その他 市内13郵便局
災害時等における小浜市と郵便局間の
協力に関する協定書

災害救助法適用時における郵便、為
替貯金および簡易保険の郵政事業に
係わる災害特別事務取扱および援護
対策の実施　他

H11.12.1

その他 市内13郵便局
小浜市と小浜市内郵便局との協力に関
する協定

地域における情報提供
災害発生時における協力

H11の協定の必要な事項につい
て定める H30.3.1

医療 小浜市医師会
小浜市と小浜市医師会間の災害時の医
療救護活動に関する協定書

災害時のおける救護活動に関し
ての必要な事項 H12.3.30

医療 小浜市医師会
災害時の医療救護活動に関する協定書
実施細則

小浜市と小浜市医師会間の災害
時の医療救護活動に関する協定
書第11条に基づく細則

H12.3.30

医療 小浜市医師会
災害時の医療救護活動に係る実費弁償
等に関する覚書

小浜市と小浜市医師会間の災害
時の医療救護活動に関する協定
書第10条第2項に基づく費用弁
償等

H12.3.30

避難所 福井県立大学小浜キャンパス 避難所指定の依頼
災害時に避難所として施設を利
用することについて H17.6.21

医療 公立小浜病院
災害時における要援護者の緊急受入れ
に関する協定書

要援護者の受入れ H18.5.16

施設
小浜市建設業会
（現：小浜市建設機構）

災害時におる公共土木施設の応急対応
に関する基本協定

土木施設の応急復旧 H18.6.15

物資 NPO法人コメリ災害対策ｾﾝﾀｰ 災害時における物資供給に関する協定書 物資供給 H18.10.10

ガス
(社)福井県エルピーガス協会若狭
支部(現：(一社)福井県エルピーガ
ス協会若狭支部)

災害時における応急救護用燃料の供給
に関する協定書

災害時における応急救護用燃料
として液化石油ガス等の確保に
ついて必要な事項

H19.3.19

施設 小浜市電工会
災害時における小浜市公共施設の応急
対策に関する基本協定

公共施設機能復旧、確保に対す
る応急対策業務に関して、内
容、費用の負担その他基本的な
事項

H20.6.19
(R2.7.1最新

改定)

水道 小浜市管工事協同組合
小浜市と小浜市管工事協同組合の災害
時における協力に関する協定

水道施設の復旧 H23.3.8

　R3.1末現在

（１）救助および応急復旧に必
要な医療職、技術職等の職員の
派遣およびボランティアのあっ
せん
（２）食糧、飲料水および生活
必需品ならびにその供給に必要
な資機材の提供およびあっせん
（３）被災者の救出、医療、防
疫、施設の応急復旧等に必要な
資機材、物資等の提供および
あっせん
（４）救助および救援活動に必
要な車両等の提供およびあっせ
ん
（５）被災者の一時収容のため
の施設の提供およびあっせん

（１）被災者の救出、医療、施
設の応急復旧等に必要な物資、
機材及び車両の提供
（２）食糧、飲料水、生活必需
品その他の生活物資並びにそれ
らを提供するために必要な資機
材及び車両の提供
（３）被災者を一時収容するた
めに必要な施設の提供及びあっ
せん
（４）応援に必要な職員の派遣
（５）災害救助ボランティアの
あっせん
（６）被災児童生徒の受入れ
（７）前各号に定めるもののほ
か特に要請のあった事項

（１）避難所開設・施設管理
（２）開設当初の避難所運営
（３）仮設トイレの設置
（４）避難物資の調達・配布
（５）生活支援情報サービスの
提供
（６）その他
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協定等の種類 締結先の団体等 協定等の名称 内容 詳細ほか 締結日

道路 小浜市安全施設施工会
小浜市域の道路交通安全施設等に係る
災害時応援協力に関する協定

市道等の被災状況の情報収集
応急対策等に関する技術的助言
道路機能回復のための障害物除去等

H23.11.1
(H26.7.1最
新改定)

物資 県民生活協同組合
災害時等における生活物資等の供給協力に
関する協定

生活物資供給 H25.10.23

通信 ㈱ケーブルテレビ若狭小浜
小浜市と株式会社ケーブルテレビ若狭
小浜との災害緊急放送に関する相互協
定

災害緊急放送（デジタル091ch
およぶ音声告知放送で行う臨時
の放送）

H25.11.1

物資 ㈱ママーストアー
災害時等における生活物資の供給協力
に関する協定

生活物資供給 H26.3.25

施設
小浜市建設業会
（現：小浜市建設事業推進機
構）

防災活動に関する合意書
災害発生が予想される場合の事
前パトール、防災・減殺措置の
実施

「災害時におる公共土木施設の
応急対応に関する基本協定」に
基づく事前準備

H27.5.12

燃料 福井県石油業協会若狭支部
災害時における石油燃料等の優先供給
に関する協定

燃料の優先供給など

・緊急車両や避難所等、災害対応上重
要な車両及び施設に対する燃料の優先
供給
・帰宅困難者に対する情報提供、一時
休憩所としてのトイレの提供

H27.7.31

その他 (一社)福井県ドローン協会 災害時のドローン運用業務協定書
自然災害時等のドローンの出動
要請について

・航空写真、航空動画の撮影
（予防・応急・復旧時）
・その他可能な業務

H29.9.28

避難所 福井県立若狭高等学校
洪水災害時等における若狭高等学校施
設の使用に関する覚書

災害時の海洋キャンパス体育館
（堀屋敷）、海幸寮（山手
２）、セミナーハウスの一時避
難施設としての使用

H29.10.24
R2.10.30

調査 小浜地域災害対策協議会 災害時の応援業務に関する覚書
被災状況調査、被災箇所の応急
測量・設計 H29.12.15

ボランティア
小浜ライオンズクラブ
／小浜市社会福祉協議会

災害ボランティアセンターの運営支援
に関する協定

小浜市災害ボランティアセン
ターの運営支援と協力

・人員支援
・資機材の提供 R1.9.24

情報通信 ヤフー㈱ 災害に係る情報発信等に関する協定 情報発信等に関する支援
災害時のアクセス負荷の低減を
目的としたキャッシュサイトの
掲載等

R1.10.1

避難所
口名田地区区長会／㈱オーイン
グ・㈱アイビックス共同企業体

洪水災害時等における小浜市総合運動
場の使用に関する覚書

災害時の一時避難施設としての
使用 R2.5.13

環境 大栄環境㈱ 災害廃棄物等の処理に関する基本協定 災害廃棄物等の処理支援
・資機材の提供
・災害廃棄物等の撤去、収集運
搬、処分

R2.5.18

河川
国土交通省近畿地方整備局福井河
川国道事務所／福井県土木部長／
若狭町長

北川水系治水協定 河内川ダムの事前放流について R2.5.29

水道
(公社)日本下水道管路管理業協
会

災害時における下水道管路施設の復旧
支援協力に関する協定

下水道管路施設の応急復旧に必
要な業務（巡視、点検、調査、
清掃、修繕）

福井県および17市町１事務組合 R2.6.15

水道
(公社)福井県下水道管路管理業
協会

災害時における下水道管路施設の復旧
支援協力に関する協定

下水道管路施設の応急復旧に必
要な業務（巡視、点検、調査、
清掃、修繕）

福井県および17市町１事務組合 R2.6.15

水道
(公社)全国上下水道コンサルタ
ント協会中部支部

災害時における下水道施設の復旧支援
協力に関する協定

下水道施設の応急復旧対策検
討、災害査定資料作成等

福井県および17市町１事務組合 R2.6.15

水道 (一社)福井県測量設計業協会
災害時における下水道施設の復旧支援
協力に関する協定

下水道施設の応急復旧対策検
討、災害査定資料作成等

福井県および17市町１事務組合 R2.6.15

電気 関西電力送配電㈱
災害時における停電復旧等に要する用
地に関する確認書

大規模災害時に電気の迅速な復
旧対策をおこなうために用地を
使用させる

R2.7.1

農業関係 福井県土地改良事業団体連合会
災害発生時における農地、農業用施設
及び農業集落排水処理施設の復旧支援
に関する協定

農地、農業用施設、農業集落排
水処理施設が被災したときに復
旧支援をおこなう

・被害状況調査
・緊急措置
・災害査定設計業務

R2.7.31

物資
セッツカートン㈱
／Ｊパックス㈱

災害発生時等における応急生活物資の
供給に関する協定

災害時に段ボール製品を避難所
等に供給

・要請から72時間を目途に供給
・設置等を指導する調整員が随
行

R2.10.27

家屋
避難所

福井県建築士会若狭支部
災害時における家屋被害認定調査等に
関する協定

・家屋被害認定調査の応援
・避難所等の安全性の確認 R2.12.16

雪害
福井県嶺南振興局小浜土木事務
所

雪害時の除排雪業務に関する協定
道路の除雪・排雪・散布、障害
車両の移動、倒木除去とそれに
ともなう交通規制について協力

R2.12.17

要配慮者
支援

福井県旅館ホテル生活衛生同業
組合

災害時における宿泊施設の提供等に関
する協定

要配慮者等に対する宿泊ならび
に宿泊に付随する入浴、食事の
提供

6組合員の9宿泊施設が対象 R3.1.7
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資料２－４－１

小浜市災害時要配慮者支援制度実施要綱

(目的 ) 

第１条 この要綱は、障がい者やひとり暮らしの高齢者などが、災害時等に

おける支援を地域の中で受けられ、安心して暮らすことができる地域づく

りを推進を図ることを目的とするために必要な事項を定めるものとする。 

(要配慮者 ) 

第２条 この要綱において「要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当す

る小浜市内に在宅する者をいう。

(1) ６５歳以上の一人暮らしの高齢者

(2) ６５歳以上の高齢者のみの世帯の者

(3) 身体障害者福祉法 (昭和２４年法律第２８３号 )第１５条第４項の規

定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則 (昭

和２５年厚生省令第１５号 )別表第５号身体障害者障害程度等級表の１

級から２級までに該当する者

(4) 「療育手帳制度について」(昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５

６号事務次官通知 )に規定する療育手帳の交付を受けている者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和２５年法律第１２

３号 )に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）の対象となる難病患者

(7) 介護保険法 (平成９年法律第１２３号 )に規定する要介護状態区分が、

「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査および判定の基準等

に関する省令」(平成１１年４月３０日厚生省令第５８号 )に規定する要

介護２から５までの認定を受けている者

(8) 災害時の支援を希望する者で、市長が必要と認める者

(要配慮者の登録 ) 

第３条 支援を受けようとする要配慮者は、支援を受けるために必要な個人

情報を記載した、要支援者台帳を市長に提出するものとする。
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２ 市長は、前項の届け出を円滑に行うために、小浜市民生委員の協力を得

て、要配慮者の把握および登録のために必要な調査を行うものとする。

３ 市長は、提出された要支援者台帳の内容を審査する。

(避難行動要支援者 ) 

第４条 この要綱において「避難行動要支援者」とは、生活の基盤が自宅に

ある要配慮者のうち、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、

自ら避難することが困難であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため

に特に支援を必要とする者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(1) 身体障害者福祉法１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付

を受け、身体障害者福祉法施行規則別表第５号身体障害者障害程度等級

表の１級から２級の交付を受けた者

(2) 「療育手帳制度について」に規定する療育手帳 A１及び A２の交付を

受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が１級の者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の対

象となる難病患者

(5) 介護保険法に規定する要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護

認定審査会による審査および判定の基準等に関する省令に規定する要

介護２から５までの認定を受けている者

(6) 自力避難することが困難な６５歳以上の高齢者

(7) 災害時の支援を希望する者で、市長が必要と認める者

(避難行動要支援者名簿の作成 ) 

第５条 市は、避難行動要支援者に該当する者を把握するため関係担当で把

握している情報を集約し避難行動要支援者名簿を作成する。

(要支援者台帳および避難行動要支援者名簿の情報提供および同意確認 ) 

第６条 市は、要支援者台帳および避難行動要支援者名簿の情報等（以下「名

簿情報等」という。）を、小浜市地域防災計画の定めるところにより、災

害の発生に備え、避難支援等関係者に対し、必要な範囲で情報を提供する

ものとする。
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２ 名簿情報等の提供は、高齢世帯等要配慮者調査票の小浜市個人情報保護

条例（平成１４年条例第３７号。以下「条例」という。）個人情報保護法

に基づく同意署名を持って同意確認を行うものとする。ただし、条例第８

条第１項第７号に該当すると認められるときは、この限りではない。

(要支援者台帳および避難行動要支援者名簿の共有の範囲 ) 

第７条 要支援者台帳および避難行動要支援者名簿は、市が保管し、避難支

援等関係者間で共有する。ただし、名簿情報等を提供することについて本

人の同意が得られない場合は、この限りではない。

2 市は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、避難

行動要支援者の生命または身体を災害から保護するために特に必要があ

ると認めるときは、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者

その他の者に対し、名簿情報等を提供することができる。この場合におい

ては、名簿情報等を提供することについて本人の同意を得ることを要しな

い。

(個別計画の作成 ) 

第８条 市は、避難行動要支援者名簿に登録されている者のうち、他者の支

援がなければ避難できない在宅の者で、家族等による必要な支援が受けら

れない者 (以下「要支援者」という。)について、「避難支援個別計画」(以

下「個別計画」という。 )を作成するものとする。

(要支援者台帳、避難行動要支援者名簿および個別計画の保管 ) 

第９条 要支援者台帳、避難行動要支援者名簿および個別計画 (以下「台帳

等」という。 )の原本は市長が保管し、次の各号に掲げる避難支援等関係

者が、それぞれ必要とする範囲の副本を保管する。ただし、名簿情報等を

提供することについて本人の同意が得られない場合は、この限りでない。 

(1) 小浜市民生委員協議会

(2) 自主防災組織

(3) 区長

(4) その他、市長が必要と認めた機関

 (避難支援等関係者における支援 ) 
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第１０条 避難支援等関係者は要配慮者および要支援者に対して、台帳等を

活用して次に掲げる支援を行う。

(1) 災害時における安否確認、救出活動、避難誘導等

(2) 要配慮者の把握調査および要支援者の個別計画作成の促進

(3) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、相談

等

(個人情報の保護 ) 

第１１条 避難支援等関係者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。 

(1) 第１条に掲げる目的以外に個人情報を利用してはならない。

(2) 正当な理由なく、知り得た情報を漏らしてはならない。また、支援

をする役を退いた後も同様とする。

(3) 台帳等の提供を受けた場合は、紛失しないよう厳重に保管するとと

もに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しな

ければならない。

(4) 提供を受けた台帳等は、複製および複写してはならない。ただし、

支援を行う上で必要であると市長が認める場合は、この限りではない。 

２ 避難支援等関係者は、台帳等を紛失した場合は、速やかに市長に報告し

なければならない。

３ 市長は、避難支援等関係者に対して、台帳等の保護に関し、必要に応じ

て指示または調査を行うことができる。

４ 市長は、避難支援等関係者が台帳等を保護し難いと判断した場合は、台

帳等を返還させることができる。

(登録事項の変更 ) 

第１２条 要配慮者は、いずれかの台帳等に記載された事項に変更が生じた

ときは、直接または民生委員を通じて、市長に報告するものとする。

２ 市長および避難支援等関係者は、前項に関わらず、いずれかの台帳等に

記載された事項に変更が生じたときは、いずれかの台帳等にその旨を記載

するとともに、相互に連絡するものとする。

(取消 ) 
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第１３条 市長は、要配慮者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、

登録を取り消すとともに、避難支援等関係者に通知するものとする。

(1) 辞退する旨の報告があったとき。

(2) 医療機関および施設等に長期にわたり入院および入所等したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 市外に転出したとき。

(5) 第２条の要件に該当しなくなったと認めたとき。

 (その他 ) 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
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要配慮者利用施設 R3.3現在
浸水

北川 遠敷川 南川

浜っ子こども園 川崎1丁目4-3 52-0142 177 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 児童福祉施設 幼保連携認定こども園

はましんわくわくステーション 小浜白鬚112 52-2505 19 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 児童福祉施設
事業所内保育所
地域型小規模A型事業所内保育施設

小浜児童クラブ
小浜白鬚112
（施設内2F） 52-2505 64 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 児童福祉施設

放課後児童健全育成事業
の用に供する施設

小浜小学校 駅前町13-29 52-3232 260 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 学校教育施設 小学校

青池調理師専門学校 小浜広峰108 52-3481 70 0.5～3.0m - ～0.5m 0.5～3.0m - 学校教育施設 専門学校

アップ・トゥ・ユウ 青井21-5 52-4294 20 - - - -
急傾斜
土石流 障害福祉サービス事業所 就労継続支援事業所

グループホームあおぞら２ 小浜住吉80-2 53-1190 5 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 障害福祉サービス事業所 共同生活援助事業所

小津外科医院 小浜日吉69-1 52-0072 - 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 医療施設 診療所

古川医院 駅前町8-16 52-1807 - 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 医療施設 診療所

しんたにクリニック 駅前町6-37 64-5321 - 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 医療施設 診療所

吉井医院 小浜塩釜81-1 52-0028 - 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 医療施設 診療所

駅前野村歯科医院 駅前町2-2 52-2391 - 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 医療施設 歯科診療所

高鳥歯科医院 小浜鹿島19 52-0318 - 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 医療施設 歯科診療所

やまなみ保育園 水取4丁目3-10 53-2873 166 0.5～3.0m 0.5～3.0m - 0.5～3.0m 急傾斜 児童福祉施設 保育所

聖ルカ乳児保育園 千種2丁目4-12 53-1538 61 3.0～5.0m - ～0.5m 3.0～5.0m - 児童福祉施設 保育所

幼保連携型認定こども園　聖ルカ幼稚園 千種2丁目9-22 52-0995 120 0.5～3.0m - ～0.5m 0.5～3.0m - 児童福祉施設 幼保連携認定こども園

小浜病院内保育所ふくろう 後瀬町5-2 52-0440 20 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 児童福祉施設 事業所内保育所
病後児保育所とまと
（ふくろうに併設） 後瀬町5-2 52-0440 2 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 児童福祉施設 病後児保育所

母と子の家　児童発達支援センター 後瀬町1-5 53-2603 25 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 児童福祉施設 児童発達支援センター

雲浜児童クラブ
城内2丁目3-9
（小学校内） 53-1973 45 0.5～3.0m ～0.5m 0.5～3.0m 0.5～3.0m - 児童福祉施設

放課後児童健全育成事業
の用に供する施設

雲浜小学校 城内2丁目3-9 52-0252 200 0.5～3.0m ～0.5m 0.5～3.0m 0.5～3.0m - 学校教育施設 小学校

小浜中学校 雲浜2丁目1-1 52-2612 360 0.5～3.0m 0.5～3.0m - ～0.5m - 学校教育施設 中学校

小浜第二中学校 後瀬町8-10 52-2918 410 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 学校教育施設 中学校

若狭高等学校 千種1丁目6-13 52-0007 900 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 学校教育施設 高等学校

若狭高等看護学院 大手町12-48 52-0162 90 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 学校教育施設 看護学校

ふれあいスクール

大手町5-31
（中央公民館
内） 64-5266 - 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 学校外教育施設 学校外教育施設

介護老人保健施設
アクール若狭 大手町2-2 52-0989 100 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 介護保険施設

介護老人保健施設・
通所リハビリテーション事業所

ニチイケアセンター小浜 南川町11-35 53-2623 30 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 介護保険施設 通所介護事業所

リリ・フィジオ予防センター 南川町12-13 53-3303 35 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 介護保険施設 通所介護事業所

グループホームおあしす 雲浜1丁目8-8 53-5500 18 0.5～3.0m 0.5～3.0m - ～0.5m - 介護保険施設
認知症対応型
共同生活介護事業所

おあしす 雲浜1丁目8-8 53-5500 24 0.5～3.0m 0.5～3.0m - ～0.5m - 介護保険施設
小規模多機能型
居宅介護支援事業所

デイサービスあゆみ 大手町8-33 53-5070 22 3.0～5.0m - ～0.5m 3.0～5.0m - 介護保険施設 通所介護事業所

つみきハウス 後瀬町13-1-11 52-0836 20 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 障害福祉サービス事業所 就労継続支援事業所

グループホームあおぞら１ 後瀬町13-1-11 53-1190 10 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 障害福祉サービス事業所 共同生活援助事業所

つくしの家 南川町8-1-2 53-1286 40 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 障害福祉サービス事業所 就労継続支援事業所

第２つくしの家 南川町19-8 53-1286 14 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 障害福祉サービス事業所 就労継続支援事業所

トゥモロー 南川町8-1-2 52-1286 20 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 地域活動支援センター 地域活動支援センター

つくし寮 山手2丁目2-4 52-1286 19 0.5～3.0m 0.5～3.0m - ～0.5m - 障害福祉サービス事業所 共同生活援助事業所

あんしんマンション雲浜おあしす 雲浜1丁目8-8 53-5500 11 0.5～3.0m 0.5～3.0m - ～0.5m - サービス付高齢者住宅 サービス付高齢者住宅

住宅型有料老人ホーム　あゆみ 大手町8-33 53-5070 40 3.0～5.0m - ～0.5m 3.0～5.0m - 有料老人ホーム 有料老人ホーム

野村歯科医院 大手町5-7 52-0681 - 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 医療施設 歯科診療所

杉田玄白記念公立小浜病院　 大手町2-2 52-0990 - 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 医療施設 病院

にしお内科クリニック 南川町12-8 53-2420 - 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 医療施設 診療所

いちせクリニック 南川町1-30 53-2415 - 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m - 医療施設 診療所

山手医院 山手1丁目1-8 53-5511 - 0.5～3.0m 0.5～3.0m - - - 医療施設 診療所

耳鼻咽喉科中村クリニック 千種2丁目9-31 53-1905 - 3.0～5.0m - ～0.5m 3.0～5.0m - 医療施設 診療所

Grip Kids 小浜 千種1丁目8-33 52-0800 10 3.0～5.0m - ～0.5m 3.0～5.0m - 児童福祉施設 放課後等デイサービス事業所

田中整形外科医院 千種1丁目8-24 52-6868 - 3.0～5.0m - ～0.5m 3.0～5.0m - 医療施設 診療所

木村医院 四谷町4-30 53-1260 - 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 医療施設 診療所

本馬医院 水取1丁目6-9 52-2233 - 0.5～3.0m 0.5～3.0m - 0.5～3.0m - 医療施設 診療所

ひかり歯科 千種1丁目11-16 64-5626 - 3.0～5.0m - ～0.5m 3.0～5.0m - 医療施設 歯科診療所

みなみがわ松木歯科医院 南川町16-18 53-1782 - 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 医療施設 歯科診療所

歯科大下医院 大手町22ｰ36  2F 52-3791 - 3.0～5.0m - ～0.5m 3.0～5.0m - 医療施設 歯科診療所

藤田歯科医院 四谷町9-26 53-1876 - 3.0～5.0m - ～0.5m 3.0～5.0m - 医療施設 歯科診療所

施設分類
（小）

土砂災
指定

施設分類
（大）

資料２－４－２

地区
事業所名

（網掛け：法令に基づく避難確保計画の作成と訓練の実施が
義務となる要配慮者利用施設）

住所 電話
現員
定員

（全河川重ね
合わせ）

小
浜

雲
浜
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浸水

北川 遠敷川 南川

施設分類
（小）

土砂災
指定

施設分類
（大）

地区
事業所名

（網掛け：法令に基づく避難確保計画の作成と訓練の実施が
義務となる要配慮者利用施設）

住所 電話
現員
定員

（全河川重ね
合わせ）

西津児童クラブ
北塩屋18-19
（小学校内） 080-8991-8705 30 0.5～3.0m 0.5～3.0m - -

急傾斜
土石流 児童福祉施設

放課後児童健全育成事業
の用に供する施設

西津小学校 北塩屋18-19 52-0254 180 0.5～3.0m 0.5～3.0m - -
急傾斜
土石流 学校教育施設 小学校

（株）ライフサービス　デイサービスセンー
ターたぶの木 山王前1丁目6-10 53-0262 30 0.5～3.0m 0.5～3.0m - - - 介護保険施設 通所介護事業所

やむろ助産所 湊13-15 52-3179 - 0.5～3.0m 0.5～3.0m - ～0.5m - 医療施設 診療所

内外海保育園 甲ヶ崎22-33 53-0554 44 - - - - - 児童福祉施設 保育所

堅海児童センター 堅海37-16 53-3612 - - - - - - 児童福祉施設 児童厚生施設

内外海児童クラブ 阿納12-63 080-8999-6695 30 - - - - - 児童福祉施設
放課後児童健全育成事業
の用に供する施設

内外海小学校 阿納尻45-9 53-3052 85 - - - -
急傾斜
土石流 学校教育施設 小学校

特別養護老人ホーム　若狭ハイツ 阿納尻59-9-1 53-2940 50 - - - - - 介護保険施設 介護老人福祉施設

若狭ハイツデイサービスセンター 阿納尻59-9-1 53-2940 25 - - - - - 介護保険施設 通所介護事業所

国富保育園 栗田17-12 52-5683 39 3.0～5.0m 3.0～5.0m - - - 児童福祉施設 保育所

嶺南西特別支援学校 羽賀67-49-1 52-7716 80 3.0～5.0m 3.0～5.0m - -
急傾斜
土石流 学校教育施設 特別支援学校

宮川保育園 竹長14-13-5 57-1723 19 - - - - - 児童福祉施設 小規模保育所

宮川児童館 竹長1-7-2 57-1519 - - - - - - 児童福祉施設 児童厚生施設

特別養護老人ホーム　ひまわり荘 加茂2-52 57-2120 70 - - - - - 介護保険施設 介護老人福祉施設

グループホームひまわりの郷 加茂2-52 57-2711 18 - - - - - 介護保険施設
認知症対応型
共同生活介護事業所

松永保育園 上野28-8-2 57-1822 44 - - - - - 児童福祉施設 保育所

（株）縁 東市場38-17 56-3066 20 - - - - - 障害福祉サービス事業所 就労継続支援事業所

遠敷保育園 遠敷71-8 56-0432 70 0.5～3.0m - 0.5～3.0m - - 児童福祉施設 保育所
三びきのこぶた保育園
（山本電気工事㈱内） 遠敷8丁目204-1 56-3833 15 0.5～3.0m ～0.5m 0.5～3.0m - - 児童福祉施設

事業所内保育所
認可外保育施設

わくわくくらぶ
（ハーツ若狭内） 遠敷9丁目501　2F 56-4880 15 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m 土石流 児童福祉施設

事業所内保育所
認可外保育施設

遠敷児童センター 遠敷1丁目202 56-0114 - 0.5～3.0m 0.5～3.0m 0.5～3.0m - - 児童福祉施設 児童厚生施設

小浜美郷児童クラブ

金屋39-8
（小学校敷地
内） 64-5399 80 0.5～3.0m 0.5～3.0m ～0.5m - - 児童福祉施設

放課後児童健全育成事業
の用に供する施設

小浜美郷小学校 金屋39-8 56-0773 320 0.5～3.0m 0.5～3.0m ～0.5m - - 学校教育施設 小学校

若狭東高等学校 金屋48-2 56-0400 460 0.5～3.0m - 0.5～3.0m - 土石流 学校教育施設 高等学校

やすらぎ荘 遠敷4丁目117 56-2067 - 0.5～3.0m 0.5～3.0m 0.5～3.0m - - 老人福祉施設 老人憩の家
地域密着型介護老人福祉施設
若狭東ハイツ 遠敷48-10-1 56-2940 20 ～0.5m ～0.5m ～0.5m - - 介護保険施設

地域密着型
介護老人福祉施設

ほのぼのハーツ嶺南事業所 遠敷9丁目508 56-3672 20 ～0.5m - ～0.5m - 土石流 障害福祉サービス事業所 就労継続支援事業所

田中病院　指定介護療養型医療施設 遠敷10丁目601-1 56-5353 44 0.5～3.0m ～0.5m 0.5～3.0m - -
医療施設・
介護保険施設

診療所・
介護療養型医療施設

デイサービスあお空 遠敷10丁目601-1 56-5525 25 0.5～3.0m ～0.5m 0.5～3.0m - - 介護保険施設 通所介護事業所

小浜市デイサービスセンター 遠敷84-3-4 56-5803 30 0.5～3.0m 0.5～3.0m 0.5～3.0m - - 介護保険施設 通所介護事業所

グループホーム孫子老 遠敷57-13 56-5705 9 - - - - 土石流 介護保険施設
認知症対応型
共同生活介護事業所

県民せいきょう　小浜きらめきデイサービス 遠敷9丁目501 56-5757 18 ～0.5m - ～0.5m - 土石流 介護保険施設
地域密着型
通所介護事業所

小規模多機能型ホーム　はな 遠敷4丁目705-1 56-1872 25 0.5～3.0m ～0.5m 0.5～3.0m - - 介護保険施設
小規模多機能型
居宅介護支援事業所

賃貸住宅はな 遠敷4丁目705-1 56-1872 9 0.5～3.0m ～0.5m 0.5～3.0m - - 有料老人ホーム 有料老人ホーム

ふらむはぁとナーシングケア 遠敷7丁目301 56-1009 29 0.5～3.0m ～0.5m 0.5～3.0m - - 介護保険施設
看護小規模多機能型
居宅介護支援事業所

AYATTO 遠敷7丁目301 56-1000 15 0.5～3.0m ～0.5m 0.5～3.0m - - サービス付高齢者住宅 サービス付高齢者住宅

ふるもり歯科 遠敷9丁目304 56-5067 - ～0.5m - ～0.5m - - 医療施設 歯科診療所

今富そらのとり保育園 和久里33-6 56-5677 161 0.5～3.0m ～0.5m - 0.5～3.0m - 児童福祉施設 保育所

バンビーナ 多田2-2-1 56-2631 9 0.5～3.0m ～0.5m ～0.5m 0.5～3.0m - 児童福祉施設 小規模保育事業A型

バンビーナサポート 多田2-2-1 56-2631 4 0.5～3.0m ～0.5m ～0.5m 0.5～3.0m - 児童福祉施設 病児・病後児保育所

子育て支援センター 木崎14-1-1 56-3386 - 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 児童福祉施設
子育て支援事業の用に供
する施設

今富児童クラブ 和久里第26-9 080-8999-6694 64 0.5～3.0m ～0.5m - 0.5～3.0m - 児童福祉施設
放課後児童健全育成事業
の用に供する施設

今富小学校 和久里29-15-1 56-0278 290 0.5～3.0m ～0.5m - 0.5～3.0m - 学校教育施設 小学校

まつき歯科医院 和久里19-13-1 56-1182 - 0.5～3.0m ～0.5m - 0.5～3.0m - 医療施設 歯科診療所

チューリップ保育園 伏原22-1-12 53-2125 121 3.0～5.0m - - 3.0～5.0m - 児童福祉施設 保育所

中山クリニック 多田2-2-1 59-1030 - 0.5～3.0m ～0.5m ～0.5m 0.5～3.0m -
医療施設・
介護保険施設

診療所・
通所介護事業所

口名田保育園 中井45-8 58-0212 54 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m 急傾斜 児童福祉施設 保育所

口名田児童クラブ
中井43-15
（小学校内） 58-0580 25 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m

土石流
急傾斜 児童福祉施設

放課後児童健全育成事業
の用に供する施設

口名田小学校 中井43-15 58-0211 90 0.5～3.0m - - 0.5～3.0m
土石流
急傾斜 学校教育施設 小学校

ポラリス 中井9-35-1 58-0077 8 - - - - - 有料老人ホーム 有料老人ホーム

国
富

西
津

内
外
海

宮
川

松
永

遠
敷

今
富

口
名
田
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浸水

北川 遠敷川 南川

施設分類
（小）

土砂災
指定

施設分類
（大）

地区
事業所名

（網掛け：法令に基づく避難確保計画の作成と訓練の実施が
義務となる要配慮者利用施設）

住所 電話
現員
定員

（全河川重ね
合わせ）

中名田保育園 和多田13-40 59-0102 17 - - - - - 児童福祉施設 保育所

中名田児童館 深野7-11 59-0160 - - - - - - 児童福祉施設 児童厚生施設

中名田小学校 下田10-1 59-0311 30 - - - -
土石流
急傾斜 学校教育施設 小学校

やすらぎの郷 深谷10-1-1 58-0880 40 - - - - - 障害者支援施設 施設入所者支援

第二やすらぎの郷 深谷10-1-4 58-0408 30 - - - - - 障害者支援施設 施設入所者支援

第三やすらぎの郷 深谷10-13-2 58-0211 50 - - - - - 障害者支援施設 施設入所者支援

ホープ 深谷13-2-1 58-0200 10 - - - - - 障害福祉サービス事業所 共同生活援助事業所

ポルト 深谷9-11-3 58-0018 10 - - - - 土石流 障害福祉サービス事業所 共同生活援助事業所

株式会社　マル 深谷22-1 64-5227 20 - - - - - 障害福祉サービス事業所 就労継続支援事業所

だいどう助産院 下田40-6 090-4688-0103 - - - - - 土石流 医療施設 診療所

中名田診療所 深野7-11 59-0180 - - - - - - 医療施設 診療所

加斗保育園 飯盛58-15 53-3049 27 - - - - 急傾斜 児童福祉施設 保育所

加斗児童館 飯盛58-14 53-2175 - - - - - 急傾斜 児童福祉施設 児童厚生施設

加斗児童クラブ 飯盛58-14 080-2956-4449 19 - - - - 急傾斜 児童福祉施設
放課後児童健全育成事業
の用に供する施設

加斗小学校 飯盛59-32 52-5141 70 - - - - 急傾斜 学校教育施設 小学校
特別養護老人ホーム
もみじの里 東勢11-3 52-4340 70 - - - - 土石流 介護保険施設 介護老人福祉施設

デイサービスセンター　もみじの里 東勢11-3 52-0084 25 - - - - 土石流 介護保険施設 通所介護事業所

Cネットふくい　小浜事業所 加斗56-61-1 53-2911 20 - - - - - 障害福祉サービス事業所 生活介護事業所

クリーンねっと若狭 加斗80-20-1 64-5030 20 - - - - - 障害福祉サービス事業所 就労継続支援事業所

※ 浸水欄の数字は、国および福井県の想定最大規模の浸水想定データに基づく浸水深（国管理河川／北川および遠敷川一部、県管理河川／南川および遠敷川上流）

県管理河川の浸水想定については、想定条件において、北川を超えて雲浜・西津等の地域にも浸水が及ぶ想定となっている。

※ 浸水欄における「 - 」は、河川管理者の浸水想定区域に含まれない箇所

※ 土砂災指定欄の「 - 」は、土砂災害防止法に伴う警戒区域に含まれない箇所

※ 浸水想定区域、土砂災害指定区域にある要配慮者利用施設のうち、法令に基づく避難確保計画の作成と訓練の実施が義務となる施設から、次の施設を除外する。

無床の医療施設（診療所、歯科、眼科、皮膚科、整形外科、助産所等）

加
斗

中
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医療施設一覧

内
科

小
児
科

精
神
科

神
経
科

呼
吸
器
科

消
化
器
科

循
環
器
科

ア
レ
ル
ギ
ー

科

リ
ウ
マ
チ
科

外
科

整
形
外
科

形
成
外
科

心
臓
血
管
外
科

産
婦
人
科

脳
神
経
外
科

眼
科

耳
鼻
咽
喉
科

皮
膚
科

泌
尿
器
科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
科

歯
科
口
腔
外
科

放
射
線
科

麻
酔
科

小津外科医院 小浜日吉69-1 52-0072 0 ○ ○ ○

吉井医院 小浜塩竃81-1 52-0028 0 ○ ○ ○

しんたにクリニック 駅前町6-37 64-5321 0 ○ ○

古川医院 駅前町8-16 52-1807 0 ○

いちせクリニック 南川町1-30 53-2415 0 ○ ○

にしお内科クリニック 南川町12-8 53-2047 0 ○ ○ ○

(医)田中整形外科医院 千種1-8-24 52-6868 0 ○ ○ ○ ○ ○

耳鼻咽喉科中村クリニック 千種2-9-31 53-1905 0 ○

杉田玄白記念　公立小浜病院 大手町2-2 52-0990 456 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(医)木村医院 四谷町4-30 53-1260 0 ○ ○

山手医院 山手1丁目1‐8 53‐5511 0 ○

本馬医院 水取1丁目6-9 52-2233 0 ○ ○

田中病院 遠敷10-601-1 56-5353 120 ○ ○

中山クリニック 多田2-2-1 56-5588 18 ○ ○ ○ ○ ○

中名田診療所 深野7-11 59-0180 0 ○ ○

病
床
数

診療科目

資料２－５－１

電話番号施設名 所在地

R2.9現在
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資料２－６－１

防災・水防倉庫一覧
R3.2現在

名称 所在地 構造 床面積
建築(設置)

年月
管理者 備考

城内水防倉庫 城内1丁目 鉄骨造カラー鉄板葺き平屋建て 89.7㎡ H1.5 小浜市

丸山水防倉庫 丸山 木造日本瓦葺き平屋建て 33.8㎡ H3.3 小浜市

太良庄水防倉庫 太良庄 木造日本瓦葺き平屋建て 26.5㎡ H4.12 小浜市

和久里水防倉庫 和久里 鉄骨造折板葺き平屋建て 26.6㎡ H8.3 小浜市

松永水防倉庫 東市場 鉄骨造折板葺き平屋建て 34.0㎡ H8.3 小浜市

中名田防災倉庫 下田 木造日本瓦葺き平屋建て 21.3㎡ H17.2 中名田地区防災自警団 水防倉庫を兼ねる

宮川防災倉庫 加茂 鉄骨造折板葺き平屋建て 23.3㎡ H18.2 宮川地区自警団 水防倉庫を兼ねる

加斗防災倉庫 加斗 鉄骨造カラー鉄板葺き平屋建て 21.3㎡ H18.10 加斗地区防災自警団 水防倉庫を兼ねる

口名田防災倉庫 中井 鉄骨造カラー鉄板葺き平屋建て 21.3㎡ H20.3 口名田地区自主防災会 水防倉庫を兼ねる

内外海防災倉庫 阿納尻 コンテナ型倉庫 13.2㎡ H24.3 内外海地区

遠敷防災倉庫 遠敷 コンテナ型倉庫 13.2㎡ H25.3 遠敷地区

西津防災倉庫 北塩屋 ユニット型倉庫 9.9㎡ H26.3 西津地区

小浜防災倉庫 駅前町 ユニット型倉庫 9.9㎡ H27.3 小浜地区

原子力防災倉庫 大手町 鉄筋コンクリート造 129.1㎡ H30.8 小浜市 2Fは発電機室

小浜市役所庁舎 大手町 鉄筋コンクリート造 ― H17.2 小浜市 1F、4F

小浜市備蓄倉庫（遠敷） 遠敷 鉄筋コンクリート造 22.5㎡ H17.2 小浜市
東小浜サイクリングセンター
救援物資等集積拠点施設

小浜市備蓄倉庫（小浜鹿島） 小浜鹿島 鉄筋コンクリート造 ― H17.2 小浜市 福祉センター2F
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城内水防倉庫

和久里水防倉庫

丸山水防倉庫
太良庄水防倉庫

宮川防災倉庫

松永水防倉庫

加斗防災倉庫

中名田防災倉庫

防災・水防倉庫等配置図

口名田防災倉庫

遠敷防災倉庫

小浜防災倉庫

西津防災倉庫

内外海防災倉庫

市庁舎

原子力防災倉庫

小浜市備蓄倉庫(小浜鹿島)
小浜市備蓄倉庫(遠敷)

資料２－６－２
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資料２－６－３

備蓄物資・防災資機材保有一覧　 R3.3末現在

別館１階
防災倉庫

中２階
倉庫

４階
倉庫

６階
倉庫

屋  外
原子力

防災倉庫

2,087 枚 580 426 95 260 726

270 枚 50 100 120

100 枚 100

100 枚 100

19,112 枚 17,312 1,800

3,109 枚 3,109

2,098 枚 2,098

38 本 38

12 本 12

32 缶 10 22

37 個 37

28 セット 28

25 箱 25

480 枚 367 113

3,600 枚 3,600

39 台 39

97 台 37 60

166 台 80 10 20 56

5 台 5

60 台 20 30 10

360 枚 360

15 個 15

10 個 10

22 個 6 16

2 基 2

26 個 6 20

2 基 2

3 台 3

6,720 袋 4,100 500 200 1,920

20 セット 20

2,200 枚 400 800 1,000

6,300 枚 1,050 2,100 3,150

3 組 3

7 個 7

2 台 2

29 巻 2 5 10 12

37 本 37

38 本 3 35

3,000 枚 3,000

36 台 36

43 個 43

1 枚 1

65 個 65

10 個 10

1 個 1

36 ロール 36

缶詰パン 791 食 48 743

アルファー米　梅がゆ 250 食 250

おかゆ(あずき・鶏・鮭・鮪・こんぶ） 2,340 食 420 220 1,060 640

段ボールベッド

排便収納袋

口内ケアシート(口内清潔ウェットシート)

誘導灯

間仕切り（テント型)

簡易トイレ

非常用トイレ（手すり付）

非常用トイレテント(車イス仕様)

ウェットタオル

防災用タオル

メガホン

折りたたみケージ(動物用)

食　料

トイレットペーパー

エアーテント

ラジオ

LEDランタン

指定避難
所

小浜市
備蓄倉庫

（小浜鹿島）

湯岡水源
地事務所

栽培漁業
ｾﾝﾀｰ

（堅海）

市　民
体育館

（後瀬町）

内外海
小学校

（阿納尻）

庁舎（大手町）

加斗
小学校
（荒木）

西    津
防災倉庫

小浜市
備蓄倉庫
（遠敷）

小    浜
防災倉庫

トラロープ

敷マット（20ｍ/巻）

種　 　別 全体数量 単位

毛布（防炎毛布）

間仕切り（段ボール製)

コンパクト毛布

マスク（ジュニア用）

マスク（子ども用）

アルコール消毒液（詰替用５L）

アルコール消毒液（配布用１８L）

次亜塩素酸水（２０L）

アルコール除菌シート(本体付)

アルコール除菌シート(詰替用・8袋/セット)

非常用圧縮フリース毛布

敷きシート

マスク（大人用）

保管場所

非接触型体温計

非接触型温度測定器

アルコール消毒液（500ｍｌ）

フェイスシールド

ビニール手袋

間仕切り（不織布立体型)

汚物処理セット

間仕切り(プラスチック製)

移動炊飯器

エマージェンシー　ブラケットシート

バケツ（大）

バケツ（小）

マンホールトイレ

ガソリン携行缶

非常用トイレテント
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別館１階
防災倉庫

中２階
倉庫

４階
倉庫

６階
倉庫

屋  外
原子力

防災倉庫

指定避難
所

小浜市
備蓄倉庫

（小浜鹿島）

湯岡水源
地事務所

栽培漁業
ｾﾝﾀｰ

（堅海）

市　民
体育館

（後瀬町）

内外海
小学校

（阿納尻）

庁舎（大手町）

加斗
小学校
（荒木）

西    津
防災倉庫

小浜市
備蓄倉庫
（遠敷）

小    浜
防災倉庫

種　 　別 全体数量 単位

保管場所

レトルトごはん(五目・ｺｰﾝﾋﾟﾗﾌ･ｶﾚｰﾋﾟﾗﾌ) 7,600 食 1,700 850 3,150 1,900

味噌汁 1,180 食 1,180

もち 198 食 198

スープ類（コーン・わかめ） 960 食 960

スープ類（トマト・かぼちゃ・豆） 3,330 食 720 360 1,410 840

ようかん 500 食 500

備蓄氷糖（2kg/箱） 37 箱 37

レトルト副食品　鯖味噌煮他7種 400 食 400

レトルト副食品　鯖味噌煮他8種(6年保存) 7,800 食 2,100 1,050 2,100 2,550

保存水(ペットボトル2㍑/本） 9,506 ㍑ 1,342 1,400 1,080 2,400 2,520 764

乳児用品 紙おむつ（Mサイズ） 360 枚 360

紙おむつ（大人用） 3,208 枚 428 260 360 1,080 1,080

生理用品 0 個

尿とりパット（女性用） 612 枚 612

給水袋(2㍑用) 3,200 ㍑ 3,200

給水袋（5㍑用） 4,950 ㍑ 4,950

給水タンク（1,000㍑用） 2 台 2

給水タンク（2,000㍑用） 1 台 1

倉　庫 防災備蓄用品倉庫 3 棟 1 1 1

スプーン 1,550 本 1,550

割り箸 1,550 膳 1,550

口内清潔ウエットシート 100 枚 100

紙食器(プレート皿) 1,550 枚 1,550

紙食器(丸型どんぶり) 1,550 枚 1,550

紙食器(コップ/(フタ付き)) 1,550 枚 1,550

土のう袋 8,845 袋 1,000 1,000 4,200 2,645

土のう袋(ウォーターゲル) 40 袋 40

ブルーシート 380 枚 150 50 180

ブルーシート（コロナ対策　スペース確保用） 100 枚 100

角スコップ 10 本 10

命綱 6 セット 6

救助工具 1 セット 1

懐中電灯 72 本 72

発電機付き投光器 1 台 1

発電機(ガソリン式） 36 台 1 35

発電機（ガス式） 1 台 1

投光器 66 台 2 64

コードリール（３０ｍ） 7 台 7

台車 11 台 11

乾電池(単1形) 100 本 100

乾電池(単2形) 80 本 80

乾電池(単3形) 240 本 240

感染症対策セット　Ｌ 210 個 110 40 40 20

防護マスク 110 個 110

防護マスク　吸収缶 220 個 220

食　料

運搬物

食　器

資　材

服　装

大人用品
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区 場　所

青井 青井第一公園横

四谷町 東公園

城内一丁目 水防倉庫横

北塩屋 若狭総合公園駐車場

阿納尻 ふれあいスクール横

田烏 永源寺付近

堅海 旧堅海小学校

高塚 消防小屋横

次吉 県道付近

加茂 加茂

大谷 市道宮川環状線付近

太興寺 松永小学校横

門前 県道付近

市場 消防小屋横

遠敷六丁目 消防小屋横

多田 多田集会所横

尾﨑 尾崎区集落センター付近

中井 口名田公民館駐車場

口田縄 総合運動場付近

下田 水防倉庫横

下田 中名田公民館駐車場

加斗 加斗公民館駐車場

資料２－６－４
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市有車両一覧 R2.8現在

1 福井 300 ぬ 1727 トヨタ エスティマハイブリット 議会事務局

2 福井 300 ぬ 9055 トヨタ プリウス 〇 秘書課

3 福井 330 せ 4332 トヨタ アルファードＨＶ 秘書課

4 福井 58 な 4356 トヨタ ＲＡＶ４ 総務課（契約検査）

5 小浜市 く 95 ホンダ スーパーカブ AA01 原付 総務課

6 小浜市 こ 398 ホンダ スーパーカブ AA09 原付 総務課

7 福井 40 も 4827 スズキ アルト 税務課

8 福井 483 い 9751 スズキ アルトバン 税務課

9 福井 480 う 1271 マツダ スクラムバン 生活安全課

10 福井 501 す 1695 ニッサン ティーダ　ラティオ 〇 生活安全課

11 福井 501 と 3737 トヨタ ヴォクシー【貸与車両】 北陸新幹線・総合交通推進課

12 福井 50 せ 3122 三菱 パジェロミニ 市民協働課

13 福井 400 せ 7438 トヨタ トヨエース（2ｔ） 〇 財政課

14 福井 500 め 8198 ホンダ ステップワゴン【貸与車両】 〇 財政課

15 福井 500 ゆ 8357 トヨタ カローラアクシオ（黒） 財政課

16 福井 200 さ 927 ニッサン シビリアン 〇 財政課

17 福井 480 け 4025 ニッサン クリッパー（軽トラ） 財政課

18 福井 501 ち 8125 ニッサン セレナ【貸与車両】 財政課

19 福井 501 ち 9677 トヨタ カローラアクシオ（白） 財政課

20 福井 400 た 6279 トヨタ レジアスエース【貸与車両】 財政課

21 福井 501 と 3736 トヨタ ヴォクシー【貸与車両】 財政課

22 福井 501 と 9734 トヨタ ノア【貸与車両】 財政課

23 福井 400 た 9384 トヨタ サクシードバン【リース車両】 財政課

24 福井 580 つ 4601 三菱 ｉ－ＭｉＥＶ（電気） 財政課

25 小浜市 い 55 トヨタ コムス（超小型電気自動車） 超小型 財政課

26 小浜市 け 793 スズキ E-Let's W（電動バイク） 原付 財政課

27 福井 50 の 8422 マツダ ラピュタ 食のまちづくり課

28 福井 501 と 9735 トヨタ ノア【貸与車両】 食のまちづくり課

29 福井 50 の 8424 マツダ ラピュタ 市民福祉課

30 福井 400 す 9065 トヨタ サクシード 市民福祉課

31 福井 580 ね 309 スズキ ワゴンＲ 市民福祉課

32 福井 50 の 22 スズキ アルト 高齢・障がい者元気支援課

33 福井 40 ら 9455 三菱 ミニカ　ライラバン 高齢・障がい者元気支援課

34 福井 580 み 8585 ダイハツ アトレースローパー 高齢・障がい者元気支援課

35 福井 580 た 8912 ダイハツ ミラ 高齢・障がい者元気支援課（包括Ｃ）

36 福井 483 あ 9753 スズキ アルトバン 高齢・障がい者元気支援課（包括Ｃ）

37 福井 501 て 4591 トヨタ ヴォクシー【リース車両】 高齢・障がい者元気支援課（包括Ｃ）

38 福井 501 と 9736 トヨタ ノア【貸与車両】 高齢・障がい者元気支援課（包括Ｃ）

39 福井 400 さ 482 トヨタ スプリンターバン 環境衛生課

40 福井 480 さ 4375 ダイハツ ハイゼット（軽トラ）【リース車両】 環境衛生課

所管課車両番号 メーカー 車名 用途
緊急通
行車両

資料２－７－１
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所管課車両番号 メーカー 車名 用途
緊急通
行車両

41 小浜 3202 小松 ミニホイルローダ 作業 環境衛生課（クリーンセンター）

42 福井 100 さ 6502 いすゞ フォワード(4ｔダンプ) 作業 環境衛生課（クリーンセンター）

43 福井 480 き 9582 スバル サンバートラック 環境衛生課（クリーンセンター）

44 福井 44 も 355 トヨタ カルディナバン 環境衛生課（衛生管理所）

45 福井 88 な 7851 いすゞ フォワード(プレス) 作業 環境衛生課（リサイクルプラザ）

46 福井 480 き 9199 スズキ キャリィ（軽トラ） 環境衛生課（リサイクルプラザ）

47 小浜 4346 トヨタ ショベルローダー 4SD23 作業 環境衛生課（リサイクルプラザ）

48 福井 400 さ 2368 マツダ タイタン(2ｔダンプ) 作業 環境衛生課（リサイクルプラザ）

49 小浜 4347 トヨタ ショベルローダー 5SGL-7 10057 作業 環境衛生課（リサイクルプラザ）

50 TCM15FD15TB ＴＣＭ フォークリフト TCM15FD15TB 作業 環境衛生課（リサイクルプラザ）

51 福井 580 え 7067 マツダ ラピュタ 子ども未来課

52 福井 480 か 7175 マツダ スクラムバン 子ども未来課

53 福井 580 さ 3509 日産 ピノ 子ども未来課（健康管理センター）

54 福井 580 さ 7401 スバル Ｒ２ 子ども未来課（健康管理センター）

55 福井 480 か 9799 スズキ アルトバン 子ども未来課（健康管理センター）

56 福井 483 あ 9752 スズキ アルトバン 子ども未来課（健康管理センター）

57 福井 480 か 7751 スズキ アルトバン 商工観光課

58 福井 480 き 9092 スズキ エブリイ 商工観光課

59 福井 230 た 8 ニッサン シビリアン（レトロバス） 商工観光課

60 福井 480 く 5493 ダイハツ ハイゼット（軽トラ） 農林水産課

61 福井 50 ふ 3966 ダイハツ ミラジーノ 農林水産課

62 福井 580 ま 6826 スズキ ジムニー 農林水産課

63 福井 480 さ 4376 ダイハツ ハイゼットカーゴ【リース車両】 農林水産課

64 福井 88 そ 2577 三菱 グレート（７ｔ級）除トラ 除雪 都市整備課（道路）

65 福井 800 は 807 いすゞ 散布車 除雪 都市整備課（道路）

66 福井 480 こ 4529 ダイハツ ハイゼットカーゴ 都市整備課（道路）

67 福井 100 さ 1444 三菱 キャンター 除雪 都市整備課（道路）

68 福井 800 さ 2911 いすゞ フォワード 除雪 都市整備課（道路）

69 福井 100 す 4593 いすゞ エルフ（2ｔダンプ）【リース車両】 除雪 都市整備課（道路）

70 福井 000 る 354 小松 ショベルローダ 除雪 都市整備課（道路）

71 福井 900 る 79 三菱 グレーダ 除雪 都市整備課（道路）

72 福井 400 そ 230 日産 ＡＤバン 〇 都市整備課（道路）

73 福井 300 ぬ 9745 トヨタ ランドクルーザープラド 〇 都市整備課（道路）

74 福井 000 る 1534 コマツ 除雪ドーザ　8ｔ級　車輪式　 除雪 都市整備課（道路）

75 福井 000 る 1536 キャタピラー 除雪ドーザ　8ｔ級　車輪式 除雪 都市整備課（道路）

76 福井 480 き 2894 ダイハツ ハイゼットカーゴ 〇 都市整備課（計画）

77 福井 50 の 8423 マツダ ラピュタ 〇 営繕課

78 福井 400 そ 229 日産 ＡＤバン 〇 都市整備課（舞若道）

79 福井 480 か 8873 スズキ エブリィバン 〇 上下水道課（上水）

80 福井 480 さ 5972 ダイハツ ハイゼットジャンボ（軽トラ） 上下水道課（上水）
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所管課車両番号 メーカー 車名 用途
緊急通
行車両

81 福井 800 す 400 いすゞ 加圧式給水タンク車　2ｔ 作業 上下水道課（上水）

82 福井 480 さ 8509 ダイハツ ハイゼットカーゴ 上下水道課（上水）

83 福井 50 な 6074 スズキ ｋｅｉ 上下水道課（下水管理）

84 福井 480 さ 8510 ダイハツ ハイゼット（軽トラ） 上下水道課（下水管理）

85 福井 400 さ 9778 トヨタ カローラバン 上下水道課（農排）

86 福井 50 に 2838 ダイハツ テリオスキッド 上下水道課（農排）

87 福井 501 す 8080 ホンダ インサイト 〇 教育総務課

88 福井 480 く 5476 ニッサン クリッパー 教育総務課

89 福井 480 う 4151 スズキ アルトバン 生涯学習スポーツ課

90 福井 44 や 469 トヨタ カローラバン 文化課

91 福井 40 よ 1200 ダイハツ ミラ 文化課
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資料２－７－２

R2.9末現在

大型 中型 小型 小計

1 大和交通㈱ 0770-56-5555 4 2 4 4 10 14

2 三福タクシー㈱ 0770-52-1414 4 8 2 12 22 26

3 レインボー観光自動車㈱ 0770-45-0251 2 12 5 1 18 20

4 ワカサ交通㈱ 0770-77-0111 0 23 21 9 53 53

5 福井鉄道㈱小浜管理所 0770-52-0107 5 2 1 0 3 8

6 ㈱ワコーサービス小浜営業所 0770-56-2220 0 6 7 2 15 15

合計
貸切

事業者別保有車両台数（認可車両数）

事業者名 住所 電話番号 乗合

小浜市遠敷8-502-12

小浜市千種2-1-13

若狭町気山233-8

おおい町本郷153-1-8

小浜市千種1-8-15

小浜市和久里15-19-1
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R2.9末現在

対象物数 中高層

１５０㎡ 対象物数 ３階 ４階 ５階以上

1 イ 劇場、映画館等 3 0 - - -

ロ 集会所等 98 4 3 1 0

2 イ キャバレー等 5 0 - - -

ロ 遊技場等 8 0 - - -

3 イ 料理店等 6 2 1 1 0

ロ 飲食店等 58 0 - - -

4 マーケット等 93 11 10 0 0

5 イ 旅館、ホテル等 103 21 8 5 5

ロ 寄宿舎、下宿等 293 79 36 14 17

6 イ 病院、診療所等 15 3 3 0 1

ロ 老人福祉施設等 8 1 1 0 0

ニ 幼稚園等 39 2 2 0 0

7 学校等 36 19 12 3 1

8 図書館等 3 1 1 0 0

9 ロ 公衆浴場等 0 0 - - -

10 車両の停車場 4 0 - - -

11 神社、寺院等 48 1 1 0 0

12 イ 工場、作業場等 219 10 11 0 0

ロ 映画スタジオ 1 0 - - -

13 イ 自動車車庫等 32 1 1 0 0

ロ 飛行機格納庫 1 0 - - -

14 倉庫 110 7 7 0 0

15 事業所等 156 37 25 6 5

16 イ 特定複合 67 64 40 11 7

ロ その他複合 10 14 17 2 3

17 重要文化財等 24 2 1 0 1

18 延長50ｍ以上のアーケード 0 0 - - -

1,440 279 180 43 40計

資料３－１－１

防火対象物一覧

区分 階層別

　　用途別
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R2.9末現在

 種 別　
 指定
区分

 文  化  財  名　 　員数　  管 理 者  時  代  指 定 日 地 区 字

 建造物
国    (国

宝)
明通寺本堂  １棟 明通寺 鎌倉中期 S28.11.14 松永 門前5-22

 建造物
国    (国

宝)
明通寺三重塔  １基 明通寺 鎌倉中期 S28.11.14 松永 門前5-22

 建造物 国 妙楽寺本堂 附厨子  １棟 妙楽寺 鎌倉後期  M34. 3.17 今富 野代28-13

 建造物 国 神宮寺本堂  １棟 神宮寺 室町末期  T13. 4.15 遠敷 神宮寺30-4

 建造物 国 神宮寺仁王門  １棟 神宮寺 鎌倉末期  T13. 4.15 遠敷 神宮寺30-4

 建造物 国 羽賀寺本堂  １棟 羽賀寺 室町中期  S37. 6.21 国富 羽賀82-2

 建造物 国 飯盛寺本堂  １棟 飯盛寺 室町中期  S58. 1 .7 加斗 法海145-1

 建造物 県
若狭彦神社（上社）本殿
・神門・随神門

 3棟 若狭彦神社 江戸後期  S54. 2. 6 遠敷 竜前28-７

 建造物 県
若狭彦神社（下社）本殿
・神門・随神門・社叢

 3棟・社叢 若狭彦神社 江戸後期  S54. 2. 6 遠敷 遠敷65-41

 建造物 県 旧古河屋別邸  附庭園(護松園) 3棟 松本　喜代司 江戸(1815)  H10. 4.24 西津 北塩屋6-15

 建造物 市 薬医門  １棟 空印寺 江戸(1668)  S63. 1.21 小浜 男山5

 建造物 市 八幡神社木造鳥居  １基 八幡神社 江戸(1694)  H 6. 1.27 小浜 男山9

 建造物 市 日枝神社本殿  １棟 日枝神社 江戸(16７3)  H11. 3.24 国富 太良庄

 建造物 市 国分寺釈迦堂  １棟 国分寺 江戸(1705)  H11. 3.24 遠敷 国分51-1

 建造物 市 多田寺本堂  １棟 多田寺 江戸(1806)  H15. 5. ６ 今富 多田

 建造物 市 長源寺山門  １棟 長源寺 江戸(1687)伝 H16.4.21 小浜 酒井

建造物 市 明通寺山門 １棟 明通寺 江戸後期推定 H17.4.25 松永 門前5-22

建造物 市 円照寺大日堂 附棟札一枚  １棟 円照寺 江戸（1795） H19.4.16 今富 尾崎22-15

建造物 市 旧旭座 1棟 小浜市 明治44年 H26.6.20 小浜 小浜住吉18

伝   建 国選定
小浜市小浜西組
重要伝統的建造物群保存地区

１地区 小浜市 H20.6.9 小浜 小浜鹿島他

 建造物 国登録 小浜聖ルカ教会  １棟
池袋福音
教師社団

明治30年代 H8.12.20 雲浜 千種2-14-3－1

 建造物 国登録 白鳥会館  １棟 石原れい子 明治22年 H9.5.7 小浜 白鳥２５

 建造物 国登録 白鳥会館煉瓦塀  １件 石原れい子 明治22年 H9.5.7 小浜 白鳥２５

建造物 国登録 高鳥歯科医院診療所兼主屋 １棟 高鳥忠彦 大正14 H19.10.22 小浜 鹿島19

建造物 国登録 高鳥家住宅離れ １棟 高鳥忠彦 大正13頃 H19.10.22 小浜 鹿島19

建造物 国登録 高鳥家住宅土蔵 １棟 高鳥忠彦 明治初頭 H19.10.22 小浜 鹿島19

建造物 国登録 都菓子舗店舗兼主屋 １棟 寺井藤一朗 大正15？昭和1 H19.10.22 小浜 鹿島41

建造物 国登録 都菓子舗作業所 １棟 寺井藤一朗 明治中頃 H19.10.22 小浜 鹿島41

建造物 国登録 都菓子舗土蔵 １棟 寺井藤一朗 明治中頃 H19.10.22 小浜 鹿島41

建造物 国登録 森下家住宅主屋 １棟 森下博 明治 H19.12.5 小浜 今宮

建造物 国登録 旧山川家住宅（山川登美子記念館）主屋 １棟 小浜市 明治43年頃 H20.10.23 雲浜 千種1丁目

建造物 国登録 旧山川家住宅（山川登美子記念館）離れ １棟 小浜市 明治43年頃 H20.10.23 雲浜 千種1丁目

建造物 国登録 旧山川家住宅（山川登美子記念館）土蔵 １棟 小浜市 明治43年頃 H20.10.23 雲浜 千種1丁目

建造物 国登録 旧山川家住宅（山川登美子記念館）表門 １棟 小浜市 明治43年頃 H20.10.23 雲浜 千種1丁目

小浜市の指定文化財

資料３－１－２
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 種 別　
 指定
区分

 文  化  財  名　 　員数　  管 理 者  時  代  指 定 日 地 区 字

建造物 国登録 旧山川家住宅（山川登美子記念館）中門 １棟 小浜市 明治43年頃 H20.10.23 雲浜 千種1丁目

建造物 国登録
小浜市立小浜中学校洗心館
（旧福井県立小浜尋常中学校図書館）

１棟 小浜市 昭和7年 H23.7.25 雲浜 雲浜2-1-1

 絵画 国 絹本著色弥勒菩薩像  １幅 萬徳寺 鎌倉中期  M34. 8. 2 遠敷 金屋74-23

 絵画 国 絹本著色弥勒菩薩像  １幅 長源寺 鎌倉中期  M34. 8. 2 小浜 酒井8

 絵画 国 絹本著色不動明王三童子像  １幅 萬徳寺 平安末期  S60. 6. 6 遠敷 金屋74-23

 絵画 県 仏涅槃図  １幅 谷田寺 鎌倉後期  S29.12. 3 口名田 谷田部24-4

 絵画 県 絹本著色童子経曼荼羅図  １幅 萬徳寺 室町前期  S53. 7.25 遠敷 金屋74-23

 絵画 県 絹本著色不動明王像  １幅 妙楽寺 南北朝 S59. 3. 2 今富 野代28-13

 絵画 県 絹本著色達磨大師像  １幅 高成寺 南北朝  H 8. 5.31 小浜 青井1-11-1

 絵画 県 絹本著色文殊曼荼羅図  １幅 萬徳寺 鎌倉中期  H11. 4.23 遠敷 金屋74-23

 絵画 県 絹本著色弘法大師像  １幅 飯盛寺 鎌倉中期  H11. 4.23 加斗 法海145-1

 絵画 県 絹本著色釈迦十六善神像  １幅 羽賀寺 鎌倉末期  H11. 4.23 国富 羽賀82-2

 絵画 県 絹本著色十界勧請大曼荼羅図  １幅 本境寺 南北朝  H11. 4.23 小浜 竜田65

 絵画 県 絹本著色十界勧請大曼荼羅図  １幅 本境寺 南北朝  H11. 4.23 小浜 竜田65

 絵画 県 絹本墨画淡彩十六羅漢像  16幅 羽賀寺 中国元時代  H11. 4.23 国富 羽賀82-2

 絵画 県 絹本著色潤甫周玉像  １幅 雲外寺 室町(1545)  H11. 4.23 口名田 谷田部40-18

 絵画 県 紙本著色彦火火出見尊絵巻  ６巻 明通寺 江戸初期  H11. 4.23 松永 門前5-22

 絵画 県 絹本著色京極高次夫人像  １幅 常高寺 江戸初期  H11. 4.23 小浜 浅間1

 絵画 県 絹本著色千手観音像  １幅 萬徳寺 鎌倉後期  H12. 3.21 遠敷 金屋74-23

 絵画 県 絹本著色愛染明王像  １幅 萬徳寺 鎌倉後期  H12. 3.21 遠敷 金屋74-23

 絵画 県 絹本著色十三仏図  １幅 萬徳寺 南北朝  H12. 3.21 遠敷 金屋74-23

 絵画 県 絹本著色仏涅槃図  １幅 羽賀寺 南北朝  H 15.4.18 国富 羽賀82-2

 絵画 県 絹本著色五大明王像
3曲屏風1隻
2曲屏風1双

羽賀寺 室町初期  H 15.4.18 国富 羽賀82-2

 絵画 県 絹本著色十二天像  １2幅 羽賀寺 室町前期  H 15.4.18 国富 羽賀82-2

 絵画 県 絹本著色両界曼荼羅図  ２幅 羽賀寺 室町後期  H 15.4.18 国富 羽賀82-2

 絵画 県 絹本著色大功文政像  １幅 龍泉寺 室町末期 H16.1.23 宮川 新保34-4

 絵画 県 絹本著色武田信高像  １幅 龍泉寺 室町末期 H16.1.23 宮川 新保34-4

 絵画 県 絹本著色武田信方像  １幅 龍泉寺 江戸初期 H16.1.23 宮川 新保34-4

 絵画 県 絹本著色武田元光像  １幅 発心寺 室町(1551) H19.4.20 今富 伏原45-3

 絵画 県
紙本著色武田元光像(犬追物検見之
図)

 １幅 発心寺 室町(1574) H19.4.20 今富 伏原45-3

 絵画 県 板地著色若衆歌舞伎図絵馬 1枚 妙楽寺 江戸(1662) H30.3.30 今富 野代28-13

 絵画 県 絹本著色地蔵十王図 1枚 愛宕神社 南北朝 H31.3.22 今富 伏原

 絵画 県
紙本金地著色　城内御殿風俗図　六
曲屏風

1枚 萬徳寺 江戸 H31.3.22 遠敷 金屋74-23

 絵画 県 紙本著色　小浜祇園祭礼図 1枚 廣嶺神社
(県立若狭歴史博物館寄託)

江戸 R2.8.4 遠敷 遠敷2丁目104

 絵画 市 壁画床  ２面 常高寺 江戸中期  S35. 3. 5 小浜 浅間1
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 種 別　
 指定
区分

 文  化  財  名　 　員数　  管 理 者  時  代  指 定 日 地 区 字

 絵画 市 障壁画  10面 常高寺 江戸中期  S35. 3. 5 小浜 浅間1

 絵画 市 折本紙本著色西天廿八祖之肖像  １冊 高成寺 鎌倉末期 S45.10.19 小浜 青井1-11-1

 絵画 市 絹本著色矜羯羅・制多迦童子画像  ２幅 妙楽寺 室町前期  S51. 1.22 今富 野代28-13

 絵画 市 紙本著色小足掃部夫妻画像  ２幅 妙興寺 江戸初期  S56. 5.23 小浜 鹿島83

 絵画 市 絹本著色地蔵菩薩像  １幅 高成寺 南北朝  S59. 2.17 小浜 青井1-11-1

　絵画 市
絹本著色妙玄尼公肖像
附東条義門自筆妙玄尼公由緒言上書

 １幅 妙玄寺 江戸初期  S61. 4.26 小浜 広峰100

 絵画 市 紙本著色神明神社社頭風俗図  １双 空印寺 江戸中期  S63. 1.21 小浜 男山2

 絵画 市 絹本著色酒井忠勝肖像画  １幅 小浜市 江戸初期  H 4. 2.26 雲浜 大手町6-3

 絵画 市 絹本著色両界曼荼羅図 ２幅 萬徳寺 室町中期 H18.4.13 遠敷 金屋74-23

絵画 市 絹本著色釈迦十六善神像 １幅 極楽寺 室町前期 H19.4.16 小浜 白鳥４

絵画 市 絹本著色愛染明王像 １幅 極楽寺 室町後期 H19.4.16 小浜 白鳥４

絵画 市 絹本著色阿弥陀三尊来迎図 １幅 極楽寺 室町後期 H19.4.16 小浜 白鳥４

絵画 市 絹本著色天台大師像 1幅 極楽寺 室町時代 H23.4.18 小浜 白鳥４

絵画 市 絹本著色十三仏図 1幅 極楽寺 室町時代 H23.4.18 小浜 白鳥４

 彫刻 国 木造大日如来坐像  １躯 円照寺 平安後期  M34. 8. 2 今富 尾崎22-15

 彫刻 国 木造薬師如来坐像  １躯 国分寺 鎌倉初期  M34. 8. 2 遠敷 国分53-1

 彫刻 国 木造十一面観音立像  １躯 羽賀寺 平安前期  M34. 8. 2 国富 羽賀82-2

 彫刻 国 木造阿弥陀如来坐像  １躯 萬徳寺 平安後期  T 2. 8.20 遠敷 金屋74-23

 彫刻 国 銅造如意輪観音半伽像  １躯 正林庵 奈良後期  T 7. 4. 8 国富 太良庄

 彫刻 国 銅造薬師如来立像  １躯 竜前区 鎌倉前期  T10. 4.30 遠敷 竜前

 彫刻 国 木造不動明王立像  １躯 円照寺 平安後期  S16.11. 6 今富 尾崎22-15

 彫刻 国 木造薬師如来坐像  １躯 明通寺 平安後期  S16.11. 6 松永 門前5-22

 彫刻 国 木造降三世明王立像  １躯 明通寺 平安後期  S16.11. 6 松永 門前5-22

 彫刻 国 木造深沙大将立像  １躯 明通寺 平安後期  S16.11. 6 松永 門前5-22

 彫刻 国 木造不動明王立像  １躯 明通寺 平安後期  S16.11. 6 松永 門前5-22

 彫刻 国 木造千手観音立像  １躯 羽賀寺 平安後期  S16.11. 6 国富 羽賀82-2

 彫刻 国 木造毘沙門天立像  １躯 羽賀寺 平安後期  S16.11. 6 国富 羽賀82-2

 彫刻 国 木造男神・女神坐像  ２躯 神宮寺 室町初期  S16.11. 6 遠敷 神宮寺30-4

 彫刻 国 木造千手観音立像  １躯 妙楽寺 平安中期  S30. 2. 2 今富 野代28-13

 彫刻 国
木造薬師如来立像
附木造十一面観音立像・木造菩薩立
像

 ３躯 多田寺 平安前期 S42.6.15 今富 多田27-15-1

 彫刻 国 木造観音菩薩坐像  １躯 長慶院 平安中期  S42. 6.15 内外海 堅海

 彫刻 国 木造千手観音立像  １躯 加茂神社 平安後期  S47. 5.30 宮川 加茂

 彫刻 国
木造千手観音立像
附木造毘沙門天立像・不動明王立像

 3躯 谷田寺 鎌倉初期 S61.6　.6 口名田 谷田部24-4

 彫刻 国 木造千手観音立像  １躯 高成寺 平安前期  H 24. 9.6 小浜 青井1-11-1

 彫刻 県 木造十一面観音菩薩立像  １躯 長福寺 鎌倉中期  S29.12. 3 松永 平野29-76
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 種 別　
 指定
区分

 文  化  財  名　 　員数　  管 理 者  時  代  指 定 日 地 区 字

 彫刻 県 木造阿弥陀如来坐像  １躯 極楽寺 鎌倉後期  S32. 3.11 小浜 白鳥4

 彫刻 県 木造聖観音菩薩立像  １躯 妙楽寺 平安中期  S32. 3.11 今富 野代28-13

 彫刻 県 木造地蔵菩薩坐像  １躯 妙楽寺 平安後期  S32. 3.11 今富 野代28-13

 彫刻 県 聖観音菩薩坐像  １躯 福寿寺 平安後期  S42. 2. 3 内外海 矢代

 彫刻 県 木造薬師如来坐像  １躯 谷田部区 平安後期  S45. 5. 8 口名田 谷田部42-31

 彫刻 県 銅造如意輪観音半跏像  １躯 正法寺 鎌倉後期  S52. 6.17 小浜 大原37-1

 彫刻 県 木造地蔵菩薩坐像  １躯 羽賀寺 平安後期  S54. 2. 6 国富 羽賀82-2

 彫刻 県 木造阿弥陀如来坐像  １躯 栖雲寺 平安後期  H 4. 5. 1 小浜 大原2

 彫刻 県 木造阿弥陀如来坐像  ３躯 多田寺 平安後期  H 7. 4.21 今富 多田27-15-1

 彫刻 県 木造地蔵菩薩坐像  １躯 瑞伝寺 鎌倉前期  H 7. 4.21 国富 高塚19-8

 彫刻 県 木造十一面観音菩薩立像  １躯 大智寺 鎌倉後期  H 11.4.23 口名田 須縄21-4

 彫刻 県 木造四天王立像  ４躯 多田寺 平安前期 H17.5.6 今富 多田27-15-1

 彫刻 県 木造武田元光像  １躯 発心寺 室町末期 H19.4.20 今富 伏原45-3

 彫刻 県 木造聖観音立像  １躯 誓願寺 平安後期 H21.3.31 小浜 神田98

 彫刻 県 木造大日如来坐像  １躯 飯盛黒駒区 平安 H31.3.22 加斗 黒駒

 彫刻 市 木造大黒天立像  １躯 本承寺 江戸前期 S44.11.21 小浜 浅間19

 彫刻 市 木造釈迦如来坐像（大仏）  １躯 国分寺 鎌倉(江戸)  S45. 2.20 遠敷 国分53-1

 彫刻 市 木造観音菩薩立像  １躯 松福寺 平安中期  S48. 2.24 西津 新小松原1-13

 彫刻 市 木造釈迦如来坐像  １躯 国分寺 鎌倉前期  S50. 1.28 遠敷 国分53-1

 彫刻 市 木造阿弥陀如来坐像  １躯 国分寺 鎌倉前期  S50. 1.28 遠敷 国分53-1

 彫刻 市 木造地蔵菩薩立像  １躯 円照寺 平安後期  S53. 3.17 今富 尾崎22-15

 彫刻 市 木造狛犬  １対 谷田寺 鎌倉後期  S59. 2.17 口名田 谷田部24-4

 彫刻 市 木造大黒天立像  １躯 谷田寺 鎌倉末期 S61.4.26 口名田 谷田部24-4

 彫刻 市 木造不動明王坐像  １躯 妙楽寺 平安中期  H 9. 3.25 今富 野代28-13

 彫刻 市 木造千手観音立像  １躯 飯盛寺 平安後期  H 9. 3.25 加斗 法海145-1

 彫刻 市 木造阿弥陀如来坐像及び両脇侍  ３躯 蓮華寺 鎌倉前期  H 9. 3.25 遠敷 竜前21-10

 彫刻 市 木造十一面観音立像  １躯 常福寺 平安後期  H13. 2.23 内外海 西小川

 彫刻 市 木造阿弥陀如来坐像  １躯 仏谷区 平安中期 H15.5.6 内外海 仏谷

 彫刻 市 木造兜跋毘沙門天立像  １躯 加尾区 平安後期 H15.5.6 内外海 加尾

 彫刻 市 木造金剛力士立像  2躯 明通寺 鎌倉時代 H19.4.16 松永 門前5-22

 彫刻 市 木造金剛力士立像  2躯 神宮寺 南北朝時代 H19.4.16 遠敷 神宮寺30-4

 彫刻 市 木造金剛力士立像  2躯 谷田寺 鎌倉時代 H19.4.16 口名田 谷田部24-4

 彫刻 市 木造金剛力士立像 2躯 妙楽寺 室町末期 H19.4.16 今富 野代28-13

 彫刻 市 木造薬師如来坐像　　附像内納入品 1躯 飯盛寺 鎌倉時代 H24.2.22 加斗 法海145-1

 彫刻 市 木造役行者像 1躯 小浜市 室町時代 H25.3.21 遠敷 下根来
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 彫刻 市 木造地蔵菩薩半跏像 1躯 法雲寺 鎌倉時代 H26.5.16 松永 四分一

 彫刻 市 木造聖観音菩薩立像 1躯 永源寺 平安時代 H30.4.27 内外海 田烏

 工芸品  国 太刀 銘宗□（伝宗近）  １口 若狭彦神社 平安後期  M45. 2. 8 遠敷 遠敷65-41

 工芸品 県 梵鐘  １口 竜前区 南北朝(1341)  H12. 3.21 遠敷 竜前

 工芸品 県 古若狭塗  ５点 妙楽寺 江戸中期  H12. 3.21 今富 野代28-13

 工芸品 県
和楽器(鉦鼓　応仁元年銘1口　附　金
鼓台1基、鞨鼓1張　附　鞨鼓台1基、太
鼓　桴付1張　附　太鼓台1基)

１式 羽賀寺 室町後期 H30.3.30 国富 羽賀82-2

 工芸品 県 銅鰐口 １口 長源寺 南北朝(1360) Ｒ2.8.4 小浜 酒井8

 工芸品 市 太    刀　銘近江守久道  １口 八幡神社 室町後期  S35. 3. 5 小浜 男山9

 工芸品 市 太    刀　銘吉入道宗長  １口 八幡神社 江戸前期  S35. 3. 5 小浜 男山9

 工芸品 市 銅造孔雀文磬  １面 萬徳寺 室町前期 S40.11.12 遠敷 金屋74-23

 工芸品 市 木造厨子（千手観音像厨子）  １基 加茂神社 室町(1398)  S45. 2.20 宮川 加茂

 工芸品 市 能面（翁・父尉）  ２面 加茂神社 室町中期 S46.11.20 宮川 加茂

 工芸品 市 銅造梵鐘  １口 日枝神社 江戸(1612)  S50. 1.28 国富 太良庄

 工芸品 市 長英寺石造五輪塔  １基 長英寺 鎌倉後期  S51. 1.22 国富 太良庄37-3

 工芸品 市 銅造懸仏  ３面 妙楽寺 南北朝・室町  S51. 1.22 今富 野代28-13

 工芸品 市 心光院所用鉄線蒔絵膳  １式 心光寺 江戸中期  S52. 2.18 小浜 大宮52

 工芸品 市 蓮池輪宝沈金経箱  １合 長源寺 室町前期  S59. 2.17 小浜 酒井8

 工芸品 市 伊予札桶側菱綴胴具足  １領 小浜市 室町末期  H 4. 2.26 雲浜 大手町6-3

 工芸品 市 伊予札桶側菱綴二枚胴具足  １領 小浜市 江戸初期  H 4. 2.26 雲浜 大手町6-3

 工芸品 市 銅造懸仏  ２面 法雲寺 南北朝  H12. 4.26 内外海 若狭28-11

 書跡 国 紙本墨書羽賀寺縁起  １巻 羽賀寺 安土桃山  M34. 8. 2 国富 羽賀82-2

 書跡 国

紙本墨書印可状
附紙本墨書履践集、
紙本墨書大高重成書状、
絹本著色大年和尚頂相図

 １幅 高成寺 南北朝  T 3. 4.17 小浜 青井1-11-1

 書跡 県 羽賀寺本堂上葺勧進帳  １巻 羽賀寺 室町中期  S53. 7.25 国富 羽賀82-2

 書跡 市 紙本墨書永平祖師真影之賛  １幅 永福庵 江戸(1735)  S43. 1.19 口名田 奥田縄17-4

 書跡 市 日蓮上人真蹟  ２点 本境寺 鎌倉後期 S45.10.19 小浜 竜田65

 書跡 市 紙本墨書常高院自筆消息  １幅 常高寺 江戸初期 S45.10.19 小浜 浅間1

 書跡 市 東嶺和尚墨蹟  ５幅 円照寺 江戸(1725) S45.10.19 今富 尾崎22-15

 書跡 市 元方守端墨跡（送別語）  １幅 高成寺 南北朝  S51. 1.22 小浜 青井1-11-1

　書跡 市 紙本墨書真盛上人六字名号 1幅 極楽寺 室町時代 H23.4.18 小浜 白鳥４

 典籍 国 大般若経 600巻 遠敷一区 平安初期  S44. 3.15 遠敷 遠敷

 典籍 国 詔戸次第  １巻 若狭彦神社 鎌倉後期  S48. 6. 6 遠敷 遠敷65-41

 典籍 県 羽賀寺年中行事  １冊 羽賀寺 室町後期  S34. 9. 1 国富 羽賀82-2

 典籍 県 紺紙銀泥法華経  ７巻 羽賀寺 高麗(鎌倉)  S52. 6.17 国富 羽賀82-2

　典籍 県 紙本墨書中阿鋡梵志品婆羅婆堂経  １巻 萬徳寺 奈良中期 S53.  7.25 遠敷 金屋74－23
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 典籍 県 紙本墨書大般若経 600巻 中村区 鎌倉～室町  S53. 7.25 遠敷 遠敷

　典籍 市
瑞方面山述賛永平正法眼蔵
附拾遺永平正法眼蔵

　10冊 永福庵 江戸中期 S43.1.19 口名田 奥田縄17-4

 典籍 市 紙本墨書守護国家論  １巻 長源寺 室町中期  S61. 4.26 小浜 酒井8

古文書 国 如法経料足寄進札 　396枚 明通寺 1309～1694 H31.10.31 松永 門前5-21

 古文書 市 安倍家文書  66点 安倍安延 鎌倉～明治  S57. 4.20 内外海 志積15-20

 古文書 市 組屋家文書 202点 小浜市 桃山～江戸  S57. 4.20 雲浜 大手町6-3

歴史資料 国 世界及日本図　 八曲屏風  １双 福井県 安土桃山  H 24. 9.6 雲浜 遠敷2丁目104

歴史資料 県 紙本著色　小浜城下蘇洞門景観図巻 １巻 福井県 江戸中期～後期 H30.3.30 雲浜 遠敷2丁目10４

歴史資料 県 安倍愛季像・秋田実季像  ２躯 羽賀寺 江戸初期  H 6. 5.20 国富 羽賀82-2

 歴史資料 県 宝篋印塔  １基 和久里区 南北朝(1358)  H 8. 5.31 今富 和久里21-7

歴史資料 市 瑞方面山履践集還入状(案)  １軸 高成寺 江戸中期  H 7. 2.23 小浜 青井1-11-1

歴史資料 市 旧順造館正門  １棟 
福井県立

若狭高等学校
江戸中期  H10. 3.25 雲浜 千種1-6-13

歴史資料 市 熊野那智神社の神仏習合遺産 1件 熊野神社
平安時代～
江戸時代

H24.2.22 中名田 上田（岩井谷）

歴史資料 市 酒井家文庫 1括 小浜市 江戸時代 H25.3.21 小浜 白鬚

歴史資料 市
徳川三代将軍 家光所用乗物（若狭小浜藩
主 酒井家初代酒井忠勝拝領）

1挺 発心寺 江戸初期 H30.11.21 小浜 伏原

考古資料 国 福井県鳥浜貝塚出土品 1,376点
福井県立若狭歴史

民俗資料館
縄文(草創期・
早期・前期)

H14.6.26 遠敷 遠敷2丁目104

考古資料 市 北川(丸山)河床遺跡出土品  １括 小浜市 弥生前期  H 4. 2.25 雲浜 大手町6-2

考古資料 市 太興寺廃寺出土遺物
 瓦類 8点

土器類 2点
小浜市

7世紀末
～8世紀半ば

 H 16.４.2１ 雲浜 大手町6-3

無形文化
財

市 へしこ・なれずしの製作技法 1団体
田烏さばへしこ
なれずしの会

H25.3.21 内外海

有形民俗
文化財

国登録 若狭めのう玉磨用具 327点 福井県 近代 H18.3.15 遠敷 遠敷2丁目104

有形民俗
文化財

県 如法経料足寄進札 　2枚 明通寺 1309～1694 H31.10.31 松永 門前5-21

有形民俗
文化財

県 如法経料足寄進札 100枚 羽賀寺 1316～1565 S53.7.25 国富 羽賀82-2

有形民俗
文化財

県 如法経料足寄進札 33枚 飯盛寺 1486～1488 S53.7.25 加斗 法海145-1

有形民俗
文化財

県 如法経料足寄進札 23枚 妙楽寺 1464～1553 S53.7.25 今富 野代28-13

有形民俗
文化財

市 紙本著色広嶺神社祭礼絵巻  １巻 広嶺神社 江戸中期  S53. 3.17 雲浜 千種2-3-30

有形民俗
文化財

市 金屋鋳物師用具・附文書 504点 ・32点 芝田孫左衛門 江戸中期  S57. 4.20 遠敷 金屋

有形民俗
文化財

市 地の神講の社祠 1件・10箇所 深谷区他  H 5. 3.26 中名田 深谷区他

有形民俗
文化財

市 奉納船と神体船 1件・6体 若狭彦神社他 江戸後期 ～明治 H21.8.21 ― ―

無形民俗
文化財

国選 和久里壬生狂言
和久里壬生
 狂言保存会

 H15. 2.20 今富 和久里

無形民俗
文化財

県 和久里壬生狂言
和久里壬生
狂言保存会

 Ｓ61. 3.28 今富 和久里

無形民俗
文化財

国選 加茂神社のオイケモノ 加茂区 H19.3.7 宮川 加茂

無形民俗
文化財

県
加茂神社上宮の神事(加茂神社のオイ
ケモノ)

加茂区  H 6. 5.20 宮川 加茂

無形民俗
文化財

国選 福井の戸祝いとキツネガリ
阿納・犬熊・西小川・
下田・下根来・新保・

泊
H31.2.8 市内

阿納・犬熊・西小川・
下田・下根来・新保・
泊

無形民俗
文化財

県 福井の戸祝いとキツネガリ
阿納・犬熊・西小川・
下田・下根来・新保・

泊
H31.2.8 市内

阿納・犬熊・西小川・
下田・下根来・新保・
泊

無形民俗
文化財

県 雲浜獅子 雲浜獅子保存会 江  戸  S32. 3.11 雲浜 一番町
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無形民俗
文化財

県 手杵祭 矢代区  S43. 3.29 内外海 矢代

無形民俗
文化財

県 奈胡の六斎念仏
奈胡区六斎念仏

保存会
 H12. 3.21 国富 奈胡

無形民俗
文化財

県 小浜放生祭 小浜地区(2４区) 江戸時代 H14.4.23 小浜 小浜地区

無形民俗
文化財

県 椎村神社の祭り 若狭区 H16.4.13 内外海 若狭

無形民俗
文化財

県 奥窪谷の六斎念仏
奥窪谷六斎
念仏保存会

H16.4.13 口名田 奥窪谷

無形民俗
文化財

県 西津七年祭 保存会 H26.3.28 西津 小松原・新小松原

無形民俗
文化財

市 虫送り
宮川地区

 虫送り保存会
H15.5.6 宮川

竹長・大戸・加茂・
新保・大谷・本保

無形民俗
文化財

市 松上げ 口名田・中名田地区 H18.4.13
口名田・
中名田

滝谷・西相生・上
田・下田・和多田

無形民俗
文化財

市 六日講・二十日講の勧請綱行事 法海区・荒木区 H19.4.16 加斗 法海・荒木

無形民俗
文化財

市 山八講行事 下根来区 H20.4.10 遠敷 下根来

無形民俗
文化財

市 お盆の精霊船送り
甲ヶ崎・田烏・西小

川
H24.2.22 内外海

甲ヶ崎・田烏・西小
川

無形民俗
文化財

市 広嶺神社祇園祭 広嶺神社 H27.3.20 雲浜 千種

無形民俗
文化財

市 和多田の六斎念仏
和多田六斎念佛

保存会
H30.4.27 中名田 和多田

 史跡 国 若狭国分寺跡 １ヵ所 国分寺他 奈良･平安 S51.12.23 遠敷 国分

 史跡 国 岡津製塩遺跡 １ヵ所 小浜市 古墳･奈良  S54. 5.21 加斗 岡津

 史跡 国 後瀬山城跡 １ヵ所 小浜市 室町・戦国  H 9. 5.23
今富・
小浜

伏原ほか

 史跡 県 小浜城跡 １ヵ所 小浜神社 江戸時代  S31. 3.12 雲浜 城内1-7-55

 史跡 県 加茂古墳  ２基 小浜市 古墳時代末期  S34. 9. 1 宮川 加茂

 史跡 市 常高院墓所 １ヵ所 常高寺 江戸初期  S35. 3. 5 小浜 浅間1

 史跡 市 白鬚神社前方後円古墳 １基 平野区 古墳時代後期  S50. 1.28 松永 平野

 史跡 市 太興寺古墳群 ５基 太興寺区 古墳時代後期  S50. 1.28 松永 太興寺

 史跡 市 検見坂古墳群  ９７基 検見坂区 古墳時代後期  S50. 1.28 遠敷 検見坂

 史跡 市 武田元光墓塔  １基 発心寺 室町末期  S57. 4.20 今富 伏原45-3

 史跡 市 酒井家墓所 １ヵ所 空印寺 江戸期  S57. 4.20 小浜 男山2

 史跡 市 新保山城跡 １ヵ所 新保・大谷 室町末期  S63. 1.21 宮川 新保･大谷

 史跡 市 大塩城跡 １ヵ所 口田縄区 室町末期  S63. 1.21 口名田 口田縄

 史跡 市 熊野那智神社境内 １ヵ所 上田区  H 6. 1.27 中名田 上田

 名勝 国 萬徳寺庭園 １ヵ所 萬徳寺 江戸初期  S 7 .3.25 遠敷 金屋74-23

 名勝 国 若狭蘇洞門 １ヵ所 小浜市  S 9. 1.22 内外海 泊

 名勝 県 円照寺庭園 １ヵ所 円照寺 江戸前期  H13. 4.20 今富 尾崎22-15

名勝 県 龍泉寺庭園　本堂西庭・庫裏北庭 １ヵ所 龍泉寺 安土桃山 H27.3.31 宮川 新保

 名勝 市 三番の滝 １ヵ所 池河内区  H 4. 2.26 松永 池河内

 名勝 市 奥田縄の滝  １ヵ所 奥田縄区  H 4. 2.26 口名田 奥田縄

天 然
記念物

 国 萬徳寺のヤマモミジ  １本 萬徳寺  S 6. 6. 3 遠敷 金屋74-23

天 然
記念物

 国 蒼島暖地性植物群落 １ヵ所 小浜市  S26. 6. 9 加斗 加斗
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 種 別　
 指定
区分

 文  化  財  名　 　員数　  管 理 者  時  代  指 定 日 地 区 字

天 然
記念物

 県 新福寺のフジ  １本 新福寺  S40. 5.18 国富 次吉

天 然
記念物

 県 黒駒神社のナギ  １本 黒駒神社  S40. 5.18 加斗 西勢

天 然
記念物

 県 百里ケ岳のシャクナゲ自生地 １ヵ所 小浜市  S44. 4. 1 遠敷 上根来

天 然
記念物

 市 明通寺のカヤ  １本 明通寺  S35. 3. 5 松永 門前5-22

天 然
記念物

 市 白石神社の椿群生林 １ヵ所 白石神社  S41. 7.15 遠敷 下根来

天 然
記念物

 市 神宮寺のスダジイ  １本 神宮寺 S45.10.19 遠敷 神宮寺30-4

天 然
記念物

 市 若狭彦神社(下社)オガタマノキ  １本 若狭彦神社 S45.10.19 遠敷 遠敷65-41

天 然
記念物

 市 加茂神社のムク  １本 加茂神社 S45.10.19 宮川 加茂

天 然
記念物

 市 長泉寺のコウヨウザン  １本 長泉寺 S46.11.20 宮川 加茂101-3

天 然
記念物

 市 加茂神社上宮社叢 １ヵ所 加茂神社  S63. 1.21 宮川 加茂

天 然
記念物

 市 久須夜神社社叢 １ヵ所 久須夜神社  S63. 1.21 内外海 堅海

天 然
記念物

 市 黒駒神社社叢 １ヵ所  西 勢 区  H 4. 2.26 加斗 西勢

天 然
記念物

 市 伯父ケ谷山の神のトチノキ １ヵ所 下根来区  H 9. 3.25 遠敷 下根来

天 然
記念物

 市 妙祐寺のシダレザクラ  １本 妙祐寺  H 9. 3.25 口名田 中井13-60

天 然
記念物

 市 田烏大浜のヤマモモ  １本 森下信治他4名  H10. 3.25 内外海 田烏

天然
記念物

市 加茂神社大スギ 1本 加茂神社 H13.2.23 宮川 加茂

天 然
記念物

 市 東相生のカツラとイチョウ  2本 東相生区  H25. 3.21 口名田 東相生
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消防力の現況 R2.10.1現在

種別 形質 数量 配備先

ＣＤ－Ⅰ型 3 本署２台、和久里１台

ＣＤ－Ⅱ型 1 本署

ＢＤ－Ⅰ型 4 小浜、西津、遠敷、中井

化学車 Ⅱ型 1 本署

はしご付消防車 ３０ｍ級 1 本署

小型動力ポンプ積載車 普通トラック 7
田烏、高塚、太興寺、下田、
深野、加斗、本保

軽積載車 3 阿納、遠敷、多田

救助工作車 Ⅱ型 1 本署

高規格救急車 高度救命処置用資器材積載 2 本署

指令車 2 本署

指揮車 1 本署

防災広報車 2 本署

資材搬送車 1 本署

バス 1 本署

人員輸送車 1 本署

消防水利の現況
R2.10.1現在

上水道消火栓 防火水槽４０㎥以上 プール 計

611 132 14 757

資料３－２－１

資料３－２－２

消防ポンプ車
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消防救助資機材一覧
機械器具等 数量 機械器具等 数量

かぎ付はしご 3 空気呼吸器 26

三連はしご 4 酸素呼吸器 3

金属製折りたたみはしごまたはワイヤはしご 2 簡易呼吸器 2

空気式救助マットまたは救助幕 0 送排風機 2

救命索発射銃 1 その他（エアラインマスク） 0

サバイバースリングまたは救助用縛帯 6 耐電手袋 9

ジャッキ（ラムシリンダー） 1 耐電衣 5

スプレッダー 1 耐電ズボン 5

可搬ウインチ 2 耐電長靴 5

マット型空気ジャッキ 1 陽圧式化学防護服 15

その他（マンホール救助資機材） 1 耐熱服 2

その他（救助用支柱器具） 1 放射線防護服 16

油圧切断機（ペダルカッター） 1 潜水器具 12

エンジンカッター 4 救命胴衣 21

チェーンソー 2 水中投光機 7

鉄線カッター 3 救命浮輪 7

空気鋸 1 浮標 1

大型油圧切断機 1 救命ボート 2

その他（電動カッター） 1 船外機 1

万能斧 5
山
岳
救

助
用
器

具 バスケット型担架 3

ハンマー 投光器 4

削岩機 2 携帯拡声器 11

可燃性ガス測定機 2 携帯無線機 18

有毒ガス測定機 0 ロープ登降機 1

放射線測定機 1 救助工作車 1

その他（ポケット線量計） 20

その他（アラームメータ) 41

熱画像装置 2

R2.10.1現在

資料３－２－３

破
壊
用
器
具

隊
員
保
護
用
器
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(

水
難
関
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用
器
具
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保
護
用
器
具

そ
の
他
の
救
助
用
器
具

一
般
救
助
用
器
具

重
量
物
排
除
用
器
具

切
断
用
器
具

測
定
用
器
具
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資料３－２－４

消防救急資機材一覧 R2.9末現在

区分 数量 保管場所

（観察用）

聴診器 5 若狭消防署

血圧計 7 若狭消防署

患者監視装置一式 3 若狭消防署

携帯型パルスオキシメーター 2 若狭消防署

携帯型心電図モニター 2 若狭消防署

（呼吸・循環管理用）

自動式人工呼吸器 3 若狭消防署

手動式人工呼吸器 4 若狭消防署

心肺蘇生用背板 2 若狭消防署

電動式吸引器 3 若狭消防署

手動式吸引器 1 若狭消防署

酸素ボンベ 27 若狭消防署

自動体外式除細動器 2 若狭消防署

喉頭鏡一式 3 若狭消防署

マギール鉗子 3 若狭消防署

呼吸管理セット 4 若狭消防署

特定行為セット 20 若狭消防署

気管挿管セット 5 若狭消防署

薬剤投与セット 8 若狭消防署

輸液用資機材一式 12 若狭消防署

（切傷等保護用）

陰圧式固定マット 2 若狭消防署

外傷セット 3 若狭消防署

（保温･搬送用）

全身固定用バックボード 8 若狭消防署

スクープストレッチャー 5 若狭消防署

布担架 4 若狭消防署

（消毒用）

ガス滅菌器 1 若狭消防署

高圧蒸気滅菌器 1 若狭消防署

（訓練用）

高度シミュレーション人形 2 若狭消防署

蘇生訓練人形 18 若狭消防署

ＡＥＤトレーナー 15 若狭消防署
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R2.10現在

全数 消火栓 簡易消火栓 全数 うち40ｔ以上

本部 団長１・副団長２ - - - - - - - - - - - - - -

本部 女性消防団 - - 1 - 6 - - - - - - - - -

第１分団 小浜・西津・雲浜 1 1 2 2 20 2 - - - 204 204 0 11 9

第２分団 内外海 1 1 3 8 24 - 2 6 - 83 17 66 19 11

第３分団 国富 1 1 2 2 16 - 1 3 - 48 10 38 22 21

第４分団 今富 1 1 2 2 16 1 1 - - 110 110 0 6 5

第５分団 遠敷 1 1 3 3 31 1 1 1 1 88 73 15 16 14

第６分団 松永 1 1 2 2 17 - 1 1 1 54 40 14 14 9

第７分団 口名田 1 1 4 4 22 1 - 3 - 85 67 18 21 16

第８分団 中名田 1 1 3 3 29 - 2 - 1 58 0 58 25 3

第９分団 加斗 1 1 3 3 22 - 1 3 - 90 90 0 22 20

第１０分団 宮川 1 1 3 3 23 - 1 1 1 58 0 58 32 24

機能別分団 1 1 - - 58 - - - - - - - - -

11 11 28 32 284 5 10 18 4 878 611 267 188 132

小型動力
ポンプ

消火栓 防火水槽
分団長 副分団長 部長 班長 団員数

消防ポンプ
自動車

小型動力
ポンプ
積載車

資器材搬送用
軽積載車

（小型ポンプ
付き）

資料３－２－５

小浜消防団の現況

計

担当地区分団
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R2.10現在

少量

屋
内
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所

簡
易
タ
ン
ク
貯
蔵
所

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
貯
蔵
所

給
油
取
扱
所

自
家
給
油
取
扱
所

第
１
種
販
売
取
扱
所

第
２
種
販
売
取
扱
所

一
般
取
扱
所

小
口
詰
替

ミ
ニ
ロ
ー
リ
ー

小浜 33 - 33 5 5 1 - 5 4 1 6 - 1 - - 1 4

雲浜 19 - 19 1 - - - 13 1 - 1 - - - 2 1 -

西津 5 - 5 - - - 2 2 - - 1 - - - - - -

内外海 18 - 18 - 3 - - 8 - - 1 - - - 5 - 1

国富 6 - 6 3 1 - - 1 - - - - - - 1 - -

宮川 2 - 2 - - - - 1 - - - 1 - - - - -

松永 3 - 3 - - - - - - - 1 1 - - - - 1

遠敷 25 - 25 1 - - - 3 10 1 5 - - - 2 1 2

今富 46 - 46 5 7 1 - 1 12 - 4 3 - - 2 1 10

口名田 7 - 7 - - - - 2 - - 1 - - - 1 1 2

中名田 2 - 2 - 1 - - - - - 1 - - - - - -

加斗 13 - 13 3 3 - 1 1 - - - - - - 1 - 4

合計 179 0 179 18 20 2 3 37 27 2 21 5 1 0 14 5 24

貯蔵所 取扱所

資料３－３－１

危険物施設一覧
製造所
等の別

地区

合

計

製
造
所

小

計
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高圧ガス製造事業所・貯蔵所
R2.9現在

名称 所在地 事業区分 所蔵設備

イワタニ北陸（株）若狭営業所 甲ヶ崎1-5-1 充填所 20ｔ×1

名称 所在地 事業区分 高圧ガスの種類

進工業（株）小浜工場 野代4-31-1 消費プラント その他のガス

宇野酸素（株）小浜営業所 木崎11-4 充填所 その他のガス

火薬庫 R2.9現在

名称 所在地 種類

奥田縄上野葉座 地上式一級火薬庫 ２棟

生玉27 地上式三級火薬庫 １棟

奥田縄上野葉座 煙火火薬庫 １棟

澤頭銃砲火薬店

資料３－３－２

資料３－３－３

第１種高圧ガス（液化石油ガス）製造事業所

第１種高圧ガス（一般高圧ガス）製造事業所
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砂防指定地
土 石 流 他法令指定

水系名 渓流名 郡市名 町村名 字名 危険渓流 区域の重複

北川 遠敷川 遠敷川 小浜市 下根来・中の畑 内 98 Ｓ 8 4 11 20.83 面
北川 遠敷川 〃 小浜市 上根来 内 380 Ｓ 15 6 4 30.13 面
北川 遠敷川 大谷川 小浜市 面
北川 遠敷川 古地苅川 小浜市 面
北川 遠敷川 遠敷川 小浜市 下根来 建 737 Ｓ 27 6 5 51.46 標
北川 遠敷川 〃 小浜市 建 737 Ｓ 27 6 5 0.01 面
北川 遠敷川 伯父ケ谷川 小浜市 建 721 Ｓ 31 4 16 151.89 面
北川 松永川 松永川 小浜市 池の河内 建 720 Ｓ 31 4 16 65.07 線
北川 松永川 美谷川 小浜市 〃 建 755 Ｓ 32 5 7 23.25 1-2-57 線
北川 松永川 入戻谷川 小浜市 〃 建 75 Ｓ 33 1 18 8.59 線
南川 田村川 田村川 小浜市 小屋 建 75 Ｓ 33 1 18 51.20 面
北川 多田川 多田川 小浜市 多田 建 2030 Ｓ 34 10 23 25.80 線・標

北川 遠敷川 大谷川 小浜市 神宮寺 建 2030 Ｓ 34 10 23 3.48 1-2-66 線
北川 遠敷川 〃 小浜市 〃 建 2581 Ｓ 34 12 24 18.56 線
北川 遠敷川 小谷川 小浜市 1-2-67 線
北川 多田川 多田川 小浜市 多田 建 1065 Ｓ 35 6 3 6.27 線
南川 奥田縄川 小浜市 奥田縄 建 1065 Ｓ 35 6 3 54.71 線
南川 八幡谷川 小浜市 尾崎 建 1065 Ｓ 35 6 3 3.65 2-14-6 線
北川 松永川 大滝川 小浜市 池の河内 建 2747 Ｓ 36 12 8 21.60 線
北川 多田川 多田川 小浜市 多田 建 2668 Ｓ 38 10 19 27.22 1-2-79 面
南川 八幡谷川 小浜市 尾崎 建 2668 Ｓ 38 10 19 1.42 線
南川 須縄川 小浜市 須縄 建 2668 Ｓ 38 10 19 42.78 線
南川 岳谷川 小浜市 線
南川 窪谷川 小浜市 西相生 建 2668 Ｓ 38 10 19 29.73 線
南川 深谷川 小浜市 深谷 建 2668 Ｓ 38 10 19 27.57 線
南川 田村川 能登地川 小浜市 上田 建 2668 Ｓ 38 10 19 23.91 線
南川 田村川 釜瀬谷川 小浜市 線
南川 田村川 田村川 小浜市 小屋 建 2668 Ｓ 38 10 19 138.18 線
南川 田村川 湯谷川 小浜市 線
南川 田村川 松尾谷川 小浜市 線
北川 遠敷川 今谷川 小浜市 金屋 建 2098 Ｓ 40 7 30 2.34 線
北川 野木川 大谷川 小浜市 大谷 建 2098 Ｓ 40 7 30 7.80 線
〃 〃 〃 〃 〃 国 954 Ｈ 27 8 21 △ 0.53 標
〃 〃 〃 〃 〃 国 953 Ｈ 27 8 21 0.27 標
南川 飛川谷川 小浜市 中井 建 2098 Ｓ 40 7 30 11.47 線
南川 飛川谷支川 小浜市 線
南川 五十谷川 小浜市 中井 建 2098 Ｓ 40 7 30 12.71 線
北川 遠敷川 根来川 小浜市 中ノ畑 建 3121 Ｓ 41 9 9 13.48 線
北川 野木川 本保川 小浜市 本保 建 3121 Ｓ 41 9 9 23.71 1-2-35 線
北川 野木川 平井川 小浜市 線
北川 野木川 平井支川 小浜市 線
北川 野木川 上町川 小浜市 線
その他 田鳥川 小浜市 田鳥 建 3121 Ｓ 41 9 9 7.95 3-6 線
その他 田鳥支川 小浜市 線
北川 野木川 大沢寺川 小浜市 大谷 建 1177 Ｓ 42 3 31 14.37 線
北川 野木川 大沢寺支川 小浜市 線
その他 杉谷川 小浜市 西勢 建 1177 Ｓ 42 3 31 16.72 線
その他 杉谷支川 小浜市 線
北川 江古川 熊野川 小浜市 熊野 建 1056 Ｓ 46 6 24 3.88 線
本所川 本所川 小浜市 加斗 建 2050 Ｓ 46 12 17 12.40 線
本所川 団谷川 小浜市 線
その他 石ケ谷川 小浜市 甲ケ崎 建 2050 Ｓ 46 12 17 1.61 3-60 線
その他 大谷川 小浜市 堅海 建 2188 Ｓ 47 12 27 6.13 3-24 線
北川 込田川 太良川 小浜市 太良庄 建 2188 Ｓ 47 12 27 8.20 1-2-6S 線
北川 江古川 六ツ子川 小浜市 奈胡 建 2188 Ｓ 47 12 27 9.54 1-2-9 線
北川 江古川 奥城川 小浜市 1-2-6 線
北川 遠敷川 神通寺川 小浜市 遠敷 建 336 Ｓ 52 3 16 7.73 1-2-73 線
北川 遠敷川 神通寺支川 小浜市 〃 線
飯盛川 飯盛川 小浜市 飯盛 建 336 Ｓ 52 3 16 6.52 2-15-10 線
北川 込田川 師野谷川 小浜市 太良庄 建 336 Ｓ 52 3 16 14.49 1-2-26 線
北川 込田川 鳴滝川 小浜市 1-2-24 線
北川 込田川 鳴滝支川 小浜市 線
北川 込田川 小野寺川 小浜市 1-2-25 線
その他 アミダ川 小浜市 堅海 建 63 Ｓ 53 1 28 11.27 3-27 線
北川 江古川 羽賀寺谷川 小浜市 羽賀 建 63 Ｓ 53 1 28 2.47 1-2-3 線
北川 松永川 堂の谷川 小浜市 四分一 建 63 Ｓ 53 1 28 1.29 1-2-53 線
その他 樋の谷川 小浜市 西勢 建 63 Ｓ 53 1 28 12.14 線

国 226 Ｈ 22 3 26 △ 0.71
国 227 Ｈ 22 3 26 0.70

北川 森川 野代川 小浜市 建 857 Ｓ 54 4 14 2.02 2-14-4 線・標

北川 野木川 霊沢寺川 小浜市 大谷 建 857 Ｓ 54 4 14 0.66 線・標

北川 松永川 地獄谷川 小浜市 建 857 Ｓ 54 4 14 0.72 1-2-54 線・標

南川 仏国寺川 小浜市 建 857 Ｓ 54 4 14 0.34 線・標

本所川 三梨子川 小浜市 加斗 建 857 Ｓ 54 4 14 1.58 2-16-4 線・標

その他 杓川 小浜市 伏原 建 857 Ｓ 54 4 14 0.97 3-41 線・標

北川 遠敷川 分国寺川 小浜市 竜前 建 691 Ｓ 55 3 29 1.24 1-2-71 線・標

北川 遠敷川 城亭川 小浜市 1-2-68 標
南川 田村川 稲荷谷川 小浜市 和多田 建 691 Ｓ 55 3 29 2.45 2-14-25 線・標

その他 犬熊川 小浜市 犬熊 建 691 Ｓ 55 3 29 1.56 3-12 線・標

北川 江古川 畑谷川 小浜市 熊野 建 1162 Ｓ 57 5 17 2.51 標

指定方法
河川名

河     川     名 所 在 地
告示番号 告示年月日 面  積

資料４－１－１

R3.3現在
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土 石 流 他法令指定

水系名 渓流名 郡市名 町村名 字名 危険渓流 区域の重複
指定方法

河川名

河     川     名 所 在 地
告示番号 告示年月日 面  積

北川 松永川 上野川 小浜市 上野 建 754 Ｓ 59 3 29 0.82 1-2-60 標
北川 松永川 小屋ケ谷川 小浜市 標
北川 多田川 薬師谷川 小浜市 多田 建 754 Ｓ 59 3 29 0.62 1-2-78 標
その他 大谷川 小浜市 堅海 建 1613 Ｓ 59 12 5 0.80 標
北川 野木川 新保南川 小浜市 新保 建 95 Ｓ 60 1 24 0.74 1-2-43 標
北川 野木川 新保南支川 小浜市 標
南川 田村川 左近田谷川 小浜市 下田 建 95 Ｓ 60 1 24 0.39 2-14-47 標
その他 西杓川 小浜市 伏原 建 95 Ｓ 60 1 24 0.69 標
北川 込田川 太良川 小浜市 太良庄 建 926 Ｓ 60 6 12 0.17 1-2-6S 標
北川 多田川 薬師谷川 小浜市 多田 建 926 Ｓ 60 6 12 0.11 標
北川 松永川 小屋ケ谷川 小浜市 上野 建 1137 Ｓ 60 8 10 0.43 標
その他 二文字川 小浜市 福谷 建 1570 Ｓ 61 9 26 0.65 3-36 標
その他 古津川 小浜市 阿野尻 建 664 Ｓ 62 3 16 1.38 3-35 標
北川 野木川 新保南川 小浜市 新保 建 807 Ｓ 63 3 18 1.50 標
南川 杉余谷川 小浜市 奥田縄 建 807 Ｓ 63 3 18 0.79 2-14-11 標
南川 田村川 左近田谷川 小浜市 下田 建 807 Ｓ 63 3 18 1.31 2-14-46 標
南川 田村川 地蔵谷川 小浜市 和多田 建 2159 Ｓ 63 11 8 1.23 2-14-49 標
その他 雨ケ谷川 小浜市 若狭 建 241 Ｈ 元 2 15 0.76 3-30 標
南川 杉余谷川 小浜市 奥田縄 建 241 Ｈ 元 2 15 0.19 標
その他 一文字川 小浜市 福谷 建 241 Ｈ 元 2 15 0.56 3-37 標
その他 一文字川 小浜市 福谷 国 101 Ｈ 31 1 22 18.51 3-37 面・標

その他 古津川 小浜市 阿納尻 建 72 Ｈ 2 1 23 0.61 標
南川 今谷川 小浜市 奥田縄 建 72 Ｈ 2 1 23 0.75 標
北川 松永川 上野川 小浜市 上野 建 303 Ｈ 3 2 25 0.78 標
北川 江古川 宮の谷川 小浜市 栗田 建 481 Ｈ 4 3 2 0.31 1-2-19 標
北川 松永川 スゲン谷川 小浜市 池河内 建 828 Ｈ 4 3 25 2.36 1-2-55 面
南川 田村川 樫本谷川 小浜市 下田 建 828 Ｈ 4 3 25 6.33 2-14-45 面
南川 今谷川 小浜市 奥田縄 建 2064 Ｈ 4 12 25 0.36 線
南川 地蔵谷川 小浜市 和多田 建 2064 Ｈ 4 12 25 0.78 標
その他 アミダ川 小浜市 堅海 建 2064 Ｈ 4 12 25 1.97 線
北川 野木川 清水池川 小浜市 大戸 建 2111 Ｈ 5 11 8 5.94 1-2-27 面・標

北川 江古川 奥山谷川 小浜市 高塚 建 2111 Ｈ 5 11 8 6.76 1-2-20 面・標

北川 江古川 宮の谷川 小浜市 栗田 建 2111 Ｈ 5 11 8 0.41 標
その他 一文字川 水ケ谷川 小浜市 福谷 建 272 Ｈ 6 2 14 0.39 標
南川 左近谷川 小浜市 窪谷 建 2239 Ｈ 6 11 22 1.03 2-14-53 標
北川 多田川 中野代川 小浜市 野代 建 2239 Ｈ 6 11 22 52.11 面・標

北川 江古川 地蔵谷川 小浜市 熊野 建 708 Ｈ 8 3 19 8.54 1-2-13 面・標

北川 江古川 平野川 小浜市 平野 建 708 Ｈ 8 3 19 7.96 1-2-50 面・標

南川 田村川 竹本谷川 小浜市 下田 建 708 Ｈ 8 3 19 0.76 2-14-42 標
北川 野木川 清水池川 小浜市 加茂 建 406 Ｈ 9 3 7 6.08 1-1-27 面・標

南川 田村川 福寿谷川 小浜市 上田 建 406 Ｈ 9 3 7 3.86 2-14-40 面・標

北川 野木川 新保北川 小浜市 新保 建 2169 Ｈ 9 12 22 50.67 1-2-41 面・線

北川 江古川 地蔵谷川 小浜市 熊野 建 1446 Ｈ 11 7 2 14.39 面・標

南川 田村川 大左近谷川 小浜市 和多田 建 1737 Ｈ 11 9 21 2.57 2-14-48 面・標

北川 江古川 代谷川 小浜市 羽賀 建 127 Ｈ 12 1 25 6.90 1-2-2 面・標

北川 森川 八幡谷川 小浜市 尾崎 国 366 Ｈ 14 5 8 30.81 2-14-6 面
北川 江古川 村上谷川 小浜市 栗田 国 903 Ｈ 14 10 22 9.65 1-2-18 面・標

南川 南川 瀧ノ川 小浜市 谷田部 国 288 Ｈ 16 3 17 47.90 面・線

北川 野木川 大戸川 小浜市 加茂 国 883 Ｈ 17 8 16 14.96 面・標

北川 江古川 赤兀川 小浜市 羽賀 国 532 Ｈ 18 4 13 3.61 面・標

北川 江古川 杓川 小浜市 羽賀 国 533 Ｈ 18 4 13 7.32 面・標

北川 野木川 小北川及び小北川支川 小浜市 加茂 国 1269 Ｈ 20 10 22 22.66 1-2-47 標・線

北川 熊野川 東陽寺谷川及び佐中山谷川 小浜市 熊野 国 1203 Ｈ 22 10 26 10.84 面・標

南川 地蔵谷川 宗助谷川 小浜市 和多田 国 1397 Ｈ 24 12 5 10.85 2-14-50 面・標

南川 雲外寺川 小浜市 谷田部 国 1397 Ｈ 24 12 5 9.55 2-14-65 面・標

北川 本保川 上町川及び下ノ滝川 小浜市 本保 国 239 Ｈ 25 3 15 34.14 面・標

北川 遠敷川 宮谷川 小浜市 忠野 国 406 Ｈ 26 3 31 0.82 1-2-103 標
北川 野木川 宮ノ上川 小浜市 加茂 国 406 Ｈ 26 3 31 7.46 1-2-47 面
北川 江古川 徳蔵坊谷川 小浜市 羽賀 国 326 Ｈ 29 4 7 5.00 1-2-4 標
北川 江古川 瓜生谷川 小浜市 羽賀 国 1110 Ｈ 29 11 29 5.36 1-2-3 面・標

北川 江古川 奥釡谷川 小浜市 奈胡 国 1110 Ｈ 29 11 29 9.10 1-2-8 面・標

北川 江古川 天下城川 小浜市 奈胡 国 1110 Ｈ 29 11 29 7.21 1-2-7 面・標
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急傾斜地崩壊危険区域指定状況
整理 台帳 土木 町村 指定 指定地
番号 番号 記号 記号 番号 面積

1 28 10 1 竜前 小浜市竜前 Ｓ 47 9 1 802 1.30
Ｈ 元 3 22 252

2 29 10 1 青井 小浜市青井 Ｓ 47 9 1 802 0.42
3 30 10 1 小屋第２ 小浜市小屋 Ｓ 47 9 1 802 1.27
4 124 10 1 湯岡・伏原 小浜市湯岡・伏原 Ｓ 54 4 24 377 6.80
5 164 10 1 伏原・大宮 小浜市伏原・大宮 Ｓ 56 1 6 156 1.19
6 143 10 1 池の河内 小浜市池の河内 Ｓ 55 3 28 221 1.62
7 282 10 1 丸山 小浜市丸山 Ｓ 62 3 24 188 1.15
8 283 10 1 検見坂 小浜市遠敷　 Ｓ 62 3 24 188 0.31
9 307 10 1 池の河内第２ 小浜市池河内 Ｈ 元 3 22 251 1.93

10 308 10 1 仏谷 小浜市仏谷 Ｈ 元 3 22 251 0.40
11 309 10 1 宇久 小浜市宇久 Ｈ 元 3 22 251 0.48
12 335 10 1 竹長 小浜市竹長 Ｈ 2 3 13 157 1.23
13 356 10 1 野代 小浜市野代 Ｈ 3 3 26 222 0.55
14 357 10 1 門前 小浜市門前 Ｈ 3 3 26 222 2.09
15 358 10 1 矢代 小浜市矢代 Ｈ 3 3 26 222 1.06
16 421 10 1 田烏 小浜市田烏 Ｈ 9 7 18 571 0.77
17 441 10 1 四分一 小浜市四分一 Ｈ 11 3 19 200 1.37
18 10 1 上和多田 小浜市和多田 Ｈ 11 11 2 803 1.77
19 10 1 水取 小浜市水鳥 Ｈ 14 9 27 653 2.89
20 10 1 三分一 小浜市三分一 H 15 10 17 633 0.88
21 10 1 下田 小浜市下田 Ｈ 16 6 18 404 1.05
22 10 1 福谷 小浜市福谷 Ｈ 23 5 6 215 2.27
23 10 1 次吉 小浜市次吉 R 2 2 28 80 1.85

１　小浜市計 23 34.65

区　域　名 所　　在　　地 指定年月日

資料４－１－２

R3.3現在
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資料４－１－３

山地災害危険個所

大字 字 人家 公共施設 道路

1 丸山 八ツ石 4 6

2 湯ノ岡 大屏 2 2 市

3 東市場 宝照 1 5 市

5 尾崎 桜谷 1 3

6 上中井 大黒山 2 12

8 池河内 笠尾 6 3 県

9 国分 赤松 1 7 国

10 下田 山寺奥 2 15 林

11 下田 タケモトダニ 1 11 1

12 犬熊 坂尻 6 国

13 岩井谷 大谷 4 県

14 小村 岸南谷 5 県

15 小村 別所谷 5 20 県

16 小屋 鶴の谷 4 15 県

17 四分一 下山 4 6 市

18 池河内 笠尾 8 24 市

20 新保 北側 2 12 市

21 下根来 今坂上 2 13 県

23 青井 海望山 1 7 県

24 谷田部 山の口 4 4 県

25 小屋 瀑の花 4 11 県

26 法海 陰谷 1 12 市

27 本保 堂谷 1 1 市

28 加斗 鷲谷 1 2 市

29 羽賀 徳蔵坊 1 7 県

30 羽賀 堂ノ奥 1 6 市

31 飯盛 広野 1 1

32 下根来 石有口 1 13 県

33 岡津 姥ヶ谷 1 国

34 忠野 宮谷 17 10 県

35 西小川 南堂ノ上 1 1 市

36 下根来 布谷 2 県

 地すべり危険地区 1 金屋 牛ノ首 15 53 1 市

R2.10末現在

公共施設等位置 面積
（ha）

番号種別

 山腹崩壊危険地区
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大字 字 人家 公共施設 道路

1 西小川 大口 0.60 15

2 熊野 奥熊野 0.24 7

3 矢代 下河原谷 0.48 16

4 新保 中側 0.72 15

5 太良庄 稲葉山 0.48 9 林

6 門前 宇都屋口 0.96 2

7 池河内 大晒 1.80 15 林

8 下根来 石有谷 1.56 20 林

9 下根来 大谷 3.24 1 1

10 小屋 緩ノ上 0.60 3

11 志積 大谷 0.54 10 市

12 金屋 牛ノ首谷 0.27 20 県

13 阿納 大谷 0.60 36 国

14 小屋 瀑谷 1.17 7 県

16 下根来 布谷 0.90 8 県

17 青井 海望山 0.24 県

18 田烏 田井 1.20 25 林

19 野代 木谷 1.20 50 1 県

20 小屋 亀ヶ谷 1.20 林

21 志積 割谷 1.44 10 国

22 犬熊 高平 0.90 10 国

23 志積 大栗山 0.42 国

24 志積 熊野坂 0.60 6 国

25 若狭 雨ヶ谷 0.72 15 林

26 小村 原谷 0.32 6 県

27 下田 岸南谷 0.42 林

28 本保 大岩 0.72 18 林

29 志積 みの越 1.44 10 国

30 阿納尻 阿納坂 0.18 国

31 熊野 水呑大谷 0.27 林

32 多田 野山 5.10 21 2 市

33 金屋 牛の首越 0.27 16 市

34 下根来 高谷 0.53 9 県

35 下根来 下谷 1.95 16 県

36 池河内 岩坪 0.27 林

37 下根来 上白石 0.12 5 1 市

38 東勢 寒風 0.36 市

39 仏谷 中村谷 1.50 10 市

40 下根来 先引谷 0.42 8 町

41 下根来 伯父ヶ谷 1.08 県

42 法海 陰谷 0.63 17 林

43 本保 東山 0.27 2 1 県

44 栗田 扇谷 0.09 104 4 県

 崩壊土砂流出危険地区

種別 番号
面積
(ha)

位置 公共施設等
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土砂災害警戒区域等指定数

土石流 急傾斜 地すべり 計 土石流 急傾斜 計

小浜市 447 562 6 1,015 353 560 913

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
市町

資料４－１－４

R3.3末現在
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土砂災害警戒区域等指定状況 R3.3末現在

場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

泊 小浜市泊（４－３－２１） 小浜市泊（４－３－２１） 土石流 平成16年12月24日 平成16年12月24日

金屋 小浜市金屋（４－１－２－６１） 小浜市金屋（４－１－２－６１） 土石流 平成16年12月24日 平成16年12月24日

金屋 小浜市金屋（４－１－２－６２） 小浜市金屋（４－１－２－６２） 土石流 平成16年12月24日 平成16年12月24日

金屋 小浜市金屋（４－Ⅰ－９０７１） 小浜市金屋（４－Ⅰ－９０７１） 急傾斜地の崩壊 平成16年12月24日 平成16年12月24日

金屋 小浜市金屋（４－Ⅱ－９２０５） 小浜市金屋（４－Ⅱ－９２０５） 急傾斜地の崩壊 平成16年12月24日 平成16年12月24日

生守 小浜市生守（４－２－１４－１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成17年3月31日 （なし）

生守 小浜市生守（４－Ⅰ－９０６５） 小浜市生守（４－Ⅰ－９０６５） 急傾斜地の崩壊 平成17年3月31日 平成17年3月31日 H26.7.29再指定

生守 小浜市生守（４－Ⅰ－９０６６－１） 小浜市生守（４－Ⅰ－９０６６－１） 急傾斜地の崩壊 平成17年3月31日 平成17年3月31日

生守 小浜市生守（４－Ⅰ－９０６６－2） 小浜市生守（４－Ⅰ－９０６６－2） 急傾斜地の崩壊 平成17年3月31日 平成17年3月31日

羽賀 小浜市羽賀（４－１－２－１－１） 小浜市羽賀（４－１－２－１－１） 土石流 平成17年3月31日 平成17年3月31日 H29.3.24R解除、Y再指定

羽賀 小浜市羽賀（４－１－２－１－２） 小浜市羽賀（４－１－２－１－２） 土石流 平成17年3月31日 平成17年3月31日 H29.3.24R解除、Y再指定

羽賀 小浜市羽賀（４－１－２－２） 小浜市羽賀（４－１－２－２） 土石流 平成17年3月31日 平成17年3月31日

羽賀 小浜市羽賀（４－１－２－４） 小浜市羽賀（４－１－２－４） 土石流 平成17年3月31日 平成17年3月31日

羽賀 小浜市羽賀（４－１－２－５） 小浜市羽賀（４－１－２－５） 土石流 平成17年3月31日 平成17年3月31日

羽賀 小浜市羽賀（４－１－２－８２） 小浜市羽賀（４－１－２－８２） 土石流 平成17年3月31日 平成17年3月31日 H29.3.24R解除、Y再指定

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０００） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０００） 急傾斜地の崩壊 平成17年3月31日 平成17年3月31日

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０１９） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０１９） 急傾斜地の崩壊 平成17年3月31日 平成17年3月31日

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０２０） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０２０） 急傾斜地の崩壊 平成17年3月31日 平成17年3月31日

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０２１） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０２１） 急傾斜地の崩壊 平成17年3月31日 平成17年3月31日

太興寺 小浜市太興寺（４－１－２－９７） 小浜市太興寺（４－１－２－９７） 土石流 平成17年12月27日 平成17年12月27日

太興寺 小浜市太興寺（４－Ⅱ－９２１４） 小浜市太興寺（４－Ⅱ－９２１４） 急傾斜地の崩壊 平成17年12月27日 平成17年12月27日

中の宮 小浜市中の宮（４－１－２－１１９） 小浜市中の宮（４－１－２－１１９） 土石流 平成17年12月27日 平成17年12月27日

中の宮 小浜市中の宮（４－Ⅰ－９０７０） 小浜市中の宮（４－Ⅰ－９０７０） 急傾斜地の崩壊 平成17年12月27日 平成17年12月27日

犬熊 小浜市犬熊（４－３－１２－１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成17年12月27日 （なし）

犬熊 小浜市犬熊（４－３－１２－２） 小浜市犬熊（４－３－１２－２） 土石流 平成17年12月27日 平成17年12月27日

犬熊 小浜市犬熊（４－３－１３） 小浜市犬熊（４－３－１３） 土石流 平成17年12月27日 平成17年12月27日

犬熊 小浜市犬熊（４－３－１４） 小浜市犬熊（４－３－１４） 土石流 平成17年12月27日 平成17年12月27日

犬熊 小浜市犬熊（４－Ⅱ－９００６） 小浜市犬熊（４－Ⅱ－９００６） 急傾斜地の崩壊 平成17年12月27日 平成17年12月27日

宇久 小浜市宇久（４－３－２０） 小浜市宇久（４－３－２０） 土石流 平成17年12月27日 平成17年12月27日

志積 小浜市志積（４－３－１０－１） 小浜市志積（４－３－１０－１） 土石流 平成17年12月27日 平成17年12月27日

志積 小浜市志積（４－３－１０－２） 小浜市志積（４－３－１０－２） 土石流 平成17年12月27日 平成17年12月27日

志積 小浜市志積（４－３－１０－３） 小浜市志積（４－３－１０－３） 土石流 平成17年12月27日 平成17年12月27日

志積 小浜市志積（４－３－１１－１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成17年12月27日 （なし）

志積 小浜市志積（４－３－１１－２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成17年12月27日 （なし）

須縄 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８１） 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８１） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８３） 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８３） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８４） 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８４） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８５） 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８５） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８６） 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８６） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８７） 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８７） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８８） 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８８） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８９） 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８９） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－２－１４－８） 小浜市須縄（４－２－１４－８） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－２－１４－９－１） 小浜市須縄（４－２－１４－９－１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－２－１４－９－２） 小浜市須縄（４－２－１４－９－２） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－２－１４－１０１） 小浜市須縄（４－２－１４－１０１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－２－１４－１０２） 小浜市須縄（４－２－１４－１０２） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－２－１４－６８） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年2月28日 （なし）

須縄 小浜市須縄（４－２－１４－６９） 小浜市須縄（４－２－１４－６９） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

須縄 小浜市須縄（４－２－１４－７０） 小浜市須縄（４－２－１４－７０） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

口田縄 小浜市口田縄（４－Ⅱ－９１６９） 小浜市口田縄（４－Ⅱ－９１６９） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

口田縄 小浜市口田縄（４－Ⅱ－９１７０） 小浜市口田縄（４－Ⅱ－９１７０） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

口田縄 小浜市口田縄（４－２－１４－１２） 小浜市口田縄（４－２－１４－１２） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

阿納 小浜市阿納（４－３－１５） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年2月28日 （なし）

阿納 小浜市阿納（４－３－５６） 小浜市阿納（４－３－５６） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

阿納 小浜市阿納（４－３－７０－１） 小浜市阿納（４－３－７０－１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

阿納 小浜市阿納（４－３－７０－２） 小浜市阿納（４－３－７０－２） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

西小川 小浜市西小川（４－Ⅰ－６２７） 小浜市西小川（４－Ⅰ－６２７） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

西小川 小浜市西小川（４－Ⅰ－９００２） 小浜市西小川（４－Ⅰ－９００２） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

西小川 小浜市西小川（４－Ⅰ－９００３） 小浜市西小川（４－Ⅰ－９００３） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

西小川 小浜市西小川（４－３－１６） 小浜市西小川（４－３－１６） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

西小川 小浜市西小川（４－３－１７－１） 小浜市西小川（４－３－１７－１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

西小川 小浜市西小川（４－３－１７－２） 小浜市西小川（４－３－１７－２） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

西小川 小浜市西小川（４－３－１７－３） 小浜市西小川（４－３－１７－３） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

西小川 小浜市西小川（４－３－１７－４） 小浜市西小川（４－３－１７－４） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

矢代 小浜市矢代（４－Ⅰ－６４０） 小浜市矢代（４－Ⅰ－６４０） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

矢代 小浜市矢代（４－３－９－１） 小浜市矢代（４－３－９－１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

矢代 小浜市矢代（４－３－９－２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年2月28日 （なし）

加尾 小浜市加尾（４－Ⅰ－９００１） 小浜市加尾（４－Ⅰ－９００１） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

加尾 小浜市加尾（４－Ⅱ－９００３） 小浜市加尾（４－Ⅱ－９００３） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

加尾 小浜市加尾（４－Ⅱ－９００４） 小浜市加尾（４－Ⅱ－９００４） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

加尾 小浜市加尾（４－３－１８） 小浜市加尾（４－３－１８） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

加尾 小浜市加尾（４－３－１９－１） 小浜市加尾（４－３－１９－１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

加尾 小浜市加尾（４－３－１９－２） 小浜市加尾（４－３－１９－２） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

加尾 小浜市加尾（４－３－１９－３） 小浜市加尾（４－３－１９－３） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

加尾 小浜市加尾（４－３－１９－４） 小浜市加尾（４－３－１９－４） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

加尾 小浜市加尾（４－３－５７） 小浜市加尾（４－３－５７） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

甲ヶ崎 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅰ－９０１０－１） 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅰ－９０１０－１） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

甲ヶ崎 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅰ－９０１０－２） 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅰ－９０１０－２） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

甲ヶ崎 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅱ－９０１１） 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅱ－９０１１） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

甲ヶ崎 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅲ－９００１） 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅲ－９００１） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

甲ヶ崎 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅲ－９００２） 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅲ－９００２） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

甲ヶ崎 小浜市甲ヶ崎（４－３－７１） 小浜市甲ヶ崎（４－３－７１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

甲ヶ崎 小浜市甲ヶ崎（４－３－８３Ｓ） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年2月28日 （なし）

田鳥 小浜市田鳥（４－Ⅰ－９００５） 小浜市田鳥（４－Ⅰ－９００５） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－Ⅰ－９００６－１） 小浜市田鳥（４－Ⅰ－９００６－１） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－Ⅰ－９００６－２） 小浜市田鳥（４－Ⅰ－９００６－２） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－Ⅰ－９００７） 小浜市田鳥（４－Ⅰ－９００７） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－Ⅰ－９００８） 小浜市田鳥（４－Ⅰ－９００８） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－Ⅱ－９００８） 小浜市田鳥（４－Ⅱ－９００８） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－Ⅱ－９００９） 小浜市田鳥（４－Ⅱ－９００９） 急傾斜地の崩壊 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－１－１） 小浜市田鳥（４－３－１－１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－３－１） 小浜市田鳥（４－３－３－１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－３－２） 小浜市田鳥（４－３－３－２） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－４－１） 小浜市田鳥（４－３－４－１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－５－１） 小浜市田鳥（４－３－５－１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－５－２） 小浜市田鳥（４－３－５－２） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－６－１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年2月28日 （なし）

田鳥 小浜市田鳥（４－３－６－２） 小浜市田鳥（４－３－６－２） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－６－３） 小浜市田鳥（４－３－６－３） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－６－４） 小浜市田鳥（４－３－６－４） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－６－５） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年2月28日 （なし）

田鳥 小浜市田鳥（４－３－６－６） 小浜市田鳥（４－３－６－６） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－６－７） 小浜市田鳥（４－３－６－７） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－７－１） 小浜市田鳥（４－３－７－１） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－７－２） 小浜市田鳥（４－３－７－２） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

田鳥 小浜市田鳥（４－３－７－３） 小浜市田鳥（４－３－７－３） 土石流 平成18年2月28日 平成18年2月28日

東勢 小浜市東勢（４－３－６４） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

東勢 小浜市東勢（４－３－８５Ｓ） 小浜市東勢（４－３－８５Ｓ） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

東勢 小浜市東勢（４－３－８６Ｓ） 小浜市東勢（４－３－８６Ｓ） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

東勢 小浜市東勢（４－Ⅰ－９０４６） 小浜市東勢（４－Ⅰ－９０４６） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

東勢 小浜市東勢（４－Ⅱ－９１０５） 小浜市東勢（４－Ⅱ－９１０５） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

東勢 小浜市東勢（４－Ⅲ－９０１８） 小浜市東勢（４－Ⅲ－９０１８） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

西勢 小浜市西勢（４－３－４６） 小浜市西勢（４－３－４６） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

西勢 小浜市西勢（４－３－６６） 小浜市西勢（４－３－６６） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

西勢 小浜市西勢（４－３－８９Ｓ） 小浜市西勢（４－３－８９Ｓ） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

西勢 小浜市西勢（４－３－９０Ｓ－１） 小浜市西勢（４－３－９０Ｓ－１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

西勢 小浜市西勢（４－３－９０Ｓ－２） 小浜市西勢（４－３－９０Ｓ－２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

西勢 小浜市西勢（４－３－９１Ｓ） 小浜市西勢（４－３－９１Ｓ） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

西勢 小浜市西勢（４－３－９４Ｓ） 小浜市西勢（４－３－９４Ｓ） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

西勢 小浜市西勢（４－３－９５Ｓ） 小浜市西勢（４－３－９５Ｓ） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

西勢 小浜市西勢（４－Ⅰ－９００５） 小浜市西勢（４－Ⅰ－９００５） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

西勢 小浜市西勢（４－Ⅲ－９０１７） 小浜市西勢（４－Ⅲ－９０１７） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

荒木 小浜市荒木（４－３－４８） 小浜市荒木（４－３－４８） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

荒木 小浜市荒木（４－３－４９） 小浜市荒木（４－３－４９） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

荒木 小浜市荒木（４－３－５０） 小浜市荒木（４－３－５０） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日 H30.8.21Y再指定 R解除

荒木 小浜市荒木（４－３－５１） 小浜市荒木（４－３－５１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

荒木 小浜市荒木（４－３－５２） 小浜市荒木（４－３－５２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

荒木 小浜市荒木（４－３－７７） 小浜市荒木（４－３－７７） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

荒木 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０３５） 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０３５） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

荒木 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０３６） 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０３６） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

荒木 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０３７） 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０３７） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

荒木 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０３８） 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０３８） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

荒木 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０３９） 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０３９） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

荒木 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０４０） 小浜市荒木（４－Ⅰ－９０４０） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－２－１５－１） 小浜市黒駒（４－２－１５－１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－２－１５－２） 小浜市黒駒（４－２－１５－２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－２－１５－３） 小浜市黒駒（４－２－１５－３） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－２－１５－４－１） 小浜市黒駒（４－２－１５－４－１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－２－１５－４－２） 小浜市黒駒（４－２－１５－４－２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－２－１５－１２） 小浜市黒駒（４－２－１５－１２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－２－１５－１３） 小浜市黒駒（４－２－１５－１３） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－Ⅰ－６４４） 小浜市黒駒（４－Ⅰ－６４４） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－Ⅰ－９０４４） 小浜市黒駒（４－Ⅰ－９０４４） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－Ⅱ－９１０１） 小浜市黒駒（４－Ⅱ－９１０１） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－Ⅱ－９１０２） 小浜市黒駒（４－Ⅱ－９１０２） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

黒駒 小浜市黒駒（４－Ⅱ－９１０３） 小浜市黒駒（４－Ⅱ－９１０３） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

法海 小浜市法海（４－２－１５－５） 小浜市法海（４－２－１５－５） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

法海 小浜市法海（４－２－１５－６－１） 小浜市法海（４－２－１５－６－１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

法海 小浜市法海（４－２－１５－６－２） 小浜市法海（４－２－１５－６－２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

法海 小浜市法海（４－２－１５－８） 小浜市法海（４－２－１５－８） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

法海 小浜市法海（４－２－１５－９） 小浜市法海（４－２－１５－９） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

法海 小浜市法海（４－２－１５－１０） 小浜市法海（４－２－１５－１０） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

法海 小浜市法海（４－２－１５－１１－１） 小浜市法海（４－２－１５－１１－１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

法海 小浜市法海（４－２－１５－１１－２） 小浜市法海（４－２－１５－１１－２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

法海 小浜市法海（４－２－１５－１４） 小浜市法海（４－２－１５－１４） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

法海 小浜市法海（４－２－１５－１５） 小浜市法海（４－２－１５－１５） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

法海 小浜市法海（４－２－１５－１６） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

法海 小浜市法海（４－Ⅰ－９０４３） 小浜市法海（４－Ⅰ－９０４３） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下加斗 小浜市下加斗（４－Ⅰ－９０３３） 小浜市下加斗（４－Ⅰ－９０３３） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上加斗 小浜市上加斗（４－２－１６－１－１） 小浜市上加斗（４－２－１６－１－１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上加斗 小浜市上加斗（４－２－１６－１－２） 小浜市上加斗（４－２－１６－１－２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上加斗 小浜市上加斗（４－２－１６－１－３） 小浜市上加斗（４－２－１６－１－３） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上加斗 小浜市上加斗（４－２－１６－１－４） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

上加斗 小浜市上加斗（４－２－１６－２） 小浜市上加斗（４－２－１６－２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上加斗 小浜市上加斗（４－２－１６－３） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

上加斗 小浜市上加斗（４－２－１６－４） 小浜市上加斗（４－２－１６－４） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上加斗 小浜市上加斗（４－２－１６－５） 小浜市上加斗（４－２－１６－５） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上加斗 小浜市上加斗（４－２－１６－６） 小浜市上加斗（４－２－１６－６） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上加斗 小浜市上加斗（４－２－１６－７） 小浜市上加斗（４－２－１６－７） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上加斗 小浜市上加斗（４－２－１６－８） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

上加斗 小浜市上加斗（４－Ⅰ－９０３４） 小浜市上加斗（４－Ⅰ－９０３４） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上加斗 小浜市上加斗（４－Ⅱ－９０９６） 小浜市上加斗（４－Ⅱ－９０９６） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

上加斗 小浜市上加斗（４－Ⅱ－９０９７） 小浜市上加斗（４－Ⅱ－９０９７） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上加斗 小浜市上加斗（４－Ⅱ－９０９９） 小浜市上加斗（４－Ⅱ－９０９９） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

岡津 小浜市岡津（４－３－６８） 小浜市岡津（４－３－６８） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

岡津 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０８５） 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０８５） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

岡津 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０８６） 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０８６） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

岡津 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０８７） 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０８７） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

岡津 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０８８） 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０８８） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

岡津 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９０） 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９０） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

岡津 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９１） 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９１） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

岡津 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９２） 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９２） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

岡津 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９３） 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９３） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

岡津 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９４） 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９４） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

岡津 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９５） 小浜市岡津（４－Ⅱ－９０９５） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

鯉川 小浜市鯉川（４－３－５４－１） 小浜市鯉川（４－３－５４－１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

鯉川 小浜市鯉川（４－３－５４－２） 小浜市鯉川（４－３－５４－２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

鯉川 小浜市鯉川（４－３－５４－３） 小浜市鯉川（４－３－５４－３） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

鯉川 小浜市鯉川（４－３－５５） 小浜市鯉川（４－３－５５） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

鯉川 小浜市鯉川（４－Ⅱ－９０８４） 小浜市鯉川（４－Ⅱ－９０８４） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

検見坂 小浜市検見坂（４－１－２－７３－１） 小浜市検見坂（４－１－２－７３－１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

検見坂 小浜市検見坂（４－１－２－７３－２） 小浜市検見坂（４－１－２－７３－２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

検見坂 小浜市検見坂（４－１－２－７４） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

検見坂 小浜市検見坂（４－１－２－７５－１） 小浜市検見坂（４－１－２－７５－１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

検見坂 小浜市検見坂（４－１－２－７５－２） 小浜市検見坂（４－１－２－７５－２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

検見坂 小浜市検見坂（４－１－２－７６） 小浜市検見坂（４－１－２－７６） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

池田 小浜市池田（４－Ⅰ－９０６９） 小浜市池田（４－Ⅰ－９０６９） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

市場 小浜市市場（４－Ⅰ－６３５） 小浜市市場（４－Ⅰ－６３５） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

国分 小浜市国分（４－Ⅰ－９０７２） 小浜市国分（４－Ⅰ－９０７２） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

国分 小浜市国分（４－Ⅲ－９０２２） 小浜市国分（４－Ⅲ－９０２２） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

竜前 小浜市竜前（４－Ⅱ－９２０３－１） 小浜市竜前（４－Ⅱ－９２０３－１） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

竜前 小浜市竜前（４－Ⅱ－９２０３－２） 小浜市竜前（４－Ⅱ－９２０３－２） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

竜前 小浜市竜前（４－Ⅲ－９０２３－１） 小浜市竜前（４－Ⅲ－９０２３－１） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日 H27.6.30YR再指定　宅地開発

竜前 小浜市竜前（４－Ⅲ－９０２３－２） 小浜市竜前（４－Ⅲ－９０２３－２） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

神宮寺 小浜市神宮寺（４－１－２－６５） 小浜市神宮寺（４－１－２－６５） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

神宮寺 小浜市神宮寺（４－１－２－６６） 小浜市神宮寺（４－１－２－６６） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

神宮寺 小浜市神宮寺（４－１－２－６７） 小浜市神宮寺（４－１－２－６７） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

竜前 小浜市神宮寺（４－１－２－６８） 小浜市神宮寺（４－１－２－６８） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

竜前 小浜市神宮寺（４－１－２－６９） 小浜市神宮寺（４－１－２－６９） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

竜前 小浜市神宮寺（４－１－２－７０） 小浜市神宮寺（４－１－２－７０） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

竜前 小浜市神宮寺（４－１－２－７１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

下根来 小浜市下根来（４－１－２－６３） 小浜市下根来（４－１－２－６３） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下根来 小浜市下根来（４－１－２－６４） 小浜市下根来（４－１－２－６４） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下根来 小浜市下根来（４－１－２－１０４） 小浜市下根来（４－１－２－１０４） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下根来 小浜市下根来（４－１－２－１０５） 小浜市下根来（４－１－２－１０５） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下根来 小浜市下根来（４－１－２－１０６） 小浜市下根来（４－１－２－１０６） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下根来 小浜市下根来（４－１－２－１１７） 小浜市下根来（４－１－２－１１７） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下根来 小浜市下根来（４－Ⅰ－９０７３） 小浜市下根来（４－Ⅰ－９０７３） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下根来 小浜市下根来（４－Ⅰ－９０７４） 小浜市下根来（４－Ⅰ－９０７４） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下根来 小浜市下根来（４－Ⅱ－９２０９） 小浜市下根来（４－Ⅱ－９２０９） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下根来 小浜市下根来（４－Ⅱ－９２１０） 小浜市下根来（４－Ⅱ－９２１０） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－２－１４－３１） 小浜市小屋（４－２－１４－３１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－２－１４－３２） 小浜市小屋（４－２－１４－３２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－２－１４－３３） 小浜市小屋（４－２－１４－３３） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－２－１４－３４） 小浜市小屋（４－２－１４－３４） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－２－１４－３５） 小浜市小屋（４－２－１４－３５） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－２－１４－３６） 小浜市小屋（４－２－１４－３６） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－２－１４－９１） 小浜市小屋（４－２－１４－９１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－２－１４－９２） 小浜市小屋（４－２－１４－９２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－２－１４－１０８） 小浜市小屋（４－２－１４－１０８） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

小屋 小浜市小屋（４－Ⅰ－６５６） 小浜市小屋（４－Ⅰ－６５６） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２１） 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２１） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２２） 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２２） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２３） 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２３） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２４） 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２４） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２５） 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２５） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２７） 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２７） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２８） 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２８） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２９） 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２９） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

小屋 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１３０） 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１３０） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－２－１４－２９） 小浜市上田（４－２－１４－２９） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－２－１４－３０） 小浜市上田（４－２－１４－３０） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－２－１４－３７） 小浜市上田（４－２－１４－３７） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－２－１４－３８） 小浜市上田（４－２－１４－３８） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－２－１４－３９） 小浜市上田（４－２－１４－３９） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－２－１４－４０） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

上田 小浜市上田（４－２－１４－４１） 小浜市上田（４－２－１４－４１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－２－１４－１０６） 小浜市上田（４－２－１４－１０６） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－２－１４－１０７） 小浜市上田（４－２－１４－１０７） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－Ⅰ－９０５６） 小浜市上田（４－Ⅰ－９０５６） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－Ⅰ－９０５７） 小浜市上田（４－Ⅰ－９０５７） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－Ⅰ－９０５８） 小浜市上田（４－Ⅰ－９０５８） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３２） 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３２） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３３） 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３３） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３４） 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３４） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３５） 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３５） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３６） 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３６） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３７） 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３７） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

上田 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３８） 小浜市上田（４－Ⅱ－９１３８） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－２－１４－２７） 小浜市下田（４－２－１４－２７） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－２－１４－２８） 小浜市下田（４－２－１４－２８） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－２－１４－４２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

下田 小浜市下田（４－２－１４－４３） 小浜市下田（４－２－１４－４３） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－２－１４－４４） 小浜市下田（４－２－１４－４４） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－２－１４－４５） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

下田 小浜市下田（４－２－１４－４６） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

下田 小浜市下田（４－２－１４－４７） 小浜市下田（４－２－１４－４７） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－２－１４－１０５） 小浜市下田（４－２－１４－１０５） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－Ⅰ－６３３） 小浜市下田（４－Ⅰ－６３３） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－Ⅰ－９０５９） 小浜市下田（４－Ⅰ－９０５９） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－Ⅱ－９１３９） 小浜市下田（４－Ⅱ－９１３９） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４０） 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４０） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４１） 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４１） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４２） 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４２） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４４） 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４４） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

下田 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４５） 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４５） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

和多田 小浜市和多田（４－２－１４－２３） 小浜市和多田（４－２－１４－２３） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

和多田 小浜市和多田（４－２－１４－２４） 小浜市和多田（４－２－１４－２４） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

和多田 小浜市和多田（４－２－１４－２５） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

和多田 小浜市和多田（４－２－１４－４８） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

和多田 小浜市和多田（４－２－１４－４９） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

和多田 小浜市和多田（４－２－１４－５０） 小浜市和多田（４－２－１４－５０） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日 H29.3.24R解除、Y再指定

和多田 小浜市和多田（４－２－１４－９０） 小浜市和多田（４－２－１４－９０） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

和多田 小浜市和多田（４－Ⅱ－９１４６） 小浜市和多田（４－Ⅱ－９１４６） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深野 小浜市深野（４－２－１４－２１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

深野 小浜市深野（４－Ⅱ－９１４８） 小浜市深野（４－Ⅱ－９１４８） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深野 小浜市深野（４－Ⅱ－９１４９） 小浜市深野（４－Ⅱ－９１４９） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深野 小浜市深野（４－Ⅱ－９１５０） 小浜市深野（４－Ⅱ－９１５０） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

深野 小浜市深野（４－Ⅱ－９１５１） 小浜市深野（４－Ⅱ－９１５１） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－１７） 小浜市深谷（４－２－１４－１７） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－１８） 小浜市深谷（４－２－１４－１８） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－１９） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年11月24日 （なし）

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－２０） 小浜市深谷（４－２－１４－２０） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－８３－１） 小浜市深谷（４－２－１４－８３－１） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－８３－２） 小浜市深谷（４－２－１４－８３－２） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－８４） 小浜市深谷（４－２－１４－８４） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－８５） 小浜市深谷（４－２－１４－８５） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－８６） 小浜市深谷（４－２－１４－８６） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－８７） 小浜市深谷（４－２－１４－８７） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－８８） 小浜市深谷（４－２－１４－８８） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－２－１４－１０４） 小浜市深谷（４－２－１４－１０４） 土石流 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－Ⅱ－９１５２） 小浜市深谷（４－Ⅱ－９１５２） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－Ⅱ－９１５３） 小浜市深谷（４－Ⅱ－９１５３） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

深谷 小浜市深谷（４－Ⅱ－９１５４） 小浜市深谷（４－Ⅱ－９１５４） 急傾斜地の崩壊 平成18年11月24日 平成18年11月24日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１４－１０） 小浜市奥田縄（４－２－１４－１０） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１４－１１－１） 小浜市奥田縄（４－２－１４－１１－１） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１４－１１－２） 小浜市奥田縄（４－２－１４－１１－２） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１４－７２） 小浜市奥田縄（４－２－１４－７２） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１４－７３） 小浜市奥田縄（４－２－１４－７３） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１４－７４） 小浜市奥田縄（４－２－１４－７４） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１４－７６） 小浜市奥田縄（４－２－１４－７６） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１４－７７） 小浜市奥田縄（４－２－１４－７７） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１４－７８） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年12月26日 （なし）

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１４－７９） 小浜市奥田縄（４－２－１４－７９） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１４－１０３） 小浜市奥田縄（４－２－１４－１０３） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅰ－９０６２） 小浜市奥田縄（４－Ⅰ－９０６２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７１） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７２） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７３） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７３） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７４） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７４） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７５） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７５） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７６） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７６） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７７） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７７） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７８） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７８） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７９） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１７９） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１８０） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－９１８０） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

東相生 小浜市東相生（４－２－１４－１３） 小浜市東相生（４－２－１４－１３） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

東相生 小浜市東相生（４－２－１４－１４） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年12月26日 （なし）

東相生 小浜市東相生（４－２－１４－１５） 小浜市東相生（４－２－１４－１５） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

東相生 小浜市東相生（４－２－１４－１６） 小浜市東相生（４－２－１４－１６） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

東相生 小浜市東相生（４－２－１４－８１） 小浜市東相生（４－２－１４－８１） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

東相生 小浜市東相生（４－２－１４－８２） 小浜市東相生（４－２－１４－８２） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

東相生 小浜市東相生（４－Ⅰ－９０６１） 小浜市東相生（４－Ⅰ－９０６１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－５２） 小浜市西相生（４－２－１４－５２） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－５３） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年12月26日 （なし）

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－５５－１） 小浜市西相生（４－２－１４－５５－１） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－５５－２） 小浜市西相生（４－２－１４－５５－２） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－９３） 小浜市西相生（４－２－１４－９３） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－９６） 小浜市西相生（４－２－１４－９６） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－９７） 小浜市西相生（４－２－１４－９７） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５５） 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５５） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５６） 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５６） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５７－１） 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５７－１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５７－２） 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５７－２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５８－１） 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５８－１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５８－２） 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５８－２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５９） 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１５９） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１６０） 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１６０） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１６１） 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１６１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

上中井 小浜市中井（４－２－１４－５８） 小浜市中井（４－２－１４－５８） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

上中井 小浜市上中井（４－Ⅱ－９１６５） 小浜市上中井（４－Ⅱ－９１６５） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

上中井 小浜市上中井（４－Ⅱ－９１６６） 小浜市上中井（４－Ⅱ－９１６６） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

上中井 小浜市上中井（４－Ⅱ－９１６７） 小浜市上中井（４－Ⅱ－９１６７） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

上中井 小浜市上中井（４－Ⅱ－９１６８） 小浜市上中井（４－Ⅱ－９１６８） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

下中井 小浜市中井（４－２－１４－５９） 小浜市中井（４－２－１４－５９） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

下中井 小浜市中井（４－２－１４－６０） 小浜市中井（４－２－１４－６０） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

滝谷 小浜市中井（４－２－１４－６１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年12月26日 （なし）

滝谷 小浜市滝谷（４－Ⅰ－６２８） 小浜市滝谷（４－Ⅰ－６２８） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－２－１４－６２） 小浜市谷田部（４－２－１４－６２） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－２－１４－６３－１） 小浜市谷田部（４－２－１４－６３－１） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－２－１４－６３－２） 小浜市谷田部（４－２－１４－６３－２） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－２－１４－６３－３） 小浜市谷田部（４－２－１４－６３－３） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－２－１４－６４） 小浜市谷田部（４－２－１４－６４） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－２－１４－６５） 小浜市谷田部（４－２－１４－６５） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日 H29.3.24R解除、Y再指定

谷田部 小浜市谷田部（４－２－１４－６６－１） 小浜市谷田部（４－２－１４－６６－１） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－２－１４－６６－２） 小浜市谷田部（４－２－１４－６６－２） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－２－１４－１１０） 小浜市谷田部（４－２－１４－１１０） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－Ⅰ－９０６４） 小浜市谷田部（４－Ⅰ－９０６４） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－Ⅱ－９１９０） 小浜市谷田部（４－Ⅱ－９１９０） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－Ⅱ－９１９１） 小浜市谷田部（４－Ⅱ－９１９１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－Ⅱ－９１９２） 小浜市谷田部（４－Ⅱ－９１９２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

谷田部 小浜市谷田部（４－Ⅲ－９０２０） 小浜市谷田部（４－Ⅲ－９０２０） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

竹長 小浜市竹長（４－１－２－２９） 小浜市竹長（４－１－２－２９） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大戸 小浜市加茂（４－１－２－２８） 小浜市加茂（４－１－２－２８） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大戸 小浜市加茂（４－１－２－１０９） 小浜市加茂（４－１－２－１０９） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大戸 小浜市加茂（４－Ⅰ－９０２７） 小浜市加茂（４－Ⅰ－９０２７） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－１－２－４５） 小浜市加茂（４－１－２－４５） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－１－２－４６） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年12月26日 （なし）

加茂 小浜市加茂（４－１－２－４７－１） 小浜市加茂（４－１－２－４７－１） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日
H29.3.24RY再指定
H27.3.27再指定

加茂 小浜市加茂（４－１－２－４７－２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年12月26日 （なし）

加茂 小浜市加茂（４－１－２－４７－３） 小浜市加茂（４－１－２－４７－３） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－１－２－４７－４） 小浜市加茂（４－１－２－４７－４） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－１－２－４８） 小浜市加茂（４－１－２－４８） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－１－２－４９） 小浜市加茂（４－１－２－４９） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－１－２－９４） 小浜市加茂（４－１－２－９４） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－１－２－９５） 小浜市加茂（４－１－２－９５） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０７５） 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０７５） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０７６） 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０７６） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０７７） 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０７７） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０７８） 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０７８） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０７９） 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０７９） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０８０） 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０８０） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０８１） 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０８１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０８２） 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０８２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

加茂 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０８３） 小浜市加茂（４－Ⅱ－９０８３） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－１－２－３７） 小浜市大谷（４－１－２－３７） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－１－２－８９） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年12月26日 （なし）

大谷 小浜市大谷（４－１－２－９０） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年12月26日 （なし）

大谷 小浜市大谷（４－１－２－９２） 小浜市大谷（４－１－２－９２） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－１－２－９３） 小浜市大谷（４－１－２－９３） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－１－２－１１３－１） 小浜市大谷（４－１－２－１１３－１） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－１－２－１１３－２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年12月26日 （なし）

大谷 小浜市大谷（４－１－２－１１３－３） 小浜市大谷（４－１－２－１１３－３） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅰ－９０３０） 小浜市大谷（４－Ⅰ－９０３０） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

大谷 小浜市大谷（４－Ⅰ－９０３１） 小浜市大谷（４－Ⅰ－９０３１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０５６） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０５６） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０５７） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０５７） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０５８） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０５８） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０５９） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０５９） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６０） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６０） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６１） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６２－１） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６２－１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６２－２） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６２－２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６３－１） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６３－１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６３－２） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６３－２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６３－３） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６３－３） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６４） 小浜市大谷（４－Ⅱ－９０６４） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－１－２－３９） 小浜市新保（４－１－２－３９） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－１－２－４０） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年12月26日 （なし）

新保 小浜市新保（４－１－２－４１－２） 小浜市新保（４－１－２－４１－２） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－１－２－４２） 小浜市新保（４－１－２－４２） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－１－２－４３） 小浜市新保（４－１－２－４３） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－１－２－４４） 小浜市新保（４－１－２－４４） 土石流 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－１－２－１１５） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成18年12月26日 （なし）

新保 小浜市新保（４－Ⅰ－９０３２） 小浜市新保（４－Ⅰ－９０３２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６５－１） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６５－１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６５－２） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６５－２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６６） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６６） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６７） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６７） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６８） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６８） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６９－１） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６９－１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６９－２） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０６９－２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０７０） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０７０） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０７１） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０７１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０７２） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０７２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０７４－１） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０７４－１） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

新保 小浜市新保（４－Ⅱ－９０７４－２） 小浜市新保（４－Ⅱ－９０７４－２） 急傾斜地の崩壊 平成18年12月26日 平成18年12月26日

羽賀 小浜市羽賀（４－１－２－３） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅰ－９００４） 小浜市羽賀（４－Ⅰ－９００４） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－１－２－６） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

奈胡 小浜市奈胡（４－１－２－８） 小浜市奈胡（４－１－２－８） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－１－２－９－１） 小浜市奈胡（４－１－２－９－１） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－１－２－９－２） 小浜市奈胡（４－１－２－９－２） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－１－２－１０８） 小浜市奈胡（４－１－２－１０８） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅰ－９０１８－１） 小浜市奈胡（４－Ⅰ－９０１８－１） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅰ－９０１８－２） 小浜市奈胡（４－Ⅰ－９０１８－２） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅰ－９０１８－３） 小浜市奈胡（４－Ⅰ－９０１８－３） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅰ－９０１８－４） 小浜市奈胡（４－Ⅰ－９０１８－４） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅰ－９０１９） 小浜市奈胡（４－Ⅰ－９０１９） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅱ－９０２４） 小浜市奈胡（４－Ⅱ－９０２４） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅱ－９０２５） 小浜市奈胡（４－Ⅱ－９０２５） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅱ－９０２６） 小浜市奈胡（４－Ⅱ－９０２６） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅲ－９００７） 小浜市奈胡（４－Ⅲ－９００７） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅲ－９００８） 小浜市奈胡（４－Ⅲ－９００８） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅲ－９００９） 小浜市奈胡（４－Ⅲ－９００９） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

熊野 小浜市熊野（４－１－２－１０） 小浜市熊野（４－１－２－１０） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

熊野 小浜市熊野（４－１－２－１１） 小浜市熊野（４－１－２－１１） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日 H29.3.24R解除、Y再指定

熊野 小浜市熊野（４－１－２－１２） 小浜市熊野（４－１－２－１２） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日 H29.3.24R解除、Y再指定

熊野 小浜市熊野（４－１－２－１３－１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

熊野 小浜市熊野（４－１－２－１３－２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

熊野 小浜市熊野（４－１－２－１４） 小浜市熊野（４－１－２－１４） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

熊野 小浜市熊野（４－１－２－１５） 小浜市熊野（４－１－２－１５） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

熊野 小浜市熊野（４－１－２－１２２Ｓ） 小浜市熊野（４－１－２－１２２Ｓ） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

熊野 小浜市熊野（４－１－２－１２３Ｓ） 小浜市熊野（４－１－２－１２３Ｓ） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

熊野 小浜市熊野（４－１－２－１２４Ｓ） 小浜市熊野（４－１－２－１２４Ｓ） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

熊野 小浜市熊野（４－１－２－１２５Ｓ） 小浜市熊野（４－１－２－１２５Ｓ） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

熊野 小浜市熊野（４－Ⅰ－９０２０） 小浜市熊野（４－Ⅰ－９０２０） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

熊野 小浜市熊野（４－Ⅱ－９０２７） 小浜市熊野（４－Ⅱ－９０２７） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

熊野 小浜市熊野（４－Ⅱ－９０２９） 小浜市熊野（４－Ⅱ－９０２９） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

熊野 小浜市熊野（４－Ⅱ－９０３０） 小浜市熊野（４－Ⅱ－９０３０） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

熊野 小浜市熊野（４－Ⅲ－９０１０） 小浜市熊野（４－Ⅲ－９０１０） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－１－２－１６－１） 小浜市次吉（４－１－２－１６－１） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－１－２－１６－２） 小浜市次吉（４－１－２－１６－２） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－１－２－１６－３） 小浜市次吉（４－１－２－１６－３） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－１－２－１７） 小浜市次吉（４－１－２－１７） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－１－２－１２６Ｓ－１） 小浜市次吉（４－１－２－１２６Ｓ－１） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－１－２－１２６Ｓ－２） 小浜市次吉（４－１－２－１２６Ｓ－２） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－１－２－１２７Ｓ） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

次吉 小浜市次吉（４－Ⅰ－９０２２） 小浜市次吉（４－Ⅰ－９０２２） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－Ⅰ－９０２３） 小浜市次吉（４－Ⅰ－９０２３） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－Ⅱ－９０３１） 小浜市次吉（４－Ⅱ－９０３１） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－Ⅱ－９０３２） 小浜市次吉（４－Ⅱ－９０３２） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－Ⅲ－９０１１） 小浜市次吉（４－Ⅲ－９０１１） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－Ⅲ－９０１２） 小浜市次吉（４－Ⅲ－９０１２） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

次吉 小浜市次吉（４－Ⅲ－９０１３） 小浜市次吉（４－Ⅲ－９０１３） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

栗田 小浜市栗田（４－１－２－１８－１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

栗田 小浜市栗田（４－１－２－１９） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

栗田 小浜市栗田（４－１－２－８３） 小浜市栗田（４－１－２－８３） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

栗田 小浜市栗田（４－１－２－８４） 小浜市栗田（４－１－２－８４） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

栗田 小浜市栗田（４－Ⅱ－９００１） 小浜市栗田（４－Ⅱ－９００１） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

栗田 小浜市栗田（４－Ⅱ－９００２） 小浜市栗田（４－Ⅱ－９００２） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

栗田 小浜市栗田（４－Ⅱ－９０３３） 小浜市栗田（４－Ⅱ－９０３３） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

栗田 小浜市栗田（４－Ⅱ－９０３４） 小浜市栗田（４－Ⅱ－９０３４） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

高塚 小浜市高塚（４－１－２－２０） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

高塚 小浜市高塚（４－１－２－８５） 小浜市高塚（４－１－２－８５） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

高塚 小浜市高塚（４－Ⅰ－６５１） 小浜市高塚（４－Ⅰ－６５１） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日 H22.7.16再指定

高塚 小浜市高塚（４－Ⅱ－９０３５） 小浜市高塚（４－Ⅱ－９０３５） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－１－２－２２） 小浜市太良庄（４－１－２－２２） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－１－２－２３） 小浜市太良庄（４－１－２－２３） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－１－２－２４－１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

太良庄 小浜市太良庄（４－１－２－２５－１） 小浜市太良庄（４－１－２－２５－１） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－１－２－２６－１） 小浜市太良庄（４－１－２－２６－１） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－１－２－２６－２） 小浜市太良庄（４－１－２－２６－２） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－１－２－２６－３） 小浜市太良庄（４－１－２－２６－３） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－１－２－２６－４） 小浜市太良庄（４－１－２－２６－４） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅰ－９０２５） 小浜市太良庄（４－Ⅰ－９０２５） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅰ－９０２６） 小浜市太良庄（４－Ⅰ－９０２６） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０３６） 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０３６） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０３７） 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０３７） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０３８） 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０３８） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０３９） 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０３９） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０４０） 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０４０） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０４２） 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０４２） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０４３） 小浜市太良庄（４－Ⅱ－９０４３） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

江古川 小浜市江古川（４－１－２－８１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

江古川 小浜市江古川（４－Ⅲ－９００５） 小浜市江古川（４－Ⅲ－９００５） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

丸山 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０１６） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０１６） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

丸山 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０１７） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０１７） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

男山 小浜市男山（４－Ⅰ－９０５２） 小浜市男山（４－Ⅰ－９０５２） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

大原 小浜市男山（４－Ⅱ－９１１５） 小浜市男山（４－Ⅱ－９１１５） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

大原 小浜市男山（４－Ⅱ－９１１６） 小浜市男山（４－Ⅱ－９１１６） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－２－１４－１１１－１） 小浜市青井（４－２－１４－１１１－１） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－２－１４－１１１－２） 小浜市青井（４－２－１４－１１１－２） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－３－４３） 小浜市青井（４－３－４３） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－３－４４） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

青井 小浜市青井（４－３－６１） 小浜市青井（４－３－６１） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－３－６２） 小浜市青井（４－３－６２） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－３－７４） 小浜市青井（４－３－７４） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－３－７６） 小浜市青井（４－３－７６） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－６５５） 小浜市青井（４－Ⅰ－６５５） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－６６５） 小浜市青井（４－Ⅰ－６６５） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－９００６） 小浜市青井（４－Ⅰ－９００６） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－９０４８） 小浜市青井（４－Ⅰ－９０４８） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－９０４９） 小浜市青井（４－Ⅰ－９０４９） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－９０５０） 小浜市青井（４－Ⅰ－９０５０） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅱ－９１０７） 小浜市青井（４－Ⅱ－９１０７） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅱ－９１０８） 小浜市青井（４－Ⅱ－９１０８） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅱ－９１０９） 小浜市青井（４－Ⅱ－９１０９） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅱ－９１１０） 小浜市青井（４－Ⅱ－９１１０） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅱ－９１１１） 小浜市青井（４－Ⅱ－９１１１） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅱ－９１１２） 小浜市青井（４－Ⅱ－９１１２） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市青井（４－Ⅱ－９１１３） 小浜市青井（４－Ⅱ－９１１３） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

青井 小浜市男山（４－Ⅱ－９１１４） 小浜市男山（４－Ⅱ－９１１４） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

山手二丁目 小浜市山手二丁目（４－３－４０－１） 小浜市山手二丁目（４－３－４０－１） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

山手二丁目 小浜市山手二丁目（４－３－４０－２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

山手三丁目 小浜市山手三丁目（４－Ⅰ－９０１５） 小浜市山手三丁目（４－Ⅰ－９０１５） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－３３） 小浜市阿納尻（４－３－３３） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－３４） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－３５－１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－３５－２） 小浜市阿納尻（４－３－３５－２） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－Ⅰ－９０００） 小浜市阿納尻（４－Ⅰ－９０００） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－Ⅰ－９００４） 小浜市阿納尻（４－Ⅰ－９００４） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－Ⅱ－９００２） 小浜市阿納尻（４－Ⅱ－９００２） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－Ⅲ－９０００） 小浜市阿納尻（４－Ⅲ－９０００） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

若狭 小浜市若狭（４－３－３０－１） 小浜市若狭（４－３－３０－１） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

若狭 小浜市若狭（４－３－３０－２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

若狭 小浜市若狭（４－３－３１－１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

若狭 小浜市若狭（４－３－３２） 小浜市若狭（４－３－３２） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

若狭 小浜市若狭（４－Ⅱ－９０００） 小浜市若狭（４－Ⅱ－９０００） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

若狭 小浜市若狭（４－Ⅱ－９００１） 小浜市若狭（４－Ⅱ－９００１） 急傾斜地の崩壊 平成19年3月23日 平成19年3月23日

仏谷 小浜市仏谷（４－３－２８） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成19年3月23日 （なし）

仏谷 小浜市仏谷（４－３－２９） 小浜市仏谷（４－３－２９） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

堅海 小浜市堅海（４－３－２３） 小浜市堅海（４－３－２３） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

堅海 小浜市堅海（４－３－２４） 小浜市堅海（４－３－２４） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

堅海 小浜市堅海（４－３－２５） 小浜市堅海（４－３－２５） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

堅海 小浜市堅海（４－３－２６） 小浜市堅海（４－３－２６） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

堅海 小浜市堅海（４－３－２７） 小浜市堅海（４－３－２７） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日 H27.6.30YR再指定

泊 小浜市泊（４－３－２２） 小浜市泊（４－３－２２） 土石流 平成19年3月23日 平成19年3月23日

小屋 小浜市小屋（４－Ⅱ－１３４０４） 小浜市小屋（４－Ⅱ－１３４０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

上田 小浜市上田（４－１－１３５０３） 小浜市上田（４－１－１３５０３） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

上田 小浜市上田（４－２－１３５０４） 小浜市上田（４－２－１３５０４） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

上田 小浜市上田（４－Ⅱ－１３５０１） 小浜市上田（４－Ⅱ－１３５０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

上田 小浜市上田（４－Ⅱ－１３５０２） 小浜市上田（４－Ⅱ－１３５０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

上田 小浜市上田（４－Ⅱ－１３５０３） 小浜市上田（４－Ⅱ－１３５０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

下田 小浜市下田（４－１－１３６０１） 小浜市下田（４－１－１３６０１） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

下田 小浜市下田（４－１－１３６０２） 小浜市下田（４－１－１３６０２） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

下田 小浜市下田（４－２－１３６０５） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

下田 小浜市下田（４－Ⅱ－１３６０１） 小浜市下田（４－Ⅱ－１３６０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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下田 小浜市下田（４－Ⅱ－１３６０２） 小浜市下田（４－Ⅱ－１３６０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

和多田 小浜市和多田（４－Ⅱ－１３７０１） 小浜市和多田（４－Ⅱ－１３７０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

深野 小浜市深野（４－Ⅰ－１３８０５） 小浜市深野（４－Ⅰ－１３８０５） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

深野 小浜市深野（４－Ⅱ－１３８０２） 小浜市深野（４－Ⅱ－１３８０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

深野 小浜市深野（４－Ⅱ－１３８０３） 小浜市深野（４－Ⅱ－１３８０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

深野 小浜市深野（４－Ⅱ－１３８０４） 小浜市深野（４－Ⅱ－１３８０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

深谷 小浜市深谷（４－１－１３９０４） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

深谷 小浜市深谷（４－１－１３９０５） 小浜市深谷（４－１－１３９０５） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

深谷 小浜市深谷（４－Ⅰ－１３９０３） 小浜市深谷（４－Ⅰ－１３９０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

深谷 小浜市深谷（４－Ⅱ－１３９０１） 小浜市深谷（４－Ⅱ－１３９０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

深谷 小浜市深谷（４－Ⅱ－１３９０２） 小浜市深谷（４－Ⅱ－１３９０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

深谷 小浜市深谷（４－Ⅱ－１３９０４） 小浜市深谷（４－Ⅱ－１３９０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

深谷 小浜市深谷（４－Ⅱ－１３９０５） 小浜市深谷（４－Ⅱ－１３９０５） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

東市場 小浜市東市場（４－Ⅱ－８７０１） 小浜市東市場（４－Ⅱ－８７０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

東市場 小浜市東市場（４－Ⅱ－９２１３） 小浜市東市場（４－Ⅱ－９２１３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

太興寺 小浜市太興寺（４－Ⅱ－８８０２） 小浜市太興寺（４－Ⅱ－８８０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

太興寺 小浜市太興寺（４－Ⅱ－９２１５） 小浜市太興寺（４－Ⅱ－９２１５） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

平野 小浜市平野（４－１－２－５０） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

平野 小浜市平野（４－１－２－５１） 小浜市平野（４－１－２－５１） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

平野 小浜市平野（４－１－２－５２） 小浜市平野（４－１－２－５２） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

平野 小浜市平野（４－１－２－９６） 小浜市平野（４－１－２－９６） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

上野 小浜市上野（４－１－２－６０） 小浜市上野（４－１－２－６０） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

上野 小浜市上野（４－１－２－１１６） 小浜市上野（４－１－２－１１６） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

上野 小浜市上野（４－Ⅱ－９２１６） 小浜市上野（４－Ⅱ－９２１６） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

四分一 小浜市四分一（４－１－２－５３） 小浜市四分一（４－１－２－５３） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

四分一 小浜市四分一（４－Ⅰ－９０７５－１） 小浜市四分一（４－Ⅰ－９０７５－１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

四分一 小浜市四分一（４－Ⅰ－９０７５－２） 小浜市四分一（４－Ⅰ－９０７５－２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

三分一 小浜市三分一（４－１－２－５４） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

三分一 小浜市三分一（４－１－２－９８） 小浜市三分一（４－１－２－９８） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

三分一 小浜市三分一（４－１－２－９２０２） 小浜市三分一（４－１－２－９２０２） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

三分一 小浜市三分一（４－Ⅰ－９０７６） 小浜市三分一（４－Ⅰ－９０７６） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

三分一 小浜市三分一（４－Ⅰ－９２０１） 小浜市三分一（４－Ⅰ－９２０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

三分一 小浜市三分一（４－Ⅱ－９２０１） 小浜市三分一（４－Ⅱ－９２０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

三分一 小浜市三分一（４－Ⅱ－９２１７） 小浜市三分一（４－Ⅱ－９２１７） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

門前 小浜市門前（４－１－２－５９） 小浜市門前（４－１－２－５９） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

門前 小浜市門前（４－１－２－１０２） 小浜市門前（４－１－２－１０２） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

門前 小浜市門前（４－１－２－９３０１） 小浜市門前（４－１－２－９３０１） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

門前 小浜市門前（４－Ⅰ－６３６－１） 小浜市門前（４－Ⅰ－６３６－１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

門前 小浜市門前（４－Ⅰ－６３６－２） 小浜市門前（４－Ⅰ－６３６－２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

門前 小浜市門前（４－Ⅰ－９３０１） 小浜市門前（４－Ⅰ－９３０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

門前 小浜市門前（４－Ⅰ－９３０３） 小浜市門前（４－Ⅰ－９３０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

門前 小浜市門前（４－Ⅰ－９３０４） 小浜市門前（４－Ⅰ－９３０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－１－２－５５） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

池河内 小浜市池河内（４－１－２－５６） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

池河内 小浜市池河内（４－１－２－５７－１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

池河内 小浜市池河内（４－１－２－５７－２） 小浜市池河内（４－１－２－５７－２） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－１－２－５８） 小浜市池河内（４－１－２－５８） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－１－２－９９） 小浜市池河内（４－１－２－９９） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－１－２－１００） 小浜市池河内（４－１－２－１００） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－１－２－１０１－１） 小浜市池河内（４－１－２－１０１－１） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－１－２－１０１－２） 小浜市池河内（４－１－２－１０１－２） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅰ－９４０１） 小浜市池河内（４－Ⅰ－９４０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２１８） 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２１８） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２１９） 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２１９） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２２０） 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２２０） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２２１） 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２２１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２２２） 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２２２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２２３） 小浜市池河内（４－Ⅱ－９２２３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

池河内 小浜市池河内（４－Ⅱ－９４０２） 小浜市池河内（４－Ⅱ－９４０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅱ－９４０４） 小浜市池河内（４－Ⅱ－９４０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

和久里 小浜市和久里（４－Ⅱ－９１９４） 小浜市和久里（４－Ⅱ－９１９４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

木崎 小浜市木崎（４－Ⅰ－６６２） 小浜市木崎（４－Ⅰ－６６２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

木崎 小浜市木崎（４－Ⅰ－９０６７） 小浜市木崎（４－Ⅰ－９０６７） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－１－２－７７） 小浜市多田（４－１－２－７７） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－１－２－７８） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

多田 小浜市多田（４－１－２－７９－１） 小浜市多田（４－１－２－７９－１） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－１－２－７９－２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

多田 小浜市多田（４－１－２－８０） 小浜市多田（４－１－２－８０） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－１－２－１０７） 小浜市多田（４－１－２－１０７） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－１－２－１２０） 小浜市多田（４－１－２－１２０） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－１－２－１２１） 小浜市多田（４－１－２－１２１） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－Ⅰ－９０６８） （土砂災害特別警戒区域はなし） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 （なし）

多田 小浜市多田（４－Ⅱ－９１９５） 小浜市多田（４－Ⅱ－９１９５） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－Ⅱ－９１９６） 小浜市多田（４－Ⅱ－９１９６） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－Ⅱ－９１９７） 小浜市多田（４－Ⅱ－９１９７） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－Ⅱ－９１９８） 小浜市多田（４－Ⅱ－９１９８） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－Ⅱ－９１９９） 小浜市多田（４－Ⅱ－９１９９） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－Ⅱ－９２００） 小浜市多田（４－Ⅱ－９２００） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

多田 小浜市多田（４－Ⅱ－１１７０１） 小浜市多田（４－Ⅱ－１１７０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

生守 小浜市生守（４－Ⅱ－１１６０１） 小浜市生守（４－Ⅱ－１１６０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

野代 小浜市野代（４－２－１４－３） 小浜市野代（４－２－１４－３） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

野代 小浜市野代（４－２－１４－４－１） 小浜市野代（４－２－１４－４－１） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

野代 小浜市野代（４－２－１４－４－２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

野代 小浜市野代（４－２－１４－５） 小浜市野代（４－２－１４－５） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

野代 小浜市野代（４－２－１４－１１０Ｓ） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

野代 小浜市野代（４－Ⅰ－７２７） 小浜市野代（４－Ⅰ－７２７） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

野代 小浜市野代（４－Ⅱ－１１９０１） 小浜市野代（４－Ⅱ－１１９０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

野代 小浜市野代（４－Ⅱ－１１９０２） 小浜市野代（４－Ⅱ－１１９０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

尾崎 小浜市尾崎（４－２－１４－６） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

尾崎 小浜市尾崎（４－２－１４－７） 小浜市尾崎（４－２－１４－７） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

尾崎 小浜市尾崎（４－２－１４－１００） 小浜市尾崎（４－２－１４－１００） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

尾崎 小浜市尾崎（４－Ⅰ－６３４） 小浜市尾崎（４－Ⅰ－６３４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

尾崎 小浜市尾崎（４－Ⅰ－１２００１） 小浜市尾崎（４－Ⅰ－１２００１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

尾崎 小浜市尾崎（４－Ⅱ－１２００１） 小浜市尾崎（４－Ⅱ－１２００１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

湯岡 小浜市湯岡（４－Ⅰ－６６０－１） 小浜市湯岡（４－Ⅰ－６６０－１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日 H26.7.29再指定

湯岡 小浜市湯岡（４－Ⅰ－６６０－２） 小浜市湯岡（４－Ⅰ－６６０－２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

湯岡 小浜市湯岡（４－Ⅰ－６６０－３） 小浜市湯岡（４－Ⅰ－６６０－３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

湯岡 小浜市湯岡（４－Ⅰ－６６０－４） 小浜市湯岡（４－Ⅰ－６６０－４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

湯岡 小浜市湯岡（４－Ⅰ－９０５５） 小浜市湯岡（４－Ⅰ－９０５５） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

湯岡 小浜市湯岡（４－Ⅱ－１２１０１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 （なし）

伏原 小浜市伏原（４－３－４１－１） 小浜市伏原（４－３－４１－１） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

伏原 小浜市伏原（４－３－４１－２） 小浜市伏原（４－３－４１－２） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

伏原 小浜市伏原（４－３－４１－３） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

伏原 小浜市伏原（４－３－４１－４） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年2月29日 （なし）

伏原 小浜市伏原（４－３－４２） 小浜市伏原（４－３－４２） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

伏原 小浜市伏原（４－Ⅰ－９０５３） 小浜市伏原（４－Ⅰ－９０５３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

伏原 小浜市伏原（４－Ⅰ－９０５４） 小浜市伏原（４－Ⅰ－９０５４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

伏原 小浜市伏原（４－Ⅱ－９１１８） 小浜市伏原（４－Ⅱ－９１１８） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

伏原 小浜市伏原（４－Ⅱ－９１１９） 小浜市伏原（４－Ⅱ－９１１９） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

伏原 小浜市伏原（４－Ⅱ－１２２０１） 小浜市伏原（４－Ⅱ－１２２０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

甲ヶ崎 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅱ－５７０２） 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅱ－５７０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

甲ヶ崎 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅱ－５７０３） 小浜市甲ヶ崎（４－Ⅱ－５７０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－５８０１） 小浜市阿納尻（４－３－５８０１） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－５８０２） 小浜市阿納尻（４－３－５８０２） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－Ⅰ－５８０１） 小浜市阿納尻（４－Ⅰ－５８０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－Ⅰ－５８０２） 小浜市阿納尻（４－Ⅰ－５８０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

阿納尻 小浜市阿納尻（４－Ⅱ－５８０１） 小浜市阿納尻（４－Ⅱ－５８０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－Ⅱ－５８０２） 小浜市阿納尻（４－Ⅱ－５８０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－Ⅱ－５８０３） 小浜市阿納尻（４－Ⅱ－５８０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－Ⅱ－５８０４） 小浜市阿納尻（４－Ⅱ－５８０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

加尾 小浜市加尾（４－３－５９０２） 小浜市加尾（４－３－５９０２） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

加尾 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０１） 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

加尾 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０２） 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

加尾 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０４） 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

加尾 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０５） 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０５） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

加尾 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０６－１） 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０６－１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

加尾 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０６－２） 小浜市加尾（４－Ⅱ－５９０６－２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

西小川 小浜市西小川（４－Ⅱ－６００２） 小浜市西小川（４－Ⅱ－６００２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

仏谷 小浜市仏谷（４－３－６３０１） 小浜市仏谷（４－３－６３０１） 土石流 平成20年2月29日 平成20年2月29日

仏谷 小浜市仏谷（４－Ⅰ－６３０２） 小浜市仏谷（４－Ⅰ－６３０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

仏谷 小浜市仏谷（４－Ⅱ－６３０１） 小浜市仏谷（４－Ⅱ－６３０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

仏谷 小浜市仏谷（４－Ⅱ－６３０２） 小浜市仏谷（４－Ⅱ－６３０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

仏谷 小浜市仏谷（４－Ⅱ－６３０３） 小浜市仏谷（４－Ⅱ－６３０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

堅海 小浜市堅海（４－Ⅰ－６４０１） 小浜市堅海（４－Ⅰ－６４０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

阿納 小浜市阿納（４－Ⅱ－６６０３） 小浜市阿納（４－Ⅱ－６６０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

阿納 小浜市阿納（４－Ⅱ－６６０４） 小浜市阿納（４－Ⅱ－６６０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

矢代 小浜市矢代（４－Ⅰ－６４２） 小浜市矢代（４－Ⅰ－６４２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

矢代 小浜市矢代（４－Ⅱ－６９０２） 小浜市矢代（４－Ⅱ－６９０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００２） 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００３） 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００４） 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００５） 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００５） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００６） 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００６） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００７） 小浜市田烏（４－Ⅰ－７００７） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００２） 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００３） 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００３） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００４） 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００４） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００５） 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００５） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００６） 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００６） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００９） 小浜市田烏（４－Ⅱ－７００９） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅱ－７０１０） 小浜市田烏（４－Ⅱ－７０１０） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅱ－７０１１） 小浜市田烏（４－Ⅱ－７０１１） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅱ－７０１２） 小浜市田烏（４－Ⅱ－７０１２） 急傾斜地の崩壊 平成20年2月29日 平成20年2月29日

大戸 小浜市大戸（４－Ⅱ－８１０１） 小浜市大戸（４－Ⅱ－８１０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

大戸 小浜市大戸（４－Ⅱ－８１０２） 小浜市大戸（４－Ⅱ－８１０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

竹長 小浜市竹長（４－Ⅰ－６６３） 小浜市竹長（４－Ⅰ－６６３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－１－２－３０） 小浜市本保（４－１－２－３０） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－１－２－３１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年4月4日 （なし）

本保 小浜市本保（４－１－２－３２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年4月4日 （なし）

本保 小浜市本保（４－１－２－３３） 小浜市本保（４－１－２－３３） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－１－２－３４） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年4月4日 （なし）

本保 小浜市本保（４－１－２－３５－１） 小浜市本保（４－１－２－３５－１） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日 H30.8.21Y再指定 R解除

本保 小浜市本保（４－１－２－３５－２） 小浜市本保（４－１－２－３５－２） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日 H30.8.21YR解除

本保 小浜市本保（４－１－２－３５－３） 小浜市本保（４－１－２－３５－３） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－１－２－８７） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年4月4日 （なし）

本保 小浜市本保（４－１－２－８８） 小浜市本保（４－１－２－８８） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－１－２－１１１） 小浜市本保（４－１－２－１１１） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅰ－９０２９） 小浜市本保（４－Ⅰ－９０２９） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－８３０１） 小浜市本保（４－Ⅱ－８３０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－８３０２） 小浜市本保（４－Ⅱ－８３０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－８３０３） 小浜市本保（４－Ⅱ－８３０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－８３０４） 小浜市本保（４－Ⅱ－８３０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－９０４５） 小浜市本保（４－Ⅱ－９０４５） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－９０４６） 小浜市本保（４－Ⅱ－９０４６） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－９０４７） 小浜市本保（４－Ⅱ－９０４７） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－９０４８） 小浜市本保（４－Ⅱ－９０４８） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－９０４９） 小浜市本保（４－Ⅱ－９０４９） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５０） 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５０） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５１） 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５２） 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５３） 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５４） 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

本保 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５５） 小浜市本保（４－Ⅱ－９０５５） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－８４０１） 小浜市大谷（４－Ⅱ－８４０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

大谷 小浜市大谷（４－Ⅱ－８４０３） 小浜市大谷（４－Ⅱ－８４０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

加茂 小浜市加茂（４－Ⅱ－８６０１） 小浜市加茂（４－Ⅱ－８６０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

丸山 小浜市丸山（４－Ⅰ－６４７） 小浜市丸山（４－Ⅰ－６４７） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

丸山 小浜市丸山（４－Ⅱ－７１０１） 小浜市丸山（４－Ⅱ－７１０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

羽賀 小浜市羽賀（４－１－７２０１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年4月4日 （なし）

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅰ－７２０１） 小浜市羽賀（４－Ⅰ－７２０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０１） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０２） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０４） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０５） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０５） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０６） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０６） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０７） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－７２０７） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０１８） 小浜市羽賀（４－Ⅱ－９０１８） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

羽賀 小浜市羽賀（４－Ⅲ－９００６） 小浜市羽賀（４－Ⅲ－９００６） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奈胡 小浜市奈胡（４－１－７３０３） 小浜市奈胡（４－１－７３０３） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅰ－７３０２） 小浜市奈胡（４－Ⅰ－７３０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅰ－７３０３） 小浜市奈胡（４－Ⅰ－７３０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅰ－７３０４） 小浜市奈胡（４－Ⅰ－７３０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅱ－７３０１） 小浜市奈胡（４－Ⅱ－７３０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅱ－７３０２） 小浜市奈胡（４－Ⅱ－７３０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅱ－７３０３） 小浜市奈胡（４－Ⅱ－７３０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅱ－７３０５） 小浜市奈胡（４－Ⅱ－７３０５） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奈胡 小浜市奈胡（４－Ⅱ－９０２２） 小浜市奈胡（４－Ⅱ－９０２２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

熊野 小浜市熊野（４－Ⅱ－７４０１） 小浜市熊野（４－Ⅱ－７４０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

熊野 小浜市熊野（４－Ⅱ－７４０２） 小浜市熊野（４－Ⅱ－７４０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

熊野 小浜市熊野（４－Ⅱ－７４０３） 小浜市熊野（４－Ⅱ－７４０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

熊野 小浜市熊野（４－Ⅱ－９０２８） 小浜市熊野（４－Ⅱ－９０２８） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

次吉 小浜市次吉（４－１－７５０１） 小浜市次吉（４－１－７５０１） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

次吉 小浜市次吉（４－Ⅱ－７５０１） 小浜市次吉（４－Ⅱ－７５０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

次吉 小浜市次吉（４－Ⅱ－７５０２） 小浜市次吉（４－Ⅱ－７５０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

栗田 小浜市栗田（４－Ⅰ－７６０３） 小浜市栗田（４－Ⅰ－７６０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

栗田 小浜市栗田（４－Ⅱ－７６０１） 小浜市栗田（４－Ⅱ－７６０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

栗田 小浜市栗田（４－Ⅲ－９０１４） 小浜市栗田（４－Ⅲ－９０１４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

高塚 小浜市高塚（４－１－７７０１） 小浜市高塚（４－１－７７０１） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

高塚 小浜市高塚（４－Ⅰ－７７０１） 小浜市高塚（４－Ⅰ－７７０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

高塚 小浜市高塚（４－Ⅰ－９０２４） 小浜市高塚（４－Ⅰ－９０２４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

高塚 小浜市高塚（４－Ⅱ－７７０１） 小浜市高塚（４－Ⅱ－７７０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

高塚 小浜市高塚（４－Ⅱ－７７０２） 小浜市高塚（４－Ⅱ－７７０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅰ－７８０２） 小浜市太良庄（４－Ⅰ－７８０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅰ－７８０６） 小浜市太良庄（４－Ⅰ－７８０６） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅰ－７８０７） 小浜市太良庄（４－Ⅰ－７８０７） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅱ－７８０１） 小浜市太良庄（４－Ⅱ－７８０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅱ－７８０４） 小浜市太良庄（４－Ⅱ－７８０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅱ－７８０５） 小浜市太良庄（４－Ⅱ－７８０５） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

太良庄 小浜市太良庄（４－Ⅱ－７８０８） 小浜市太良庄（４－Ⅱ－７８０８） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

江古川 小浜市江古川（４－Ⅱ－７９０１） 小浜市江古川（４－Ⅱ－７９０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

江古川 小浜市江古川（４－Ⅱ－７９０２） 小浜市江古川（４－Ⅱ－７９０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

検見坂 小浜市検見坂（４－Ⅱ－９２０１） 小浜市検見坂（４－Ⅱ－９２０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

検見坂 小浜市検見坂（４－Ⅱ－９２０２） 小浜市検見坂（４－Ⅱ－９２０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

検見坂 小浜市検見坂（４－Ⅱ－９５０１） 小浜市検見坂（４－Ⅱ－９５０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

池田 小浜市池田（４－Ⅱ－９６０１） 小浜市池田（４－Ⅱ－９６０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

市場 小浜市市場（４－Ⅰ－９７０１） 小浜市市場（４－Ⅰ－９７０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

市場 小浜市市場（４－Ⅱ－９７０１） 小浜市市場（４－Ⅱ－９７０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

国分 小浜市国分（４－Ⅰ－１０００１） 小浜市国分（４－Ⅰ－１０００１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

金屋 小浜市金屋（４－Ⅰ－１０１０１） 小浜市金屋（４－Ⅰ－１０１０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

金屋 小浜市金屋（４－Ⅰ－１０１０２） 小浜市金屋（４－Ⅰ－１０１０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

金屋 小浜市金屋（４－Ⅱ－１０１０１） 小浜市金屋（４－Ⅱ－１０１０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

金屋 小浜市金屋（４－Ⅱ－１０１０２） 小浜市金屋（４－Ⅱ－１０１０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

竜前 小浜市竜前（４－２－１０２０１） 小浜市竜前（４－２－１０２０１） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

竜前 小浜市竜前（４－Ⅰ－６５４） 小浜市竜前（４－Ⅰ－６５４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

竜前 小浜市竜前（４－Ⅱ－９２０６） 小浜市竜前（４－Ⅱ－９２０６） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

忠野 小浜市忠野（４－１－２－１０３） 小浜市忠野（４－１－２－１０３） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日
H27.3.27再指定
H29.3.24R解除、Y再指定

忠野 小浜市忠野（４－１－２－１０４０３） 小浜市忠野（４－１－２－１０４０３） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

忠野 小浜市忠野（４－Ⅱ－９２０７） 小浜市忠野（４－Ⅱ－９２０７） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

下根来 小浜市下根来（４－１－１０５０１） 小浜市下根来（４－１－１０５０１） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

下根来 小浜市下根来（４－Ⅰ－１０５０２） 小浜市下根来（４－Ⅰ－１０５０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

下根来 小浜市下根来（４－Ⅱ－１０５０５） 小浜市下根来（４－Ⅱ－１０５０５） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

上根来 小浜市上根来（４－１－２－１１８） 小浜市上根来（４－１－２－１１８） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

上根来 小浜市上根来（４－Ⅱ－９２１１） 小浜市上根来（４－Ⅱ－９２１１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

上根来 小浜市上根来（４－Ⅱ－９２１２） 小浜市上根来（４－Ⅱ－９２１２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

上根来 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０１） 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

上根来 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０２） 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

上根来 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０４） 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

上根来 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０５） 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０５） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

上根来 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０６） 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０６） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

上根来 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０７） 小浜市上根来（４－Ⅱ－１０６０７） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

東相生 小浜市東相生（４－Ⅱ－１２４０１） 小浜市東相生（４－Ⅱ－１２４０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

西相生 小浜市西相生（４－２－１２５０１） 小浜市西相生（４－２－１２５０１） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

西相生 小浜市西相生（４－２－１２５０２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年4月4日 （なし）

西相生 小浜市西相生（４－Ⅰ－１２５０１） 小浜市西相生（４－Ⅰ－１２５０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０１） 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０２） 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０３） 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０４） 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０５） 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０５） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０６） 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０６） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

上中井 小浜市上中井（４－Ⅱ－１２６０１） 小浜市上中井（４－Ⅱ－１２６０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

口田縄 小浜市口田縄（４－Ⅱ－１２９０２） 小浜市口田縄（４－Ⅱ－１２９０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１３００１） 小浜市奥田縄（４－２－１３００１） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１３００２） 小浜市奥田縄（４－２－１３００２） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１３００３） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年4月4日 （なし）

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１３００４） 小浜市奥田縄（４－２－１３００４） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１３００５） 小浜市奥田縄（４－２－１３００５） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－２－１３００７） 小浜市奥田縄（４－２－１３００７） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００３） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００４） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００６） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００６） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００７） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００７） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００８） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００８） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

奥田縄 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００９） 小浜市奥田縄（４－Ⅱ－１３００９） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

須縄 小浜市須縄（４－３－１３２０２） 小浜市須縄（４－３－１３２０２） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

須縄 小浜市須縄（４－３－１３２０３） 小浜市須縄（４－３－１３２０３） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

須縄 小浜市須縄（４－３－１３２０４） 小浜市須縄（４－３－１３２０４） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

須縄 小浜市須縄（４－Ⅰ－９０６３） 小浜市須縄（４－Ⅰ－９０６３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

須縄 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８２） 小浜市須縄（４－Ⅱ－９１８２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

須縄 小浜市須縄（４－Ⅱ－１３２０３） 小浜市須縄（４－Ⅱ－１３２０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

須縄 小浜市須縄（４－Ⅱ－１３２０４） 小浜市須縄（４－Ⅱ－１３２０４） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

谷田部 小浜市谷田部（４－１－１３３０４） 小浜市谷田部（４－１－１３３０４） 土石流 平成20年4月4日 平成20年4月4日

谷田部 小浜市谷田部（４－Ⅰ－６４５） 小浜市谷田部（４－Ⅰ－６４５） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

谷田部 小浜市谷田部（４－Ⅱ－１３３０２） 小浜市谷田部（４－Ⅱ－１３３０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

谷田部 小浜市谷田部（４－Ⅱ－１３３０３） 小浜市谷田部（４－Ⅱ－１３３０３） 急傾斜地の崩壊 平成20年4月4日 平成20年4月4日

北塩屋 小浜市北塩屋（４－Ⅰ－９０１４） 小浜市北塩屋（４－Ⅰ－９０１４） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

北塩屋 小浜市北塩屋（４－Ⅲ－９００３－１） 小浜市北塩屋（４－Ⅲ－９００３－１） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

北塩屋 小浜市北塩屋（４－Ⅲ－９００３－２） 小浜市北塩屋（４－Ⅲ－９００３－２） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

北塩屋 小浜市北塩屋（４－Ⅲ－９００３－３） 小浜市北塩屋（４－Ⅲ－９００３－３） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

北塩屋 小浜市北塩屋（４－Ⅰ－０４９０１） 小浜市北塩屋（４－Ⅰ－０４９０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

北塩屋 小浜市北塩屋（４－Ⅰ－０４９０２） 小浜市北塩屋（４－Ⅰ－０４９０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

北塩屋 小浜市北塩屋（４－Ⅱ－９０１４－１） 小浜市北塩屋（４－Ⅱ－９０１４－１） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－３－３６） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年12月19日 （なし）

西津福谷 小浜市福谷（４－３－３７－１） 小浜市福谷（４－３－３７－１） 土石流 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－３－３７－２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成20年12月19日 （なし）

西津福谷 小浜市福谷（４－３－３７－３） 小浜市福谷（４－３－３７－３） 土石流 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－３－７２） 小浜市福谷（４－３－７２） 土石流 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－Ⅱ－９０１４－２） 小浜市福谷（４－Ⅱ－９０１４－２） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－Ⅰ－９０１１） 小浜市福谷（４－Ⅰ－９０１１） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日 H29.3.24RY再指定

西津福谷 小浜市福谷（４－Ⅰ－９０１２） 小浜市福谷（４－Ⅰ－９０１２） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－Ⅰ－９０１３） 小浜市福谷（４－Ⅰ－９０１３） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－Ⅱ－９０１２） 小浜市福谷（４－Ⅱ－９０１２） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－Ⅱ－９０１３） 小浜市福谷（４－Ⅱ－９０１３） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－Ⅰ－９００１） 小浜市福谷（４－Ⅰ－９００１） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－Ⅰ－９００２） 小浜市福谷（４－Ⅰ－９００２） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－Ⅱ－０５２０１） 小浜市福谷（４－Ⅱ－０５２０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

西津福谷 小浜市福谷（４－Ⅱ－０５２０２） 小浜市福谷（４－Ⅱ－０５２０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

学園町 小浜市学園町（４－Ⅰ－９００３） 小浜市学園町（４－Ⅰ－９００３） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

小湊 小浜市湊（４－Ⅱ－９０１５） 小浜市湊（４－Ⅱ－９０１５） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

小湊 小浜市湊（４－Ⅱ－０４７０１） 小浜市湊（４－Ⅱ－０４７０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

小湊 小浜市湊（４－Ⅱ－０４９０１） 小浜市湊（４－Ⅱ－０４９０１） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

小湊 小浜市湊（４－Ⅱ－０４９０２） 小浜市湊（４－Ⅱ－０４９０２） 急傾斜地の崩壊 平成20年12月19日 平成20年12月19日

伏原大宮 小浜市伏原大宮（４－Ⅰ－６６１） 小浜市伏原大宮（４－Ⅰ－６６１） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日 H28.3.29YR再指定

鹿島 小浜市鹿島（４－Ⅱ－９１１７） 小浜市鹿島（４－Ⅱ－９１１７） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

水取3,4丁目 小浜市水取3,4丁目（４－Ⅰ－６４８） 小浜市水取3,4丁目（４－Ⅰ－６４８） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

山手2丁目 小浜市山手2丁目（４－Ⅰ－９０１６） 小浜市山手2丁目（４－Ⅰ－９０１６） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－３－６３－１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成22年2月9日 （なし）

青井 小浜市青井（４－３－６３－２） 小浜市青井（４－３－６３－２） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－３－７５－１） 小浜市青井（４－３－７５－１） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－３－７５－２） 小浜市青井（４－３－７５－２） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－３－８４Ｓ） 小浜市青井（４－３－８４Ｓ） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－０２６０２） 小浜市青井（４－Ⅰ－０２６０２） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－０２６０３） 小浜市青井（４－Ⅰ－０２６０３） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－０２６０４） 小浜市青井（４－Ⅰ－０２６０４） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－０２６０５） 小浜市青井（４－Ⅰ－０２６０５） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－０２６０６） 小浜市青井（４－Ⅰ－０２６０６） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－Ⅱ－０２６０１） 小浜市青井（４－Ⅱ－０２６０１） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－Ⅱ－０２６０２） 小浜市青井（４－Ⅱ－０２６０２） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－９０４７－１） 小浜市青井（４－Ⅰ－９０４７－１） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

青井 小浜市青井（４－Ⅰ－９０４７－２） 小浜市青井（４－Ⅰ－９０４７－２） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

上加斗 小浜市上加斗（４－Ⅰ－１４６０１） 小浜市上加斗（４－Ⅰ－１４６０１） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

上加斗 小浜市上加斗（４－Ⅱ－１４６０１） 小浜市上加斗（４－Ⅱ－１４６０１） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

下加斗 小浜市下加斗（４－Ⅱ－１４５０２－１） 小浜市下加斗（４－Ⅱ－１４５０２－１） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

下加斗 小浜市下加斗（４－Ⅱ－１４５０２－２） 小浜市下加斗（４－Ⅱ－１４５０２－２） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

岡津 小浜市岡津（４－３－６９） 小浜市岡津（４－３－６９） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

鯉川 小浜市鯉川（４－Ⅰ－１４８０１） 小浜市鯉川（４－Ⅰ－１４８０１） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

荒木 小浜市荒木（４－Ⅱ－１４２０１） 小浜市荒木（４－Ⅱ－１４２０１） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

荒木 小浜市荒木（４－Ⅱ－１４２０３） 小浜市荒木（４－Ⅱ－１４２０３） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

荒木 小浜市荒木（４－３－１４２０１） 小浜市荒木（４－３－１４２０１） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

荒木 小浜市荒木（４－３－１４２１０） 小浜市荒木（４－３－１４２１０） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

黒駒 小浜市黒駒（４－２－１５－１４３０１） 小浜市黒駒（４－２－１５－１４３０１） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

西勢 小浜市西勢（４－Ⅰ－９０４５） 小浜市西勢（４－Ⅰ－９０４５） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

西勢 小浜市西勢（４－Ⅱ－１４１０２） 小浜市西勢（４－Ⅱ－１４１０２） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

西勢 小浜市西勢（４－Ⅲ－９０１５） 小浜市西勢（４－Ⅲ－９０１５） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

西勢 小浜市西勢（４－３－９２Ｓ） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成22年2月9日 （なし）

西勢 小浜市西勢（４－３－９３Ｓ－１） 小浜市西勢（４－３－９３Ｓ－１） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

西勢 小浜市西勢（４－３－９３Ｓ－２） 小浜市西勢（４－３－９３Ｓ－２） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

西勢 小浜市西勢（４－３－９６Ｓ） 小浜市西勢（４－３－９６Ｓ） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

東勢 小浜市東勢（４－Ⅱ－１４００２） 小浜市東勢（４－Ⅱ－１４００２） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

法海 小浜市法海（４－Ⅱ－１４４０２） 小浜市法海（４－Ⅱ－１４４０２） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

法海 小浜市法海（４－Ⅱ－１４４０３） 小浜市法海（４－Ⅱ－１４４０３） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

法海 小浜市法海（４－Ⅱ－１４４０４） 小浜市法海（４－Ⅱ－１４４０４） 急傾斜地の崩壊 平成22年2月9日 平成22年2月9日

法海 小浜市法海（４－２－１５－１４４０３） 小浜市法海（４－２－１５－１４４０３） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

法海 小浜市法海（４－２－１５－１４４０４） 小浜市法海（４－２－１５－１４４０４） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

法海 小浜市法海（４－２－１５－１４４０５） 小浜市法海（４－２－１５－１４４０５） 土石流 平成22年2月9日 平成22年2月9日

甲ヶ崎 小浜市甲ヶ崎（４－３－６０） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成22年3月30日 （なし）

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－５８－１） 小浜市阿納尻（４－３－５８－１） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－５８－２） 小浜市阿納尻（４－３－５８－２） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－５９） 小浜市阿納尻（４－３－５９） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－７９Ｓ） 小浜市阿納尻（４－３－７９Ｓ） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－８０Ｓ） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成22年3月30日 （なし）

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－８１Ｓ） 小浜市阿納尻（４－３－８１Ｓ） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－８２Ｓ－１） 小浜市阿納尻（４－３－８２Ｓ－１） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

阿納尻 小浜市阿納尻（４－３－８２Ｓ－２） 小浜市阿納尻（４－３－８２Ｓ－２） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

宇久 小浜市宇久（４－Ⅰ－６２６） 小浜市宇久（４－Ⅰ－６２６） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

宇久 小浜市宇久（４－Ⅰ－９０００－１） 小浜市宇久（４－Ⅰ－９０００－１） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

宇久 小浜市宇久（４－Ⅰ－９０００－２） 小浜市宇久（４－Ⅰ－９０００－２） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

仏谷 小浜市仏谷（４－Ⅰ－６３９－１） 小浜市仏谷（４－Ⅰ－６３９－１） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

仏谷 小浜市仏谷（４－Ⅰ－６３９－２） 小浜市仏谷（４－Ⅰ－６３９－２） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

仏谷 小浜市仏谷（４－Ⅰ－６３９－３） 小浜市仏谷（４－Ⅰ－６３９－３） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

仏谷 小浜市仏谷（４－Ⅰ－６３９－４） 小浜市仏谷（４－Ⅰ－６３９－４） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

阿納 小浜市阿納（４－Ⅱ－９００５－１） 小浜市阿納（４－Ⅱ－９００５－１） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

阿納 小浜市阿納（４－Ⅱ－９００５－２） 小浜市阿納（４－Ⅱ－９００５－２） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅰ－６５０－１） 小浜市田烏（４－Ⅰ－６５０－１） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅰ－６５０－２） 小浜市田烏（４－Ⅰ－６５０－２） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅰ－７５４） 小浜市田烏（４－Ⅰ－７５４） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅱ－９０１０） 小浜市田烏（４－Ⅱ－９０１０） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅱ－９００７） 小浜市田烏（４－Ⅱ－９００７） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

田烏 小浜市田烏（４－Ⅰ－０７００１） 小浜市田烏（４－Ⅰ－０７００１） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

田烏 小浜市田烏（４－３－２） 小浜市田烏（４－３－２） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

田烏 小浜市田烏（４－３－８） 小浜市田烏（４－３－８） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

奈胡 小浜市奈胡（４－１－２－７－１） 小浜市奈胡（４－１－２－７－１） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日 R2.3.24R解除、Y再指定

奈胡 小浜市奈胡（４－１－２－７－２） 小浜市奈胡（４－１－２－７－２） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

太良庄 小浜市太良庄（４－１－２－２１） 小浜市太良庄（４－１－２－２１） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

太良庄 小浜市太良庄（４－１－２－２４－２） 小浜市太良庄（４－１－２－２４－２） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

太良庄 小浜市太良庄（４－１－２－２４－３） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成22年3月30日 （なし）

西相生 小浜市西相生（４－Ⅰ－９０６０） 小浜市西相生（４－Ⅰ－９０６０） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１６２） 小浜市西相生（４－Ⅱ－９１６２） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

西相生 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０７） 小浜市西相生（４－Ⅱ－１２５０７） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－５１） 小浜市西相生（４－２－１４－５１） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－５６） （土砂災害特別警戒区域はなし） 土石流 平成22年3月30日 （なし）

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－９４） 小浜市西相生（４－２－１４－９４） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－９５－１） 小浜市西相生（４－２－１４－９５－１） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

西相生 小浜市西相生（４－２－１４－９５－２） 小浜市西相生（４－２－１４－９５－２） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

谷田部 小浜市谷田部（４－２－１４－９９－１） 小浜市谷田部（４－２－１４－９９－１） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

小屋 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２０） 小浜市小屋（４－Ⅱ－９１２０） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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場所 土砂災害警戒区域の名称 土砂災害特別警戒区域の名称
土砂災害の発生原
因となる自然現象

指定日
（警戒区域）

指定日
（特別警戒区域）

備考

下田 小浜市下田（４－Ⅰ－６３２－１） 小浜市下田（４－Ⅰ－６３２－１） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

下田 小浜市下田（４－Ⅰ－６３２－２） 小浜市下田（４－Ⅰ－６３２－２） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

下田 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４３） 小浜市下田（４－Ⅱ－９１４３） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

下田 小浜市下田（４－２－１４－２６－１） 小浜市下田（４－２－１４－２６－１） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

和多田 小浜市和多田（４－Ⅰ－７５５－１） 小浜市和多田（４－Ⅰ－７５５－１） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

和多田 小浜市和多田（４－Ⅰ－７５５－２） 小浜市和多田（４－Ⅰ－７５５－２） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

和多田 小浜市和多田（４－Ⅱ－９１４７） 小浜市和多田（４－Ⅱ－９１４７） 急傾斜地の崩壊 平成22年3月30日 平成22年3月30日

深野 小浜市深野（４－２－１４－２２） 小浜市深野（４－２－１４－２２） 土石流 平成22年3月30日 平成22年3月30日

北塩屋 小浜市北塩屋（４－Ⅲ－９００４－１） 小浜市北塩屋（４－Ⅲ－９００４－１） 急傾斜地の崩壊 平成23年3月29日 平成23年3月29日

北塩屋 小浜市北塩屋（４－３－３８） 小浜市北塩屋（４－３－３８） 土石流 平成23年3月29日 平成23年3月29日

小湊 小浜市小湊（４－Ⅲ－９００４－２） 小浜市小湊（４－Ⅲ－９００４－２） 急傾斜地の崩壊 平成23年3月29日 平成23年3月29日

小湊 小浜市小湊（４－Ⅲ－９００４－３） 小浜市小湊（４－Ⅲ－９００４－３） 急傾斜地の崩壊 平成23年3月29日 平成23年3月29日

検見坂 小浜市検見坂（４－Ⅰ－６５８） 小浜市検見坂（４－Ⅰ－６５８） 急傾斜地の崩壊 平成23年3月29日 平成23年3月29日

法海 小浜市飯盛（４－１２９） （土砂災害特別警戒区域はなし） 地すべり 平成23年3月29日 （なし）

須縄 小浜市須縄（４－１３１） （土砂災害特別警戒区域はなし） 地すべり 平成23年3月29日 （なし）

山手３丁目 小浜市山手３丁目（４－３－３９） 小浜市山手３丁目（４－３－３９） 土石流 平成23年5月13日 平成23年5月13日

大戸 小浜市大戸（４－Ⅰ－９０２８） 小浜市大戸（４－Ⅰ－９０２８） 急傾斜地の崩壊 平成23年5月13日 平成23年5月13日

大戸 小浜市大戸（４－Ⅱ－０８１０３） 小浜市大戸（４－Ⅱ－０８１０３） 急傾斜地の崩壊 平成23年5月13日 平成23年5月13日

野代 小浜市野代（４－Ⅰ－６５２） 小浜市野代（４－Ⅰ－６５２） 急傾斜地の崩壊 平成23年5月13日 平成23年5月13日

野代 小浜市野代（４－Ⅱ－９１９３－１） 小浜市野代（４－Ⅱ－９１９３－１） 急傾斜地の崩壊 平成23年5月13日 平成23年5月13日

野代 小浜市野代（４－Ⅱ－９１９３－２） 小浜市野代（４－Ⅱ－９１９３－２） 急傾斜地の崩壊 平成23年5月13日 平成23年5月13日

野代 小浜市野代（４－２－１４－４－３） 小浜市野代（４－２－１４－４－３） 土石流 平成23年5月13日 平成23年5月13日

野代 小浜市野代（４－２－１４－６７） 小浜市野代（４－２－１４－６７） 土石流 平成23年5月13日 平成23年5月13日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅰ－６３７） 小浜市池河内（４－Ⅰ－６３７） 急傾斜地の崩壊 平成23年5月13日 平成23年5月13日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅰ－６３８－１） 小浜市池河内（４－Ⅰ－６３８－１） 急傾斜地の崩壊 平成23年5月13日 平成23年5月13日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅰ－６３８－２） 小浜市池河内（４－Ⅰ－６３８－２） 急傾斜地の崩壊 平成23年5月13日 平成23年5月13日

池河内 小浜市池河内（４－Ⅰ－６３８－３） 小浜市池河内（４－Ⅰ－６３８－３） 急傾斜地の崩壊 平成23年5月13日 平成23年5月13日

中ノ畑 小浜市中ノ畑（４－１３２） （土砂災害特別警戒区域はなし） 地すべり 平成23年5月13日 （なし）

上根来 小浜市上根来（４－１３３） （土砂災害特別警戒区域はなし） 地すべり 平成23年5月13日 （なし）

上根来 小浜市上根来（４－１３４） （土砂災害特別警戒区域はなし） 地すべり 平成23年5月13日 （なし）

金屋 小浜市野代（４－１６８） （土砂災害特別警戒区域はなし） 地すべり 令和3年3月23日 （なし）

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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雪崩危険箇所（小浜市）

1 口名田 下中井 31 羽賀（１） 羽賀

2 小屋 小屋 32 羽賀（２） 羽賀

3 深野 深野 33 奈胡（１） 奈胡

4 下田 下田 34 奈胡（２） 奈胡

5 池河内（１） 池河内 35 奥熊野（１） 熊野

6 上根来 上根来 36 口熊野（１） 熊野

7 泊 泊 37 口熊野（２） 熊野

8 仏谷 仏谷 38 次吉 次吉

9 宇久（１） 宇久 39 栗田（１） 栗田

10 宇久（２） 宇久 40 高塚（１） 高塚

11 西小川（１） 西小川 41 太良（１） 太良庄

12 須浦 田烏 42 太良（２） 太良庄

13 谷及（１） 田烏 43 鳴滝（１） 太良庄

14 谷及（２） 田烏 44 定国 太良庄

15 釣姫（１） 田烏 45 日吉谷 太良庄

16 釣姫（２） 田烏 46 大戸 加茂

17 田烏 田烏 47 竹長 竹長

18 矢代 矢代 48 本保（１） 本保

19 志積 志積 49 本保（２） 本保

20 犬熊 犬熊 50 大沢寺（１） 大谷

21 阿納 阿納 51 大谷（１） 大谷

22 古津（１） 阿納尻 52 大谷（２） 大谷

23 甲ヶ崎（１） 甲ヶ崎 53 新保（１） 新保

24 西津福谷（１） 福谷 54 新保（２） 新保

25 西津福谷（２） 福谷 55 高森 加茂

26 西津福谷（３） 福谷 56 岡津（１） 岡津

27 山手３丁目（１） 山手 57 荒木（１） 飯盛

28 山手３丁目（２） 山手 58 荒木（２） 飯盛

29 丸山 丸山 59 荒木（３） 飯盛

30 江古川 羽賀 60 荒木（４） 飯盛

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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雪崩危険箇所（小浜市）
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61 西勢 西勢 91 西相生（２） 相生

62 黒駒（１） 飯盛 92 東相生（１） 相生

63 法海 飯盛 93 東相生（２） 相生

64 青井（１） 青井 94 東相生（３） 相生

65 青井（２） 青井 95 上中井 中井

66 男山（１） 男山 96 口田縄 口田縄

67 男山（２） 男山 97 奥田縄（１） 奥田縄

68 男山（３） 男山 98 奥田縄（２） 奥田縄

69 男山（４） 男山 99 奥田縄（３） 奥田縄

70 伏原（１） 伏原 100 須縄（１） 須縄

71 伏原（２） 伏原 101 須縄（２） 須縄

72 湯岡（１） 湯岡 102 谷田部（１） 谷田部

73 湯岡（２） 湯岡 103 尾崎（１） 尾崎

74 奥小屋（１） 小屋 104 生守（１） 生守

75 奥小屋（２） 小屋 105 多田（１） 多田

76 中小屋 小屋 106 検見坂（１） 遠敷

77 口小屋（１） 小屋 107 金屋（１） 金屋

78 口小屋（２） 小屋 108 金屋（２） 金屋

79 口小屋（３） 小屋 109 竜前 竜前

80 口小屋（４） 小屋 110 国分 国分

81 岩井谷 上田 111 太興寺 太興寺

82 小村 上田 112 四分一（１） 四分一

83 持田 上田 113 上野 上野

84 岸（１） 下田 114 門前 門前

85 岸（２） 下田 115 三分一 三分一

86 脇原 下田 116 池河内（２） 池河内

87 上和多田 和多田 117 忠野（１） 忠野

88 下和多田 和多田 118 白石 下根来

89 田茂谷 深谷 119 神野谷（１） 下根来

90 西相生（１） 相生 120 神野谷（２） 下根来

※位置情報など詳細な情報は、県ＷＥＢサイト「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」に掲載
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