
No 質問項目

1 森林管理局名を回答ください。(プルダウンから選択できます)

2

現在、貴局で管理している山地災害危険地区の調査票数（箇所数）の数を教えてくだ
さい。
なるべく詳細に回答いただけますと幸いです。

（補足:質問の意図）今後、山地災害危険地区の調査票等をデジタル化するにあたり、今後のデ
ジタル化作業にかかる作業時間などを、既存の調査票数（箇所数）から推定することを目
的としています。局で管理する全ての山地災害危険地区の数を回答いただくことを想定していますが、
何かご不明な点がございましたら、連絡いただけますと幸いです。

3 管理している全ての台帳において、その形式の割合(%)を教えてください。
紙で管理　　　　　　　（　　　　　　）%
PDFで管理　　　　　 （　　　　　　）%
Excel、csvで管理   （　　　　　　）%

項目一覧_山腹崩壊危険地区.xlsx 項目一覧_地滑り危険地区.xlsx 項目一覧_崩壊土砂流出危険地区.xlsx

➀ ➀ ➀

➁ ➁ ➁

4

回答欄

山地災害危険地区に関する調査票（現在局にて管理しているもの）をデジタル化するにあたり、全
局で統一した入力項目を検討しています。

現時点での検討内容を以下エクセルにて整理しています。
・項目一覧_山腹崩壊危険地区.xlsx
・項目一覧_地滑り危険地区.xlsx
・項目一覧_崩壊土砂流出危険地区.xlsx

各ファイルの「入力リスト」シートを確認いただき、以下ご確認ください。

➀貴局で管理されている台帳の中で、上記各Excelファイルに記載されている項目に
含まれない内容（項目等）はありますか。　ある場合、その項目と内容を詳細に教えてくださ
い。

➁上記各ExcelファイルのF列の「入力規則」をご確認いただき、現在貴局で管理
している項目では入力できない規則である場合、その項目と実際の入力状況を教えてく
ださい。

また、イメージにはなりますが、入力リスト以外のシート（黄色塗りつぶしシート）

にて、台帳の入力フォーマット例を作成しております。こちらも参考にしてください。
※あくまでもイメージであり、これが台帳の入力フォーマットになるわけではありません。



山腹崩壊危険地区　項目リスト

No. シート 大項目 項目名 必須か 入力規則 リスト 備考
1 様式1-1 基本情報 調査番号 自由入力
2 様式1-1 基本情報 地区名 自由入力
3 様式1-1 基本情報 管理 リストから選択 国、民、民直
4 様式1-1 基本情報 位置 自由入力
5 様式1-1 基本情報 大字 自由入力
6 様式1-1 基本情報 字 自由入力
7 様式1-1 基本情報 林班 数値入力
8 様式1-1 基本情報 調査年月日 日付入力
9 様式1-1 基本情報 調査者 自由入力

10 様式1-1 保安林等の指定 指定年月日 日付入力
11 様式1-1 保安林等の指定 保安林種 自由入力
12 様式1-1 保安林等の指定 指定区域面積（ha） 数値入力（単位：ha）
13 様式1-1 地すべり防止区域の指定 所轄省庁 自由入力
14 様式1-1 地すべり防止区域の指定 指定年月日 日付入力
15 様式1-1 地すべり防止区域の指定 指定区域面積（ha） 数値入力（単位：ha）
16 様式1-1 地質 基岩の地質時代 自由入力
17 様式1-1 地質 岩石の種類 自由入力
18 様式1-1 地質 地質の走向 リストから選択 北、北東、東、南東、南、南西、西、北西
19 様式1-1 地質 風化の状況 リストから選択 非常に新鮮、新鮮、弱風化、中風化、強風化
20 様式1-1 地質 断層の有無 リストから選択 有、無
21 様式1-1 地質 破砕帯の有無 リストから選択 有、無
22 様式1-1 地質 地質特性 自由入力

23 様式1-1 地質
傾斜（メッシュ内急崖の有無・
地質区分第１類のみ）

リストから選択 有、無

24 様式1-1 地質 地質の類別区分 自由入力
25 様式1-1 人 家（戸） 人家数 数値入力（単位：戸）
26 様式1-1 人 家（戸） 工場数 数値入力（単位：戸）
27 様式1-1 人 家（戸） 旅館数 数値入力（単位：戸）
28 様式1-1 人 家（戸） 工場数(従業員数) 数値入力（単位：人）
29 様式1-1 人 家（戸） 旅館数(従業員数) 数値入力（単位：人）
30 様式1-1 人 家（戸） 人家他 数値入力（単位：戸）
31 様式1-1 公用・公共施設（棟)　 学校 数値入力（単位：棟）
32 様式1-1 公用・公共施設（棟)　 官公署 数値入力（単位：棟）
33 様式1-1 公用・公共施設（棟)　 病院 数値入力（単位：棟）
34 様式1-1 公用・公共施設（棟)　 不明 数値入力（単位：棟）
35 様式1-1 公用・公共施設（棟)　 要配慮者利用施設 数値入力（単位：棟）
36 様式1-1 公用・公共施設（棟)　 避難場所 数値入力（単位：棟）
37 様式1-1 公用・公共施設（棟)　 他公施設 数値入力（単位：棟）
38 様式1-1 道路(m) 国道 数値入力（単位：m）
39 様式1-1 道路(m) 農道 数値入力（単位：m）
40 様式1-1 道路(m) 県道 数値入力（単位：m）
41 様式1-1 道路(m) 高速道 数値入力（単位：m）
42 様式1-1 道路(m) 市町村道 数値入力（単位：m）
43 様式1-1 道路(m) 道路他 数値入力（単位：m）
44 様式1-1 道路(m) 林道 数値入力（単位：m）
45 様式1-1 道路(m) 緊急輸送道路 数値入力（単位：m）
46 様式1-1 道路(m) 道路他 数値入力（単位：m）
47 様式1-1 その他 鉄道 数値入力
48 様式1-1 その他 種類 自由入力
49 様式1-1 その他 数量 数値入力
50 様式1-1 調査結果 判定区分（最上位のもの） 自由入力
51 様式1-1 調査結果 被災危険度 自由入力
52 様式1-1 他の法令による指定の有無 砂防指定地区 リストから選択 ○、×
53 様式1-1 他の法令による指定の有無 急傾斜地崩壊危険地区 リストから選択 ○、×
54 様式1-1 他の法令による指定の有無 土砂災害警戒区域 リストから選択 ○、×
55 様式1-1 区分／進捗 治山事業 リストから選択 概成、一部概成、未成、未着手
56 様式1-1 区分／進捗 治山事業以外の施設 リストから選択 有、無
57 様式1-1 備   考 （災害歴その他） 備   考 （災害歴その他） 自由入力
58 様式1-1 ■年度の調査結果 年度 自由入力
59 様式1-1 ■年度の調査結果 山腹崩壊危険地区 リストから選択 ○、×
60 様式1-1 ■年度の調査結果 地すべり崩壊危険地区 リストから選択 ○、×
61 様式1-1 ■年度の調査結果 崩壊土砂流出危険地区 リストから選択 ○、×
62 様式1-1 ■年度の調査結果 危険地区ではなかった リストから選択 ○、×
63 様式1-1 ■年度の調査結果 A リストから選択 ○、×
64 様式1-1 ■年度の調査結果 B リストから選択 ○、×
65 様式1-1 ■年度の調査結果 C リストから選択 ○、×
66 様式1-2 危険判定表 山腹崩壊危険度 自由入力
67 様式1-3 危険判定表 被災危険度 自由入力
68 様式1-4 危険判定表 危険地区の危険度判定 自由入力
69 様式1-5 危険判定表 調査区域面積（ha） 数値入力
70 様式1-6 危険判定表 100点以上のメッシュ数（ha） 数値入力
71 様式1-7 危険判定表 保安林等 リストから選択 有、無
72 様式1-8 危険判定表 他の法令等の指定 リストから選択 有、無
73 様式1-9 危険判定表 荒廃状況 リストから選択 有、無
74 様式1-10 危険判定表 治山事業進捗状況 リストから選択 有、無
75 別紙 地況 傾斜（%） 数値入力
76 別紙 地況 傾斜（点数） 数値入力
77 別紙 地況 縦断面形（形） リストから選択 凹形、平滑、複合、凸形
78 別紙 地況 縦断面形（点数） 数値入力
79 別紙 地況 横断図形（度） 数値入力
80 別紙 地況 横断図形（点数） 数値入力
81 別紙 地況 土層深（m） 数値入力
82 別紙 地況 土層深（点数） 数値入力
83 別紙 林況 樹種 自由入力
84 別紙 林況 林種 リストから選択 N、L・NL、その他
85 別紙 林況 林齢（齢級） 数値入力
86 別紙 林況 林齢（点数） 数値入力
87 別紙 林況 点数計 数値入力
88 別紙 荒廃状況等 崩壊地の有無 リストから選択 有、無
89 別紙 荒廃状況等 地震 数値入力
90 別紙 荒廃状況等 落石 数値入力
91 別紙 荒廃状況等 計 数値入力
92 別紙 補正加算点 合計 数値入力
93 別紙 保安林種 保安林種 リストから選択
94 地震調査 活断層からの距離 ㎞ 数値入力
95 地震調査 活断層からの距離 点数 数値入力 シート：斜面の状況リスト
96 地震調査 傾斜 % 数値入力
97 地震調査 傾斜 点数 数値入力
98 地震調査 横断面形 度 数値入力
99 地震調査 横断面形 点数 数値入力

100 地震調査 斜面長 m 数値入力
101 地震調査 斜面長 点数 数値入力
102 地震調査 斜面位置 % 数値入力
103 地震調査 斜面位置 点数 数値入力
104 地震調査 斜面の状況 内容 数値入力
105 地震調査 斜面の状況 点数 数値入力



山腹崩壊危険地区　項目リスト

No. シート 大項目 項目名 必須か 入力規則 リスト 備考
106 地震調査 土層深 m 数値入力
107 地震調査 土層深 点数 数値入力
108 地震調査 合計点数 合計点数 数値入力
109 地震調査 補正点数 補正点数 数値入力
110 落石調査 落石調査 落石の型 リストから選択 転石型、剥離型
111 落石調査 発生源の傾斜角 度 数値入力
112 落石調査 発生源の傾斜角 点数 数値入力
113 落石調査 落下の高さ m 数値入力
114 落石調査 落下の高さ 点数 数値入力
115 落石調査 安定状況 種類 リストから選択 シート：安定状況
116 落石調査 安定状況 点数 数値入力

117 落石調査 落下斜面の植生状況 種類 リストから選択
無立木地、崩壊地、幼齢林、草生地、老齢
疎林、上記以外

118 落石調査 落下斜面の植生状況 点数 数値入力
119 落石調査 地震の強さ 種類 数値入力
120 落石調査 地震の強さ 点数 数値入力
121 落石調査 合計点数 合計点数 数値入力
122 落石調査 補正点数 補正点数 数値入力
123 様式4 治山事業実施状況 （着手年度：　年度） 元号＋数値入力
124 様式4 治山事業実施状況 番号 数値入力
125 様式4 治山事業実施状況 年度 元号＋数値入力
126 様式4 治山事業実施状況 事業名 自由入力
127 様式4 治山事業実施状況 施設の種類・数量等 自由入力
128 様式4 治山事業実施状況 本工事費（千円） 数値入力
129 様式4 災害歴 発生年月日 日付入力
130 様式4 災害歴 災害名、要因 自由入力
131 様式4 災害歴 被害の状況 自由入力
132 様式4 災害歴 被害額(千円) 数値入力
133 様式4 噴火・泥流歴 発生年月日 日付入力
134 様式4 噴火・泥流歴 災害名、要因 自由入力
135 様式4 噴火・泥流歴 被害の状況 自由入力
136 様式4 噴火・泥流歴 被害額(千円) 数値入力



地すべり危険地区　項目リスト

No. シート 大項目 項目名 必須か 入力規則 リスト 備考
1 様式3 基本情報 調査番号 自由入力
2 様式3 基本情報 地区名 自由入力
3 様式3 基本情報 管理 リストから選択 国、民、民直
4 様式3 基本情報 位置 自由入力
5 様式3 基本情報 大字 自由入力
6 様式3 基本情報 字 自由入力
7 様式3 基本情報 林班 数値入力
8 様式3 基本情報 調査年月日 日付入力
9 様式3 基本情報 調査者 自由入力

10 様式3 保安林等の指定 調査地区選定の理由 自由入力
11 様式3 保安林等の指定 指定年月日 日付入力
12 様式3 保安林等の指定 保安林種 自由入力
13 様式3 保安林等の指定 指定区域面積（ha） 数値入力（単位：ha）
14 様式3 地すべり防止区域の指定 所 管 省 庁 自由入力
15 様式3 地すべり防止区域の指定 指定年月日 日付入力
16 様式3 地すべり防止区域の指定 指定区域面積（ha） 数値入力（単位：ha）
17 様式3 地すべり危険地区 危険地区の番号 数値入力（単位：㎜）
18 様式3 地すべり危険地区 地質の時代区分 数値入力（単位：㎝）
19 様式3 地すべり危険地区 地層の走向／ランク 数値入力（単位：㎝） d
20 様式3 地すべり危険地区 岩石の変質・風化／ランク リストから選択 c、d
21 様式3 地すべり危険地区 断層破砕帯／ランク リストから選択 c、d
22 様式3 地すべり危険地区 地すべり土質／ランク リストから選択 c
23 様式3 地すべり危険地区 滑　落　崖陥没・隆起亀裂／ランク リストから選択 b、c、d
24 様式3 地すべり危険地区 沼地・湿原地下水湧出／ランク リストから選択 b、c、d
25 様式3 地すべり危険地区 立木の傾倒等／ランク リストから選択 a、c
26 様式3 地すべり危険地区 地すべり活動／ランク リストから選択 a、b 上位ランクに記載がある場合は記入不可
27 様式3 地すべり危険地区 判定ランク計 a 自由入力
28 様式3 地すべり危険地区 判定ランク計 b 自由入力 上位ランクに記載がある場合は記入不可
29 様式3 地すべり危険地区 判定ランク計 c 自由入力
30 様式3 地すべり危険地区 判定ランク計 d 自由入力
31 様式3 地すべり危険地区 地すべり危険度 自由入力 上位ランクに記載がある場合は記入不可
32 様式3 地すべり危険地区 地すべり有無（地すべり活動a又はb） 自由入力 上位ランクに記載がある場合は記入不可
33 様式3 荒廃発生源火山 危険度 火山 リストから選択 a1
34 様式3 転石の混入割合 混入率（％） 数値入力（単位：%）
35 様式3 下の渓床勾配荒廃発生源直 渓床勾配（°） 数値入力（単位：°）
36 様式3 平均渓流幅及び延長 平均渓流幅（ｍ） 数値入力（単位：m）
37 様式3 平均渓流幅及び延長 延長 数値入力（単位：m）
38 様式3 平均渓床勾配 高低差（ｍ） 数値入力（単位：m）
39 様式3 平均渓床勾配 平均渓床勾配（°） 数値入力（単位：°）
40 様式3 危険地区の判定 点数計 数値入力
41 様式3 危険地区の判定 補正加算点 数値入力
42 様式3 危険地区の判定 総点数 数値入力
43 様式3 危険地区の判定 崩壊土砂流出危険度 自由入力
44 様式3 人 家（戸） 人家数 数値入力（単位：戸）
45 様式3 人 家（戸） 工場数 数値入力（単位：戸）
46 様式3 人 家（戸） 旅館数 数値入力（単位：戸）
47 様式3 人 家（戸） 工場数(従業員数) 数値入力（単位：戸）
48 様式3 人 家（戸） 旅館数(従業員数) 数値入力（単位：戸）
49 様式3 人 家（戸） 人家他 数値入力（単位：戸）
50 様式3 公用・公共施設（棟)　 学校 数値入力（単位：棟）
51 様式3 公用・公共施設（棟)　 官公署 数値入力（単位：棟）
52 様式3 公用・公共施設（棟)　 病院 数値入力（単位：棟）
53 様式3 公用・公共施設（棟)　 不明 数値入力（単位：棟）
54 様式3 公用・公共施設（棟)　 要配慮者利用施設 数値入力（単位：棟）
55 様式3 公用・公共施設（棟)　 避難場所 数値入力（単位：棟）
56 様式3 公用・公共施設（棟)　 他公施設 数値入力（単位：棟）
57 様式3 道路(m) 国道 数値入力（単位：m）
58 様式3 道路(m) 農道 数値入力（単位：m）
59 様式3 道路(m) 県道 数値入力（単位：m）
60 様式3 道路(m) 高速道 数値入力（単位：m）
61 様式3 道路(m) 市町村道 数値入力（単位：m）
62 様式3 道路(m) 道路他 数値入力（単位：m）
63 様式3 道路(m) 林道 数値入力（単位：m）
64 様式3 道路(m) 緊急輸送道路 数値入力（単位：m）
65 様式3 道路(m) 道路他 数値入力（単位：m）
66 様式3 その他 鉄道 数値入力
67 様式3 その他 種類 自由入力
68 様式3 その他 数量 数値入力
69 様式3 他の法令による指定の有無 砂防指定地区 リストから選択 ○、×
70 様式3 他の法令による指定の有無 急傾斜地崩壊危険地区 リストから選択 ○、×
71 様式3 他の法令による指定の有無 土砂災害警戒区域 リストから選択 ○、×
72 様式3 区分／進捗 治山事業 リストから選択 概成、一部概成、未成、未着手
73 様式3 区分／進捗 治山事業以外の施設 リストから選択 有、無
74 様式3 備   考 （災害歴その他） 備   考 （災害歴その他） 自由入力
75 ■年度の調査結果 年度 自由入力
76 様式3 ■年度の調査結果 山腹崩壊危険地区 リストから選択 ○、×
77 様式3 ■年度の調査結果 地すべり崩壊危険地区 リストから選択 ○、×
78 様式3 ■年度の調査結果 崩壊土砂流出危険地区 リストから選択 ○、×
79 様式3 ■年度の調査結果 危険地区ではなかった リストから選択 ○、×
80 様式3 ■年度の調査結果 A リストから選択 ○、×
81 様式3 ■年度の調査結果 B リストから選択 ○、×
82 様式3 ■年度の調査結果 C リストから選択 ○、×
83 様式3 危険判定表 崩壊土砂流出危険度 自由入力
84 様式3 危険判定表 被災危険度 自由入力
85 様式3 危険判定表 危険地区の危険度判定 自由入力
86 様式3 危険判定表 調査区域面積（ha） 数値入力
87 様式3 危険判定表 保安林等 リストから選択 有、無
88 様式3 危険判定表 地すべり防止区域指定 リストから選択 有、無
89 様式3 危険判定表 他の法令等の指定 リストから選択 有、無
90 様式3 危険判定表 荒廃状況（崩壊又は地すべり） リストから選択 有、無
91 様式3 危険判定表 治山事業進捗状況（治山、地すべり防止） リストから選択 有、無
92 別紙 地況 傾斜（%） 数値入力
93 別紙 地況 傾斜（点数） 数値入力
94 別紙 地況 縦断面形（形） リストから選択 凹形、平滑、複合、凸形
95 別紙 地況 縦断面形（点数） 数値入力
96 別紙 地況 横断図形（度） 数値入力
97 別紙 地況 横断図形（点数） 数値入力
98 別紙 地況 土層深（m） 数値入力
99 別紙 地況 土層深（点数） 数値入力

100 別紙 林況 樹種 自由入力
101 別紙 林況 林種 リストから選択 N、L・NL、その他
102 別紙 林況 林齢（齢級） 数値入力
103 別紙 林況 林齢（点数） 数値入力
104 別紙 林況 点数計 数値入力
105 別紙 荒廃状況等 崩壊地の有無 リストから選択 有、無
106 別紙 荒廃状況等 地震 数値入力
107 別紙 荒廃状況等 落石 数値入力
108 別紙 荒廃状況等 計 数値入力
109 別紙 補正加算点 合計 数値入力
110 別紙 保安林種 保安林種 リストから選択
111 様式4 治山事業実施状況 （着手年度：　年度） 元号＋数値入力
112 様式4 治山事業実施状況 番号 数値入力
113 様式4 治山事業実施状況 年度 元号＋数値入力
114 様式4 治山事業実施状況 事業名 自由入力
115 様式4 治山事業実施状況 施設の種類・数量等 自由入力
116 様式4 治山事業実施状況 本工事費（千円） 数値入力
117 様式4 災害歴 発生年月日 日付入力
118 様式4 災害歴 災害名、要因 自由入力
119 様式4 災害歴 被害の状況 自由入力
120 様式4 災害歴 被害額(千円) 数値入力
121 様式4 噴火・泥流歴 発生年月日 日付入力
122 様式4 噴火・泥流歴 災害名、要因 自由入力
123 様式4 噴火・泥流歴 被害の状況 自由入力



地すべり危険地区　項目リスト

No. シート 大項目 項目名 必須か 入力規則 リスト 備考
124 様式4 噴火・泥流歴 被害額(千円) 数値入力
125 地震調査 活断層からの距離 ㎞ 数値入力
126 地震調査 活断層からの距離 点数 数値入力 シート：斜面の状況リスト
127 地震調査 傾斜 % 数値入力
128 地震調査 傾斜 点数 数値入力
129 地震調査 横断面形 度 数値入力
130 地震調査 横断面形 点数 数値入力
131 地震調査 斜面長 m 数値入力
132 地震調査 斜面長 点数 数値入力
133 地震調査 斜面位置 % 数値入力
134 地震調査 斜面位置 点数 数値入力
135 地震調査 斜面の状況 内容 数値入力
136 地震調査 斜面の状況 点数 数値入力
137 地震調査 土層深 m 数値入力
138 地震調査 土層深 点数 数値入力
139 地震調査 合計点数 合計点数 数値入力
140 地震調査 補正点数 補正点数 数値入力
141 落石調査 落石調査 落石の型 リストから選択 転石型、剥離型
142 落石調査 発生源の傾斜角 度 数値入力
143 落石調査 発生源の傾斜角 点数 数値入力
144 落石調査 落下の高さ m 数値入力
145 落石調査 落下の高さ 点数 数値入力
146 落石調査 安定状況 種類 リストから選択 シート：安定状況
147 落石調査 安定状況 点数 数値入力
148 落石調査 落下斜面の植生状況 種類 リストから選択 無立木地、崩壊地、幼齢林、草生地、老齢疎林、上記以外
149 落石調査 落下斜面の植生状況 点数 数値入力
150 落石調査 地震の強さ 種類 数値入力
151 落石調査 地震の強さ 点数 数値入力
152 落石調査 合計点数 合計点数 数値入力
153 落石調査 補正点数 補正点数 数値入力



崩壊土砂流出危険地区　項目リスト

No. シート 大項目 項目名 必須か 入力規則 リスト 備考
1 様式2 基本情報 調査番号 自由入力
2 様式2 基本情報 地区名 自由入力
3 様式2 基本情報 管理 リストから選択 国、民、民直
4 様式2 基本情報 位置 自由入力
5 様式2 基本情報 大字 自由入力
6 様式2 基本情報 字 自由入力
7 様式2 基本情報 林班 数値入力
8 様式2 基本情報 調査年月日 日付入力
9 様式2 基本情報 調査者 自由入力

10 様式2 保安林等の指定 調査地区選定の理由 自由入力
11 様式2 保安林等の指定 指定年月日 日付入力
12 様式2 保安林等の指定 保安林種 自由入力
13 様式2 保安林等の指定 指定区域面積（ha） 数値入力（単位：ha）
14 様式2 地すべり防止区域の指定 所 管 省 庁 自由入力
15 様式2 地すべり防止区域の指定 指定年月日 日付入力
16 様式2 地すべり防止区域の指定 指定区域面積（ha） 数値入力（単位：ha）
17 様式2 気象 年平均降雨量（㎜） 数値入力（単位：㎜）
18 様式2 気象 最大日雨量（㎜） 数値入力（単位：㎝）
19 様式2 気象 最大積雪深（㎝） 数値入力（単位：㎝）
20 様式2 地質 地質時代 自由入力
21 様式2 地質 地層名 自由入力
22 様式2 地質 岩石の種類 自由入力
23 様式2 地質 特記事項 自由入力
24 様式2 地質 地層の走向（d） リストから選択 流れ盤、空白
25 様式2 地質 岩石の変質又は風化の状況（c） リストから選択 著しい、空白
26 様式2 地質 岩石の変質又は風化の状況（d） リストから選択 ある、空白 上位ランクに記載がある場合は記入不可
27 様式2 地質 断層及び破砕帯（c） リストから選択 破砕帯あり、空白
28 様式2 地質 断層及び破砕帯（d） リストから選択 断層あり、空白 上位ランクに記載がある場合は記入不可
29 様式2 地質 表層土の土質（ｃ） リストから選択 粘性土、空白
30 様式2 地況 滑落崖、亀裂、陥没又は隆起（b） リストから選択 3種類ある
31 様式2 地況 滑落崖、亀裂、陥没又は隆起（c） リストから選択 2種類ある 上位ランクに記載がある場合は記入不可
32 様式2 地況 滑落崖、亀裂、陥没又は隆起（d） リストから選択 1種類ある 上位ランクに記載がある場合は記入不可
33 様式2 地況 沼地、湿地の規則的な配列、異常な地下水の湧出（b） リストから選択 3種類ある
34 様式2 地況 沼地、湿地の規則的な配列、異常な地下水の湧出（c） リストから選択 2種類ある 上位ランクに記載がある場合は記入不可
35 様式2 地況 沼地、湿地の規則的な配列、異常な地下水の湧出（d） リストから選択 1種類ある 上位ランクに記載がある場合は記入不可
36 様式2 植性 立木の傾倒等の異常（a） リストから選択 著しい、空白
37 様式2 植性 立木の傾倒等の異常（c） リストから選択 ある、空白 上位ランクに記載がある場合は記入不可
38 様式2 地すべりの状況 地すべり活動（a） リストから選択 移動している、空白
39 様式2 地すべりの状況 地すべり活動（b） リストから選択 過去に移動している、区吐く 上位ランクに記載がある場合は記入不可
40 様式2 地すべり危険度の判定（危険度ランク計）a 数値入力
41 様式2 地すべり危険度の判定（危険度ランク計）b 数値入力
42 様式2 地すべり危険度の判定（危険度ランク計）c 数値入力
43 様式2 地すべり危険度の判定（危険度ランク計）d 数値入力
44 様式2 地すべり危険度の判定（危険度ランク計）地すべり危険度 自由入力
45 様式2 面積（ha） 地すべり区域 数値入力（単位：ha）
46 様式2 面積（ha） 誘発助長地域 数値入力（単位：ha）
47 様式2 面積（ha） 面積計 数値入力（単位：ha）
48 様式2 人 家（戸） 人家数 数値入力（単位：戸）
49 様式2 人 家（戸） 工場数 数値入力（単位：戸）
50 様式2 人 家（戸） 旅館数 数値入力（単位：戸）
51 様式2 人 家（戸） 工場数(従業員数) 数値入力（単位：戸）
52 様式2 人 家（戸） 旅館数(従業員数) 数値入力（単位：戸）
53 様式2 人 家（戸） 人家他 数値入力（単位：戸）
54 様式2 公用・公共施設（棟)　 学校 数値入力（単位：棟）
55 様式2 公用・公共施設（棟)　 官公署 数値入力（単位：棟）
56 様式2 公用・公共施設（棟)　 病院 数値入力（単位：棟）
57 様式2 公用・公共施設（棟)　 不明 数値入力（単位：棟）
58 様式2 公用・公共施設（棟)　 要配慮者利用施設 数値入力（単位：棟）
59 様式2 公用・公共施設（棟)　 避難場所 数値入力（単位：棟）
60 様式2 公用・公共施設（棟)　 他公施設 数値入力（単位：棟）
61 様式2 道路(m) 国道 数値入力（単位：m）
62 様式2 道路(m) 農道 数値入力（単位：m）
63 様式2 道路(m) 県道 数値入力（単位：m）
64 様式2 道路(m) 高速道 数値入力（単位：m）
65 様式2 道路(m) 市町村道 数値入力（単位：m）
66 様式2 道路(m) 道路他 数値入力（単位：m）
67 様式2 道路(m) 林道 数値入力（単位：m）
68 様式2 道路(m) 緊急輸送道路 数値入力（単位：m）
69 様式2 道路(m) 道路他 数値入力（単位：m）
70 様式2 その他 鉄道 数値入力
71 様式2 その他 種類 自由入力
72 様式2 その他 数量 数値入力
73 様式2 調査結果 判定区分（最上位のもの） 自由入力
74 様式2 調査結果 被災危険度 自由入力
75 様式2 他の法令による指定の有無 砂防指定地区 リストから選択 ○、×
76 様式2 他の法令による指定の有無 急傾斜地崩壊危険地区 リストから選択 ○、×
77 様式2 他の法令による指定の有無 土砂災害警戒区域 リストから選択 ○、×
78 様式2 区分／進捗 治山事業 リストから選択 概成、一部概成、未成、未着手
79 様式2 区分／進捗 治山事業以外の施設 リストから選択 有、無
80 様式2 備   考 （災害歴その他） 備   考 （災害歴その他） 自由入力
81 様式2 ■年度の調査結果 年度 自由入力
82 様式2 ■年度の調査結果 山腹崩壊危険地区 リストから選択 ○、×
83 様式2 ■年度の調査結果 地すべり崩壊危険地区 リストから選択 ○、×
84 様式2 ■年度の調査結果 崩壊土砂流出危険地区 リストから選択 ○、×
85 様式2 ■年度の調査結果 危険地区ではなかった リストから選択 ○、×
86 様式2 ■年度の調査結果 A リストから選択 ○、×
87 様式2 ■年度の調査結果 B リストから選択 ○、×
88 様式2 ■年度の調査結果 C リストから選択 ○、×
89 様式3 危険判定表 地滑り崩壊危険度 自由入力
90 様式4 危険判定表 被災危険度 自由入力
91 様式5 危険判定表 危険地区の危険度判定 自由入力
92 様式6 危険判定表 危険地区面積（ha） 数値入力
93 様式7 危険判定表 保安林等 リストから選択 有、無
94 様式8 危険判定表 地すべり防止区域指定 リストから選択 有、無
95 様式9 危険判定表 他の法令等の指定 リストから選択 有、無
96 様式10 危険判定表 荒廃状況（崩壊又は地すべり） リストから選択 有、無
97 様式11 危険判定表 治山事業進捗状況（治山、地すべり防止） リストから選択 有、無
98 様式4 治山事業実施状況 （着手年度：　年度） 元号＋数値入力
99 様式4 治山事業実施状況 番号 数値入力

100 様式4 治山事業実施状況 年度 元号＋数値入力
101 様式4 治山事業実施状況 事業名 自由入力
102 様式4 治山事業実施状況 施設の種類・数量等 自由入力
103 様式4 治山事業実施状況 本工事費（千円） 数値入力
104 様式4 災害歴 発生年月日 日付入力
105 様式4 災害歴 災害名、要因 自由入力
106 様式4 災害歴 被害の状況 自由入力
107 様式4 災害歴 被害額(千円) 数値入力
108 様式4 噴火・泥流歴 発生年月日 日付入力
109 様式4 噴火・泥流歴 災害名、要因 自由入力
110 様式4 噴火・泥流歴 被害の状況 自由入力
111 様式4 噴火・泥流歴 被害額(千円) 数値入力


