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２２） 岩舟町直下 

 

図Ⅰ.７-９２（１） 岩舟町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（急傾斜地崩壊危険箇所） 
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図Ⅰ.７-９２（２） 岩舟町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（地すべり危険箇所） 
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図Ⅰ.７-９２（３） 岩舟町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（山腹崩壊危険地区） 
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図Ⅰ.７-９２（４） 岩舟町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（地すべり危険地区） 
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２３） 塩谷町直下 

 

図Ⅰ.７-９３（１） 塩谷町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（急傾斜地崩壊危険箇所） 
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図Ⅰ.７-９３（２） 塩谷町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（地すべり危険箇所） 
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図Ⅰ.７-９３（３） 塩谷町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（山腹崩壊危険地区） 
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図Ⅰ.７-９３（４） 塩谷町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（地すべり危険地区） 
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２４） 高根沢町直下 

 

図Ⅰ.７-９４（１） 高根沢町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（急傾斜地崩壊危険箇所） 
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図Ⅰ.７-９４（２） 高根沢町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（地すべり危険箇所） 
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図Ⅰ.７-９４（３） 高根沢町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（山腹崩壊危険地区） 
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図Ⅰ.７-９４（４） 高根沢町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（地すべり危険地区） 
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２５） 那須町直下 

 

図Ⅰ.７-９５（１） 那須町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（急傾斜地崩壊危険箇所） 
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図Ⅰ.７-９５（２） 那須町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（地すべり危険箇所） 
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図Ⅰ.７-９５（３） 那須町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（山腹崩壊危険地区） 
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図Ⅰ.７-９５（４） 那須町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（地すべり危険地区） 
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２６） 那珂川町直下 

 

図Ⅰ.７-９６（１） 那珂川町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（急傾斜地崩壊危険箇所） 
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図Ⅰ.７-９６（２） 那珂川町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（地すべり危険箇所） 
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図Ⅰ.７-９６（３） 那珂川町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（山腹崩壊危険地区） 
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図Ⅰ.７-９６（４） 那珂川町直下に仮定した地震（M6.9） 

土砂災害危険度ランク（地すべり危険地区） 
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