
土砂災害の発生年一覧表（★地震災害，●豪雨災害，▲火山噴火災害，■その他）
　西　暦 　　和　　暦 コラム番号 災害名 主な土砂災害 　位　　置 北緯 東経 記号

599.5.28 推古七年四月二十七日 コラム26 大和地方地震 名居神社 三重県名張市下比奈知 34.621 136.127 ★26

684.11.26 天武天皇十三年十月十四日 コラム12 白鳳地震 仁淀川・横畠東地すべり 高知県越知町横畑 33.552 133.249 ★12

887.8.22 仁和三年七月三十日 コラム3 五畿七道地震 北八ヶ岳山体崩壊 長野県小海町稲子 36.021 138.360 ★3

887.8.22 仁和三年七月三十日 コラム49 五畿七道地震 ドンドコ沢岩石なだれ 山梨県韮崎市・富士川小武川 35.706 138.339 ★49

888.6.20 仁和四年五月八日 コラム3 豪雨 古千曲湖決壊・仁和洪水 長野県小海町～長野市 36.544 138.131 ●3

888.6.20 仁和四年五月八日 コラム3 豪雨 古小海湖 長野県小海町小海 36.083 138.487 ●3

1176.11.12 安元二年十月十日 コラム25 豪雨 石打大規模地すべり 新潟県湯沢町石打 36.968 138.801 ●25

1498.9.14 明応七年八月二十八日 コラム42 豪雨 河口湖周辺のびゃく 山梨県河口湖町妙法寺 35.501 138.751 ●42

1501.1.28 文亀元年十二月十日 コラム15 越後南西部地震（越佐地震） 真那板山 長野県小谷村北小谷 36.873 137.878 ★15

1501.1.28 文亀元年十二月十日 コラム15 越後南西部地震（越佐地震） 清水山地すべり 長野県小谷村 36.832 137.920 ★15

1532春 天文元年春 コラム46 豪雨 土石流伝説 広島県広島市安佐南区八木 34.482 132.494 ●46

1586.1.16 天正十三年十一月二十七日 コラム31 越中地震 木舟城埋没 富山県高岡市木舟 36.688 136.914 ★31

1586.1.18 天正十三年十一月二十九日 コラム2，31 天正地震 帰雲山崩れ 岐阜県白川村保木脇 36.210 136.893 ★31

1586.1.18 天正十三年十一月二十九日 コラム31 天正地震 金屋石黒（前山）大崩壊 富山県礪波市金屋石黒 36.564 136.994 ★31

1586.1.18 天正十三年十一月二十九日 コラム31 天正地震 水沢上の巨大地すべり 岐阜県郡上市水沢上 35.993 137.040 ★31

1594.10.22 文禄三年九月九日 コラム41 豪雨 下高洞 東京都大島町元町 34.743 139.353 ●41

1611.9.27 慶長十六年八月二十一日 コラム2 慶長地震 山崎新湖 福島県喜多方市山崎 37.608 139.821 ★2

1662.6.16 寛文二年五月一日 コラム2，4 琵琶湖西岸地震 町居崩れ 滋賀県大津市町居 35.260 135.873 ★4

1662.7.29 寛文二年六月十四日 コラム11 豪雨 稲荷川大洪水 栃木県日光市鉢石 36.754 139.608 ●11

1683.10.20 天和三年九月一日 コラム2 天和地震 葛老山崩壊 栃木県日光市五十里 36.920 139.692 ★2

1703.12.31 元禄十六年十一月二十三日 コラム43 元禄地震 薬師池のびゃく 東京都町田市薬師池 35.579 139.449 ★43

1703.12.31 元禄十六年十一月二十三日 コラム43 元禄地震 多くの土砂災害発生 千葉県富津市加藤 35.230 139.892 ★43

1704.5.27 宝永元年四月二十四日 コラム30 羽後・津軽地震 十二湖崩れ 青森県深浦町十二湖 40.552 139.982 ★30

1707.10.28 宝永四年十月四日 コラム2，36 宝永地震 大谷崩れ 静岡県静岡市大谷 35.312 138.311 ★36

1707.10.28 宝永四年十月四日 コラム12 宝永地震 仁淀川・舞ヶ鼻 高知県越知町舞ヶ鼻 33.568 133.236 ★12

1707.10.28 宝永四年十月四日 コラム13 宝永地震 名留川の大崩壊 高知県東洋町名留川 33.528 134.219 ★13

1707.10.28 宝永四年十月四日 コラム14 宝永地震 下部湯之奥 山梨県身延町下部温泉 35.407 138.488 ★14

1707.12.16 宝永四年十一月二十三日 コラム6 富士山宝永噴火 富士山宝永火口 静岡県御殿場市太郎坊 35.342 138.745 ▲6

1708.8.08 宝永五年六月二十二日 コラム6 富士山宝永噴火 酒匂川大口堤決壊 神奈川県山北町川村 35.347 139.099 ●6

1714.4.28 正徳四年三月十五日 コラム16 信州小谷地震 岩戸山地すべり 長野県小谷村坪ノ沢 36.745 137.893 ★16

1718.10.05 享保三年九月十二日 コラム42 豪雨 鶴見川筋のびゃく 東京都町田市 35.583 139.471 ●42

1728.10.03 享保十三年九月一日 コラム42 豪雨 薬師池のびゃく 東京都町田市薬師池 35.579 139.449 ●42

1742.8.30 寛保二年八月一日 コラム65 豪雨「戌の満水」 大石川の大土石流 長野県佐久穂町上畑 36.139 138.471 ●65

1751.5.21 寛延四年四月二十六日 コラム8，9 高田地震 名立崩れ 新潟県上越市名立 37.167 138.092 ★9

1751.5.21 寛延四年四月二十六日 コラム9 高田地震 追立山地すべり 新潟県上越市立浜 37.161 138.154 ★9

1757.6.24 宝暦七年五月八日 コラム17 豪雨 トバタ崩れ 長野県松本市梓湖 36.141 137.698 ●17

1783.8.05 天明三年七月八日 コラム18 浅間山天明噴火 鎌原土石なだれ 群馬県嬬恋村鎌原 36.516 138.549 ▲18

1783.8.05 天明三年七月八日 コラム19 浅間山天明噴火 天明泥流 群馬県長野原町川原湯 36.540 138.655 ▲19

1787.7 天明七年六月 コラム59 豪雨 土湯温泉油畑の山崩れ 福島県福島市土湯 37.683 140.323 ●59

1792.5.21 寛政四年四月一日 コラム7 雲仙普賢岳寛政噴火・四月朔地震 眉山山体崩壊 長崎県島原市眉山 32.763 130.347 ▲7

1793.2.08 寛政四年十二月二十八日 コラム30 寛政西津軽地震 追良瀬川・2号堰堤右岸 青森県深浦町追良瀬 40.638 140.060 ★30

1814.2.01 文化十年十二月十二日 コラム51 マヨン火山噴火 ラハール（カグサワ教会） フィリピン国レガスピ市 13.861 123.034 －

1828.8.10 文政十一年六月三十日 コラム36 豪雨 安倍川中流・蕨野の崩壊 静岡県静岡市相淵 35.123 136.357 ●36

1831.7.13 天保二年六月五日 コラム27 豪雨 戸田・久保庄 山口県周防大島町 33.889 132.202 ●27

1834.5.16 天保五年四月八日 コラム24 南岸低気圧の通過 大規模雪代 静岡県富士宮市富士山 35.337 138.725 ●24

1847.5.08 弘化四年三月二十四日 コラム2，21 善光寺地震 岩倉山崩壊・天然ダム 長野県長野市信更町涌池 36.591 138.059 ★21

1847.5.08 弘化四年三月二十四日 コラム20 善光寺地震 虫倉山周辺の崩壊 長野県長野市横道 36.643 138.028 ★20

1854.12.23 安政元年十二月四日 コラム2，26 安政東海地震 白鳥山崩壊 静岡県富士宮市橋上 35.211 138.541 ★26

1854.12.23 安政元年十二月四日 コラム26 安政東海地震 遠見山崩壊 静岡県島田市川根町遠見山 35.105 138.142 ★26

1854.12.24 安政元年十二月四日 コラム26 安政南海地震 三崎・西ノ川の地すべり 高知県土佐清水市岬 32.810 132.826 ★26

1855.11.11 安政二年十月二十日 コラム42 安政江戸地震 びゃく池 東京都町田市 35.560 139.468 ★42

1858.4.09 安政五年十一月四日 コラム2，23 飛越地震 鳶崩れ 富山県富山市大山町 36.533 137.577 ★23

1858.4.09 安政五年十一月四日 コラム22 飛越地震 丸山ながとら 岐阜県飛騨市宮川町丸山 36.341 137.171 ★22

1859.9.17 安政六年八月二十一日 コラム42 豪雨 萬松寺裏山の崩れビャク 東京都町田市小野路町 35.598 139.434 ●42

1886.9.24 明治19年9月24日 コラム27 台風襲来 郷之坪大水害 山口県周防大島町東屋代 33.915 132.315 ●27

1886.9.24 明治19年9月24日 コラム27 台風襲来 蒲野・文殊山 山口県周防大島町蒲野 33.927 132.227 ●27

1886.9.24 明治19年9月24日 コラム53 台風襲来 長者地すべり 高知県仁淀川町長者 33.498 133.391 ●53

1889.8.18 明治22年8月18日 コラム58 明治紀伊半島災害 日高川・下柳瀬の大崩壊 和歌山県田辺市竜神 33.878 135.549 ●58

1889.8.19 明治22年8月19日 コラム28，57 明治紀伊半島災害 高尾山の大崩壊 和歌山県田辺市高尾 33.731 135.412 ●57

1889.8.19 明治22年8月19日 コラム57 明治紀伊半島災害 左向谷・迫戸の巨石堰堤 和歌山県田辺市迫戸 33.772 135.397 ●57

1889.8.19 明治22年8月19日 コラム28，57 明治紀伊半島災害 槙山の大崩壊 和歌山県田辺市槙山 33.775 135.444 ●57

1889.8.20 明治22年8月20日 コラム2，28 明治紀伊半島災害 林新湖 奈良県十津川村林 34.077 135.747 ●28

1889.8.19 明治22年8月21日 コラム28 明治紀伊半島災害 河原樋新湖 奈良県五條市王塔町清水 34.134 135.730 ●28

1890.4.15 明治23年4月15日 コラム43 豪雨 江ノ島大橋の裏山崩壊 神奈川県藤沢市江の島 35.302 139.481 ●43

1891.10.28 明治24年10月28日 コラム2，32 濃尾地震 根尾川・板所山 岐阜県本巣市根尾板所 35.625 136.619 ★32

1891.10.28 明治24年10月28日 コラム32 濃尾地震 根尾西谷川・大規模崩壊 岐阜県本巣市根尾能郷 35.690 136.565 ★32

1891.12.08 明治24年12月08日 コラム33 濃尾地震後豪雨 根尾西谷川・大井上ノ山 岐阜県本巣市根尾高尾 35.602 136.626 ●33



1892.7.25 明治25年7月25日 コラム29 豪雨 那賀川・高磯山大崩壊 徳島県上那賀町大戸 33.794 134.336 ●29

1892.7.25 明治25年7月25日 コラム29 豪雨 海部川・保瀬大崩壊 徳島県海陽町平井 33.691 134.278 ●29

1895.8.05 明治28年8月05日 コラム32 濃尾地震後豪雨 ナンノ谷大崩壊 岐阜県揖斐川町坂内川上 35.633 136.353 ●32

1896.9.22 明治29年9月22日 コラム34 豪雨 十谷地すべり 山梨県富士川町十谷 35.507 138.394 ●34

1900.12.03 明治33年12月03日 コラム34 豪雨 十谷地すべり（切コツ） 山梨県富士川町十谷 35.505 138.401 ●34

1907.9.01 明治40年9月1日 コラム61 豪雨 中初狩・唐沢山の崩壊 山梨県大月市初狩 35.597 138.870 ●61

1907.9.01 明治40年9月1日 コラム61 豪雨 笹子川の氾濫・土石流 山梨県大月市笹子 35.605 138.828 ●61

1907.9.01 明治40年9月1日 コラム61 豪雨 河口湖水位上昇・土石流 山梨県富士河口湖町河口 35.522 138.770 ●61

1910.8.14 明治43年8月14日 コラム65 豪雨 横湯川の氾濫・土石流 長野県山ノ内町平穏 36.734 138.431 ●43

1911.8.08 明治44年8月8日 コラム35 豪雨 稗田山崩れ 長野県小谷村石坂 36.794 137.873 ●35

1914.3.15 大正3年3月15日 コラム2 秋田仙北地震 布又沢 秋田県大仙市布又沢 39.783 140.483 ★2

1914.8.30 大正3年8月30日 コラム36 豪雨 安倍川中流・蕨野 静岡県静岡市相淵 35.123 138.356 ●36

1920.9.30 大正11年9月30日 コラム43 台風襲来時 江の島延命寺裏山の崩壊 神奈川県藤沢市江の島 35.301 139.481 ●43

1923.9.01 大正12年9月1日 コラム2，39 関東地震 震生湖 神奈川県秦野市味噌田 35.350 139.212 ★39

1923.9.01 大正12年9月1日 コラム37 関東地震 横浜元町の崖崩れ 神奈川県横浜市中区元町 35.441 139.649 ★37

1923.9.01 大正12年9月1日 コラム38 関東地震 港町・見晴山の崖崩れ 神奈川県横須賀市港町 35.282 139.660 ★38

1923.9.01 大正12年9月1日 コラム38 関東地震 浦賀町・愛宕山地すべり 神奈川県横須賀市浦賀町 35.239 139.720 ★38

1923.9.01 大正12年9月1日 コラム40 関東地震 白糸川・大洞大崩壊 神奈川県小田原市根府川 35.198 139.100 ★40

1923.9.01 大正12年9月1日 コラム40 関東地震 根府川駅地すべり 神奈川県小田原市根府川 35.208 139.139 ★40

1923.9.01 大正12年9月1日 コラム41 関東地震 岡田港の崩壊 東京都大島町岡田 34.788 139.393 ★41

1923.9.15 大正12年9月15日 コラム39 関東地震後豪雨 大山の土石流 神奈川県伊勢原市大山 35.426 139.247 ●39

1923.9.17 大正12年9月17日 コラム43 関東地震後豪雨 三保地区のびゃく 神奈川県山北町三保 35.413 139.039 ●43

1923.9.17 大正12年9月17日 コラム43 関東地震後豪雨 大倉・大ナルビャク 神奈川県秦野市大倉 35.413 139.167 ●43

1926.9.11 大正15年9月11日 コラム46 豪雨 山本村の土砂災害 広島市安佐南区山本 34.438 132.443 ●46

1926.9.11 大正15年9月11日 コラム46 豪雨 畑ケ村大水害 広島市安芸区畑賀 34.395 132.551 ●46

1926.9.23 大正15年9月23日 コラム46 豪雨 特急富士列車事故 広島市国鉄畑賀駅 34.386 132.558 ●46

1930.11.26 昭和5年11月26日 コラム2 北伊豆地震 梶山地すべり 静岡県伊豆市梶山 34.947 138.951 ★2

1934.11 昭和9年11月 コラム1 災害は忘れられたる頃来る 寺田寅彦記念館 高知県高知市小津町 33.563 133.529 ■1

1945.9.17 昭和20年9月17日 コラム47 枕崎台風 宮原地区水害 広島県呉市宮原 34.233 132.561 ●47

1945.9.17 昭和20年9月17日 コラム47 枕崎台風 宮島の土石流 広島県大野市宮島 34.295 132.323 ●47

1945.9.17 昭和20年9月17日 コラム47 枕崎台風 大野浦の土石流 広島県廿日市市宮浜温泉 34.274 132.257 ●47

1947.9.15 昭和22年9月15日 コラム44 カスリーン台風 沼尾川の土石流 群馬県渋川市赤城町深沢 36.561 139.095 ●44

1947.9.15 昭和22年9月15日 コラム44 カスリーン台風 赤城白川の土石流 群馬県前橋市富士見町赤城山 36.493 139.115 ●44

1950.8.05 昭和25年8月5日 コラム65 豪雨 夜間瀬川の洪水・氾濫 長野県山ノ内町穂波 36.735 138.419 ●65

1953.7.18 昭和28年7月18日 コラム58 昭和紀伊半島災害 日高川・彌谷の大崩壊 和歌山県日高川町彌谷 33.987 135.348 ●58

1953.7.18 昭和28年7月18日 コラム58 昭和紀伊半島災害 有田川・北寺の大崩壊 和歌山県かつらぎ町北寺 34.134 135.533 ●58

1953.7.19 昭和28年7月19日 コラム58 昭和紀伊半島災害 有田川・清水町の大洪水 和歌山県有田川町清水 34.084 135.431 ●58

1953.7.20 昭和28年7月20日 コラム58 昭和紀伊半島災害 有田川・金剛寺の大崩壊 和歌山県かつらぎ町金剛寺 34.133 135.560 ●58

1953.7.20 昭和28年7月20日 コラム58 昭和紀伊半島災害 有田川・二川の天然ダム 和歌山県有田川町二川 34.074 135.357 ●58

1958.9.24 昭和33年9月24日 コラム41 狩野川台風 元町・大金沢 東京都大島町元町 34.754 139.373 ●41

1958.9.24 昭和33年9月24日 コラム63 狩野川台風 目黒川上流・烏山川氾濫 東京都世田谷区世田谷 35.647 139.641 ●63

1958.9.24 昭和33年9月24日 コラム63 狩野川台風 筏場の大崩壊・土石流 静岡県伊豆市筏場 34.911 138.971 ●63

1958.9.24 昭和33年9月24日 コラム63 狩野川台風 狩野川熊坂地区の氾濫 静岡県伊豆市修善寺 34.993 138.934 ●63

1963.10.09 昭和38年10月9日 コラム5 バイオントダム トック山の巨大地すべり イタリア国ロンガローネ 46.427 12.389 －

1964.9 昭和39年9月 コラム53 豪雨 長者地すべり 高知県仁淀川町長者 33.493 133.131 ●53

1965.9.13 昭和40年9月13日 コラム33 濃尾地震後豪雨 根尾白谷大崩壊 岐阜県本巣市根尾白谷 35.682 136.536 ●33

1965.9.13 昭和40年9月13日 コラム33 濃尾地震後豪雨 徳山白谷大崩壊 岐阜県揖斐川町徳山 35.709 136.516 ●33

1965.9.13 昭和40年9月13日 コラム33 濃尾地震後豪雨 越山谷大崩壊 岐阜県本巣市 35.774 136.542 ●33

1966.9.25 昭和41年9月25日 コラム42 豪雨 足和田災害 山梨県河口湖町 35.503 138.659 ●42

1967.9.09 昭和42年9月9日 コラム47 豪雨 呉災害 広島県呉市清水 34.239 132.572 ●47

1969.4.26 昭和44年4月26日 コラム55 融雪地すべり 水沢新田地すべり 新潟県魚沼市水沢新田 37.304 138.944 ●55

1971.11.11 昭和46年11月11日 コラム43 人工降雨実験事故 川崎市ローム斜面実験 神奈川県川崎市生田緑地 35.609 139.562 ■43

1972.7.05 昭和47年7月5日 コラム54 豪雨 繁藤災害 高知県香美市繁藤 33.681 133.691 ●54

1972.7.12 昭和47年7月12日 コラム43 豪雨 中川・箒沢のびゃく 神奈川県山北町箒沢 35.461 139.062 ●43

1976.9.13 昭和51年9月13日 コラム52 台風17号 敷ノ山地すべり 高知県高知市鏡敷ノ山 33.629 133.425 ●52

1976.9.13 昭和51年9月13日 コラム52 台風17号 長沢ダム右岸の地すべり 高知県いの町長沢 33.727 133.285 ●52

1984.9.14 昭和59年9月14日 コラム2，45 長野県西部地震 御岳崩れ 長野県王滝村御岳山 35.873 137.187 ★45

1984.9.14 昭和59年9月14日 コラム2，45 長野県西部地震 松越の崩壊 長野県王滝村松越 35.812 137.555 ★45

1986.11.25 昭和61年11月25日 コラム41 伊豆大島三原山 割れ目噴火 東京都大島町元町 34.748 139.385 ▲41

1987.7 昭和62年7月 コラム48 豪雨 山際地すべり 大分県日田市大山町山際 33.261 130.971 ●48

1989.8 平成1年8月 コラム34 豪雨 災害関連西谷地すべり 山梨県富士川町 35.506 138.395 ●34

1991.6.15 平成3年6月15日 コラム34 ピナツボ火山噴火 ラハール災害 フィリピン国アンヘレス市 15.134 120.489 －

1995.1.17 平成7年1月17日 コラム2 兵庫県南部地震 仁川地すべり 兵庫県西宮市仁川 34.773 135.341 ★2

1999.9.21 平成11年9月21日 コラム60 921地震（集集地震） 流れ盤大規模地すべり 台湾国草嶺山 23.825 120.786 ★60

2000.3.02 平成12年3月2日 コラム51 マヨン火山噴火 ラハール災害 フィリピン国レガスピ市 13.861 123.034 －

2002.7上旬 平成14年7月上旬 コラム50 台風Gloria ピナツボ火口湖決壊 フィリピン国ブカオ市 15.145 120.342 ●50

2004.10.23 平成16年10月23日 コラム56 新潟県中越地震 東竹沢地すべり 新潟県小千谷市東竹沢 37.304 138.904 ★56

2009.8.09 平成21年8月9日 コラム60 台風8号（モーラコット台風） 小林村の大地すべり 台湾国小林村 23.150 120.613 ●60

2010.4.25 平成22年4月25日 コラム60 高速公路の高速地すべり 第二高速公路 台湾国基隆市 25.115 121.623 －

2013.10.16 平成25年10月16日 コラム41 台風26号 元町背後斜面の崩壊 東京都大島町元町 34.749 139.374 ●41

2014.8.20 平成25年10月16日 コラム46 豪雨 同時多発的土石流 広島県広島市安佐南区 34.482 132.494 ●46

2019.10.21 令和01年10月21日 コラム65 台風19号 千曲川の堤防決壊・氾濫 長野県長野市穂保 36.684 138.275 ●65


