北陸地方整備局管内 深層崩壊渓流（小流域）レベル評価区域図（1/2）
＜注釈＞
•深層崩壊 渓流（ 小流域） レベル評 価区域 図は、 国土交 通省が 土木研 究所資 料第41 15号「 深層崩 壊の
発生の恐 れのある 渓流抽 出マニュ アル （案）」 を用い て渓流 レベル 評価を 行った区域 を示したもの です。
•渓流レベル 評価は 、空中 写真判 読や地 質図、 地形図 などによ り、机 上調査 で評 価する 簡易的 な評 価
手法を用い てお り、 現地踏 査やボー リング 調査等 を踏 まえた 設計を 行っ ている構 造物の 安全性 等の評
価を左右 するも のではありません 。
•渓流レベル 評価は 、評価 区域内 での 相対的 な評価を 行うために、 評価区 域毎にその区 域における 実
績（崩壊 跡地分 布）を最 も確度 良く再現出 来る ように評 価指標 を最適 化してお り、 異なる評 価区域 間で、
評価結果 を比較 することは でき ません 。
※ あくま でも評 価区域 内における相 対評価 を行っ てい るもの であり、他 エリアの 評価区 域におい て同じ
評価レベル 結果 であったとしても 、危険 度が同 程度 であるということ を示すも のではありませ ん。
•渓流レベル 評価は 、複数 の斜面 を有す る一定 面積（ 約1km 2）の渓 流毎に、 相対的 な深 層崩壊 の発生
危険度を 評価したもの であ り、個 別の斜 面の危 険性を 判断す るもの ではあ りません。
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北陸地方整備局管内 深層崩壊渓流（小流域）レベル評価区域図（2/2）
＜注釈＞
•深層崩壊 渓流（ 小流域） レベル評 価区域 図は、 国土交 通省が 土木研 究所資 料第41 15号「 深層崩 壊の発 生の恐 れのある 渓流抽
出マニュ アル（ 案）」を 用いて渓流 レベル評 価を行った 区域を 示したもの です。
•渓流レベル 評価は 、空中 写真判 読や地 質図、 地形図 などによ り、机 上調査 で評 価する 簡易的 な評 価手法 を用い てお り、現 地踏
査やボー リング調 査等を 踏ま えた設 計を行 ってい る構造 物の安 全性等 の評価 を左 右するも のではありません 。
•渓流レベル 評価は 、評価 区域内 での 相対的 な評価を 行うために、 評価区 域毎にその区 域における 実績（崩 壊跡地 分布） を最も
確度良く再現 出来 るように 評価指 標を最 適化し てお り、異 なる 評価区 域間 で、評 価結果 を比較 することは でき ません 。
※ あくま でも評 価区域 内における相 対評価 を行っ てい るもの であり、他 エリアの 評価区 域におい て同じ評価 レベル 結果 であった
としても、危 険度が 同程度 であるとい うことを示す もの ではあ りま せん。
•渓流レベル 評価は 、複数 の斜面 を有す る一定 面積（ 約1km 2）の渓 流毎に、 相対的 な深 層崩壊 の発生 危険度 を評 価したものであ
り、個 別の斜 面の危 険性を 判断す るもの ではあ りません。
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（源流部、中古生代堆積岩類（非付加体）
及び第四紀火山岩類）

84-29 信濃川
（中古生代堆積岩類（付加体））
84-30 信濃川
（新第三紀深成岩・変成岩類）
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84-32 信濃川
（中古生代堆積岩類（付加体））
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84-37 信濃川
（中古生代深成岩・変成岩類（非付加体)）
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