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【参考資料：浸水深ランク新旧比較図】 
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図面番号 1/28 新地町 1/2 令和4年8月作成

凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 2/28 令和4年8月作成新地町 2/2・相馬市 1/4浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 3/28 令和4年8月作成相馬市 2/4浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 4/28 令和4年8月作成相馬市 3/4浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 5/28 令和4年8月作成相馬市 4/4・南相馬市 1/6浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 6/28 令和4年8月作成南相馬市 2/6浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 7/28 令和4年8月作成南相馬市 3/6浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 8/28 令和4年8月作成南相馬市 4/6浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 9/28 令和4年8月作成南相馬市 5/6浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 10/28 令和4年8月作成南相馬市 6/6・浪江町 1/2浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 11/28 令和4年8月作成浪江町 2/2・双葉町 1/2浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 12/28 令和4年8月作成双葉町 2/2・大熊町 1/3浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 13/28 令和4年8月作成大熊町 2/3浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 14/28 令和4年8月作成大熊町 3/3・富岡町 1/2浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 15/28 令和4年8月作成富岡町 2/2・楢葉町 1/3浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 16/28 令和4年8月作成楢葉町 2/3浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 17/28 令和4年8月作成楢葉町 3/3・広野町 1/2浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 18/28 令和4年8月作成広野町 2/2・いわき市 1/11浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 19/28 令和4年8月作成いわき市 2/11浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 20/28 令和4年8月作成いわき市 3/11浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 21/28 令和4年8月作成いわき市 4/11浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 22/28 令和4年8月作成いわき市 5/11浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 23/28 令和4年8月作成いわき市 6/11浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 24/28 令和4年8月作成いわき市 7/11浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 25/28 令和4年8月作成いわき市 8/11浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 26/28 令和4年8月作成いわき市 9/11浸水深ランク新旧比較図



図面番号 27/28 令和4年8月作成いわき市 10/11

凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

浸水深ランク新旧比較図



凡例
浸水深ランクの増減

（R4.8.31 公表ランク-
H31.3.20 公表ランク）

図面番号 28/28 令和4年8月作成いわき市 11/11浸水深ランク新旧比較図


