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コンビニエンスストアなど、この
ステッカーのある店舗では、災害
で交通機関が不通となった場合
に、徒歩で帰宅される方へ「水道
水」「トイレ」「道路などの情報」
を提供します。

災害時帰宅支援ステーション

～災害時の帰宅困難者を支援します～

さい がい   じ　 き   たく  し   えん

さい がい  じ　        き  たく こん なん しゃ       　し   えん

避難所の名前

わが家の避難先

このマップについての
お問い合わせ先
三田市役所　危機管理課
TEL  559-5057
FAX  559-1254
E-mail kikikanri@city.sanda.lg.jp

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域は兵庫県宝塚土木事務所三田業務所による調査結果を掲載。

凡　　例
施設等 土砂災害
市指定避難所

補助避難所

広域避難場所

福祉避難所

消防署･分署･消防団

警察署･駐在所･交番

救急告示医療機関

市役所

防災スピーカー

浸水実績（平成16年台風23号）

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域（土石流）
土石流危険渓流
土砂災害警戒区域（急傾斜地）
土砂災害警戒区域（地滑り）

ＡＥＤ設置施設
その他の防災関連機関
ランドマーク
市防災倉庫
地下施設・アンダーパス
水位観測所
ヘリポート
雨量観測所
JR・神戸電鉄
国道
高速道路
県道・主な市道

H

避難所一覧表

高平小学校 下里172 569-0142
高平ふるさと交流センター 布木298 569-1811

施設名 住　所 電　話

市指定避難所 災害で自宅が被害を受けた場合、避難生活をする場所

【主な改訂内容】
・三田、広野、本庄地区において、兵庫県により新たに指定された土砂災害特別警戒区域80箇所（急傾
斜地52箇所、土石流28箇所）、土砂災害警戒区域（急傾斜地）1箇所、区域変更のあった土砂災害警戒
区域9箇所（急傾斜地7箇所、土石流2箇所）をマップに反映しました。

・青野ダム記念館の廃止（令和2年7月1日）に伴い、市指定避難所「青野ダム記念館」を削除しました（風
水害時等の一時的な避難のための代替施設として、下青野公園管理事務所をご利用いただけます）。

Web版ハザードマップさ
んだでは、スマートフォ
ン、タブレットやパソコン
などで、目的の場所を簡単
に詳しく表示できます。
スマートフォンでは、位置
情報を利用することで、現
在地周辺の災害想定や最
寄の避難所を簡単に確認
できます。
ブックマークやショート
カットアイコンに登録して
ご活用ください。

　三田市では、市民のみなさまに災害に関する
情報を提供し、日ごろからの備えに役立てて
いただくこと等を目的として、「ハザードマップ
さんだ」を作成しています。

　令和 2年 7月、以下のとおり改訂を行いましたので、ご確認ください。

洪水浸水想定区域について
・洪水浸水想定区域は、兵庫県によって指定、公表されたもの
で、大雨によって河川堤防が決壊、又は溢水が発生した場合
に浸水することが想定される区域と深さを示しています。

・当ハザードマップに示す洪水浸水想定区域の算定に用
いられた雨量（想定最大規模降雨）は以下の通りです。
　　武庫川流域：511mm/24時間
　　東条川流域：788mm/2日
・雨の降り方や土地の状態、排水路等があふれること
により、洪水浸水想定区域以外でも浸水するおそれ
がありますので、十分な注意が必要です。

浸水深の色の見方
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避難に時間を要する方（ご高齢の方、体の不自由な方など）、その支援者は
避難を開始してください。
その他の方も情報の収集や持ち出し品の準備、避難場所の確認等、避難の準
備をしてください。

高齢者等避難警戒レベル3

避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動を確認しましょう。注意報警戒レベル2

災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報警戒レベル1

※情報は積極的に入手して行動しましょう。※情報を入手しにくい方には家族や近所の方が声をかけましょう。 さんだ防災・
防犯メール
パンフレットは
こちら→

イ　傾斜度が 30度以上で
　　高さが５m以上の区域

ロ　急傾斜地の上端から
　　水平距離が10m以内
　　の区域

ハ　急傾斜地の下端から
　　急傾斜地高さの２倍
　　（50mを超える場合は 50m）
　　以内の区域

■土石流

イ　土石流の発生の恐れのある
　　渓流において、扇頂部から
　　下流で勾配が２度以上の
　　区域

■地滑り

イ　地滑り区域（地滑りし
　　ている区域または地滑
　　りする恐れのある区域）

ロ　地滑り区域下端から、
　　地滑り地塊の長さに相
　　当する距離（250mを
　　超える場合は 250m）
　　の範囲内の区域

●どんな情報？
土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災
害のおそれが高まった時に兵庫県と神戸
地方気象台との共同で発表される防災情
報です。
●いつ発表されるの？
大雨警報が発表された後に、土砂災害の
危険性がさらに高まった時に発表されま
す。情報はテレビ、ラジオ、インターネ
ットのほか、さんだ防災・防犯メールか
ら入手することができます。
●発表された場合どうすればいいの？
降雨の状況や周辺の状況を確認し、土砂
災害発生の危険性を感じた場合には、速
やかに避難行動に移るようにしてくださ
い。また、避難指示などが発令された場
合は、速やかに避難所など安全な場所に
避難してください。

■急傾斜地の崩壊

三田市防災・気象情報
兵庫県気象情報
神戸地方気象台

https://www.jma-net.go.jp/kobe-c/

●水害の場合
　周りで浸水が始まった時は近く
　の高所や建物の２階以上に避難
　しましょう。

●土砂災害の場合
　がけ、山から離れた側の2階以
　上の部屋に避難しましょう。

　災害時に何らかの手助けや支援を希望される場合は、
「三田市避難行動要支援者支援制度」へのご登録をお願
いいたします。
　災害が起きたとき、自らの身の安全を確保したり、
避難情報を入手したりすることが困難な高齢者や障が
いのある方などを対象に避難行動要支援者名簿を作成
し、ご本人の同意を得て、
平常時から地域と共有し
災害時に地域で助け合え
る仕組みづくりの支援を
行っています。

ポイント
夜間、浸水が始まっ
た時の避難は、足
元が見えず危険

ポイント
土砂災害の
犠牲者の多くは
１階で被災

「特別警報」とは 特別警報が発表されるまで（大雨の場合）
気象台が発表する気象情報

大雨に関する気象情報
警報・注意報に先立ち発表

大雨注意報大雨注意報

大雨警報（土砂災害）大雨警報（土砂災害） 大雨警報（浸水害）大雨警報（浸水害）

土砂災害の危険性がさらに高まった場合に発表

大雨がさらに降り続き、
重大な災害が起こる危険性が非常に高まる重大な災害が起こる危険性が非常に高まる

大雨特別警報

ただちに
　命を守る行動を！

屋内で避難する場合

避難所へ避難する場合

避難行動要支援者支援制度に登録を！！
ひ なんこうどうよう し えんしゃ し えんせい ど

　気象庁は、大雨、地震などにより重大な災害の起こ
るおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけ
ています。これに加え、平成 25 年 8 月より、警報の
発表基準をはるかに超える豪雨等が予想され、重大な
災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」
が発表されるようになりました。
　特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一
度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲
の状況や市から発表される避難情報などの情報に留意
し、ただちに命を守るための行動をとってください。

防災行政無線の放送
自治会への連絡

テレビ、ラジオ、新聞
インターネット

広報車、消防団による
巡回、アナウンス
じゅんかい

エリアメール・緊急速報メール
さんだ防災・防犯メールによる
配信

水 ・ 非常食（3日～7日分）

さんだ防災・防犯メールの情報を受信するには事前登録が必要です。今すぐ登録しましょう！

高齢者などの避難に協力を！

近所にお住まいの高齢者や病人、障が
いのある方などをあらかじめ把握し、災
害時には声をかけあい、何人かで一緒
に避難しましょう。またそういった地域
ぐるみでのしくみを日頃から地域で話し
合ってください。

土砂災害警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が
生じるおそれがあると認められる区域です。

土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）
ど  しゃ さい がい けい かい  く   いき

土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身
体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。

ど  しゃ さい がい とく べつ けい かい  く   いき

土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）

NHK、サンテレビ、J-COM関西、ハニーエフエム（82.2MHz）等

土石流のおそれのある渓流
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三田市防災気象情報 神戸地方気象台兵庫県気象情報

各区域の詳細は
兵庫県CGハザー
ドマップでご確認
いただけます→

このマップは、兵庫県による被害想定（2020 年 7月時点）に基づいて作成しています。兵庫県による指定
状況は、兵庫県CGハザードマップ（http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp）にてご確認ください。

防災行政無線の放送内
容が聞き取れなかった
時など、もう一度放送
を聞きたい方は、
０７９ｰ５５５ｰ６８２１
（自動応答電話）までお
電話ください。

令和2年7月
改訂版

三田市
災害対策本部

気象庁

警戒レベル 避難情報等 どうしたらいいの

すでに災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとってください。緊急安全確保警戒レベル5

災害のおそれが高いため、指定された避難場所か屋内の安全な場所へただち
に避難してください。
避難の際は、浸水箇所や土砂災害に十分注意してください。

避難指示警戒レベル4

高

危
険
度

低

発
令

発
表

20 危 5-041 他

今後の気象状況や現場から
の意見等を受けて、三田市
長が発令します。

ちゅういほう

こうれいしゃとうひなん

ひ な ん し じ

きんきゅうあんぜんかくほ

そうきちゅういじょうほう

※注意報・警報が市町村毎に発表されています。

日本語版 英語版 中国語版

Web版ハザードマップさんだ
　　　　　　　もご利用ください。

衛生用品（マスク、体温計等）


