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※浸水到達時間で水が来る
恐れがありますので、水が
来る前に行動しましょう。

交番交番    派出所
Police box

防災スピーカー防災スピーカー
     防灾音箱

Disaster prevention speaker

防災スピーカー防災スピーカー
     防灾音箱

Disaster prevention speaker

072-728-0231
箕面市小野原東 3-2-1

避難対象
地区

電話番号
所在地

避 難 所避 難 所    避难场所Evacuation center

豊川南小学校
小野原西一丁目、小野原西二丁目
小野原西五丁目
小野原東一丁目～三丁目

                      丰川南小学丰川南小学
Toyokawaminami elementary school

浸水の深さ浸水の深さ
ハザードマップを参考に、自宅周
辺の浸水深をチェックし、下欄に
「○」を記入しておきましょう。

浸水深自宅の浸水深
に「○」を記入

0.05m～0.2m未満
0.2m～0.5m未満
0.5m～1.0m未満
1.0m～2.0m未満
2.0m～3.0m未満

このマップは、裏面の２つの池（松出下池、宮池）のいずれかが決壊した場合、あなたの自宅が最大でどの程度浸水す
る可能性があるかを１枚にまとめて表示したものです。（２つの池を同時決壊させたものではありません。）
どの池が決壊したか分からないときは、このマップで浸水深、浸水到達時間を確認し、速やかに行動してください。

   池 決壊   分       …   池 決壊   分       …① ②① ②

0.5ｍ 1.0ｍ未満0.5ｍ 1.0ｍ未満

3.0ｍ～6.0m未満3.0ｍ～6.0m未満

0.2ｍ 0.5ｍ未満0.2ｍ 0.5ｍ未満
0.05ｍ 0.2ｍ未満0.05ｍ 0.2ｍ未満

1.0ｍ 2.0ｍ未満1.0ｍ 2.0ｍ未満

2.0ｍ 3.0ｍ未満2.0ｍ 3.0ｍ未満

※松出下池の決壊では
  この浸水深は発生しません

※松出下池および宮池の
　決壊ではこの浸水深は
　発生しません

「浸水深と対処方法（下表）」を参考にとるべき行動を事前に確認してください。

ハザードマップに関するお問い合わせ先
箕面市総務部　水防・土砂災害対策推進室　電話：072-724-6767 ／ 市民安全政策室　電話：072-724-6750

■ 浸 深別の 動

●自宅の外にいる場合は、すぐに高い所に逃げるか、間に合わない場合は、水が流れる
方向と直角な道を通り、速やかに浸水想定区域の外に出ましょう。

●ため池直下にある建物は急に水が来る恐れがあります。２階に上がるのが遅れた場
合も柱につかまる等の対処をしましょう。

●水位はすぐに下がります。水位が下がったら自宅周辺の被害の状況把握につとめま
しょう。

注意
事項

外に出ないで！２階に上がってください！
浸水想定区域内では、外に出る方がかえって危険で、外に出ず２階に上がる方が
安全です

浸水深と目安浸水深と目安

集中豪雨や長雨によって、ため池の水位が上昇する
と、ため池決壊の危険性が高まります。

大地震では、堤防に亀裂や漏水が生じ、決壊する危
険性が高まります。

地震  

浸水深と対処方法浸水深と対処方法

※車の移動限界は約 0.2mです。
※マンション等で３階以上にお住まいの方は、自宅内で安全を確認してください。

浸水深 浸水の目安 対処方法

0.05m～ 0.2m未満
子どものくるぶ
しから大人の膝
まで浸水

１階床下浸水

１階床上浸水

２階床下から
２階天井まで
浸水

0.2m～ 0.5m未満

0.5m～1.0m未満

1.0m～2.0m未満

2.0m～3.0m未満

3.0m～ 6.0m未満 避難所に避難してください

２階に上がってください
※１階建ての場合は、避難所に避難するか

近くの建物の２階に上がってください。

自宅内で安全を確認し、
床上まで水が来そうな場
合は、念のため２階に上
がってください
※１階建ての場合は、避難所に避難するか

近くの建物の２階に上がってください。

箕面市災害対策本部

緊急時の連絡先

072-724-5000
（直通）

ため池決壊の要因ため池決壊の要因

以下の条件によりシミュレーションを行い、浸水想定区域を表示しています。
①決壊時のため池は満水とし、全貯水量が流れ出すと仮定しています。
②このハザードマップで表示している浸水想定区域は、おおむね浸水 5cm 以上の被害
が想定される範囲を表示しています。

このマップは、いざという時の行動の参考
となるもので、浸水による災害や被害の発
生範囲は確定したものではありません。

氾濫シミュレーションの条件氾濫シミュレーションの条件

箕  市

平成30年3月

松出下池、宮池ハザードマップ松出下池、宮池ハザードマップ
み や い けま つ い で し も い け

　このマップは、松出下池、宮池が大雨等で決壊した場合に想定される浸水区域や浸水深、対処に必要な情報等をとりまと
めたものです。いざという時に落ち着いて対処できるよう、家族や地域で話し合いを行いましょう。

みやいけまついでしもいけ
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松出下池松出下池

国道 17 1 号国道 17 1 号

５ 分５ 分
침수도달시간洪水到达时间

Time of concentration for 

・

ood 浸水到達時間

宮池宮池

国道 17 1 号国道 17 1 号

浸水の深さ浸水の深さ
ハザードマップを参考に、自宅周
辺の浸水深をチェックし、下欄に
「○」を記入しておきましょう。

浸水深自宅の浸水深
に「○」を記入

0.05m～0.2m未満
0.2m～0.5m未満
0.5m～1.0m未満
1.0m～2.0m未満

浸水の深さ浸水の深さ
ハザードマップを参考に、自宅周
辺の浸水深をチェックし、下欄に
「○」を記入しておきましょう。

浸水深自宅の浸水深
に「○」を記入

0.05m～0.2m未満
0.2m～0.5m未満
0.5m～1.0m未満
1.0m～2.0m未満
2.0m～3.0m未満

防災スピーカー防災スピーカー
방재스피커防灾音箱

Disaster prevention speaker
防災スピーカー防災スピーカー

방재스피커防灾音箱
Disaster prevention speaker 防災スピーカー防災スピーカー

방재스피커防灾音箱
Disaster prevention speaker

交番交番 파출소派出所
Police box 交番交番 파출소派出所

Police box

072-728-0231
箕面市小野原東3-2-1

避難対象
地区

電話番号
所在地

避 難 所避 難 所 피난소避难场所Evacuation center

豊川南小学校
小野原西一丁目、小野原西二丁目
小野原東一丁目、小野原東二丁目

도요카와미나미초등학교도요카와미나미초등학교丰川南小学丰川南小学
Toyokawaminami elementary school

072-728-0231
箕面市小野原東 3-2-1

避難対象
地区

電話番号
所在地

避 難 所避 難 所 피난소避难场所Evacuation center

豊川南小学校
小野原西二丁目、小野原西五丁目
小野原東二丁目、小野原東三丁目

도요카와미나미초등학교도요카와미나미초등학교丰川南小学丰川南小学
Toyokawaminami elementary school

0 100 200m
S=1:5,000

0 100 200m
S=1:5,000

※浸水到達時間で水が来る恐れ
がありますので、水が来る前
に避難しましょう。

※浸水到達時間で水が
来る恐れがあります
ので、水が来る前に
避難しましょう。

① 松出下池ハザードマップ① 松出下池ハザードマップ 緊急時の連絡先
箕面市災害対策本部 072-724-5000（直通）

ま つ い で し も い け

② 宮池ハザードマップ② 宮池ハザードマップ 緊急時の連絡先
箕面市災害対策本部 072-724-5000（直通）

み や い け

●ため池の貯水量 25m プールおよそ 13 杯分に相当します（プールの大きさは【25m×12m×1.2m】として計算しています）：4,800ｍ3 ●ため池の貯水量 25m プールおよそ 20 杯分に相当します（プールの大きさは【25m×12m×1.2m】として計算しています）：7,100ｍ3


