
◆このハザードマップは、洪水や土砂災害などの水害の危険性が高まった場合に、住民の皆さんが事前に
安全な場所に避難し、被害を最小限に抑えることを目的に作成しています。

◆もしもの災害に備え、このハザードマップを活用し、避難場所や情報収集の方法、平時の備えや災害時に
とるべき行動など、日頃からご家族や地域の皆さんで話し合い、訓練を行って確認しておきましょう。

立退き避難
と

垂直避難

避難の原則

〉〉〉避難の基本は避難所への立退き避難ですが、すでに外が危険な場合は、垂直
避難という方法もあります。
〉〉〉ただし、「早期の立退き避難が必要な区域」にお住まいの方は、家にとどまって
いても安全が確保できないおそれがあるため、早期に避難所など安全な場所
に速やかに立退き避難してください。

京田辺市 安心まちづくり室　TEL ： 0774-64-1307 2021年６月作成

京田辺市水害ハザードマップ

洪水や土砂災害が発生した場合、自宅にとどまることは
危険です。避難所へ移動しましょう。 危険が切迫し、屋外への移動が危険な場合、上階へ移動しましょう。

自身がおかれた状況に応じて自らの判断で避難行動をとること

●裏面のマップで自宅が「早期の立退き避難が必要な区域」にあるか確認しましょう。

●地図が小さくて見えない…、もっと詳しく見たい…という場合は
・ 京田辺市ホームページのハザードマップ

・ 京都府マルチハザード情報提供システム

https://www.kyotanabe.jp/0000002071.html
http://multi-hazard-map.pref.kyoto.jp

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）の区域にある
家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）の区域にある
3.0m 以上浸水する区域にある
土砂災害特別警戒区域にある

１つでもチェックがつけば…

早期に立退き避難が必要です

0.5～3.0m 浸水する区域にある
土砂災害警戒区域にある

基本は立退き避難
状況に応じて垂直避難

5.0m以上
（3階部分以上水没のおそれ）

3.0～5.0m未満
（2階部分まで水没のおそれ）

0.5～3.0m未満
（1階部分まで水没のおそれ）

（大人のひざ）
0.5m未満

垂直避難

立退き
避 難



●洪水発生のメカニズム

水が増え、水の力に堤防が耐え
られなくなり、堤防の一部が崩れ
始めます。

堤防いっぱいまで水が増えると、
堤防に水の圧力がかかり始めます。

大雨によって川の水が増え、水か
さが上がり始めます。

崩れた場所は一気にひろがり、勢
いよく水が流れ出し、家などに襲
いかかります。

〉〉〉洪水は、大雨による河川の増水により、堤防が決壊するか、川の水が堤防を越えるなどして起こります。

●避難情報

●水位に関する情報

洪水に備えて

お年寄りや身体の不自由な方など、
避難に時間を要する方や災害の危
険度の高い区域に住んでいる方は
避難を開始してください。その他の
方は避難の準備を整えてください。

高齢者等避難 避難指示

気象情報に注意して、危
険だと思う場合は、一時
避難所へ自主的に避難
してください。

自主避難所開設情報 緊急安全確保

※記載の水位は、市が避難指示等の発令を判断する際の目安となる水位です。
※避難指示等は河川の水位だけでなく、ダム放流や堤防決壊の原因となる「漏水」や「侵食」といった現象が発生した場合にも発令する可能性があります。

※（　）は、定められた水位ではありませんが、氾濫危険水位・避難判断水位に相当する水位と
　して掲載しています。

水位情報

氾濫の発生

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

洪水予報

氾濫発生情報 氾濫が発生したときに発表

氾濫危険水位に到達したときに発表

避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるときに発表

氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるときに発表

氾濫危険情報

氾濫警戒情報

氾濫注意情報

直ちに安全を
確保する行動を
とってください。

災害が発生するおそれ
が高い状況です。
危険な場所から
避難してください。

水位観測所水位情報 京田辺市
の対応 あなたの行動

緊急安全確保

避難指示

水防団出動

水防団待機

普段の水位

6.5m未満

（5.1m）

（4.7m）

3.5m

2.0m

－2.7m

木津川
［飯岡］

木津川
［加茂］

普賢寺川
［三山木］

7.6m未満

6.0m

5.9m

4.5m

2.5m

－2.5m

2.0m

1.7m

1.2m

0.9m

0.2m

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

氾濫発生のおそれ
※

※ 高齢者等避難



［dボタン］（データ放送） きょうと危機管理WEB 国土交通省
川の防災情報 気象庁ホームページ

市内に滞在する人の携帯電話に
避難情報等が配信されます。

〉〉〉情報源によって、入手できる情報が異なります。各情報源から、どの情報が入手できるか確認しておきましょう。

●洪水予報・避難情報等の伝達方法

テレビ
・
ラジオ

緊急速報メール
・

エリアメール

防災情報メール
・

電話・FAX・SMS
※登録者のみ

防災行政無線
（スピーカー）
※一部地域

電話
※区・自治会

市ホームページ 広報車
テレビ
・
ラジオ

国 ・ 府
▼

報道機関
▼

住　　民

市
▼

住民など

●水害時に得られる情報とその受信や取得の方法

洪水予報等 避難情報予警報等

避難

（ 一部の機種では受信設定の
変更が必要な場合があります）

京田辺市
防災情報メール

入手できる情報▶ 気象 河川 土砂 避難

登録
必要

登録をすると情報が自
動的に配信されます。

（京都府）防災・
防犯情報メール

入手できる情報▶ 気象 河川 土砂 避難

登録
必要

登録をすると情報が自
動的に配信されます。

に空メールを送ると登録できます

緊急速報メール・
エリアメール

入手できる情報▶ 気象 河川 土砂 避難

広 報 車

入手できる情報▶ 避難

入手できる情報▶ 気象 河川 土砂

リモコンの［dボタン］
（データ放送）を押すと、
テレビ画面で防災情
報を確認できます。

避難入手できる情報▶ 気象 河川 土砂

京都府内の防災情報
をまとめたホームペー
ジです。

全国の河川の水位や雨
量の状況から、氾濫の危
険度などが確認できます。

入手できる情報▶ 気象 河川 入手できる情報▶ 気象 河川 土砂

全国の気象情報
を確認できます。

https://plus.sugumail.com/usr/
Kyotanabe/home

anzen@k-anshin.pref.kyoto.jp

https://www.bousai.
pref.kyoto.lg.jp/dis_portal/ https://www.river.go.jp https://www.jma.go.jp/jma/index.html

インターネット・携帯電話テレビ・ラジオ インターネット・携帯電話 インターネット・携帯電話

国・府 ▶ 市

●水害時の情報源
・ 京田辺市防災情報メール（パソコンから）
・ 京田辺市防災情報メール（携帯電話から）
・ （京都府）防災・防犯情報メール
・ 緊急速報メール・エリアメール
・ きょうと危機管理WEB
・ 国土交通省 川の防災情報
・ 気象庁ホームページ

https://plus.sugumail.com/usr/Kyotanabe/home
https://m.sugumail.com/m/Kyotanabe/home
anzen@k-anshin.pref.kyoto.jp　※空メールを送ると登録できます。
市内に滞在する人の携帯電話に、避難情報等が配信されます。
https://www.bousai.pref.kyoto.lg.jp/dis_portal/
https://www.river.go.jp
https://www.jma.go.jp/jma/index.html

登録
不要

雨の音などにより
聞こえない
可能性があります

住民の皆さん

メール メール

dボタン

検索 検索 検索



ここがポイント

非常持出品チェックリスト

非常備蓄品チェックリスト

水 ・ 食 料 ■飲料水（1人1日 1～3 ㍑）　■携行食・非常食 （※乾パン、缶詰など最低1日分）

医療・衛生
■救急医療品　■生理用品　■洗面用品　■マスク
■簡易トイレ（汚物処理袋・凝固剤（1人1日5回分））

貴 重 品 ■現金　■印鑑　■健康保険証・預金通帳（コピー可）

安 全 対 策 ■ヘルメット・防災ずきん　■厚底の靴　■軍手・手袋

道 具 類
■携帯ラジオ　■懐中電灯　■予備の電池　■時計　■携帯カイロ
■ロープ　■ライター・マッチ　■缶切り　■栓抜き　■ナイフ　■ラップ　　
■新聞紙　■ビニールシート　■筆記用具　■携帯電話・充電器

衣 類 ■上着（防寒着）・下着・靴下　■携帯レインコート

生 活 用 品
■ウェットティッシュ　■ティッシュ　■タオル
■ゴミ袋・ポリ袋　■ガムテープ

水 ・ 食 料
■飲料水（1人1日 1～3 ㍑）
■食料（アルファ化米、乾麺、缶詰類、レトルト食品などの日持ちするもの）

医療・衛生
■救急医療品　■生理用品　■簡易トイレ（汚物処理袋・凝固剤（1人1日5回分））
■トイレットペーパー　■ドライシャンプー　■マスク

道 具 類

■携帯ラジオ　■懐中電灯　■予備の電池　■携帯カイロ
■ロープ　■ろうそく　■ライター・マッチ　■ラップ・アルミホイル
■卓上コンロ　■ガスボンベ　■新聞紙　■ビニールシート
■工具類

生 活 用 品
■ウェットティッシュ　■ティッシュ　■タオル
■ガムテープ　■簡易食器

『ローリングストック』での備蓄がオ
ススメです。常に、一定量のストック
を残しながら、消費したら必ず補充
する『ローリングストック』で好みの
アイテムを探しましょう。

● 避難所には毛布など最低限の物資しか置いていません。
● 避難の際には食料、水、生活必需品などは自ら準備して持ってきてください。

〉〉〉災害が発生してから避難の準備を始めていたのでは、逃げ遅れてしまいます。
〉〉〉いざという時にすぐに持ち出せるよう、非常持出品をカバンなどにまとめて準備をしておきましょう。

〉〉〉災害時には、電気・ガス・水道などが使えなくなる可能性があります。
　各家庭で最低3日間、できれば10日間、自宅で過ごせる用意をしましょう。
〉〉〉普段の生活の中で十分に買い置きしておき、消費期限が来る前に
　消費しながら定期的に買い足すことで、無理なく備蓄をしましょう。

ないと困るもの
（メガネ、入れ歯など）



〉〉〉いつ逃げるのか？

〉〉〉どこに逃げるのか？
〈避難先②〉

わが家の防災メモ

〈避難先①〉

〈自由記入欄〉

〈避難先③〉

※どの情報、どんな状況で避難を始めるか

※避難先は複数用意

〉〉〉家族や地域での約束事などを確認しておきましょう。

〉〉〉災害のおそれがある時に気にかける人を確認しておきましょう（近隣の方など）。

〉〉〉避難経路や危険個所の簡単な地図など、それ以外にも災害時に役立ちそうな情報を
　自由に書き込んでみましょう。



●土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とは

土砂災害に備えて

住民に危害が生じるおそれがある区域です。

●避難情報と状況に応じた避難行動

●土砂災害の種類

※ 詳細は京都府のホームページで確認できます

●近隣の高い建物等への避難
立退き避難が難しいときは、
近くの頑丈な建物の2階以上
や、高い建物のなるべく上階
に移動します。

●屋内の安全な場所への避難
立退き避難がかえって危険な
ときは、がけとは反対側で、な
るべく高い階の部屋などに移
動します。

高齢者等避難

避難指示

緊急安全確保

気象情報に注意して、危険だと思う場合は、
一時避難所へ自主的に避難してください。

自主避難所開設情報

屋
内
避
難

（
斜
面
の
反
対
側
）

●立退き避難
避難所や高台、土砂災害警戒区域・特別警戒区域外の安全
な場所に移動します。

立退き避難

垂
直
避
難

お年寄りや身体の不自由な方など、避難に
時間を要する方や災害の危険度の高い区域
に住んでいる方は、避難を開始してください。
その他の方は避難の準備を整えてください。

急傾斜の崩壊（がけ崩れ） 土石流 地すべり
●斜面の地表に近い部分が、雨水の浸透や地
震等でゆるみ、突然、崩れ落ちる現象です。

●崩れ落ちるまでの時間が短いため、人家の
近くでは逃げ遅れも発生し、人命を奪うこ
ともあります。

 ＜主な前兆現象＞
・がけにひび割れができる
・がけから水が湧き出る
・小石が落ちてくる
・地鳴りがする
・樹木が傾く

●山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪雨
などによって一気に下流へと押し流される
現象です。

●時速20～40kmという速度で一瞬のうちに
人家や畑などを壊滅させてしまいます。

 ＜主な前兆現象＞
・地鳴り、山鳴りがする
・急に川の水が濁り、
　流木が混ざりはじめる
・降雨が続くのに川の
　水位が下がる
・立木が裂ける音や
　石がぶつかり合う音が聞こえる

●斜面の一部あるいは全部が地下水の影響
と重力によってゆっくりと斜面下方に移動
する現象です。

●土塊の移動量が大きいため、甚大な被害
をもたらします。

 ＜主な前兆現象＞
・地面にひび割れや
　陥没・段差ができる
・がけや斜面から
　水が噴き出す
・井戸や沢の水が濁る
・地鳴り・山鳴りがする
・樹木が傾く

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域

http://www.pref.kyoto.jp/dosyashitei/

直ちに安全を確保する行動をとってください。

災害が発生するおそれが高い状況です。
危険な場所から避難してください。

建築物に危害が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域です。
※木造家屋の場合は特に注意が必要です。

〉〉〉京都府が土砂災害防止法に基づく基礎調査・区域指定を実施している区域です。

〉〉〉土砂災害警戒区域・特別警戒区域の中にいるときに、土砂災害警戒情報の発表または避難情報が発せられた
　 ときは、 ただちに安全を確保することが必要です。

〉〉〉土砂災害には、以下のようなものがあります。これらの前兆現象に気づいたら、いち早く安全な場所に避難
　 しましょう。



●気象情報

●避難情報

●河川水位情報 ●土砂災害情報

京田辺市役所（代表） 0774-63-1122
京田辺市上下水道部 0774-62-0414
京田辺市消防本部 0774-63-1125
田辺警察署 0774-63-0110

関西電力（株） 0800-777-3081
大阪ガス 0120-59-4817
ＮＴＴ（電話故障時） 局番なし 113

避難に役立つ情報

＜行政機関＞

＜災害伝言ダイヤル「１７１」の使い方＞

緊急連絡先

※ 京田辺市の発表区域は天気予報では｢京都府南部｣、注意報･警報は｢山城中部」に含まれます

▼電話の場合（音声ガイダンスに従って入力）
・伝言を録音する場合
 「１７１」→【１】→ 被災者の電話番号（携帯番号）→ 伝言を入れる
・伝言を聞く場合
 「１７１」→【２】→ 被災者の電話番号（携帯番号）→ 伝言を聞く

119番火災・救急・救助など、いざという時は

検 索

大雨や強風などによって災害が起
こるおそれがあるときの情報

https://www.web171.jp
・ＮＴＴ東日本、西日本の公式ホーム
　ページからもアクセスできます。

▼インターネットの場合

注意報レベル 2

重大な災害が起こるおそれがあ
るときの情報

警　報
これまでに経験したことのないよ
うな重大な危険が迫った異常な状
態で、すでに災害が起きていても
おかしくないときの情報

特別警報
土砂災害や浸水害などの発生に
つながるような、稀にしか観測し
ない雨量であることを知らせるた
めに発表される情報

記録的短時間大雨情報

・台風の接近などにより、災害発
生のおそれがある場合に、自主
的に避難される方のために、一
時避難所を開設したことを知ら
せるための情報

自主避難所開設情報

・避難に時間を要する人（高齢の
方、障がいのある方、妊産婦・
乳幼児等）とその支援者が安全
な場所への避難をうながすため
に発令

高齢者等避難

・災害によって被害が予想される
地域の住民に対して、速やかに
安全な場所へ避難することをう
ながすために発令

避難指示

・災害が発生または切迫している
状況で、命の危険から安全を確
保するため高所や近くの堅固
な建物への移動など、被災する
場所の住民に対して最善の行
動をとることをうながすために
発令・気象情報に注意して、危険だと

思う場合は、一時避難所へ自主
的に避難してください。

・お年寄りや身体の不自由な方
など、避難に時間を要する方や
災害の危険度の高い区域に住
んでいる方は、避難を開始して
ください。その他の方は避難の
準備を整えてください。

・災害が発生するおそれが高い
状況です。危険な場所から避
難してください。 ・直ちに安全を確保する行動を

とってください。

緊急安全確保

・河川の氾濫の発生を注意する
水位
・水防団が出動する目安となる
水位

氾濫注意水位
・高齢者等避難が発表される目
安となる水位

避難判断水位
・河川が氾濫するおそれのある
水位
・安全に避難するために避難を
開始すべき水位

氾濫危険水位
・土砂災害の危険性が高まって
いるときの情報

土砂災害警戒情報
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※ レベル表示は災害の危険度を５段階（レベル１～５）で表したものです。
※ レベル１は、ここにはありませんが、大雨などの予報が出たときに災害への心構えを高める段階です。
※ レベル5は、命を守るための最善の行動を取るべき段階です。

レベル 3 レベル 5

レベル 2 レベル 3 レベル 4 レベル 4

レベル 3 レベル 4 レベル 5



② 避難するときの服装と持ち物① 正確な情報収集と早めの行動を

④ 車での避難はやめましょう③ 単独での行動は避けましょう

⑤ 浸水への備え、自衛策

災害時の心得

＜自宅周辺の点検・整備＞

●テレビ・インターネット
などで最新の気象情報
や災害情報を確認しま
しょう。
●雨の降り方や浸水の状
況に注意して、危険を感
じたら早めに行動するこ
とを心がけましょう。

●動きやすい服装で丈夫な靴を
はき、徒歩で避難しましょう。

●長靴やサンダルは脱げる危険
があるのでやめましょう。

大きめのポリ袋で作った水のうを段ボ
ール箱に詰めてレジャーシートなどで
包み、水の侵入口に隙間ができないよ
うに並べます。

テーブルやボードなどの
長めの板状のものと土の
うを使って止水板を作り
ます。

●雨水ますなどに泥や落ち葉、ゴミが詰まると浸
水の原因になります。
●梅雨や台風期の前には、自宅周辺の雨水ますな
どが詰まっていないか確認しましょう。
●風で飛ばされる危険がある物は、事前に撤去し
ておきましょう。
●台風や局地的な豪雨に備え、日頃から点検や清
掃を心掛けましょう。

＜家庭でできる浸水対策＞

●浸水が浅い場合は、家庭にあるものを使って、水の侵入を軽減させ
ることができます。

●一般の車は約30㎝浸
水してしまうと動けなく
なる危険があります。

●渋滞が発生して、緊急
車両の通行の妨げにな
る可能性があります。

●土のうを設置する。
  （土のうはホームセンター等で
  入手できます）

●家族や近所の方たちと一緒に行動しましょう。
●お年寄りや身体の不自由な方などの避難は、みんなで協力
　し合いましょう。

家庭できる浸水対策


