大 和 川 氾 濫 時 浸 水 想 定 マ ッ プ 200年に1回発生する確率の大雨

やお防災マップ

このマップは大雨によって大和川が氾濫した場合に想定される浸水深の ●支川の決壊による氾濫、想定を超える降雨、内水氾濫は考慮してい
状況を示したものであり、大和川河川事務所からの提供データ
ませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水
（H28.5）を基に作成しています。
が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合が
●大和川流域において、柏原地点の上流域の12時間総雨量が
あります。
164mmの雨（概ね200年に1回発生する確率の大雨）に伴う洪水 【参考：大和川水系大和川洪水浸水想定区域図】
https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/prepare/disaster/disa̲03.html
により大和川が氾濫した場合の浸水状況を想定したものです。
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〜大和川氾濫編〜

第二寝屋川
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大和川の浸水想定が変りました

久宝寺口駅

「やお防災マップ〜大和川氾濫編〜」は、鬼怒川の氾濫を踏まえ大和川が氾濫した場合の浸水想定を見直し
たものです。これまでの浸水想定（200年に1度発生する確率の大雨）を見直すとともに、想定最大規模の
浸水想定（1000年以上に1回発生する確率の大雨）を追加しました。また新たに家屋倒壊等をもたらす氾
濫が発生した場合の想定区域を示した「家屋倒壊等氾濫想定区域」も追加しました。このマップを活用し、
水害からご自身やご家族、地域を守る活動にお役立てください。

近鉄八尾駅
河内山本駅
服部川駅
久宝寺駅

やお防災マップに関するお問い合わせ
高安駅

信貴山口駅

JR八尾駅
高安山駅

国道25号

洪水時における避難情報
浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

大和川

5.0m 以上の区域
2.0m〜5.0m 未満の区域

番号 指定避難所

1.0m〜2.0m 未満の区域

避難路
広域緊急交通路（避難路かねる）
＊内面の指定避難所を
ご参照ください。

0.5m〜1.0m 未満の区域
0.5m 未満の区域

1時間に降る雨量の目安

やや強い雨
１時間雨量
10〜20ｍｍ

ザーザーと降り、雨の
音で話し声がよく聞き
取れない。この程度の
雨でも長く続く時は注
意が必要。

Guide to the amount of rainfall in one hour / 1小时降雨量的基准 / 1 시간 동안 내리는 우량의 구분 /
Referência da precipitação de chuva durante 1 hora / Tiêu chuẩn về lượng mưa rơi trong 1 giờ

強い雨

１時間雨量
20〜30ｍｍ

どしゃ降り、傘をさしてい
てもぬれる。ワイパーを速
くしても見づらい。側溝な
どがあふれる。

激しい雨

非常に激しい雨

猛烈な雨

バケツをひっくり返した
ように降り、道路が川の
ようになる。危険地帯で
は避難の準備が必要。

滝のように降り、傘は
まったく役に立たなくな
る。土石流が起こりやす
い。多くの災害が発生す
る。

息苦しくなるような圧迫
感があり、恐怖を感じる。
大雨による大規模な災害
が発生する恐れが強く、
厳重な警戒が必要。

１時間雨量
30〜50ｍｍ

１時間雨量
50〜80ｍｍ

④単独行動はしない

堤防から流れ出た水は流れが速く、水かさが高くなる 避難は2人以上で行い、お互いの体をロープで結ぶなど
と建築物などを破壊する恐れがありますので、早めに 協力して避難しましょう。
避難しましょう。
⑤歩ける深さに注意

②安全で動きやすい服装で

避難可能な水位はひざ下までです。水深が腰まであるよう
頭を保護し、靴はひもでしめられる運動靴が最適です。なら無理は禁物。高所で救援を待ちましょう。

③足元に注意

http://www.city.yao.osaka.jp/

⑥子どもや高齢者に配慮する

避難はできるだけ高い道路を選び、浸水箇所を通る場 子どもや乳児には浮き袋やベビーバスを利用するなど安全
合は、長い棒をつえ代わりにして溝や水路、地盤の低 を確保し、高齢者や傷病者は背負うなど避難の配慮をしま
しょう。
いところに十分注意しましょう。

Evacuation information in the event of a flood / 洪水时的避难信息 / 홍수 시 대피정보 /
Informações de refúgio no momento de inundação / Thông tin lánh nạn trong khi có lũ lụt

洪水予報
国・府・気象台

河川の水位

市民のみなさんに求める行動

▲氾濫危険水位

洪水により相当の家屋浸水など
の被害を生ずる恐れがある水位

氾濫危険情報

避難が困難！

お互い助け合って速やかに避難してください。

▲避難判断水位

避難勧告などの発令を判断する
水位

氾濫警戒情報

避難開始！

高齢者や子どもは早めに避難しましょう。

▲氾濫注意水位

住民の氾濫に関する情報への
注意を喚起する水位

氾濫注意情報

避難準備！

▲水防団待機水位

水防団が出動を待機する水位

▲通常の水位

※その他、浸水の発生状況や降雨状況などによって、緊急度に応じた避難情報を発令します。

１時間雨量
80ｍｍ以上

避難勧告等の発令基準

避難勧告
避難準備・
高齢者等避難開始

※水位：柏原水位観測所での観測水位

内容

市民への情報名称
避難指示（緊急）

避難のポイント
①水の勢いに注意！

072-991-3881（代表）072-924-9870（直通）

恩智駅

志紀駅

平野川

八尾市危機管理課

・水位が堤防天端高を越水する可能性のある水位（右岸7.5m又は左岸7.3m）に到達するおそれ
が高いとき
・堤防決壊や護岸崩壊につながるような大量の漏水や亀裂等が発見されたとき(堤防決壊、護岸崩
壊のおそれがあるとき）
・水位が八尾市域の危険水位(右岸5.7m、左岸6.4m)に到達したとき
・水位が右岸5.1m又は左岸5.8mに到達し、さらに水位が上昇し、八尾市域の危険水位に到達
する見込みとなったとき

避難準備・高齢者等避難開始
避 難 準 備を呼 び かけるとともに、高齢
者や障がい者などの災害時要配慮者に
対して、早めの避難を求めます。

避難勧告
避難開始が必要な段階で、被害が想定
される地域の住民に対して、指定された
避難所への避難を求めます。

避難指示（緊急）
急を要する場合や、人的被害が発生す
る危険性が非常に高まった場 合に、避
難勧告よりも強く避難を求めます。

八尾市危機管理課 刊行物番号Ｈ28-136

大和川氾濫時浸水想定マップ（想定最大規模）

1000年以上に1回発生する確率の大雨
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第二寝屋川

NO

河内山本駅
服部川駅
久宝寺駅

信貴山口駅

JR八尾駅
高安山駅

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

国道25号

恩智駅

※一定の条件下において、家屋の倒壊・
流失をもたらすような堤防決壊に伴う
激しい氾濫流が発生することが想定さ
れ、早期の立退き避難が必要な区域

平野川

志紀駅

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

大和川

5.0m 以上の区域

2.0m〜5,0m 未満の区域

番号 指定避難所

避難路
広域緊急交通路（避難路かねる）

Designated evacuation center / 指定避难所 / 지정대피소 /
Local de refúgio indicado / Chỗ lánh nạn chỉ định

避難所については必要な場所を開設し、お知らせ致します。

近鉄八尾駅

高安駅

このマップは想定最大規模降雨によって大和川が氾濫
した場合に想定される浸水深の状況を示したものであり、
大和川河川事務所からの提供データ（H28.5）を基に作
成しています。
●大和川流域において、柏原地点の上流域の12時間総
雨量が316mmの雨（概ね1000年以上に1回発生す
る確率の大雨）に伴う洪水により大和川が氾濫した場
合の浸水状況を想定したものです。
●支川の決壊による氾濫、想定を超える降雨、内水氾濫
は考慮していませんので、この浸水が想定される区域
以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定さ
れる水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
【参考：大和川水系大和川洪水浸水想定区域図】
https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/prepare/dis
aster/disa̲03.html

1.0m〜2,0m 未満の区域
0.5m〜1.0m 未満の区域
0.5m 未満の区域

施設名

住所

電話番号

NO

072-922-3472

施設名
亀井小学校

住所
八尾市亀井町 1-4-1

電話番号

八尾小学校

八尾市本町 1-1-65

072-993-9227

山本小学校

八尾市山本町北 2-6-39 072-922-3273

上之島小学校

八尾市上之島町北 3-22-1 072-996-7186

用和小学校

八尾市山城町 3-1-46

072-999-1891

大正北小学校

八尾市西木の本 2-141

久宝寺小学校

八尾市久宝寺 2-2-33

072-922-3652

龍華小学校

八尾市東太子 1-6-12

072-991-3570

大正小学校

八尾市太田 3-183

桂小学校
安中小学校

072-924-4321
（昼）072-923-4421

八尾中学校

八尾市緑ヶ丘 1-17

072-949-5027

久宝寺中学校

八尾市久宝寺 2-4-33

八尾市桂町 4-57

072-999-2575

龍華中学校

八尾市南太子堂 3-1-70 072-991-2934

八尾市陽光園 2-7-33

072-922-2913

大正中学校

八尾市西木の本 3-83

072-991-3919

竹渕小学校

八尾市竹渕東 4-1

06-6709-3600

成法中学校

八尾市清水町 2-2-5

072-991-2426

南高安小学校

八尾市恩智北町 4-650

072-943-7063

南高安中学校

八尾市恩智北町 3-13

072-941-2900

（旧）高安中学校

八尾市水越 2-117

（夜）072-998-9551
072-922-2422

-

（旧）中高安小学校

八尾市服部川 6-200

-

（旧）北高安小学校

八尾市水越 2-98

-

曙川中学校

八尾市山本町南 8-18-1 072-999-1241

曙川小学校

八尾市八尾木東 2-28

072-992-3331

志紀中学校

八尾市志紀町西 2-2

072-949-5102

北山本小学校

八尾市福万寺町 2-1

072-922-2490

桂中学校

八尾市桂町 4-47

072-998-7266

南山本小学校

八尾市山本町南 7-1-9

072-999-3481

上之島中学校

八尾市上之島町南 6-5-1 072-998-5154

志紀小学校

八尾市田井中 3-101

072-949-5036

高美中学校

八尾市高美町 2-1-22

072-993-2502

高美小学校

八尾市高美町 3-1-26

072-991-7243

曙川南中学校

八尾市大字八尾木 167

072-994-1418

長池小学校

八尾市長池町 2-52-2

072-999-2001

東中学校

八尾市東町 3-8

072-998-7901

東山本小学校

八尾市東山本町 9-3-33 072-998-8900

亀井中学校

八尾市南亀井町 4-1-48 072-992-3122
（小）072-943-8030

美園小学校

八尾市美園町 2-51-1

072-998-0068

高安小学校

永畑小学校

八尾市永畑町 1-2-27

072-992-0061

高安中学校

刑部小学校

八尾市刑部 3-29-1

072-992-0011

府立八尾高等学校

八尾市高町 1-74

高美南小学校

八尾市高美町 6-1-11

072-994-2682

府立山本高等学校

八尾市山本町北 1-1-44 072-999-0552

八尾市千塚 2-25

（中）072-943-8016
072-923-4261

西山本小学校

八尾市西山本町 3-5-25 072-996-7181

府立八尾翠翔高等学校 八尾市神宮寺 3-107

072-943-8107

高安西小学校

八尾市高安町北 4-15

072-996-1015

府立八尾北高等学校

八尾市萱振町 7-42

072-998-2100

曙川東小学校

八尾市曙川東 8-136

072-949-3155

南木の本防災体育館

八尾市南木の本 3-1-9

072-924-6657

浸水深の目安

Guide to flood water depths / 浸水深度的基准 / 침수깊이 구분 /
Referência da profundidade de imersão / Tiêu chuẩn của độ sâu nước thâm nhập

安全な建物や避難所等へ一刻も早く避難。

5.0m以上の区域

Zones with flooding of 5.0 m or higher / 5.0m以上的区域 /
5.0m 이상 구역 / Área acima de 5,0 m /
Área acima de 5,0 m / Khu vực từ 5,0m trở lên

2.0〜5.0m未満の区域

Zones with flooding of 2.0‒5.0 m / 2.0～5.0m的区域 /
2.0~5.0m 미만 구역 / Área de 2,0m até menos de 5,0m /

1.0〜2.0m未満の区域

Zones with flooding of 1.0‒2.0 m / 1.0～2.0m的区域 /
1.0~2.0m 미만 구역 / Área de 1,0m até menos de 2,0m /

0.5〜1.0m未満の区域

Zones with flooding of 0.5‒1.0 m / 0.5～1.0m的区域 /
0.5~1.0m 미만 구역 / Área de 0,5m até menos de 1,0m /

2階の軒下まで浸水する恐れ。3階以上か避難所等へ避難。 Khu vực từ 2,0~ dưới 5,0m

1階の軒下まで浸水する恐れ。2階以上か避難所等へ避難。 Khu vực từ 1,0~ dưới 2,0m
大人の腰程度の高さまで浸水。2階以上か避難所等へ避難。 Khu vực từ 0,5~ dưới 1,0m

0.5m未満の区域

避難が遅れた場合に限って、自宅の上層階で待機。

Zones with flooding of 0.5 m or lower / 0.5m以下的区域 /
0.5m 미만 구역 / Área de menos de 0,5m /
Khu vực dưới 0,5 m

