
豊岡市防災マップ
（逃げ方をさがせ）活用の手引き

豊岡市防災マップを見てみよう

豊岡市防災マップにはどんな種類があるの？

豊岡市では、区や自主防災組織、家族、個人で、水害や土砂災害から身を守るための計画を

考えるときに参考となる「豊岡市防災マップ」を３５９の区（町内会）ごとに作成しました。

この手引きでは、マップの見方や活用方法を説明していますが、ここで示す避難行動は、あく

まで市からの「推奨」に過ぎません。実際の避難行動を決めるのはあなたです!

住んでいる場所の水害や土砂災害の危険性を確認できます。

水害・土砂災害防災マップ、標高マップ、記入用マップの３種類が
あって、それぞれ、特徴や活用方法が違うんじゃ。

水害・土砂災害防災マップ

Ｑ

Ａ

この赤点は、市が指定

している避難所じゃ！

土砂災害が発生したら、

危険な範囲を示してい

るんじゃ！

堤防が決壊した場合、最大で

どれくらい浸水するか色分け

して示しているんじゃ！

この は、堤防が決壊

した場合、建物が倒壊する

危険があるんじゃ！
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標高マップ

地盤の高さを色分けして示しています。より高い場所を確認することができます。

施設や地盤の高さが示さ

れているんじゃ。

地盤の低い所が青色で、

高い所が赤色で示され

ているんじゃ！これで、

地区内のどこが高くて、

どこが低いかわかる

じゃろ？

水害・土砂災害防災マップの
浸水状況は、およそ１００年に
１回※１の大雨が降ったときを想
定して、堤防が決壊した最悪の状
況を示しているんじゃ。

ちなみに、平成１６年台風２３
号で降った雨は、およそ４０年に
１回※２の大雨じゃぞ。

台風２３号以上の被害が起こる
可能性があるということじゃ。

わが家の避難場所や避難経路を記入する地図として活用してください。

記入用マップ

※１
円山川流域平均2日間の降雨量が

327㎜の大雨を想定

※２
台風２３号における円山川流域平均

2日間の降雨実績（278㎜）

玄さんワンポイント！
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大雨で川から水があふれ堤防が決壊すると、
堤防の近くの建物は流されたり、壊れる危険
性があるんじゃ。

浸水の深さや建物の位置で被害や危険性が変わるの？

平成１６年台風２３号水害の被害状況
出石川鳥居地区

浸水深が０．５ｍ以上で１階が浸水し、
３ｍ以上で２階が浸水するんじゃ。水
害・土砂災害防災マップでは、浸水深
を色分けしているぞ。

そこで豊岡市では、災害の危険性に応じ、土砂災害警戒区域、家屋倒壊危険区域、

浸水深３ｍ以上の区域、浸水深０．５ｍ～３ｍ未満の区域などに分けて、それぞれ

避難するときの行動を確認しよう

Ｑ

Ａ
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浸水深３ｍ以上の区域、浸水深０．５ｍ～３ｍ未満の区域などに分けて、それぞれ

推奨する避難行動を設定しているんじゃ！

川 ３ｍ以上

０．５ｍ～
３ｍ未満

土砂災害

家屋の倒壊・流出

家屋倒壊危険区域では、堤防の決壊によ
り建物が流される危険性があるから、早めに
区域外へ避難するんじゃ！

それから、これは特に重要なことじゃが、
例え家屋倒壊危険区域でなくとも、近くの堤
防が切れたら建物が流される危険はあるん
じゃ！堤防の近くに住んでいる人は早めに避
難することが大切なんじゃ！

浸水深３ｍ以上の区域では、建物の
２階が浸水する可能性があるから、３階以
上の建物か、区域外への避難が必要じゃ！

浸水深０．５ｍ～３ｍ未満の区域では、
建物の１階が浸水する可能性があるから、建物の
２階以上へ避難することが基本になるぞ！
平屋なら区域外への避難が必要じゃ！

土砂災害警戒区域では、土砂で建物
が流されたり、壊れる危険性があるから、
区域外への避難が必要じゃ！



マイ防災マップってなに？どうやってつくるの？

自宅は・・・

マイ防災マップは、豊岡市防災マップを活用して、いざというときに避難する
場所、そこにいく安全な道を記入した自分だけのオリジナル防災マップのこと
じゃ。できれば、区（町内会）ごとに検討することをお勧めするぞ。
善は急げじゃ！早速、ワシと一緒に逃げ方をさがさあで！

ステップ２じゃ！
次は、水害・土砂災害防災マップで自宅の
周辺を確認して、下のフローにしたがって、
風水害時に安全に避難できる場所をさがすん
じゃ。

ステップ１じゃ！
まずは、自宅を確認して、記入用マップ
に印をつけるぞ！

記入用マップ

マイ防災マップをつくろう

区域別避難診断フロー

Ｑ

Ａ

② あなたの避難行動は？① あなたの自宅はどの区域？
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自宅に留まる

玄さんワンポイント！

② あなたの避難行動は？

避難行動

区域外への早めの避
難が必要

マップの表示 区域名

土砂災害警戒区域

家屋倒壊危険区域

浸水深５ｍ以上の区域

浸水深３ｍ～５ｍ未満
の区域

浸水深０．５ｍ～３ｍ未満
の区域

浸水深０．５ｍ未満
の区域

③ どこに避難する？

指定緊急避難場所 隣近所の階数が高い建物

区域外の知人、親類宅

３階以上があれば自宅に
留まる

２階以上があれば自宅に留まる
平屋の場合は早めの避難が必要

指定緊急避難場所とは、市が指定した命を
守るために緊急的に避難するところじゃ。

① あなたの自宅はどの区域？



ステップ３じゃ！
安全な避難場所がわかったら、水害・土砂災

害防災マップで具体的な建物を確認するんじゃ。
そこがわが家の避難場所になるんじゃぞ。
記入用マップの方にもわが家の避難場所の印

をつけるぞ！

ステップ４じゃ！
わが家の避難場所までの避難経路を記入用

マップに記入するんじゃ！

ステップ５じゃ！
わが家の避難場所までの避難経路を実際に

歩いてみて、危険箇所がないか確認するんじゃ！
歩いてみて、危険箇所や気づいたことを、記入

用マップに記入することが大切じゃ。
危険と思ったら、別の経路をさがすんじゃ！
危険箇所は右の例も参考にするんじゃ。

マンホール
水があふれ、蓋が外れることがあり、落ち
る危険性がある。

蓋のない側溝
用水路や側溝に落ちて、
ケガをしたり、流され
る危険性がある。

外灯のない道路
夜間、足元や周りの状況が見えず、道路を
踏み外したり、ケガをする危険性がある。

アンダーパス
水がたまり、通行でき
なくなったり、車で通
行中、エンジンが停止
して閉じ込められる危
険性がある。

マイ防災マップの完成じゃ！
記入例記入例記入例記入例
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マイ防災マップは自分の命を守るために、すぐ見られるようにしとかあで！重要重要

いざというときに、避難場所や避難経路をすぐ確認できるよう、作成
したマイ防災マップは、壁や冷蔵庫に貼ったり、目立つ場所に置いてお
くんじゃ！

蓋のない側溝

避難先は、「指定緊急避難
場所」だけではないぞ。安全
な親戚・友人宅も考えられる
んじゃ。その場合、日頃から
お願いしておくことが大切
なんじゃ。

道路が冠水するなど避難の
時期を逃したら、屋外移動を
あきらめて自宅の２階以上で
命を守るんじゃ！

玄さんワンポイント！

街灯なし

橋あり

道路冠水

しやすい



平成１６年１０月に発生した台風２３号は、日本各地に記録

的な豪雨をもたらし、合併前の１市５町においても、堤防の決

壊や内水氾濫、土砂災害などが各地で発生しました。

その被害は、死者７人、負傷者５１人、住家被害が８,２２９

棟に及ぶなど、未曾有の大災害となりました。

私たちは台風２３号の経験を記憶に留め、風水害の脅威に備

えなければなりません。

水害の記憶や教訓を忘れ
てはいかんぞ！
子どもたちに伝えていく
ことが大切じゃ！

平成１６年台風２３号水害

泥水の海に沈んだまち（豊岡市江本） 水流により破壊されたJR線路（城崎町上山）

写真提供：兵庫県消防防災航空隊
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水流に押しつぶされた家屋（出石町鳥居） 土砂災害に襲われた家屋（但東町奥赤）

激流により崩落した道路（竹野町森本） ２階まで浸水した家屋（日高町赤崎）



市は、風水害時、堤防決壊や土砂崩れ等の起こる可能性のある地域
に対して、①避難準備情報、②避難勧告、③避難指示の順番に、市民
の皆さんに迫っている危険度を３段階でお知らせしています。
このような情報を見聞きしたら、避難の準備や状況に応じて早めに

避難しましょう。また、避難するときは、必ず各自で非常持出し品を
持って行きましょう。

豊岡市が発表する避難情報

いっときの辛抱じゃ！
避難するときは、水や
食料、防寒着などを忘
れずに持って行くん
じゃぞ！

市が発する避難情報

③ 避難指示

② 避難勧告

① 避難準備情報

避難を 終了 しましょう。
覚悟を決めて、建物の２階以上に退避
する等、直ちに命を守る行動をとって
ください。（豊岡市独自の運用）

避難を 開始 しましょう。
要援護者の方は避難を終了しましょう。

避難の 準備 をしましょう。
要援護者の方は避難を開始しましょう。

夜間に避難勧告以上の情報を発令する可能性がある時、
夜間の避難が不安な方を対象に明るいうちから早めの自主避難所の開設

法律等に規定
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【ホームページアドレス】

http://bosai.net/toyooka/

避難情報は、「防災行政無線」や「とよおか防災ネット」、「テレビのデータ放送（ｄボタン）」
から入手することができます。日頃から防災情報を入手できるよう確認しておきましょう。

避難情報の入手方法避難情報の入手方法

自主避難所自主避難所

各ご家庭に１台（アパート等も
同様です）受信機を無料で貸し出
ししています。
緊急時の避難勧
告等の情報は、
最大音量で流れ
ます。

防災行政無線 とよおか防災ネット（携帯電話）
ホームページから「お知らせメール」の登録をすると

市からの防災情報がメールで届きます。防災無線が聞けない
屋外や車内にいる場合も安心です！ぜひご登録ください！

台風接近などの影響で夜間に避難勧告等を発令する可能性があるときに、現状では避難準備情報を
出す段階にない場合であっても、明るいうちに「自主避難」できるよう、指定緊急避難場所の中から
地区コミュニティセンター単位に１施設を目途に避難所を開設し、市民、特に要援護者の皆さんに自
主避難を呼びかけます。

左のQRコードにアクセスし、

空メールを送信すると登録

完了です。

夜間の避難が不安な方を対象に明るいうちから早めの
自主避難を呼びかけます。

自主避難所の開設



市の緊急連絡先 電話番号

豊岡市役所（本庁） ２３－１１１１（代表）

豊岡市役所城崎振興局 ３２－０００１（代表）

豊岡市役所竹野振興局 ４７－１１１１（代表）

豊岡市役所日高振興局 ４２－１１１１（代表）

豊岡市役所出石振興局 ５２－３１１１（代表）

豊岡市役所但東振興局 ５４－１０００（代表）

いざというときのために、家族の職場や学校などの連絡先を記入しておきましょう。

連絡先 電話番号

災害時の緊急連絡先

わが家の避難先 避難先を記入

日頃から地域や家族と
連絡方法を確認するこ
とが大切じゃ！
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豊岡市防災マップ（逃げ方をさがせ）活用の手引き 平成28年11月発行

作成：豊岡市・豊岡市市民安全確保推進会議

問合せ先：豊岡市総務部防災課

〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号

TEL：0796-23-1111（代表） FAX：0796-24-5932

メールアドレス：bousai@city.toyooka.lg.jp

豊岡市ホームページ：http://www.city.toyooka.lg.jp/

録音 再生ＮＴＴが「災害時」に限定して
提供しているものです。
電話による安否確認の連絡が取

りにくいとき、被災地域内やその
他地域の方々との伝言板として、
利用できます。

災害用伝言ダイヤル１７１の使用方法

このマップは、みなさんの手で避難先や避難ルートを記入し（さがし）実際
に行動いただくことにより初めて完成する‘生命（いのち）のツール’です。
ぜひ、みなさんの手で育てていただきますようお願いします。




