マップ位置図

射水市土砂災害ハザードマップ
全体図

平成 26 年 3 月作成

大島地区

新湊地区

万が一の際は
下地区

大門地区

● あらかじめ家族が避難する安全な避難所を決めておきましょう。

小杉地区

● 大雨が続くなど土砂災害の危険性が高まった時は、避難情報を発表しますので
避難行動を開始しましょう。
● 危険を感じたら、避難情報の発表状況に関わらず自主的に避難しましょう。

地区界
このマップの対象地区

市の指定避難所一覧
地区

小杉

大門

マップの見方
＜土砂災害（特別）警戒区域＞

＜その他＞

土砂災害警戒区域

主要施設

急傾斜地の崩壊

市の指定避難所

土石流

警察署

地滑り

消防署

土砂災害特別警戒区域

土石流

電話番号

橋下条コミュニティセンター
金山小学校
金山コミュニティセンター
金山保育園
富山県立大学
太閤山コミュニティセンター
太閤山保育園
太閤山小学校
中太閤山小学校
中太閤山コミュニティセンター
千成保育園
太閤山児童館
南太閤山コミュニティセンター
小杉南中学校
小杉ふれあいセンター
大門農村環境改善センター・コミュニティセントー
櫛田コミュニティセンター
水戸田コミュニティセンター
水戸田保育園

56-0175
56-0090
56-2649
56-1380
56-7501
56-5381
56-1230
56-3303
56-3333
56-4105
56-1800
56-3002
56-7823
56-5077
56-4080
53-1844
54-1110
54-1010
54-1311

土砂災害警戒区域内の建築物数
地区

病院
小杉

急傾斜地の崩壊

避難所名称

公民館
主要道路
緊急通行確保路線

町内会
二ノ井
青井谷
宿屋
野手
浄土寺
上野
平野

軒数
7
10
0
12
32
11
4

地区

大門

自治会
宮新田
梅木
生源寺
山ノ谷

軒数
0
0
6
1

※ 車庫や納屋等は、軒数に含まれて
いません。
※ 想定以上の規模の土砂災害が発生
した場合、土砂災害警戒区域外に
も被害が及ぶ可能性があります。

その他幹線道路

このマップに関するお問い合わせは

行政界・地区界等

射水市 都市整備部 道路・河川管理課

地区界
0

マップの対象地区

※ マップ上の紫色の番号は、詳細図の地区番号に対応しています。
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ＴＥＬ ： 0766-52-7394
ＦＡＸ ： 0766-52-6976

土砂災害ハザードマップとは？
土砂災害ハザードマップの目的は？

土砂災害にはどんな種類があるの？何か前兆はあるの？

「土砂災害ハザードマップ」とは、大雨や地震などの影響により、がけ崩れや土石流、地滑りといった土砂災害
が発生した場合に被害を受ける恐れがある区域（土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域）と防災関連情報を
示し、災害発生時に市民のみなさんが適切な避難行動を取っていただくために作成したものです。
日頃から家族や地域の方々と情報を共有して、土砂災害による被害の軽減にお役立てください。

● 土砂災害とは、地表の土砂や岩が大雨などによって崩れ落ちる現象です。
土砂災害を引き起こす自然現象には、「急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）」、「土石流」、「地滑り」、「河道閉塞による湛水」の
４種類があります。
このうち、射水市内では「急傾斜地の崩壊」、「土石流」、「地滑り」の発生の恐れがあります。
● 土砂災害には、がけに亀裂が入る・異常な山鳴りや地鳴りがするなどの前兆現象がみられます。
前兆現象がみられた場合は、速やかに避難行動を開始しましょう。
また、より多くの方に危険を知らせるために市役所や高岡土木センターなどに情報提供してください。

土砂災害警戒区域はどうやって決めたの？指定されるとどうなるの？

土石流

急傾斜地の崩壊

● 土砂災害 ( 特別 ) 警戒区域は、土砂災害から国民の生命を守るために制定された「土砂災害警戒区域等における
土砂災害防止対策の推進に関する法律（通称：土砂災害防止法）」に基づき、富山県が現地調査を行い、指定・
公表しました。（平成 24 年 5 月 31 日指定）

雨水や雪どけ水、地震などの影響により
斜面が急激に崩れ落ち、家屋や道路などを
押しつぶす災害です。

地滑り

山腹、川底の石や土砂が長雨や集中豪雨
などにより一気に激しく流れ落ち、家屋や
道路を押し流す災害です。

地下水の影響と重力によって斜面の一部
または全体が滑りだし、家屋や道路などを
押し出す災害です。

● 射水市内の指定箇所数は、以下のとおりです。
土砂災害警戒区域：37 箇所（急傾斜地の崩壊 27 箇所、土石流 9 箇所、地滑り 1 箇所）
土砂災害特別警戒区域：31 箇所（急傾斜地の崩壊 26 箇所、土石流 5 箇所）
土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が
生じる恐れのある区域です。

土砂災害警戒区域では

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
生命又は身体に著しい危害が生じる恐れのある区域です。

土砂災害特別警戒区域ではさらに

前兆現象

警戒避難体制の整備

特定の開発行為に対する許可制

土砂災害から生命を守るため、
災害情報の伝達や避難の考え方を
地域防災計画に定め、警戒避難体
制の整備を図ります。
【射水市】

建築物の構造規制

●
●
●
●

建築物の移転勧告

宅地分譲地や災害時要援護者関連
居室を有する建築物は、想定さ
著しい損壊が生じる恐れのある
施設（災害時要配慮者施設）の建築 れる衝撃等に対し建築物の構造が 建築物の所有者に対し、移転等の
のための開発行為は、基準に従った 安全かどうか建築確認を行います。 勧告を図ります。
ものに限り許可します。
【富山県】
移転等については、住宅金融支
【富山県】
援機構の融資等を受けられます。
【富山県】

避難の際は

がけに亀裂が入る
がけから小石が落ちてくる
湧き水の量が増える
木が揺れる

＜射水市内の指定箇所数＞
土砂災害警戒区域：27 箇所
土砂災害特別警戒区域：26 箇所

● 大雨が続くなど土砂災害の危険性が高まった時は、避難情報を発表します
ので、避難行動を開始しましょう。
● 危険を感じたら、避難情報の発表状況に関わらず自主的に避難しましょう。
避難情報の種類と発表の目安

１

富山県【土木部砂防課】

土砂災害警戒情報
富山県
土砂災害警戒情報
支援システム

富山県【防災・危機管理課】

２

マスコミ・報道機関

■ 直ちに避難開始
■ 命を守る最低限の行動

※ 避難情報は、上記の発表の目安を参考に総合的に判断して発表します。

住民のみなさん

避難勧告・避難指示

避難時の心得
● 避難情報が発令された時や大雨による危険を感じた時は、以下の点に注意
して安全に避難しましょう。

１

２

３

４

５

電話
ＦＡＸ

発表時の例

ＣＡＴＶ

★災害による人的被害の発生する可能性が非常に高い
と判断した時に発表します。
・土砂災害警戒情報が発表された時
・土砂災害発生の目安となる基準雨量
に到達した時
・近隣で土砂移動現象、前兆現象を発
見した時

コミュニティＦＭ

テレビ・ラジオ

避難指示

警察 自治会・町内会
教育委員会 消防団
自主防災組織 学校
災害時要援護者関連施設

テレビやラジオなどで最新の災害情報を収集し、危険を
感じたら早めに避難しましょう。

土砂災害警戒情報等の提供

お年寄りや体の不自由な方などは早めの避難が必要です。
地域のみなさんで協力し合い安全に避難しましょう。

河川やがけ沿いは危険なので、避難時に通るのは避けま
しょう。

・下記の「非常時持出品チェックリスト」を
参考にして、日頃から避難時の必要な持出
品を準備しておき、緊急時にはすぐに持ち
出せるようにしましょう。

３

地域のみんなで協力しあいましょう！
・家族が離ればなれになった時の連絡方法を決めておきましょう。
・自主防災活動に積極的に参加し、非常時の避難行動を確認しましょう。
・地域行事に積極的に参加し、地域の絆を深めましょう。
・お年寄りや体の不自由な方など、避難の際に不安がある方は、地区の
民生委員・児童委員を通じて「災害時要援護者（災害時避難行動要支
援者）登録」をしましょう。

非常時持出品チェックリスト

● 大雨の際は、テレビやラジオ、インターネット、メール配信サービスなど
により防災関連情報を積極的に入手し、自主避難に備えましょう。
富山県土砂災害警戒情報支援システム
★土砂災害警戒情報や土砂災害発生の危険度状況等を確認できるほか、メール配信
サービスに登録すると災害情報などが配信されます。

□ 飲料水（３日分）

□ 衣類

□ 非常食（３日分）

□ タオル

□ 懐中電灯

□ 貴重品

□ 携帯ラジオ

□ 救急セット・医薬品（常備薬）

□ 乾電池

□ メガネ・おむつ・ミルクなど
各家庭で必要となるもの

＜危険度状況の表示イメージ＞

【携帯電話】
http://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/m/

防災関連機関の連絡先
クリックでエリアの
判定図が表示

射水市

防災・緊急メール

★メール配信サービスに登録すると、
災害・避難情報が配信されます。

避難する時は、動きやすい服装で近所の方と声を掛け合
いながら２人以上での行動を心がけましょう。

情報提供・問い合わせ

避難時の持出品を準備しましょう！

防災関連情報の入手先

【パソコン】
http://www.sabo.pref.toyama.lg.jp

市役所や消防団から避難の呼びかけを受けたら、それに
従い避難しましょう。

電話・インターネット
市メール配信サービス

■ あらかじめ決めていた
避難場所へ避難開始

サイレン・警鐘
広報車・防災行政無線

電話
ＦＡＸ

発表時の例

土砂災害警戒区域と避難所・避難経路を確認しましょう！

土砂災害警戒情報

(お年寄り、体の不自由な方など
避難に時間を要する方)

避難勧告

・土砂災害警戒情報が発表された時
・１時間後の予想雨量が土砂災害発生
の目安となる基準に達する時
・近隣で前兆現象を発見した時

https://www.city.imizu.toyama.jp/
mmagemergency/mmagMlApp.aspx?no=2

ＱＲコード

バーコードリーダー機能が付
いた携帯電話をお持ちの方は、
左のバーコード(ＱＲコード)を
読み取って空メール（件名と本
文ともに空白）を送信すると、
登録手続きを行えます。

富山地方気象台

● 土砂災害の前兆現象や発生箇所を確認した場合は、官公庁（市役所・
高岡土木センターなど）又は警察・消防署へ連絡しましょう。

★土砂災害警戒情報や雨量情報等を確認
できます。

施設名

http://www.jma-net.go.jp/toyama/

射水市役所
官公庁

★土砂災害警戒情報や雨量情報等を確認
できます。
http://www.bousai.pref.toyama.jp/
web/jsp/index.jsp

土石流が発生したときは、流れを背にすると追いつかれ
てしまうので、土砂の流れる方向と直角に逃げましょう。

このマップに関するお問い合わせは
射水市 都市整備部 道路・河川管理課
ＴＥＬ ： 0766-52-7394
ＦＡＸ ： 0766-52-6976

射水市防災気象情報

防災ネット富山

★雨量情報や降雨予測等を確認できます。
http://www.city.imizu.toyama.jp/
weather/index.html

★雨量情報や道路情報等を確認できます。
http://www.palette.go.jp/bousainet/

警察・消防

■土砂災害警戒情報の留意点
・避難勧告等の災害応急対応が必要な土石流や集中的に発生する急傾斜地の崩壊を対象
としています。（地滑りは対象外）
・土砂災害警戒情報は、確実に土砂災害が発生することを前提として発表されるもので
はありません。

電話番号
日中
夜間

富山防災ＷＥＢ

病院

６

＜射水市内の指定箇所数＞
土砂災害警戒区域：1 箇所

・自宅の周辺に土砂災害警戒区域が無いか確認しま
しょう。
・あらかじめ家族が避難する安全な避難所を決めて
おきましょう。
・避難所までの移動経路は、土砂災害警戒区域や、
がけのそばなど、危険な場所を避けるようにして
決めておきましょう。

射水市【災害対策本部・水防本部】
★災害による人的被害の発生する可能性が明らかに高
まった時に発表します。

斜面にひび割れ・段差ができる
斜面から水が湧き出す
木の騒ぐ音や裂ける音がする
池や井戸の水が濁る

日頃からの備え

● 土砂災害の恐れがある時には、富山県と富山地方気象台が共同で「土砂
災害警戒情報」を発表し、下図のような経路でみなさんに伝達されます。

土砂災害警戒情報

●
●
●
●

＜射水市内の指定箇所数＞
土砂災害警戒区域：9 箇所
土砂災害特別警戒区域：5 箇所

情報の伝達ルート

避難準備情報

発表時の例

異常な山鳴り・地鳴りがする
木の騒ぐ音や裂ける音がする
川から腐葉土のにおいがする
流木が混じる

みなさんがとるべき行動

■ 家族との連絡
■ 非常時持出品の用意
■ あらかじめ決めていた
避難所へ避難開始

前兆現象

万が一に備えて

気象庁【富山地方気象台】

・土砂災害警戒情報が発表された時
・２時間後の予想雨量が土砂災害発生
の目安となる基準に達する時
・近隣で前兆現象を発見した時

●
●
●
●

情報の入手

避難情報の内容と避難行動

★災害による人的被害の発生する可能性が高まった時
に発表します。

前兆現象

ライフライン

道路・河川管理課
総務課
小杉庁舎

富山地方気象台
国土交通省 富山河川国道事務所
国土交通省
大門出張所
富山県 高岡土木センター 河川砂防班
射水市民病院
真生会富山病院
射水警察署
射水警察署 太閤山交番
射水警察署 大門交番
射水市消防本部 射水消防署
射水市消防本部 大門出張所
上水道：射水市 上水道工務課
下水道：射水市 下水道工務課
電力：北陸電力 高岡支社
ガス：日本海ガス 西部支社
ＮＴＴ：ＮＴＴ西日本

0766-52-7394
0766-57-1628
0766-57-1300
076-432-2311
076-443-4701
0766-52-1573
0766-26-8432
0766-82-8100
0766-52-2156
0766-83-0110
0766-56-0252
0766-52-0110
0766-56-0119
0766-52-0119
0766-84-9644
0766-84-9648
0120-77-6453
0766-84-8118
局番なしの113

