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岸和田市
祭 都 き し わ だ

林池

このマップは、大雨や大地震等によって「ため池」が決壊した場合に想定される浸水区域
や浸水深を示したものです。
万が一ため池が決壊した場合、はん濫水が短時間で押し寄せるおそれがありますので、
ため池の異常が確認された場合は短時間での避難が必要です。
緊急時に備え、日頃から緊急避難場所や避難経路を確認しておきましょう。
なお、浸水想定区域は、以下の条件に基づくシミュレーションにより求めたものです。こ
のため、詳細な地形が反映できていない場合があり、想定される浸水深が異なる場合や
浸水区域外でも浸水する場合があります。
状況に応じた避難をするよう心がけてください。

シミュレーションは、最大規模のはん濫を想定しています。
決壊時の水位は満水位とし、大雨や大地震等により最大決壊断面に瞬時に達し、その後
全貯水量が流れ出すとしています。
決壊を仮定した地点は、流出量の大きくなる堤防の高い場所とし、はん濫水の追跡計算
は、地形を25ｍの格子で表したモデルを用いて行っています。

■ 説明文

■ シミュレーションの条件

■ 凡例（ため池はん濫）

はん濫水の到達時間

避難の方向

想定される浸水深ランク

避 難 活 用 情 報

5.0ｍ以上
2.0ｍ～5.0ｍ未満
1.0ｍ～2.0ｍ未満
0.5ｍ～1.0ｍ未満
0.5ｍ未満

２階屋根以上水没
２階水没
１階水没
床上浸水
床下浸水

■ 凡例（河川はん濫）

浸水想定区域

■ 凡例（他のため池はん濫）
他のため池の浸水想定区域

■ 凡例（関係施設）

避難所

警察関係

主要施設

緊急避難場所

大阪ガス ガスもれ専用
総合受付

雨量計観測情報

■ いざというときの連絡先

岸和田市役所
岸和田市消防本部・消防署
岸和田警察署
大阪府岸和田土木事務所
大阪府泉州農と緑の総合事務所
大阪府都市整備部河川室
大阪管区気象台
NTT故障係
関西電力岸和田営業所

072-423-2121
072-431-0119
072-439-1234
072-439-3601
072-439-3601
06-6943-6506
06-6949-6304
　　 113
072-422-4701
0120-3-19424
0120-3-94817
072-436-8633
072-436-8655
072-431-3333

名　称 TEL

避難所

城東小学校
山直中学校
山直北小学校

072-444-5516
072-445-5892
072-445-0156

名　称 TEL
利用は他のため池の決壊にも注意が必要。
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葛城観測局葛城観測局

岸和田水門岸和田水門

牛滝観測局牛滝観測局
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山直橋山直橋

渡辺病院渡辺病院

坂根病院坂根病院

久米田病院久米田病院

小南記念病院小南記念病院

寺田萬寿病院寺田萬寿病院

天の川病院天の川病院

岸和田平成病院岸和田平成病院

久米田外科整形外科病院久米田外科整形外科病院

亀井病院亀井病院

岸和田盈進会病院岸和田盈進会病院

みどり病院みどり病院

吉川病院吉川病院

和田病院和田病院

岸和田徳洲会病院岸和田徳洲会病院
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浜保育所浜保育所
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岸和田いずみ幼稚園岸和田いずみ幼稚園
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行遇町集会所行遇町集会所 神須屋町会館神須屋町会館

旭幼稚園・旭保育所旭幼稚園・旭保育所

土生町会館土生町会館

東岸和田駅東岸和田駅

常盤台自治会館常盤台自治会館

特別養護老人ホーム萬寿園特別養護老人ホーム萬寿園

下松駅下松駅

修斉保育所修斉保育所

土生瀧町会館土生瀧町会館

有真香郵便局有真香郵便局

宝照院宝照院

成願寺成願寺

意賀美神社意賀美神社

阿間河滝町会館阿間河滝町会館

和泉中央病院和泉中央病院

東ヶ丘第一公園東ヶ丘第一公園

東ヶ丘町々会館東ヶ丘町々会館

前ノ池前ノ池

元アカダマ製パン元アカダマ製パン

摩湯町公民館摩湯町公民館

ボウズ池跡地ボウズ池跡地

淡路神社淡路神社

摩湯山古墳摩湯山古墳

グラウンドグラウンド

半田紡績半田紡績

包近公園包近公園

岸和田包近簡易郵便局岸和田包近簡易郵便局

包近町会館包近町会館
包近桃選果場包近桃選果場

メガネの開成堂メガネの開成堂

墓地墓地

スーパーオートバックス 岸和田スーパーオートバックス 岸和田

ラウンドワンラウンドワン

オークワオークワ

上松町　町会館（新館）上松町　町会館（新館）

上松町　町会館（旧館）上松町　町会館（旧館）

岸和田郵便局岸和田郵便局

岸和田天神宮岸和田天神宮
関西電力送配電株式会社関西電力送配電株式会社

岸和田法務合同庁舎
(検察庁・法務局)
岸和田法務合同庁舎
(検察庁・法務局)

藤井町会館藤井町会館

別所町会館別所町会館

極楽寺極楽寺

NTTNTT
流木町公民館流木町公民館 オークワオークワ

きむら動物病院きむら動物病院

浄水場浄水場

配水場配水場

浜小学校浜小学校

心技館心技館

岸和田高等学校岸和田高等学校

中央小学校中央小学校

市立公民館・中央地区公民館市立公民館・中央地区公民館

浪切ホール浪切ホール

光陽地区公民館光陽地区公民館 朝陽小学校朝陽小学校

野村中学校野村中学校

桜台市民センター桜台市民センター

東岸和田市民センター東岸和田市民センター

新条地区公民館新条地区公民館

山滝中学校山滝中学校

山滝小学校山滝小学校

山滝地区公民館山滝地区公民館

山直南小学校山直南小学校

城東小学校城東小学校

山直市民センター山直市民センター

久米田青少年会館久米田青少年会館

山直中学校山直中学校

山直北小学校山直北小学校

常盤小学校常盤小学校

光明地区公民館光明地区公民館

桜台中学校桜台中学校

光明小学校光明小学校

久米田中学校久米田中学校

八木南小学校八木南小学校

久米田高等学校久米田高等学校

八木小学校八木小学校

箕土路青少年会館箕土路青少年会館

八木北小学校八木北小学校

新条小学校新条小学校

城北地区公民館城北地区公民館

北中学校北中学校

城北小学校城北小学校

総合体育館総合体育館

大宮地区公民館大宮地区公民館

文化会館（マドカホール）文化会館（マドカホール）

大宮小学校大宮小学校

葛城上地区公民館葛城上地区公民館

東葛城小学校東葛城小学校

葛城中学校葛城中学校

修斉小学校修斉小学校

天神山地区公民館天神山地区公民館

天神山小学校天神山小学校

土生中学校土生中学校

太田小学校太田小学校

旭小学校旭小学校

中央体育館中央体育館

産業会館産業会館

和泉高等学校和泉高等学校

産業高等学校産業高等学校

光陽中学校光陽中学校

岸城中学校岸城中学校

東光小学校東光小学校

城内小学校城内小学校

福祉総合センター福祉総合センター

有真香会館・葛城地区公民館有真香会館・葛城地区公民館

春木小学校春木小学校
春木地区公民館・春木青少年会館春木地区公民館・春木青少年会館

春木市民センター春木市民センター

大芝地区公民館大芝地区公民館

大芝小学校大芝小学校

春木中学校春木中学校

八木市民センター八木市民センター

菊ケ池青少年広場菊ケ池青少年広場

春木運動広場春木運動広場

葛城運動広場葛城運動広場

八木運動広場八木運動広場

春木台場青少年広場春木台場青少年広場

鴨田池青少年広場鴨田池青少年広場

千亀利公園千亀利公園

今池公園今池公園

中央公園中央公園

北公園北公園

八幡山公園八幡山公園

浜工業公園浜工業公園

蜻蛉池公園蜻蛉池公園

久米田公園久米田公園

牛ノ口公園牛ノ口公園

南公園南公園

野田公園野田公園

宮の池公園宮の池公園

ときわ公園（上松公園）ときわ公園（上松公園）
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ため池ハザードマップため池ハザードマップ
作成：令和2年3月

岸和田市
祭 都 き し わ だ

林池

このマップは、大雨や大地震等によって「ため池」が決壊した場合に想定される浸水区域
や浸水深を示したものです。
万が一ため池が決壊した場合、はん濫水が短時間で押し寄せるおそれがありますので、
ため池の異常が確認された場合は短時間での避難が必要です。
緊急時に備え、日頃から緊急避難場所や避難経路を確認しておきましょう。
なお、浸水想定区域は、以下の条件に基づくシミュレーションにより求めたものです。こ
のため、詳細な地形が反映できていない場合があり、想定される浸水深が異なる場合や
浸水区域外でも浸水する場合があります。
状況に応じた避難をするよう心がけてください。

シミュレーションは、最大規模のはん濫を想定しています。
決壊時の水位は満水位とし、大雨や大地震等により最大決壊断面に瞬時に達し、その後
全貯水量が流れ出すとしています。
決壊を仮定した地点は、流出量の大きくなる堤防の高い場所とし、はん濫水の追跡計算
は、地形を25ｍの格子で表したモデルを用いて行っています。

■ 説明文

■ シミュレーションの条件

■ 凡例（ため池はん濫）

池 はん濫水の到達時間

避難の方向

想定される浸水深ランク

避 難 活 用 情 報

5.0ｍ以上
2.0ｍ～5.0ｍ未満
1.0ｍ～2.0ｍ未満
0.5ｍ～1.0ｍ未満
0.5ｍ未満

２階屋根以上水没
２階水没
１階水没
床上浸水
床下浸水

○分○分○分○分○分○分

■ 凡例（河川はん濫）

浸水想定区域

■ 凡例（他のため池はん濫）
他のため池の浸水想定区域

■ 凡例（関係施設）

避難所

警察関係

主要施設

緊急避難場所

大阪ガス ガスもれ専用
総合受付

雨量計観測情報

■ いざというときの連絡先

岸和田市役所
岸和田市消防本部・消防署
岸和田警察署
大阪府岸和田土木事務所
大阪府泉州農と緑の総合事務所
大阪府都市整備部河川室
大阪管区気象台
NTT故障係
関西電力岸和田営業所

072-423-2121
072-431-0119
072-439-1234
072-439-3601
072-439-3601
06-6943-6506
06-6949-6304
　　 113
072-422-4701
0120-3-19424
0120-3-94817
072-436-8633
072-436-8655
072-431-3333

名　称 TEL

避難所

城東小学校
山直中学校
山直北小学校

072-444-5516
072-445-5892
072-445-0156

名　称 TEL
利用は他のため池の決壊にも注意が必要。
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