
阪和自動車道阪和自動車道

岸和田牛滝山貝塚線岸和田牛滝山貝塚線

春木岸和田線春木岸和田線

春木岸和田線春木岸和田線

和気岸和田線

和気岸和田線

国
道
26
号

国
道
26
号

大
阪
和
泉
泉
南
線

大
阪
和
泉
泉
南
線

父鬼和気線父鬼和気線

三林岡山線三林岡山線

岸和田牛滝山貝塚線岸和田牛滝山貝塚線

田治米忠岡線田治米忠岡線

三林岡山線三林岡山線

春木岸和田線春木岸和田線

岸和田牛滝山貝塚線岸和田牛滝山貝塚線

阪和自動車道阪和自動車道

古曽谷川古曽谷川

春
木
川

春
木
川

春木岸和田線春木岸和田線

水道道水道道

春
木
岸
和
田
線

春
木
岸
和
田
線

バス路線バス路線

バ
ス
路
線

バ
ス
路
線

松尾池松尾池

山伏池山伏池

勘八道池勘八道池

箱谷池箱谷池

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

八木小学校八木小学校

修斉小学校修斉小学校

今池公園今池公園

中央公園中央公園

北公園北公園

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

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）

中島池公園中島池公園

土生公園土生公園

朝陽小学校朝陽小学校

東光小学校東光小学校

大宮小学校大宮小学校

新条小学校新条小学校

八木北小学校八木北小学校

山直北小学校山直北小学校

城東小学校城東小学校

常盤小学校常盤小学校

太田小学校太田小学校
旭小学校旭小学校

天神山小学校天神山小学校

山直南小学校山直南小学校

八木南小学校八木南小学校

光明小学校光明小学校

城北小学校城北小学校

光陽中学校光陽中学校

岸城中学校岸城中学校

北中学校北中学校

久米田中学校久米田中学校

桜台中学校桜台中学校

土生中学校土生中学校

葛城中学校葛城中学校

春木小学校春木小学校

山直中学校山直中学校

産業高等学校産業高等学校

天神山幼稚園天神山幼稚園

桜台市民センター桜台市民センター

新条地区公民館新条地区公民館

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

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

箕土路青少年会館箕土路青少年会館

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

文化会館（マドカホール）文化会館（マドカホール）

大宮青少年会館大宮青少年会館

葛城中学校葛城中学校

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

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

福祉総合センター福祉総合センター

春木小学校春木小学校

春木地区公民館春木地区公民館

春木市民センター春木市民センター

大宮地区公民館大宮地区公民館

天神山幼稚園天神山幼稚園

山直上駐在所山直上駐在所

尾生駐在所尾生駐在所

有真香駐在所有真香駐在所

吉井町交番吉井町交番

山直下交番山直下交番

春木南交番春木南交番

春木交番春木交番

土生交番土生交番

中央公園交番中央公園交番

下松交番下松交番

久米田駅前交番久米田駅前交番

岸和田警察署岸和田警察署

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

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

市立岸和田市民病院市立岸和田市民病院

藤井病院藤井病院

葛城病院葛城病院

泉州北部小児初期救急広域センター泉州北部小児初期救急広域センター

旭小学校旭小学校

泉光寺泉光寺

東光こども園東光こども園

八木南幼稚園八木南幼稚園

額原町会館額原町会館

額町会館　額町会館　

額町会館　別館額町会館　別館

常盤幼稚園常盤幼稚園

城東保育園城東保育園

八木こども園八木こども園 やまだい保育園やまだい保育園

城東幼稚園城東幼稚園

山直北幼稚園山直北幼稚園

山直北保育所山直北保育所

修斉幼稚園修斉幼稚園

桜台保育所桜台保育所

天神山幼稚園天神山幼稚園

太田幼稚園太田幼稚園

東光幼稚園東光幼稚園

千喜里保育所千喜里保育所

和泉大宮駅和泉大宮駅

光明保育園光明保育園

中尾生町会館中尾生町会館

光明幼稚園光明幼稚園

八田町公民館八田町公民館

土生町第二会館土生町第二会館

葛城町会館葛城町会館

岸和田いずみ幼稚園岸和田いずみ幼稚園

府立岸和田支援学校府立岸和田支援学校

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

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
阿間河滝町会館阿間河滝町会館

春木駅春木駅

久米田駅久米田駅

東岸和田市民センター東岸和田市民センター

修斉小学校修斉小学校

有真香会館有真香会館

ピープルケアハウスきしわだピープルケアハウスきしわだ

真上町公民館真上町公民館

久米寺久米寺

春木体育館春木体育館

大宮青少年会館大宮青少年会館

八木小学校八木小学校

八木市民センター八木市民センター

久米田高等学校久米田高等学校

サン・アビリティーズサン・アビリティーズ

森池橋森池橋

山直橋山直橋

車両通行不可車両通行不可

元赤玉製パン元赤玉製パン

全星薬品工業全星薬品工業

ボウズ池跡地ボウズ池跡地

コーナンコーナン

包近公園包近公園

包近会館包近会館

岸和田包近簡易郵便局岸和田包近簡易郵便局
包近桃選果場包近桃選果場

墓地墓地

メガネの開成堂メガネの開成堂

グラウンドグラウンド

半田紡績半田紡績

稲葉町会場稲葉町会場

岸和田天満宮岸和田天満宮

別所町会館別所町会館

関西電力送配電株式会社関西電力送配電株式会社

藤井町会館藤井町会館

東光こども園東光こども園

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）

オークワオークワ

極楽寺極楽寺

流木公民館流木公民館

配水場配水場

NTTNTT

きむら動物病院きむら動物病院

浄水場浄水場

額原公園額原公園

上松町町会館（旧館）上松町町会館（旧館）

上松町町会館（新館）上松町町会館（新館）

ラウンドワンラウンドワン

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

摩湯町公民館摩湯町公民館
淡路神社淡路神社

前ノ池前ノ池

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
和泉中央病院和泉中央病院

オークワオークワ

摩湯山古墳摩湯山古墳

常盤台自治会館常盤台自治会館

桜ヶ丘町会館桜ヶ丘町会館

貝吹山古墳貝吹山古墳

花田町会館花田町会館

浄行寺浄行寺

十九の里児童遊園十九の里児童遊園

長栄会館長栄会館

整骨院整骨院

コンビニコンビニ

轟大橋轟大橋

上轟橋上轟橋

友愛作業所友愛作業所

高橋高橋
箕形公民館箕形公民館

郵便局郵便局
自動車屋自動車屋

野々添橋野々添橋

儀与門橋儀与門橋

箕形橋箕形橋

ゴルフ練習場ゴルフ練習場

西公園西公園

東公園東公園

龍泉寺龍泉寺

児童遊園児童遊園

善王寺善王寺

鐵構所鐵構所 コンビニコンビニ

中尾生橋中尾生橋

別所東２号別所東２号

岸和田天神宮前岸和田天神宮前

上松町南上松町南
府立和泉高東府立和泉高東

土生土生

土生交番前土生交番前

神須屋南神須屋南

小松里小松里

下松下松

上野町上野町

藤井町藤井町

土生中学校前土生中学校前

城東小学校西城東小学校西

西之内町東西之内町東 摩湯町摩湯町

フタツ池フタツ池

包近公園南包近公園南

山直中町東山直中町東

岸和田和泉インター西岸和田和泉インター西

JR
阪
和
線

JR
阪
和
線

コンビニコンビニ

コンビニコンビニ

岸和田市総合卸売市場岸和田市総合卸売市場

鳥居鳥居
満願寺満願寺

倉庫倉庫

ガソリンスタンドガソリンスタンド

小松里町公民館小松里町公民館

スーパースーパー

郵便局郵便局

クリニッククリニック

クリニッククリニック

岸和田文化会館(仮)岸和田文化会館(仮)

結婚式場結婚式場

福祉施設福祉施設

大型ショッピングモール大型ショッピングモール

牛神牛神

じんべいの広場じんべいの広場

配送業者配送業者

クリニッククリニック

地車庫地車庫

水ナスの館水ナスの館

コンビニコンビニ

菅原神社菅原神社

岡山戎神社岡山戎神社

クリニッククリニック

黄金塚第二期町会館黄金塚第二期町会館

黄金塚第一期町会館黄金塚第一期町会館

黄金塚黄金塚

コンビニコンビニ

ドラッグストアドラッグストア

コンビニコンビニ

ゴルフ練習場ゴルフ練習場

ドラッグストアドラッグストア

お地蔵様お地蔵様

郵便局郵便局

尾生町公民館尾生町公民館

町会駐車場町会駐車場

浄念寺浄念寺
菅原神社菅原神社

開水路注意

開水路注意

開水
路注
意

開水
路注
意

開
水
路
注
意

開
水
路
注
意

開水路注意開水路注意

開水路注意開水路注意

開
水
路
注
意

開
水
路
注
意

浸水注意浸水注意

開
水
路
注
意

開
水
路
注
意

稲葉町東稲葉町東

岡山岡山

尾生
バス停
尾生
バス停

中尾生
バス停
中尾生
バス停

市立公民館分館（春木市民センター）市立公民館分館（春木市民センター）

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

葛城地区公民館（有真香会館）葛城地区公民館（有真香会館）

山滝地区公民館山滝地区公民館

城北地区公民館城北地区公民館

旭地区公民館（東岸和田市民センター）旭地区公民館（東岸和田市民センター）

山直地区公民館（山直市民センター）山直地区公民館（山直市民センター）

新条地区公民館新条地区公民館

天神山地区公民館天神山地区公民館

箕土路青少年会館箕土路青少年会館

大宮地区公民館大宮地区公民館

常盤地区公民館（桜台市民センター）常盤地区公民館（桜台市民センター）

八木地区公民館（八木市民センター）八木地区公民館（八木市民センター）

中島池公園中島池公園

土生公園土生公園

今池公園今池公園

森池公園森池公園

まなび中央公園まなび中央公園

北公園北公園

蜻蛉池公園蜻蛉池公園

久米田公園久米田公園

東山公園東山公園

四ノ坪公園四ノ坪公園

箕土路公園箕土路公園

牛神公園牛神公園

十七の坪公園十七の坪公園

中井公園中井公園

泉公園泉公園

作才公園作才公園

天神山ゾウ公園天神山ゾウ公園

天神山キリン公園天神山キリン公園

天神山クマ公園天神山クマ公園

土井ノ池公園土井ノ池公園

泉浜公園泉浜公園

西之内第2公園西之内第2公園

下池田公園下池田公園

小松里第1公園小松里第1公園

額原公園額原公園

牛ノ口公園牛ノ口公園

宮の池公園宮の池公園

包近公園包近公園

寺池公園寺池公園

東岸和田公園東岸和田公園

野村公園野村公園

大路公園大路公園

ときわ公園（上松公園）ときわ公園（上松公園）

西之内第1公園西之内第1公園

小松里第2公園小松里第2公園

尾生久米田第5公園尾生久米田第5公園

西代公園西代公園

下松駅前公園下松駅前公園

春木緑地春木緑地

八幡宮ノ上公園八幡宮ノ上公園

天神山緑地天神山緑地

上松原代公園上松原代公園

下松公園下松公園

有真香公園有真香公園

行遇公園行遇公園

吉井・若葉ケ丘公園吉井・若葉ケ丘公園

門前公園門前公園

額原緑地額原緑地

尾生久米田第1公園尾生久米田第1公園

尾生久米田第3公園尾生久米田第3公園

尾生久米田第4公園尾生久米田第4公園

尾生久米田第6公園尾生久米田第6公園

尾生久米田第2公園尾生久米田第2公園

尾生久米田第8公園尾生久米田第8公園

尾生久米田第7公園尾生久米田第7公園

天神山1号緑地天神山1号緑地

天神山6号緑地天神山6号緑地

天神山9号緑地天神山9号緑地

天神山10号緑地天神山10号緑地
天神山11号緑地天神山11号緑地

天神山2号緑地天神山2号緑地

天神山3号緑地天神山3号緑地

天神山4号緑地天神山4号緑地

天神山5号緑地天神山5号緑地

天神山7号緑地天神山7号緑地

天神山8号緑地天神山8号緑地

天神山12号緑地天神山12号緑地

天神山13号緑地天神山13号緑地

天神山14号緑地天神山14号緑地
天神山15号緑地天神山15号緑地

天神山緑地いこい所天神山緑地いこい所
天神山16号緑地天神山16号緑地

東区１号公園東区１号公園

旭公園旭公園

旭緑地旭緑地

桜台公園桜台公園

桜緑地桜緑地

東区２号公園東区２号公園

岡山町東出公園岡山町東出公園

下野町ゾウ公園下野町ゾウ公園

春木若松町緑地春木若松町緑地

三田町おぐら台公園三田町おぐら台公園

天神公園天神公園

畑町公園畑町公園

天神山買物公園天神山買物公園

天神山うさぎ公園天神山うさぎ公園

天神山りす公園天神山りす公園

天神山白鳥公園天神山白鳥公園

天神山パンダ公園天神山パンダ公園

葛城公園葛城公園

東ケ丘第一公園東ケ丘第一公園

上松台第一公園上松台第一公園

上松台第二公園上松台第二公園

上松台第三公園上松台第三公園

黄金塚第一公園黄金塚第一公園

黄金塚第二公園黄金塚第二公園

東ケ丘第二公園東ケ丘第二公園

東ケ丘第三公園東ケ丘第三公園

星和北公園星和北公園

星和南公園星和南公園

ため池ハザードマップため池ハザードマップ
作成：令和4年3月

岸和田市
祭 都 き し わ だ

箱谷池・山伏池 松尾池 勘八道池

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、日頃から指定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5ｍ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）
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

避難時注意箇所（浸水）

池 はん濫水の到達時間○分○分○分○分○分○分

避難の方向

■ 凡例（他のため池はん濫）
他のため池の浸水想定区域

■ 凡例（河川はん濫）

浸水想定区域

■ 凡例（関係施設）

指定避難所

病院

主要施設

都市計画公園

バス停

指定緊急避難場所

大阪ガス ガスもれ専用
総合受付

■ 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
関西電力送配電

072-423-2121
072-426-0119
072-439-1234
072-439-3601
072-439-3601
06-6944-9304
06-6949-6304
　　 113
0800-777-3081
0120-3-19424
0120-3-94817

名　称 TEL

このハザードマップは、はん濫シミュレーションを実施した、ため池の浸水区域を表示しています。浸水区域が表示されていないため池についても決壊に対する注意が必要です。

指定避難所

久米田中学校
久米田青少年会館

072-445-0157
072-445-1155

名　称 TEL
利用は他のため池の決壊にも注意が必要。

指定緊急避難場所

久米田公園
名　称

0 100m 300m

1：5,000


