
計画規模降雨

想定最大規模降雨

武庫川流域で約 100年に 1度起こる大雨
（24時間で 247mm）を想定

武庫川流域で 1000年超に 1度起こる大雨
（24時間で 511mm）を想定

※内水による浸水は当マップには含まれていません。
　溝や水路等からあふれた内水による浸水にも注意してください。

現状の河川流域に大雨が降って河川が増水し、その河川から水が溢れたり、堤防が破堤したときに起
こりうる最も危険な浸水状況（最大浸水エリアと最大浸水深）を公表したものです。近年、各地で豪
雨による洪水災害が頻発している状況を踏まえ、これまでの計画規模降雨よりも大きな規模の想定最
大規模降雨での洪水浸水想定区域図が国・県から公表されました。

国土交通省「川の防災情報」のページでリアルタイムの水位を確認することができます⇒

河川水位レベル  目安 　　　 生瀬観測所武田尾観測所

水位や降雨を目安に避難情報を発令します。

◆氾濫危険水位（レベル４）
避難指示を発令する目安で、さらに水位上昇して
氾濫発生の場合、緊急安全確保を発令

８．７０ｍ ４．６０ｍ

◆避難判断水位（レベル 3）
高齢者等避難を発令する目安 ５．９０ｍ ３．２０ｍ

◆氾濫注意水位
今後の水位情報に注意が必要な水位 ４．９０ｍ ３．２０ｍ

◆水防団待機水位
県など水防団が水防活動の準備を始める目安 ３．１０ｍ １．８０ｍ

洪水浸水想定区域とは

避難情報発令の目安（武庫川）
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たからづか
防災マップ

兵庫県ＣＧハザードマップ▶▶
（兵庫県域のハザードマップや防災情報、防災学習などを掲載）
http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/

ＷＥＢ版たからづか防災マップ▶▶
（ハザードマップをスマートフォンやパソコンで拡大・印刷が可能）
http://www2.city.takarazuka.hyogo.jp/hazardmap/flow_01.html
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◆洪水や土砂災害の危険区域（ハザード）のより詳しい情報を知りたい場合は以下をご覧ください。

たからづか防災マップを活用しよう

テレビの地デジ放送を活用して、市域ごとの災害情報や避難情報、開設している避難所、気象
情報、河川水位などの情報を確認できます。

防災ラジオ（エフエム宝塚）
緊急時に電源が自動的に入り、エフエム宝塚（83.5MHz）の
放送が大きな音で自動起動する携帯型ラジオです。
すみれ防災スピーカーの放送も割り込み放送します。
販売など詳しくは、エフエム宝塚（☎0797-76-5432）へ。

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1013056/1013222/1025907/1025910/1012515.html

テレビ

スマートフォンアプリ「CosmoCast（コスモキャスト）」を
インストールすると、すみれ防災スピーカーの放送
（災害・緊急時の放送のみ）をお手持ちのスマホから聞くことが
できます。

◇NHK、サンテレビでは、リモコンの『d（データ放送）』ボタンを押して
　エリアごとの情報を L字テロップで確認可能です。
◇朝日放送（6ch）では、ご自宅の郵便番号を登録しておくと、エリアごと
　の避難情報等をテロップで強制表示させることができます。

エリアメール・緊急速報メール

携帯電話を通じて災害情報、国民保護情報などの緊急情報が配信されます。
※マナーモードにしていても大きな音が鳴り通知されます。

コスモキャスト（防災放送アプリ）

市内 45か所に設置した防災スピーカーを通じて、緊急情報などを放送します。
※緊急放送が聞こえたら、慌てずにテレビやインターネットから情報収集して
ください。また、定時でミュージックチャイムを鳴らすことで、機器点検と啓
発を兼ねています。ご理解とご協力をお願いします。
（放送の聞き直し　☎0797-77-4001 もしくは 0797-77-4002）

すみれ防災スピーカー

市内 45か所に設置した防災スピーカーを通じて、緊急情報などを放送します。
※緊急放送が聞こえたら、慌てずにテレビやインターネットから情報収集して
ください。また、定時でミュージックチャイムを鳴らすことで、機器点検と啓
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●メルマガ登録方法
「takarazuka@bosai.net」
上記QRコードを読み取るか

上記メールアドレスに空メールを送り、
手順に沿って登録できます。

●アプリ版登録方法
QRコードを読み取ってダウンロードするか、

App Store またはGoogle Play で
「ひょうご防災」で検索してください。

災害から身を守るためには、多方面からの正しい情報を自ら知ることが大切です。
日ごろから情報をチェックする習慣を身に付けましょう。

宝塚市防災のページ

災害情報、避難情報、気象情報などをいち早くメルマガで配信。
アプリ版も登場！スマホでもガラケーでも登録可能です。

主な防災情報ツール▼▼▼

防災に関する総合的な情報、市の取り組み、防災関連リンク集などを掲載しています。
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1013056/index.html

市内 16か所で雨量観測を行い、10分、1時間、連続雨量ごとに
地点別で確認が可能です。
http://www03.city.takarazuka.hyogo.jp/

App Store またはGoogle Play で
「ひょうご防災」で検索してください。
App Store またはGoogle Play で

「ひょうご防災」で検索してください。

●アプリ版登録方法
QRコードを読み取ってダウンロードするか、QRコードを読み取ってダウンロードするか、

上記メールアドレスに空メールを送り、
上記QRコードを読み取るか

上記メールアドレスに空メールを送り、
手順に沿って登録できます。

上記メールアドレスに空メールを送り、

●メルマガ登録方法
「takarazuka@bosai.net」

宝塚市安心メール（ひょうご防災ネット）

宝塚市雨量情報

上記メールアドレスに空メールを送り、上記メールアドレスに空メールを送り、

ID:1013056

Android ios

防災ＳＮＳ

宝塚市防災・交通安全
　　　　　　　Facebook　
防災啓発、安全の取り組みを
配信しています。
防災啓発、安全の取り組みを
配信しています。
防災啓発、安全の取り組みを
配信しています。

宝
　　　　　　　Facebook　
宝塚市防災・交通安全
　　　　　　　Facebook　

自ら調べよう！防災情報のチェック
防災マップでご自宅の災害リスクを確認し、自分や家族の避難について考えてみよう。

※時間帯や場所などを変えて、たくさんカードを作成してみよう！

氏名
家族　

いつ

（ 避 難 行 動 ）

どこに

どのように

自宅の浸水想定　 土砂災害警戒区域内かどうか
区域内or 区域外m　　～　　　　m

何を持って
●食料品、飲み物 ●生活用品

1～2日分を
持参する

災害前に「マイ避難カード」の作成を

急傾斜地の崩壊

土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）

土砂災害防止法に基づき、がけ地の崩壊や土石流が発生した場合に住民に危害が生じる恐れのある区域
として兵庫県が指定し、危険度に応じて土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に分けられています。

土砂災害が発生した場合、住民等の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる土地の区
域で、警戒避難体制を特に強化すべき土地の区域です。過去の土砂災害による土砂の到達範囲などを
勘案して設定された下記基準に基づき指定されます。

イ　傾斜度が 30度以上で
　　高さが 5m以上の区域
ロ　急傾斜地の上端から
　　水平距離が 10m以内の区域
ハ　急傾斜地の下端から
　　急傾斜地の高さの 2倍
　　（50mを超える場合は 50m）
　　以内の区域

土石流発生の恐れのある渓流
において、扇頂部から下流で
勾配が 2度以上の区域

土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）
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または身体に著しい危害が生ずる恐れ
があると認められる区域で、特定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地
の区域です。

◆土石流

◆急傾斜地の崩壊

土砂災害（特別）警戒区域とは

土石流

特別
警戒
区域

特別
警戒
区域

警戒
区域

急傾斜地の下端

急
傾
斜
地
の
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さ
ｈ

2h 以内（ただし 50mを
超える場合は 50m）

兵庫県「地域別土砂災害危険度」のページでリアルタイムの
土砂災害危険度情報を確認することができます⇒

二版：令和3年（2021年）1月
初版：令和2年（2020年）8月

▶

何を持って ●食料品、飲み物 ●生活用品

1～2日分を
持参する

缶詰、ラーメン、栄養保存食、
チョコレート、ドライフルーツ、
水、お茶、ジュース、ミルク

懐中電灯、防寒着、靴、着替え、タオル、
寝袋、充電器、毛布、オムツ
常備薬、お薬手帳、マスク
消毒液、体温計、スリッパ

氏名
家族　

宝塚 一郎
宝塚 花子
宝塚 太郎

いつ

（ 避 難 行 動 ）

どこに

どのように

自宅の浸水想定　 土砂災害警戒区域内かどうか 区域内or 区域外m　　～　　　　m3 　5 作
成
ポ
イ
ン
ト

記入例

・避難準備を開始するとき（台風情報を確認したとき、台風が接近したら など）
・避難開始（避難情報が発令されたとき、恐怖を感じたとき）

・近隣の避難所　・親戚、知人宅
・ホテル　・自宅

・移動手段　・避難経路　・避難場所までの移動時間
・家族の安全確認　・地域での連携
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急傾斜地の崩壊

2h 以内（ただし 50mを
超える場合は 50m）

急傾斜地の上端
急傾斜地の上端
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マップで、自宅や親戚宅、よく行くスーパーや
病院などがハザード（危険区域）かどうかチェック

❼、❽面でハザードについて知ろう

防災情報の調べ方を❺、❻面でチェック

❾、 、 、 面で避難について考えよう

❷面「マイ避難カード」を自分で作ってみよう

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

❼ ❽

地域で助け合う　－災害時要援護者支援制度－
過去の大きな災害では、自助や共助により助かった方が大半を占めました。
災害の被害を減らすには、一人ひとりの備え「自助」、地域でのささえあい「共助」が必要です。

災害時は誰もが被災し、支援が必要になる可能性があります
が、これまでの災害で多く犠牲となってきた「災害時要援護
者」は、特に支援を必要としています。普段から地域でお互
いに顔なじみになっておき、支援が必要な人がどこにいてど
のような支援が必要かを知っていれば、「みんなでたすかる
たすけあう」災害に強い地域になります。助け合いが行われ、
多くの人の命やくらしが守られる地域づくりを推進するた
め、市では「災害時要援護者支援事業」に取り組んでいます。
この事業は、対象者のうち避難支援組織 ( 市と協定を結んだ
地域団体 ) への個人情報提供に同意された方の情報を市が各
避難支援組織へ提供し、その情報が地域で活用され災害に備
えるものです。要援護者の避難支援組織、要援護者の支援者
となる登録にご協力ください。

身体障害者手帳 1・2級 所持　/　療育手帳 所持　/　精神障害者保健福祉手帳 1級 所持
要介護認定区分 要介護 3・4・5 認定　/　生命維持に必要な医療的ケアを受けている人

自分自身や家族などの安全を確保したうえで、無理はせず、できる範囲で要援護者や
困っている人の支援をお願いします。

大雨が降る前に声を掛けて一緒に避難する / 避難の手助けをする
地震があったら様子を見に行く / 正しい情報を伝える

問合せ先：宝塚市地域福祉課　☎ 0797-77-0653
宝塚市災害時要援護者支援制度のページ

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kenkofukushi/chiikifukushi/1013173/index.html 

■宝塚市の災害時要援護者支援制度対象者

■災害時

■例えばこんな支援

宝塚市緊急情報Twitter

緊急情報を配信。配信内容は
市ホームページにも表示されます。
　　　　@takarazukabosai

が、これまでの災害で多く犠牲となってきた「災害時要援護
者」は、特に支援を必要としています。普段から地域でお互
いに顔なじみになっておき、支援が必要な人がどこにいてど
のような支援が必要かを知っていれば、「みんなでたすかる
たすけあう」災害に強い地域になります。助け合いが行われ、
多くの人の命やくらしが守られる地域づくりを推進するた
め、市では「災害時要援護者支援事業」に取り組んでいます。
この事業は、対象者のうち避難支援組織 ( 市と協定を結んだ
地域団体 ) への個人情報提供に同意された方の情報を市が各
避難支援組織へ提供し、その情報が地域で活用され災害に備


