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⑬小砂子地区

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf  519　　　本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

　　　　　浸水が想定されている区
域内にある　　（洪水）の記号の付い
た避難場所は、大雨や河川の水位の
状況によって、開設されない場合が
あります。また、避難後、二次避難
を行う場合がありますので、十分
注意してください。

！ 注 意

このマップは、
サマージャンボ宝くじの
収益金を活用して
作成しています
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凡　　例
避 難 場 所 マ ー ク

対応災害種別記号

指定避難所 兼 
　　　　　指定緊急避難場所

避難可能な避難場所は、災害の種類に
よって異なります。
どの災害の時はどこに避難できるのか
を、避難場所マーク内の災害種別記号
で確認しておきましょう。

指定緊急避難場所
洪水等の災害から命を守る
　ために住民が緊急的に避難
　する場所

役　場

警　察

病　院

国　道

道　道消　防

がけ崩れ
(急傾斜地崩壊)

土　石　流

洪水 土砂災害 地震

地 す べ り

土砂災害(特別)警戒区域

その他の項目

浸水深の目安

特別警戒区域
警戒区域

警戒区域

町 界 線

字 界 線

特別警戒区域
警戒区域

※指定避難所とは
災害の危険性があり避難し
　た住民等が、災害の危険性
　がなくなるまで必要な期間
　滞在し、または災害により
　自宅へ戻れなくなった住民
　等が一時的に滞在すること
　を目的とした施設

さらに土砂災害（土石流・急傾斜地・地すべり）が発生する
おそれがある箇所を示しています。自分の住んでいる周りに
危険な箇所があるか確認するとともに、この危険箇所を通
らない避難場所までの経路を選択しておきましょう。

河　川　名
石　崎　川  56mm(  １時間)

想定最大規模の降雨量

このマップは、石崎川で想定し得る最大規模の降雨による
浸水が想定される区域と、想定される水深を簡便な手法で
計算したものを表示しています。自分の住んでいる地区がど
の程度浸水するのかを確認してください。
なお、想定最大規模の降雨量は下表のとおりです。

降  雨  量  に  つ  い  て

上ノ国町洪水ハザードマップ上ノ国町洪水ハザードマップ
石崎川石崎川

小砂子へき地
保健福祉館
小砂子へき地
保健福祉館
小砂子へき地
保健福祉館

上ノ国町消防団
第９分団

上ノ国町消防団
第９分団

上ノ国町消防団
第９分団 旧小砂子小学校旧小砂子小学校旧小砂子小学校
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⑬小砂子地区

上ノ国町役場
石崎出張所
上ノ国町役場
石崎出張所
上ノ国町役場
石崎出張所

檜山石崎郵便局檜山石崎郵便局檜山石崎郵便局

上ノ国消防署石崎分遣所上ノ国消防署石崎分遣所上ノ国消防署石崎分遣所

江差警察署
石崎駐在所
江差警察署
石崎駐在所
江差警察署
石崎駐在所

町立石崎歯科診療所町立石崎歯科診療所町立石崎歯科診療所

町立石崎診療所町立石崎診療所町立石崎診療所

石崎保育所石崎保育所石崎保育所

石崎地区集会施設石崎地区集会施設石崎地区集会施設

旧早川小学校旧早川小学校旧早川小学校

町道石崎長内線町道石崎長内線町道石崎長内線

石崎住宅児童公園石崎住宅児童公園石崎住宅児童公園

比石の館跡比石の館跡比石の館跡

法香寺（墓地）法香寺（墓地）法香寺（墓地）
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⑫石崎地区

汐吹簡易郵便局汐吹簡易郵便局汐吹簡易郵便局

滝沢保育所滝沢保育所滝沢保育所

江差警察署
滝沢駐在所
江差警察署
滝沢駐在所
江差警察署
滝沢駐在所

上ノ国町消防団第６分団上ノ国町消防団第６分団上ノ国町消防団第６分団

汐吹生活館汐吹生活館汐吹生活館

滝沢小学校滝沢小学校滝沢小学校

扇石地区多目的集会施設扇石地区多目的集会施設扇石地区多目的集会施設

タンコウノ沢線（国道228号）タンコウノ沢線（国道228号）タンコウノ沢線（国道228号）

扇石地区第１避難階段（国道228号）扇石地区第１避難階段（国道228号）扇石地区第１避難階段（国道228号）

扇石地区第２避難階段（国道228号）扇石地区第２避難階段（国道228号）扇石地区第２避難階段（国道228号）

扇石地区第３避難階段（国道228号）扇石地区第３避難階段（国道228号）扇石地区第３避難階段（国道228号）

扇石地区第４避難階段（国道228号）扇石地区第４避難階段（国道228号）扇石地区第４避難階段（国道228号）

汐吹地区第２避難階段（国道228号）汐吹地区第２避難階段（国道228号）汐吹地区第２避難階段（国道228号）

汐吹地区第３避難階段（国道228号）汐吹地区第３避難階段（国道228号）汐吹地区第３避難階段（国道228号）

汐吹地区第１避難階段
（汐吹地区緑地公園）
汐吹地区第１避難階段
（汐吹地区緑地公園）
汐吹地区第１避難階段
（汐吹地区緑地公園）

愛宕神社裏（国道228号）愛宕神社裏（国道228号）愛宕神社裏（国道228号）

照光寺裏（墓地）照光寺裏（墓地）照光寺裏（墓地）

滝沢小学校裏山（国道228号）滝沢小学校裏山（国道228号）滝沢小学校裏山（国道228号）

汐吹地区緑地公園汐吹地区緑地公園汐吹地区緑地公園
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⑪扇石地区・汐吹地区
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