
令和４年11月13日（日） 五常校区



どんな内容か
わからない

どのように見
たらいいの？

前の防災マップと
何が変わったの？



新版 防災ガイド 大きく変更になった点

穂谷川・天野川・船橋川 降雨想定

※ 雨の量が圧倒的に増える



新版 防災ガイド 大きく変更になった点

穂谷川・天野川・船橋川 浸水想定

※ 浸水面積が広がる、適切な避難行動が変わってくる



日頃からの備え

共通編P2～15

P16～27

P28～32

P33～39

P40～118

P119～120

防災ガイド CONTENTS



１．風水害（台風）時に取るべき避難行動を確認しよう

２．災害情報の収集方法を知っておこう

３．事前に風水害（台風）時の行動を決めておこう

４．想定震度・活断層の位置を確認しておく

５．地震発生時の行動（慌てず行動しよう）



６．備蓄品（ローリングストック）

７．在宅避難のすすめ

８．市公式LINEのご案内

９．自動音声配信電話事業について

日頃からの備え

１０．開設対象となる避難所を確認しよう

１１．自治会館の避難所利用のご案内

共通編



１２．ハザードマップの見方を知ろう

１３．災害リスクを確認しよう

１４．避難ルートを決めておこう

１５．防災タイムライン



１．風水害（台風）時に取るべき避難行動を確認しよう

２．災害情報の収集方法を知っておこう

３．事前に風水害（台風）時の行動を決めておこう



１．風水害（台風）時に取るべき避難行動を確認しよう

P12

警戒レベル３
高齢者等避難開始

警戒レベル４
避難指示



１．風水害（台風）時に取るべき避難行動を確認しよう

P13



浸水時の避難行動

○避難の際に気を付けること

・正確な情報収集と早めの避難

・動きやすい恰好（長靴より運動靴、手が自由になるようリュック）

・氾濫した水は勢いが強い（上の階に逃げること（垂直避難）も選択肢の
一つ）

・氾濫した水は濁っている（マンホールや溝にはまらないよう棒で足元を
確認）

浸水深と建物被害 浸水深と避難行動

浸水深30cmなら
車外に避難！

浸水深以上の高さ、
上の階に逃げることも選

択肢の一つ



在宅避難

〇お住まいが災害リスクのある場所や、地震によってご自宅に
住めない状況になった方は、安全が確保できる親戚や知人宅
なども避難先の選択肢として検討してみましょう。

〇日頃から、避難先の親戚等と連絡を取り合っておくことも大
切です。

ホテル

親戚・知人避難所車中泊

自宅

１．風水害（台風）時に取るべき避難行動を確認しよう



２．災害情報の収集方法を知っておこう

P7～9



３．事前に風水害（台風）時の行動を決めておこう

P120～

高齢者等避難開始 避難指示



３．事前に風水害（台風）時の行動を決めておこう

記入例

必要時間60分

避難準備開始
・家族の●●に
連絡

・持出品の確認
・(ご近所の)
●●さん声
掛け

必要時間40分

避難開始
・リスクの低い
ルートで避難

・避難完了
・家族の●●に
避難したこと
を連絡

必要時間60分

情報収集
・テレビ、ラジオ
で気象情報確認
・市HP、LINEで
情報収集
・防災ガイドで避
難ルートの確認

高齢者等避難開始 避難指示

「避難スイッチ」の設定を！
避難スイッチ・・・いつ避難行動するかを決めるスイッチのこと



４．想定震度・活断層の位置を確認しておく

５．地震発生時の行動（慌てず行動しよう）



４．想定震度・活断層の位置を確認しておく

南海トラフ巨大地震の発生確率

は、今後３０年間で最大７０～

８０％と予測されています。

P１８



４．想定震度・活断層の位置を確認しておく

生駒断層帯地震の発生確率は、

今後３０年間で最大０．２％と

予測されています。

P１９



５．地震発生時の行動（慌てず行動しよう）

大地震が発生した

とき、まずはあな

たの命を守る行動

をとってください。

いつ、どんな場所

にいても、できる

だけ安全な場所に

身を置いて、冷静

に行動しましょう。

P２６



５．地震発生時の行動（慌てず行動しよう）

揺れが収まっても、油断
せず、行動することを心
がけましょう。

火災などの二次災害に注
意し、火の始末を徹底す
ることが必要です。

P２７



６．備蓄品（ローリングストック）

７．在宅避難のすすめ

８．市公式LINEのご案内

９．自動音声配信電話事業について

日頃からの備え



６．備蓄品（ローリングストック）

P２８



６．備蓄品（ローリングストック）

P２８



７．在宅避難のすすめ

P３２



７．在宅避難のすすめ

P３２



８．市公式LINEのご案内

枚方市 公式LINE 登録方法

防災情報
お知らせ

気象情報
警報情報

交通機関
ハザード
マップ

避難情報や市から
のお知らせなどを
表示します。

最新の気象情報や
警報情報を表示し
ます。

ハザードマップで
浸水想定区域図を
表示します。

交通機関やライフ
ラインの情報を表
示します。

枚方市内の防災情報が
プッシュ通知で届きます

風水害・土砂災害を知る

地震災害について知る

避難行動について知る



８．市公式LINEのご案内

◇ハザードマップを確認できます（防災ガイド）

◇災害時に避難所の開設状況を調べる



８．市公式LINEのご案内

◇枚方市の避難情報や気象情報をLINEで受信できます



９．自動音声配信電話事業について



１０．開設対象となる避難所を確認しよう

１１．自治会館の避難所利用のご案内

共通編



１０．開設対象となる避難所を確認しよう

P36

チェックする項目

①どの避難所がどの災害リスクの高まりによって、開設されるか確認

②※印がついている避難所は浸水想定区域内に位置する避難所
（浸水してしまう可能性が高い。※可能な限り印以外の避難所へ避難を）

マンションに
お住いの方は在宅避難を



よく頂くご質問：警報発令から避難所開設までの流れ

○気象庁等が大雨警報・洪水警報を発令すれば、枚方市は原則、避難情報を
発令するか検討。避難情報を発令後、避難所を開設する。

気象庁が
警報を発表

枚方市が
避難情報発表

枚方市が
避難所開設

災害情報には、「注意
報」や「警報」などが
ある。大雨・洪水の警
報が出れば、枚方市は
原則、避難情報を発令
するか検討する。

避難情報の発令基準
・枚方市の各河川の水
位・市内の漏水・浸食
等の被害状況
・淀川の洪水の危険度
・夜間早朝時の台風の
接近具合 など

避難情報を発令する
と、河川氾濫や土砂
災害の危険のある地
域を中心に避難所を

開設。

避難情報は３つ！
警戒レベル５ 緊急安全確保
警戒レベル４ 避難指示
警戒レベル３ 高齢者等避難



１１．自治会館の避難所利用のご案内



１１．自治会館の避難所利用のご案内



１２．ハザードマップの見方を知ろう

１３．災害リスクを確認しよう

１４．避難ルートを決めておこう



１２．ハザードマップの見方を知ろう

P41



１２．ハザードマップの見方を知ろう

P43



１２．ハザードマップの見方を知ろう

P43

共通の凡例



１３．災害リスクを確認しよう

P44

索引図から該当ページを

確認する

五常小学校は⑮



１３．災害リスクを確認しよう

P44 五常小学校は⑮



チェックする項目

①浸水深（3m以上）

②家屋倒壊エリア

③土砂災害警戒区域

①～③に該当するなら

立退き避難を

P93



チェックする項目

①浸水深（3m以上）

②家屋倒壊エリア

③土砂災害警戒区域

①～③に該当するなら

立退き避難を

P94



チェックする項目

①浸水深（3m以上）

②家屋倒壊エリア

③土砂災害警戒区域

①～③に該当するなら

立退き避難を

P95



チェックする項目

①浸水深（3m以上）

②家屋倒壊エリア

③土砂災害警戒区域

①～③に該当するなら

立退き避難を

P96



〇災害リスクの確認は、枚方市が配付している「枚方市防災ガ
イド」のほか、本市ホームページからも確認可能です。
〇本市ホームページでは、「防災ガイド」または「きてみてひ
らかたマップ」を確認してください。

★防災マップのデータ版を掲載
★きてみてひらかたマップでは
住所検索から、土砂災害警戒
区域などの災害リスクを確認
することができます。

【本市ホームページ】 【きてみてひらかたマップ】

１３．災害リスクを確認しよう



チェックする項目

①土砂災害警戒区域を避

けた避難ルートを探す

②できれば浸水が想定さ
れている区域や近くに水
路があるようなルートは
避ける



チェックする項目

①土砂災害警戒区域を避

けた避難ルートを探す

②できれば浸水が想定さ
れている区域や近くに水
路があるようなルートは
避ける



その他 令和３年５月から 避難勧告が廃止に



その他 令和３年５月から 避難勧告が廃止に



ご清聴ありがとうございました。


