
高 野 町
Koya  TownKoya  Town

新谷池ハザードマップ新谷池ハザードマップ新谷池ハザードマップ
このマップは、大雨や地震によりため池が一瞬にして決壊したと仮定したときのシミュレーションこのマップは、大雨や地震によりため池が一瞬にして決壊したと仮定したときのシミュレーション

結果における浸水深と到達時間を示したものです。結果における浸水深と到達時間を示したものです。

万が一の場合の備えとして地域の方々の安全な避難行動に役立てていただくことを目的に作成した万が一の場合の備えとして地域の方々の安全な避難行動に役立てていただくことを目的に作成した

ものです。ものです。

浸　水　深浸　水　深

２階の軒下までつかる程度２階の軒下までつかる程度５．０５．０ｍ▼ｍ▼

１階の軒下までつかる程度１階の軒下までつかる程度２．０２．０ｍ▼ｍ▼

大人の腰までつかる程度大人の腰までつかる程度１．０１．０ｍ▼ｍ▼

大人の膝までつかる程度大人の膝までつかる程度０．５０．５ｍ▼ｍ▼

５．０ｍ以上５．０ｍ以上

２．０ｍ～５．０ｍ未満２．０ｍ～５．０ｍ未満

１．０ｍ～２．０ｍ未満１．０ｍ～２．０ｍ未満

０．５ｍ～１．０ｍ未満０．５ｍ～１．０ｍ未満

０．５ｍ未満０．５ｍ未満

【新谷池　諸元】

総貯水量      200 ｍ
3

杯分]    1[２５ｍプール約

（※プールは600 ｔ で換算）

堤高 2.9 ｍ

新谷池新谷池新谷池新谷池新谷池

3分後3分後3分後3分後

5分後5分後5分後5分後

10分後10分後10分後10分後

県道732号
県道732号
県道732号

東富貴へき地集会所東富貴へき地集会所東富貴へき地集会所東富貴へき地集会所東富貴へき地集会所

富貴高齢者生活福祉センター富貴高齢者生活福祉センター富貴高齢者生活福祉センター富貴高齢者生活福祉センター富貴高齢者生活福祉センター

消防機動庫消防機動庫消防機動庫

富貴診療所富貴診療所富貴診療所

東富貴東富貴東富貴

最大流速 0.3m/s最大流速 0.3m/s最大流速 0.3m/s最大流速 0.3m/s最大流速 0.3m/s

最大流速 1.0m/s最大流速 1.0m/s最大流速 1.0m/s最大流速 1.0m/s最大流速 1.0m/s

富貴児童館富貴児童館富貴児童館富貴児童館富貴児童館
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富貴駐在所富貴駐在所富貴駐在所

東富貴多目的集会所東富貴多目的集会所東富貴多目的集会所東富貴多目的集会所東富貴多目的集会所

最大流速 0.1m/s最大流速 0.1m/s最大流速 0.1m/s最大流速 0.1m/s最大流速 0.1m/s

東富貴東富貴東富貴

西富貴西富貴西富貴
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東富貴東富貴東富貴

東富貴東富貴東富貴

富貴支所富貴支所富貴支所

福祉避難所福祉避難所

一時避難場所一時避難場所

対象ため池対象ため池

凡　　　例凡　　　例

交番・駐在所交番・駐在所

消防署・消防施設消防署・消防施設

732732 県　　　道県　　　道

指定緊急避難場所指定緊急避難場所

病院・診療所病院・診療所



高 野 町
Koya  TownKoya  Town

新谷池ハザードマップ新谷池ハザードマップ新谷池ハザードマップ
ため池決壊の原理ため池決壊の原理

状況に応じた避難をしましょう！状況に応じた避難をしましょう！

防災メモ
防災メモ

避難情報などが発表されていなくても、雨の状況な
どから判断し、自主的に避難しましょう。

状況により、すばやく避難しましょう

高齢者や子どもは、事前に住所、氏名、連絡先などを
記載したメモを用意し、身につけて避難しましょう。

防災メモを持とう

車は、約30cmの浸水で走行困難になります。車での
避難は避けましょう。

車での避難は控えて

非常持ち出し品はリュックサックにまとめ、両手が自
由に使えるようにしましょう。

持ち出し品は最小限に

外出中の家族には、「どこどこへ避難する」といった
ようなメモを残しておくと良いでしょう。

家族には連絡メモを残そう

単独での行動は避け、近所の人たちと集団で決めら
れた場所へ避難しましょう。

集団で助け合おう

避難所への経路は、川べりや地下歩道などは避け、
できるだけ安全な広い道を選びましょう。

安全なルートで避難

避難所に着いたら、係の人の指示に従い、住所・氏
名を報告しましょう。

避難所では指示に従いましょう

●ため池の決壊は、大雨や地震が原因で起こることを想定しているものの、瞬時に決壊することは考えにくいものです。しかしながら、
大雨が降り続くときや強い地震が発生したときは、想定にとらわれず早めの避難を心掛けるなど最善をつくしましょう。
●万一、逃げ遅れた場合は、自宅の２階や頑丈な建物の上層階へ避難することも有効な手段です。特に、大雨により道路と水路の境界
が不明瞭な場合などでは、避難行動そのものが危険な場合もあるので注意が必要です。
●避難に際しては、必ずしも指定緊急避難場所だけでなく、安全であると思われる親族や知人宅などでもかまいません。
●災害の状況によっては、地図に表示されている範囲以外においても被害が発生する可能性があります。また、他の災害（洪水等）が同
時に発生することも考えられるため、各種ハザードマップなどを併せてご確認下さい。

災害時の連絡方法・情報収集災害時の連絡方法・情報収集

◆NTT 災害用伝言ダイヤル

　NTT 災害用伝言ダイヤル（171）は、「声の
伝言板」（安否情報）の役割をする電話サービ
スです。被災地内とその他の地域の人々との間
で、伝言の録音・再生をすることができます。

「１７１」をダイヤルし、ガイダンスに従って伝言の録音・再生をしてください。

伝言の
録音
伝言の
再生

１ １７ １

１ １７ ２

被災地の人の電話番号
（市外局番から）

被災地の人の電話番号
（市外局番から）

録音

再生

飲料水（500mlペットボトル程度）
乾パン・クラッカー・缶詰など、
火を通さないでも
食べられる物

●食品・水

救急医薬品（絆創膏・傷薬・包帯）
病人やお年寄りの常備薬

●救急・安全対策

現金
預貯金通帳、印鑑

●貴重品

ヘルメット（防災ずきん） 権利証書
免許証
健康保険証

クレジットカード類

筆記用具 懐中電灯
ろうそく、ライター 携帯ラジオ
ナイフ、缶切り 電池
ティッシュペーパー
ビニール袋

衣類（下着・上着）
タオル
毛布
手袋、軍手

洗面用具（歯ブラシ・石けん）
ほ乳びん
紙おむつ
メガネ

●日用品 ●衣類など ●その他

避難場所
公
園 ★★商店

●⾃宅

避難経路図 （書き込み例）（書き込み例）

実際に歩いてみて、安全で避難しやす実際に歩いてみて、安全で避難しやす
い経路を探し、あなたの経路図を地図い経路を探し、あなたの経路図を地図
に書き込んでみましょう。に書き込んでみましょう。

緊急連絡先
連絡先連絡先 電話番号電話番号

高野町役場高野町役場

高野町役場 富貴支所高野町役場 富貴支所

高野町消防本部高野町消防本部

橋本警察署橋本警察署

橋本警察署 高野幹部交番橋本警察署 高野幹部交番

07360736-5656-01190119

0736736-3333-01100110

0736736-5656-24362436

我が家の避難場所

家族の集合場所

緊急時の連絡先

防災メモ

非常時の持ち出し品チェックリスト非常時の持ち出し品チェックリスト

[ お問い合わせ先 ][ お問い合わせ先 ]
    〒648-0281　和歌山県伊都郡高野町高野山357　高野町役場観光振興課 産業・振興係〒648-0281　和歌山県伊都郡高野町高野山357　高野町役場観光振興課 産業・振興係
　 TEL  0736-56-2780 　 FAX  0736-56-2770 　 E-mail  koyamachi@town.koya.wakayama.jp  　 TEL  0736-56-2780 　 FAX  0736-56-2770 　 E-mail  koyamachi@town.koya.wakayama.jp  

　新谷池ハザードマップは、万が一の地震や大雨によって新谷池が決壊するおそれのある場合の備えとして、自分や家族

の命を守るために役立つ情報を提供するものです。また、  住民のみなさんがマップを通じて、想定される災害を事前にし

り、自らの避難を考え、地域の防災力向上に取り組まれることを目的としています。

○○小学校へ

避難しています
1 2 3

654

7 8 9

* 0 #

カンパン

池

度）

カンパンンパン

07360736-5353-23012301

07360736-5656-30003000

大雨や地震により

漏水
越水

亀裂
液状化

ため池の水位が急上昇することで、堤防に

水が浸透し漏水が発生したり、越流した水

の勢いで堤防が削られたりして決壊が発生

大
雨

揺れにより堤防に亀裂が生じ、そこから漏

水が発生したり、地盤の液状化により堤防

が大きく変形したりすることで決壊が発生

地
震
地
震

決壊

●こんなとき、 ため池が危ない !!●こんなとき、 ため池が危ない !!

底樋の折れ空洞化＝水みち

崩壊

漏水

パイピング
（水みち）

ひび割れ
陥　　没沈下

浸食

堤防の抵抗力

正常時の堤防内水位

堤防内水位
が上昇

水の力

大雨時

●急激な水位上昇により、流水が提体を越えようとする場合

●漏水が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合

●堤体が陥没し、漏水が生じた場合

地震時（震度４以上）

●堤体の陥没やひび割れが発生し、急激な漏水量の増加や漏水に濁りが

　生じた場合

高野町役場 観光振興課高野町役場 観光振興課 07360736-5656-27802780

橋本警察署 富貴警察官駐在所橋本警察署 富貴警察官駐在所 0736736-5353-20122012


