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「測量法に基づく国土地理院長承認 （使用） R 2JHs 595」

洪水・土砂ハザードマップ洪水・土砂ハザードマップ
坂井市坂井市 丸岡地区丸岡地区

概ね30～ 150年に1回程度起こる大雨概ね30～ 150年に1回程度起こる大雨計画
規模降雨
計画
規模降雨

水防法に定められている、「堤防や護岸などを設計する際の基
準となる降雨」の時に想定される浸水深が示されています。

地区地区

高椋東部高椋東部

城のまち城のまち

長畝長畝

竹田竹田

丸岡地区の避難所・避難場所一覧
施　設　名施　設　名 所　在　地所　在　地 電話番号電話番号 洪水洪水 土砂土砂

○○

○○

○○

○○

施　設　名施　設　名 所　在　地所　在　地 電話番号電話番号 洪水洪水 土砂土砂

××

○○

○○

○○

丸岡運動公園丸岡運動公園 丸岡町内田 16-1丸岡町内田 16-1

日東シンコースタジアム丸岡 ※日東シンコースタジアム丸岡 ※ 丸岡町長崎 6-69丸岡町長崎 6-69

霞ケ城公園霞ケ城公園 丸岡町霞町 1-59丸岡町霞町 1-59

明章小学校明章小学校

長畝小学校　　長畝小学校　　

丸岡町油為頭 14-5丸岡町油為頭 14-5

丸岡町松川 2-131丸岡町松川 2-131

丸岡南中学校丸岡南中学校

磯部小学校　　磯部小学校　　

丸岡町高瀬 15-2丸岡町高瀬 15-2

丸岡町上安田 7-24丸岡町上安田 7-24

鳴鹿小学校鳴鹿小学校 丸岡町楽間 4-40丸岡町楽間 4-40

丸岡中学校丸岡中学校 丸岡町寅国 5-15丸岡町寅国 5-15

高椋小学校高椋小学校 丸岡町寅国 2-13丸岡町寅国 2-13

平章小学校平章小学校 丸岡町霞町 2-41丸岡町霞町 2-41

高椋東部コミュニティセンター高椋東部コミュニティセンター

霞幼保園霞幼保園

今市児童館今市児童館

のうねの郷コミュニティセンターのうねの郷コミュニティセンター

丸岡町板倉 45-47丸岡町板倉 45-47

66-275666-2756

66-745266-7452

丸岡町今市 16-11丸岡町今市 16-11

丸岡町霞町 3-10-1丸岡町霞町 3-10-1

丸岡町八ケ郷 24-9丸岡町八ケ郷 24-9

県立丸岡高等学校城東分校県立丸岡高等学校城東分校

県立丸岡高等学校県立丸岡高等学校

丸岡総合福祉保健センター丸岡総合福祉保健センター 丸岡町八ケ郷 21-7-1丸岡町八ケ郷 21-7-1

丸岡町篠岡 23-11-1丸岡町篠岡 23-11-1

丸岡町内田 13-6丸岡町内田 13-6

丸岡今福体育館丸岡今福体育館

今福保育園今福保育園

丸岡武道館丸岡武道館

丸岡町今福 13-7丸岡町今福 13-7

丸岡町今福 13-27丸岡町今福 13-27

丸岡町今福 13-29丸岡町今福 13-29

西瓜屋児童館西瓜屋児童館

日東シンコースタジアム丸岡合宿所日東シンコースタジアム丸岡合宿所

高椋コミュニティセンター高椋コミュニティセンター

丸岡町長崎 6-69丸岡町長崎 6-69

丸岡町西瓜屋 9-10-1丸岡町西瓜屋 9-10-1

丸岡町西里丸岡 12-21-1丸岡町西里丸岡 12-21-1

丸岡体育館丸岡体育館

丸岡城のまちコミュニティセンター丸岡城のまちコミュニティセンター

丸岡町霞町 3-1-2丸岡町霞町 3-1-2

丸岡町霞町 1-13-1丸岡町霞町 1-13-1

のうねの郷第二コミュニティセンターのうねの郷第二コミュニティセンター 丸岡町坪江 11-36丸岡町坪江 11-36

坪江地区児童館坪江地区児童館

城北児童館城北児童館 丸岡町城北 6-6丸岡町城北 6-6

丸岡町乗兼 14-21丸岡町乗兼 14-21

鳴鹿コミュニティセンター鳴鹿コミュニティセンター 丸岡町上金屋 5-10-12丸岡町上金屋 5-10-12

鳴鹿第二コミュニティセンター鳴鹿第二コミュニティセンター 丸岡町新鳴鹿 1-159丸岡町新鳴鹿 1-159

鳴鹿幼保園鳴鹿幼保園 丸岡町上金屋 5-15丸岡町上金屋 5-15

霞ケ城ふれあい広場霞ケ城ふれあい広場 丸岡町霞町 3丸岡町霞町 3

磯部コミュニティセンター磯部コミュニティセンター 丸岡町下安田 19-15丸岡町下安田 19-15

安田幼保園安田幼保園 丸岡町下安田 19-9丸岡町下安田 19-9

福井県総合グリーンセンター

（緑の相談所）

福井県総合グリーンセンター

（緑の相談所）
丸岡町楽間 15丸岡町楽間 15

高椋西部コミュニティセンター高椋西部コミュニティセンター

新九頭竜児童館新九頭竜児童館

丸岡町舟寄 77-15-2丸岡町舟寄 77-15-2

丸岡町新九頭竜 2-147丸岡町新九頭竜 2-147

坂井市竹田農山村交流センター

「ちくちくぼんぼん」

坂井市竹田農山村交流センター

「ちくちくぼんぼん」
丸岡町山口 60-8丸岡町山口 60-8

竹田コミュニティセンター竹田コミュニティセンター 丸岡町山竹田 119-3丸岡町山竹田 119-3

67-343467-3434

66-032266-0322

66-892066-8920

66-442266-4422

66-890466-8904

66-084866-0848

66-744666-7446

68-506068-5060

66-016066-0160

66-032466-0324

66-005966-0059

66-127666-1276

66-049366-0493

66-448366-4483

66-049366-0493

50-239350-2393

67-254367-2543

高椋幼保園高椋幼保園 丸岡町寅国 2-13丸岡町寅国 2-13

67-772267-7722

66-207966-2079

66-131366-1313

66-026566-0265

66-119666-1196

66-450066-4500

66-450066-4500

67-404067-4040

66-595466-5954

68-084368-0843

66-109466-1094

66-275766-2757

66-743066-7430

66-019666-0196

67-000267-0002

66-004766-0047

66-389066-3890

67-463367-4633

○2 階に避難○2 階に避難

○2 階に避難○2 階に避難

○○

○○

○○ ○○

○○

○高台に避難○高台に避難 ○○

×× ○○

○○ ○2 階に避難○2 階に避難

ーー

ーー

ーー

68-039068-0390

階数階数

３３

２２

ーー

１１

３３

２２

１１

３３

２２

３３

２２

１１

３３

２２

２２

ーー

ーー

３３

３３

２２

※　避難所に含まれた避難場所名※　避難所に含まれた避難場所名

○○ ◎◎

○2 階に避難○2 階に避難 ○○

○○ ○○

○2 階に避難○2 階に避難 ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○2 階に避難○2 階に避難 ○○

○2 階に避難○2 階に避難 ○○

○○ ○○

○2 階に避難○2 階に避難 ○○

○○ ○○

○2 階に避難○2 階に避難 ○○

○○ ○○

○○ ○○

○2 階に避難○2 階に避難 ◎◎

○○ ○○

○2 階に避難○2 階に避難 ○○

○○ ○○

○2 階に避難○2 階に避難 ○○

○○ ◎◎

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○2 階に避難○2 階に避難 ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ◎◎

○○

○○

○○

○○

○○

階数階数

３３

２２

３３

３３

３３

ーー

１１

２２

１１

２２

２２

４４

１１

２２

１１

２２

２２

１１

２２

１１

１１

地区地区

鳴鹿鳴鹿

磯部磯部

高椋高椋

使用できない避難所使用できない避難所
２階以上が
使用可能な避難所
２階以上が
使用可能な避難所⇒ ⇒使用可能な避難所使用可能な避難所⇒

○ … 使用可能　　× … 使用不可能　　◎ … 土砂災害の危険性が高まったときに最初に開設される避難所○ … 使用可能　　× … 使用不可能　　◎ … 土砂災害の危険性が高まったときに最初に開設される避難所

霞交番霞交番

施　設　名施　設　名 所　在　地所　在　地 電話番号電話番号種　　別種　　別

警  察  機  関 警  察  機  関 

公共施設

磯部駐在所磯部駐在所

嶺北丸岡消防署嶺北丸岡消防署

中瀬整形外科医院中瀬整形外科医院

防　災　機　関防　災　機　関

医　療　機　関医　療　機　関 丸岡町里丸岡 1-40丸岡町里丸岡 1-40

藤田神経内科病院藤田神経内科病院 丸岡町羽崎 31-12-1丸岡町羽崎 31-12-1

坂井市役所　丸岡支所坂井市役所　丸岡支所

坂井警察署坂井警察署

地方公共団体地方公共団体

鳴鹿駐在所鳴鹿駐在所

東外科医院東外科医院 丸岡町霞町 1-50丸岡町霞町 1-50

丸岡町霞町 3-53丸岡町霞町 3-53

丸岡町安田新 20-50-1丸岡町安田新 20-50-1

丸岡町愛宕 1-1丸岡町愛宕 1-1

丸岡町寄永 3-21-1丸岡町寄永 3-21-1

丸岡町西里丸岡 12-21-1丸岡町西里丸岡 12-21-1

丸岡町笹和田 2-9-1丸岡町笹和田 2-9-1

68-080068-0800

66-011066-0110

66-011066-0110

66-259366-2593

66-264866-2648

66-011966-0119

67-112067-1120

67-377767-3777

66-222866-2228

水位観測所

国土交通省管理ライブカメラ

通常水位計と危機管理型水位計の両方を表記

福井県 河川・砂防総合情報　河川カメラ画像川の水位情報右表のＱＲ

コードから

画像を確認

できます。

県管理
ライブカメラ

凡例

早期の立退き避難が必要な区域

浸水深が３ｍを越える区域

土砂災害特別警戒区域

過去の浸水範囲

急傾斜地の崩壊

土石流

地すべり

地図の記号

避難所

福祉避難所

指定避難所

自主避難所

アンダーパス

警察署

医療機関

消防署

橋

交番・駐在所

市役所指定緊急避難場所

避難場所

小・中学校等

コミュニティ
　　センター等

保育園・体育館等

保健センター等

小・中学校等

公園・グラウンド等

施設の例

浸水想定区域

（イメージ図）

１０.０ｍ以上

５.０～１０.０ｍ未満

３.０～５.０ｍ未満

０.５～３.０ｍ未満

０.５ｍ未満

土
砂
災
害
警
戒
区
域

避難可能な道路

浸水深が 0.5ｍまで達し、
通行が困難な道路

主要な道路の浸水状況

浸水が 0.5ｍ以上または
家屋倒壊等氾濫想定区域
や土砂災害等で通行不能
になる可能性のある道路

２階以上が
使用可能な
避難所

使用可能な
避難所

使用できない
避難所⇒ ⇒⇒

福井市

あわら市

永平寺町

※歩行者専用※歩行者専用

※歩行者

　 ・ 自転車専用

※歩行者

　 ・ 自転車専用

※歩行者

　 ・ 自転車専用

※歩行者

　 ・ 自転車専用

※歩行者

　 ・ 自転車専用

※歩行者

　 ・ 自転車専用

北　

陸　

新　

幹　

線

北　

陸　

新　

幹　

線

北
陸
自
動
車
道

北
陸
自
動
車
道

北　

陸　

本　

線

北　

陸　

本　

線

竹　田　川竹　田　川

権　世　川権　世　川

五　味　川
五　味　川

田
　島

　川

田
　島

　川

兵　庫　川兵　庫　川

九　頭　竜　川
九　頭　竜　川

磯　部　川磯　部　川

芳　野　川
芳　野　川

高　間　川高　間　川

五　領　川
五　領　川

嶺北丸岡消防署嶺北丸岡消防署

坂井警察署坂井警察署

霞交番霞交番

磯部駐在所磯部駐在所

鳴鹿駐在所鳴鹿駐在所

中瀬整形外科医院中瀬整形外科医院

藤田神経内科病院藤田神経内科病院

東外科医院東外科医院

坂井市役所
丸岡支所
坂井市役所
丸岡支所

坪江坪江
里竹田里竹田

長屋長屋

平岩平岩

川上川上

五松橋五松橋

鳴鹿山鹿鳴鹿山鹿

松岡志比堺松岡志比堺
松岡上合月松岡上合月

松岡下合月松岡下合月

新田本町新田本町

上森田上森田

丸岡総合福祉保健センター丸岡総合福祉保健センター

安田幼保園安田幼保園

新九頭竜児童館新九頭竜児童館

丸岡武道館丸岡武道館

西瓜屋児童館西瓜屋児童館

今福保育園今福保育園

高椋コミュニティセンター高椋コミュニティセンター

城北児童館城北児童館

丸岡体育館丸岡体育館

県立丸岡高等学校県立丸岡高等学校

県立丸岡高等学校城東分校県立丸岡高等学校城東分校

福井県総合グリーンセンター （緑の相談所）福井県総合グリーンセンター （緑の相談所）

鳴鹿幼保園鳴鹿幼保園

長屋児童館長屋児童館

東十郷コミュニティセンター東十郷コミュニティセンター

県立坂井高等高校県立坂井高等高校

春江 B＆G 海洋センター春江 B＆G 海洋センター

霞幼保園霞幼保園坂井児童センター坂井児童センター

高椋幼保園高椋幼保園

坪江地区児童館坪江地区児童館

坂井こども園坂井こども園

春江東幼保園春江東幼保園

丸岡今福体育館丸岡今福体育館

日東シンコースタジアム丸岡合宿所日東シンコースタジアム丸岡合宿所

春江東保育園春江東保育園

今市児童館今市児童館 鳴鹿コミュニティセンター鳴鹿コミュニティセンター

鳴鹿第二コミュニティセンター鳴鹿第二コミュニティセンター

磯部コミュニティセンター磯部コミュニティセンター 高椋東部コミュニティセンター高椋東部コミュニティセンター

のうねの郷第二コミュニティセンターのうねの郷第二コミュニティセンター

のうねの郷
コミュニティセンター
のうねの郷
コミュニティセンター

竹田コミュニティセンター竹田コミュニティセンター

春江東
コミュニティセンター　
春江東
コミュニティセンター　

高椋西部
コミュニティセンター
高椋西部
コミュニティセンター

丸岡城のまち
コミュニティセンター
丸岡城のまち
コミュニティセンター

鳴鹿小学校鳴鹿小学校

丸岡南中学校丸岡南中学校

磯部小学校磯部小学校

高椋小学校高椋小学校

丸岡中学校丸岡中学校

明章小学校明章小学校

平章小学校平章小学校

長畝小学校長畝小学校

坂井市竹田農山村交流センター
「ちくちくぼんぼん」
坂井市竹田農山村交流センター
「ちくちくぼんぼん」

春江東小学校春江東小学校

東十郷小学校東十郷小学校

霞ヶ城公園霞ヶ城公園

春江東グラウンド春江東グラウンド

東十郷
中央公園
グラウンド

東十郷
中央公園
グラウンド

霞ケ城ふれあい広場霞ケ城ふれあい広場

丸岡運動公園丸岡運動公園

このマップで示されていない場所でも

浸水や土砂災害が発生する可能性

があります。 想定外の事態に備える

ためにも、 危険を感じた場合は、

すぐに避難しましょう。

★

九頭竜川九頭竜川

五味川五味川

竹田川※竹田川※

河川名河川名
総雨量総雨量

327 ㎜327 ㎜

180 ㎜180 ㎜

237 ㎜237 ㎜

209 ㎜209 ㎜

兵庫川兵庫川

芳野川芳野川

※竹田川は、 田島川と高間川が含まれています。※竹田川は、 田島川と高間川が含まれています。

出典 ： 国土交通省　平成 28 年 6 月 「九頭竜川水系九頭竜川、 日野川　洪水浸水想定区域図」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福井県 「洪水浸水想定区域図」、 「水害リスク図 （簡易型）」
出典 ： 国土交通省　平成 28 年 6 月 「九頭竜川水系九頭竜川、 日野川　洪水浸水想定区域図」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福井県 「洪水浸水想定区域図」、 「水害リスク図 （簡易型）」

権世川権世川

198 ㎜198 ㎜

198 ㎜198 ㎜

209 ㎜209 ㎜

五領川五領川

磯部川磯部川 180 ㎜180 ㎜

（計画規模）（計画規模）

2 日間2 日間

1 日間1 日間

1 日間1 日間

1 日間1 日間

1 日間1 日間

1 日間1 日間

1 日間1 日間

1 日間1 日間

　このマップには、右表に示す河川が決壊した

場合に想定される浸水被害（計画規模降雨）が

示されています。計画規模降雨の条件は、河

川ごとに右表のようになっています。


