
平
成
筑
豊
鉄
道
伊
田
線

平
成
筑
豊
鉄
道
伊
田
線

平
成
筑
豊
鉄
道
糸
田
線

平
成
筑
豊
鉄
道
糸
田
線

保健センター保健センター

社会福祉センター社会福祉センター

児童館児童館

学童クラブ学童クラブ

町立緑ヶ丘病院町立緑ヶ丘病院

田川警察署糸田交番田川警察署糸田交番

糸田駅糸田駅

大藪駅大藪駅

松山駅松山駅

豊前大熊駅豊前大熊駅

田川市立病院駅田川市立病院駅
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川
泌
川
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元
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川
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元
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川

出ケ浦溜池出ケ浦溜池

糸田郵便局糸田郵便局

打越打越

上糸田上糸田

貴船貴船

下糸田下糸田
自由ヶ丘自由ヶ丘

真岡真岡

西部西部

中糸田中糸田

鼠ヶ池鼠ヶ池

旭ヶ丘旭ヶ丘

原原

南糸田南糸田

田川市田川市

宮川一宮川一

宮川二宮川二

宮谷宮谷

宮床団地宮床団地

宮床宮床

桃山桃山

大熊大熊

北区北区

堀川堀川

糸田町役場糸田町役場

北区二公民館北区二公民館谷川集会所谷川集会所

旭ヶ丘集会所旭ヶ丘集会所

西部公民館西部公民館

真岡生活館真岡生活館

打越公民館打越公民館
打越集会所打越集会所

鼠ヶ池地区集会所鼠ヶ池地区集会所

南糸田公民館南糸田公民館

貴船公民館貴船公民館

山ノ神集会所山ノ神集会所

自由ヶ丘公民館自由ヶ丘公民館

桃山集会所桃山集会所

大熊公民館大熊公民館

大熊集会所大熊集会所
堀川団地集会所堀川団地集会所

宮川一集会所宮川一集会所

宮川二集会所宮川二集会所

原集会所原集会所

辻畑集会所辻畑集会所

上糸田集会所上糸田集会所

中糸田公民館中糸田公民館

中糸田二集会所中糸田二集会所
下糸田公民館下糸田公民館

宮床公民館宮床公民館

宮山集会所宮山集会所

北区教育集会所北区教育集会所

原教育集会所原教育集会所

三谷地区集会所三谷地区集会所

戸石団地集会所戸石団地集会所

新町団地集会所新町団地集会所

金村団地集会所金村団地集会所

町営宮床団地集会所町営宮床団地集会所

梅木集会所梅木集会所

真岡団地集会所真岡団地集会所

神田町集会所神田町集会所

原集会所（公園）原集会所（公園）

住民センター住民センター

町民会館町民会館

隣保館隣保館

西保育所西保育所

道の駅いとだ道の駅いとだ

糸田小学校糸田小学校

町民体育館等総合文化施設（仮称）※町民体育館等総合文化施設（仮称）※

文化会館※文化会館※ 東保育所東保育所

東部避難所東部避難所

糸田中学校糸田中学校

住民センター

町民会館

糸田小学校

糸田中学校

文化会館

隣保館

東保育所

西保育所

道の駅いとだ

東部避難所

町民体育館等総合文化施設（仮称）

Residents Center

Townspeople Hall（Choumin kaikan）

Itoda Elementary School

Itoda Junior High School

Cultural Hall

Settlement House

East Nursery School

West Nursery School

Roadside Station Itoda（Michinoeki Itoda）

Eastern Evacuation Shelter

General cultural facility such as civic gymnasium
 (provisional name)

0947－26－1231

0947－26－0038

0947－26－0016

0947－26－0027

0947－26－2725
※2022年4月から解体予定。

0947－26－0331

0947－26－1318

0947－26－0523

0947－26－2115

0947－26－1231

未定

糸田町1975番地1

糸田町2023番地1

糸田町3256番地

糸田町3349番地

糸田町3765番地1

糸田町1697番地1

糸田町3738番地

糸田町1059番地

糸田町162番地4

糸田町4045番地3

糸田町3778番地1（予定）
※2022年3月31日までに完成予定。

名　称
Name

連絡先
Contact Information

所在地
Location

Designated Evacuation shelters
指定避難所

役場

町民会館

文化会館

隣保館

保健センター

糸田小学校

糸田中学校

東保育所

西保育所

学童クラブ

東部避難所

社会福祉センター　

町立緑ヶ丘病院　

0947－26－1231

0947－26－0038

0947－26－2725

0947－26－0331

0947－49－9020

0947－26－0016

0947－26－0027

0947－26－1318

0947－26－0523

0947－26－0303

0947－26－1231

0947－26－4540

0947－26－0111

Town Office

Townspeople Hall（Choumin kaikan）

Cultural Hall

Settlement House

Health Center

Itoda Elementary School

Itoda Junior High School

East Nursery School

West Nursery School

Pupils' Club

Eastern Evacuation Shelter

Social Welfare Center

Midorigaoka Hospital

AED installation facility
AED設置施設

名　称
Name

電話番号
Phone no.

5000 1000m

S=1/7,500

凡例 Legend
浸水した場合に想定される水深 （ランク別）
Estimated inundation water depth (by rank)

土砂災害の恐れがある区域
Areas at risk of landslide

0.5m未満の区域
< 0.5 zone

0.5～3.0m未満の区域
0.5 - 3.0 m zone

3.0～5.0m未満の区域
3.0 - 5.0 m zone

5.0m以上の区域
> 5.0 m zone

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）
Estimated area of building collapse 
and flood (overflood)
洪水時家屋倒壊危険ゾーン
（河岸浸食によるもの）
Hazard zone for building collapse 
during a flood (due to bank erosion)

土砂災害警戒区域・急傾斜地の崩壊

土砂災害特別警戒区域・急傾斜地の崩壊

土砂災害警戒区域・土石流

土砂災害特別警戒区域・土石流

土砂災害警戒区域等の最新状況は、福岡県砂防課
ホームページで確認できます。
http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/

AED
Automated external defibrillator

指定避難所
Designated disaster shelters

Landslide hazard area
(steep slope collapse)

Special landslide hazard area
(steep slope collapse)

Special landslide hazard area
(avalanche)

Landslide hazard area (avalanche)

市町村境界
Municipal boundary

河道区間
River zone

増水時に注意が必要な水路及び河川
Canal and River requiring attention
during rising water

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又
は身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域。
地図上の土砂災害に関する黄色いゾーン。

Landslide hazard areas (Yellow Zones)
These are areas in which a landslide may endan-
ger residents’ lives and physical well-being. These 
are the landslide risk-related yellow zones shown 
on the map.

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建物に損壊が生
じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れが
あると認められる区域。地図上の土砂災害に関する赤
いゾーン。

Special landslide hazard areas (Red Zones)
These are areas in which a landslide may destroy 
buildings and greatly endanger residents’ lives and 
well-being. These are the landslide risk-related red 
zones shown on the map.

■浸水のイメージ 浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

5.0m以上

3.0～5.0m未満の区域

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

浸水範囲と浸水の深さ

●この図は、遠賀川水系遠賀川、彦山川、犬鳴川の洪水予報区間と西川、黒川、笹尾川、八木
山川、穂波川、中元寺川及び金辺川の水位情報周知区間について、水防法の規定により
指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定さ
れる水深を表示した図面です。
●この洪水浸水想定区域図は、指定時点の遠賀川、彦山川、犬鳴川及び西川、黒川、笹尾川、
八木山川、穂波川、中元寺川、金辺川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想
定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により遠賀川、彦山川、犬鳴川及び西川、黒川、笹尾
川、八木山川、穂波川、中元寺川、金辺川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーション
により予測したものです。
●このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前
提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮してい
ませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する
場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

令和2年3月発行

糸田町
ハザードマップ
ＩＴＯＤＡ Town Hazard Map
～もしもの災害に備え、命を守る素早い避難と支え合いに努めましょう～
このハザードマップは大雨時に危険な場所（浸水の予想される区域）、危険の程度（想定
される浸水深）・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域、避難場所等の災害対応の
ための情報などを掲載しています。
避難場所を確認しておきましょう。
万が一の災害に備えて、家族や地域での話し合いや日頃からの防災対策に役立てましょ
う。
災害はさまざまなケースが起こりえます。状況に応じて避難所へ避難、自宅などに留ま
る屋内避難など判断しましょう。
風雨がひどい状況のとき、水路に近づくことは大変危険です。水路近辺には近づかない
ようにしましょう。
このハザードマップは雨風の中でも使用できる紙で作成していますので、避難する際
は、このハザードマップも携帯しましょう。
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