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過去に落石が発生しました。
土砂災害の危険性があるため、
近隣の皆さんは注意が必要です。

過去に落石が発生しました。
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過去に落石が発生しました。
土砂災害の危険性があるため、
近隣の皆さんは注意が必要です。

洪水時には浸水のおそれがあります。
この付近の堤防は昭和33年9月に
堤防が決壊したことがあり、
避難の際には注意が必要です。

洪水時には浸水のおそれがあります。
この付近の堤防は昭和33年9月に
堤防が決壊したことがあり、
避難の際には注意が必要です。

避難時にこの橋を通過する場合は
河川の増水に伴い渡れなくなる危険が
あります。警報等が発令される前に
通過できるよう、早めに避難しましょう。

避難時にこの橋を通過する場合は
河川の増水に伴い渡れなくなる危険が
あります。警報等が発令される前に
通過できるよう、早めに避難しましょう。

南会津町商工会南会津町商工会

会津みなみ農業協同組合会津みなみ農業協同組合

田島町森林組合田島町森林組合

会津鉄道会津田島駅会津鉄道会津田島駅

会津乗合自動車田島営業所会津乗合自動車田島営業所

田島都市環境センター田島都市環境センター

東部聖苑東部聖苑

伊南村商工会伊南村商工会

会津みなみ農業協同組合伊南支店会津みなみ農業協同組合伊南支店

伊南村森林組合伊南村森林組合

伊南ライスセンター伊南ライスセンター

古町浄化センター古町浄化センター

南会津町商工会南郷支所南会津町商工会南郷支所

南会津町観光物産協会南郷支部南会津町観光物産協会南郷支部

会津みなみ農業協同組合南郷支店会津みなみ農業協同組合南郷支店

西部環境センター西部環境センター

西部斎苑西部斎苑

南郷浄化センター南郷浄化センター

シルバー人材センター南郷支所シルバー人材センター南郷支所

福島地方法務局若松支局田島出張所福島地方法務局若松支局田島出張所

田島税務署田島税務署

会津若松公共職業安定所田島出張所会津若松公共職業安定所田島出張所

田島簡易裁判所田島簡易裁判所田島区検察庁田島区検察庁

会津森林管理署田島森林事務所会津森林管理署田島森林事務所

会津森林管理署伊南森林事務所会津森林管理署伊南森林事務所

会津森林管理署南会津支署会津森林管理署南会津支署

南会津地方振興局南会津地方振興局

南会津保健福祉事務所南会津保健福祉事務所

南会津農林事務所南会津農林事務所南会津建設事務所南会津建設事務所南会津教育事務所南会津教育事務所

会津児童相談所南会津相談室会津児童相談所南会津相談室

山口土木事務所山口土木事務所

南会津農林事務所南郷普及所南会津農林事務所南郷普及所

さかい温泉さゆり荘さかい温泉さゆり荘

南郷交流促進センター・物産館「きらら２８９」南郷交流促進センター・物産館「きらら２８９」

さいたま市ホテル南郷さいたま市ホテル南郷

和泉田体育館和泉田体育館

みなみやま観光（株）みなみやま観光（株）会津田島ふれあいステーションプラザ会津田島ふれあいステーションプラザ

会津高原だいくらスキー場会津高原だいくらスキー場

会津山村道場会津山村道場

南会津高等学校南会津高等学校

奥会津博物館南郷館奥会津博物館南郷館

中央公民館（御蔵入交流館内）中央公民館（御蔵入交流館内）図書館（御蔵入交流館内）図書館（御蔵入交流館内）

田島武道館田島武道館

奥会津博物館奥会津博物館

旧南会津郡役所旧南会津郡役所

びわのかげ運動公園びわのかげ運動公園

暁の星幼稚園暁の星幼稚園

給食センター給食センター

伊南学校給食センター伊南学校給食センター

伊南小学校伊南小学校旧伊南中学校旧伊南中学校

伊南武道館伊南武道館

奥会津博物館伊南館奥会津博物館伊南館

南会津町役場南会津町役場

荒海郵便局荒海郵便局

静川郵便局静川郵便局

田島西町郵便局田島西町郵便局
田島郵便局田島郵便局

長野郵便局長野郵便局

針生簡易郵便局針生簡易郵便局

伊南郵便局伊南郵便局

会津大川郵便局会津大川郵便局

山口郵便局山口郵便局

和泉田郵便局和泉田郵便局

上田簡易郵便局上田簡易郵便局

田部原保育所田部原保育所

伊南保育所伊南保育所

社会福祉協議会伊南支所社会福祉協議会伊南支所

伊南在宅介護支援センター伊南在宅介護支援センター

特別養護老人ホーム伊南ホーム特別養護老人ホーム伊南ホーム

伊南高齢者生活福祉センター「尾白荘」伊南高齢者生活福祉センター「尾白荘」

伊南保健センター「すこやか」伊南保健センター「すこやか」

古町温泉赤岩荘古町温泉赤岩荘

南郷老人福祉センターみさわ荘南郷老人福祉センターみさわ荘

特別養護老人ホーム
南郷ホーム
特別養護老人ホーム
南郷ホーム

南郷保育所南郷保育所

田島保育園田島保育園

保健センター（御蔵入交流館内）保健センター（御蔵入交流館内）

田島在宅介護支援センター田島在宅介護支援センター老人デイサービスセンター愛宕老人デイサービスセンター愛宕

老人デイサービスセンター七峰老人デイサービスセンター七峰

シルバー人材センター･高齢者センターシルバー人材センター･高齢者センター

特別養護老人ホーム田島ホーム特別養護老人ホーム田島ホーム

知的障害者更生施設
「あかまつ荘」

知的障害者更生施設
「あかまつ荘」

県立南会津病院県立南会津病院

高橋医院高橋医院馬場医院馬場医院

長谷川医院長谷川医院

きむらクリニックきむらクリニック

耳鼻咽喉科あべクリニック耳鼻咽喉科あべクリニック

なかやクリニックなかやクリニック

伊南小野木クリニック伊南小野木クリニック

稲富歯科医院稲富歯科医院

押部歯科医院押部歯科医院

あらかい歯科医院あらかい歯科医院

長谷川歯科医院長谷川歯科医院

なかむら歯科医院なかむら歯科医院

むろい歯科医院むろい歯科医院

羽染歯科医院羽染歯科医院

新藤歯科医院新藤歯科医院

中嶋助産院中嶋助産院

南会津広域消防署伊南出張所南会津広域消防署伊南出張所

南会津消防団田島支団第1分団第8部南会津消防団田島支団第1分団第8部

南会津広域消防署南会津広域消防署

南会津警察署伊南駐在所南会津警察署伊南駐在所

南会津警察署南郷駐在所南会津警察署南郷駐在所

南会津警察署南会津警察署

南会津警察署荒海駐在所南会津警察署荒海駐在所

県公舎前駐車場県公舎前駐車場

駅前広場駅前広場
ヰｾｷ・ﾘｵﾝﾄﾞｰﾙ駐車場ヰｾｷ・ﾘｵﾝﾄﾞｰﾙ駐車場

弁天山憩の広場弁天山憩の広場

山神社広場山神社広場

桧沢公民館桧沢公民館

田島小学校田島小学校

桧沢小学校桧沢小学校

田島第二小学校田島第二小学校

旧檜沢中学校旧檜沢中学校

高野生活改善センター高野生活改善センター

栗生沢生活改善センター栗生沢生活改善センター

水無林業研修センター水無林業研修センター

東町公民館東町公民館

糸沢林業研修センター糸沢林業研修センター

古今生活改善センター古今生活改善センター

上野ふれあいセンター上野ふれあいセンター

川島交流センター川島交流センター

伊南会館伊南会館

伊南地域交流センター伊南地域交流センター

上町集会所上町集会所

下町集会所下町集会所

道城集会所道城集会所

山の学習体験交流センター山の学習体験交流センター

白沢集会所白沢集会所

青柳生活改善センター青柳生活改善センター

小塩集会所小塩集会所

宮沢集会所宮沢集会所

川の学習体験交流センター川の学習体験交流センター

内川生活改善センター内川生活改善センター

大原集会所大原集会所

木伏転作センター木伏転作センター

水根沢集会所水根沢集会所

大新田集会所大新田集会所

大橋集会所大橋集会所

東集会所東集会所

中小屋集会所中小屋集会所

南郷総合センター南郷総合センター

台板橋集会所台板橋集会所

鴇巣集会所鴇巣集会所

宮床集会所宮床集会所

界公民館界公民館

片貝集会所片貝集会所

富山集会所富山集会所

下山公民館下山公民館

乙沢集会所乙沢集会所

和泉田農村環境改善センター和泉田農村環境改善センター

小野島集会所小野島集会所

南郷体育館南郷体育館

南郷小学校南郷小学校

旧南郷第二小学校旧南郷第二小学校

南会津中学校南会津中学校

丹藤公民館丹藤公民館

丹藤消防屯所丹藤消防屯所

龍福寺龍福寺

清水屋旅館清水屋旅館

除雪ステーション除雪ステーション

鹿嶋神社鹿嶋神社

耻風集会所耻風集会所

会津高原だいくらスキー場センターハウス会津高原だいくらスキー場センターハウス

永田林業研修センター永田林業研修センター

お不動様お不動様

祇園会館祇園会館

二荒山神社二荒山神社

黒沢多目的集会センター黒沢多目的集会センター

菅原神社菅原神社

星明則宅星明則宅

藤生寺藤生寺
関本公会堂関本公会堂

会津高原だいくらスキー場第１ロッジ会津高原だいくらスキー場第１ロッジ会津高原だいくらスキー場第２ロッジ会津高原だいくらスキー場第２ロッジ会津高原だいくらスキー場だいちゃんロッジ会津高原だいくらスキー場だいちゃんロッジ

針生区集会所針生区集会所

田島農村環境改善センター田島農村環境改善センター

あたご館あたご館
田島体育館田島体育館

荒海小学校荒海小学校

旧針生小学校旧針生小学校

田島中学校田島中学校

荒海中学校荒海中学校

田島高等学校田島高等学校

中荒井生活改善センター中荒井生活改善センター

静川生活改善センター静川生活改善センター

田部生活改善センター田部生活改善センター

南会津行政センター南会津行政センター

長野林業研修センター長野林業研修センター

田部原コミュニティセンター田部原コミュニティセンター

横町公民館横町公民館

南会津町福祉ホール南会津町福祉ホール

金井沢多目的集会センター金井沢多目的集会センター

塩江林業研修センター塩江林業研修センター

御蔵入交流館御蔵入交流館

藤生多目的集会センター藤生多目的集会センター

きらら２８９きらら２８９

南郷スキー場センターハウス南郷スキー場センターハウス
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南会津町 防災ハザードマップ（田島地域）①南会津町 防災ハザードマップ（田島地域）①

役　場
警　察
消　防
病　院
保健・福祉関係施設
郵便局
国関係
県関係
教育施設
観光施設
その他施設

注意が必要な
指定緊急避難場所

注意が必要な
指定避難所

指定緊急避難場所

指定避難所
避難方向

施　設

5.0～10.0ｍ未満
（3階部分より上まで浸水のおそれ）

10.0～20.0ｍ未満

3.0～5.0ｍ未満
（2階部分まで浸水のおそれ）

0.5～3.0ｍ未満
（1階部分まで浸水のおそれ）

0.5ｍ未満
（床下浸水のおそれ）

浸水想定区域浸水想定区域

　この防災ハザードマップは、阿賀川が想定し得る最大規模（1000 年に一度程度）の大雨に
より氾濫した場合を想定し、地域住民の方々が安全かつ迅速に避難できるように作成された
マップです。ただし、想定している浸水区域は、一定の条件の下で阿賀川の堤防が決壊した
り堤防を越えてあふれた洪水によって浸水する場合を想定しており、その時の雨量や決壊す
る場所によって、実際とは異なる場合があります。
○想定最大規模降雨　24 時間の総雨量 571mm
　これ以外にも、増水時に阿賀川に流れ込むことができない小河川や排水路の氾濫、局地的
な冠水があるかも知れません。また、土石流や急傾斜地の警戒区域の周辺や橋梁等の危険箇
所を避難時に通らないようにすることも安全に避難するためのポイントです。このことに注
意して、このマップをいざという時に役立てるよう、日頃から心掛けてください。

※浸水想定区域、土砂災害（特別）警戒区域、
土砂災害危険箇所

　福島県が作成・公表した区域

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

家屋流失の
おそれがある区域

浸水想定区域
想定浸水深

10.0 ～ 20.0ｍ未満
5.0 ～ 10.0ｍ未満
3.0 ～ 5.0ｍ未満
0.5 ～ 3.0ｍ未満
0.5ｍ未満

住民から寄せられた意見等

土砂災害危険箇所
（土石流、地すべり）

災害のおそれがある箇所
災害履歴

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R2JHs21

土砂災害危険箇所
（急傾斜地の崩壊）

100m0 500ｍ

1：10,000

watanabe-tetsuhiro
テキストボックス
令和２年７月作成




