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曽我病院曽我病院

湧別高校湧別高校

ケアハウス来夢ケアハウス来夢

デイサービスらん
デイサービスゆめの里
デイサービスらん
デイサービスゆめの里

湧別保育所
湧別児童センター

湧別保育所
湧別児童センター

グループホーム上湧別館グループホーム上湧別館

リビングケア・オリーブリビングケア・オリーブ

地域活動支援センターTonDen地域活動支援センターTonDen

ゆうべつこどもスペースぱすてるゆうべつこどもスペースぱすてる

高齢者生活福祉センター
亜麻の里
高齢者生活福祉センター
亜麻の里

社会福祉法人上湧別福祉会
老人デイサービスセンター
社会福祉法人上湧別福祉会
老人デイサービスセンター

上湧別保育所上湧別保育所

みのり幼稚園みのり幼稚園
カーザTonDenカーザTonDen

中湧別保育所中湧別保育所
デイサービスセンター絆デイサービスセンター絆
小規模多機能ホーム向日葵小規模多機能ホーム向日葵

なかよし
児童センター
なかよし
児童センター

ゆうゆう厚生クリニックゆうゆう厚生クリニック

湧別駐在所湧別駐在所

遠軽地区広域組合消防署
湧別出張所
遠軽地区広域組合消防署
湧別出張所

上湧別駐在所上湧別駐在所
遠軽地区広域組合消防署上湧別出張所遠軽地区広域組合消防署上湧別出張所

中湧別出張所中湧別出張所

中湧別駐在所中湧別駐在所

湧別町役場
湧別庁舎
湧別町役場
湧別庁舎

湧別町役場上湧別庁舎湧別町役場上湧別庁舎

特別養護老人ホーム
湧愛園
特別養護老人ホーム
湧愛園

上湧別コミュニティセンター上湧別コミュニティセンター
（２階以上）

上湧別農村環境改善センター上湧別農村環境改善センター
（２階以上）

上湧別小学校上湧別小学校
（２階以上）

湧別総合体育館湧別総合体育館
（２階以上）

湧別中学校湧別中学校
（２階以上）

湧別小学校湧別小学校
（２階以上）

特別養護老人ホーム
湧別オホーツク園
特別養護老人ホーム
湧別オホーツク園

中湧別小学校中湧別小学校
（２階以上）

文化センター TOM文化センター TOM

五鹿山スキー場五鹿山スキー場中湧別総合体育館中湧別総合体育館
（２階以上）

社会福祉会館社会福祉会館
（２階以上）

東研修センター東研修センター
東福祉の家東福祉の家旭農業センター旭農業センター

信部内地区会館信部内地区会館

開盛住民センター開盛住民センター

開盛小学校開盛小学校
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芭露自治会芭露自治会

東自治会東自治会

信部内自治会信部内自治会

富美自治会富美自治会

上芭露自治会上芭露自治会

川西自治会川西自治会

開盛自治会開盛自治会

4の1自治会4の1自治会

5の1自治会5の1自治会

4の2自治会4の2自治会

旭自治会旭自治会

屯市自治会屯市自治会

札富美自治会札富美自治会

5の3自治会5の3自治会

4の3自治会4の3自治会

東町自治会東町自治会

錦町自治会錦町自治会

西芭露自治会西芭露自治会

南町自治会南町自治会

栄町自治会
栄町自治会

北町自治会北町自治会

緑町自治会
緑町自治会

港町自治会
港町自治会

曙町自治会
曙町自治会

中
町
自
治
会
中
町
自
治
会

避難場所マークについて

障がい者などの要配慮者が安心して
生活できる避難場所

福祉避難所

指定緊急避難場所と指定避難所の
両方を兼ねている場合の記号

自宅が被災した時などに避難生活を送る場所
指定避難所

危険が切迫しているときに逃げる避難場所
指定緊急避難場所

 ※要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の
　主として防災上の配慮が必要な方が利用する施設です。 

凡　　例

土石流危険渓流

土 石 流

が け 崩 れ

地 す べ り

国      　　道

道　      　道

自  治  会  線

土砂災害危険箇所
土砂災害(特別)
警戒区域

避  難  場  所

要配慮者利用施設

医  療  機  関

 ※

赤：特別警戒区域
黄：警戒区域

この浸水想定区域は、想定した複数の堤防が決壊した
場所それぞれの浸水する区域と浸水の深さを重ね合わ
せたものです。堤防が決壊した場所によって、浸水す
る区域と浸水の深さが変わりますので、マップに示す
浸水する区域が同時に浸水することはありません。

浸水にあたっては、想定を超える降雨、内水による氾
濫は考慮していませんので、この浸水する区域以外で
も浸水が発生する場合や、想定される浸水の深さが実
際の浸水の深さと異なる場合がありますので注意して
ください。

浸水想定区域について

　 注意
｢２階以上｣の表示がある
避難所については、避難
のための十分な時間が確
保できない場合や浸水が
始まった場合には､２階
以上への「垂直避難」が
可能です。
また、｢※｣のついた避難
所は、中土場川やサナブ
チ川の水位の状況によっ
ては、使用できない場合
があります。

0km0km

1:35,0001:35,000

1km1km 2km2km

湧別町総務課　2-2112

お問い合わせ先

この洪水ハザードマップには、
湧別川が 1,000 年に１回程度起こ
る大雨（想定最大規模）により氾
濫した場合の浸水が予想される区
域と浸水の深さを表示していま
す。想定最大規模の降雨は下表の
とおりです。
河川名 想定最大規模の降雨量
湧別川 283mm（12 時間）

マップから洪水の知識を身に付
け､危険が予想されている場合は
早めに安全な場所へ避難しま
しょう｡なお､避難所については
洪水災害に対応した避難所につ
いて記載しており、地震災害や
土砂災害に対応した避難所、公
園等の屋外の避難場所について
は、別にお配りしている｢防災ハ
ザードマップ｣によりご確認くだ
さい。

想定最大規模

CUDマークはNPO法人北海道カラー
ユニバーサルデザイン機構により、認
証された印刷物、製品等に表示できる
マークです。
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ゆうゆう厚生クリニックゆうゆう厚生クリニック

湧別駐在所湧別駐在所

遠軽地区広域組合消防署
湧別出張所
遠軽地区広域組合消防署
湧別出張所

上湧別駐在所上湧別駐在所
遠軽地区広域組合消防署上湧別出張所遠軽地区広域組合消防署上湧別出張所

中湧別出張所中湧別出張所

中湧別駐在所中湧別駐在所

湧別町役場
湧別庁舎
湧別町役場
湧別庁舎

湧別町役場上湧別庁舎湧別町役場上湧別庁舎

曽我病院曽我病院

湧別高校湧別高校

みのり幼稚園みのり幼稚園
カーザTonDenカーザTonDen

ケアハウス来夢ケアハウス来夢

デイサービスらん
デイサービスゆめの里
デイサービスらん
デイサービスゆめの里

湧別保育所
湧別児童センター

湧別保育所
湧別児童センター

グループホーム上湧別館グループホーム上湧別館
リビングケア・オリーブリビングケア・オリーブ

地域活動支援センターTonDen地域活動支援センターTonDen

中湧別保育所中湧別保育所
デイサービスセンター絆デイサービスセンター絆
小規模多機能ホーム向日葵小規模多機能ホーム向日葵

なかよし
児童センター
なかよし
児童センター

ゆうべつこどもスペースぱすてるゆうべつこどもスペースぱすてる

高齢者生活福祉センター亜麻の里高齢者生活福祉センター亜麻の里

社会福祉法人上湧別福祉会
老人デイサービスセンター
社会福祉法人上湧別福祉会
老人デイサービスセンター

上湧別保育所上湧別保育所

上湧別中学校上湧別中学校

特別養護老人ホーム
湧愛園
特別養護老人ホーム
湧愛園

上湧別コミュニティセンター上湧別コミュニティセンター

上湧別農村環境改善センター上湧別農村環境改善センター

上湧別小学校上湧別小学校

湧別総合体育館湧別総合体育館
（２階以上）

湧別中学校湧別中学校
（２階以上）

湧別小学校湧別小学校
（２階以上）

特別養護老人ホーム
湧別オホーツク園
特別養護老人ホーム
湧別オホーツク園

中湧別小学校中湧別小学校
文化センター TOM文化センター TOM

五鹿山スキー場五鹿山スキー場
中湧別総合体育館中湧別総合体育館

社会福祉会館社会福祉会館

東研修センター東研修センター
東福祉の家東福祉の家

旭農業センター旭農業センター

信部内地区会館信部内地区会館

開盛住民センター開盛住民センター

開盛小学校開盛小学校
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芭露自治会芭露自治会

東自治会東自治会

信部内自治会信部内自治会

富美自治会富美自治会

上芭露自治会上芭露自治会

川西自治会川西自治会

開盛自治会開盛自治会

4の1自治会4の1自治会

5の1自治会5の1自治会

4の2自治会4の2自治会

旭自治会旭自治会

屯市自治会屯市自治会

札富美自治会札富美自治会

5の3自治会5の3自治会

4の3自治会4の3自治会

東町自治会東町自治会

錦町自治会錦町自治会

西芭露自治会西芭露自治会

南町自治会南町自治会

栄町自治会
栄町自治会

北町自治会北町自治会

緑町自治会
緑町自治会

港町自治会
港町自治会

曙町自治会
曙町自治会

中
町
自
治
会
中
町
自
治
会

5.0m

10.0m

3.0m

0.5m

0.5m～ 3.0m未満 (１階床上浸水 )0.5m～ 3.0m未満 (１階床上浸水 )

3.0m～ 5.0m未満 (２階浸水 )3.0m～ 5.0m未満 (２階浸水 )

5.0m～ 10.0m未満5.0m～ 10.0m未満

0.5m未満 (１階床下浸水 )0.5m未満 (１階床下浸水 )

浸水深の目安
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湧別町総務課　2-2112

お問い合わせ先

この洪水ハザードマップには、
湧別川が 100 年に１回程度起こる
大雨（計画規模）により氾濫した
場合の浸水が予想される区域と浸
水の深さを表示しています。計画
規模の降雨は下表のとおりです。

河川名 計画規模の降雨量
湧別川 124mm（12 時間）

マップから洪水の知識を身に付
け､危険が予想されている場合は
早めに安全な場所へ避難しま
しょう｡なお､避難所については
洪水災害に対応した避難所につ
いて記載しており、地震災害や
土砂災害に対応した避難所、公
園等の屋外の避難場所について
は、別にお配りしている｢防災ハ
ザードマップ｣によりご確認くだ
さい。

計  画  規  模

町は、計画規模の洪水（左図）を前提と
した避難体制を基本としますが、状況に
より、想定最大規模の洪水（右図）に対
する避難体制に移行する場合があります
ので、マップ上に記載している注意事項
などに十分留意してください。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号　平30情複、　第1464号）

この洪水ハザードマップは、湧別川が氾濫した場合の浸水想定区域と浸水深、洪水時に使用する避難所を掲載し、町民の皆さんの避難に役立つよう作成した地図です。
左の地図（計画規模）は、計画規模降雨（100年に１回程度起こる大雨）による洪水状況と避難所を表示したものです。右の地図（想定最大規模）は、想定最大規模降雨 による洪水状況と避難所を表示したものです。（100年に１回程度起こる大雨）（100年に１回程度起こる大雨） （1,000年に 1回程度起こる大雨）（1,000年に 1回程度起こる大雨）湧別川  洪水ハザードマップ


