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家屋倒壊等氾濫想定区域

家屋倒壊等氾濫想定区域とは

「早期の立退き避難が必要な区域」とは、河川沿いの地域等において、
洪水時に家屋が倒壊するような激しい川の流れ等が想定されている区
域（家屋倒壊等氾濫想定区域）や、浸水深が３ m 以上と深く、自宅など
の２階以上への避難（垂直避難）が危険な区域などのことをいいます。

河川沿いの地域等において、洪水時の激しい川の流れ（下図）
によって家屋が倒壊するおそれが高い区域のことです。

早期の立退き避難が必要な区域

れが高い区域のことです。よって家屋が倒壊するおそれれ
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早めに避難！

・危険を感じたら自主的に避難

・避難に時間のかかる要配慮者※

とその支援者も区域の外へ避難

急傾斜地等の反対側の２階

以上に屋内避難しましょう。

※要配慮者とは、高齢者、障害者、乳幼児
等の防災施策において特に配慮を要する方

逃げ遅れた場合は・・・逃げ遅れた場合は・・・

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

建物に損壊が生じ、住民に著しい

危害が生じるおそれがある区域

災害の種類（急傾斜地の崩壊）

土砂災害のおそれがある区域

土砂災害の凡例
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泥石流灾害警戒区域
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Sediment disaster alert zone

Sediment disaster special alert zone
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Evacuation Direction
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開設施設
【第１段階】

開設施設
【第２段階】

浸水の可能性が
あるため開設し
ない一次避難所

旧多摩川小学校、新生小学校、
立川第八中学校

滝ノ上会館、柴崎会館、
錦学習館

第四小学校、第一小学校、
立川第一中学校、第三小学校、
第七小学校、第六小学校、
立川第三中学校

風水害時、指定避難所は災害の規模に応じて、段階的に開設します

指定避難所※
じ ょな んひて いし

지정 피난소指定避难所
Designated  Evacuation Center

※指定避難所とは、災害の危険性があり避難した方が災害の危険性がなくなる
まで必要な間滞在する、または災害により家に戻れなくなった方が一時的に
滞在するための施設として指定しているものです。なお、状況により一部の
指定避難所のみ開設となる場合があります。

開設施設
【第３段階】

柴崎学習館
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「測量法に基づく国土地理院長承認 （使用）　R 2JHs 852」

この地図は、国土交通省京浜河川事務所が公表した「多摩川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）」（想定雨量：

多摩川流域の４８時間総雨量５８８ｍｍ）をもとに、大雨時に多摩川が氾濫した場合の浸水範囲や浸水する深さ、

及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」により指定された土砂災害警戒区域

や土砂災害特別警戒区域、土砂災害時に開設される指定避難所等を示したものです。

発　行　立川市市民生活部防災課
ＴＥＬ　０４２-５２３-２１１１

２０２１年（令和３年）３月


