
函南観音川排水機場函南観音川排水機場

塚本排水機場塚本排水機場

狩野川東部浄化センター

雨水排水機場

狩野川東部浄化センター

雨水排水機場

落合排水機場落合排水機場

肥田排水ポンプ場肥田排水ポンプ場

日守岩崎排水ポンプ場日守岩崎排水ポンプ場

日守下ノ谷戸

排水機場

日守下ノ谷戸

排水機場

日守下ノ谷戸

排水路ポンプ場

日守下ノ谷戸

排水路ポンプ場

稲妻排水機場稲妻排水機場

仁田排水ポンプ場仁田排水ポンプ場

蛇ケ橋ポンプ場蛇ケ橋ポンプ場

新田排水機場新田排水機場

畑毛排水機場畑毛排水機場

畑毛川島

排水ポンプ場

畑毛川島

排水ポンプ場

春光幼稚園春光幼稚園

町立東中学校グラウンド町立東中学校グラウンド

町立函南小学校第２グラウンド町立函南小学校第２グラウンド

消防団

第６分団詰所

消防団

第６分団詰所

町立東小学校町立東小学校

自由ヶ丘幼稚園自由ヶ丘幼稚園

保健福祉センター保健福祉センター

函南町役場駐車場函南町役場駐車場

函南町役場函南町役場

町立東小学校

グラウンド

町立東小学校

グラウンド

NTT 東日本

伊豆病院

NTT 東日本

伊豆病院

湯～トピアかんなみ湯～トピアかんなみ

文化センター文化センター

知恵の和館知恵の和館

文化センター駐車場文化センター駐車場

三島警察署函南交番三島警察署函南交番

消防団第１分団詰所消防団第１分団詰所

ふれあいセンターふれあいセンター

函南町体育館函南町体育館
消防団

第５分団詰所

消防団

第５分団詰所

町立函南中学校グラウンド町立函南中学校グラウンド

田方北消防署田方北消防署

みのり幼稚園みのり幼稚園

肥田区公民館肥田区公民館

塚本区公民館塚本区公民館

道の駅 伊豆

ゲートウェイ函南

道の駅 伊豆

ゲートウェイ函南

川の駅 伊豆

ゲートウェイ函南

川の駅 伊豆

ゲートウェイ函南

町立西小学校

グラウンド

町立西小学校

グラウンド

谷戸山グラウンド谷戸山

柏谷区公民館柏谷区公民館柏谷区公民館間宮区公民館間宮区公民館間宮区公民館

八ッ溝区公民館八ッ溝区公民館八ッ溝区公民館

大土肥区公民館大土肥区公民館大土肥区公民館

東部メディカル

健康管理センター駐車場

東部メディカル東部メディカル

健康管理センター駐車場健康管理センター駐車場

新田区公民館新田区公民館新田区公民館

初姫神社初姫神社初姫神社

仁田区公民館仁田区公民館仁田区公民館

城山区公民館城山区公民館城山区公民館

鶴巻区公民館鶴巻区公民館鶴巻区公民館

平井区公民館平井区公民館平井区公民館

天地神社天地神社天地神社

上沢区公民館上沢区公民館上沢区公民館

白道坂区

集会場

白道坂区白道坂区

集会場集会場

宝蔵台区

コミュニティ

会館

宝蔵台区宝蔵台区

コミュニティコミュニティ

会館会館

柏谷公園柏谷公園柏谷公園

天神社天神社天神社

神明神社神明神社神明神社

川向公園川向公園川向公園

間宮区四街道会館間宮区四街道会館間宮区四街道会館

西部保育園西部保育園西部保育園

仁田さくら公園仁田さくら公園仁田さくら公園

日守区公民館日守区公民館日守区公民館

岩崎集会所岩崎集会所岩崎集会所

下ノ谷戸集会所下ノ谷戸集会所下ノ谷戸集会所

畑毛区会館畑毛区会館畑毛区会館

柿沢台区自治会館柿沢台区自治会館柿沢台区自治会館

畑毛温泉多目的集会場畑毛温泉多目的集会場畑毛温泉多目的集会場

函南ぶなの森函南ぶなの森函南ぶなの森

伊豆ライフケア
ホーム
伊豆ライフケア伊豆ライフケア
ホームホーム

伊豆白寿園伊豆白寿園伊豆白寿園

函南ぶなの森函南ぶなの森函南ぶなの森

伊豆ライフケア
ホーム
伊豆ライフケア伊豆ライフケア
ホームホーム

伊豆白寿園伊豆白寿園伊豆白寿園

町立函南小学校町立函南小学校町立函南小学校

町立函南中学校町立函南中学校町立函南中学校

町立東小学校町立東小学校町立東小学校

町立西小学校
(洪水時使用不可 )
町立西小学校町立西小学校
(洪水時使用不可 )( 洪水時使用不可 )

西部コミュニティー
センター
(洪水時使用不可 )

西部コミュニティー西部コミュニティー
センターセンター
(洪水時使用不可 )( 洪水時使用不可 )

町立東中学校町立東中学校町立東中学校

県立田方農業高校県立田方農業高校県立田方農業高校

町立函南小学校町立函南小学校町立函南小学校

町立函南中学校町立函南中学校町立函南中学校

町立東小学校町立東小学校町立東小学校

町立西小学校
(洪水時使用不可 )
町立西小学校町立西小学校
(洪水時使用不可 )( 洪水時使用不可 )

西部コミュニティー
センター
(洪水時使用不可 )

西部コミュニティー西部コミュニティー
センターセンター
(洪水時使用不可 )( 洪水時使用不可 )

町立東中学校町立東中学校町立東中学校

県立田方農業高校県立田方農業高校県立田方農業高校

エンブルタウン区エンブルタウン区

白道坂区白道坂区

鶴巻区鶴巻区

柏谷区柏谷区

柏谷区柏谷区

上沢区上沢区

城山区城山区

仁田区仁田区

仁田区仁田区

大土肥区大土肥区八ッ溝区八ッ溝区

肥田区肥田区

日守区日守区

新田区新田区

間宮区間宮区

塚本区塚本区

塚本区塚本区

間宮区間宮区

宝蔵台区宝蔵台区

平井区平井区

平井区平井区

柿沢台区柿沢台区

畑毛区畑毛区

洪水浸水想定区域(想定最大規模)
洪水災害用防災マップ洪水災害用防災マップ

35 36

浸水想定区域の凡例

想定最大 (10 ～ 20m)

想定最大 ( 5 ～ 10m)

想定最大 ( 3 ～ 5m)

想定最大 (0.5 ～ 3m)

想定最大 (0 ～ 0.5m)

令和元年台風第 19 号浸水区域

一定の条件下において家屋の倒壊・流出
をもたらすような堤防決壊に伴う激しい
氾濫流や河岸浸食が発生することが想定
される区域です。

家屋倒壊等氾濫想定区域

河岸浸食※１

氾 濫 流※２

※１　洪水時の河岸浸食により、家屋が
　　　流出・倒壊するおそれがある範囲

※２　洪水氾濫流により、家屋が流出・
　　　倒壊するおそれがある範囲

注：本図は、下記をもとに作成
　　国土交通省(平成28年12月15日（指定）)
　　静岡県(平成31年3月29日（告示）及び令和4年度公表予定)

位 置 図

P35-36P35-36

P37-38P37-38
ⅢⅢ

ⅡⅡ
ⅠⅠ

注：本図は、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水による河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、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、実際の浸水深と異なる場合があります。

一次避難所（地）※２

救 護 所

臨時ヘリポート

※２ 各自主防災会 (区 )などが定めた、発災時に指定避難所・指定緊急避難場所（地 )
 　　に避難するまでの中継点として避難する建物（所）と場所（地）です。

福 祉 避 難 所

学校･幼稚園など

救 護 病 院

その他公共施設

防 災 関 連 機 関函 南 町 役 場

砂 防 堰 堤

自動車専用道路 国 道

県道･主要地方道鉄 道

指定避難所･指定緊急避難場所（地）※１

※１ 函南町が指定する避難所で、大規模災害時や避難指示などに町が開設し、一次
 　　避難所（地）で避難者の対応ができない場合に避難する建物（所）と場所（地）です。

地図の凡例

排 水 機 場 な ど


