
　バイパス

国道280号

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

＜施設＞

避難場所

災害時要援護者関連施設

その他の公共施設

凡　　　例

今別町土砂災害ハザードマップ図郭割り

①　浜名地区

②　今別地区

③　大川平地区

④　二股地区

⑥　大泊地区

⑤　山崎地区

⑦　袰月地区

⑧　砂ヶ森地区

⑨　奥平部地区

１　学校、公民館等

地図
番号

収　 容
地区名

施設名 所在地 電話番号
面積

（㎡）
避難経路

1 今別・西田 今別小学校 中沢　205 35-2107 397 国道２８０号線・町道中沢１号線

2 村元・山崎 今別中学校 山崎　107 35-3130 1,201 国道２８０号線・町道村元大川平線

3 大川平 旧大川平小学校 熊沢　67 － 342 町道大川平上町１号線

4 二股 旧二股小学校 二股　1-1 － 264 今別蟹田線・町道二股１号線

5 袰月 海峡の家ほろづき 村下　70 36-2166 880 国道２８０号

6 西田・浜名 青森北高校今別校舎 西田　258 35-2024 1,176 町道西田都市計画線

7 今別・村元 開発センター 中沢　165-12 35-2770 328 今別蟹田線

8 今別 中央公民館 今別　166 35-3757 115 町道後町線・町道後町線

9 浜名 浜名公民館 浜名沢　14-21 35-3519 93 国道２８０号・町道浜名中宇田１号線

10 今別 参集殿 今別　2-30 35-3532 106 今別蟹田線・町道逗子村元線

11 大川平 大川平文化会館 熊沢　40-5 35-3527 219 町道大川平上町１号線号線・下町１号線

12 二股 二股福祉館 二股　8-3 35-3548 121 町道二股１号線

13 鍋田・関口 荒馬の里活性化センター 清川　38-44 35-2021 351 町道村元大川平線・町道鍋田２号線

14 山崎 山崎文化会館 山元　58 35-3185 119 国道２８０号

15 大泊 大泊文化会館 大村元　32-1 36-2228 133 国道２８０号・町道大泊３号線

16 袰月 袰月会館 袰村元　84 36-2250 199 国道２８０号

17 砂ヶ森 多目的集会所 砂村元　50 36-2241 128 国道２８０号

18 奥平部 奥平部集会所 村元道添　30 36-2254 119 国道２８０号

19 今別 今別保育園 中沢　165-1 35-2128 118 今別蟹田線・町道今別保育園線

20 大川平 大川平福祉館 村元　38-24 － 90 町道大川平保育園線

21 奥平部 奥平部集会所 砥石　5-1 － 182.18 国道２８０号

22 浜名 体験交流センター 今別山国有林 35-2091 168 町道浜名中宇田１号線

２　公園等

地図
番号

収　 容
地区名

施設名 所在地
面積

（㎡）

23 村元 村元河川公園 宮本　21地先 4,491

24 中沢 海峡あすなろ公園 中沢　36-1地先 7,493

25 村元 山崎山村広場 山崎　73-1 27,826

26 二股 ふれあいの森林 東大川平山 3,300

27 浜名 眺海の森林 今別山国有林 5,597

今別町指定避難場所

避難経路

町道逗子村元線

国道２８０号線

国道２８０号

町道今別母沢１号線

町道浜名中宇田１号線
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整理
番号

箇所番号 箇所名
特別警戒

区域の有無
地区 住所

1 I-104 二ッ石１号 有 浜名 二ッ石

2 I-105 今別２号 有 新道 今別

3 I-106 今別１号 有 新道 今別

4 I-107 山崎 有 山崎 山元

5 I-108 与茂内１号 有 大泊 与茂内

6 I-109 大村元１号 有 大泊 大村元

7 I-110 大村元２号 有 大泊 大村元

8 I-111-1 鋳釜１号 有 大泊 鋳釜

9 I-111-2 鋳釜２号 有 大泊 鋳釜

10 I-113 袰月３号 有 袰月 袰村元

11 I-114-1 袰月１号 有 袰月 袰村元

12 I-114-2 袰月７号 有 袰月 袰村元

13 I-115 袰月２号 有 袰月 袰村元

14 I-116 袰月５号 有 袰月 村下

15 I-117-1 砂ヶ森１号 有 砂ヶ森 砂村元

16 I-117-2 砂ヶ森２号 有 砂ヶ森 下山崎

17 I-117-3 砂ヶ森３号 有 砂ヶ森 砂村元

18 I-117-4 砂ヶ森４号 有 砂ヶ森 砂村元

19 I-120-1 奥平部３号 有 奥平部 村元道添

20 I-120-2 奥平部４号 有 奥平部 村元道添

21 I-121 奥平部１号 有 奥平部 村元道添

22 I-122 奥平部２号 有 奥平部 村元道添

23 I-123 奥村元 有 奥平部 奥村元

24 I-124 奥村元２号 有 奥平部 砥石

25 I-125 中沢１号 有 八幡町 中沢

26 I-126 深沢 有 二股 深沢

27 I-1189 袰月４号 有 袰月 村下

28 人-I-10 中沢２号 有 後町 西田

29 Ⅱ-76 二ッ石２号 有 浜名 二ッ石

30 Ⅱ-77 山元１号 有 山崎 山元

31 Ⅱ-78 山元２号 有 山崎 山元

32 Ⅱ-79 与茂内２号 有 大泊 与茂内

33 Ⅱ-80 与茂内３号 有 大泊 与茂内

34 Ⅱ-81 鋳釜３号 有 大泊 鋳釜

35 Ⅱ-82 鋳釜４号 有 大泊 鋳釜

36 Ⅱ-84 綱不知 無 奥平部 奥村元

37 Ⅱ-85 中沢３号 有 後町 西田

38 Ⅱ-86 中沢４号 有 八幡町 今別

39 Ⅱ-87 中沢５号 有 八幡町 中沢

40 Ⅱ-88 村元１号 有 大川平 村元

41 Ⅱ-89 村元２号 有 大川平 村元

42 Ⅱ-90 二股 有 二股 二股

43 Ⅱ-942 山元３号 有 山崎 山元

44 Ⅱ-943 袰月６号 有 袰月 袰村元

45 Ⅱ-117 鋳釜２ 無 大泊 鋳釜

整理
番号

渓流番号 渓流名
特別警戒

区域の有無
地区 住所

1 303-I-1 五所塚川 有 奥平部 奥村元

2 303-I-2 金堀沢 無 奥平部 村元道添

3 303-I-3 弁天崎沢 有 砂ヶ森 赤根沢

4 303-I-4 神社の沢 無 砂ヶ森 砂村元

5 303-I-5 砂ヶ森川 無 砂ヶ森 砂村元

6 303-I-6 水蛇の沢 無 砂ヶ森 砂村元

7 303-I-7 下山崎沢 有 砂ヶ森 砂村元

8 303-I-8 袰月川 有 袰月 袰村元

9 303-I-9 一本木沢 有 袰月 袰村元

10 303-I-10 北大泊沢 有 大泊 鋳釜

11 303-I-11 南大泊沢 無 大泊 上野

12 303-I-12 北与茂内沢 有 大泊 上野

13 303-I-13 与茂内右沢 無 大泊 与茂内

14 303-I-14 勇沢 有 大川平 深沢

15 303-I-15 南又沢 有 大川平 深沢

16 303-I-16 変電所の沢 有 大川平 熊沢

17 303-I-17 南大川平沢 有 大川平 熊沢

18 303-I-18-1 第一中大川平沢 有 大川平 熊沢

19 303-I-18-2 第二中大川平沢 有 大川平 熊沢

20 303-I-18-3 第三中大川平沢 有 大川平 熊沢

21 303-I-19 北大川平沢 有 大川平 村元

22 303-I-20 上大川平沢 無 大川平 村元

23 303-I-21 中沢 無 八幡町 中沢

24 303-I-22 南今別川 有 八幡町 中沢

25 303-I-23 中今別川 有 八幡町 中沢

26 303-I-24 北今別川 有 八幡町 中沢

27 303-I-25 西田沢 有 西田 西田

28 303-Ⅱ-1 砥石沢 有 奥平部 砥石

29 303-Ⅱ-2 東奥平部沢 有 奥平部 村元道添

30 303-Ⅱ-3 中大泊沢 無 大泊 上野

31 303-Ⅱ-4 北母沢 無 二股 母沢

32 303-Ⅱ-5 与四郎沢 無 二股 与四郎沢

33 303-Ⅱ-6 北二股沢 無 二股 深沢

急傾斜地警戒区域（特別警戒区域）指定箇所

土石流警戒区域（特別警戒区域）指定箇所


