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団　体 URL（洪水ハザードマップ） タイトル（洪水） 役所代表電話

山形市
https://www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/kasen/sogo/7df4651aef7.ht
ml

山形市洪水避難地図（洪水ハザードマップ）-地図- 023-641-1212 

米沢市 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/1191.html
防災
米沢市洪水ハザードマップ（PDF） 0238-22-5111

鶴岡市 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/anzen/hmap/hinantizu.html
ハザードマップについて
洪水ハザードマップ 0235-25-2111

酒田市 http://www.city.sakata.lg.jp/bousai/bousai/tsunami/kasenkouz
ui.html

酒田市河川洪水ハザードマップ 0234-22-5111

新庄市 http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s008/020/030/2015030316
1800.html

新庄市洪水ハザードマップ
新庄市洪水ハザードマップ【地図情報システム】
最上川増水時浸水想定区域図

0233-22-2111

寒河江市 https://www.city.sagae.yamagata.jp/bousai/sonae/bousaimap.fi
les/bousai-map.pdf

防災マップ 0237-86-2111

上山市 https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/2/km201300
805.html

洪水ハザードマップ
～洪水から命を守るため～ 023-672-1111

村山市 https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/anzen_anshin/saigai/b
ousai_kinkyuujouhou.html

村山市　防災・緊急情報
村山市の防災関係情報（資料）
村山市では新たな浸水想定を受け、洪水ハザードマップを見直しております。

0237-55-2111

長井市 洪水についてのハザードマップなし 0238-84-2111

天童市 http://www.city.tendo.yamagata.jp/bousai/hazardmap/index.ht
ml

天童市洪水避難地図
洪水避難地図（洪水ハザードマップ）とは？ 023-654-1111

東根市 https://www.city.higashine.yamagata.jp/10145.html
東根市洪水ハザードマップ
洪水避難地図 0237-42-1111

尾花沢市 http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/1079.html 尾花沢市洪水ハザードマップ 0237-22-1111

南陽市 http://www.city.nanyo.yamagata.jp/bousaisuiboukeikaku/1636 南陽市洪水ハザードマップ（避難地図）改訂版 0238-40-3211

山辺町 https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/10/hazardma
p-hinanchizu-betuwindow.html

洪水避難地図（別ウィンドウ） 023-667-1111

中山町 https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/8/hazard-
map.html

中山町洪水避難地図（洪水ハザードマップ）
ハザードマップ 023-662-2111

河北町 http://www.town.kahoku.yamagata.jp/2150.html
洪水ハザードマップ・土砂災害警戒区域等を改訂しました
そのとき、あなたの避難先はどこですか？ 0237-73-2111

西川町 https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/chomin/15/2016-
0907-1405-75.html

防災・防犯
防災
西川町の土砂災害ハザードマップについて
（土砂災害ハザードマップ内で記述）

0237-74-2111

朝日町 http://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/kensetsu/144920691
1372.html

朝日町洪水ハザードマップ
洪水ハザードマップ 0765-83-1100

大江町 http://www.town.oe.yamagata.jp/basis/S-
page/syomu/kouzui.html

大江町洪水避難地図（洪水ハザードマップ）
住民のみなさまへ 0237-62-2187

大石田町 https://www.town.oishida.yamagata.jp/life/iza/bousaimap/haza
rd.html

大石田町洪水防災情報
洪水ハザードマップのねらい 0237-35-2111

金山町 http://town.kaneyama.yamagata.jp/chomin-zeimu/entry-
1467.html

町民税務課
金山町洪水避難地図（洪水ハザードマップ）について 0233-52-2111

最上町 http://mogami.tv/life/02bousai/21kouzui.php
洪水ハザードマップ
【洪水による災害の防止に向けた取組み】 0233-43-2111

舟形町 http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2015120400027/
舟形町土砂災害・水害ハザードマップ
ハザードマップ（ダウンロード） 0233-32-2111
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真室川町 http://www.yume-net.org/docs/2018030800017/ 真室川町ハザードマップの更新 0233-62-2111

大蔵村

http://www.vill.ohkura.yamagata.jp/life/bousai/%E6%B4%AA%E6
%B0%B4%E9%81%BF%E9%9B%A3%E5%9C%B0%E5%9B%B3%EF%BC
%88%E6%B4%AA%E6%B0%B4%E3%83%8F%E3%82%B6%E3%83%BC%
E3%83%89%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%EF%BC%89/

くらしのガイド
防災・消防・救急
洪水ハザードマップ

0233-75-2111

鮭川村 http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/seikatsu/bousai/64
鮭川村総合防災マップ
総合防災マップ
地面図

0233-55-2111

戸沢村 洪水ハザードマップなし 0233-72-2111
高畠町 http://www.town.takahata.yamagata.jp/001/bousaimap.html 高畠町防災マップ 0238-52-1111

川西町 http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/kurashi/bosai/bosaima
p.html

川西町洪水避難地図(ハザードマップ）等 0238-42-2111

小国町 http://www.town.oguni.yamagata.jp/info/other/10_sediment.ht
ml

洪水・土砂災害ハザードマップ
▼洪水ハザードマップと土砂災害ハザードマップ（PDFファイル）
▼地区別ハザードマップ（PDFファイル）

0238-62-2111　

白鷹町 http://www.town.shirataka.lg.jp/dd.aspx?menuid=1371 白鷹町洪水避難地図 0238-85-2111

飯豊町 http://www.town.iide.yamagata.jp/001/iide-map.html
町の活動
飯豊町 災害ハザードマップ
飯豊町 災害ハザードマップについて

0238-72-2111

三川町 https://www.town.mikawa.yamagata.jp/kurashi/sumai/bouhan/
hazard.html

三川町洪水ハザードマップ 0235-66-3111

庄内町 http://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/bousai/saigai/kyodengaw
ahazardmap.html

庄内町 最上川・京田川洪水ハザードマップについて（平成30年4月2日更新）
関連ファイル 0234-43-2211 

遊佐町 洪水ハザードマップなし 0234-72-3311
国土交通省 https://disaportal.gsi.go.jp/ ハザードマップポータルサイト

国交省
山形河川国
道事務所

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/hanran/index.html

河川
浸水想定区域の指定・公表
公表資料
最上川水系（上流）
各河川毎

023-688-8421

国交省
新庄河川国
道事務所

http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01_bousai/sinsui/sinsui.html

防災情報
最上川水系における洪水浸水想定区域図等の公表
公表資料
最上川水系（中流）
各河川毎

0233‐22‐0251

国交省
酒田河川国
道事務所

http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/river/bousai/sinsui/mogamikar
yu.html

最上川水系（下流）洪水浸水想定区域
最上川水系（下流）洪水浸水想定区域等の公表
公表資料
最上川水系最上川（下流）
最上川水系立谷沢川
最上川水系京田川
最上川水系相沢川

0234-27-3331 

山形県 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180006/publicfolde
r201004278587559221/sinsuisoutei-souteisaidaikibo.html

洪水浸水想定区域について（平成29年度以降）
山形県が管理する河川の洪水浸水想定区域の公表について 023-630-2211
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