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はじめに                      
 

 枚方市では、内閣府が平成１７年度に策定した「避難情報の判断・伝達マ

ニュアル作成ガイドライン」を参考に水害の発生のおそれがあるときの避難

準備情報、避難勧告及び避難指示の具体的な発令基準及び情報伝達方法等を

定めた「枚方市避難情報の判断・伝達マニュアル」を平成２１年度に策定し

ました。 

 この度、令和３年５月の内閣府のガイドラインの改訂及び令和２年３月の

大阪府管理河川における浸水想定区域図の変更等を本市マニュアルに反映さ

せるため、一部改訂を行うこととしました。 

 本マニュアルは、災害時にどのような基準に基づき、どの地域に対して避

難情報の発令・伝達を行なうかを取りまとめており、運用にあたっては、内

閣府のガイドラインの考え方に従い、避難情報は空振りを恐れず、早めに出

すことを基本としています。 

 しかしながら、市が住民の生命、身体を保護するためには、市民に対して

避難行動をとるための知識と情報を提供する事が必要であるとともに、市民

それぞれが、自分の住む地域の災害リスク・市から提供される避難情報を正

しく理解し、自らの判断で避難することが不可欠です。 

 そのためマニュアル策定以降も、枚方市ハザードマップ等を活用し出前講

座や自主防災訓練等、市民と直接対話できる機会を充実させ、これらの理解

が促進されるよう継続して取り組んでいきます。 
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１ 目 的                   
 このマニュアルは、枚方市内で水害が発生するおそれが予測された時の、

具体的な避難情報の発令基準を定め、適切なタイミングによる発令及び迅速

かつ的確な情報伝達によって、市民の生命又は身体を水害から保護すること

を目的とする。 

 なお、このマニュアルは、最新の知見に基づき、適宜見直すこととする。 

 

 

２ 対象とする水害                
  

本マニュアルで避難情報の発令対象とする水害は、洪水予報河川及び水位周

知河川等の河川はん濫による災害とする。 

内水はん濫については本市の場合、浸水深等からも市民の生命を脅かす対象

とは考えにくい事から避難情報の対象とはしない。 

（但し、災害時には、内水はん濫と外水はん濫が複合的に発生することから、 

内水はん濫の発生状況を避難情報発令時には考慮するものとする。） 

 

 

洪水予報河川 － 淀川、木津川 

水位周知河川 － 船橋川、穂谷川、天野川（藤田川・北川・前川を含む） 

 

※木津川の破堤点は本市外であるため、水位に基づいて避難情報を判断するのではな 

 く、破堤してからの経過時間を判断基準に発令する。 

 （想定では木津川がはん濫してから５時間後に、本市で浸水被害が発生し１３時間後  

 に浸水面積が最大になる。） 

※藤田川、北川、前川については水位周知河川ではないが天野川の支流であるため対象

とする。 
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３ 避難情報の定義と発令区分            
（１）避難情報等の定義 

  ① 高齢者等避難 

（災害対策基本法 56条第 2項） 
 集中豪雨時等において、避難指示の前段階として高齢者等避難を発令

する。 

この高齢者等避難は、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要

する者が、通常の避難行動ができる者に先駆けて、避難行動を開始しな

ければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況

において発令する。 

 

  ② 避難指示 

（同第 60条第１項） 
 災対法第災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して、立退き避難を指

示する。（危険な場所にいる居住者等に対して立退き避難を求めること 

となる） 

 

 

③ 緊急安全確保 

（同第 60条第 3項） 
避難のための立退きを行うことにより、生命又は身体に危険が及ぶ

おそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、必

要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍

の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所で

の待避その他の緊急に安全を確保するための措置（以下「緊急安全確

保措置」という。）を指示する。 

 
（補足） 

旧災対法第60条第1項に規定された避難情報等の発令は、必要な地域の居住者等の「全員」に

対してのみ発令することができる規定であった。このため、避難情報等の発令対象区域の居住

者等は全員、法律上は立退き避難という避難行動のみが勧告等されることとなっていた。  

 

令和 3 年の災対法改正において、低層階や平屋の居住者等のその自宅・施設等にいては全

ての居室が浸水し身の安全を確保することができない、即ち必ず立退き避難をすべき居住

者等（=必要と認める居住者等）に対してのみ立退きを指示することができるよう規定を

見直し（災対法第 60 条第 1 項）、上階への移動や高層階に留まること等により屋内で身

の安全を確保できると判断する居住者等に対しては必ずしも立退き避難を指示しないこ

とが可能とされた。同様の規定は緊急安全確保措置の指示にも適用される（災対法第 60

条第 3 項）。 
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（２）避難情報等と居住者等がとるべき行動（警戒レベルの詳細） 
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４ 避難情報の発令              
 近畿地方整備局（淀川）及び大阪府（船橋川、穂谷川、天野川）が設定し

ている各種水位は、下表のとおりである。 

避難情報は、近畿地方整備局及び大阪府が発表する洪水予報（淀川）、水

防警報、水位情報（船橋川、穂谷川、天野川）に基づき、以下の判断基準を

適用して発令する。 

なお、木津川については、破堤点が本市外であるため、水位でなく、洪水

発生後の経過時間に基づき、避難情報を発令する。 

 

 ◆ 水位観測所の各種水位 

河 川 名 淀 川  船橋川  穂谷川  天野川  

水位観測所  枚 方  西河原橋  山垣内橋  禁野橋  

水 

位 

 

(ｍ) 

はん濫開始相当水位 8.38 4.1  3.55  5.66  

はん濫危険水位  6.00※ 3.20  2.70  4.50  

避難判断水位  5.40  3.10  2.60  4.30  

はん濫注意水位  4.50  2.00  2.25  3.50  

水防団待機水位  2.70  1.00  1.00  1.00  

※淀川の避難指示基準は、本市が属する YL2ブロックのはん濫危険水位が、 

6.20mであることに配慮して設定（氾濫危険水位 5.5mに 0.5mを加算して設定） 

 

（１）避難情報発令の判断基準 

 ◆ 発令基準 

河川名 

(水位観測

所) 

警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５ 

高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

淀 川 

（枚方） 

避難判断水位(5.40

ｍ)に到達した場合 

はん濫危険水位＋50

ｃｍ (６ｍ )に到達

し、引き続き水位の

上昇が見込まれてい

る場合 ※ 

はん濫開始相当水位

（8.38m）に到達した

場合 

木津川 

（加茂） 
 

八幡市側（左岸）で

木津川が破堤してか

ら、3.5時間が経過 

八幡市側（左岸）で

木津川が破堤してか

ら、5 時間が経過 

船橋川 

（西河原橋） 

避難判断水位(3.10

ｍ)に到達した場合 

は ん 濫 危 険 水 位

(3.20ｍ)に到達し、

引き続き水位の上昇

が見込まれている場

合 

はん濫開始相当水位

（4.1m）に到達した

場合 
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河川名 

(水位観測

所) 

警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５ 

高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

穂谷川 

（山垣内橋） 

避難判断水位(2.60

ｍ)に到達した場合 

は ん 濫 危 険 水 位

(2.70ｍ)に到達し、

引き続き水位の上昇

が見込まれている場

合 

はん濫開始相当水位

（3.55m）に到達した

場合 

天野川 

（禁野橋） 

避難判断水位(4.30

ｍ)に到達した場合 

は ん 濫 危 険 水 位

(4.50ｍ)に到達し、

引き続き水位の上昇

が見込まれている場

合 

はん濫開始相当水位

(5.66ｍ)に到達した

場合。 

※淀川の避難情報基準は、本市が属する YL2 ブロックのはん濫危険水位が 6.20m であ

ることに配慮して設定。  

※天野川に避難情報を発令した場合は、藤田川・北川・前川を含むものとする。 

 

 ■ 別表 その他 配慮すべき基準（夜間・早朝を含む） ※木津川以外の河川 

区  分 配慮基準 

警戒 

レベル３ 
高齢者等避難 

・軽微な漏水、侵食等が発見された場合 

・水位がはん濫注意水位に到達し、かつ、急激な水位上昇のお

それがある場合 

・淀川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「避難判断

水位の超過に相当（赤）」になった場合 

夜間／早朝                              

・強い降雨を伴う台風が、夜間から明け方に接近・通過する事

が予測される場合 

警戒 

レベル４ 

 

避難指示 

・異常な漏水・侵食等が発見された場合 

・はん濫注意水位又は避難判断水位を超えた状態で、急激な水

位上昇によるはん濫のおそれがある場合 

・淀川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「はん濫危

険水位の超過に相当（紫）」になった場合 

夜間／早朝                              

・強い降雨を伴う台風が、夜間から明け方に接近・通過する事

が予測される場合 

警戒 

レベル５ 
緊急安全確保 

・異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそ

れが高まった場合 

・淀川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「はん濫し

ている可能性（黒）」になった場合 

・樋門、水門等の施設の機能支障が発見された場合（発令対象

区域を限定する） 

・特別警報（洪水）が発表された場合 

＜災害発生を確認＞ 

・決壊や越水・溢水が発生した場合、水防団からの報告等によ

り把握できた場合 

 

 ※淀川については、はん濫注意情報、はん濫警戒情報、はん濫危険情報、はん濫発生情  

   報の発表の有無について確認する 
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 ◆ 避難情報 解除基準 

災害の切迫度が低下し、災害が発生するおそれがなくなった場合には、いず

れの避難情報（高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保）を発令していたとし

ても、段階的にその避難情報を下げるのではなく、避難情報を一度に完全に解

除する。 

解除の判断は容易ではないことから、避難情報を解除する際には、今後の水

位や土砂災害の見込み等について、必要に応じ国・都道府県に技術的な助言を

求めた上で解除の判断をすること。 

なお、災害が発生した後等において、立退き避難を継続的に求める必要があ

ると認められる地域（例：引き続き土砂災害発生のおそれが認められるため家

屋に戻るべきではない等の地域）においては、警戒レベル５緊急安全確保の解

除後に、必要に応じ、警戒レベル４避難指示を発令すること等を検討する。 

解除の考え方 

水位が氾濫危険水位（レベル４水位）及び背後地盤高を下回り、水位の低下傾

向が顕著であり、上流域での降雨がほとんどない場合を基本として解除するも

のとする。また、堤防決壊による浸水が発生した場合の解除については、浸水

の拡大がみられず、河川の氾濫のおそれがなくなった段階を基本として、解除

するものとする。 

  

※流域での降雨の確認について 

  淀川、木津川：上流域の自治体の降雨状況を確認 

  その他河川：市内の雨量観測所の降雨状況及びＷＥＢカメラを確認 
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（２）避難情報の対象地域等 
 

<木津川> 

校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位） 

 

浸水率（3m 以上） 

 

樟葉小学校 13,140 2,628 131 20 % 5 % 

樟葉北小学校 5,989 2,396 240 40 % 10 % 

合計   5,024 371         

 

<淀川> 

校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位） 

 

浸水率（3m 以上） 

 枚方小学校 12,856 5,142 1,028 40 % 20 % 

枚方第二小学校 11,015 6,609 2,644 60 % 40 % 

さだ小学校 8,853 3,541 1,062 40 % 30 % 
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校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位） 

 

浸水率（3m 以上） 

 香里小学校 11,578 579 0 5 % 0 % 

明倫小学校 5,971 1,791 358 30 % 20 % 

殿山第一小学校 7,111 2,133 427 30 % 20 % 

殿山第二小学校 9,182 2,755 275 30 % 10 % 

樟葉小学校 13,140 10,512 5,256 80 % 50 % 

高陵小学校 4,495 2,697 1,349 60 % 50 % 

牧野小学校 12,805 10,244 5,122 80 % 50 % 

中宮小学校      9,650 483 0 5 % 0 % 

小倉小学校 8,867 5,320 2,128 60 % 40 % 

樟葉南小学校 8,889 4,445 1,333 50 % 30 % 
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校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位） 

 

浸水率（3m 以上） 

 磯島小学校 7,677 7,677 7,677 100 % 100 % 

さだ西小学校 9,541 9,541 9,541 100 % 100 % 

樟葉西小学校 10,385 9,866 8,879 95 % 90 % 

西牧野小学校 5,149 4,892 4,402 95 % 90 % 

さだ東小学校 8,846 2,654 796 30 % 30 % 

樟葉北小学校 5,989 3,593 719 60 % 20 % 

船橋小学校 10,775 539 0 5 % 0 % 

伊加賀小学校 9,869 8,882 7,994 90 % 90 % 

合計   103,894 60,991         
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<船橋川> 

校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位） 

 

浸水率（3m 以上） 

 殿山第二小学校 9,182 2,755 138 30 % 5 % 

樟葉小学校 13,140 6,570 131 50 % 2 % 

牧野小学校 12,805 12,165 6,082 95 % 50 % 

招提小学校 7,685 2,306 0 30 % 0 % 

樟葉南小学校 8,889 4,445 222 50 % 5 % 

樟葉西小学校 10,385 9,866 987 95 % 10 % 

西牧野小学校 5,149 515 26 10 % 5 % 

樟葉北小学校 5,989 299 0 5 % 0 % 

船橋小学校 10,775 5,388 108 50 % 2 % 

長尾小学校 10,279 1,028 10 10 % 1 % 
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校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位） 

 

浸水率（3m 以上） 

 西長尾小学校 8,170 817 16 10 % 2 % 

合計   46,152 7,720         

 

<穂谷川> 

校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位） 

 

浸水率（3m 以上） 

 桜丘小学校      11,828 3,548 71 30 % 2 % 

山田小学校 4,913 1,474 147 30 % 10 % 

明倫小学校 5,971 1,194 24 20 % 2 % 

殿山第一小学校 7,111 711 14 10 % 2 % 

殿山第二小学校 9,182 918 0 10 % 0 % 

津田小学校 11,129 3,339 67 30 % 2 % 
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校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位） 

 

浸水率（3m 以上） 

 氷室小学校 6,246 312 0 5 % 0 % 

高陵小学校 4,495 2,697 54 60 % 2 % 

牧野小学校 12,805 7,683 384 60 % 5 % 

交北小学校 7,478 6,730 673 90 % 10 % 

招提小学校 7,685 769 15 10 % 2 % 

中宮小学校      9,650 5,790 116 60 % 2 % 

小倉小学校 8,867 6,207 621 70 % 10 % 

磯島小学校 7,677 6,909 1,382 90 % 20 % 

田口山小学校 9,345 935 19 10 % 2 % 

西牧野小学校 5,149 4,634 463 90 % 10 % 
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校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位） 

 

浸水率（3m 以上） 

 川越小学校      6,237 1,247 25 20 % 2 % 

桜丘北小学校     7,932 3,173 317 40 % 10 % 

津田南小学校 12,814 2,563 51 20 % 2 % 

菅原東小学校 14,164 1,416 28 10 % 2 % 

山田東小学校 5,663 5,097 102 90 % 2 % 

藤阪小学校 8,606 3,442 688 40 % 20 % 

平野小学校 8,574 5,144 514 60 % 10 % 

長尾小学校 10,279 8,223 822 80 % 10 % 

合計   84,156 6,599         
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<天野川> 

校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位） 

 

浸水率（3m 以上） 

 枚方小学校 12,856 5,142 103 40 % 2 % 

枚方第二小学校 11,015 7,711 5,397 70 % 70 % 

さだ小学校 8,853 443 0 5 % 0 % 

桜丘小学校      11,828 3,548 177 30 % 5 % 

明倫小学校 5,971 1,791 537 30 % 30 % 

殿山第一小学校 7,111 711 14 10 % 2 % 

高陵小学校 4,495 2,697 135 60 % 5 % 

山之上小学校 11,399 4,560 1,368 40 % 30 % 

中宮小学校      9,650 483 5 5 % 1 % 

小倉小学校 8,867 3,547 71 40 % 2 % 
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校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位） 

 

浸水率（3m 以上） 

 磯島小学校 7,677 7,293 2,188 95 % 30 % 

さだ西小学校 9,541 3,816 0 40 % 0 % 

西牧野小学校 5,149 4,892 978 95 % 20 % 

川越小学校      6,237 1,247 25 20 % 2 % 

さだ東小学校 8,846 1,769 0 20 % 0 % 

伊加賀小学校 9,869 7,895 158 80 % 2 % 

合計   57,545 11,157         

 

＜天野川支流 前川＞ 

校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位）   浸水率（3m 以上）   

桜丘小学校 11,828 591 0 5 % 0 % 



 

 - 18 - 

校区名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位）   浸水率（3m 以上）   

川越小学校 6,237 624 125 10 % 2 % 

合計   1,215 125         

 

 

＜天野川支流 北川＞ 

学校名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位）   浸水率（3m 以上）   

桜丘小学校 11,828 3,548 0 30 % 0 % 

川越小学校 6,237 1,247 0 20 % 0 % 

合計   4,796 0         
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＜天野川支流 藤田川＞ 

学校名 校区人口 浸水人口 浸水人口（３ｍ以上） 浸水率（全水位）   浸水率（3m 以上）   

枚方第二小学校 11,015 3,305 0 30 % 0 % 

山之上小学校 11,399 4,560 0 40 % 0 % 

合計   7,865 0         
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（３）開設対象となる避難所 

NO 施設・場所名 
洪  水 土砂 

災害 
地震 

淀 川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 

 1  樟葉北小学校  ○ ○ ○ 
   

○ 

 2  樟葉小学校  ※ ○ ○ 
   

○ 

 3  樟葉西小学校  ※ 
 

※ 
   

○ 

 4  樟葉南小学校  ○ 
 

○ 
   

○ 

 5  船橋小学校  ○ 
 

※ 
   

○ 

 6  牧野小学校  ※ 
 

※ ○ 
 

○ ○ 

 7  殿山第二小学校  ○ 
 

○ ○ 
  

○ 

 8  招提小学校  ○ 
 

○ ○ 
  

○ 

 9  平野小学校  ○ 
 

○ ※ 
  

○ 

10  大阪歯科大学牧野学舎  ○ 
 

○ ○ 〇 
 

○ 

11  
牧野生涯学習市民センター

牧野北分館   
〇 ○ 〇 

 
○ 

12  西牧野小学校  ※ 
 

○ ※ ※ 
 

○ 

13  小倉小学校  ※ 
  

※ 〇 
 

○ 

14  交北小学校  ○ 
  

※ 
  

○ 

15  山田東小学校  ○ 
  

※ 
  

○ 

16  枚方市立総合体育館  
   

※ 
  

○ 

17  殿山第一小学校  ○ 
  

○ 〇 ○ ○ 

18  山田小学校  ○ 
  

※ 
  

○ 

19  高陵小学校  ○ 
  

○ 〇 ○ ○ 

20  中宮北小学校  ○ 
  

○ 〇 
 

○ 

21  磯島小学校  ※ 
  

※ ※ 
 

○ 

22  中宮小学校  ○ 
  

○ 〇 ○ ○ 

23  明倫小学校  ○ 
  

○ 〇 ○ ○ 

24  桜丘北小学校  
   

○ 〇 
 

○ 

25  桜丘小学校  
   

○ ○ ○ ○ 

26  総合文化芸術センター別館 ※ 
  

○ ※ 
 

○ 

27  枚方公園青少年センター  ※ 
   

※ 
 

○ 

28  枚方小学校  ○ 
  

○ ○ ○ ○ 

29  枚方第二小学校  ○ 
  

○ ※ ○ ○ 

30  サプリ村野  
   

※ ※ 
 

○ 

31  山之上小学校  
   

〇 ○ ○ ○ 

32  川越小学校  
   

〇 ○ ○ ○ 

33  蹉跎東小学校  ○ 
   

〇 ○ ○ 

34  五常小学校  
     

○ ○ 
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NO 施設・場所名 
洪  水 土砂 

災害 
地震 

淀 川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 

35  開成小学校  
    

○ ○ ○ 

36  伊加賀小学校  ※ 
   

〇 
 

○ 

37  蹉跎小学校  ○ 
   

〇 ○ ○ 

38  香陽小学校  
     

○ ○ 

39  蹉跎西小学校  ※ 
   

〇 
 

○ 

40  第二中学校  ○ 
    

○ ○ 

41  香里小学校  
     

○ ○ 

42  春日小学校  
     

○ ○ 

43  東香里小学校  
      

○ 

44  長尾小学校  
  

※ 
   

○ 

45  西長尾小学校  
  

○ 
  

○ ○ 

46  田口山小学校  
   

○ 
 

○ ○ 

47  菅原小学校  
   

○ 
  

○ 

48  菅原東小学校  
   

○ 
 

○ ○ 

49  藤阪小学校  
   

※ 
  

○ 

50  氷室小学校  
     

○ ○ 

51  
関西外国語大学学研都市キ

ャンパス       
○ ○ 

52  津田小学校  
   

○ 
 

○ ○ 

53  津田南小学校  
   

○ 
 

○ ○ 

 

 

○・・・開設される可能性がある避難所（洪水においては、該当河川の水位 

    が上昇した場合に開設される可能性がある）   

※・・・浸水想定区域内にあるが、逃げ遅れた場合等、3階以上の建物を利用 

    して緊急避難が可能な避難所   

   

■このほか楠葉中学校（電話 050-7102-9220）については、淀川の水位が上昇  

 した場合に開設される可能性がある。   

■藤田川・北川・前川の水位上昇に伴い開設される避難所は、天野川の水位

を参考に開設の有無を決定する（対象となる避難所はリスト中の天野川と

同じ）。 
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５ 避難情報の伝達               
（１）情報伝達手段              

 
  

（２）各部の役割 （詳細は各所管部のマニュアルを参照） 

対象部 対応内容 

健康福祉部 要配慮者（災害時要援護者）へ伝達 
・電話、ＦＡＸ、メールによる個別伝達 
・社会福祉協議会への伝達 
・要配慮者利用施設への伝達 

子ども未来部 

都市整備部 

教育委員会 

危機管理室 

・同報系無線の一斉放送 
・エリアメール・緊急速報メール、ひらかた安全安心メールの配
信 

・消防団、自主防災組織への伝達 
上下水道局 

・広報車による伝達 
環境部 

保健所 ・病院へ伝達 

市長公室 

広報課 
・ＦＭひらかた等地域メディア、マスメディアへの情報 
 提供 
・ホームページ、ＳＮＳによる情報提供 
市民活動課 
・校区のコミュニティ代表者等への伝達 
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（３）避難情報の伝達が必要な要配慮者利用施設（単位ｍ）  

施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

市立小学校 伊加賀小学校 枚方市伊加賀西町 53-1 3-5             

市立小学校 磯島小学校 枚方市磯島北町 3-1 3-5     0.5-3 0.5-3     

市立小学校 交北小学校 枚方市交北 2丁目 30-5       0.5       

市立小学校 山田小学校 枚方市甲斐田町 1-27       0.5-3       

市立小学校 蹉?西小学校 枚方市出口 6丁目 20-1 3-5             

市立小学校 小倉小学校 枚方市小倉町 29-1 0.5-3     0.5       

市立小学校 平野小学校 枚方市招提中町 1丁目 53-1       0.5-3       

市立小学校 牧野小学校 枚方市上島東町 4-18 0.5-3   0.5-3         

市立小学校 西牧野小学校 枚方市西牧野 2丁目 1-1 5-10     0.5-3 0.5-3     

市立小学校 長尾小学校 枚方市長尾北町 3丁目 3-2     0.5         

市立小学校 枚方第二小学校 枚方市田宮本町 11-1         0.5     

市立小学校 山田東小学校 枚方市田口 3丁目 16-1       0.5       

市立小学校 船橋小学校 枚方市東山 1丁目 68     0.5-3         

市立小学校 藤阪小学校 枚方市藤阪南町 1丁目 40-1       0.5-3       

市立小学校 樟葉小学校 枚方市南楠葉 2丁目 40-6 0.5-3             

市立小学校 樟葉西小学校 枚方市楠葉並木 1丁目 11-1 3-5   0.5         

市立中学校 山田中学校 枚方市交北 2丁目 28-1       0.5       

市立中学校 蹉?中学校 枚方市出口 5丁目 40-1 3-5             

市立中学校 渚西中学校 枚方市渚西 3丁目 25-1 5-10     0.5-3 0.5-3     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

市立中学校 招提北中学校 枚方市招提北町 2丁目 35-1     0.5-3         

市立中学校 杉中学校 枚方市杉 4丁目 1-1       0.5-3       

市立中学校 楠葉西中学校 枚方市西船橋 2丁目 43-1 3-5   0.5-3         

市立中学校 長尾中学校 枚方市長尾北町 3丁目 3-1     0.5         

市立中学校 津田中学校 枚方市津田北町 1丁目 32-1       0.5       

市立中学校 第三中学校 枚方市養父東町 1-5 3-5   0.5-3 0.5       

小規模保育施設 枚方市立おおがいと小規模保育施設 枚方市大垣内 2丁目 9-33 3-5       3-5 0.5   

小規模保育施設 枚方市立楠葉なみき小規模保育施設 枚方市楠葉並木 2-29-3 3-5   0.5-3         

保育所 枚方市立山田保育所 枚方市甲斐田東町 31-2       0.5       

保育所 枚方市立渚保育所 枚方市渚元町 9-17 0.5-3             

保育所 枚方市立渚西保育所 枚方市渚西 2-21-1 5-10     0.5-3 0.5-3     

保育所 枚方市立枚方保育所 枚方市東田宮 1-2-5 0.5-3       3-5     

保育所 枚方市立楠葉野保育所 枚方市南楠葉 1-26-10 3-5   0.5-3         

幼稚園 枚方市立樟葉幼稚園 枚方市南楠葉 2-40-38 0.5-3             

小規模保育事業 常称寺枚方駅前保育園 枚方市岡本町 7-1 0.5-3       3-5     

小規模保育事業 樹保育所宮之阪園 枚方市宮之阪 3-5-55 0.5-3     0.5 0.5-3     

小規模保育事業 きみ保育園 枚方市星丘 1-11-13       0.5-3 0.5-3   0.5 

小規模保育事業 みんなの里 ぽこぽこほいくえん 枚方市町楠葉 1-8-6 3-5   0.5-3         

小規模保育事業 すだち保育園 枚方市東船橋 2-35     0.5-3         
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

小規模保育事業 アップル保育園 枚方市北中振 1-21-2 0.5-3             

認可外保育施設 はなまる保育園 枚方公園 枚方市伊加賀東町 4 ｰ 1 0.5-3       0.5-3     

認可外保育施設 いまここ保育園 枚方市岡東町 18 ｰ 23 3-5       3-5     

認可外保育施設 サクラインターナショナルスクール 枚方市三栗 1-1-17 3-5     0.5-3 0.5-3     

認可外保育施設 はなまる保育園 山之上 枚方市山之上北町 5 ｰ 2         0.5-3     

認可外保育施設 
医療法人御殿山 福田総合病院保育

所 
枚方市渚西 1 ｰ 16 ｰ 19 3-5     0.5-3 0.5-3     

認可外保育施設 関西医科大学附属病院附設保育所 枚方市新町 2 ｰ 3 ｰ 1 0.5-3       3-5     

認可外保育施設 美杉会託児所 枚方市西招提町 1225     0.5         

認可外保育施設 はなまる保育園 田口 枚方市田口 1 ｰ 19 ｰ 3       0.5       

認可外保育施設 ♪ドレミ保育園 枚方東船橋 枚方市東船橋 2丁目 36 ｰ 2     0.5-3         

認可外保育施設 Ｂ．Ｅ．アカデミー 枚方市東田宮 1-11-1 0.5-3       0.5-3     

認可外保育施設 大阪体操クラブ スポーツ学園 枚方市東田宮 1 ｰ 7 ｰ 10 3-5       3-5 0.5-3   

認可外保育施設 かえで保育園 枚方市東牧野 25 ｰ 45       0.5-3       

認可外保育施設 だいいちキッズルーム枚方園 枚方市藤田町 3 ｰ 30           0.5   

認可外保育施設 トリニティミライ 枚方市南楠葉 1-30-6 3-5   0.5-3         

認可外保育施設 にこっと保育園 枚方市楠葉花園町 4-10 3-5   0.5-3         

認可外保育施設 関西医科大学 くずは病院 託児所 枚方市楠葉花園町 4 ｰ 1 3-5   0.5-3         

認可外保育施設 ちいさいほいくえん みんなの里 枚方市楠葉並木 2-28-4 3-5   0.5-3         
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

認可外保育施設 樟葉わかば保育園 枚方市楠葉並木 2丁目 2 ｰ 23 3-5   0.5         

認可外保育施設 医療法人毅峰会 保育所 枚方市北中振 3 ｰ 8 ｰ 14 3-5             

認可外保育施設 がじゅまる木保育園 枚方市牧野下島町 11－22 3-5   0.5-3 0.5-3       

認可外保育施設 がじゅまる木第二保育園 枚方市牧野下島町 11－22 3-5   0.5-3 0.5-3       

認可外保育施設 ひかり保育園まきの 枚方市養父元町 3番 15号 3-5   0.5-3 0.5-3       

保育所 三矢ゆりかご保育園 枚方市伊加賀西町４６－１ 3-5             

保育所 宇山光の子保育園 枚方市宇山東町８－３０ 0.5-3             

保育所 青桐保育園 枚方市交北４丁目１２４７－１       0.5-3       

保育所 青桐保育園分園 枚方市交北４丁目 41-2       0.5-3       

保育所 愛和保育園 枚方市桜町２-4 0.5-3       0.5     

保育所 光善寺保育園 枚方市出口４丁目３６－５ 0.5-3             

保育所 小倉保育園 枚方市小倉町１３－１６ 0.5-3             

保育所 ハレルヤ保育園 枚方市招提南町１－３－１８       0.5-3       

保育所 牧野保育園 枚方市上島東町６－５ 0.5-3   0.5-3         

保育所 天の川保育園 枚方市西禁野２丁目３４－１ 3-5     0.5-3 0.5-3     

保育所 船橋保育園 枚方市西船橋１丁目８３－１ 3-5   0.5         

保育所 走谷ちどり保育園 枚方市走谷 1丁目 1 ｰ 10 0.5-3             

保育所 第２長尾保育園 枚方市長尾北町３丁目２－１     0.5-3         

保育所 親愛保育園 枚方市南中振２丁目１７－３７ 0.5-3             
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

保育所 くずはあけぼの保育園 枚方市楠葉丘１丁目１９－１ 0.5-3             

保育所 樋之上保育園 枚方市樋之上町６－１ 3-5   0.5         

保育所 北牧野保育園 枚方市牧野北町１０－４０ 3-5   0.5-3 0.5-3       

幼稚園 敬応学園幼稚園 枚方市田口 2丁目 16番 5号       0.5-3       

幼稚園 くずはローズ幼稚園 枚方市南楠葉 1丁目 4番 1号 3-5   0.5-3         

幼稚園型認定こども園 清香学園幼稚園 枚方市東牧野町 24-6       0.5       

幼稚園型認定こども園 うらら幼稚園 枚方市牧野北町 6番 8号 3-5   0.5-3 0.5-3       

幼保連携型認定こども園 明善めぐみ園 枚方市藤阪南町２丁目２６－１       0.5-3       

幼保連携型認定こども園 明善第弐めぐみ園 枚方市藤阪南町２丁目２６－１       0.5-3       

サービス付き高齢者向け住宅 ネクスト枚方 枚方市伊加賀栄町 15-30 3-5       0.5-3     

サービス付き高齢者向け住宅 癒しの森 枚方市伊加賀寿町 17番 12号 3-5       0.5-3     

サービス付き高齢者向け住宅 エイジフリーハウス枚方牧野 枚方市宇山町 35番 26号 0.5-3   0.5         

サービス付き高齢者向け住宅 ケア･キューブ枚方 枚方市岡本町 10番 25号 0.5-3       3-5     

サービス付き高齢者向け住宅 フルール田ノ口 枚方市交北三丁目 9番 12号       0.5-3       

サービス付き高齢者向け住宅 介護付き有料老人ホーム 頂 枚方市山之上北町 4番 30号         0.5-3     

サービス付き高齢者向け住宅 そんぽの家Ｓ枚方公園 枚方市出口 1丁目 5-25 3-5       0.5     

サービス付き高齢者向け住宅 ケアスペース渚 枚方市渚西 2丁目 27-14 3-5     0.5-3 0.5-3     

サービス付き高齢者向け住宅 めぐりカーム 枚方市渚内野一丁目 14番 11号 5-10     0.5-3 0.5-3     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

サービス付き高齢者向け住宅 あきず招提 枚方市招提南町三丁目 2-20       0.5       

サービス付き高齢者向け住宅 アイローサこもれび 枚方市新之栄町 5番 24号       0.5       

サービス付き高齢者向け住宅 わたしの家あいあ～る 枚方市須山町 38番 18号       0.5       

サービス付き高齢者向け住宅 ハーモニーハウスくずは 枚方市町楠葉 1丁目 18番 40号 3-5 0.5 0.5-3         

サービス付き高齢者向け住宅 ファースト都が丘 枚方市都丘町 38-5       0.5-3       

サービス付き高齢者向け住宅 鹿命舘ガーデン 枚方市東船橋 2-18     0.5-3         

サービス付き高齢者向け住宅 ディーフェスタくずは 枚方市南楠葉 1丁目 29-8 5-10 0.5-3 0.5-3         

地域活動支援センターⅠ 地域生活支援センターにじ 枚方市伊加賀西町 52－12 3-5       0.5     

地域活動支援センターⅠ 地域活動支援センター陽だまり 枚方市交北２丁目７－15       0.5       

地域活動支援センターⅠ クロスロード 枚方市川原町９－４ 3-5       5-10 0.5   

日中一時支援事業施設 ワークショップ虹 枚方市磯島元町 21－10 3-5     0.5-3 0.5-3     

日中一時支援事業施設 障がい者複合施設 いそしまカーム 枚方市磯島北町２９－１５ 5-10     0.5-3 0.5-3     

日中一時支援事業施設 日中一時支援くろーばー 枚方市山之上北町４－１５         3-5     

日中一時支援事業施設 御殿山カーム 枚方市渚西２丁目７－３０ 5-10     0.5-3 0.5-3     

日中一時支援事業施設 スマイルゲート枚方 枚方市星丘３丁目１－１５       0.5-3 0.5-3     

日中一時支援事業施設 南海香里のさと 枚方市南中振１丁目 20－48 3-5       3-5     

日中一時支援事業施設 日中一時あすなろ 枚方市牧野阪１丁目 12－11 0.5-3             

街かどデイハウス 街かどデイハウス横丁サロン 枚方市甲斐田東町 28番 6号       0.5       
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

街かどデイハウス 街かどデイハウス枚方市駅前わくわく 枚方市三矢町 2番 2号 0.5-3       3-5     

街かどデイハウス 
ほっとステーション御殿山 街かど「てく

てく」 
枚方市渚南町 26番 28 5-10     0.5-3 0.5-3     

街かどデイハウス 街かどデイハウスなみき 枚方市楠葉並木 1丁目 30番 3号 3-5   0.5-3         

街かどデイハウス 街かどデイハウス人と木 枚方市北中振 1丁目 19番 28号 0.5-3             

街かどデイハウス 街かどデイハウス愛の家 枚方市牧野本町 1丁目 1番 98号       0.5-3       

ケアハウス つくしんぼ長尾 枚方市長尾北町 2-1752     0.5         

ケアハウス つくしんぼ藤阪 枚方市藤阪南町 1-10-1       3-5       

共同生活援助 フォレストハウス 
枚方市村野南町２番 10棟 

205号、503号、505号、506号 
      0.5       

共同生活援助 わかば 枚方市交北四丁目１７８－３       0.5       

共同生活援助 カルマ 枚方市三栗二丁目１０番 3-5     0.5-3 0.5-3     

共同生活援助 グループホームはまなす 枚方市三栗二丁目１０番８号 3-5     0.5-3 0.5-3     

共同生活援助 いまここハウス 枚方市三栗二丁目２番 3-5     0.5-3 0.5-3     

共同生活援助 にじの家 枚方市渚西二丁目３９番２－１号 5-10     3-5 3-5     

共同生活援助 たけとんぼ 枚方市招提南町一丁目２９番５号       0.5-3       

共同生活援助 あるせ 枚方市招提北町三丁目２２７６番１     0.5-3         

共同生活援助 グループホーム’ｏｈａｎａ（オハナ） 枚方市須山町３９－４６       0.5       

共同生活援助 ルピナス 枚方市村野南町３－２９       0.5       
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

共同生活援助 メモリーハイツ 枚方市田口一丁目５２番２４       0.5       

共同生活援助 あい愛の家 枚方市田口一丁目６６番１１号       0.5       

共同生活援助 グループホームわらしべ 枚方市藤阪南町一丁目４５番１０号       5-10       

共同生活援助 オリオン 枚方市藤阪南町三丁目１０番１号       0.5-3       

共同生活援助 る・しぇる 枚方市南楠葉二丁目２番５号 5-10   0.5-3         

共同生活援助 グループホームほねやすめ 枚方市北楠葉町１８番４号 0.5-3 0.5           

共同生活援助 ユイリアホームまきの 枚方市養父西町１７番１５号 5-10   3.0-5.0 0.5-3       

軽費老人ホーム 悠々の苑 枚方市交北 3-1-50       0.5       

児童発達支援 コペルプラス枚方教室 枚方市岡東町 14番 48号 やまぐちビル 501 3-5       3-5     

児童発達支援 自閉症療育センターＬｉｎｋリンク 枚方市岡東町２４番１０号 3-5       3-5     

児童発達支援 つむぎあい 枚方市三栗二丁目 14番 1号 3-5     0.5-3 0.5-3     

児童発達支援 児童デイサービスはっぴー 枚方市山之上北町４－１５         3-5     

児童発達支援 ｂｏｎキッズ枚方 枚方市新町一丁目３番１８号 0.5-3       3-5     

児童発達支援 ステップ 枚方市須山町３４番５号       0.5-3       

児童発達支援 ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア枚方教室 枚方市西禁野二丁目５番 50号 3-5     0.5-3 0.5-3     

児童発達支援 ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター樟葉 枚方市船橋本町２－９－２ 0.5-3   0.5         

児童発達支援 えがおの教室村野駅前 枚方市村野本町８番３０号       0.5-3 0.5-3     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

児童発達支援 子ども発達スクールかすたねっと 枚方市長尾北町三丁目４番１６号     0.5-3         

児童発達支援 ステップアップ 枚方市都丘町２番６号       0.5-3       

児童発達支援 ハミングＫｉｄｓハウス 枚方市南中振二丁目４２番４０号 0.5-3             

児童発達支援 ブランケット 枚方市養父元町３３番１号 3-5   0.5-3 0.5       

児童発達支援 らっかせい 枚方市養父元町３３番３号 0.5-3   0.5-3 0.5       

児童発達支援 いろは 枚方市養父元町３３番４号 3-5   0.5-3 0.5       

児童発達支援 フェアリー 枚方市養父元町３９番１１号 3-5   3.0-5.0 0.5-3       

児童発達支援センター 市立ひらかた子ども発達支援センター 枚方市磯島北町３番２号 3-5     0.5-3 0.5-3     

自立訓練機能訓練 すぷらうつ枚方駅前 枚方市岡本町１０番２５号 0.5-3       3-5     

自立訓練機能訓練 枚方市立デイサービスセンター 枚方市交北三丁目１番５２号       0.5-3       

自立訓練機能訓練 デイサービスセンターしらかば 枚方市出屋敷西町二丁目１番１号       0.5       

自立訓練機能訓練 渚のオアシスデイサービスセンター 枚方市渚西２－３２－６ 3-5     0.5-3 0.5-3     

自立訓練機能訓練 
枚方市立総合福祉会館デイサービス

センター 
枚方市新町２－１－３５ 0.5-3       3-5     

自立訓練生活訓練 あんずシード 枚方市南楠葉一丁目３０番１ 3-5   0.5-3         

就労移行支援一般型 ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス枚方 枚方市岡東町１２番１号 3-5       5-10 0.5   

就労移行支援一般型 クオリア枚方 枚方市宮之阪一丁目２２番１０号 3-5     0.5-3 3-5     

就労移行支援一般型 ＣＯＣＯ ＣＯＬＯＲ 枚方市三栗一丁目１－１４ 3-5     0.5-3 0.5-3     

就労移行支援一般型 パン工房ラビット 枚方市須山町６０番１２号       0.5       
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

就労移行支援一般型 ディーキャリア枚方駅前オフィス 枚方市大垣内町二丁目１０番４号 3-5       3-5 0.5   

就労移行支援一般型 ラ・レコルト枚方 枚方市大垣内町二丁目８－２２ 3-5       5-10 0.5   

就労移行支援一般型 就労支援センターあんず 枚方市町楠葉１丁目１２番３ 3-5   0.5-3         

就労継続支援Ａ型 ステップライフ 枚方市伊加賀南町２番８号 0.5-3             

就労継続支援Ａ型 障がい者複合施設いそしまカーム 枚方市磯島北町２９番１５号 5-10     0.5-3 0.5-3     

就労継続支援Ａ型 グリーンズ枚方 枚方市岡東町１８－２３ 3-5       3-5     

就労継続支援Ａ型 いまここテラス 枚方市大垣内町二丁目１７番３号 3-5       5-10 0.5-3   

就労継続支援Ａ型 いまここテラス枚方 枚方市大垣内町二丁目１７番３号 3-5       5-10 0.5-3   

就労継続支援Ａ型 リベラルワークス 枚方市南中振一丁目１番２８号 0.5-3             

就労継続支援Ａ型 いまここテラスくずは 枚方市楠葉並木２－１３－８ 3-5   0.5-3         

就労継続支援Ｂ型 障がい者複合施設いそしまカーム 枚方市磯島北町２９番１５号 5-10     0.5-3 0.5-3     

就労継続支援Ｂ型 クオリア枚方 枚方市宮之阪一丁目２２番１０号 3-5     0.5-3 3-5     

就労継続支援Ｂ型 さくら事業所 枚方市宮之阪三丁目６番３号 0.5-3       0.5-3     

就労継続支援Ｂ型 クッキー工房おれんじはうす 枚方市交北三丁目３番１０号       0.5-3       

就労継続支援Ｂ型 ワークショップちゃぶ 枚方市交北二丁目７番１５号       0.5       

就労継続支援Ｂ型 ぱうんどケーキ村 枚方市山之上四丁目５番４号           0.5-3   

就労継続支援Ｂ型 Ｍｏｏｎ 枚方市山之上北町４－１５         3-5     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

就労継続支援Ｂ型 しらかばの郷 枚方市出屋敷元町一丁目４５番５号       0.5-3       

就労継続支援Ｂ型 出屋敷の里 枚方市出屋敷西町二丁目２０番８号       0.5       

就労継続支援Ｂ型 パン工房ラビット 枚方市須山町６０番１２号       0.5       

就労継続支援Ｂ型 福祉の店あすか 枚方市西禁野一丁目３番１８ 3-5     0.5-3 0.5-3     

就労継続支援Ｂ型 就労支援センターあんず 枚方市町楠葉１丁目１２番３ 3-5   0.5-3         

就労継続支援Ｂ型 スマイルジョブくずは 枚方市町楠葉一丁目３番９号 3-5             

就労継続支援Ｂ型 キッズ枚方コミュニケーションズ 枚方市堤町２番１ 0.5-3       0.5-3     

就労継続支援Ｂ型 リベラルワークス 枚方市南中振一丁目１番２８号 0.5-3             

就労継続支援Ｂ型 就労支援センターあんず中町 枚方市楠葉中町３７番１６号 3-5             

就労継続支援Ｂ型 あ～とはうす 枚方市北中振３丁目１８番１５号 3-5             

就労継続支援Ｂ型 晴れる家喫茶 枚方市牧野下島町２番８号 3-5   0.5-3         

就労継続支援Ｂ型 わお 枚方市牧野阪２－７－３６ 0.5-3   0.5-3 0.5       

就労継続支援Ｂ型 サンスクエア 枚方市牧野阪一丁目２３番１９ 3-5     0.5       

就労継続支援Ｂ型 とうかえで 枚方市養父東町５０番１３号 0.5-3   0.5-3         

小規模多機能型居宅介護事業所 
パナソニックエイジフリーケアセンター

枚方牧野・小規模多機能 
枚方市宇山町３５番２６号 0.5-3   0.5         

小規模多機能型居宅介護事業所 ケアタウン枚方 枚方市三矢町６番１２号 0.5-3       3-5     

生活介護 ワークショップ虹 枚方市磯島元町２１番１０号 3-5     0.5-3 0.5-3     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

生活介護 すぷらうつ枚方駅前 枚方市岡本町１０番２５号 0.5-3       3-5     

生活介護 アミーゴ 枚方市岡本町８番１２号 0.5-3       3-5     

生活介護 枚方市立デイサービスセンター 枚方市交北三丁目１番５２号       0.5-3       

生活介護 わかたけ 枚方市交北四丁目１２４８番地１       0.5-3       

生活介護 さかのデイサービスセンターほほえみ 枚方市甲斐田東町３４番３３号       0.5       

生活介護 アシュラー 枚方市三矢町２番１０号 3-5       3-5     

生活介護 ナビ 枚方市三矢町２番４－１号 0.5-3       3-5     

生活介護 スバルガーデン 枚方市三矢町６番１２号 0.5-3       3-5     

生活介護 山之上のかけはし 枚方市山之上北町５番１号         0.5-3     

生活介護 ぐっどケアＳｏ－Ｌａ 枚方市出屋敷元町二丁目９番１号       0.5-3       

生活介護 デイサービスセンターしらかば 枚方市出屋敷西町二丁目１番１号       0.5       

生活介護 出屋敷の里 枚方市出屋敷西町二丁目２０番８号       0.5       

生活介護 渚のオアシスデイサービスセンター 枚方市渚西２－３２－６ 3-5     0.5-3 0.5-3     

生活介護 障がい者生活介護御殿山カーム 枚方市渚西２丁目７番３０号 5-10     0.5-3 0.5-3     

生活介護 デイサービスセンター御殿山カーム 枚方市渚西二丁目７番３０号 5-10     0.5-3 0.5-3     

生活介護 障がい者生活介護めぐりカーム 枚方市渚内野一丁目１４番１１号 5-10     0.5-3 0.5-3     

生活介護 
枚方市立総合福祉会館デイサービス

センター 
枚方市新町２－１－３５ 0.5-3       3-5     

生活介護 フーライ 枚方市新町二丁目２番６号 3-5       3-5     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

生活介護 わたしの家 枚方市須山町３８番１８号       0.5       

生活介護 スマイルゲート枚方 枚方市星丘三丁目１番１５号       0.5-3 0.5-3     

生活介護 オランジュ 枚方市船橋本町二丁目４９番１号 0.5   0.5-3         

生活介護 ぱすてる 枚方市都丘町２７番２５号       0.5-3       

生活介護 泉学園 枚方市南中振１－１６－２６ 0.5-3             

生活介護 南海香里のさと 枚方市南中振一丁目２０番４８号 3-5       3-5     

生活介護 とうかえで 枚方市養父東町５０番１３号 0.5-3   0.5-3         

短期入所 であいの家２０１ 枚方市伊加賀西町５２番１２号 3-5       0.5     

短期入所 あかり 枚方市伊加賀西町７３番８号 3-5       0.5     

短期入所 ワークショップ虹 枚方市磯島元町２１番１０号 3-5     0.5-3 0.5-3     

短期入所 枚方市立特別養護老人ホーム 枚方市交北三丁目１番５２号       0.5-3       

短期入所 わかたけ 枚方市交北四丁目１２４８番１号       0.5-3       

短期入所 特別養護老人ホームしらかばホール 枚方市出屋敷西町二丁目１番１号       0.5       

短期入所 なぎさであいの家 枚方市渚西二丁目３９番１－２号 5-10     3-5 3-5     

短期入所 にじの家 枚方市渚西二丁目３９番２－２号 5-10     3-5 3-5     

短期入所 あるせ 枚方市招提北町三丁目２２７６番１     0.5-3         

短期入所 南海香里のさと 枚方市大垣内町３－１０－５ 3-5       3-5     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

地域密着型介護老人福祉施設 
小規模特別養護老人ホームくずは西

美郷 
枚方市西船橋二丁目５８番３号 3-5   0.5-3         

地域密着型介護老人福祉施設 サテライトいこいの里 枚方市中宮東之町８番１５号       0.5-3       

地域密着型介護老人福祉施設 
小規模特別養護老人ホームくずは美

郷 
枚方市南楠葉一丁目６５番２５号 3-5 0.5-3 0.5-3         

地域密着型通所介護事業所 デイサービスもこもこ広場 枚方市伊加賀栄町１３番４号 3-5       0.5-3     

地域密着型通所介護事業所 
デイサービスあったか家族枚方黄金野

の家 
枚方市黄金野一丁目１５番１３号 0.5-3     0.5-3       

地域密着型通所介護事業所 アミーゴ 枚方市岡本町８番１２号 0.5-3       3-5     

地域密着型通所介護事業所 リハてくめぐりデイサービスセンター 枚方市三栗一丁目２番１２号 3-5     0.5-3 0.5-3     

地域密着型通所介護事業所 ナビ 枚方市三矢町２番４－１号 0.5-3       3-5     

地域密着型通所介護事業所 リハビリデイステーションあおぞら 枚方市山之上北町１０番１号         0.5-3     

地域密着型通所介護事業所 
デイサービスあったか家族枚方出口の

家 
枚方市出口二丁目３７番１２号 3-5             

地域密着型通所介護事業所 デイサービス我が家なぎさ 枚方市渚元町３番２４号 3-5     0.5-3 0.5-3     

地域密着型通所介護事業所 渚のオアシス・デイサービスセンター 枚方市渚西二丁目３２番６ 3-5     0.5-3 0.5-3     

地域密着型通所介護事業所 デイサービスエール枚方 枚方市渚東町３６番１５号 0.5-3             

地域密着型通所介護事業所 フーライ 枚方市新町二丁目２番６号 3-5       3-5     

地域密着型通所介護事業所 介護予防運動センター・あんりィ 枚方市星丘一丁目１０番２号         0.5-3     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

地域密着型通所介護事業所 デイサービスセンターくずは西美郷 枚方市西船橋二丁目５８番３号 3-5   0.5-3         

地域密着型通所介護事業所 デイサービスセンターくずは西美郷 枚方市西船橋二丁目５８番３号 3.0-5.0   0.5-3         

地域密着型通所介護事業所 ミック健康の森くずは 枚方市船橋本町二丁目９番３号 0.5-3   0.5         

地域密着型通所介護事業所 デイサービスくつろぎ 枚方市走谷二丁目４２番７号 3-5       0.5-3     

地域密着型通所介護事業所 
リハビリ特化型半日デイサービスロン

ジェヴィテ１２５樟葉 
枚方市町楠葉一丁目２８番３号 3-5 0.5 0.5-3         

地域密着型通所介護事業所 デイサービスセンター長尾の里 枚方市長尾北町三丁目１番１号     0.5-3         

地域密着型通所介護事業所 デイサービスセンター長尾 枚方市長尾北町二丁目１７５２番地１     0.5         

地域密着型通所介護事業所 ビーナス 枚方市堤町１０番１８号 0.5-3       0.5-3     

地域密着型通所介護事業所 リハプライド枚方 枚方市田口 3-4-1        0.5       

地域密着型通所介護事業所 あきずデイサービス東船橋 枚方市東船橋 1-86 シャトレワコ-1階     0.5-3         

地域密着型通所介護事業所 デイサービスきずな 枚方市東船橋 2-37-1     0.5-3         

地域密着型通所介護事業所 デイサービス我が家くずは 枚方市東船橋二丁目１２９番地１１ 0.5-3   0.5-3         

地域密着型通所介護事業所 デイサロンあさひ 枚方市楠葉朝日一丁目１１番３号 3-5   0.5-3         

地域密着型通所介護事業所 デイサービスさわやか 枚方市楠葉朝日一丁目２１番８号 0.5-3   0.5-3         

地域密着型通所介護事業所 デイサービス一心 枚方市楠葉朝日二丁目９番５号 3-5   0.5-3         

地域密着型通所介護事業所 さざなみデイサービスセンター 枚方市楠葉並木二丁目２０番６号 5-10   0.5-3         
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

地域密着型通所介護事業所 デイサービスセンター豊生まきの 枚方市牧野下島町２４番１０号 3-5   3.0-5.0 0.5-3       

通所リハビリテーション事業所 
医療法人大寿会介護老人保健施設ユ

ートピア 
枚方市伊加賀西町４７番１号 3-5             

通所リハビリテーション事業所 医療法人友隣会協立病院 枚方市伊加賀東町２番２１号 0.5       0.5     

通所リハビリテーション事業所 医療法人大潤会よしだ医院 枚方市磯島元町１６番１６号 3-5     0.5-3 0.5-3     

通所リハビリテーション事業所 向山病院デイケアセンター 枚方市招提元町一丁目３６番６号     0.5         

通所リハビリテーション事業所 介護老人保健施設美杉 枚方市西招提町２１６６番地     0.5         

通所リハビリテーション事業所 
医療法人松徳会介護老人保健施設老

健ふじさか 
枚方市藤阪天神町 1-60        0.5-3       

通所リハビリテーション事業所 社会医療法人美杉会佐藤医院 枚方市養父西町２４番１０号 3-5   3.0-5.0 0.5-3       

通所リハビリテーション事業所 
医療法人美盛会介護老人保健施設美

樟苑 
枚方市養父東町１８番３０号 3-5   0.5-3 0.5-3       

通所介護事業所 ビーナスクラブ枚方 枚方市印田町 9-13       0.5-3 0.5-3   0.5 

通所介護事業所 デイサービス「てくてく」 枚方市渚南町 26-5-201 5-10     0.5-3 0.5-3     

通所介護事業所 デイサービス癒しの森 枚方市伊加賀寿町１７番１２号 3-5       0.5-3     

通所介護事業所 いかがデイサービス 枚方市伊加賀西町５２番３０号 3-5       0.5-3     

通所介護事業所 すぷらうつ枚方駅前 枚方市岡本町１０番２５号 0.5-3       3-5     

通所介護事業所 枚方市立デイサービスセンター 枚方市交北三丁目１番５２号       0.5-3       

通所介護事業所 デイサービスセンターフルール田ノ口 枚方市交北三丁目９番１２号       0.5-3       
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

通所介護事業所 デイサービスセンターいこいの里 枚方市交北二丁目１０番１号       0.5       

通所介護事業所 デイサービスルアナガーデン 枚方市甲斐田東町２１番１       0.5-3       

通所介護事業所 さかのデイサービスセンターほほえみ 枚方市甲斐田東町３４番３３号       0.5       

通所介護事業所 アシュラー 枚方市三矢町２番１０号 3-5       3-5     

通所介護事業所 スバルガーデン 枚方市三矢町６番１２号 0.5-3       3-5     

通所介護事業所 デイサービスセンターしらかば 枚方市出屋敷西町二丁目１番１号       0.5       

通所介護事業所 デイサービスセンター御殿山カーム 枚方市渚西二丁目７番３０号 5-10     0.5-3 0.5-3     

通所介護事業所 安心苑ホームサービスセンター 枚方市招提北町二丁目２５番１号     0.5-3         

通所介護事業所 
枚方市立総合福祉会館デイサービス

センター 
枚方市新町二丁目１番３５号 0.5-3       3-5     

通所介護事業所 
医療法人飯島医院美緑苑デイサービ

ス通所介護事業所 
枚方市須山町３１番６号       0.5       

通所介護事業所 わたしの家 枚方市須山町３８番１８号       0.5       

通所介護事業所 デイサービスセンター美郷 枚方市西招提町１２５３番地     0.5         

通所介護事業所 ツクイ枚方大垣内 枚方市大垣内町三丁目１６番５号 3-5       3-5 0.5-3   

通所介護事業所 夢心ホームサービスセンター 枚方市長尾北町一丁目１７８５番２     0.5-3         

通所介護事業所 
かんでんライフサポート堂山公園デイ

サービスセンター 
枚方市堂山三丁目１１番１号       0.5       

通所介護事業所 デイサービスセンター第２うぐいすの里 枚方市南中振三丁目８番２０号 3-5             



 

 - 40 - 

施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

通所介護事業所 デイサービスセンターくずは美郷 枚方市南楠葉一丁目６５番２５号 3-5 0.5-3 0.5-3         

通所介護事業所 通所介護事業所枚方ガーデンデイ 枚方市片鉾本町２６番２０号       0.5-3       

通所介護事業所 
パナソニックエイジフリーケアセンター

ひらかた・デイサービス 
枚方市牧野北町７番１１号 3-5   3.0-5.0 0.5-3       

特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホーム友隣園 枚方市伊加賀東町２番１７号 0.5       0.5     

特定施設入居者生活介護 Ｃｈａｒｍチャーム枚方山之上 枚方市山之上東町１１番８号         0.5-3 0.5   

特定施設入居者生活介護 そんぽの家枚方西 枚方市出口一丁目５番５０号 3-5       0.5-3     

特定施設入居者生活介護 エバーライフ御殿山 枚方市渚西一丁目３２番１号 5-10     0.5-3 0.5-3     

特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム美華 枚方市招提北町二丁目３４番１号     0.5         

特定施設入居者生活介護 有料老人ホームフィオーレ美杉 枚方市西招提町１２５５番地     0.5         

特定施設入居者生活介護 ハーモニーハウスくずは 枚方市町楠葉１丁目１８番４０号 3-5 0.5 0.5-3         

特定施設入居者生活介護 つくしんぼ藤阪 枚方市藤阪南町一丁目１０番１号       3-5       

特定施設入居者生活介護 ローズライフくずは 枚方市楠葉朝日一丁目２番５号 0.5-3   0.5-3         

特別養護老人ホーム 枚方市立特別養護老人ホーム 枚方市交北三丁目１番５２号       0.5-3       

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームいこいの里 枚方市交北二丁目１０番１号       0.5       

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームしらかばホール 枚方市出屋敷西町二丁目１番１号       0.5       

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム御殿山カーム 枚方市渚西二丁目７番３０号 5-10     0.5-3 0.5-3     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム安心苑 枚方市招提北町二丁目２５番１号     0.5-3         

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム美郷 枚方市西招提町１２５３番地     0.5         

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム夢心 枚方市長尾北町一丁目１７８５番２     0.5-3         

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームうぐいすの里 枚方市南中振三丁目８番２０号 3-5             

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームやまびこ 枚方市磯島元町９－１０ 3-5     0.5-3 0.5-3     

認知症対応型共同生活介護事業所 たんぽぽ田口 枚方市交北二丁目８番１０号       0.5-3       

認知症対応型共同生活介護事業所 ウイズユー 枚方市三矢町６番１２号 0.5-3       3-5     

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームつくし野 枚方市三矢町８－９ 0.5-3       0.5-3     

認知症対応型共同生活介護事業所 しらかばグループホーム 枚方市出屋敷西町２－５－１       0.5       

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム樹の実 枚方市春日北町４－１－２０       0.5-3       

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム青翠園 枚方市招提中町３－３－２３     0.5         

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム美郷 枚方市西招提町１２５３番地     0.5         

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム美杉 枚方市西招提町２１６６番地     0.5         

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームのぞみ 枚方市西船橋 1-38-1 3-5   0.5-3         

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームはる 枚方市船橋本町２－８５－７     0.5         

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームおだやか村野 枚方市村野本町１８－１７       0.5-3     0.5-3 

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームそぉれ 枚方市長尾元町七丁目３６番１号     0.5         



 

 - 42 - 

施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームたんぽぽ 枚方市長尾北町 2-1846-1     0.5         

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム陽春 枚方市東田宮１－１６－３ 0.5-3       3-5     

認知症対応型共同生活介護事業所 たんぽぽ藤阪 枚方市藤阪南町１－１０－１       3-5       

認知症対応型共同生活介護事業所 
医療法人中屋覚志会グループホーム

くずは丘 
枚方市南楠葉二丁目２５番３号 3-5             

認知症対応型共同生活介護事業所 
医療法人美盛会グループホームくすの

き 
枚方市養父東町１８－３０ 3-5   0.5-3 0.5-3       

認知症対応型通所介護事業所 グループホームやまびこデイサービス 枚方市磯島元町９－１０ 3-5     0.5-3 0.5-3     

認知症対応型通所介護事業所 デイサービス ウイズユー 枚方市三矢町６番１２号 0.5-3       3-5     

認知症対応型通所介護事業所 グループホーム樹の実デイサービス 枚方市春日北町４－１－２０       0.5-3       

認知症対応型通所介護事業所 グループホーム青翠園デイサービス 枚方市招提中町３－３－２３     0.5         

認知症対応型通所介護事業所 安心苑ホームサービスセンター 枚方市招提北町二丁目２５番１号     0.5-3         

認知症対応型通所介護事業所 グループホームそぉれデイサービス 枚方市長尾元町七丁目３６番１号     0.5         

放課後等デイサービス 
ひまわり児童ファーム・枚方公園ファー

ム 
枚方市伊加賀東町２番３７号 0.5-3       0.5-3     

放課後等デイサービス ピット 枚方市伊加賀本町１０番５号 3-5       0.5-3     

放課後等デイサービス 障がい者複合施設 いそしまカーム 枚方市磯島北町２９番１５号 5-10     0.5-3 0.5-3     

放課後等デイサービス 自閉症療育センターＬｉｎｋリンク 枚方市岡東町２４番１０号 3-5       3-5     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

放課後等デイサービス いちごふれんど 枚方市甲斐田町５番２５号       0.5       

放課後等デイサービス つむぎあい 枚方市三栗二丁目 14番 1号 3-5     0.5-3 0.5-3     

放課後等デイサービス 児童デイサービスはっぴー 枚方市山之上北町４－１５         3-5     

放課後等デイサービス くれせんとクラブ御殿山 枚方市渚西二丁目３２番６号 3-5     0.5-3 0.5-3     

放課後等デイサービス ｂｏｎキッズ枚方 枚方市新町一丁目３番１８号 0.5-3       3-5     

放課後等デイサービス ステップ 枚方市須山町３４番５号       0.5-3       

放課後等デイサービス 
ひまわり児童ファーム・枚方星が丘ファ

ーム 
枚方市星丘３丁目１番－１５       0.5 0.5-3     

放課後等デイサービス スマイルゲート星が丘 枚方市星丘三丁目１－１５       0.5-3 0.5-3     

放課後等デイサービス ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア枚方教室 枚方市西禁野二丁目５番 50号 3-5     0.5-3 0.5-3     

放課後等デイサービス ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター樟葉 枚方市船橋本町２－９－２ 0.5-3   0.5         

放課後等デイサービス えがおの教室村野駅前 枚方市村野本町８番３０号       0.5-3 0.5-3     

放課後等デイサービス スマイルゲートくずは 枚方市町楠葉一丁目３番９号 3-5             

放課後等デイサービス 子ども発達スクールかすたねっと 枚方市長尾北町三丁目４番１６号     0.5-3         

放課後等デイサービス ステップアップ 枚方市都丘町２番６号       0.5-3       

放課後等デイサービス 虹いろデイみずいろホーム 枚方市東山一丁目６４番     0.5-3         

放課後等デイサービス 放課後等児童デイサービスいこい 枚方市南中振一丁目１６番２６号 0.5-3             

放課後等デイサービス ハミングＫｉｄｓハウス 枚方市南中振二丁目４２番４０号 0.5-3             

放課後等デイサービス ブランケット 枚方市養父元町３３番１号 3-5   0.5-3 0.5       
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

放課後等デイサービス らっかせい 枚方市養父元町３３番３号 0.5-3   0.5-3 0.5       

放課後等デイサービス いろは 枚方市養父元町３３番４号 3-5   0.5-3 0.5       

放課後等デイサービス フェアリー 枚方市養父元町３９番１１号 3-5   3.0-5.0 0.5-3       

有料老人ホーム ナーシングホームアイエス 枚方市伊加賀栄町 15-34 3-5       0.5-3     

有料老人ホーム ライフリゾート枚方 枚方市甲斐田東町 12番 12号       0.5       

有料老人ホーム 
住宅型有料老人ホームアヴニール枚

方 
枚方市出屋敷元町 1丁目 24番 20号       0.5-3       

有料老人ホーム エイジ・ガーデン渚 枚方市渚西 2丁目 7番 20号 5-10     0.5-3 0.5-3     

有料老人ホーム ベストライフ枚方 枚方市星丘 4丁目 9-28       0.5-3       

有料老人ホーム アウリィ枚方 枚方市走谷 2丁目 9番 6号 3-5       0.5-3     

有料老人ホーム 有料老人ホームやまびこ 枚方市藤阪南町 3-11-1       0.5-3       

有料老人ホーム 枚方ガーデンテラス 枚方市片鉾本町 26-20       0.5-3       

老人保健施設 
医療法人大寿会介護老人保健施設ユ

ートピア 
枚方市伊加賀西町４７番１号 3-5             

老人保健施設 介護老人保健施設美杉 枚方市西招提町２１６６番地     0.5         

老人保健施設 
介護老人保健施設サテライトなごみの

里 
枚方市長尾北町三丁目１番１号     0.5-3         

老人保健施設 
医療法人松徳会介護老人保健施設老

健ふじさか 
枚方市藤阪天神町１番６０号       0.5-3       

老人保健施設 
医療法人美盛会介護老人保健施設美

樟苑 
枚方市養父東町１８番３０号 3-5   0.5-3 0.5-3       
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

診療所 医療法人谷掛脳神経外科 枚方市岡東町１５－１０ 3-5       3-5     

診療所 冨沢産婦人科こどもクリニック 枚方市西禁野２－８－９ 5-10     0.5-3 0.5-3     

診療所 
医療法人桜花会 あきせウィメンズクリ

ニック 
枚方市田宮本町９－４５ 0.5-3       0.5-3     

診療所 田ノ口診療所 枚方市田口１－２２－１１       0.5       

診療所 医療法人徳志会 折野産婦人科 枚方市楠葉朝日３－６－２８ 3-5   0.5         

診療所 
医療法人孝知会 芦原産婦人科クリニ

ック 
枚方市養父西町１５－１５ 3-5   3.0-5.0 0.5-3       

診療所 社会医療法人美杉会 佐藤医院 枚方市養父西町２４－１０ 3-5   3.0-5.0 0.5-3       

診療所 医療法人美盛会 美樟クリニック 枚方市養父東町１８－３０ 3-5   0.5-3 0.5-3       

診療所 社会医療法人美杉会 前川診療所 枚方市養父東町６３－１ 0.5-3             

病院 医療法人大寿会 大寿会病院 枚方市伊加賀西町４７－１ 3-5             

病院 医療法人友隣会協立病院 枚方市伊加賀東町 2-21 0.5       0.5     

病院 
医療法人成育会なりもとレディースホ

スピタル 
枚方市岡東町 14番 28号 0.5-3       0.5-3     

病院 福田総合病院 枚方市渚西１丁目１８番１１号 3-5     0.5-3 0.5-3     

病院 医療法人りんどう会向山病院 枚方市招提元町 1-36-6     0.5         

病院 関西医科大学附属病院 枚方市新町２丁目３番１号 0.5-3       3-5     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

病院 
独立行政法人地域医療機能推進機構

星ヶ丘医療センター 
枚方市星丘４－８－１       0.5-3       

病院 
医療法人亀廣記念医学会関西記念病

院 
枚方市西招提町 2198     0.5         

病院 医療法人 讃高会 高井病院 枚方市津田西町一丁目３７番８号       0.5       

病院 医療法人愛和会新世病院 枚方市田口 5丁目 11番 1号       0.5       

病院 医療法人柏友会 柏友会楠葉病院 枚方市楠葉花園町４番１号 3-5   0.5-3         

病院 医療法人 毅峰会 吉田病院 枚方市北中振三丁目８番１４号 3-5             

病院 社会医療法人美杉会 佐藤病院 枚方市養父東町６５番１号 0.5   0.5         

児童福祉施設 伊加賀留守家庭児童会室 枚方市伊加賀西町 53-1 3-5             

児童福祉施設 磯島留守家庭児童会室 枚方市磯島北町 3-1 3-5     0.5-3 0.5-3     

児童福祉施設 交北留守家庭児童会室 枚方市交北 2-30-5       0.5       

児童福祉施設 山田留守家庭児童会室 枚方市甲斐田町 1-27       0.5-3       

児童福祉施設 蹉?西留守家庭児童会室 枚方市出口 6-20-1 3-5             

児童福祉施設 小倉留守家庭児童会室 枚方市小倉町 29-1 0.5-3     0.5       

児童福祉施設 平野留守家庭児童会室 枚方市招提中町 1-53-1       0.5-3       

児童福祉施設 牧野留守家庭児童会室 枚方市上島東町 4-18 0.5-3   0.5-3         

児童福祉施設 西牧野留守家庭児童会室 枚方市西牧野 2-1-1 5-10     0.5-3 0.5-3     

児童福祉施設 長尾留守家庭児童会室 枚方市長尾北町 3-3-2     0.5         

児童福祉施設 枚方第二留守家庭児童会室 枚方市田宮本町 11-1         0.5     
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施設種別 施設名 住所 淀川 木津川 船橋川 穂谷川 天野川 藤田川 北川 

児童福祉施設 山田東留守家庭児童会室 枚方市田口 3-16-1       0.5       

児童福祉施設 船橋留守家庭児童会室 枚方市東山 1-68     0.5-3         

児童福祉施設 藤阪留守家庭児童会室 枚方市藤阪南町 1-40-1       0.5-3       

児童福祉施設 樟葉留守家庭児童会室 枚方市南楠葉 2-40-6 0.5-3             

児童福祉施設 樟葉西留守家庭児童会室 枚方市楠葉並木 1-11-1 3-5   0.5         
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（４）エリアメール、緊急速報メール文例       

表 題 

(15字まで)  
警戒レベル３高齢者等避難 

本 文 

(171字まで)  

穂谷川の水位上昇のため高齢者等避難を発令。開設避難所は牧

野,殿二,招提,平野,西牧野,小倉,交北,山田東,殿一,山田,高

陵,中宮北,磯島,中宮,明倫,桜丘北,桜丘,枚方,枚二, 山之上,

川越,田口山,菅原,菅原東,藤阪,津田,津田南の各小学校,歯科

大(牧野),牧野生涯学習 C分館,市立総合体育館,総合文化芸術

C別館,サプリ村野の 32箇所 

（枚方市）  

         （枚方市）を除き 169字 

表 題 

(15字まで)  
警戒レベル４避難指示 

本 文 

(171字まで)  

穂谷川の水位上昇のため避難指示を発令。開設避難所は牧野,

殿二,招提,平野,西牧野,小倉,交北,山田東,殿一,山田,高陵,

中宮北,磯島,中宮,明倫,桜丘北,桜丘,枚方,枚二, 山之上,川

越,田口山,菅原,菅原東,藤阪,津田,津田南の各小学校,歯科大

(牧野),牧野生涯学習 C分館,市立総合体育館,総合文化芸術 C

別館,サプリ村野の 32箇所 

（枚方市）  

          

（枚方市）を除き、167字  

表 題 

(15字まで)  
警戒レベル５緊急安全確保 

本文 

(171字まで) 

＜破堤している場合＞ 

穂谷川の水位が○○付近で堤防を越え氾濫が発生したため、 

浸水想定区域に対し、警戒レベル５ 「緊急安全確保」を発令

します。自宅や近くの建物で少しでも浸水しにくい高い場所に

移動するなど、直ちに身の安全を確保してください。 

（枚方市） 

 

（枚方市）を除き、106字 

 

＜はん濫開始相当水位に到達した場合＞ 

穂谷川の水位が既に堤防を越え氾濫が発生しているおそれが

あるため、浸水想定区域に対し、警戒レベル５ 「緊急安全確

保」を発令します。自宅や近くの建物で少しでも浸水しにくい

高い場所に移動するなど、直ちに身の安全を確保してくださ

い。（枚方市） 

 

（枚方市）を除き、111字 
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６ 避難情報の判断に関する関係機関の助言                
災害対策基本法の改正により、市が避難情報の判断に際し、指定行政機

関や都道府県等に助言を求めることができることとなった。 

また、これらの機関から能動的に助言があった場合には、これらの機関

が専門的見地から尋常でない危機感を抱いているということであり、重要

な判断材料となりうることに留意する。 

 

◆ 助言を求めることのできる対象機関一覧  

河 川 名 対象機関 連  絡  先 

淀   川 淀川河川事務所 ０７２－８４３－２８６１ 

船 橋 川 

枚方土木事務所 ０７２－８４４－１３３１ 穂 谷 川 

天 野 川 
（藤田川・北川・前川） 

 


