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今まで避難場所として
使用できていた施設
が今回の想定で使用
できなくなりました。
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使用できていた施設が
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なくなりました。
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浸水の色分けについて
浸水の色分けについては、津波対策や避難行動の
参考になるように基準水位の水深を区分して地図
に示しています。

とは？
津波が建物等に衝突した際のせり上がりを考慮した
地盤面からの高さ（水深）です。
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地域を10ｍ×10ｍの格子状に分割し､そのひとつ
ひとつの格子に対してどの程度の浸水になるのか
が計算されています。

浸水が予想されている範囲について

役　場

警　察

病　院

国　道

道　道

線　路

避難路

避難方向

避難階段

消　防

町界線

町内会線

津波の危険から身を守るために緊
急的に避難する場所。また、避難
した住民等が津波の危険性がなく
なるまで必要期間滞在したり、ま
たは津波により自宅に戻れなくな
った住民等が一時的に避難生活を
送るための施設。

切迫した津波の危険から生命の安
全を確保するために避難の目標と
する地点。

避難目標地点（徒歩避難）

避難目標地点（自動車避難）

津波時避難場所

10ｍ以上
5.0ｍ～ 10.0ｍ未満
3.0ｍ ～ 5.0ｍ未満
1.0ｍ ～ 3.0ｍ未満
0.5ｍ ～ 1.0ｍ未満
0.3ｍ ～ 0.5ｍ未満
0.3ｍ未満

凡　　例

津波基準水位 (m)

津波は自然現象です。浸水が想定されているとおりになるとは限らず、
これを超えることもあり得ることに注意してください。
大きな揺れを感じたら、津波警報の情報を待つことなく、いち早く
安全な場所へ避難してください！
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