
浸水
区域

種別 町名 施設名
海抜
（ｍ）

収容人
数（人）

内 津波避難場所 入船町 旭小学校 1.7 417

内 津波避難場所 入船町 天満屋ハピータウンポートプラザ店立体駐車場 2.5 30,510

内 津波避難場所 入船町 ゆめタウン福山店立体駐車場 2.5 36,399

内 津波避難場所 旭町 アクシスツー立体駐車場 1.5 500

内 津波避難場所 三吉町南 東中学校 1.5 663

外 津波避難場所 港町 福山市立大学 3.5 9,206

外 避難所 本町 市民参画センター 2.8 991

内 津波避難場所 霞町 霞小学校 1.9 224

外 広域避難場所 丸之内 福山城公園 21.0 113,787

外 津波避難場所 南本庄 セブン＆エイト立体駐車場 3.7 7,016

外 避難所 南本庄 本庄コミュニティセンター 2.8 334

内 津波避難場所 草戸町 光小学校 2.8 940

内 津波避難場所 草戸町 鷹取中学校 2.6 455

外 津波避難場所 南本庄 セブン＆エイト立体駐車場 3.7 7,016

外 避難所 南本庄 本庄コミュニティセンター 2.8 334

外 避難所 北吉津町 桜丘小学校 18.0 396

内 津波避難場所 西深津町 中央中学校 1.2 1,172

外 避難所 奈良津町 桜丘公民館 11.0 76

外 避難所 奈良津町 奈良津コミュニティセンター 11.0 248

外 避難所 北吉津町 元吉津コミュニティ館 3.0 54

外 避難所 木之庄町 広島県立福山誠之館高等学校 37.4 975

外 避難所 木之庄町 広島県立東高等学校 37.3 517

内 津波避難場所 三吉町南 東中学校 1.5 663

内 津波避難場所 手城町 手城小学校 0.0 1,070

内 津波避難場所 東手城町 一ツ橋中学校 -0.3 1,983

外 津波避難場所 港町 福山市立大学 3.5 9,206

内 津波避難場所 入船町 天満屋ハピータウンポートプラザ店立体駐車場 2.5 30,510

内 津波避難場所 入船町 ゆめタウン福山店立体駐車場 2.5 36,399

内 津波避難場所 東深津町 グレート・ハリウッド800立体駐車場，800アルファ立体駐車場 2.5 4,037

内 津波避難場所 明神町 株式会社ラウンドワン福山店 1.2 4,639

内 津波避難場所 明神町 株式会社フタバ図書アルティ福山本店 0.6 7,841

外 避難所 西深津町 暁の星小・中・高等学校 4.2 1,201

外 避難所 木之庄町 樹徳小学校 2.6 381

外 避難所 木之庄町 城北中学校 2.2 438

外 避難所 木之庄町 樹徳公民館 2.3 72

外 広域避難場所 丸之内 福山城公園 21.0 113,787

外 避難所 本町 市民参画センター 2.8 991

外 避難所 木之庄町 広島県立福山誠之館高等学校 37.4 975

外 避難所 木之庄町 広島県立東高等学校 37.3 517

外 避難所 久松台 広島県立福山葦陽高等学校 50.1 1,436

外 避難所 久松台 久松台公民館 47.4 68

外 避難所 久松台 久松台小学校 52.2 405

内 津波避難場所 曙町 曙小学校 -0.2 1,375

外 津波避難場所 港町 福山市立大学 3.5 9,206

内 津波避難場所 東川口 川口東小学校 0.4 1,786

内 津波避難場所 入船町 天満屋ハピータウンポートプラザ店立体駐車場 2.5 30,510

内 津波避難場所 入船町 ゆめタウン福山店立体駐車場 2.5 36,399

内 津波避難場所 新涯町 ローズ＆ピア立体駐車場 -0.2 7,054

内 津波避難場所 新涯町 ガイア新涯店立体駐車場 -0.4 2,354

内 津波避難場所 一文字町 福山コロナ立体駐車場 -0.1 14,195

内 津波避難場所 卸町 卸センター会館 -0.5 570

内 津波避難場所 箕島町 福山テクノ工業団地一帯 67.0 100,869

内 津波避難場所 新涯町 新涯小学校 -0.1 840

内 津波避難場所 新涯町 誠之中学校 -0.1 762

内 津波避難場所 新涯町 ローズ＆ピア立体駐車場 -0.2 7,054

内 津波避難場所 新涯町 ガイア新涯店立体駐車場 -0.4 2,354

内 津波避難場所 一文字町 福山コロナ立体駐車場 -0.1 14,195

内 津波避難場所 卸町 卸センター会館 -0.5 570

外 津波避難場所 箕島町 福山テクノ工業団地一帯 67.0 100,869

内 津波避難場所 川口町 福山医療センター職員宿舎メゾン川口 0.4 389

本庁

人口･･･２０２１年（令和３年）３月現在　　　収容人数・・・津波避難場所は３階以上の合計面積を１㎡で割ったもの。広域避難所は敷地面積を１㎡で割ったもの。避難所は施設の総床面積を２㎡で割ったもの。
海抜・・・ここに記載した数値は，国土地理院ホームページで確認したものであり，測るポイントや地形の変化等により，実際の高さと違う場合がありますので目安としてください。
避難所･･･被災者が避難生活をする場所であり，このうち，各小学校，中学校，高校のグランドは，災害から一時的・緊急的に身を守るための避難場所としても使用します。

〔参考〕 津波からの避難の考え方（例）
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8 新涯 13,681

予想される被害状況

津波により最大で３ｍ以上の浸水が想定されており，津
波や液状化による家屋等への被害が予想される。

津波により最大で３ｍ以上の浸水が想定されており，津
波や液状化による家屋等への被害が予想される。

一部の地域で津波により最大で１ｍ未満の浸水が想定さ
れており，家屋等への被害が予想される。

津波により最大で１～２ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。

津波により最大で１～２ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。

津波により最大で１～２ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。

津波により１ｍ未満（一部の場所で１～２ｍ）の浸水が想
定されており，家屋等への被害が予想される。

津波により最大で３ｍ以上の浸水が想定されており，家
屋等への被害が予想される。

北方向の津波浸水想定区域外や広域避難場所である福山城公園の方向に向かって避難するこ
とを基本とし，避難に遅れた住民や津波浸水想定区域外までの避難が困難な住民（災害時要援
護者など）は，霞小学校（津波避難場所）へ避難する。

北方向の津波浸水想定区域外へ向かって避難することを基本とし，避難に遅れた住民や津波浸
水想定区域外までの避難が困難な住民（災害時要援護者など）は，光小学校（津波避難場所）
へ避難する。芦田川の堤防や橋は，地震で損壊している可能性があるので，近づかない。

北方向の津波浸水想定区域外にある桜丘小学校や桜丘公民館などの避難所の方向に向かっ
て避難する。

手城川より東側の住民は，浸水想定区域外にある長浜小学校（津波避難場所）の方向に向かっ
て避難する。手城川より西側の住民は，北西方向の津波浸水想定区域外にある暁の星小・中・
高等学校（避難所）などの方向に向かって避難することとし，時間的に余裕がない場合は，途中
にある手城小学校，一ツ橋中学校などの津波避難場所に避難する。堤防や橋は，地震で損壊し
ている可能性があるので，近づかない。

津波浸水想定区域内の住民は，北方向の津波浸水想定区域外にある広島県立福山誠之館高
等学校などの避難所の方向に向かって避難する。

南方向に津波避難場所があるが，海に近づくことや液状化のおそれなどがあることから，できる
だけ大きな道路を通って，海と反対方向の福山市立大学や福山ポートプラザ日化の方向に向
かって避難を開始し，時間的な余裕があれば津波浸水想定区域外まで避難する。
なお，津波到達時間までに余裕があるなど状況によっては，福山テクノ工業団地一帯に向かっ
て避難する。避難する際は，一文字堤防や新涯大橋は，地震で損壊している可能性があるの
で，近づかない。

光

小学校
区

霞

旭

桜丘

樹徳

曙 7,772

周辺の避難関連施設

人

人

5,694

6,002

4,864

7,168

人

人

人

人

人

人

8,610

地震による液状化のおそれがあるため，できるだけ大きな道路を通って，近くの津波避難場所や
福山テクノ工業団地一帯に向かって避難する。一文字堤防や新涯大橋は，地震で損壊している
可能性があるので，近づかない。

避難の考え方(例)

北方向の津波浸水想定区域外の避難所などの方向に向かって避難することを基本とし，避難に
遅れた住民や津波浸水想定区域外までの避難が困難な住民（災害時要援護者など）は，近くの
津波避難場所へ避難する。内港の堤防は，地震で損壊している可能性があるので，近づかな
い。

（別表）



浸水
区域

種別 町名 施設名
海抜
（ｍ）

収容人
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番
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エリア 人口 予想される被害状況
小学校

区

周辺の避難関連施設
避難の考え方(例)

内 津波避難場所 東深津町 深津小学校 0.2 1,871

内 津波避難場所 三吉町南 東中学校 1.5 663

外 避難所 西深津町 暁の星小・中・高等学校 4.2 1,201

内 津波避難場所 東深津町 グレート・ハリウッド800立体駐車場，800アルファ立体駐車場 2.5 4,037

内 津波避難場所 明神町 株式会社ラウンドワン福山店 1.2 4,639

内 津波避難場所 明神町 株式会社フタバ図書アルティ福山本店 0.6 7,841

外 津波避難場所・避難所 水呑町 水呑小学校 7.2 297

外 津波避難場所・避難所 水呑向丘 向丘中学校 31.0 1,442

外 避難所 水呑町 水呑交流館 0.4 119

外 避難所 水呑町 広島県立福山商業高等学校 10.1 648

11 西 9,356 人 外 広域避難場所 丸之内 福山城公園 21.0 113,787
津波により最大で１ｍ未満の浸水が想定されており，家
屋等への被害が予想される。

北方向の津波浸水想定区域外に向かって避難を開始し，安全な高台である福山城公園（津波
避難場所）へできるだけ避難する。

内 津波避難場所 三吉町南 東中学校 1.5 663

外 避難所 西深津町 暁の星小・中・高等学校 4.2 1,201

内 津波避難場所 東深津町 グレート・ハリウッド800立体駐車場，800アルファ立体駐車場 2.5 4,037

外 津波避難場所 港町 福山市立大学 3.5 9,206

内 津波避難場所 東川口 川口東小学校 0.4 1,786

内 津波避難場所 光南町 城南中学校 1.2 171

内 津波避難場所 多治米町 多治米小学校 0.8 2,164

内 津波避難場所 入船町 天満屋ハピータウンポートプラザ店立体駐車場 2.5 30,510

内 津波避難場所 入船町 イトーヨーカドー福山店立体駐車場 2.5 36,399

内 津波避難場所 緑町 株式会社ハローズ緑町店立体駐車場 1.4 3,777

内 津波避難場所 川口町 福山医療センター職員宿舎メゾン川口 0.4 389

外 津波避難場所 港町 福山市立大学 3.5 9,206

内 津波避難場所 東川口 川口東小学校 0.4 1,786

内 津波避難場所 入船町 天満屋ハピータウンポートプラザ店立体駐車場 2.5 30,510

内 津波避難場所 入船町 イトーヨーカドー福山店立体駐車場 2.5 36,399

内 津波避難場所 川口町 福山医療センター職員宿舎メゾン川口 0.4 389

内 津波避難場所 多治米町 多治米小学校 0.8 2,164

内 津波避難場所 草戸町 光小学校 2.8 940

内 津波避難場所 光南町 城南中学校 1.2 171

内 津波避難場所 緑町 株式会社ハローズ緑町店立体駐車場 1.4 3,777

外 避難所 北吉津町 桜丘小学校 18.0 396

外 避難所 北吉津町 桜丘公民館 11.0 76

外 避難所 奈良津町 奈良津コミュニティセンター 11.0 248

外 避難所 北吉津町 元吉津コミュニティ館 3.0 54

外 避難所 本町 市民参画センター 2.8 991

外 広域避難場所 丸之内 福山城公園 21.0 113,787

内 津波避難場所 光南町 城南中学校 1.2 171

内 津波避難場所 霞町 霞小学校 1.9 224

内 津波避難場所 入船町 旭小学校 1.7 545

内 津波避難場所 入船町 天満屋ハピータウンポートプラザ店立体駐車場 2.5 30,510

内 津波避難場所 入船町 イトーヨーカドー福山店立体駐車場 2.5 36,399

内 津波避難場所 緑町 株式会社ハローズ緑町店立体駐車場 1.4 3,777

外 広域避難場所 丸之内 福山城公園 21.0 113,787

18 箕島 2,383 人 外 津波避難場所 箕島町 福山テクノ工業団地一帯 67.0 100,869
津波により最大で３ｍ以上の浸水が想定されており，津
波や液状化による家屋等への被害が予想される。

北方向の津波浸水想定区域外まで避難するには距離があり，また芦田川の堤防や橋は，地震
で損壊している可能性があることから，福山テクノ工業団地一帯に向かって避難する。

外 避難所 沼隈町 中組集会所 21.0 34

外 避難所 沼隈町 西組集会所 23.0 88

外 避難所 沼隈町 千年小学校 3.8 516

外 避難所 沼隈町 林崎集会所 5.6 93

外 避難所 沼隈町 能登原小学校 5.4 257

外 避難所 沼隈町 桜集会所 6.4 80

外 避難所 内海町 内浦公民館 2.4 183

外 避難所 内海町 沖集会所 4.4 69

外 避難所 内海町 寺山集会所 2.5 64

外 避難所 内海町 箱崎集会所 3.7 75

内 津波避難場所 内海町 内海中学校 3.0 506

外 避難所 内海町 内海高齢者コミュニティセンター 32.7 327

外 避難所 内海町 南地区コミュニティセンター 22.0 75

本庁

人

沼隈・
内海

人

22

23

人

人

14

人

津波により最大で２～３ｍの浸水が想定されており，津波
や液状化による家屋等への被害が予想される。

津波により最大で２～３ｍの浸水が想定されており，津波
や液状化による家屋等への被害が予想される。

13

15

16

9

10

12

7,630

1,152

5,391

17

19

20

21

津波により最大で１～２ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。

津波により最大で２～３ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。

津波により最大で１～２ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。

津波により最大で２～３ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。

津波により最大で３ｍ以上の浸水が想定されており，家
屋等への被害が予想される。

津波により最大で３ｍ以上の浸水が想定されており，家
屋等への被害が予想される。

川口

9,001多治米

東

津波浸水想定区域外の暁の星小・中・高等学校（避難所）の方向に向かって避難する，又は北
方向の中央中学校や地盤の高い場所に向かって避難する。

北西方向の津波浸水想定区域外を目指して避難する。避難に遅れた住民や浸水想定区域外ま
での避難が困難な住民（災害時要援護者など）は，城南中学校（津波避難場所）へ避難する。地
震による液状化のおそれなどがあるため，避難する際はできるだけ大きな道路を通る。

西方向の津波浸水想定区域外にある市民参画センターや北方向の桜丘小学校などの避難所の
方向に向かって避難する。

人

北西方向にある福山市立大学や福山ポートプラザの方向に向かって避難する。地震による液状
化のおそれなどがあるため，避難する際はできるだけ大きな道路を通る。

人

人12,244

北西方向にある福山市立大学や福山ポートプラザの方向に向かって避難する。地震による液状
化のおそれなどがあるため，避難する際はできるだけ大きな道路を通る。

津波により最大で１～２ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。

津波により最大で１～２ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。

5,850 人

人

10,866

1,709

北方向の津波浸水想定区域外にある福山城公園（広域避難場所）や東方向のふくやま芸術文
化ホール（避難所）の方向に向かって避難する，又は津波避難場所であるポートプラザ，城南中
学校，霞小学校，旭小学校などへ避難する。

海と反対方向の津波浸水想定区域外の中組集会所，西組集会所などの避難所の方向に向かっ
て避難する。堤防や防波堤は，地震で損壊している可能性があるので，海には近づかない。

千年

内海

深津

水呑

津波浸水想定区域外の暁の星小・中・高等学校（避難所）の方向に向かって避難を開始し，避難
に遅れた住民や津波浸水想定区域外までの避難が困難な住民（災害時要援護者など）は，途中
にある津波避難場所に避難する。堤防は，地震で損壊している可能性があるので，川に近づか
ない。

西方向の津波浸水想定区域外にある水呑小学校や向丘中学校などの避難所の方向に向かっ
て避難する。芦田川の堤防や橋は，地震で損壊している可能性があるので，近づかない。

人

常石

7,456

内浦

6,496

人

南

川口東

能登原

1,742

6,411西深津

海と反対方向の津波浸水想定区域外の千年小学校，林崎集会所などの避難所や近くの高台に
向かって避難する。堤防や防波堤は，地震で損壊している可能性があるので，海や川には近づ
かない。

津波により１ｍ未満（一部の場所で１～２ｍ）の浸水が想
定されており，家屋等への被害が予想される。

津波により最大で３ｍ以上の浸水が想定されており，津
波や液状化による家屋等への被害が予想される。

585

津波により最大で１～２ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。人

海と反対方向の津波浸水想定区域外の内海高齢者コミュニティセンター，南地区コミュニティセ
ンターなどの避難所や内海中学校（津波避難所），又は近くの高台に向かって避難する。堤防や
防波堤は，地震で損壊している可能性があるので，海には近づかない。

海と反対方向の津波浸水想定区域外の内浦公民館，沖集会所，寺山集会所，箱崎集会所など
の避難所，又は近くの高台に向かって避難する。堤防や防波堤は，地震で損壊している可能性
があるので，海には近づかない。

海と反対方向の津波浸水想定区域外の能登原小学校，桜集会所の方向に向かって避難する。
堤防や防波堤は，地震で損壊している可能性があるので，海や川には近づかない。
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番
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エリア 人口 予想される被害状況
小学校

区

周辺の避難関連施設
避難の考え方(例)

外 避難所 鞆町 鞆の浦学園 18.0 415

外 避難所 鞆町 鞆の浦学園（旧鞆中学校） 54.0 393

外 避難所 鞆町 鞆コミュニティセンター 3.7 250

内 津波避難場所 鞆町 鞆公民館 2.6 668

外 避難所 走島町 旧走島小学校 7.8 342

外 津波避難場所・避難所 走島町 走島公民館（旧走島中学校） 7.2 546

25 高島 2,651 人 内 津波避難場所 田尻町 高島小学校 2.9 1,085
沿岸部では津波により，最大で２～３ｍの浸水が想定さ
れており，家屋等への被害が予想される。

北方向の高台へ向かって避難することとし，避難に遅れた住民や津波浸水想定区域外までの避
難が困難な住民（災害時要援護者など）は，高島小学校（津波避難場所）へ避難する。

外 避難所 引野町 引野小学校 11.0 392

外 避難所 引野町 引野公民館 5.8 79

外 避難所 春日町 緑丘小学校 6.0 392

外 避難所 春日町 緑丘公民館 7.5 75

外 避難所 日吉台 日吉台小学校 31.0 397

外 避難所 日吉台 日吉台公民館 29.0 71

外 津波避難場所・避難所 春日町 培遠中学校 2.5 380

外 避難所 春日町 春日公民館 5.3 65

外 避難所 伊勢丘 伊勢丘小学校 21.6 386

外 避難所 春日町 広島大学附属福山中・高等学校 12.9 1,053

外 避難所 蔵王町 蔵王小学校 50.3 393

外 避難所 蔵王町 蔵王公民館 3.2 65

内 津波避難場所 南蔵王町 ラフェスタ２立体駐車場 0.3 2,015

外 避難所 大門町 大津野小学校 12.0 391

外 避難所 大門町 大門公民館 16.0 76

外 避難所 大門町 銀河学園中・高等t学校 11.3 1,862

外 避難所 城興ヶ丘 大門中学校 25.0 491

外 避難所 引野町 長浜小学校 29.0 391

内 津波避難場所 東手城町 一ツ橋中学校 -0.3 1,983

外 避難所 日吉台 日吉台小学校 31.0 397

外 避難所 日吉台 日吉台公民館 29.0 71

外 避難所 大門町 野々浜小学校 44.7 397

外 避難所 大門町 大津野小学校 12.0 391

外 避難所 大門町 大門公民館 16.0 76

外 避難所 春日町 緑丘小学校 6.0 392

外 避難所 春日町 緑丘公民館 7.5 75

外 避難所 伊勢丘 伊勢丘小学校 21.6 386

外 避難所 春日町 広島大学附属福山中・高等学校 12.9 1,053

外 津波避難場所・避難所 金江町 精華中学校 18.0 1,683

外 避難所 金江町 元金江コミュニティ館 12.6 32

外 避難所 金江町 金江公民館 3.9 67

外 避難所 金江町 金江小学校 3.9 358

外 避難所 今津町 遺芳丘小学校（旧今津小学校） 51.0 397

外 避難所 今津町 今津公民館 4.5 77

外 避難所 高西町 高西公民館 2.7 63

36 松永 11,093 人 外 避難所 松永町 松永小学校 3.3 366

津波により最大で３ｍ以上の浸水が想定されており，津
波や液状化による家屋等への被害が予想される。

地震による液状化のおそれがあるため，できるだけ大きな道を通って，津波浸水想定区域外に
ある今津公民館，今津小学校などの避難所の方向に避難する。堤防や防波堤は，地震で損壊し
ている可能性があるので，近づかない。

外 避難所 神村町 神村小学校 31.4 357

外 避難所 神村町 神村公民館 4.3 73

外 避難所 神村町 神村コミュニティセンター 16.8 275

外 津波避難場所・避難所 藤江町 藤江小学校 19.0 709

外 避難所 藤江町 藤江公民館 18.0 65

39 柳津 2,867 人 内 津波避難場所 柳津町 柳津小学校 2.4 214
津波により最大で１～２ｍの浸水が想定されており，津波
や液状化による家屋等への被害が予想される。

近くの高台に向かって避難するか，柳津小学校，ゆめタウン松永店などの津波避難場所に避難
する。堤防や防波堤は，地震で損壊している可能性があるので，海には近づかない。

鞆・
高島･
走島

東部

人
鞆（走
島含
む）

沿岸部では津波により，最大で１～２ｍの浸水が想定さ
れており，家屋等への被害が予想される。

海と反対方向の高台にある鞆小学校，鞆中学校や鞆コミュニティセンターなどの避難所の方向
に向かって避難する。若しくは，近くの山などの高台へ避難する。
走島の場合，浸水想定区域外にある近くの山などに向かって避難することとし，被災状況などを
見て，避難経路の安全が確認ができる場合は，走島中学校や走島小学校，走島公民館の方向
に向かって避難する。
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人
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2,520
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緑丘 13,522
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浸水が想定される区域の住民は，東方向の津波浸水想定区域外にある藤江小学校，藤江公民
館などの避難所の方向に向かって避難する。又は近くにある高台に避難する。堤防や防波堤
は，地震で損壊している可能性があるので，海には近づかない。

津波浸水想定区域外の野々浜小学校や近くの高台の方向に向かって避難する。堤防や防波堤
は，地震で損壊している可能性があるので，海や川には近づかない。

津波により概ね１ｍ未満（一部の場所で１～２ｍ）の浸水
が想定されており，津波や液状化による家屋等への被害
が予想される。

津波により一部の地域で１ｍ未満の浸水が想定されてお
り，家屋等への被害が予想される。

津波により最大で３ｍ以上の浸水が想定されており，津
波や液状化による家屋等への被害が予想される。

津波により最大で３ｍ以上の浸水が想定されており，津
波や液状化による家屋等への被害が予想される。

津波により一部の地域で最大１～２ｍの浸水が想定され
ており，家屋等への被害が予想される。

津波により最大で２～３ｍの浸水が想定されており，津波
や液状化による家屋等への被害が予想される。

津波により最大で２～３ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。

津波により最大で３ｍ以上の浸水が想定されており，津
波や液状化による家屋等への被害が予想される。

津波により２～３ｍ（一部の場所で３ｍ以上）の浸水が想
定されており，家屋等への被害が予想される。

津波浸水想定区域外にある緑丘小学校，緑丘公民館，広大付属福山中・高等学校，伊勢丘小
学校などの避難所の方向に向かって避難する。川の堤防は，地震で損壊しているおそれがある
ので，近づかない。

浸水想定区域外にある引野小学校，引野公民館，真興コミュニティセンターの方向に向かって避
難することとし，避難に遅れた住民や津波浸水想定区域外までの避難が困難な住民（災害時要
援護者など）は，梶島山に避難する。川の護岸は，地震で損壊している可能性があるので，近づ
かない。

北側，東側，南側の津波浸水想定区域外にある避難所の方向に向かって避難する。春日池や
川の護岸は，地震により損壊している可能性があるので，近づかない。

北方向の津波浸水想定区域外にある蔵王小学校（避難所）や蔵王公民館に向かって避難する。
避難に遅れた住民や津波浸水想定区域外までの避難が困難な住民（災害時要援護者など）は，
ラフェスタ２立体駐車場（津波避難場所）に避難する。

津波浸水想定区域外の大津野小学校，大門公民館，大門中学校などの避難所の方向に向かっ
て避難する。堤防や防波堤は，地震で損壊している可能性があるので，海や川には近づかな
い。

津波浸水想定区域外の長浜小学校の方向に向かって避難する，又は津波避難場所である一ツ
橋中学校へ避難する。入り江や川の堤防は，地震で損壊している可能性があるので，近づかな
い。

津波浸水想定区域外にある金江小学校や精華中学校などの避難所の方向に向かって避難す
る，又は近くの高台に避難する。堤防や防波堤は，地震で損壊している可能性があるので，海に
は近づかない。

北方向の津波浸水想定区域外にある今津公民館，今津小学校の方向に向かって避難する。堤
防や防波堤は，地震で損壊している可能性があるので，海には近づかない。

浸水が想定される区域の住民は，東方向の津波浸水想定区域外にある神村小学校などの避難
所の方向に向かって避難する。

3,059

日吉台

大津野

長浜

野々浜

7,295

4,164

6,944神村

蔵王

引野

春日

4,107

7,093

8,553

6,837

6,599

北方向の津波浸水想定区域外にある日吉台小学校や日吉台などの避難所や近くの高台の方
向に向かって避難する。

津波により一部の地域で１～２ｍ（一部の場所で３ｍ未
満）の浸水が想定されており，家屋等への被害が予想さ
れる。

津波により２～３ｍ(一部の場所で３ｍ以上)の浸水が想定
されており，家屋等への被害が予想される。

津波により最大で２～３ｍの浸水が想定されており，家屋
等への被害が予想される。

人

人

人

人


