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神戸川
神戸川

神戸川
神戸川

稗田川
稗田川

旭町一丁目旭町一丁目

旭町五丁目旭町五丁目

旭町三丁目旭町三丁目

旭町四丁目旭町四丁目

旭町二丁目旭町二丁目

栄町一丁目栄町一丁目

栄町三丁目栄町三丁目

栄町四丁目栄町四丁目

栄町二丁目栄町二丁目

乙川末広町乙川末広町

花園町一丁目花園町一丁目

花園町二丁目花園町二丁目

雁宿町一丁目雁宿町一丁目

雁宿町三丁目雁宿町三丁目

雁宿町二丁目雁宿町二丁目

宮本町一丁目宮本町一丁目

宮本町三丁目宮本町三丁目

宮本町四丁目宮本町四丁目

宮本町二丁目宮本町二丁目

協和町二丁目協和町二丁目

郷中町一丁目郷中町一丁目

郷中町三丁目郷中町三丁目

郷中町二丁目郷中町二丁目桐ケ丘一丁目桐ケ丘一丁目

桐ケ丘五丁目桐ケ丘五丁目

桐ケ丘三丁目桐ケ丘三丁目

桐ケ丘四丁目桐ケ丘四丁目

半田市体育館半田市体育館

桐ケ丘二丁目桐ケ丘二丁目

銀座本町五丁目銀座本町五丁目

銀座本町三丁目銀座本町三丁目

銀座本町一丁目銀座本町一丁目

銀座本町二丁目銀座本町二丁目

源平町源平町

御幸町御幸町

幸町一 丁目幸町一 丁目

幸町二丁目幸町二丁目

広小路町広小路町

更生町一丁目更生町一丁目

更生町二丁目更生町二丁目

港町一丁目港町一丁目

港町三丁目港町三丁目

港町四丁目港町四丁目

港町二丁目港町二丁目

港本町一丁目港本町一丁目

港本町三丁目港本町三丁目

港本町四丁目港本町四丁目

港本町二丁目港本町二丁目

荒古町一丁目荒古町一丁目

荒古町二丁目荒古町二丁目

山ノ神町山ノ神町

山崎町山崎町

寺町寺町 十一号地十一号地

春日町一丁目春日町一丁目

春日町三丁目春日町三丁目

春日町二丁目春日町二丁目

昭和町三丁目昭和町三丁目

昭和町
二丁目
昭和町
二丁目

昭和町
一丁目
昭和町
一丁目

昭和町四丁目昭和町四丁目

新栄町新栄町

新川町新川町

新浜町新浜町

神明町一丁目神明町一丁目

神明町三丁目神明町三丁目

神明町四丁目神明町四丁目

神明町二丁目神明町二丁目

瑞穂町一丁目瑞穂町一丁目

瑞穂町二丁目瑞穂町二丁目

瑞穂町九丁目瑞穂町九丁目

瑞穂町五丁目瑞穂町五丁目

瑞穂町三丁目瑞穂町三丁目

瑞穂町四丁目瑞穂町四丁目

瑞穂町三丁目瑞穂町三丁目

瑞穂町七丁目瑞穂町七丁目

瑞穂町十丁目瑞穂町十丁目

瑞穂町八丁目瑞穂町八丁目

瑞穂町六丁目瑞穂町六丁目

成岩東町成岩東町

成岩本町一丁目成岩本町一丁目

成岩本町四丁目成岩本町四丁目

成岩本町三丁目成岩本町三丁目

成岩本町二丁目成岩本町二丁目

西億田町西億田町

西端町西端町

青山一丁目青山一丁目

青山三丁目青山三丁目

青山二丁目青山二丁目

川崎町一丁目川崎町一丁目

川崎町三丁目川崎町三丁目

川崎町四丁目川崎町四丁目

川崎町二丁目川崎町二丁目

川田町川田町

泉町泉町

船入町船入町

前潟町前潟町

大和町一丁目大和町一丁目

大和町二丁目大和町二丁目

中村町一丁目中村町一丁目

中町一丁目中町一丁目

中町三丁目中町三丁目

中町二丁目中町二丁目

中島町中島町

仲田町一丁目仲田町一丁目

仲田町二丁目仲田町二丁目

天王町一丁目天王町一丁目

天王町二丁目天王町二丁目

天神町天神町

東雲町東雲町

東郷町一丁目東郷町一丁目

東郷町三丁目東郷町三丁目
東郷町四丁目東郷町四丁目

東郷町二丁目東郷町二丁目

東天王町一丁目東天王町一丁目

東天王町
二丁目

東天王町
二丁目

東浜町
一丁目
東浜町
一丁目

東浜町二丁 目東浜町二丁 目

東本町一丁目東本町一丁目

東本町二丁目東本町二丁目

東洋町一丁目東洋町一丁目

東洋町三丁目東洋町三丁目

東洋町二丁目東洋町二丁目

南本町一丁目南本町一丁目

南本町二丁目南本町二丁目

南末広町南末広町

日ノ出町日ノ出町

白山町一丁目白山町一丁目

白山町五丁目白山町五丁目

市営
半田球場

市営
半田球場

白山町三丁目白山町三丁目

白山町四丁目白山町四丁目

白山町二丁目白山町二丁目

畑合町畑合町

八軒町八軒町

浜町浜町

北二ツ坂町一丁目北二ツ坂町一丁目

北末広町北末広町

堀崎町二丁目堀崎町二丁目

本町七丁目本町七丁目

妙見町妙見町

有楽町一丁目有楽町一丁目

有楽町五丁目有楽町五丁目

有楽町三丁目有楽町三丁目

有楽町四丁目有楽町四丁目

有楽町七丁目有楽町七丁目

有楽町二丁目有楽町二丁目

有楽町八丁目有楽町八丁目

有楽町六丁目有楽町六丁目

中町四丁目中町四丁目
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衣浦派出所衣浦派出所

末广派出所末广派出所

半田市立
半田医院
半田市立
半田医院

半田消防署  半田消防署  
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青山派出所青山派出所

协和区民馆协和区民馆

kao sai公园kao sai公园 山之神社山之神社

JR半田站JR半田站

半田商工会所半田商工会所

ku la shi  tai 
半田
ku la shi  tai 
半田

中町门诊中町门诊

成岩小学成岩小学

成岩公民馆成岩公民馆

成岩神社成岩神社

FEEL C.节日FEEL C.节日

青山站青山站

�.���.��

はさま公園はさま公園

成岩城趾南西広場成岩城趾南西広場

イオン半田店イオン半田店

半田
コロナワールド

立体駐車場

半田
コロナワールド

立体駐車場

bu ra e ru 
家青山附属立体停车场
bu ra e ru 
家青山附属立体停车场

道路高架区间的步道部道路高架区间的步道部

半田市役所半田市役所

道路高架区间的步道部道路高架区间的步道部

道路高架区間の歩道部道路高架区間の歩道部

道路高架区间的步道部道路高架区间的步道部

道路高架区间的步道部道路高架区间的步道部

道路高架区间的步道部道路高架区间的步道部
道路高架区间的步道部道路高架区间的步道部

商务酒店ARK半田店商务酒店ARK半田店

彩虹 第�半田彩虹 第�半田

ROUND ONE（朗玩）半田店附属立体停车场ROUND ONE（朗玩）半田店附属立体停车场

SAUNA旅店MIDORI馆SAUNA旅店MIDORI馆
县营半田康衡住宅县营半田康衡住宅

爱知县渔连海苔
流通中心

爱知县渔连海苔
流通中心

SUNPORT 宾馆 半田SUNPORT 宾馆 半田

ＪＵＳ半田付属
立体停车场
ＪＵＳ半田付属
立体停车场

成岩中学成岩中学

半田商业高等学校半田商业高等学校

神户公民馆神户公民馆

雁宿厅雁宿厅

7271

海啸灾害预测图 4
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●避难大体花费的时间 （��m/分）●避难大体花费的时间 （��m/分）
�分 ��分 ��分 ��分 ��分 ��分 ��分 ��分

※��m/分；通过预想地震发生时，发生液状化的情况来设定
※根据状况和自己的状态大体预测。
※��m/分；通过预想地震发生时，发生液状化的情况来设定
※根据状况和自己的状态大体预测。

标准水位的推测

�

预想的标准水位

�.�m以上～�.�m未满区域

�.�m以上～�.�m未满区域

�.�m未满区域

行政区划界

避难对象区域

凡　例

紧急避难所

避难目标地

海啸一时避难所

※与淹没深度无关，以撤退避难为原
则。（如果没有避难时间，去外面危
险的时候也可以垂直避难）

※请确认最新的避难所开设状况。


