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Indicated flood depth
Estimated flood depth

Area flooded between
�.� and ��.�m
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Area flooded between 
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Area flooded below �.�m

Key

Local authority 
regional border 

Evacuation location

*You should evacuate in principle 
regardless of flood depth.

 (If there is no time to evacuate and it 
is dangerous to go outside, you 
should evacuate vertically)

*Please check the latest situation 
r e g a r d i n g  o p e n  e v a c u a t i o n  
locations. �� ������ ������ ������ ������ ������ ��������

mm

●Time required for evacuation (��m/min)●Time required for evacuation (��m/min)
� Minutes �� Minutes �� Minutes

*��m/minute: Specified in reference to the speed at which elderly people can 
walk, based on past disaster experience. 
*This will depend on the circumstances and your individual situation,
so should be considered no more than an indication
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