
���

名
鉄
河
和
線

名
鉄
河
和
線

J
R
武
豊
線

J
R
武
豊
線

榎下町榎下町

乙川町乙川町
乙川八幡町三丁 目乙川八幡町三丁 目

乙川浜側町二丁目乙川浜側町二丁目

勘内町勘内町

宮路町宮路町

銀座本町五丁目銀座本町五丁目

銀座本町四丁目銀座本町四丁目

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

古浜町古浜町

御幸町御幸町

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
荒古町一丁目荒古町一丁目

荒古町二丁目荒古町二丁目

高砂町高砂町

山ノ神町山ノ神町

山崎町山崎町

住吉町五丁目住吉町五丁目

住吉町四丁目住吉町四丁目

上浜町上浜町

新栄町新栄町

新居町七丁目新居町七丁目

新川町新川町
瑞穂町一丁目瑞穂町一丁目

瑞穂町十 丁目瑞穂町十 丁目

清水西町清水西町 清水東町清水東町

清水北町清水北町

西億田町西億田町

川田町川田町

泉町泉町

前崎西町前崎西町

相賀町相賀町

大坪町大坪町

中億田町中億田町

中午町中午町

中村町一丁目中村町一丁目

中村町二丁目中村町二丁目

中町一丁目中町一丁目

天王町一丁目天王町一丁目

天王町二丁目天王町二丁目

東雲町東雲町

東億田町東億田町

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

東洋町二丁目東洋町二丁目

南本町一丁目南本町一丁目

南末広町南末広町

日東町日東町

白山町
一丁目
白山町
一丁目

八軒町八軒町

浜田町三丁目浜田町三丁目

浜田町二丁目浜田町二丁目

北浜田二丁目北浜田二丁目

北末広町北末広町

堀崎町一丁目堀崎町一丁目

堀崎町二丁目堀崎町二丁目

本町
一丁目

本町
一丁目

本町五丁目本町五丁目

本町
三丁目

本町
三丁目

本町四丁目本町四丁目

本町七丁目本町七丁目

本町
二丁目

本町
二丁目

本町六丁目本町六丁目

阿原町阿原町

乙川一色町乙川一色町
乙川栄町乙川栄町

乙川源内林町一丁目乙川源内林町一丁目

乙川向田町
一丁目

乙川向田町
一丁目

乙川向田町
二丁目

乙川向田町
二丁目

乙 川市場町
 一丁目

乙 川市場町
 一丁目

乙川市 場町
二丁 目

乙川市 場町
二丁 目

乙川新町一丁目乙川新町一丁目

乙川新町
二丁目

乙川新町
二丁目

乙川深田町一丁目乙川深田町一丁目

乙川深田町二丁目乙川深田町二丁目

乙川太田町二丁目乙川太田町二丁目

乙川 殿町乙川 殿町

乙川内山町乙川内山町

乙川畑田町一丁目乙川畑田町一丁目

乙川八幡町 一丁目乙川八幡町 一丁目

乙川稗田町乙川稗田町

乙川浜側町一丁目乙川浜側町一丁目

乙川北側町
一丁目

乙川北側町
一丁目

乙川薬師町一丁目乙川薬師町一丁目
乙川薬師町二丁目乙川薬師町二丁目

花田町一丁目花田町一丁目花田町三丁目花田町三丁目 花田町二丁目花田町二丁目

岩滑南浜町岩滑南浜町

岩滑北浜町岩滑北浜町

亀崎町九丁目亀崎町九丁目

亀崎町十丁目亀崎町十丁目

亀崎町六丁目亀崎町六丁目

向山町三丁目向山町三丁目
向山町二丁目向山町二丁目

住吉町一丁目住吉町一丁目

住吉町三丁目住吉町三丁目

住吉町二丁目住吉町二丁目

新居町一丁目新居町一丁目

新居町五丁目新居町五丁目
新居町三丁目新居町三丁目

新居町四丁目新居町四丁目新居町二丁目新居町二丁目

新居町 六丁目新居町 六丁目

潮干町潮干町

浜田町一丁目浜田町一丁目

北浜田町
二丁目

北浜田町
二丁目

稗
田
川

稗
田
川

平地町三丁目平地町三丁目

大松町
一丁目
大松町
一丁目

大松町
二丁目
大松町
二丁目

向山町一丁目向山町一丁目

小神町小神町乙川太田町
一丁目

乙川太田町
一丁目

乙 川若宮町乙 川若宮町
乙川西ノ宮町

三丁目
乙川西ノ宮町

三丁目
乙川西ノ宮町

二丁目
乙川西ノ宮町

二丁目 乙川西ノ宮 町
一丁目

乙川西ノ宮 町
一丁目

乙川北側町
二丁目

乙川北側町
二丁目

乙川新町
三丁目

乙川新町
三丁目

乙川
高良町

乙川
高良町

乙川八幡町二丁目乙川八幡町二丁目

北浜田町
一丁目

北浜田町
一丁目

祢宜町祢宜町

阿 久 比 川阿 久 比 川

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

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

桐ケ丘二丁目桐ケ丘二丁目

幸町一丁目幸町一丁目

幸町二丁目幸町二丁目

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

春日町一丁目春日町一丁目

春日町二丁目春日町二丁目

昭和町三丁目昭和町三丁目

昭和町四丁目昭和町四丁目

神明町一丁目神明町一丁目

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七丁目瑞穂町七丁目

瑞穂町八丁目瑞穂町八丁目

瑞穂町六丁目瑞穂町六丁目
成岩本町一丁目成岩本町一丁目

成岩本町二丁目成岩本町二丁目

西端町西端町

船入町船入町

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

天神町天神町
東浜町
一丁目
東浜町
一丁目

東浜町
二丁目
東浜町
二丁目

東洋町三丁目東洋町三丁目

南本町
二丁目
南本町
二丁目

日ノ出町日ノ出町

白山町三丁目白山町三丁目
白山町二丁目白山町二丁目

畑合町畑合町

浜町浜町

妙見町妙見町

成岩本町三丁目成岩本町三丁目

衣 浦 港衣 浦 港

半田中学校半田中学校

乙川吉野町乙川吉野町

岩滑中町
三丁目

岩滑中町
三丁目

岩滑中町
四丁目

岩滑中町
四丁目

岩滑東町一丁目岩滑東町一丁目

岩滑東町五丁目岩滑東町五丁目

岩滑東町三丁目岩滑東町三丁目

岩滑東町四丁目岩滑東町四丁目

岩滑東町二丁目岩滑東町二丁目

岩滑中町
一丁目

岩滑中町
一丁目

十
ヶ
川

十
ヶ
川

昭和町
一丁目
昭和町
一丁目

東新町東新町

西新町西新町
住吉町
六丁目
住吉町
六丁目

住吉町
七丁目
住吉町
七丁目前崎東町前崎東町

住吉町
八丁目
住吉町
八丁目

雁宿小学校雁宿小学校

岩滑高山町三丁目岩滑高山町三丁目

岩滑高山町二丁目岩滑高山町二丁目

岩滑中町五丁目岩滑中町五丁目

岩滑中町七丁目岩滑中町七丁目

岩滑中町
二丁目

岩滑中町
二丁目

岩滑中町六丁目岩滑中町六丁目

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

出口町一丁目出口町一丁目

出口町二丁目出口町二丁目

星崎町三丁目星崎町三丁目
星崎町二丁目星崎町二丁目

星崎町一丁目星崎町一丁目

白山町四丁目白山町四丁目

柊町一丁目柊町一丁目

瑞穂町二丁目瑞穂町二丁目
十
ケ
川

十
ケ
川

協和町一丁目協和町一丁目

中町四丁目中町四丁目

昭和町二丁目昭和町二丁目

成岩中学校成岩中学校

Suehiro Koban 
(Police Box)

Suehiro Koban 
(Police Box)

Okkawa Koban 
(Police Box)

Okkawa Koban 
(Police Box)

Handa City HospitalHanda City Hospital

Handa Fire Station  Handa Fire Station  

H
andaguchi Station

H
andaguchi Station

Sum
iyoshicho Station

Sum
iyoshicho Station

H
anda Station

H
anda Station

Okkawa Station
Okkawa Station

Chita H
anda Station

Chita H
anda Station

成
岩
駅
成
岩
駅

Handa Police StationHanda Police Station

Handa 
Health Center
Handa 
Health Center

Handa Children's CenterHanda Children's Center
Handa Elementary SchoolHanda Elementary School

Yamada Electric (Denki)Yamada Electric (Denki)

Sumiyoshi Public Hall
(Kominkan)
Sumiyoshi Public Hall
(Kominkan)

Kosei ParkKosei Park

Kuracity 
Handa

Kuracity 
Handa

JR Handa StationJR Handa Station

Handa Chamber of CommerceHanda Chamber of Commerce

Yamano Shrine (Jinja)Yamano Shrine (Jinja)

協和区民館協和区民館

中町クリニック中町クリニック

成岩小学校成岩小学校

成岩公民館成岩公民館

Koshoji TempleKoshoji Temple
Okkawa Hachiman ShrineOkkawa Hachiman Shrine

Ota ParkOta Park

Mukaiyama Public Hall 
(Kominkan)
Mukaiyama Public Hall 
(Kominkan)

Mukoda Park Mukoda Park 

Mini StopMini Stop
Arai Public Hall (Kuminkan)Arai Public Hall (Kuminkan)

Arai Children's ParkArai Children's Park

Handa Okkawa 
Post Office

Handa Okkawa 
Post Office

Chita Shinyo Kinko 
Okkawa Branch

Chita Shinyo Kinko 
Okkawa Branch

Private Car ParkPrivate Car Park

Okkawa Public Hall (Kominkan)Okkawa Public Hall (Kominkan)

Chateau HandaChateau Handa

JUS Handa 
Multi-level Car Park
JUS Handa 
Multi-level Car Park Handa City HallHanda City Hall

Naviwoody Handa Mansion No. �Naviwoody Handa Mansion No. �

Naviwoody Handa Mansion No. �Cainz Home Handa BranchCainz Home Handa Branch

Okkawa Prefectural 
Housing

Okkawa Prefectural 
Housing

Sunport Hotel HandaSunport Hotel Handa

Rainbow No. � HandaRainbow No. � Handa

ラウンドワン半田店付属立体駐車場ラウンドワン半田店付属立体駐車場

サウナ＆ホテルみどり館サウナ＆ホテルみどり館
県営半田康衛住宅県営半田康衛住宅

Aichi Prefectural Fisheries/
Seaweed Logistics Center
Aichi Prefectural Fisheries/
Seaweed Logistics Center道路高架区間の歩道部道路高架区間の歩道部

Elevated road area footpathElevated road area footpath

Elevated road area footpathElevated road area footpath

Kariyado HallKariyado Hall

Handa Senior High SchoolHanda Senior High School

Okkawa Shiroyama ParkOkkawa Shiroyama Park

Okkawa Elementary SchoolOkkawa Elementary School

Okkawa Higashi 
Senior Elementary School
Okkawa Higashi 
Senior Elementary School

Kaizoji Car ParkKaizoji Car Park

Handa Shogyo 
Senior High School
Handa Shogyo 
Senior High School

成岩中学校成岩中学校

7069
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●Rough time required for evacuation (��m/min)●Rough time required for evacuation (��m/min)
�Minutes �� Minutes ��Minutes ��Minutes ��Minutes ��Minutes ��Minutes ��Minutes

*��m/minute: Specified based on assumption that an earthquake has 
occurred, and liquefaction has taken place. 
*This will depend on the circumstances and your individual situation, so 
should be considered no more than an indication.

*��m/minute: Specified based on assumption that an earthquake has 
occurred, and liquefaction has taken place. 
*This will depend on the circumstances and your individual situation, so 
should be considered no more than an indication.

Tsunami Hazard Map 3

Indicated basic water level

�

Estimated basic water level

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

Area flooded below �.�m

Local authority 
regional border 

Evacuation target area

Key
Emergencey 
evacuation location

Evacuation target point

Temporary tsunami 
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.


