■ハザードマップについて

●浸水想定区域図について

■避難の呼びかけ
神栖市からの避難の呼びかけは、 観測所の水位が下図のようになった場合に 3 段階に分けて発表します。
※下図はあくまでも発表の目安です。 雨の降り方などによっては、 基準の水位よりも早く避難勧告などが発表され
ることもあります。

●利根川 ( 横利根観測所 ) の水位 (m)

●浸水の深さの目安

霞ヶ浦 ・ 北浦 ・ 鰐川 ・
常陸利根川 ・ 横利根川

2.0m 以上
1.0m 以上 2.0m 未満

国土交通省関東地方整備局
霞ヶ浦河川事務所

国土交通省関東地方整備局
利根川上流河川事務所
利根川下流河川事務所

作成年月日

平成 28 年 8 月 18 日

平成 29 年 7 月 20 日

告示番号

国土交通省関東地方整備局
告示第 270 号

国土交通省関東地方整備局
告示第 213 号

0.5m 未満

指定の前提と 霞ヶ浦流域
利根川流域、 八斗島上流域
時間総雨量 853mm
なる計画降雨 192
72 時間総雨量 491mm
(72 時間想定最大規模降雨 660mm)

6.0

避難指示 ( 緊急 )

5.0

避難勧告
避難準備 ・
高齢者等避難開始

3.0

←大人の腰くらい、 床上浸水発生
←大人のひざくらい、 床下浸水発生

2.0

レベル 4

はん濫危険水位 4.4m

レベル 3

避難判断水位 4.3m

レベル 2

はん濫注意水位 2.85m

レベル 1

水防団待機水位 2.1m

避難情報

●洪水予報の危険度レベル
危険度レベル

洪水予報の種類

レベル５

はん濫発生情報

発表基準

みなさんのとるべき行動
はん濫水に警戒してくだい。
新たに浸水区域となり得る地域の方は
速やかに避難場所または屋内の高い
所に避難してください。

はん濫の発生

茨城県
レベル４

テレビ ・ ラジオ

はん濫危険情報

はん濫が起こり得る状況です。
状況によっては避難指示を発表するこ
ともあります。 その場合は速やかに避
難を開始してください。
また、 状況に応じて避難を検討してく
ださい。

はん濫危険水位に到達

■土砂災害について

土砂災害警戒区域

レベル３

レベル２

はん濫警戒情報

はん濫注意情報

崩壊などが発生した場合、 建築物に破損が生じ、 住民などの生
命または身体に危害が生じるおそれのある区域

一定時間後にはん濫危険水位
に到達が見込まれる場合、 ある
いは避難判断水位に到達し、 さ
らに水位の上昇が見込まれる場
合

状況に応じて避難準備 ・ 高齢者等避
難開始、 避難勧告を発表することがあ
ります。 避難に備え、 防災行政無線
などの神栖市からの避難の呼びかけに
注意してください。

はん濫注意水位に到達し、 さら
に水位の上昇が見込まれる場
合

気象情報、 河川の水位などに注意し
てください。 また、 高齢の方や身体の
不自由な方、 乳児 ・ 幼児が居るご家
庭においては、 早めの避難準備を心
がけましょう。

土砂災害特別警戒区域
崩壊などが発生した場合、 建築物に破損が生じ、 住民などの生
命または身体に著しい危害が生じるおそれのある区域

土砂災害
特別警戒区域

レベル１

発表なし

発表なし

水防団が水防活動の準備をする目安
となる水位です。
今後の気象情報などに注意してくださ
い。

)

土砂災害の種類には 「急傾斜地の崩壊 ( がけ崩れ )」 「地すべり」 「土石流」 があります。 神栖市ではこの中の 「急
傾斜地の崩壊 ( がけ崩れ )」 が知手中央の一部の地域で発生するおそれがあります。
がけ崩れは雨などによって土の抵抗力が弱まり、 急激に斜面が崩れ落ちる現象です。 突然崩れ落ちるため、 ひ
とたび人家が襲われると、 逃げ遅れて犠牲になってしまう人が多い災害です。
茨城県より 『土砂災害警戒区域』 に指定されている場所の近くにお住まいの方や働いている方は特に日ごろから
意識を持ち、 早めの避難を心がけましょう。

避難指示 緊
(急

市民のみなさん

防災行政無線
広報車
防災ラジオ
メールマガジン

水位情報
気象情報
洪水予報

神 栖 市

国土交通省

避難準備 ・
高齢者等避難開始
避難勧告
避難指示 緊
(急 )

インターネット

避難勧告

気象情報

発令時の状況

みなさんのとるべき行動

●人に及ぼされる被害の発生
する可能性が高まった状況
●お年寄りや身体の不自由な
方、 子どもなどの特に避難行
動に時間を要する者が避難行
動を開始しなければならない段
階

●高齢の方や身体の不自由な方、 乳児 ・
幼児などの特に避難行動に時間を要する
方々、 またその避難行動を支援する方々
は、 避難場所への避難を始めましょう。
●上記以外の方は、 家族などとの連絡、
非常用持ち出し品の用意をするなど、 い
つでも避難ができるように準備をしましょ
う。

神栖市
洪水ハザードマップ
Flood hazard maps
洪水灾害预测图
แผนที่อันตรายน้ำท่วม

このハザードマップは大雨によって霞ヶ浦 ・ 北浦 ・ 鰐川 ( わにがわ ) ・ 常陸利根川 ・ 横利根
川 ・ 利根川が増水し、 洪水が発生した場合に想定される最大規模の浸水の範囲や深さ、 土

通常の水位

0

防災情報は下の図のような経路で市民のみなさんに伝達されます。 テレビやラジオ、 インターネットから情報を収
集し、 早めの行動を心がけましょう。

波崎地域

種 類

1.0

■情報の伝達経路

気象庁

レベル 5

4.0
←1 階の軒下くらい

1.0m
0.5m

低

7.0

0.5m 以上 1.0m 未満

2.0m

緊急度

はん濫発生

8.0

利根川

作成主体

■避難情報について

避難準備 ・
高齢者等避難開始

裏面の地図情報面には、 霞ヶ浦 ・ 北浦 ・ 鰐川 ( わにがわ ) ・ 常陸利根川 ・ 横利根川 ・ 利根川が大雨によって増
水し、 はん濫した場合に想定される浸水区域、 浸水の深さを表した図 ( 浸水想定区域図 ) や土砂災害警戒区域を
記載しています。
最大規模の雨が流域に降った場合を想定していますが、 想定していないその他の河川や水路などから浸水するこ
ともあるため、 実際の浸水区域や浸水の深さと異なります。
ご自宅などの危険性や避難場所などを確認し、 災害発生に対する備えを心がけ、 安全に避難できる場所や経路
を日ごろから考えておきましょう。

高

●高齢の方や身体の不自由な方、 乳児 ・
幼児などの特に避難行動に時間を要する
●人に及ぼされる被害の発生
方々の避難に協力しましょう。
する可能性が明らかに高まった
●被害から身を守るために、 周りの人と
状況
助け合いながら、 避難場所への避難を
●通常の避難行動ができる者
始めましょう。
が避難行動を開始しなければ
●外が危険な場合は、 無理に避難場所
ならない段階
へ避難せず、 屋内の高い所へ避難しま
しょう。

●人への被害が発生した状況
●前兆現象の発生や、 現在の
切迫した状況から、 人に及ぼ
される被害の発生する危険性
が非常に高いと判断された状
況
●堤防の隣接地など、 地域の
特性などから人に及ぼされる被
害の発生する危険性が非常に
高いと判断された状況

●まだ避難をしていない方は、 緊急に避
難場所へ避難しましょう。
●外が危険な場合は、 無理に避難場所
へ避難せず、 屋内の高い所へ避難しま
しょう。

砂災害の発生が想定される箇所や指定緊急避難場所などの位置を地図上に記載し、 市民の
みなさんの避難などに役立つように作成しました。
いざという時のために、 このマップを参考に自宅や通学、 通勤先などにおいて想定される
災害発生状況を意識し、 指定緊急避難場所の位置や避難経路を確認するなど、 防災 ・ 減
災にご活用ください。

① 自宅や学校、 勤務先などの位置
を確認しましょう。

② 自宅付近の指定緊急避難場所を
確認しましょう。

自宅や勤務先がある場所やその周辺が浸水想定区
域に入っていないかを確認しましょう。

自宅や勤務先から一番近い指定緊急避難場所を確
認しましょう。

③ 危険箇所を避けて、 避難経路を
考えてみましょう。

④ 実際に避難経路を歩いてみて、
安全なことを確認しましょう。

災害が発生した時は、 早めに避難することが大事
です。

家庭や地域で話し合いながら、 実際に歩いてみま
しょう。 避難経路に危険な場所がある場合には、
避難経路を見直しましょう。

防災行政無線の放送内容にご注意ください
『避難準備 ・ 高齢者等避難開始』 が発表された時には、 下記のような内容が防災行政無線から放送されます。
放送内容に注意し、 避難準備や避難をしましょう。
『避難準備 ・ 高齢者等避難開始』 が発表された時の放送内容の例文
こちらは、 「防災かみす」 です。
午前○時○分、 神栖市災害対策本部発令。
○○川の水位が上昇しているため、○○地区、 ×× 地区に、 避難準備・高齢者等避難開始を発令します。
お年寄りの方や、 避難に時間がかかる方は、 避難を開始してください。
その他の方は、 避難の準備を始めてください。 避難場所は○○公民館、 ×× 中学校です。

土砂災害警戒区域

■災害気象情報の活用

■大規模水害時における広域避難について

潮来市
鹿島神宮駅

災害気象情報

注 意 報

大規模な水害が発生し、 避難情報が発表された時、 市内の指定緊急避難場所への避難が困難であり、 市外へ
の避難が必要になる場合があります。
そのような事態に備え、 神栖市 ・ 潮来市 ・ 稲敷市 ・ 千葉県香取市の４市の間で、 広域避難の連携に関する協定
を結んでいます。
市の境を越えた避難を可能にすることにより、 市民のみなさんの安全をより確実に実現することができます。
神栖市民のみなさんが市外へ避難をする場合は、 下記の場所へ避難するようにしましょう。

■避難の備え
概

要

大 雨

大雨による災害が発生するお
それがあると予想されたときに
発表される。

洪 水

大雨、 長雨、 融雪などにより
河川が増水し、 災害が発生
するおそれがあると予想され
たときに発表される。

鹿島神宮

北 浦

鹿島高校

潮来第二中学校

鹿野中学校

124

鹿島小学校

神宮橋

延方駅

延方小学校

大 雨

施設名称

新神宮橋

潮来第二中学校

238

51

潮来税務署

101

2.0m 以上

238

鰐 川

洪 水

1.0m 以上 2.0m 未満

水郷潮来
バスターミナル

0.5m 以上 1.0m 未満
鰐川浄水場

50

外浪逆浦

124

0.5m 未満

大 雨
特別警報

千葉県香取市

土砂災害
警戒情報

外浪逆浦

神栖中央公園

白十字総合病院

124

神栖警察署
大野原西小学校

260

施設名称

44

神栖第四中学校
息栖神社

台風や集中豪雨により数十年
に一度の降雨量となる大雨が
予想され、 もしくは、 数十年
に一度の強度の台風や同程
度の温帯低気圧により大雨に
なると予想される場合に発表
される。

気象情報や外の様子、 神栖市からの避
難情報に注意してください。
なるべく早めの行動を心がけ、 安全に
避難しましょう。
外が危険な場合には、 無理に避難場所
へ向かうのではなく、 自宅や近くの高い
建物の安全な場所で待避しましょう。
状況に応じた冷静な判断が重要です。

茨城県と水戸地方気象台が共
同で発表する情報で、 大雨
警報発表中に、 大雨による土
砂災害の危険度が高まったと
き、 市町村長が避難勧告な
どを発令する際の判断や住民
のみなさんの自主避難の参考
となるよう市町村ごとに発表さ
れる。

外の様子や神栖市からの避難情報に注
意してください。
避難情報が発表されている場合は、 速
やかに避難を始めましょう。
土砂災害警戒区域付近にお住まいの方
は、 この段階までに避難を完了しておく
ように心がけましょう。
避難情報が発表されていない場合であっ
ても、 危険を感じたら自主避難をしましょ
う。

小見川中学校

大野原小学校

住所
香取市小見川 4685
利根川

356

神栖高校
息栖大橋

2.0m 以上

260

石神幼稚園

1.0m 以上 2.0m 未満
0.5m 以上 1.0m 未満

小見川大橋

0.5m 未満

44

小見川高校

常陸利根川

356

小見川中学校

356

44
黒部川

テレビ、 ラジオ、 インターネットなどから
常に最新の情報を収集し、 外の様子に
注意しましょう。
災害の影響を受けやすい地域にお住ま
いの方などは早めに行動しましょう。
また避難行動がかえって危険な場合は、
2 階以上の建物の上階で、 なるべく崖
や川から離れた場所で待避しましょう。

正確な情報収集を
ラジオやテレビ、 インターネットなどから
常に最新の情報を収集しましょう。
雨の降り方や浸水の状況に注意し、 危
険を感じたら自主的に避難しましょう。

近所で声をかけ合い、 なるべく 2 人以上
で避難することを心がけましょう。

名

浸水した場所を歩く時は、 側溝やマン
ホールのフタが外れている所があるため、
十分注意しましょう。
長い棒などを杖がわりにして、 安全を確
認しながら歩きましょう。

危険が迫った時には、 市役所や消防団
から避難の呼びかけをすることがありま
す。
防災行政無線や広報車などでの呼びか
けに注意し、 呼びかけがあった場合には
速やかに避難しましょう。

キケン !

水深や水の流れに注意を
切
切

避難する前に、 電気 ・ ガスなどの火元
を消し、 避難場所を確認しましょう。 また、
親戚や知人に避難することを連絡しておき
ましょう。

切 切 切
切 切 切

閉

動きやすい格好で
避難する時は、 ヒモで結ぶ運動靴などを
はき、 動きやすい格好で、 荷物は最小限
にしましょう。

●家族の集合場所

●家族の連絡先

足元には注意を

避難の呼びかけに注意

避難する前に

●避難場所

２人以上での避難を

前

電話 ( 会社 ・ 学校 )

住

所

携帯電話

●家族の健康情報
名

前

生年月日

常用薬

血液型

病気 ・ 病歴

アレルギー

大人が歩ける水の深さは 50cm が目安で
す。 水の流れが速い場合は、 50cm 以下
でも危険な場合があります。
そのような場合は無理に避難せず、 近く
の高い建物に逃げ、 救助を待ちましょう。

車での避難は ・ ・ ・
車での避難は緊急車両の通行の妨げに
なってしまいます。
避難場所までの距離が遠い方や、 要配
慮者を伴って避難するなどの特別な場合を
除き、 なるべく車での避難は避けましょう。

■災害伝言ダイヤル 171
171
にダイヤル

伝言を録音する時は

1

伝言を再生する時は

2

伝言の録音

被災地の方
の電話番号

伝言の再生

詳しくは NTT 東日本のホームページでご確認ください。 → http://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/

256

鰐川橋

N

大雨、 長雨、 融雪などにより
河川が増水し、 重大な災害
が発生するおそれがあると予
想されたときに発表される。

気象情報や外の様子に注意しましょう。
土砂災害警戒区域や浸水想定区域など
の危険な箇所や避難場所などを確認し、
早めの避難準備を心がけましょう。
災害の影響を受けやすい地域にお住ま
いの方や自力での避難が難しい方など
は早めの行動を心がけましょう。

報

潮来市新宮 1868-1

警

住所

N

大雨による重大な災害が発生
するおそれがあると予想され
たときに発表される。

みなさんのとるべき行動

■わが家の防災メモ

記録的
短時間
大雨情報

県内で、 数年に一度程度しか
発生しないような激しい短時
間の大雨を観測 ( 地上の雨量
計による観測 ) 又は解析 ( 気
象レーダーと地上の雨量計を
組み合わせた分析 ) したとき
に、 府県気象情報の一種とし
て発表される。

外の様子や神栖市からの避難情報に注
意してください。
避難情報が発表されている場合は、 速
やかに避難を始めましょう。
特に土砂災害警戒区域付近や浸水想定
区域内にお住まいの方は、 早めに避難
しましょう。
ただし、 記録的短時間大雨情報が発表
された時には、 すでに猛烈な雨となって
いることが予想されるため、 無理に避難
をしようとせず、 自宅や近くの高い建物
の安全な場所で待避するなど、 冷静な
判断 ・ 行動をしましょう。

■情報の入手先

■非常時持ち出しリスト
持ち出し品は日ごろから備えておきましょう。
必要最小限の物を用意し、 すぐに取り出せる場所に置いておきましょう。
( 荷物の重さは、 男性約 15kg、 女性約 10kg が目安です。 )
非常食 (１人３日分程度 )

万能ナイフ ( 携帯ナイフ、 缶切りなど )

飲料水 (１人１日３リットル目安 )

使い捨てカイロ ( 季節により )

懐中電灯 ＋ 予備電池

貴重品 ( 通帳、 印鑑、 権利証書など )

携帯ラジオ ＋ 予備電池
携帯電話 ・ スマートフォン ＋ 携帯用充電器

身分証 ( 運転免許証、 健康保険証、
マイナンバーカードなど )

救急セット ( 常備薬、 マスクなど )

現金 ( 紙幣、 小銭 )

衣類 ( 下着一式、 雨具、 季節により防寒具 )

食器類 ( 使い捨て )

ティッシュ、 ウェットティッシュ

< 赤ちゃんがいる場合 >
育児用品 ( ミルク、 おむつなど )

タオル
洗面用具 ( 歯ブラシ、 歯磨き粉、 せっけんなど )
ヘルメット、 軍手、 ロープ
ビニール袋、 レジャーシート
ロウソク、 マッチ、 ライター
燃料 ( 卓上コンロ、 ガスボンベなど )

神栖市からの情報
神栖市メールマガジン ( 登録推奨 )

神栖市ホームページ
PC ・
スマートフォン

PC ・ スマートフォン
http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/

モバイル

モバイル
http://mobile.city.kamisu.ibaraki.jp/

防災行政無線テレホンサービス
「放送内容を聞き逃してしまった」 「もう一度聞きたい」 と
いう場合に、 テレホンサービスを利用して確認することが
できます。
電話番号

0120-40-8031

緊急災害情報、 災害防災行政無線情報、 行政情報などを配
信しています。
登録は無料です。 是非ご利用ください。
《ご登録方法》
①『e-kamisu-city@xpressmail.jp』 宛へ、 何も入力
せずにメールを送信してください。
<1> ②右の QR コードからメールアドレスを取得し、 何も
入力せずにメールを送信してください。
30 分以内に登録用メールが届きます。
<2> 届いた内容に従って、 登録をしてください。

( フリーダイヤル )

< 高齢の方、 病気の方がいる場合 >
常用薬、 看護用品、 介護用品など

気象情報等
○茨城県防災 ・ 危機管理ポータルサイト
○国土交通省 防災情報提供センター
○国土交通省 川の防災情報
○気象庁ホームページ

http://www.bousai.ibaraki.jp/ (PC ・ スマートフォン )
http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/ (PC ・ スマートフォン )
http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/i-index.html ( モバイル )
http://www.river.go.jp/ (PC)
http://www.river.go.jp/s/ ( スマートフォン )
http://www.jma.go.jp/ (PC ・ スマートフォン )

お問い合わせ先 ： 神栖市役所 生活環境部 防災安全課

TEL ： 0299-90-1111( 代表 )

2018 年 3 月作成

土砂災害警戒区域について

神栖市全域図

神栖市では茨城県より知手中央地内の下図の場所が 『土砂災害警戒区域』 として指定されています。
付近にお住まいの方や働いている方は気象情報や急傾斜地 ( がけ ) の様子などに十分注意し、
早めの行動を心がけましょう。

N
うずも幼稚園

避難場所
Evacuation area
避难地点
สถานที่อพยพ
医療機関
Medical institution
医疗机构
สถาบันการแพทย์
消防署
Fire station
消防署
หน่วยดับเพลิง
警察機関
Police station
警察局
กรมตำรวจ
観測所
Observatory
观测站
หอดูดาว

例

指定緊急避難場所および指定避難所一覧

ヘリコプター発着場
Heliport
直升飞机场
เฮลิพอร์ตมาเก๊า
第 1 次緊急輸送道路
First emergency transportation road
第一紧急运输道路
ครั้งแรกถนนขนส่งฉุกเฉิน
第 2 次緊急輸送道路
Second emergency transportation road
第二紧急运输道路
ที่สองถนนขนส่งฉุกเฉิน
第 3 次緊急輸送道路
Third emergency transportation road
第三紧急运输道路
ส่วนที่สามถนนขนส่งฉุกเฉิน
土砂災害警戒区域
Sediment disaster prone areas
泥石流灾害警戒区域
ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับตะกอนพื้นที่อันตราย

施

神 栖 地 域

波崎地域

凡

神栖第三中学校

241
うずも
コミュニティセンター

浸水の深さの目安

2.0m 以上

神栖済生会病院

1.0m 以上 2.0m 未満
0.5m 以上 1.0m 未満
2.0m

土砂災害警戒区域

0.5m 未満

1.0m
0.5m

設

名

波 崎 地 域

神栖市役所
息栖小学校
神栖第二中学校
神栖市中央公民館
及び文化センター
神栖市民体育館
神栖中央公園
神栖高校
軽野小学校
神栖第一中学校
神栖第三中学校
うずも幼稚園
軽野東小学校
高齢者ふれあいセンター
むつみ荘
大野原小学校
神栖第四中学校
横瀬小学校
大野原幼稚園
神栖市武道館
神栖市保健 ・ 福祉会館
大野原コミュニティセンター
うずもコミュニティセンター
大野原西小学校
歴史民俗資料館
平泉児童センター
神栖市ふれあいセンター
「湯楽々」
平泉コミュニティセンター
深芝小学校
砂山都市緑地
仲町公園
波崎東ふれあいセンター
波崎体育館
波崎灯台跡公園
はさき生涯学習センター
波崎小学校
波崎第一中学校
波崎総合支所 ・
防災センター
波崎西小学校
舎利保育園
漁業集落緑地広場
土合緑地
土合運動公園
土合運動広場
土合 1 号公園
やたべ土合小学校
植松小学校
植松幼稚園
矢田部公民館
はさき福祉センター
波崎高校
波崎第四中学校
土合体育館
旧矢田部小学校
波崎第二中学校
十町歩農村集落センター
須田小学校
須田幼稚園
波崎第三中学校
若松中央児童公園
若松緑地
若松公民館
宝山公園
柳川小学校
波崎柳川高校
太田小学校
三番蔵児童公園
押揚児童公園
日和山農村集落センター

住

所

電話番号

避難所

溝口 4991-5
平泉 2780
平泉東 1-60-1

(0299)90-1111
(0299)92-0514
(0299)92-0652

○
○
○

溝口 4991-4

(0299)90-5500

○

溝口 4991-4
木崎 1203-9
高浜 1468
知手 2-2
知手 100-3
知手中央 7-1-17
知手中央 5-9-7
奥野谷 5746-2

(0299)96-3594

知手 4678-71

(0299)96-2675

大野原中央 2-1-8
大野原中央 2-8-46
横瀬 1276-15
大野原中央 2-1-22
溝口 4991-10
溝口 1746-1
大野原 7-5-59
知手中央 7-1-6
大野原 5-1-45
大野原 4-8-5
平泉 2783-3

(0299)92-7552
(0299)92-8751
(0299)96-7494
(0299)92-6788
(0299)96-7700
(0299)90-1331
(0299)93-0008
(0299)90-5300
(0299)93-2251
(0299)90-1234
(0299)93-8820

奥野谷 6283-2

(0299)90-5911

平泉 2751-2
深芝南 3-8
東和田 21-2
波崎 9520-12
波崎 9572-1
波崎 9572-1
波崎 9524-24
波崎 9591
波崎 8759
波崎 7070

(0299)90-1300
(0299)95-5211

○
○

(0479)44-1012
(0479)44-5581

○

(0479)44-0001
(0479)44-0059
(0479)44-0271

○
○

波崎 6530

(0479)44-1111

○

波崎 5011
波崎 3355
波崎 9420-1
土合北 2-10-10
土合北 1-7-60
土合東 2-10000-1
土合本町 4-9809-11
土合南 3-16-36
土合本町 4-9809-2
土合本町 4-9809-3
土合本町 3-9809-15
土合本町 3-9809-158
土合本町 2-9928-1
土合北 1-8-10
土合北 1-7-60
矢田部 3057
矢田部 3120
矢田部 12655-24
須田 1177-13
須田 1301-1
須田 2340-1
若松中央 4-103
砂山 15
砂山 15
砂山 18
柳川中央 1-9-10
柳川 1603-1
太田 598-2
太田新町 4-2-3
太田新町 2-2-10
太田 1550-1

(0479)44-0074
(0479)44-3310

○

(0479)48-3001
(0479)48-0462
(0479)48-2380
(0479)48-3311
(0479)48-5150
(0479)48-0044
(0479)48-5123
(0479)48-0019

○
○

(0299)92-4169
(0299)96-0502
(0299)96-0302
(0299)96-1414
(0299)96-1640
(0299)96-1402

(0479)48-0014
(0479)48-4213
(0479)46-0024
(0479)46-1311
(0479)46-0042

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

(0479)46-1115

○

(0479)46-0025
(0479)46-2711
(0479)46-0013

○
○
○

(0479)48-5939

○指定緊急避難場所
災害が発生し、 または発生の恐れがある場合に、 その危険から逃れる
ための避難場所として災害の種類ごとに指定をしています。

○指定避難所
災害の危険性があり避難した住民等や、 災害により家に戻れなくなった
住民等を滞在させるための施設を指定しています。
※施設については、2018 年 4 月時点のものを記載しています。

