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幡豆ふれあいセンター幡豆ふれあいセンター

米津ふれあいセンター米津ふれあいセンター

鶴城ふれあいセンター鶴城ふれあいセンター

西野町ふれあいセンター西野町ふれあいセンター

寺津ふれあいセンター寺津ふれあいセンター

福地ふれあいセンター福地ふれあいセンター

室場ふれあいセンター室場ふれあいセンター

八ツ面ふれあいセンター八ツ面ふれあいセンター

三和ふれあいセンター三和ふれあいセンター

岩瀬文庫岩瀬文庫
図書館図書館

にしお市民活動センター
（アクティにしお）
にしお市民活動センター
（アクティにしお）

中央ふれあいセンター中央ふれあいセンター

矢田ふれあいセンター矢田ふれあいセンター

文化会館文化会館

西尾勤労会館西尾勤労会館

吉良図書館吉良図書館

吉良町公民館吉良町公民館

幡豆図書館幡豆図書館
幡豆公民館幡豆公民館

ホワイトウェイブ２１（ふれあい広場）ホワイトウェイブ２１（ふれあい広場）

コミュニティ公園コミュニティ公園

横須賀公園横須賀公園

東幡豆体育館東幡豆体育館

鳥羽老人憩の家鳥羽老人憩の家

保健センター保健センター

子育て・多世代
交流プラザ
子育て・多世代
交流プラザ

荻原老人憩の家荻原老人憩の家

吉田老人憩の家吉田老人憩の家

白浜老人憩の家白浜老人憩の家
幡豆いきいきセンター幡豆いきいきセンター

幡豆老人憩の家幡豆老人憩の家 東幡豆老人憩の家東幡豆老人憩の家

横須賀老人憩の家横須賀老人憩の家

津平老人憩の家津平老人憩の家

総合福祉センター総合福祉センター

八ツ面保育園八ツ面保育園
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東部保育園東部保育園

平坂保育園平坂保育園
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幡豆保育園幡豆保育園

見影保育園見影保育園

鳥羽保育園鳥羽保育園
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福地北部小学校福地北部小学校
福地北部保育園福地北部保育園

室場小学校室場小学校
白ばら園白ばら園

室場保育園室場保育園

三和小学校三和小学校

西尾中学校西尾中学校

中央体育館中央体育館
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西尾公園総合グラウンド西尾公園総合グラウンド

戸ケ崎公園戸ケ崎公園

アイシン機工（株）アイシン機工（株）

佐久島開発総合センター佐久島開発総合センター
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横須賀小学校横須賀小学校

横須賀保育園横須賀保育園

横須賀ふれあいセンター横須賀ふれあいセンター

津平小学校津平小学校

津平保育園津平保育園

吉良カントリークラブ吉良カントリークラブ

幡豆小学校幡豆小学校
見影保育園見影保育園

東幡豆体育館東幡豆体育館

生活協同組合コープ
あいち西尾センター
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酒手島排水機場酒手島排水機場
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市営埋畑住宅市営埋畑住宅

吉良中学校吉良中学校

きら市民交流センターきら市民交流センター

吉良保健センター吉良保健センター
吉田小学校吉田小学校
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白浜小学校白浜小学校

竜宮ホテル竜宮ホテル

吉良観光ホテル吉良観光ホテル

はずみやこ幼稚園はずみやこ幼稚園
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避難所等の解説   
【津波一時待避所】
　体が不自由等の理由から津波災害警戒区域外までの避難が困難な場合に、緊急的に待避する場所
【指定緊急避難場所】
　地震や津波から命を守るために、緊急的に避難する場所
【指定避難所】
　自宅等が被害を受け、生活ができなくなった場合に避難生活を行う場所
【指定避難所（二次開設）】
　避難の長期化、避難者数の増加などに対応するため、二次的に開設する場所　
※開設については、防災無線等でお知らせします

津波一時待避所
指定緊急避難場所（津波）
指定避難所（津波）
学校
市役所・支所
警察署・交番・駐在所
消防署
救急病院
幼稚園・保育園
その他の施設
地下道
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指定緊急避難場所（津波）
指定避難所（津波）
学校
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警察署・交番・駐在所
消防署
救急病院
幼稚園・保育園
その他の施設
地下道
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1.0 ～ 3.0m未満
0.5 ～ 1.0m未満
0.1 ～ 0.5m未満
池沼等（警戒区域内）

基準水位

土砂災害警戒区域等

土砂災害特別警戒区域
（急傾斜地の崩壊）
土砂災害警戒区域
（急傾斜地の崩壊）

土砂災害警戒区域
（地すべり）

凡　例
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これまでのハザードマップに表示していた浸水深に変わり、今回のハザードマップでは、基準水
位を表示しています。
基準水位とは、津波浸水想定の浸水深に、津波が建築物等に衝突した際の水位上昇分（せき上げ
高）を加えた水深です。なお、基準水位は地盤面からの高さで表示しています。

基準水位と浸水深の違い

浸水深

津波

基準水位

津波

津波浸水想定（浸水深） 津波災害警戒区域（基準水位）

津波災害警戒区域（イエローゾーン）は、最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずる恐れがある区域で、津波災害を
防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域として愛知県知事が指定した区域です。このハザードマップのうち、基準水位の着色がなされて
いる区域が対象です。
津波災害警戒区域内（イエローゾーン）において、建築物の建築やそれにともなう開発行為が制限されることはありません。
【注意】砂浜や海岸護岸、河川、水路、池等については、陸地として扱われていないため、津波到達の恐れがあっても、津波災害警戒区域から外れ
ている場合があります。そのため、周辺の土地が警戒区域に指定されている場合は、津波到達の恐れがあるので、避難してください。

津波災害警戒区域とは

このハザードマップは、令和元年7月に愛知県により指定された津波災害警戒区域を表示し、津波発生時の適切な避難行動を検討・実現することを
目的に作成しました。日ごろより、ハザードマップを確認し、避難について考えておいてください。
掲載している津波災害警戒区域等は、あくまでも想定であり、表示した浸水深より津波が大きくなることや、警戒区域外であっても災害が発生する
可能性もあります。十分ご注意ください。
西尾市には、津波以外にも様々な種類の災害が発生する可能性があります。土砂災害や洪水のハザードマップ等をあわせて確認しておきましょう。

このマップについて

西尾市

津波ハザードマップ 
⑥ 吉良地区

津波ハザードマップ 
⑥ 吉良地区

発行：西尾市　危機管理局危機管理課　TEL：0563-65-2137　発行年月：令和３年３月
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この地図は、平成 24 年 3月作成の西尾市都市計画基本図を使用して作成したものである。


