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相良庁舎周辺拡大図

榛原庁舎周辺拡大図

50cm津波到着時間 6分

50cm津波到着時間 6分

最大津波高 10ｍ（14分）

最大津波高 8ｍ （13分）

最大津波高 11ｍ （15分）

1cm津波到着時間　2分

最大津波高 14ｍ（16分）

1cm津波到着時間　2分

50cm津波到着時間 5分

1cm津波到着時間　2分

1cm津波到着時間　1分

50cm津波到着時間 4分

150

150

牧之原市役所
相良庁舎

東 名 高 速 道 路

（旧）片浜小学校

清掃センターさんあーる

地頭方海浜公園

勝間田会館

萩間小学校

川崎コミュニティ
防災センター

牧之原コミュニティ
センター

細江小学校

細江コミュニティセンター

地頭方幼稚園

地頭方保育園

菅山小学校

豊通物流(株)

萩間保育園

菅山農業就業
改善センター

牧之原保育園

坂部保育園

牧之原小学校

勝間田保育園

牧之原中学校

細江保育園

榛原中学校

勝間田小学校

坂部小学校

あおぞら保育園

御前崎中学校

豊岡公民館

菅山保育園

牧之原市役所
榛原庁舎

榛原総合病院

榛原総合運動公園
ぐりんぱる

相良総合グラウンド

牧之原市役所
相良庁舎

「まわりに高台がない場合に利用し,
津波から避難できる高さ,耐震性のあ
るビル」を表しています。

「津波に対して安全な退避場所高台」
を表しています。

津波避難ビル津波避難施設(場所)

日本では津波や津波避難に関する表示マークを定めています。

津波の危険があったら「津波避難施設（場所）」を目指し、

難しい場合は「津波避難ビル」の最上階に避難しましょう。

問い合わせ先：牧之原市役所 榛原庁舎 総務部 防災課
電話番号　0548-23-0056

牧之原市津波ハザードマップ
内　容

駿河・南海トラフ沿いで
発生する地震

相模トラフ沿いで
発生する地震

レベル1の
地震・津波

レベル2の
地震・津波

区　分

・浸水域や浸水深は、地面の凹凸や構造物などの影響により、浸水区域外でも浸水

べて壊れるということではありません。

※上記の条件は、最悪の事態を想定したものであり、実際の地震において堤防がす

沈下し、津波が乗り越えたと同時に無くなるという設定です。

・土で築造された海岸堤防や河川堤防は地震動により高さが元の高さの25％まで

・コンクリート製の海岸堤防や河川堤防は地震動により破壊されるという設定です。

浸水しない地域も、津波や浸水の危険性が全く無いということではありません。

が発生したり、浸水深がさらに大きくなる場合があります。

・これよりも大きな津波が発生する可能性がないというものではありません。

発生すれば大きな被害をもたらす地震・津波
東海・東南海・南海地震

南海トラフ巨大地震

発生頻度が比較的高く(約100年～150年に1回程度)

発生頻度が極めて低いが(約1000年～数千年に1回
程度)、発生すれば甚大な被害をもたらす、あらゆる
可能性を考慮した最大クラスの地震・津波

東海地震、東海・東南海地震

（マグニチュード8.0～8.7）

（マグニチュード9.0程度）

（マグニチュード8.0程度）

大正型関東地震

元禄型関東地震

（マグニチュード8.2程度）

最大クラスの津波による浸水の区域（浸水域）及び水深（浸水深）を表したものです。

　このマップは、静岡県が第４次地震被害想定として公表（平成25年6月）した資料をもとに、レベル２の
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静岡県立
榛原高等学校

川崎小学校

静波コミュニティ
防災センター

榛原文化センター（会館棟）

牧之原市役所
榛原庁舎

相良庁舎周辺拡大図　縮尺1/8,000

榛原庁舎周辺拡大図　縮尺 1/8,000

静岡県立
相良高等学校

相良中学校

相良小学校

相良コミュニティ
防災センター

牧之原市役所
相良庁舎

その他ライン凡例

施 設 名 称

津 波 避 難 ビ ル
避難利用
可能階数所 在 地

平成26年6月作成（平成30年12月修正）

備　考施 設 名 称 所 在 地

救　護　所

Local de refugio

Evacuation site

避難所

Tsumami evacation building

津波避難ビル

Prefeitura(Sagara)

City office(Sagara)

First-aid station

First-aid hospital

City Office(Haibara)

Pronto socorros (Hospital aid)

Fire Stations

Qusrtel dos bombeiros

Police department

Departamento de Policia

Posto de primeiros socorros

救護病院

Police box

Profundidade tsunami inundacao

第一次救護所

Depth tsunami inundation

Shizuoka prefectural Haibara high school

Haibara centro cultural (Bunka center)

Haibara Cultural center (Hall building)

Haibara koukou (colegio Haibara)

Centro de limpeza (San-aru)

Cleaning center (San'aru)

Prefeitura Sagara

Prefeitura(Haibara)

City office(Sagara)

City Office(Haibara)

Prefeitura Haibara

Estrada nacional

National highway

Administration boundaries

Fronteira de bairro

Tomei estrada

Tomei expressway

Regiao perigo de deslizamento
perto da montanha

Hillside collapse danger district

Regiao de prevencao de
deslizamento

Landslide prevention area

Debris slide high-risk zone

Regiao perigo de avalanche
de terra

Perigo de deslizamento na regiao
montanhosa inclinacao

Landslide danger spot on steeply
inclined land

Report wireless communication facilities

Lugares antenas transmissao de radio

Altura do Tsunami

Height of tsunami

Posto policial

Torre de refugio de Tsunami

防 災 情 報

津波による浸水深

5.0ｍ以上 10.0ｍ未満

20.0ｍ以上

10.0ｍ以上 20.0ｍ未満

0.3ｍ未満

0.3ｍ以上　1.0ｍ未満

1.0ｍ以上　2.0ｍ未満

3.0ｍ以上　5.0ｍ未満

2.0ｍ以上　3.0ｍ未満

Sakabe Kumin Center

Centro de saude Sagara

Sagara health center

General health and welfare center (Sazanka)

Centro de saude Sazanka

Sagara chao abrangente

Sagara comprehensive ground

Hospital de Haibara

Haibara general hospital

Parque de Haibara Gurimparu

Haibara sports park Gurinparu

Centro de comunidade de Sagara

Sagara community disaster reduction center

Sagara shogaku

Sagara elementary school

Sagara junior high school

Centro de comunidade de Shizunami

Shizunami community disaster reduction center

Kawasaki shogaku

Kawasaki elementary school

Makinohara jitogata community center

Sagara koukou (colegio Sagara)

Shizuoka prefectural Sagara high school

Sagara chugaku

Jitougata kominkan

Katumata kaikan

Katsumata hall

Hagima shogaku

Hagima elementary school

Centro de comunidade Kawasaki

Kawasaki community disaster reduction center

Centro de comunidade Hosoe

Hosoe community center

Centro de comunidade Makinohara

Makinohara community center

Centro de comunidade Sakabe

交番・駐在所

牧之原市役所(榛原庁舎)

山腹崩壊危険地区

同報無線通信施設

急傾斜地崩壊危険箇所

牧之原市役所(榛原庁舎)

地すべり防止区域

行　政　界

津波の高さ

東名高速道路

土石流危険箇所

国 道

その他の施設及び図示記号

土砂災害等危険箇所 (平成25年度時点)

災害拠点施設

静波447-1

警察署 消防署

相良275
牧之原市役所(相良庁舎)

3.4.5
6.7.8階静波447-1

牧之原市役所(相良庁舎)

清掃センターさんあーる
細江6664-3

静波447-1
榛原文化センター（会館棟）

静岡県立榛原高等学校
静波850

3.4階

3.4階

3階.屋上

3.4階.屋上

相良275

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

3.4.5階

救護病院

屋上

屋上

3.4階

3.4階

屋上

菅ヶ谷1014-2
相良総合グラウンド

仁田739-3
榛原総合運動公園ぐりんぱる

牧之原コミュニティセンター

静波コミュニティ防災センター

静波1001-1
川崎小学校

波津1700-3
静岡県立相良高等学校

波津1642
相良小学校

相良58-1
相良コミュニティ防災センター

相良283
相良中学校

片浜1210

細江2887-1
榛原総合病院

細江1106-1
細江コミュニティセンター

勝間246-1
勝間田会館

坂部508-1
坂部区民センター

布引原256-4

静波2130-5

勝俣1212
川崎コミュニティ防災センター

黒子75
萩間小学校

牧之原市地頭方公民館
新庄291-5

第一次救護所

相良保健センター

静波991-1
総合健康福祉センター「さざんか」

第二次救護所

〃

3.4階

相良275

1：28,000
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※以下の第二救護所は災害の状況に応じて順次開設します。

牧之原市防災研修センター
Makinohara city disaster management 
training center

Centro de treinamento de Gestao de 
Desastres da cidade de Makinohara

3階.屋上波津691-2

津波避難施設（場所）「タワー・いのち山」
Tsunami evacuation site

Local de evacuacao do tsunami

（旧）片浜小学校
former Katahama elementary school

antiga Katahama shogaku

牧之原市
地頭方公民館

牧之原市防災
研修センター

（令和2年3月修正）


