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※西明石地区など表示されていない地域
には高潮の浸水予測区域はありません。

避難場所

避難所（小・中学校）

避難所（公共施設等）

福祉避難所

帰宅困難者一時滞在施設 市役所・市民センター

消　防

アンダーパス・地下道

ため池
警　察

主な病院
（3）風水害（高潮）（3）風水害（高潮）

高潮浸水予測区域高潮浸水予測区域

0.5ｍ未満

0.5～1.0ｍ未満

1.0～2.0ｍ未満

2.0ｍ以上
【高潮浸水予測区域】
高潮浸水予測区域は、明石市に最も影響がある
台風（昭和36年の第二室戸台風の進路が、経度
で1.5度西に移動した場合）で予測される浸水区
域や深さを示したものです。（兵庫県）
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山陽魚住駅
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藤江駅
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大蔵谷駅
大蔵谷駅人丸前駅人丸前駅
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明舞中央病院明舞中央病院

石井病院石井病院

明石市民病院明石市民病院

王子回生病院王子回生病院

あさひ病院あさひ病院

明石医療センター明石医療センター

神明病院神明病院

大久保病院大久保病院

大西脳神経外科病院大西脳神経外科病院

西江井島病院西江井島病院

野木病院野木病院

明石仁十病院明石仁十病院

明石回生病院明石回生病院

あさぎり病院あさぎり病院

ふくやま病院ふくやま病院

明石警察署明石警察署

魚住交番魚住交番

江井島交番江井島交番

高丘交番高丘交番

小久保交番小久保交番

西二見交番西二見交番

西明石交番西明石交番

大久保交番大久保交番

大久保南交番大久保南交番

大蔵交番大蔵交番

朝霧町交番朝霧町交番

東二見交番東二見交番

藤江交番藤江交番

八木交番八木交番

明石駅前交番明石駅前交番

林崎交番林崎交番

本町交番本町交番

西新町交番西新町交番

消防本部・消防署消防本部・消防署

消防署魚住分署消防署魚住分署

消防署江井島分署消防署江井島分署

消防署大久保分署消防署大久保分署

消防署朝霧分署消防署朝霧分署

消防署二見分署消防署二見分署

消防署中崎分署消防署中崎分署

大久保市民センター大久保市民センター

魚住市民センター魚住市民センター

二見市民センター二見市民センター

明石市役所明石市役所

あかし市民広場あかし市民広場

博由園博由園

大地の家大地の家

木の根学園木の根学園

サポートセンター翔サポートセンター翔

神戸視力障害センター神戸視力障害センター

ｳｪﾙﾌｪｱ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ明石ｳｪﾙﾌｪｱ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ明石

総合福祉センター総合福祉センター

ふれあいプラザあかし西ふれあいプラザあかし西

朝霧会館朝霧会館

東人丸会館東人丸会館

太寺会館太寺会館

城西会館城西会館

ふれあい会館ふれあい会館

王子公民館王子公民館

大道町公民館大道町公民館

船上中央会館船上中央会館

船上南会館船上南会館

立石会館立石会館
貴崎会館貴崎会館

東松江公会堂東松江公会堂

和坂公民館和坂公民館

西明石町公民館西明石町公民館

西明石南町公民館西明石南町公民館 花園会館花園会館

別所公民館別所公民館

東藤江公民館東藤江公民館

藤が丘公民館藤が丘公民館

藤江会館藤江会館

若林公民館若林公民館

今崎野公民館今崎野公民館

森田会館森田会館

松陰新田公民館松陰新田公民館

松陰会館松陰会館

中ノ番会館中ノ番会館

大窪会館大窪会館

山の下公民館山の下公民館

山手台会館山手台会館

西脇会館西脇会館

谷八木公民館谷八木公民館

八木会館八木会館

福田会館福田会館
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西島地区ｺﾐｭﾆﾃｨ会館西島地区ｺﾐｭﾆﾃｨ会館

金ケ崎文化センター金ケ崎文化センター
長坂寺会館長坂寺会館

清水公民館清水公民館

清水新田公民館清水新田公民館

西岡会館西岡会館
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相生会館相生会館
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弁財天厚生館弁財天厚生館
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二見、魚住地域

明石地域

魚住、大久保地域


