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大蔵谷駅
大蔵谷駅人丸前駅人丸前駅

山陽明石駅山陽明石駅
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朝霧駅朝霧駅

山陽新幹線

山陽新幹線

山陽電鉄本線
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赤根川赤根川
赤根川水位観測所赤根川水位観測所

大久保水位観測所大久保水位観測所

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

ふくやま病院ふくやま病院

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

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

西新町交番西新町交番

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

本町交番本町交番

明石駅前交番明石駅前交番

林崎交番林崎交番

消防局・消防署消防局・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

消防署中崎分署消防署中崎分署

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

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

ふれあいプラザあかし西ふれあいプラザあかし西

総合福祉センター総合福祉センター

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

相生会館相生会館

ふれあい会館ふれあい会館

親和会館親和会館

当津会館当津会館

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

東江井安心ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ東江井安心ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ

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

西二見公民館西二見公民館

勤労福祉会館勤労福祉会館

明石高等学校明石高等学校

市民ホール市民ホール

明石南高等学校明石南高等学校

弁財天厚生館弁財天厚生館

鳥羽厚生館鳥羽厚生館

明石北高等学校明石北高等学校

明石城西高等学校明石城西高等学校

明石養護学校明石養護学校

少年自然の家少年自然の家

松陰厚生館松陰厚生館

西大窪厚生館西大窪厚生館

西八木厚生館西八木厚生館

市立明石商業高等学校市立明石商業高等学校

明石清水高等学校明石清水高等学校

明石工業高等専門学校明石工業高等専門学校

美里厚生館美里厚生館

明石西高等学校明石西高等学校

西部文化会館西部文化会館

上西厚生館上西厚生館

朝霧会館朝霧会館

朝霧中学校朝霧中学校

大蔵中学校大蔵中学校錦城中学校錦城中学校

衣川中学校衣川中学校

松が丘小学校松が丘小学校

朝霧小学校朝霧小学校

人丸小学校人丸小学校明石小学校明石小学校

中崎小学校中崎小学校

大観小学校大観小学校

王子小学校王子小学校

林小学校林小学校

望海中学校望海中学校

野々池中学校野々池中学校

貴崎小学校貴崎小学校

和坂小学校和坂小学校花園小学校花園小学校

鳥羽小学校鳥羽小学校

沢池小学校沢池小学校

藤江小学校藤江小学校

大久保中学校大久保中学校

大久保北中学校大久保北中学校

高丘中学校高丘中学校

江井島中学校江井島中学校

大久保小学校大久保小学校

大久保南小学校大久保南小学校

山手小学校山手小学校

高丘東小学校高丘東小学校

高丘西小学校高丘西小学校

谷八木小学校谷八木小学校

江井島小学校江井島小学校

魚住東中学校魚住東中学校

魚住中学校魚住中学校

錦が丘小学校錦が丘小学校

魚住小学校魚住小学校

清水小学校清水小学校

錦浦小学校錦浦小学校

二見中学校二見中学校

二見北小学校二見北小学校

二見小学校二見小学校

二見西小学校二見西小学校

人丸山公園人丸山公園

中崎遊園地中崎遊園地

松が丘公園松が丘公園

高丘西公園高丘西公園

高丘東公園高丘東公園

魚住北公園魚住北公園

中尾親水公園中尾親水公園

住吉公園住吉公園

錦が丘中央公園錦が丘中央公園

西二見公園西二見公園

石ケ谷公園石ケ谷公園

八木遺跡公園八木遺跡公園

金ケ崎公園金ケ崎公園

明石海浜公園明石海浜公園

朝霧公園朝霧公園

大蔵海岸公園大蔵海岸公園

明石公園明石公園

望海浜公園望海浜公園

上ケ池公園上ケ池公園

松江公園松江公園

避難場所

避難所（小・中学校等）

避難所（公共施設等） 市役所・市民センター

消　防

ため池警　察

主な病院

水位観測所

アンダーパス・地下道

凡　例

5.0～10.0ｍ未満

3.0～5.0ｍ未満

0.5～3.0ｍ未満

0.5m未満

洪水浸水想定区域洪水浸水想定区域

土砂災害警戒区域

（3）風水害（洪水）（3）風水害（洪水） ④ 大久保、西明石地域

明石市の避難場所を
確認するには。

赤根川の水位を
確認するには。

谷八木川の水位を
確認するには。

QRコードを読み取り、避難場所や、川の水位を確認しましょう。QRコードを読み取り、避難場所や、川の水位を確認しましょう。

河川名 降雨規模及び雨量条件

明石川

喜瀬川、清水川、
瀬戸川、赤根川、
朝霧川

想定最大規模降雨
（1000 年に 1回程度起こる大雨より大きい降雨）
明石川流域の 4時間流域平均総雨量　241mm

計画規模降雨
（概ね 100 年に 1回程度起こる大雨）
喜瀬川、清水川、瀬戸川、赤根川：1時間総雨量 66mm
朝霧川：1時間総雨量 81mm

洪水浸水想定区域について


