
扇浦地域（裏面参照）

西町・東町・清瀬・奥村地域（裏面参照）

父島クリーンセンター父島クリーンセンター

小笠原村情報センター小笠原村情報センター

東京島しょ農協東京島しょ農協

小笠原海上保安署小笠原海上保安署
島しょ保健所小笠原出張所島しょ保健所小笠原出張所

父島火葬場父島火葬場

小笠原村診療所小笠原村診療所

東京電力父島発電所東京電力父島発電所

小笠原島漁業協同組合小笠原島漁業協同組合

赤灯台赤灯台

二見港船客待合所二見港船客待合所

青灯台青灯台

二見漁港二見漁港

二見港二見港

大神山神社大神山神社

小笠原郵便局小笠原郵便局
小笠原総合庁舎小笠原総合庁舎

振分山振分山

高山高山

衝立山衝立山

千尋岩千尋岩

躑躅山躑躅山

赤旗山赤旗山

夜明山夜明山父島し尿処理場父島し尿処理場

地域福祉センター地域福祉センター

貞頼神社貞頼神社

中央山中央山

旭山旭山

扇浦浄水場
（平成27年度予定）
扇浦浄水場
（平成27年度予定）

海上自衛隊父島基地海上自衛隊父島基地

国立天文台小笠原観測局国立天文台小笠原観測局

ジニービーチジニービーチ

ブタ海岸ブタ海岸

ジョンビーチジョンビーチ

中山峠展望台中山峠展望台

小港海岸小港海岸

コペペ海岸コペペ海岸

小笠原亜熱帯農業センター小笠原亜熱帯農業センター

扇浦扇浦

境浦境浦

長崎展望台長崎展望台

小笠原海洋センター小笠原海洋センター

奥村運動場奥村運動場

釣浜釣浜宮之浜宮之浜

小笠原水産センター小笠原水産センター
三日月山展望台三日月山展望台

ウエザーステーション展望台ウエザーステーション展望台
大神山公園大神山公園
大村海岸大村海岸
小笠原村商工観光会館小笠原村商工観光会館
小笠原ビジターセンター小笠原ビジターセンター

初寝浦展望台初寝浦展望台

初寝浦初寝浦

旭平展望台旭平展望台

西海岸西海岸

八ツ瀬川八ツ瀬川

老人ホーム太陽の郷老人ホーム太陽の郷

父島保育園父島保育園

小笠原警察署小笠原警察署

小笠原村役場小笠原村役場

小笠原支庁小笠原支庁

小笠原高等学校小笠原高等学校

小笠原小中学校小笠原小中学校

扇浦交流センター扇浦交流センター

奥村交流センター奥村交流センター

地点名 最大津波高 1m津波高の到達時間 
最大津波高の
到達時間 

二見港・二見漁港 9.8m 84.9分 88.3分

扇浦周辺(扇浦周辺地区) 8.4m 86.1分 88.3分

二見港周辺（大村･奥村周辺地区） 9.8m 84.3分 89.4分

小港周辺（小港周辺地区） 12.2m 85.8分 88.5分

島全体

二見港・二見漁港

扇浦周辺(扇浦周辺地区)

二見港周辺（大村･奥村周辺地区）
小港周辺（小港周辺地区）

島全体

18.5m 82.7分 88.3分

3.0m 144.6分 150.8分

3.0m 147.7分 151.9分

2.6m 144.6分 149.8分

2.9m 143.3分 147.1分

4.0m 136.7分 145.1分

南海トラフ巨大地震による津波

元禄型関東地震による津波

各地での最大津波高と到達時間各地での最大津波高と到達時間

津波避難時の心得津波避難時の心得

津波による災害の発生が予想されたら、
　　　　　　　　　直ちに避難しましょう。

津波から身を守る最大のポイントは、
　　　　　　　　　　早く逃げることです。

津波のスピードは速い！
　津波のスピードは
速く、震源が陸地に近
いと津波警報が津波
の襲来に間に合わな
いことがあります。強
い揺れやゆっくりとし
た長い揺れを感じた

ら、すぐに避難を開始しましょう。 

　津波は沿岸の地形
等の影響により、局所
的に予想より高くなる
場合があります。ここ
なら安心と思わず、よ
り高い場所を目指して
避難しましょう。

　津波は長い時間く
り返し襲ってきます。
津波警報が解除され
るまでは、避難を続け
ましょう。
　津波による浸水の
区域や浸水深は、津

波の第一波ではなく、第二波以降に最大となる場所
もあります。 

　ラジオ、テレビなど
から正しい情報を入
手するように努め、出
来るだけ冷静に行動
しましょう。うわさや思
い込みは、間違った行
動を誘発します。

　津波の高さを「巨
大」と予想する大津波
警報が発表された場
合は、東日本大震災の
ような巨大な津波が
襲うおそれがありま
す。直ちにできる限り
の避難をしましょう。

1

大津波警報には、特に注意！2

津波の高さは、地形により変化！3

津波はくり返し襲ってくる！4

正しい情報を聞く！5

　車での避難
は、渋滞や事故
のおそれがあ
り、車ごと津波
にのみ込まれる
危険性がありま
す。
　避難は徒歩
が基本です。

徒歩での避難！6

　お年寄りや身
体に障がいをも
たれた方など、
手助けが必要
な方がいます。
ご近所で協力し
合って避難しま
しょう。

お年寄りなどへの避難の協力！7

　家族を捜しに
行って、津波に
のみ込まれた事
例があります。普
段から安全に避
難できる場所を
家族で話し合っ
ておき、その場
所に家族が集ま
りましょう。

家族会議を開こう！8

　人間は、過去
にやったことが
ない行動をいざ
というときに取
れないといわれ
ています。避難訓
練に参加し、実際
に歩いて津波避

難所の位置や避難経路などを確認し、いざというとき
に備えましょう。

避難訓練に参加しよう！9

ホームページテレビ・ラジオ 防災行政無線

小笠原村役場
（災害対策本部）

島　民　の　皆　さ　ん

津波警報・津波注意報・津波情報

津波警報・津波注意報・津波情報

避難情報（避難勧告・避難指示）

広報車 ＩＰ告知端末

気象庁

　気象庁は、大津波警報、津波警報または津波注意報を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予
想される津波の高さなどの津波情報を津波予報区単位（本島は、小笠原諸島予報区に属します）で発表
します。

津波情報津波情報

　津波警報等は、下図に示すような経路で伝達されます。

津波警報等の伝達経路津波警報等の伝達経路

内　　容種　　類

　各津波予報区の津波の到達予想時刻※や予想される津波の高さを発
表します。津波到達予想時刻・ 予想される津

波の高さに関する情報

　主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表します。各地の満潮時刻・津波到達予想時
刻に関する情報

　沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表します。津波観測に関する情報

　沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定され
る沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表します。沖合の津波観測に関する情報

※各津波予報区でもっとも早く津波が到達する時刻で、場所によっては、
　この時刻よりも遅れて津波が襲ってくることもあります。

津
波
警
報

津
波
注
意
報

大
津
波
警
報

数値での発表
（津波の高さ予想の区分）

巨大地震の
場合の発表

想 定 さ れ る 被 害 と
取 る べ き 行 動

　木造家屋が全壊・流失し、人は津
波による流れに巻き込まれます。
　沿岸部や川沿いにいる人は、た
だちに高台など安全な場所へ避難
してください。

　海の中では人は速い流れに巻き
込まれ、また、養殖いかだが流失し
小型船舶が転覆します。
　海の中にいる人はただちに海か
ら上がって、海岸から離れてくださ
い。

　標高の低いところでは津波が襲
い、浸水被害が発生します。人は津
波による流れに巻き込まれます。
　沿岸部や川沿いにいる人は、た
だちに高台や津波避難所など安全
な場所へ避難してください。

発表される津波の高さ

10m
（5m＜高さ≦10m）

5m
（3m＜高さ≦5m）

3m
（1m＜高さ≦3m）

1m
（0.2m≦高さ≦1m）

10m以上
（10m＜高さ）

高い

（表記しない）

巨大

種
類

※地震発生初期において、地震の規模や震源の位置が把握できない場合には、津波の高さを正確に予測することが困難
　であるため、津波の高さを定性的表現で発表します。

　気象庁は、地震が発生したときに地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿岸で予想され
る津波の高さを求め、地震が発生してから約３分を目標に、大津波警報、津波警報または津波注意報を
津波予報区単位（本島は、小笠原諸島予報区に属します）で発表します。

大津波警報・津波警報・津波注意報大津波警報・津波警報・津波注意報

すぐに高いところへ避難!!!

海の様子を見に行かない!!!

すぐに高いところへ避難!!!

海の様子を見に行かない!!!

強い揺れやゆっくりとした長い揺れを感じたとき、
津波警報や津波注意報が発表されたとき

津波警報や津波注意報が解除されるまでは、
海岸付近に戻らない ! ! !
津波警報や津波注意報が解除されるまでは、
海岸付近に戻らない ! ! !

　平成23年3月11日に東日本の沖合を震源とする東北地方太平洋沖地震による津波が
発生し、東日本の太平洋沿岸を中心に甚大な被害をもたらしました｡また、平成25年5月に
東京都が公表した南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定では、島しょ部において、
津波高が高くなり、津波浸水想定区域における建物被害や人的被害の発生が予想されて
います。
　津波対策においては、「海岸付近において、強い揺れやゆっくりとした長い揺れを感じた
とき、あるいは、津波警報等が発表されたときは、直ちに海岸から離れて急いで安全な場
所に避難する。」という津波避難を徹底することが、人的被害を軽減するうえで重要です。
　「父島津波浸水ハザードマップ基本図」は、皆さんに津波災害の危険性を知って、防災に
ついて考えていただくために作成しました。津波による浸水想定区域、津波避難所、避難目
標地点、避難経路、および津波に対する注意点などについて日ごろから確認し、津波が発
生したときにとるべき行動を普段からご家族や地域で話し合っておきましょう。

電話：04998-2-3111（代表）
小　笠　原　村　総　務　課

津波ハザードマップについて津波ハザードマップについて

最大浸水深最大浸水深

0.3m未満

1m～ 2m

2m～ 5m

5m～ 10m

0.3m～ 1m

10m～ 20m

津 波 避 難 所

警 察

その他の施設等

村 役 場

凡　　例

主 要 道 路

地図の見方地図の見方

観光ポイント等

災害時要援護者関連施設

避 難 目 標 地 点

都 支 庁

避 難 対 象 地 域

避 難 経 路

標高20mの等高線

保存版

父島津波浸水
  ハザードマップ基本図

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都の地形図を複製したものである。無断で
複写することを禁ずる。（承認番号）25都市基交測第    号
この地図は、東京都と株式会社ミッドマップ東京が著作権を有している。
（利用許諾番号）MMT 利許第       号- 
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