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四日市港管理組合四日市港管理組合

～ 津波から命を守るために ～

。すまいてし用引を）月３年７２成平（」プッマ難避波津市市日四「、は図測予水浸波津のこ

このマツプは
「理論上最大クラスの
南海トラフ地震」
による津波の浸水想定の

浸水深 　　を示したものです

どれくらい深く浸水するか
みてみましょう
市では、防災対策を行う際の目安として、この
津波浸水想定を活用します｡
津波が襲来した場合、四日市市はどのような浸水

になるでしょうか。このマップで自宅などの身近な
場所がどれくらい深く浸水するかみてみましょう。

地盤高が高いなどの理由で浸
水しない想定となっている場所
（白色）がありますが、安心せず、
より遠く、より高い場所へ避難し
ましょう。

平成26年3月に三重県が公表した想定では、地震により四日市市で
最大で震度７、最大津波高は5ｍになるとされています。
この防災マップは、四日市港を訪れた人や港湾労働者等のみなさんが、いざという時に迅速かつ適切
な避難を行うため、日頃から知ってほしい情報を掲載しています。

最最最最最最最最大で大で大で大で大で大で震震震震震震震震度７度７度７度７度７度７度７最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波高高高高高高高高ははははは55
防災マップの目的

地区名№施設名所在地

港48株式会社大久保商会尾上町
49四日市港湾合同庁舎千歳町

共同

50三重銀行本店西新地
51四日市商工会議所諏訪町
52中部地区市民センター西浦一丁目
53総合会館諏訪町
54四日市市役所諏訪町
55市営中央駐車場諏訪町
56中部中学校西浦二丁目
57中部西小学校北町
58プラトンホテル四日市西新地
59四日市シティホテルビル諏訪栄町
60Ｂ．Ｄ．林諏訪栄町
61プルーリオン西浦二丁目
62プレーザービル西浦二丁目

中央
63本町プラザ本町
64中央小学校元新町
65四日市建設業会館栄町

浜田

66幸町ビル幸町
67じばさん三重安島一丁目
68浜田小学校北浜田町
69港中学校十七軒町
70四日市シティホテルアネックスビル浜田町
71三重県四日市庁舎新正四丁目
72四日市都ホテル安島一丁目
73イロハビル新正三丁目
74シャロームビオンＲ新正一丁目
75アイボンラビアン新正三丁目
76ナカシマハイツ新正三丁目
77四日市民主商工会新正四丁目
78メゾンビーナス新正一丁目
79山路工業株式会社新正四丁目
80株式会社交洋駐車場棟新正五丁目
81名鉄四日市タクシー立体駐車場新正一丁目
82アールズコート２新正一丁目
83ダイアパレス四日市駅南南浜田町
84大橋学園高等学校 ユマニテク調理製菓専門学校南浜田町
85曙町市営住宅１号棟曙一丁目
86サンルミエール新正四丁目

常磐
87市立図書館久保田一丁目
88常磐小学校城西町
89一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC ATセンター赤堀新町

日永91県立四日市工業高等学校日永東三丁目

塩浜95旧三浜小学校海山道町一丁目
97磯津第１ポンプ場大字塩浜

楠107三重機械鐵工株式会社楠町小倉
平成27年3月現在

地区名№施設名所在地

富洲原

1富洲原中学校天ヵ須賀五丁目
2富洲原小学校富州原町
3有限会社前川富田一色町
4サニーハイツ松原公園Ａ棟松原町
5サニーハイツ松原公園Ｂ棟松原町
6レジデンス富洲原平町
7コーポエデンＡ平町
8コーポエデンＢ平町
9日の本保育園松原町
10ラウムズ富洲原平町
11株式会社中部プラントサービス四日市寮松原町
12ライオンズマンション富洲原ニューシティ壱番館天ヵ須賀四丁目
13ライオンズマンション富洲原ニューシティ弐番館天ヵ須賀四丁目
14ライオンズマンション富洲原ニューシティ参番館天ヵ須賀四丁目

富田

15富田小学校富田一丁目
16富田中学校東茂福町
17蓮光寺大字茂福
18県立四日市高等学校富田四丁目
19県立北星高等学校大字茂福
20北勢国道事務所南富田町
21ラ・プリマカーサ富田浜町
22防災教育センター（北消防署）富田二丁目

羽津

23羽津地区市民センター大宮町
24ベルハイム城山城山町
25ラディエメゾン城山町
26エクセレンス金場町
27スプリングセゾン白須賀三丁目
28コスモス羽津中一丁目
29ドエルウェステリア八田一丁目
30ソシアルドミール東館八田一丁目
31ソシアルドミール西館八田一丁目
32ウィング金場店立体駐車場金場町
33ミエ・ヘア・アーチスト・アカデミー羽津中二丁目
34メゾンド羽津（キング観光羽津店）富士町
35かすみの里白須賀一丁目
36カインズホーム四日市店富士町

大矢知
37あさけプラザ下之宮町
38暁小学校蒔田三丁目
39フレスポ四日市富田西富田町

橋北

40橋北小学校川原町
41旧東橋北小学校跡地東新町
42橋北中学校高浜町
43朝日土木株式会社川原町
44ばんこの里会館陶栄町

港
45なやプラザ蔵町
46住友電装株式会社西末広町
47ＳＷＳＷＡＹセンター南納屋町

四日市市が指定する津波避難ビル 四日市港管理組合が指定する一時避難場所
地区名施設名所在地

四日市地区
四日市港湾合同庁舎千歳町
Ｆ上屋千歳町
四港サイロ千歳町

霞ケ浦地区
四日市港ポートビル霞ケ浦二丁目
四日市港国際物流センター霞ケ浦二丁目
四日市コンテナターミナル霞ケ浦二丁目

港内には、自動車やコンテナ
などが置いてあり、津波が発生した場合、浸水によりこれら貨物が流出することがあります。 などが置あり津波が発生した場合浸水によりれら貨物が流出すると

津波による貨物などの浮遊・流出について

出典：国土交通省　中部地方整備局ホームページより
（東日本大震災　青森県八戸港の状況）

出典：国土交通省　東北地方整備局震災伝承館より

コンテナ自動車

四日市市では、海岸線から4㎞
かつ標高5m以内にある3階建以
上の堅固な建物を対象に公共施
設や学校施設のみならず、民間
の商業施設やマンション等を津
波避難ビル指定しています。

●四日市市津波避難マップに掲載されている
津波避難ビル一覧より、本マップに掲載分
のみを抜粋しています。

平成２８年３月

ここに掲げた方法以外にテレビ、ラジオ等を
活用して災害情報を入手してください。

大規模な地震が起こったとき、災害の規模や津波の発生の有無など、災害に関する
情報を入手することがとても重要になります。
入手する方法を次のとおりまとめていますので、ご活用ください。

災害情報等の入手方法 ジオ等を

（１）携帯電話・スマートフォン・タブレットなどから
①携帯電話各社から配信される『緊急速報メール』
※『緊急速報メール』対応の機種となります。
また、一部の機種では受信設定が必要となります。

②三重県や四日市市からの『メール配信サービス』
※事前に登録する必要があります。

（２）四日市市が設置している『防災行政無線』から
防災行政無線（防災サイレン）には、次のような意味があります。

※港の中でサイレンや音声放送を聞いたとき、どのような情報が流れたか確認する場合は、下記の問い合わせ先
により、自動電話応答で情報の内容を確認することができます。

問い合わせ先：W０５９３５１４００４

（３）災害発生時に、電話会社から提供される『災害用伝言ダイヤル（１７１）』から
NTT東日本及び西日本から提供される『災害用伝言ダイヤル（１７１）』では、ご家族の
安否の確認や連絡用に利用できます。

伝言の録音方法　 　➡　 　➡　（×××）××× ××××（電話番号）
伝言の再生方法　 　➡　 　➡　（×××）××× ××××（電話番号）
※171のダイヤル以降は、音声案内に従って伝言の録音・再生を行ってください。

三重県　防災みえ．jp 四日市市　防災メール

【お問い合わせ先】

〒 　三重県四日市市霞２丁目１－１
四日市港管理組合　経営企画部　施設保全課

TEL 059 366 7031　FAX 059 366 7033

災害時伝言ダイヤル（１７１）の使用方法

防災サイレンの吹鳴方法

3秒 3秒 3秒2秒休 2秒休 音声放送 【繰り返し3回】大津波警報

【繰り返し3回】5秒 6秒休 5秒 5秒 音声放送6秒休津波警報

【1回】音声放送60秒 5秒休 60秒 60秒5秒休避難信号
(勧告・指示)

（電話番号）
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このマツプは
「理論上最大クラスの
南 海トラフ地 震」
による津波の浸水想定の

浸水深
　　を示したものです

どれくらい深く浸水するか
みてみましょう
市では、防災対策を行う際の目安として、この
津波浸水想定を活用します｡
津波が襲来した場合、四日市市はどのような浸水

になるでしょうか。このマップで自宅などの身近な
場所がどれくらい深く浸水するかみてみましょう。

地盤高が高いなどの理由で浸
水しない想定となっている場所
（白色）がありますが、安心せず、
より遠く、より高い場所へ避難し
ましょう。

平成26年3月に三重県が公表した想定では、地震により四日市市で
最大で震度７、最大津波高は5ｍになるとされています。
この防災マップは、四日市港を訪れた人や港湾労働者等のみなさんが、いざという時に迅速かつ適切
な避難を行うため、日頃から知ってほしい情報を掲載しています。
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防災マップの目的

地区名 № 施設名 所在地

港 48 株式会社大久保商会 尾上町
49 四日市港湾合同庁舎 千歳町

共同

50 三重銀行本店 西新地
51 四日市商工会議所 諏訪町
52 中部地区市民センター 西浦一丁目
53 総合会館 諏訪町
54 四日市市役所 諏訪町
55 市営中央駐車場 諏訪町
56 中部中学校 西浦二丁目
57 中部西小学校 北町
58 プラトンホテル四日市 西新地
59 四日市シティホテルビル 諏訪栄町
60 Ｂ．Ｄ．林 諏訪栄町
61 プルーリオン 西浦二丁目
62 プレーザービル 西浦二丁目

中央
63 本町プラザ 本町
64 中央小学校 元新町
65 四日市建設業会館 栄町

浜田

66 幸町ビル 幸町
67 じばさん三重 安島一丁目
68 浜田小学校 北浜田町
69 港中学校 十七軒町
70 四日市シティホテルアネックスビル 浜田町
71 三重県四日市庁舎 新正四丁目
72 四日市都ホテル 安島一丁目
73 イロハビル 新正三丁目
74 シャロームビオンＲ 新正一丁目
75 アイボンラビアン 新正三丁目
76 ナカシマハイツ 新正三丁目
77 四日市民主商工会 新正四丁目
78 メゾンビーナス 新正一丁目
79 山路工業株式会社 新正四丁目
80 株式会社交洋駐車場棟 新正五丁目
81 名鉄四日市タクシー立体駐車場 新正一丁目
82 アールズコート２ 新正一丁目
83 ダイアパレス四日市駅南 南浜田町
84 大橋学園高等学校 ユマニテク調理製菓専門学校 南浜田町
85 曙町市営住宅１号棟 曙一丁目
86 サンルミエール 新正四丁目

常磐
87 市立図書館 久保田一丁目
88 常磐小学校 城西町
89 一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC ATセンター 赤堀新町

日永 91 県立四日市工業高等学校 日永東三丁目

塩浜 95 旧三浜小学校 海山道町一丁目
97 磯津第１ポンプ場 大字塩浜

楠 107 三重機械鐵工株式会社 楠町小倉
平成27年3月現在

地区名 № 施設名 所在地

富洲原

1 富洲原中学校 天ヵ須賀五丁目
2 富洲原小学校 富州原町
3 有限会社前川 富田一色町
4 サニーハイツ松原公園Ａ棟 松原町
5 サニーハイツ松原公園Ｂ棟 松原町
6 レジデンス富洲原 平町
7 コーポエデンＡ 平町
8 コーポエデンＢ 平町
9 日の本保育園 松原町
10 ラウムズ富洲原 平町
11 株式会社中部プラントサービス四日市寮 松原町
12 ライオンズマンション富洲原ニューシティ壱番館 天ヵ須賀四丁目
13 ライオンズマンション富洲原ニューシティ弐番館 天ヵ須賀四丁目
14 ライオンズマンション富洲原ニューシティ参番館 天ヵ須賀四丁目

富田

15 富田小学校 富田一丁目
16 富田中学校 東茂福町
17 蓮光寺 大字茂福
18 県立四日市高等学校 富田四丁目
19 県立北星高等学校 大字茂福
20 北勢国道事務所 南富田町
21 ラ・プリマカーサ 富田浜町
22 防災教育センター（北消防署） 富田二丁目

羽津

23 羽津地区市民センター 大宮町
24 ベルハイム城山 城山町
25 ラディエメゾン 城山町
26 エクセレンス 金場町
27 スプリングセゾン 白須賀三丁目
28 コスモス 羽津中一丁目
29 ドエルウェステリア 八田一丁目
30 ソシアルドミール東館 八田一丁目
31 ソシアルドミール西館 八田一丁目
32 ウィング金場店立体駐車場 金場町
33 ミエ・ヘア・アーチスト・アカデミー 羽津中二丁目
34 メゾンド羽津（キング観光羽津店） 富士町
35 かすみの里 白須賀一丁目
36 カインズホーム四日市店 富士町

大矢知
37 あさけプラザ 下之宮町
38 暁小学校 蒔田三丁目
39 フレスポ四日市富田 西富田町

橋北

40 橋北小学校 川原町
41 旧東橋北小学校跡地 東新町
42 橋北中学校 高浜町
43 朝日土木株式会社 川原町
44 ばんこの里会館 陶栄町

港
45 なやプラザ 蔵町
46 住友電装株式会社 西末広町
47 ＳＷＳＷＡＹセンター 南納屋町

四日市市が指定する津波避難ビル四日市港管理組合が指定する一時避難場所
地区名 施設名 所在地

四日市地区
四日市港湾合同庁舎 千歳町
Ｆ上屋 千歳町
四港サイロ 千歳町

霞ケ浦地区
四日市港ポートビル 霞ケ浦二丁目
四日市港国際物流センター 霞ケ浦二丁目
四日市コンテナターミナル 霞ケ浦二丁目

港内には、自動車やコンテナ
などが置いてあり、津波が発生した場合、浸水によりこれら貨物が流出することがあります。などが置 あり 津波が発生した場合 浸水により れら貨物が流出する と

津波による貨物などの浮遊・流出について

出典：国土交通省　中部地方整備局ホームページより
（東日本大震災　青森県八戸港の状況）

出典：国土交通省　東北地方整備局震災伝承館より

コンテナ 自動車

四日市市では、海岸線から4㎞
かつ標高5m以内にある3階建以
上の堅固な建物を対象に公共施
設や学校施設のみならず、民間
の商業施設やマンション等を津
波避難ビル指定しています。

●四日市市津波避難マップに掲載されている
津波避難ビル一覧より、本マップに掲載分
のみを抜粋しています。

平成２８年３月

ここに掲げた方法以外にテレビ、ラジオ等を
活用して災害情報を入手してください。

大規模な地震が起こったとき、災害の規模や津波の発生の有無など、災害に関する
情報を入手することがとても重要になります。
入手する方法を次のとおりまとめていますので、ご活用ください。

災害情報等の入手方法ジオ等を

（１）携帯電話・スマートフォン・タブレットなどから
①携帯電話各社から配信される『緊急速報メール』
※『緊急速報メール』対応の機種となります。
また、一部の機種では受信設定が必要となります。

②三重県や四日市市からの『メール配信サービス』
※事前に登録する必要があります。

（２）四日市市が設置している『防災行政無線』から
防災行政無線（防災サイレン）には、次のような意味があります。

※港の中でサイレンや音声放送を聞いたとき、どのような情報が流れたか確認する場合は、下記の問い合わせ先
により、自動電話応答で情報の内容を確認することができます。

問い合わせ先：W０５９３５１４００４

（３）災害発生時に、電話会社から提供される『災害用伝言ダイヤル（１７１）』から
NTT東日本及び西日本から提供される『災害用伝言ダイヤル（１７１）』では、ご家族の
安否の確認や連絡用に利用できます。

伝言の録音方法　　➡　　➡　（×××）×××××××（電話番号）
伝言の再生方法　　➡　　➡　（×××）×××××××（電話番号）
※171のダイヤル以降は、音声案内に従って伝言の録音・再生を行ってください。

三重県　防災みえ．jp四日市市　防災メール

【お問い合わせ先】

〒　三重県四日市市霞２丁目１－１
四日市港管理組合　経営企画部　施設保全課

TEL 0593667031　FAX 0593667033

災害時伝言ダイヤル（１７１）の使用方法

防災サイレンの吹鳴方法

3秒3秒3秒 2秒休2秒休音声放送【繰り返し3回】 大津波警報

【繰り返し3回】 5秒6秒休5秒5秒音声放送 6秒休 津波警報

【1回】 音声放送 60秒5秒休60秒60秒 5秒休 避難信号
(勧告・指示)

（電話番号）



四日市港
津波避難マップ

四日市港管理組合 四日市港管理組合

～ 津波から命を守るために ～

。すまいてし用引を）月３年７２成平（」プッマ難避波津市市日四「、は図測予水浸波津のこ

このマツプは
「理論上最大クラスの
南 海トラフ地 震」
による津波の浸水想定の

浸水深
　　を示したものです

どれくらい深く浸水するか
みてみましょう
市では、防災対策を行う際の目安として、この
津波浸水想定を活用します｡
津波が襲来した場合、四日市市はどのような浸水

になるでしょうか。このマップで自宅などの身近な
場所がどれくらい深く浸水するかみてみましょう。

地盤高が高いなどの理由で浸
水しない想定となっている場所
（白色）がありますが、安心せず、
より遠く、より高い場所へ避難し
ましょう。

平成26年3月に三重県が公表した想定では、地震により四日市市で
最大で震度７、最大津波高は5ｍになるとされています。
この防災マップは、四日市港を訪れた人や港湾労働者等のみなさんが、いざという時に迅速かつ適切
な避難を行うため、日頃から知ってほしい情報を掲載しています。

最最最最最最最最大で大で大で大で大で大で震震震震震震震震度７度７度７度７度７度７度７ 最大津波最大津波最大津波最大津波最大津波最大津波最大津波最大津波最大津波最大津波最大津波高高高高高高高高ははははは55
防災マップの目的

地区名 № 施設名 所在地

港 48 株式会社大久保商会 尾上町
49 四日市港湾合同庁舎 千歳町

共同

50 三重銀行本店 西新地
51 四日市商工会議所 諏訪町
52 中部地区市民センター 西浦一丁目
53 総合会館 諏訪町
54 四日市市役所 諏訪町
55 市営中央駐車場 諏訪町
56 中部中学校 西浦二丁目
57 中部西小学校 北町
58 プラトンホテル四日市 西新地
59 四日市シティホテルビル 諏訪栄町
60 Ｂ．Ｄ．林 諏訪栄町
61 プルーリオン 西浦二丁目
62 プレーザービル 西浦二丁目

中央
63 本町プラザ 本町
64 中央小学校 元新町
65 四日市建設業会館 栄町

浜田

66 幸町ビル 幸町
67 じばさん三重 安島一丁目
68 浜田小学校 北浜田町
69 港中学校 十七軒町
70 四日市シティホテルアネックスビル 浜田町
71 三重県四日市庁舎 新正四丁目
72 四日市都ホテル 安島一丁目
73 イロハビル 新正三丁目
74 シャロームビオンＲ 新正一丁目
75 アイボンラビアン 新正三丁目
76 ナカシマハイツ 新正三丁目
77 四日市民主商工会 新正四丁目
78 メゾンビーナス 新正一丁目
79 山路工業株式会社 新正四丁目
80 株式会社交洋駐車場棟 新正五丁目
81 名鉄四日市タクシー立体駐車場 新正一丁目
82 アールズコート２ 新正一丁目
83 ダイアパレス四日市駅南 南浜田町
84 大橋学園高等学校 ユマニテク調理製菓専門学校 南浜田町
85 曙町市営住宅１号棟 曙一丁目
86 サンルミエール 新正四丁目

常磐
87 市立図書館 久保田一丁目
88 常磐小学校 城西町
89 一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC ATセンター 赤堀新町

日永 91 県立四日市工業高等学校 日永東三丁目

塩浜 95 旧三浜小学校 海山道町一丁目
97 磯津第１ポンプ場 大字塩浜

楠 107 三重機械鐵工株式会社 楠町小倉
平成27年3月現在

地区名 № 施設名 所在地

富洲原

1 富洲原中学校 天ヵ須賀五丁目
2 富洲原小学校 富州原町
3 有限会社前川 富田一色町
4 サニーハイツ松原公園Ａ棟 松原町
5 サニーハイツ松原公園Ｂ棟 松原町
6 レジデンス富洲原 平町
7 コーポエデンＡ 平町
8 コーポエデンＢ 平町
9 日の本保育園 松原町
10 ラウムズ富洲原 平町
11 株式会社中部プラントサービス四日市寮 松原町
12 ライオンズマンション富洲原ニューシティ壱番館 天ヵ須賀四丁目
13 ライオンズマンション富洲原ニューシティ弐番館 天ヵ須賀四丁目
14 ライオンズマンション富洲原ニューシティ参番館 天ヵ須賀四丁目

富田

15 富田小学校 富田一丁目
16 富田中学校 東茂福町
17 蓮光寺 大字茂福
18 県立四日市高等学校 富田四丁目
19 県立北星高等学校 大字茂福
20 北勢国道事務所 南富田町
21 ラ・プリマカーサ 富田浜町
22 防災教育センター（北消防署） 富田二丁目

羽津

23 羽津地区市民センター 大宮町
24 ベルハイム城山 城山町
25 ラディエメゾン 城山町
26 エクセレンス 金場町
27 スプリングセゾン 白須賀三丁目
28 コスモス 羽津中一丁目
29 ドエルウェステリア 八田一丁目
30 ソシアルドミール東館 八田一丁目
31 ソシアルドミール西館 八田一丁目
32 ウィング金場店立体駐車場 金場町
33 ミエ・ヘア・アーチスト・アカデミー 羽津中二丁目
34 メゾンド羽津（キング観光羽津店） 富士町
35 かすみの里 白須賀一丁目
36 カインズホーム四日市店 富士町

大矢知
37 あさけプラザ 下之宮町
38 暁小学校 蒔田三丁目
39 フレスポ四日市富田 西富田町

橋北

40 橋北小学校 川原町
41 旧東橋北小学校跡地 東新町
42 橋北中学校 高浜町
43 朝日土木株式会社 川原町
44 ばんこの里会館 陶栄町

港
45 なやプラザ 蔵町
46 住友電装株式会社 西末広町
47 ＳＷＳＷＡＹセンター 南納屋町

四日市市が指定する津波避難ビル四日市港管理組合が指定する一時避難場所
地区名 施設名 所在地

四日市地区
四日市港湾合同庁舎 千歳町
Ｆ上屋 千歳町
四港サイロ 千歳町

霞ケ浦地区
四日市港ポートビル 霞ケ浦二丁目
四日市港国際物流センター 霞ケ浦二丁目
四日市コンテナターミナル 霞ケ浦二丁目

港内には、自動車やコンテナ
などが置いてあり、津波が発生した場合、浸水によりこれら貨物が流出することがあります。などが置 あり 津波が発生した場合 浸水により れら貨物が流出する と

津波による貨物などの浮遊・流出について

出典：国土交通省　中部地方整備局ホームページより
（東日本大震災　青森県八戸港の状況）

出典：国土交通省　東北地方整備局震災伝承館より

コンテナ 自動車

四日市市では、海岸線から4㎞
かつ標高5m以内にある3階建以
上の堅固な建物を対象に公共施
設や学校施設のみならず、民間
の商業施設やマンション等を津
波避難ビル指定しています。

●四日市市津波避難マップに掲載されている
津波避難ビル一覧より、本マップに掲載分
のみを抜粋しています。

平成２８年３月

ここに掲げた方法以外にテレビ、ラジオ等を
活用して災害情報を入手してください。

大規模な地震が起こったとき、災害の規模や津波の発生の有無など、災害に関する
情報を入手することがとても重要になります。
入手する方法を次のとおりまとめていますので、ご活用ください。

災害情報等の入手方法ジオ等を

（１）携帯電話・スマートフォン・タブレットなどから
①携帯電話各社から配信される『緊急速報メール』
※『緊急速報メール』対応の機種となります。
また、一部の機種では受信設定が必要となります。

②三重県や四日市市からの『メール配信サービス』
※事前に登録する必要があります。

（２）四日市市が設置している『防災行政無線』から
防災行政無線（防災サイレン）には、次のような意味があります。

※港の中でサイレンや音声放送を聞いたとき、どのような情報が流れたか確認する場合は、下記の問い合わせ先
により、自動電話応答で情報の内容を確認することができます。

問い合わせ先：W０５９３５１４００４

（３）災害発生時に、電話会社から提供される『災害用伝言ダイヤル（１７１）』から
NTT東日本及び西日本から提供される『災害用伝言ダイヤル（１７１）』では、ご家族の
安否の確認や連絡用に利用できます。

伝言の録音方法　　➡　　➡　（×××）×××××××（電話番号）
伝言の再生方法　　➡　　➡　（×××）×××××××（電話番号）
※171のダイヤル以降は、音声案内に従って伝言の録音・再生を行ってください。

三重県　防災みえ．jp四日市市　防災メール

【お問い合わせ先】

〒　三重県四日市市霞２丁目１－１
四日市港管理組合　経営企画部　施設保全課

TEL 0593667031　FAX 0593667033

災害時伝言ダイヤル（１７１）の使用方法

防災サイレンの吹鳴方法

3秒3秒3秒 2秒休2秒休音声放送【繰り返し3回】 大津波警報

【繰り返し3回】 5秒6秒休5秒5秒音声放送 6秒休 津波警報

【1回】 音声放送 60秒5秒休60秒60秒 5秒休 避難信号
(勧告・指示)

（電話番号）



四日市港
津波避難マップ

四日市港管理組合四日市港管理組合

～ 津波から命を守るために ～

。すまいてし用引を）月３年７２成平（」プッマ難避波津市市日四「、は図測予水浸波津のこ

このマツプは
「理論上最大クラスの
南海トラフ地震」
による津波の浸水想定の

浸水深 　　を示したものです

どれくらい深く浸水するか
みてみましょう
市では、防災対策を行う際の目安として、この
津波浸水想定を活用します｡
津波が襲来した場合、四日市市はどのような浸水

になるでしょうか。このマップで自宅などの身近な
場所がどれくらい深く浸水するかみてみましょう。

地盤高が高いなどの理由で浸
水しない想定となっている場所
（白色）がありますが、安心せず、
より遠く、より高い場所へ避難し
ましょう。

平成26年3月に三重県が公表した想定では、地震により四日市市で
最大で震度７、最大津波高は5ｍになるとされています。
この防災マップは、四日市港を訪れた人や港湾労働者等のみなさんが、いざという時に迅速かつ適切
な避難を行うため、日頃から知ってほしい情報を掲載しています。

最最最最最最最最大で大で大で大で大で大で震震震震震震震震度７度７度７度７度７度７度７最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波 最大津波高高高高高高高高ははははは55
防災マップの目的

地区名№施設名所在地

港48株式会社大久保商会尾上町
49四日市港湾合同庁舎千歳町

共同

50三重銀行本店西新地
51四日市商工会議所諏訪町
52中部地区市民センター西浦一丁目
53総合会館諏訪町
54四日市市役所諏訪町
55市営中央駐車場諏訪町
56中部中学校西浦二丁目
57中部西小学校北町
58プラトンホテル四日市西新地
59四日市シティホテルビル諏訪栄町
60Ｂ．Ｄ．林諏訪栄町
61プルーリオン西浦二丁目
62プレーザービル西浦二丁目

中央
63本町プラザ本町
64中央小学校元新町
65四日市建設業会館栄町

浜田

66幸町ビル幸町
67じばさん三重安島一丁目
68浜田小学校北浜田町
69港中学校十七軒町
70四日市シティホテルアネックスビル浜田町
71三重県四日市庁舎新正四丁目
72四日市都ホテル安島一丁目
73イロハビル新正三丁目
74シャロームビオンＲ新正一丁目
75アイボンラビアン新正三丁目
76ナカシマハイツ新正三丁目
77四日市民主商工会新正四丁目
78メゾンビーナス新正一丁目
79山路工業株式会社新正四丁目
80株式会社交洋駐車場棟新正五丁目
81名鉄四日市タクシー立体駐車場新正一丁目
82アールズコート２新正一丁目
83ダイアパレス四日市駅南南浜田町
84大橋学園高等学校 ユマニテク調理製菓専門学校南浜田町
85曙町市営住宅１号棟曙一丁目
86サンルミエール新正四丁目

常磐
87市立図書館久保田一丁目
88常磐小学校城西町
89一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC ATセンター赤堀新町

日永91県立四日市工業高等学校日永東三丁目

塩浜95旧三浜小学校海山道町一丁目
97磯津第１ポンプ場大字塩浜

楠107三重機械鐵工株式会社楠町小倉
平成27年3月現在

地区名№施設名所在地

富洲原

1富洲原中学校天ヵ須賀五丁目
2富洲原小学校富州原町
3有限会社前川富田一色町
4サニーハイツ松原公園Ａ棟松原町
5サニーハイツ松原公園Ｂ棟松原町
6レジデンス富洲原平町
7コーポエデンＡ平町
8コーポエデンＢ平町
9日の本保育園松原町
10ラウムズ富洲原平町
11株式会社中部プラントサービス四日市寮松原町
12ライオンズマンション富洲原ニューシティ壱番館天ヵ須賀四丁目
13ライオンズマンション富洲原ニューシティ弐番館天ヵ須賀四丁目
14ライオンズマンション富洲原ニューシティ参番館天ヵ須賀四丁目

富田

15富田小学校富田一丁目
16富田中学校東茂福町
17蓮光寺大字茂福
18県立四日市高等学校富田四丁目
19県立北星高等学校大字茂福
20北勢国道事務所南富田町
21ラ・プリマカーサ富田浜町
22防災教育センター（北消防署）富田二丁目

羽津

23羽津地区市民センター大宮町
24ベルハイム城山城山町
25ラディエメゾン城山町
26エクセレンス金場町
27スプリングセゾン白須賀三丁目
28コスモス羽津中一丁目
29ドエルウェステリア八田一丁目
30ソシアルドミール東館八田一丁目
31ソシアルドミール西館八田一丁目
32ウィング金場店立体駐車場金場町
33ミエ・ヘア・アーチスト・アカデミー羽津中二丁目
34メゾンド羽津（キング観光羽津店）富士町
35かすみの里白須賀一丁目
36カインズホーム四日市店富士町

大矢知
37あさけプラザ下之宮町
38暁小学校蒔田三丁目
39フレスポ四日市富田西富田町

橋北

40橋北小学校川原町
41旧東橋北小学校跡地東新町
42橋北中学校高浜町
43朝日土木株式会社川原町
44ばんこの里会館陶栄町

港
45なやプラザ蔵町
46住友電装株式会社西末広町
47ＳＷＳＷＡＹセンター南納屋町

四日市市が指定する津波避難ビル 四日市港管理組合が指定する一時避難場所
地区名施設名所在地

四日市地区
四日市港湾合同庁舎千歳町
Ｆ上屋千歳町
四港サイロ千歳町

霞ケ浦地区
四日市港ポートビル霞ケ浦二丁目
四日市港国際物流センター霞ケ浦二丁目
四日市コンテナターミナル霞ケ浦二丁目

港内には、自動車やコンテナ
などが置いてあり、津波が発生した場合、浸水によりこれら貨物が流出することがあります。 などが置あり津波が発生した場合浸水によりれら貨物が流出すると

津波による貨物などの浮遊・流出について

出典：国土交通省　中部地方整備局ホームページより
（東日本大震災　青森県八戸港の状況）

出典：国土交通省　東北地方整備局震災伝承館より

コンテナ自動車

四日市市では、海岸線から4㎞
かつ標高5m以内にある3階建以
上の堅固な建物を対象に公共施
設や学校施設のみならず、民間
の商業施設やマンション等を津
波避難ビル指定しています。

●四日市市津波避難マップに掲載されている
津波避難ビル一覧より、本マップに掲載分
のみを抜粋しています。

平成２８年３月

ここに掲げた方法以外にテレビ、ラジオ等を
活用して災害情報を入手してください。

大規模な地震が起こったとき、災害の規模や津波の発生の有無など、災害に関する
情報を入手することがとても重要になります。
入手する方法を次のとおりまとめていますので、ご活用ください。

災害情報等の入手方法 ジオ等を

（１）携帯電話・スマートフォン・タブレットなどから
①携帯電話各社から配信される『緊急速報メール』
※『緊急速報メール』対応の機種となります。
また、一部の機種では受信設定が必要となります。

②三重県や四日市市からの『メール配信サービス』
※事前に登録する必要があります。

（２）四日市市が設置している『防災行政無線』から
防災行政無線（防災サイレン）には、次のような意味があります。

※港の中でサイレンや音声放送を聞いたとき、どのような情報が流れたか確認する場合は、下記の問い合わせ先
により、自動電話応答で情報の内容を確認することができます。

問い合わせ先：W０５９３５１４００４

（３）災害発生時に、電話会社から提供される『災害用伝言ダイヤル（１７１）』から
NTT東日本及び西日本から提供される『災害用伝言ダイヤル（１７１）』では、ご家族の
安否の確認や連絡用に利用できます。

伝言の録音方法　 　➡　 　➡　（×××）××× ××××（電話番号）
伝言の再生方法　 　➡　 　➡　（×××）××× ××××（電話番号）
※171のダイヤル以降は、音声案内に従って伝言の録音・再生を行ってください。

三重県　防災みえ．jp 四日市市　防災メール

【お問い合わせ先】

〒 　三重県四日市市霞２丁目１－１
四日市港管理組合　経営企画部　施設保全課

TEL 059 366 7031　FAX 059 366 7033

災害時伝言ダイヤル（１７１）の使用方法

防災サイレンの吹鳴方法

3秒 3秒 3秒2秒休 2秒休 音声放送 【繰り返し3回】大津波警報

【繰り返し3回】5秒 6秒休 5秒 5秒 音声放送6秒休津波警報

【1回】音声放送60秒 5秒休 60秒 60秒5秒休避難信号
(勧告・指示)

（電話番号）
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国道
その他の道路
避難方向

平成２７年３月現在
№ 津波避難ビル 階　数

住友電装株式会社 Ａ棟５階
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公公公公公公公公園園

●
シドニー港
公園

19 霞ケ浦地区拡大図

【凡例】
国道
その他の道路
避難方向

四日市港
ポートビル

★ 平成２７年３月現在
№ 津波避難ビル 階　数

❸ 有限会社前川 ３階

15 富田小学校 ４階

16 富田中学校 ４階

18 県立四日市高等学校 ３階

19 県立北星高等学校 ３階

20 北勢国道事務所 事務棟３階
宿舎５階

ラ・プリマカーサ ６階
防災教育センター（北消防署）屋上（２階）
スプリングセゾン 3階
かすみの里 ４階
カインズホーム四日市店 屋上（２階）

★ 四日市港ポートビル 
（港内一時避難場所） １４階

 一時避難場所★

。すまいてし用引を）月３年７２成平（」プッマ難避波津市市日四「、は図測予水浸波津のこ

霞ケ浦
緑地

浜園緑地

富双緑地

霞港公園

●
●

●

● ●

霞ケ浦地区

★

ゆめくじら
シドニー港
公園

四日市ドーム 魚釣り
施設

四日市港
ポートビル

港内遊覧船
発着場所

千歳公園●
●

●

四日市地区

★

四日市港津波避難マップ
このマップは、「理論上最大クラスの南海トラフ地震」
発生後の浸水深３０cmの津波が到達する時間を示して
います。
また、右のマップ【霞ヶ浦地区拡大図、四日市地区拡大
図】は、四日市港を訪れた人などが、津波から避難する
方向を示しています。

津波避難時に注意すべき四日市港の特徴
内陸と橋でつながっており、津波から避難するルートが限定さ
れるおそれがあります。

埋立地が多く、地震により液状化が発生した場合は、避難に時
間がかかるおそれがあります。

倉庫などの大きな建築物が多く、地震によって倒壊するおそ
れがあります。　　　　　　　　　　　　　　　 　　

多くのコンテナや自動車等が置いてあり、津波とともに流され
てくるおそれがあります。

危険物を取り扱っている企業が多くあり、地震により危険物が
流出したり、火災が発生するおそれがあります。

みなと公園

四日市
港湾合同庁舎

津波から避難する際の
避難先の優先順位

津波避難目標ラインを目指しましょう。

津波避難目標ラインまで避難する時間
がない場合は、四日市市が指定する津波
避難ビル（ ）を目指しましょう。

四日市市が指定する津波避難ビルまで
避難できない場合は、四日市港ポートビル
など港内の一時避難場所（★マーク）を
目指しましょう。
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