
施設周辺の避難場所についての資料 

 

 市が指定する避難場所等ついて、該当地区の防災マップ（地震津波・風水害）の資料を添付し

ますので、避難場所を設定にあたって参考ください。市ホームページ内で以下の URL からデータ

をダウンロードできます。 

地震･津波 

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/100

1075/1006038/1006047.html 

＜目標にしていただきたい避難場所（分類）＞ 

  

避難所（屋内避難施設） 

 

屋外避難場所 

但し、 の表示がある場合は、津波時は危険であるため使用できません。 

（以下は一時避難場所として） 

 

津波避難ビル 

 

津波避難場所 

 

津波避難目標地点 
 

風水害 

（洪水・ 

土砂災害） 

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/100

1075/1006038/1006046.html 

＜目標にしていただきたい避難場所＞ 

 避難所（屋内避難施設） 

 

（注意点） 

・同じ避難場所でも、地震・津波の場合と風水害（洪水・土砂災害）の場合で、ちがいがある

ことがあります。 

・マップの掲載されていない場所であっても、避難可能な場所があれば、避難場所に設定して

いただいてかまいません。 

・必ずしも屋外に避難場所を設定する必要はありません（作成要領「施設内の避難について」

参照）。 

・津波避難においては、利用できる階層や場所が指定されている場合がありますので、以下の

URL からご確認ください。 

津波避難ビル・津波避難場所（市ホームページから「津波から身を守るために」で検索可能） 

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/1000051/1005998.html 

上記以外の避難場所（市ホームページから「災害時における避難場所一覧表」で検索可能） 

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/1000051/index.html 

・防災マップ（風水害）上の洪水浸水想定は、過去の想定が表示されています。河川洪水該当

施設につきましては、添付の「河川浸水想定図」で浸水状況を判断願います。 

資料４ 

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/1001075/1006038/1006047.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/1001075/1006038/1006047.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/1001075/1006038/1006046.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/1001075/1006038/1006046.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/1000051/1005998.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/1000051/index.html


緊急避難場所安全レベルについて 

 

 防災マップにおいて、各避難場所ごとに緊急避難場所安全レベル（「★★★」「★★」「★」）が表示さ

れています。より安全な場所を目指して避難を検討されますよう、ご参考ください。 

 

（参考）避難場所安全レベルの考え方 

分類 安全レベルの判定基準 

津 波 

３ 浸水想定地域外で安全な避難場所 

２ 

安全レベル３へ避難する余裕がないときの緊急避難場所 
（屋外避難場所のうち、浸水想定区域に近接するところ。屋内避難施設のうち、浸水想
定区域内にあるものの、想定上、指定された避難場所の高さまで浸水することがないと
ころ） 

１ 

安全レベル３又は２へ避難する余裕がないときの緊急避難場所（屋外避難場所のうち、
浸水想定区域内にあるところ。屋内避難施設のうち、安全レベル２よりもさらに周囲が
浸水する可能性が高いものの、想定上、指定された避難場所の高さまで浸水することが
ないところ） 

× 
浸水の危険性が大きいため、開設しない避難所もしくは使用不可の避難場所 
（屋外避難場所のうち、安全レベル１よりもさらに浸水する可能性が高いところ。屋内
避難施設であっても特に危険が予想されるところ） 

風水害 

３ 大規模災害等が想定される場合でも十分に安全な施設 

２ 大規模災害等が想定される場合でも、一定の安全を確保することが可能である施設 

１ 
大規模災害等が想定される場合には事前に開設しないとするか、開設した場合であって
も、危険が迫った場合には閉鎖の可能性がある施設 
施設 

 

 



平成２６年３月の防災マップ作成以降、避難場所（地震・津波）について修正のあった部分（予定含む）は以下のとおりです。 

 （平成３０年３月現在） 

名称や指定区分に変更があった箇所 

地区 施設等名 所在地 変更点 

本町 本町小学校 住吉町 1  

新大学の設置工事に伴い、現在指定解除中 

平成 31 年 4 月より「和歌山信愛大学」（仮称）として指定

予定。 

城北 

伏虎中学校 七番丁２５ 施設撤去のため、避難所及び屋外避難場所の指定を取消し。 

城北小学校 鷺ノ森南ノ丁 1 
「伏虎義務教育学校」に名称変更。 

（指定状況に変更なし） 

雄湊 雄湊小学校 東坂ノ上丁 3  

旧運動場部分について、下記のとおり「雄湊グラウンド」と

して新たに屋外避難場所指定。 

※旧体育館については、平成３０年４月より「東京医療保健

大学（体育館）」（仮称）として、避難所指定予定。 

砂山 近畿財務局和歌山合同庁舎 砂山南３丁目１-６５ 
「近畿財務局和歌山合同宿舎」に名称変更。 

（指定状況に変更なし） 

安原 和歌山県消防学校 冬野 687-1 施設移転等のため、津波避難場所の指定を取消し。 

雑賀 和歌山工業高等学校 西浜 3丁目 6-1 
津波時使用不可となっていたが、現在は使用可能。 

（津波避難場所安全レベルは「★」） 

名草 

紀三井寺陸上競技場 毛見 200 津波避難ビルとしての指定を避難所として変更予定。 

紀三井寺公園 毛見 200 
津波時使用不可となっていたが、現在は使用可能。 

（津波避難場所安全レベルは「★」） 

  



新たに避難場所等に指定された箇所（予定含む） 

地区 施設等名 所在地 指定区分 
緊急避難場所 

安全レベル（津波） 

雄湊 雄湊グラウンド 東坂ノ上丁 3  屋外避難場所 ★★★ 

中之島 紀和駅前公園 中之島 803－20  屋外避難場所 ★★ 

宮前 
スーパーセンターオークワ  

セントラルシティ和歌山店 
小雑賀 805-1 津波避難ビル ★★ 

宮前 １２３＋Ｎ和歌山本店 小雑賀 762-1 津波避難ビル ★★ 

野崎 クローバーメゾン狐島 狐島 622-1 津波避難ビル ★★ 

岡崎 セラビィ神前 神前 182-1  津波避難ビル ★★★ 

西脇 つつじが丘テニスコート つつじが丘 4丁目 4 避難所及び屋外避難場所 ★★★ 

三田 あけぼの団地 田尻 178-5 津波避難ビル ★★ 

雑賀 秋葉山公園県民水泳場 秋葉町 4番 11号 避難所及び屋外避難場所 ★★★ 

名草 南コミュニティセンター 紀三井寺 856番地 避難所（平成３０年５月指定予定） ★ 

雑賀崎 

・田野 
沖見の里（旧雑賀崎小学校跡地） 

雑賀崎 1729 

雑賀崎 1612番初め 11筆 
津波避難場所 ★★★ 

 

この他、広域避難場所として、防災マップ（平成２６年３月作成）の別ページ（全域図）に記載されています。 

地区 施設等名 所在地 指定区分 
緊急避難場所 

安全レベル（津波） 

城北 和歌山公園 一番丁 3 広域避難場所 ★★★ 

宮前 ビッグ愛 手平 2丁目 1-2 広域避難場所 ★★ 

宮前 ビッグホエール 手平 2丁目 1-1 広域避難場所 ★★ 

名草 紀三井寺公園 毛見 200 広域避難場所 ★ 

 



平成２６年３月の防災マップ作成以降、避難場所（風水害（洪水・土砂災害））について修正のあった部分（予定含む）は以下のと

おりです。 

（平成３０年３月現在） 

名称や指定区分に変更があった箇所 

地区 施設等名 所在地 変更点 

本町 本町小学校 住吉町 1  

新大学の設置工事に伴い、現在指定解除中 

平成 31 年 4 月より「和歌山信愛大学」（仮称）として指定

予定。 

城北 

伏虎中学校 七番丁２５ 施設撤去のため、避難所及び屋外避難場所の指定を取消し。 

城北小学校 鷺ノ森南ノ丁 1 
「伏虎義務教育学校」に名称変更。 

（指定状況に変更なし） 

雄湊 雄湊小学校 東坂ノ上丁 3  

旧運動場部分について、下記のとおり「雄湊グラウンド」と

して新たに屋外避難場所指定。 

※旧体育館については、平成３０年４月より「東京医療保健

大学（体育館）」（仮称）として、避難所指定予定。 

 

 

緊急避難場所安全レベル（風水害）において変更があった避難所 

地区 施設等名 所在地 
安全レベル（風水害） 

変更前 変更後 

宮 和歌山東公園 北出島 133 ★★★ ★★ 

中之島 県立体育館 中之島 2238 ★★ ★★★ 

貴志 
藤戸台小学校 栄谷 974-245 ★★★ ★★ 

貴志中学校 梅原 579-2 ★★★ ★ 



和歌山大学（体育館） 栄谷 930 ★★ ★ 

西脇 和歌山北高等学校（西校舎） 西庄 1148-1 ★★ ★ 

和佐 
高積中学校 布施屋 112-2 ★★★ ★★ 

河南総合体育館 和佐中 165-1 ★★★ ★ 

有功 有功中学校 六十谷 1238 ★★ ★ 

小倉 和歌山高等学校 新庄 188 ★★ ★ 

加太 休暇村紀州加太 深山 483 ★★ ★ 

紀伊 紀伊中学校 北野 544 ★★★ ★★ 

雑賀 松下体育館 西浜 1037 ★★★ ★ 

名草 

名草小学校 紀三井寺 240 ★★ ★ 

県立医科大学保健看護学部 

（体育館） 
三葛 580 ★★ ★ 

雑賀崎 雑賀崎小学校 西浜 1148 ★★ ★★★ 

 

 

新たに避難所に指定された箇所（予定含む） 

地区 施設等名 所在地 指定状況 
緊急避難場所 

安全レベル（風水害） 

西脇 つつじが丘テニスコート つつじが丘 4丁目 4 指定済 ★★★ 

雑賀 秋葉山公園県民水泳場 秋葉町 4番 11号 指定済 ★★ 

名草 
紀三井寺陸上競技場 毛見 200 平成３０年４月指定予定 ★★★ 

南コミュニティセンター 紀三井寺 856番地 平成３０年５月指定予定 ★★★ 

 

 



 

避難確保計画届出書 

 

平成  年 月 日 

和 歌 山 市 長 様 

 

住 所                       

 

 

代表者役職及び氏名               ㊞ 

 

 

避難確保計画を作成したので、届け出ます。 

施設の名称  

施設の所在地  

施設の分類 

 

（次頁「施設分類一覧」の分類番号に該当するところを☑してください 複数可） 

□１－１ □１－２ □１－３ □１－４ □１－５ □１－６ □２ □３ 

□４－１ □４－２ □４－３ □４－４ □５ □６ □７ 

□８－１ □８－２ □８－３ □８－４ □８－５ □８－６ 

□９－１ □９－２ □９－３ 

□10－１ □10－２ □10－３ □10－４ □10－５ □10－６ □10－７ □10－８ 

□10－９ □10－10 □10－11 

□11－１ □11－２ □12 □13 □14 □15 □16 □17 □18 

□19 □20 □21 □22 □23 □24 □25 □26 

□27 □28 □29 

施設利用者数 
 

災害の区分 
（該当するものに☑してください） 

□ 津波   □ 洪水   □ 土砂災害 

避難確保計画に 

基づく訓練・研修

等の実施状況 

（いずれかに☑してください） 

□ 実施済 （直近で平成   年   月   日に実施） 

□ 実施予定（平成   年   月頃までに実施を予定） 

□ その他 （                   ） 

連絡先 

住 所 

（施設所在地と異なる場合のみ、記入願います） 

 

担当者氏名  電話番号  

資料５ 



避難確保計画チェックシート 

 

提出前の最終チェックにお使いください（提出不要です） 

 注意いただきたい点 チェック欄 

① 災害種別（津波、洪水、土砂災害）にまちがいありませんか？ □ 

② 洪水の場合、対象河川が記入できていますか？ 

（複数の河川が該当している場合は、漏れのないよう特にご注意ください） 
□ 

③ （特に洪水・土砂災害において）遅くとも避難準備高齢者等避難開始の発令

をもって避難誘導を開始する体制になっていますか？ 
□ 

④ 施設外へ避難する場合、避難経路がわかるよう避難経路図が添付できていま

すか？ 

（なお施設内避難経路についても、避難に支障となりうる箇所がある場合

や、通路が複数ある場合は特に、迅速かつ確実な避難誘導のために設定して

おくことをおすすめします） 

□ 

⑤ 施設内に避難場所を設定する場合、階層を指定できていますか？ 

（例：●階以上） 
□ 

⑥ 施設内に避難場所を設定する場合、安全な場所を設定できていますか？ 

（階層の高さ、建築自体の強さに留意のうえ適切に設定してください） 
□ 

⑦ 土砂災害警戒区域等に施設（特に建物部分）が該当し、かつ施設内に避難場

所を設定する場合、区域外の安全な場所への避難が基本となりますが、適切

に設定されていますか？ 

（「山と反対側」のような抽象的な記述にとどまらず、区域を示した図面を

添付、もしくは具体的な室名（例「西棟○階○○室」）の限定が必要です） 

□ 

⑧ 洪水、土砂災害において、公園のような屋外施設を避難場所に設定していま

せんか？ 

（基本的には雨をしのげる場所への避難となります） 

□ 

⑨ 市の指定避難場所以外を避難場所として設定している場合、避難が可能か確

認できていますか？ 

（例えば、マンションの場合は管理者との事前の打ち合わせ、商業施設の場

合は定休日・閉館時の対応検討が必要と考えられます） 

□ 

⑨ 訓練実施の記載はされていますか？（研修にとどまる場合は不可とします） □ 

⑩ 個人情報を含む資料が添付されていませんか？ 

（緊急連絡網や利用者名簿等、計画に添付しておくと緊急時の活用には有効

ですが、市に提出する際には、それらの個人情報資料は添付を省略いただき

ますようお願いします） 

□ 

⑪ 記載例データを使用された場合、虫食い部分（「○階」「○分」「○名」等）

が、そのままになっていませんか？ 
□ 

⑫ 届出書は添付していますか？不備はありませんか？ 

（同一住所の複数の施設を１つの計画に統合した場合は、施設分類番号のチ

ェック漏れのないよう、特に注意ください） 

□ 







河川水位の確認方法（和歌山県河川／雨量防災情報ウェブサイトを使用する場合）
URL： http://kasensabo02.pref.wakayama.lg.jp/

◆アクセス集中によるレスポンス低下を回避するため自動更新の間隔を延長しています。
　最新の情報を表示するには、再度メニューを選択するか、お使いのブラウザから再読み込みを行ってください。

資料６（早期避難のための情報収集手段～洪水）

①知りたい観測地点にカーソルを合わせると、 

現在の水位が表示されます。 

②左クリックを押すと、観測情報をグラフ表示 

により見ることができます。 

この他、テレビのｄボタン（NHK、テ

レビ和歌山等）でも確認できます。 

http://kasensabo02.pref.wakayama.lg.jp/


土砂災害メッシュ情報の確認方法（和歌山県河川／雨量防災情報ウェブサイトを使用する場合）
URL： http://kasensabo02.pref.wakayama.lg.jp/

◆アクセス集中によるレスポンス低下を回避するため自動更新の間隔を延長しています。
　最新の情報を表示するには、再度メニューを選択するか、お使いのブラウザから再読み込みを行ってください。

資料６（早期避難のための情報収集手段～土砂災害）

雨量が多くなれば、１時間雨量（縦軸）と土壌雨量指数（横軸）の交点を指すポイントが右

上方向に移り、２時間後の予測値がピンクの領域に入ると、原則として土砂災害警戒情

報が発表されることになります。 
 
 
土壌雨量指数とは・・・ 

降った雨が土壌中に水分量としてどれだけたまっているかを、指数化したものです。 

現時点 

１時間後～３時間後 

①「土砂災害メッシュ」の「海草振興局」を左クリッ

クし、知りたいメッシュ地点を左クリックします。 

②指定したメッシュ（5km四方）の雨量グラフと 

避難判定図を見ることができます。 

１５時００

１５時００

http://kasensabo02.pref.wakayama.lg.jp/

