
東
九
州
自
動
車
道

日向IC

!5
!3

!7

!2

!8

!1

!4!6

!9

!42
!41 !40
!39

!30

!11

!38

!22

!21

!15

!14 !36

!46

!24
!23

!56

!58

!57

!60

!59

!53

!54

!50
!51

!20

!19

!13
!10

!31

!17

!37

!18

!32

!34!35

!29

!27

!28

!49

!12

!26

!16

!25

!43

!48

!47

!44

!45

!52

!61

!55

!33

10

10

10

10

10

327

0 0.5 1 1.5 2 2.5
km

1:20,000

地図記号

!!C 市役所

!!P 消防署

f 災害拠点病院

!N 警察署

O 交番・駐在所

九州電力
日向営業所

【震災時一時避難場所一覧】

※津波に関する警報・注意報が発表された時には、上図中の一時避難場所に限らず少しでも高いところへ避難して下さい。
　 この津波ハザードマップの作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）および基盤地図情報を使用した（承認番号 平25情使、第141号）。

番号 避難場所名称 所在地 標高（m）

1 富高小学校グラウンド 大字富高6520 15.7

2 古城ケ丘慰霊塔広場 大字富高6733-1 39.8

3 若宮近隣公園 大字富高6982 29.5

4 日向市役所 本町10-5 5.0

5 富高幼稚園（２階建て園舎） 本町12-10 5.0

6 日向中学校グラウンド 大字富高733 8.0

7 富高学園グリーンスクール 大字富高751-1 30.8

8 富高保育園グラウンド 大字富高3534 8.3

9 塩見小学校グラウンド 大字塩見2678 11.0

10 塩見農村公園 大字塩見4605 5.6

11 石櫃山 大字塩見 66.0

12 日知屋小学校（津波避難ビル） 大字日知屋8276 2.9

13 櫛の山公園 大字日知屋1400-78 93.2

14 浜崎ビル（津波避難ビル） 原町1-1-13 6.3

15 日知屋公民館前 大字日知屋1425-1 22.8

16 日知屋東小学校（津波避難ビル） 大字日知屋16196-2 3.5

17 本善寺 大字日知屋1379-1 16.0

18 旧第一糖業社宅前広場 大字日知屋2251-2 23.9

19 大御神社　上 大字日知屋53 28.2

20 陽向台空地 大字日知屋630-1 21.6

21 千代田病院（津波避難ビル） 大字日知屋字古田町88 3.3

22 櫛の山東 大字日知屋 14.3

23 大王谷運動公園陸上競技場 大字日知屋12106 32.6

24 大王谷運動公園野球場 大字日知屋12106 40.5

25 大王谷学園初等部グラウンド 大字日知屋12105-1 24.2

26 富島高等学校（３階建て校舎） 鶴町3-1-43 4.3

27 亀崎近隣公園 亀崎3-16 15.0

28 幡浦公園 大字日知屋5770-1 16.3

29 幡浦・愛宕神社 大字日知屋5484 16.2

30 旭化成社有地 竹島町 12.1

31 御鉾ケ浦公園 大字細島93-1 20.1

32 朝日公園 大字細島123-1 10.5

33 観音寺 大字細島354 14.8

34 八坂神社 大字細島424 24.9

35 官軍墓地駐車場 大字細島515 25.5

36 細島小学校上車回転場 大字細島2437 15.3

37 お大師さん上 大字日知屋2366 17.8

38 アクティブライフかわせみ（津波避難ビル） 大字日知屋字古田町41 1.8

39 鉾島神社 大字細島353 20.1

40 常夜灯 大字細島 52.0

41 妙国寺 大字細島373 20.0

42 桜ヶ丘 大字細島 66.1

43 財光寺小学校（津波避難ビル） 比良町3-22 6.1

44 日向高等学校グラウンド 大字財光寺6265 19.0

45 財光寺中学校（校舎） 大字財光寺4863-34 6.8

46 定善寺 大字財光寺7295 24.3

47 財光寺南小学校（津波避難ビル） 大字財光寺2867 4.6

48 平岩小中学校グラウンド（旧小学校） 大字平岩33-3 20.3

49 旧岩脇中学校グラウンド 大字平岩200 16.0

50 平岩児童遊園 大字平岩380-3 21.5

51 平岩農村公園 大字平岩360-3 80.0

52 幸脇小学校グラウンド 大字幸脇1337 32.3

53 権現崎公園 大字幸脇17-5 43.1

54 飯谷農村公園 大字幸脇1724-乙 12.6

55 美々津小学校グラウンド 美々津町3506 32.8

56 美々津児童遊園 美々津町3432-1 19.0

57 高松児童遊園 美々津町590 39.0

58 ＪＡ美々津支店広場 美々津町2391 37.2

59 美々津・愛宕神社 美々津町3849 16.0

60 美々津・忠魂碑 美々津町3823-1 11.2

61 寺迫小学校グラウンド 東郷町山陰甲347 43.0

凡　　例

浸水深（m）

10.0m以上
20.0m未満

5.0m以上
10.0m未満

2.0m以上
5.0m未満

1.0m以上
2.0m未満

0.3m未満

0.3m以上
1.0m未満

道 路

国道

県道及び
幹線道

高速道路

● 、地震にあったら まず身の安全

●正しい情報を入手する

●警報・注意報が出たらすぐ避難

●解除までは気をゆるめない

●家を出るときは

●避難は原則徒歩で

●海や川に近づかない

●協力し合って応急救護

、地震を感じたらテーブルなどの下に身を伏せ 揺れが
。収まるのを待ちましょう 身の安全が確保されたら津

、 、波に注意し 急いで海辺から離れ 安全な場所へ避難
。しましょう 

津 波 に 対 す る 心 得

。災害が発生したときにはデマが飛び交いがちです 噂
、 、に惑わされず テレビ ラジオや防災行政無線等から

、 。の情報に注意し 正しい状況の把握に努めましょう 

、 。警報・注意報を知ったら すぐに避難しましょう 地
、 。震を感じなくても 津波が襲来することがあります 

、 、また 小さい津波でも場所によっては 思わぬ高さに
。 、達することがあります  警報・注意報を知ったら 
。すぐに避難しましょう 

、 。津波は時間をおいて 繰り返し襲来します 第一波よ
、 、り 第二波 第三波の方が大きくなることがあります

、 。ので 警報・注意報が解除されるまで注意しましょう 

、 、 。慌てず 落ち着いて 周囲の確認を 余震によってか
、 。わらやガラス 看板が落ちてくる可能性があります 

、近所にも声をかけて お年寄りや子供などの避難に協
。力しましょう 

、 、避難する時は やむを得ない場合を 除き徒歩で避難
。 、しましょう 車を使うと渋滞を引き起こし 避難や救

。援に支障をきたします 

、防波堤や堤防が地震の影響を受けている恐れや 津波
。 、が見えない場合があり非常に危険です また 川に沿

、って上流側へ追いかけてくるので 川に対して直角方
。向に避難しましょう 

、地震時や避難時に多数の負傷者がでれば ご近所で助
、 。け合い 地域で協力し合って避難しましょう 

日向市津波ハザードマップ

日向市長 黒木 健二

お問い合わせ 〒日向市 総務部 防災推進課　  883-8555 日向市本町10番5号  TEL.0982-52-2111

　日向市では、東日本大震災の想定を超える津波被害の実態を受け、その状況を踏まえた新たな視点や

専門家の意見を聞き、地域防災計画の見直しを行っています。

　この津波ハザードマップは、津波災害発生時の避難の目安となるように、日向市において想定される

津波の浸水域、浸水深及び一時避難場所を表示したものです。津波の想定については、平成２５年２月

に宮崎県が公表した津波としています。これは、国が公表した南海トラフの巨大地震想定のうち宮崎県

への影響が大きい２つのケースに、宮崎県独自の検討を加えたもので、現時点において考え得る最大の

津波となっています。

　このマップを参考に、高台等にある避難場所について、事前の確認をお願いいたします。一時避難場

所については、標高を一覧表に記載していますので、津波の高さや到達時間をもとに、避難場所や避難

経路を日頃からご検討下さい。

※一時避難場所については、見直しにより変わる可能性がありますのでご注意下さい。


