
避難元市町 人数 避難先市町
危険区域の
避難所数

不明 神戸市 5

15,226 尼崎市 58

11,299 西宮市 42

（小計） 26,525 105

660 宍粟市 7

1,162 たつの市 1

（小計） 1,822 8

宮津市 4,731 加古川市 28

1,042 洲本市 2

1,520 南あわじ市 4

（小計） 2,562 6

伊根町 146 播磨町 1

148総数　35,786

舞鶴市

綾部市

南丹市
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避難元市町 小学校区 地区名２ 人数 避難先市町 危険区域内の避難所 避難所住所 危険の理由

朝来
ア セ ク

不明 不明 鈴蘭台処理場 神戸市兵庫区烏原町字譲原 土砂災害警戒区域

不明 不明 こうべまちづくり会館 神戸市中央区元町通4-2-14 津波浸水想定地域

不明 不明 神戸市産業振興センター 神戸市中央区東川崎町1-8-4 津波浸水想定地域

不明 不明 海外移住と文化の交流センター 神戸市中央区山本通3-19-8 土砂災害警戒区域

不明 不明
デザイン・クリエイティブセン
ター神戸

神戸市中央区小野浜町1-4 津波浸水想定地域

尼崎市立竹谷小学校 尼崎市北竹谷町2-36 洪水

尼崎市立浜田小学校 尼崎市浜田町3-110 洪水

尼崎市立成徳小学校 尼崎市蓬川町302-2 洪水

尼崎市立明城小学校 尼崎市南城内10-1 洪水

兵庫県立尼崎高等学校 尼崎市北大物町18-1 洪水

清道 95 中央地区会館 尼崎市西御園町93-2 洪水

城東 236 尼崎市立立花北小学校 尼崎市栗山町2-6-1 洪水

倉谷東 85 水堂
ミズトウ

総合センター 尼崎市水堂町2-35-1 洪水

尼崎市立水堂小学校 尼崎市水堂町1-32-8 洪水

尼崎市立立花中学校 尼崎市上ノ島町3－1-1 洪水

倉谷・福来西・福来団地・福来
問屋町・福来東・福来中

2,746 尼崎市立尼崎高等学校 尼崎市上ノ島町1-38-1 洪水

中の脇・寿荘 224 尼崎市立大成中学校 尼崎市久々知西町2-8-4 洪水

昭和台 271 尼崎市立立花南小学校 尼崎市三反田町2-16-1 洪水

尼崎市立立花小学校 尼崎市栗山町2-26-1 洪水

尼崎市立名和小学校 尼崎市名神町3-1-51 洪水

清道新町 104 上ノ島総合センター 尼崎市南塚口町8-7-25 洪水

上安久 300 尼崎市立中央中学校 尼崎市東七松町2-5-67 洪水

尼崎市立立花西小学校 洪水

天台団地 365

尼崎市南武庫之荘3-14-9

舞鶴市

神戸市　５
新舞鶴

余内
アマウチ

清美が丘 574

尼崎市　58

天台 766

倉谷西 561

　　　　　　　　　 人数の小計　6,327
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避難元市町 小学校区 地区名２ 人数 避難先市町 危険区域内の避難所 避難所住所 危険の理由

254 尼崎市立日新中学校 尼崎市東七松町2-1-44 洪水

兵庫県立尼崎工業高等学校
（神崎工業高等学校）

尼崎市長洲中通1-13-1 洪水

尼崎市立北難波小学校 尼崎市西難波町6-14-57 洪水

南上安 244 尼崎市立大庄北中学校 尼崎市大庄北1-8-1 洪水

上安合同宿 174 尼崎市立七松小学校 尼崎市南七松町1-4-49 洪水

上安東町 150 今北総合センター 尼崎市西立花町3-14-1 洪水

高迫団地・職能短大 206 尼崎市立難波小学校 尼崎市東難波町4-3-40 洪水

西吉原第一・西吉原第二・西吉
原第三

339 兵庫県立尼崎北高等学校 尼崎市塚口町5-40-1 洪水

東吉原第二 122 尼崎市立塚口小学校 尼崎市塚口町4-38-1 洪水

立花公民館 尼崎市塚口町3-39-7 洪水

塚口総合センター 尼崎市塚口本町2-28-1 洪水

寺内 219 尼崎市立園田北小学校 尼崎市猪名寺2-4-1 洪水

松陰・港 246 尼崎市立園田中学校 尼崎市食満1-1-1 洪水

島﨑・宮津口・西 568 尼崎市立尼崎双星高等学校 尼崎市口田中2-8-1 洪水

新 153 園田地区会館 尼崎市東園田町4-12-4 洪水

堀上・紺屋 272 尼崎市立園和北小学校 尼崎市田能1-7-1 洪水

引土新 109 尼崎市立園和小学校 尼崎市東園田町4-73-2 洪水

朝代・京口 342 尼崎市立園田東中学校 尼崎市東園田町5-79 洪水

園田東会館 尼崎市戸ノ内町2-9-1 洪水

尼崎市立園田東小学校 尼崎市東園田町8-7 洪水

舞引土 150 尼崎市立小園小学校 尼崎市若王寺3-23-1 洪水

円満寺・駅前 222 尼崎市立園田南小学校 尼崎市若王寺1-1-1 洪水

八幡 132 尼崎市立園田小学校 尼崎市食満1-1-2 洪水

愛宕前・宮前 201 尼崎市立小園中学校 尼崎市小中島2-12-27 洪水

舞鶴市

明倫

余内

尼崎市

上安・安寿苑 616

吉原

匂先
ニオガサキ

354

真名井 250

                   人数の小計　5,323
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避難元市町 小学校区 地区名２ 人数 避難先市町 危険区域内の避難所 避難所住所 危険の理由

明倫

ポレスター西 167 尼崎市立下坂部小学校 尼崎市下坂部1-12-1 洪水

大森海岸・魚屋大森 286 尼崎市立小田北中学校 尼崎市神崎町24-1 洪水

魚屋 223 尼崎市立若草中学校 尼崎市西川1-11-1 洪水

魚屋住吉 146 尼崎市立浜小学校 尼崎市浜2-21-1 洪水

大内 99 神崎総合センター 尼崎市神崎町37-3 洪水

大内南・大内野 440 尼崎市立長洲小学校 尼崎市長洲東通3-7-1 洪水

尼崎市立杭瀬小学校 尼崎市杭瀬北新町2-6-1 洪水

築地・相生・南田辺 575 兵庫県立尼崎小田高等学校 尼崎市長洲中通2-17-46 洪水

東田辺 392 尼崎市立潮
ウシオ

小学校 尼崎市潮江2-2-20 洪水

尼崎市立清和小学校 尼崎市長洲本通1-8-1 洪水

北田辺・三の丸 251 尼崎市立小田南中学校 尼崎市長洲中通1-10-1 洪水

二の丸・西舞鶴合同宿舎・駅東 268 尼崎市立金
キン

楽
ラク

寺
ジ

小学校 尼崎市金楽寺町2-3-1 洪水

向ノ丁・建青・新生・関西電力
寮・伊佐津団地

263 尼崎市立成良中学校 尼崎市西長洲町2-33-22 洪水

伊佐津北 159 尼崎市立浦風小学校 尼崎市杭瀬南新町4-1-34 洪水

伊佐津団地 141
尼崎市立城内高等学校・琴ノ
浦高等学校

尼崎市北城内47-1 洪水

中筋 七日市 1,922 西宮市立小松小学校 西宮市小松東町1-3-59 武庫川氾濫浸水

西宮市立鳴尾北小学校 西宮市学文殿町2-2-7 武庫川氾濫浸水

西宮市立学文中学校 西宮市学文殿町1-5-7 武庫川氾濫浸水

兵庫県立鳴尾高等学校 西宮市学文殿町2-1-60 武庫川氾濫浸水

西宮市立春風小学校 西宮市上甲子園3-8-39 武庫川氾濫浸水

西宮市立上甲子園中学校 西宮市上甲子園4-9-11 武庫川氾濫浸水

西宮市立深津小学校 西宮市深津町5-22 武庫川氾濫浸水

西宮市立深津中学校 西宮市深津町6-75 武庫川氾濫浸水

舞鶴市

西宮市　42

尼崎市東塚口町1-15-36 洪水クレインズコート 166 尼崎市立上坂部小学校

尼崎市

                   人数の小計　5,498
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避難元市町 小学校区 地区名２ 人数 避難先市町 危険区域内の避難所 避難所住所 危険の理由

西宮市立今津小学校 西宮市今津二葉町4-10 武庫川氾濫浸水

西宮市立南甲子園小学校 西宮市南甲子園3-9-16 武庫川氾濫浸水、津波

西宮市立真砂中学校 西宮市今津真砂町1-10 武庫川氾濫浸水

西宮市立今津中学校 西宮市今津二葉町5-15 武庫川氾濫浸水、津波

西宮市立津門
ツ ト

小学校 西宮市津門呉羽町5-13 武庫川氾濫浸水

折原 461 西宮市立西宮東高等学校 西宮市古川町1-12 津波

深田・エクセレント伊佐津 175 西宮市立高須西小学校 西宮市高須町2-1-44 武庫川氾濫浸水

西宮市立鳴尾東小学校 西宮市笠屋町30-50 津波

西宮市立浜甲子園中学校 西宮市古川町2-60 武庫川氾濫浸水、津波

兵庫県立西宮南高等学校 西宮市上甲東園2-4-32 武庫川氾濫浸水

西宮市立高須小学校 西宮市高須町1-1-41 武庫川氾濫浸水

西宮市立鳴尾南中学校 西宮市高須町1-1-36 武庫川氾濫浸水

中引土 468 兵庫県立西宮今津高等学校 西宮市浜甲子園4-1-5 武庫川氾濫浸水

西宮市立鳴尾小学校 西宮市鳴尾町5-4-6 津波

西宮市立鳴尾中学校 西宮市甲子園八番町1-26 津波

鳴尾公民館 西宮市鳴尾町1-8-2 武庫川氾濫浸水

真倉・十倉 397 西宮市立甲武中学校 西宮市樋ノ口町1-7-55 武庫川氾濫浸水

京田団地 184 西宮市立甲東小学校 西宮市神呪町3-33 武庫川氾濫浸水

西宮市立瓦林小学校 西宮市瓦林町26-19 武庫川氾濫浸水

西宮市立瓦木小学校 西宮市大屋町10-20 武庫川氾濫浸水

西宮市立高木小学校 西宮市高木西町25-27 武庫川氾濫浸水

伊佐津川荘 278 西宮市立瓦木中学校 西宮市薬師町4-15 武庫川氾濫浸水

今田・上根の一部
872名の約

半分
（436）

西宮市立西宮高等学校 西宮市高座町14-117 土砂災害

別所 142 若竹公民館 西宮市西福町15-12 武庫川氾濫浸水

大野辺 143 西宮市立用海小学校 西宮市用海町3-54 武庫川氾濫浸水

建部・星和 177 西宮市立浜脇小学校 西宮市浜脇町5-48 武庫川氾濫浸水

池内

舞鶴市

中筋

伊佐津・ロイヤルコート伊佐津
1703名の９

割
（1,530）

西宮市

福井

西宮市

591

万願寺 471

                   人数の小計　6,998

京橋 532

公文名
1,351名の
約９割/4
（1,013）

東引土
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避難元市町 小学校区 地区名２ 人数 避難先市町 危険区域内の避難所 避難所住所 危険の理由

西宮市立浜脇中学校 西宮市宮前町3-5 武庫川氾濫浸水、津波

兵庫県立西宮香風
コウフウ

高等学校 西宮市建石町7-43 武庫川氾濫浸水、津波

蒲江 132 西宮市立山口小学校 西宮市山口町下山口4-23-1 土砂災害

和江 156 旧西宮市立船坂小学校 西宮市山口町船坂2103-2 土砂災害

中山・上東・下東・三日市 457 県立西宮甲山高等学校 西宮市鷲林寺字剣谷10 土砂災害

丸田東・丸田西・みずなぎ学園
丸田

299 西宮市立塩瀬中学校 西宮市名塩木之元2-8 土砂災害

八田・八戸地 222 西宮市立名塩小学校 西宮市名塩2-11-40 土砂災害

岡田 志高 410 兵庫県立西宮北高等学校 西宮市苦楽園二番町16-80 土砂災害

仁和・西方の一部
375名の約
1/3（125）

宍粟市立一宮北中学校御形寮 宍粟市一宮町三方町274 土砂災害

東八田

大野・延近・久保・愛宕・施福
寺・小嶋・野瀬・見内・鳥居
野・下村・中川原・大又・黒
谷・八代

1,162 たつの市１ 揖保川ときめきセンター たつの市揖保川町黍田427-25 土砂災害警戒区域

 

センターちくさ 宍粟市千種町千草160
綾部市

志賀

西宮市

喜多 703

由良川

福井

舞鶴市

土砂災害

別所・志賀・内久井

市民センター波賀 宍粟市波賀町上野235 土砂災害

河東ふれあいセンター 宍粟市山崎町神谷396-2 土砂災害

神野コミュニティーセンター 宍粟市山崎町田井153 土砂災害

波賀B&G海洋センター 宍粟市波賀町有賀29-1 土砂災害

生涯学習センター学遊館 宍粟市山崎町東下野18 土砂災害

篠田 134

宍粟市　７

235

向田 166

                   人数の小計　4,201
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避難元市町 小学校区 地区名２ 人数 避難先市町 危険区域内の避難所 避難所住所 危険の理由

本町 152 加古川市立尾上小学校 加古川市尾上町長田519 洪水・高潮

新浜 126 加古川市立若宮小学校 加古川市尾上町養田218 洪水・高潮

京街道 154 尾上公民館 加古川市尾上町池田1804-1 洪水・高潮

宮本 235 加古川市立陵北小学校 加古川市新神野5-1 洪水

万町
208名の約

半分
（104）

加古川市立神野小学校 加古川市神野町石守1043 洪水

大久保・柳縄手・島﨑の一部
337名の約

半分
（168）

加古川市立上
カミ

荘
ソウ

小学校 加古川市上荘町都染400 洪水

金屋谷 103 加古川市立氷丘小学校 加古川市加古川町中津886-1 洪水

亀ヶ丘 201 加古川市立氷丘中学校 加古川市加古川町大野845 洪水

松ヶ丘 209 氷丘公民館 加古川市加古川町大野931 洪水

池ノ谷 69 加古川公民館 加古川市加古川町寺家町12-4 洪水

浪花 203 加古川市立氷丘南小学校 加古川市加古川町溝之口246 洪水

白柏 129 加古川市立加古川小学校 加古川市加古川町木村222-3 洪水

漁師町 377 加古川市立加古川中学校 加古川市加古川町備後203 洪水・高潮

日吉 142 加古川市立鳩里
キュウリ

小学校 加古川市加古川町稲屋81 洪水・高潮

加古川市立川西小学校 加古川市米田町平津108 洪水

加古川西公民館 加古川市米田町平津384-2 洪水

第２旭が丘 215 加古川市立別府
ベ フ

小学校 加古川市別府町西町1 洪水・高潮

グンゼ 180 加古川市立別府中学校 加古川市別府町新野辺北町8-9 洪水・高潮

加古川市立浜の宮小学校 加古川市尾上町口里770-37 高潮

加古川市立浜の宮中学校 加古川市別府町新野辺574 高潮

加古川市立別府西小学校 加古川市別府町新野辺574-175 高潮

日置 日置上・マリントビアオーナーズ
392名の約
1/3（130）

加古川市立志方中学校 加古川市志方町志方町宮山 土砂

加古川市立東神吉小学校 加古川市東神吉町神吉156 洪水

加古川市立東神吉南小学校 加古川市東神吉町砂部393 洪水

242

加古川市28

宮津 宮津

西波路・波路町 686

養老

                   人数の小計　4,173

大島 348

杉末
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避難元市町 小学校区 地区名２ 人数 避難先市町 危険区域内の避難所 避難所住所 危険の理由

外垣・長江 190 加古川市立平荘小学校 加古川市平荘町山角467 土砂

里波見 177 加古川市立両荘中学校 加古川市平荘町山角740 洪水

宮津 養老 中波見 44 両荘公民館 加古川市平荘町山角718-1 洪水

田原・岩ヶ鼻・梅ヶ谷・奥波見
294名の約

半分
（147）

加古川市立神吉中学校 加古川市東神吉町神吉591-1 洪水

鶴ヶ岡 鶴ヶ岡地区全区、

知井
知井の美山町下・美山町知見・
美山町佐々里

知井 美山町芦生・美山町白石 52 旧中川原中学校体育館 洲本市中河原町中川原222-2 土砂災害

美山町島・美山町長谷・美山町
上司

352 伊加利地区公民館 南あわじ市伊加利614
土砂災害警戒区域（土石
流）

美山町宮脇・美山町下吉田・美
山町和泉・美山町静原

528 丸山地区公民館 南あわじ市阿那賀1348
土砂災害警戒区域（急傾
斜）

伊根町 本庄 峠・新井 146 播磨町　１ 南部コミュニティセンター 加古郡播磨町北本荘2-6-30 高潮

津波浸水想定区域（南海トラ
フ地震）

南丹市

宮島

加古川市

阿那賀地区公民館 南あわじ市阿那賀25
津波（南海トラフ地震）、土
砂災害警戒区域（急傾斜+山腹
崩壊危険区域）

洲本市文化体育館 洲本市塩屋1-1-17 津波　洪水

大野

美山町岩江戸・美山町大野の一
部

316名の約
半分

（158）

南あわじ市
４

松帆活性化センター 南あわじ市松帆高屋丙100－1

482
美山町川谷・美山町樫原・美山
町肱谷・美山町向山・美山町小
渕・美山町音海

洲本市　２
990

                   人数の小計　3,266

                  人数の総計　35,786
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