
 
 
 
 
 
 

 

今年度も、阪神･淡路大震災の

ラフ巨大地震等の次なる地震や津波

年１月１７日（水）に、地域等における

携した地域防災訓練を実施します

さらに今年度は、北朝鮮による

がある場合の避難行動等を確認する

施します。 

また携帯電話会社が提供するサービス

災害避難情報を一斉に配信します

ぜひ、訓練にご参加いただきますようお

＜津波等一時避難場所について

尼崎市では、震災被害を踏まえて

て、「津波等一時避難場所の確保

１ヶ所を津波等一時避難場所として

なお、裏面に大庄地区の津波等一時避難場所

 

 

 

 

 

   問合せ先：尼崎市大庄地域

   主催：尼崎市、尼崎市教育委員会

１ 日 時   平成３０年１月

午後１時２０

２ 訓練会場  尼崎市立大島小学校（

３ 訓練内容  弾道ミサイル避難行動確認訓練、津波避難訓練等

４ 訓練想定 

 ⑴弾道ミサイル発射情報が発表

 平成３０年１月１７日１３時２０分、Ｘ国から弾道ミサイルが発射され、日本に飛

来する可能性があると判明した。

⑵南海トラフ巨大地震が発生

 平成３０年１月１７日１３時３

ド９．１の海溝型地震が発生した。このため本市においては震度６強の地震にみまわ

れ、大津波警報が発表された。

また、地震発生後約１１７分で津波の第１波が尼崎港へ到達する見込み。

は４ｍに達する予測であり、市域全体に浸水の恐れがある。

５ その他  ・参加いただける方は、各自上履きをご用意ください。

       ・厳寒時の屋外での訓練になりますので、各自防寒対策に努めて下さい。

大庄地域の皆

「1.17 は忘れない

の経験と教訓を継承し、市民一人ひとりが大震災

津波などの災害への備えの充実を図ることを

における自主防災組織、社会福祉協議会などの

します。 

による弾道ミサイル発射が相次いでいる状況を踏まえ

する必要があることから、弾道ミサイルを想定

するサービス「エリアメール（緊急速報メール）」

します。 

いただきますようお願いします。 

について＞ 

まえて、津波対策を推進しているところです

確保」を実施しており、平成２９年１１月

として指定してきました。 

津波等一時避難場所を記載していますので、

地域振興センター6419-8221 尼崎市災害対策課

尼崎市教育委員会 

訓 練 概 要 
年１月１７日（水） 

２０分～午後３時（小雨決行） 

尼崎市立大島小学校（今年度の大庄地区会場） 

弾道ミサイル避難行動確認訓練、津波避難訓練等 

⑴弾道ミサイル発射情報が発表 

平成３０年１月１７日１３時２０分、Ｘ国から弾道ミサイルが発射され、日本に飛

来する可能性があると判明した。 

⑵南海トラフ巨大地震が発生 

平成３０年１月１７日１３時３０分、紀伊半島沖の海底を震源とするマグニチュー

ド９．１の海溝型地震が発生した。このため本市においては震度６強の地震にみまわ

れ、大津波警報が発表された。 

また、地震発生後約１１７分で津波の第１波が尼崎港へ到達する見込み。

する予測であり、市域全体に浸水の恐れがある。 

・参加いただける方は、各自上履きをご用意ください。

・厳寒時の屋外での訓練になりますので、各自防寒対策に努めて下さい。

皆さんへ 

れない」地域防災訓練

 

大震災を忘れず、南海ト

ることを目的として、平成 30

などの地域住民と学校が連

まえ、落下する可能性

想定した訓練を併せて実

）」を利用して訓練用の

しているところです。その一つとし

月１日現在までに３５

、ご確認ください。 

尼崎市災害対策課 6489-6165 

平成３０年１月１７日１３時２０分、Ｘ国から弾道ミサイルが発射され、日本に飛

０分、紀伊半島沖の海底を震源とするマグニチュー

ド９．１の海溝型地震が発生した。このため本市においては震度６強の地震にみまわ

また、地震発生後約１１７分で津波の第１波が尼崎港へ到達する見込み。最高津波高

・参加いただける方は、各自上履きをご用意ください。 

・厳寒時の屋外での訓練になりますので、各自防寒対策に努めて下さい。 

地域防災訓練のお誘い 



平成２９年１１月１日現在 津波等一時避難場所（大庄地区） 

＜津波等一時避難場所について＞ 

津波等一時避難場所は、津波や洪水が発生したときに、市民の皆様の生命を守ることを

目的として、公共施設のほか、民間の建物所有者にご協力をいただいて指定したものです。 

津波時一時避難場所は学校等の「指定避難場所」と異なり、津波警報や避難情報（避難

準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）を含む。）が発令されたときから解

除されるまでの間、命を守るため一時的に避難する場所です。 

したがいまして、次の事項にご注意ください。  

（共通事項） 

・ 津波警報等が解除されたときには、速やかに退去してください。  

・ あくまでも一時的な避難場所ですから、水・食料の提供は想定していません。 

・ 日頃から、最低限の水・食料等をご自身で準備しておいてください。 

・ お近くの津波等一時避難場所の位置を確認しておいてください。指定した建物の入口

近くには避難シールが貼ってあります。 

 

（民間建物の場合） 

・ 共有スペースの一部をご好意でご提供いただいたものであり、所有者や居住者の方か

らの水・食料の提供やトイレの借用などは想定していません。 

・ 確認の際は、建物の位置、入口の確認にとどめ、内部に立ち入ることはご遠慮下さい。 

施設名 所在地 収容人数 

エクシオ 稲葉荘 1-1-8 20 

ラ・ベージュ武庫川 稲葉荘 1-18-1 30 

ルネ武庫川 2 番館 稲葉荘 1-19-22 270 

アビタシオン・リオ１ 稲葉荘 1-24-19 40 

大島小学校 稲葉荘 2-10-7 2,700 

イスズハイツベル稲葉荘パートⅡ 稲葉荘 2-15-15 90 

関西労災病院 稲葉荘 3-1-69 1,060 

レスタージュたちばな 稲葉元町 1-1-1 540 

県営 尼崎今北住宅（1～2 号棟）  稲葉元町 3-8 210 

市営 今北三十六住宅（1～5 号棟） 稲葉元町 3-16、17 170 

グランピアイースト 大島 1-21-8 160 

グランピアウエスト 大島 1-21-9 90 

ルネ武庫川 3 番館 大島 1-38-35 230 

ラ・フォーレ武庫川 大島 1-44-7 70 

ツイン武庫川イースト 大島 2-19-1 110 

ツイン武庫川ウエスト 大島 2-19-2 140 

Ｈｉ’ｓ Ｃｏｕｒｔ 武庫川 大島 2-22-38 90 

成文小学校 大島 2-33-1 2,040 

兵庫県立尼崎西高等学校 大島 2-34-1 2,630 

特別養護老人ホーム サンホーム大庄西 大島 3-9-1 400 

大庄北中学校 大庄北 1-8-1 800 

特別養護老人ホーム サンホームあまがさき 大庄北 3-15-1 50 



 

ユニテック大島 大庄北 3-30-16 50 

西消防署 大庄北 3-30－20 300 

サンロイヤル武庫川東 大庄北 4-2-12 390 

合同製鐵株式会社 東大島社宅 大庄中通 1-92 560 

大庄小学校 大庄中通 4-43-1 1,520 

市営 大庄住宅（1～2 号棟） 大庄中通 5-1 70 

畠中整形外科・リハビリテーション科 大庄西町 1-10-15 100 

ベアーレ伸和 大庄西町 1-38-17 70 

大島南保育園 大庄西町 2-26-18 350 

ルミエール千鳥（1～８号棟） 大庄西町 4-3 780 

尼崎市モーターボート競走場 

メインスタンド（新館）3・5・7 階 
水明町 199-1 5,800 

誠也産業株式会社 道意町 3-1－2 50 

市営 道意住宅 道意町 6-1 800 

ファミール武庫川東 道意町 6-2-26 100 

メゾンドみずほ尼崎 道意町 6-4-25 130 

市営 道意西住宅 道意町 6-9-2 280 

コーナン尼崎道意町店 (3・4・屋上階駐車場）  道意町 7-1 7,600 

アマドゥ（オートバックスセブン 3 階・屋上駐車場） 道意町 7-1 17,500 

ヤマト運輸株式会社 西大阪主管支店 

（4 階社員食堂、屋上駐車場） 
中浜町 26-4 6,500 

大庄中学校 菜切山町 37-1 350 

レオパレスデイジーヴィラⅡ 浜田町 3-24-1 10 

レオパレスデイジーヴィラ 浜田町 3-24-2 20 

浜田小学校 浜田町 3-110 2,220 

武庫川下流浄化センター管理棟屋上部分 平左衛門町 18－4 1,280 

勝間マンション 武庫川町 2－36－6 80 

ブリージェ武庫川 （旧 シャルムメゾン武庫川） 武庫川町 2-38-3 40 

サンハイツ 元浜町 1-10 80 

市営 元浜住宅 元浜町 1-22 360 

ルミエール武庫川 元浜町 2-38 90 

プラウデスト 元浜町 3-12-3 80 

県営 尼崎武庫川高層住宅 元浜町 4-51 450 

大庄中継ポンプ場（管理棟） 元浜町 4-78-6 20 

リバーガーデン藤 元浜町 4-57 160 

成徳小学校 蓬川町 302-2 1,040 

市営 蓬川住宅 蓬川町 302-17 930 

県営 尼崎大庄高層住宅（1～3 号）  蓬川町 331 1,740 

大庄 計５８件   公共施設  ２１件  民間施設  ３７件   63,840 


