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はじめに 

 

○ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

（以下「法」という。）第 3条の規定に基づき，令和 4年 9月 30日に日本海溝・千島海

溝周辺海溝型地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）が見直され，宮城県

では引き続き県内全 35市町村が推進地域として指定された。 

 

○ また，同日日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画（以下「基本計

画」という。）が変更され，この中で日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画

（以下「対策計画」という。）の基本となるべき事項が変更された。 

 

○ これによって，県内の「津波浸水想定（県が令和 4年 5月に公表した最大クラスの津

波浸水想定）において水深 30cm以上の浸水が想定される区域」において法施行令第 3

条各号に掲げる施設又は事業を管理し，又は運営する者は対策計画又は日本海溝・千島

海溝周辺海溝型地震防災規程（以下「計画等」という。）を作成する義務が生じた。 

 

○ 作成の必要性を判断する際に必要となる浸水深は，県のホームページ※で公表されて

いる津波浸水想定図 PDFデータ，シェープデータで確認できるものの，PDFデータでは

詳細な点の浸水深を把握することが容易ではないし，シェープデータを閲覧できる環境

を構築することも一般の方々にとって敷居が高い（GISソフトをパソコンにインストー

ルする必要がある）。 

※https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/miyagi-tsunami-shinsuisoutei-

published1.html 

 

○ そのため，確認したい地区が浸水深 30cm以上か否かを概略的に判断することができ

るように本資料を作成した。 

 

○ 本資料は，30cm以上の浸水が想定されるポイント（出典：宮城県公開シェープデー

タ）を一つでも有する小地域（出典：令和２年国勢調査町丁・字等別境界データ）を抽

出したものである。 ※ 一部地区を除く 

 

○ よって，確認したい地区が本資料に掲載されていた場合，具体的な浸水域や浸水深

を，県の PDFやシェープデータ，あるいは国の「重ねるハザードマップ※」等で確認す

る必要がある。 

※https://disaportal.gsi.go.jp/maps/ 

  

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/miyagi-tsunami-shinsuisoutei-published1.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/miyagi-tsunami-shinsuisoutei-published1.html
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/


 

2 

 

津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

気仙沼市 四反田，九条，常楽，田谷，本郷，南郷，神山，港町，潮見町，潮見町二

丁目，川口町一丁目，内の脇二丁目，内の脇三丁目，上田中一丁目，田中

前一丁目，田中前三丁目，蔵底，西八幡前，西中才，東中才，東八幡前，

浪板，大浦，小々汐，二ノ浜，三ノ浜，松崎浦田，松崎片浜，松崎尾崎，

松崎五駄鱈，松崎高谷，松崎鶴巻，赤岩杉ノ沢，赤岩港，赤岩五駄鱈，松

崎北沢，松崎柳沢，赤岩牧沢，松崎萱，松崎上赤田，川原崎，切通，新田，

長磯中原，波路上杉ノ下，波路上原，波路上後原，波路上崎野，波路上内

田，長磯牧通，長磯七半沢，長磯鳥子沢，長磯大窪，最知荒沢，最知北最

知，岩月宝ケ沢，岩月台ノ沢，岩月長平，中山，浅根，廻舘，外畑，田尻，

浦の浜，磯草，大初平，外浜，亀山，唐桑町港，唐桑町台の下，唐桑町釜

石下，唐桑町出山，唐桑町岩井沢，唐桑町舘，唐桑町只越，唐桑町唯越，

唐桑町石浜，唐桑町明戸，唐桑町馬場，唐桑町宿浦，唐桑町浦，唐桑町東

舞根，唐桑町上鮪立，唐桑町鮪立，唐桑町中，唐桑町上小鯖，唐桑町小鯖，

唐桑町中井，唐桑町欠浜，唐桑町松圃，唐桑町神の倉，唐桑町津本，本吉

町猪の鼻，本吉町舘下，本吉町津谷桜子，本吉町津谷松岡，本吉町津谷明

戸，本吉町津谷舘岡，本吉町登米沢，本吉町大沢，本吉町狼の巣，本吉町

東川内，本吉町歌生，本吉町今朝磯，本吉町泉，本吉町幣掛，本吉町卯名

沢，本吉町小金沢，本吉町府中，本吉町天ヶ沢，本吉町山谷，本吉町九多

丸，本吉町三島，本吉町大谷，本吉町長根，本吉町寺谷，本吉町洞沢，八

日町一丁目，八日町二丁目，南町一丁目，南町二丁目，南町三丁目，南町

四丁目，浜見山，沢田，本町一丁目，本町二丁目，三日町一丁目，三日町

二丁目，三日町三丁目，古町三丁目，新町，化粧坂，舘山一丁目，舘山二

丁目，魚町一丁目，魚町二丁目，魚町三丁目，陣山，太田一丁目，入沢，

南町海岸，南が丘一丁目，河原田一丁目，河原田二丁目，柏崎，幸町一丁

目，幸町二丁目，幸町三丁目，幸町四丁目，魚市場前，仲町一丁目，仲町

二丁目，弁天町一丁目，弁天町二丁目，栄町，新浜町一丁目，新浜町二丁

目，浜町一丁目，浜町二丁目，本浜町一丁目，本浜町二丁目，錦町一丁目，

錦町二丁目，魚浜町，内の脇一丁目，東みなと町，中みなと町，西みなと

町 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

南三陸町 戸倉字町，戸倉字日向，戸倉字大畑，戸倉字宇津野，戸倉字転石，戸倉字

小浜，戸倉字上沢前，戸倉字水戸辺，戸倉字戸倉，戸倉字波伝谷，戸倉字

津の宮，戸倉字滝浜，戸倉字藤浜，戸倉字長清水，戸倉字下道，志津川字

大久保，志津川字下保呂毛，志津川字廻館，志津川字御前下，志津川字中

瀬町，志津川字助作，志津川字五日町，志津川字汐見町，志津川字南町，

志津川字上の山，志津川字本浜町，志津川字大森町，志津川字新井田，志

津川字袖浜，志津川字平磯，志津川字深田，志津川字蒲の沢，志津川字平

貝，志津川字米広，志津川字松井田，志津川字清水浜，志津川字蛇王，志

津川字西田，志津川字天王前，志津川字大森，入谷字大船沢，入谷字桜沢，

歌津字中在，歌津字韮の浜，歌津字寄木，歌津字伊里前，歌津字管の浜，

歌津字館浜，歌津字泊浜，歌津字馬場，歌津字中山，歌津字北の沢，歌津

字石浜，歌津字田の浦，歌津字草木沢 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

石巻市 中央一丁目，中央二丁目，中央三丁目，中瀬，泉町一丁目，泉町三丁目，

泉町四丁目，立町一丁目，立町二丁目，羽黒町一丁目，住吉町一丁目，住

吉町二丁目，千石町，鋳銭場，旭町，穀町，駅前北通り一丁目，駅前北通

り二丁目，駅前北通り三丁目，駅前北通り四丁目，元倉一丁目，元倉二丁

目，東中里一丁目，東中里二丁目，東中里三丁目，南中里一丁目，南中里

二丁目，南中里三丁目，南中里四丁目，中里一丁目，中里二丁目，中里三

丁目，中里四丁目，中里五丁目，中里六丁目，中里七丁目，水明北一丁目，

水明北二丁目，水明北三丁目，水明南一丁目，水明南二丁目，日和が丘一

丁目，日和が丘四丁目，門脇町一丁目，門脇町二丁目，門脇町三丁目，門

脇町四丁目，門脇町五丁目，南浜町一丁目，南浜町二丁目，南浜町三丁目，

南浜町四丁目，南光町一丁目，南光町二丁目，宜山町，雲雀野町一丁目，

雲雀野町二丁目，双葉町，潮見町，三河町，重吉町，西浜町，門脇字元明

神，門脇字元捨喰，門脇字元浦屋敷，門脇字明神，門脇字捨喰，門脇字浦

屋敷，門脇字鷲塚，門脇字中浦，門脇字中島，門脇字一番谷地，門脇字二

番谷地，門脇字四番谷地，門脇字青葉東，門脇字青葉西，清水町一丁目，

清水町二丁目，新橋，山下町一丁目，山下町二丁目，田道町一丁目，田道

町二丁目，錦町，西山町，末広町，字横堤，字南谷地，不動町一丁目，不

動町二丁目，八幡町一丁目，八幡町二丁目，湊町一丁目，湊町二丁目，湊

町三丁目，湊町四丁目，吉野町一丁目，吉野町二丁目，吉野町三丁目，川

口町一丁目，川口町二丁目，川口町三丁目，大門町一丁目，大門町二丁目，

大門町三丁目，大門町四丁目，明神町一丁目，明神町二丁目，魚町一丁目，

魚町二丁目，魚町三丁目，松並一丁目，松並二丁目，緑町一丁目，緑町二

丁目，鹿妻本町，湊字田町，湊字藤巻，湊字鳥井崎，湊字御所入，湊字大

門崎山，湊字大門崎，湊字根上り松，湊字須賀松，湊字鹿妻山，湊字伊原

津，湊字立石，湊字鹿妻，湊字筒場，田代浜字内山，田代浜字大泊，向陽

町一丁目，向陽町二丁目，向陽町三丁目，向陽町四丁目，向陽町五丁目，

丸井戸一丁目，丸井戸二丁目，丸井戸三丁目，新境町一丁目，新境町二丁

目，蛇田字新山崎，蛇田字土和田，蛇田字境塚，蛇田字浜江場，蛇田字南

久林，蛇田字北経塚，蛇田字福村北，蛇田字菰継，蛇田字南経塚，蛇田字

沖，蛇田字小斎，蛇田字前田，蛇田字福村南，蛇田字沼向，蛇田字新上沼，

蛇田字新東前沼，蛇田字新下前沼，蛇田字埣寺，蛇田字新埣寺，蛇田字金

津町，蛇田字下谷地，蛇田字新谷地前，蛇田字下中埣，蛇田字中埣，蛇田

字上中埣，蛇田字新丸井戸，蛇田字新下沼，蛇田字新西境谷地，蛇田字閘

門，蛇田字西境谷地，南境，大瓜，高木，水沼，真野，沢田，井内，根岸，
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渡波町一丁目，渡波町二丁目，渡波町三丁目，伊勢町，浜松町，松原町，

大宮町，長浜町，幸町，三和町，後生橋，宇田川町，万石町，塩富町一丁

目，塩富町二丁目，垂水町一丁目，垂水町二丁目，垂水町三丁目，流留字

赤坂，流留字内田，流留字赤坂前，流留字町，流留字家の前，流留字七勺，

流留字沖，流留字善性寺，流留字一番囲，流留字二番囲，流留字三番囲，

流留字五性橋，流留字垂水，渡波字浜曽根山，渡波字栄田，渡波字黄金浜，

渡波字浜曽根の壱，渡波字旭ヶ浦，渡波字下榎壇，渡波字念仏壇，渡波字

際前，渡波字山崎，渡波字栗林，渡波字根岸前，渡波字新千刈，渡波字際，

渡波字鹿松，渡波字小法師，渡波字新沼，渡波字祝田，渡波字梨木畑，渡

波字佐須，渡波字花立山，渡波字沖六勺，渡波字中三勺，折浜，桃浦，月

浦，侍浜，荻浜，小積浜，牧浜，竹浜，狐崎浜，福貴浦，貞山一丁目，貞

山二丁目，貞山三丁目，貞山四丁目，貞山五丁目，新栄一丁目，新栄二丁

目，あけぼの一丁目，あけぼの二丁目，あけぼの三丁目，水押一丁目，水

押二丁目，水押三丁目，開北一丁目，開北二丁目，開北三丁目，開北四丁

目，大橋一丁目，大橋二丁目，大橋三丁目，小竹浜，伊原津一丁目，伊原

津二丁目，鹿妻北一丁目，鹿妻北二丁目，鹿妻北三丁目，鹿妻南一丁目，

鹿妻南二丁目，鹿妻南三丁目，鹿妻南四丁目，鹿妻南五丁目，成田字小塚，

相野谷字舘平，中島字川前畑一番，中島字和泉沢畑一番，中島字石湊，皿

貝，馬鞍，中野字的場，中野字龍源寺山，長面，尾崎，釜谷，針岡字中道，

針岡字姥懐，針岡字山下，福地字加茂崎，福地字町，福地字国土，大森字

日影，大森字青ケ崎土手外，大森字的場，大森字本町，東福田，小船越字

大縄場，小船越字二子南上，小船越字新待井，小船越字舟形，名振，船越，

大須，熊沢，桑浜，立浜，大浜，小島，明神，伊勢畑，下雄勝一丁目，下

雄勝二丁目，下雄勝三丁目，上雄勝一丁目，上雄勝二丁目，上雄勝三丁目，

雄勝，水浜，分浜，鹿又字小金袋，鹿又字梅木屋敷，鹿又字内田，鹿又字

新田町浦，鹿又字天王前，鹿又，鹿又字嘉右衛門堀，須江字中埣，須江字

山崎，須江字瓦山，須江字欠，広渕字柏一，広渕字新泉沢，広渕字町，広

渕字牛頭，十三浜，女川，長尾，橋浦，鮎川浜，長渡浜，網地浜，泊浜，

新山浜，十八成浜，小網倉浜，清水田浜，大原浜，給分浜，寄磯浜，鮫浦，

大谷川浜，中屋敷一丁目，中屋敷二丁目，新館一丁目，新館二丁目，新館

三丁目，中浦一丁目，中浦二丁目，三ツ股一丁目，三ツ股二丁目，三ツ股

三丁目，三ツ股四丁目，築山一丁目，築山二丁目，築山三丁目，築山四丁

目，大街道東一丁目，大街道東二丁目，大街道東三丁目，大街道東四丁目，

大街道西一丁目，大街道西二丁目，大街道西三丁目，大街道北一丁目，大

街道北二丁目，大街道北三丁目，大街道北四丁目，大街道南一丁目，大街

道南二丁目，大街道南三丁目，大街道南四丁目，大街道南五丁目，茜平一
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丁目，茜平二丁目，茜平三丁目，茜平四丁目，茜平五丁目，恵み野一丁目，

恵み野二丁目，恵み野三丁目，恵み野四丁目，恵み野五丁目，恵み野六丁

目，蛇田，わかば一丁目，わかば二丁目，わかば三丁目，新成一丁目，新

成二丁目，新成三丁目，のぞみ野，あけぼの北，さくら町一丁目，さくら

町二丁目，さくら町三丁目，さくら町四丁目，さくら町五丁目，あゆみ野

一丁目，あゆみ野二丁目，あゆみ野三丁目，あゆみ野四丁目，あゆみ野五

丁目 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

女川町 女川浜，石浜，鷲神浜，浦宿浜，浦宿浜字門前，浦宿浜字十二神，浦宿浜

字小屋ノ口，浦宿浜字石ノ田，浦宿浜字浦宿，浦宿浜字浜田，浦宿浜字安

住，桐ケ崎，竹浦字月浜，竹浦字竹浦，尾浦，尾浦町，尾浦，御前浜字御

前，指ケ浜，出島字寺間，出島字出島，針浜字針浜，針浜字浜中，字猪落，

高白浜，横浦，大石原浜，野々浜，飯子浜，塚浜字塚浜，塚浜字小屋取，

塚浜字竹ノ尻，江島字江島，字荒藪，江島字江島，字堂ノ上，石浜一丁目，

石浜二丁目，石浜字高森，宮ヶ崎字宮ヶ崎，宮ヶ崎字川尻，市場通り，伊

勢，清水一丁目，清水二丁目，女川浜字日蕨，女川浜字大原，女川浜字女

川，大原，女川一丁目，女川二丁目，海岸通り，鷲神浜字堀切山，鷲神浜

字堀切，鷲神浜字荒立，鷲神浜字内山，鷲神浜字鷲神，鷲神浜字向山，黄

金，大道，鷲神一丁目，鷲神二丁目，桜ヶ丘，内山，小乗二丁目，小乗浜 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

東松島市 矢本字一本杉，矢本字河戸，矢本字裏町，矢本字栄町，矢本字二反走，矢

本字上河戸，矢本字大溜，矢本字町浦，矢本字作田浦，矢本字関ノ内，矢

本字下浦，矢本字蜂谷浦，矢本字弘法，矢本字穴尻，矢本字蛭坪，矢本字

不動前，矢本字南浦，矢本字野中，矢本字板取，矢本字下立沼前，矢本字

西新町，小松字上浮足，小松字上二間堀，小松字上前柳，小松字堰の下，

小松字前田，小松字塚田，小松字上砂利田，小松字若葉，大曲字上台，大

曲字堰北，大曲字寺前，大曲字横沼，大曲字堰ノ内南，大曲字貝田，大曲

字下台，大曲字土手下南，大曲，大曲字堺堀，赤井字照井中，赤井字上一

番，赤井字中浦，赤井字川前四，赤井字本谷，赤井字新館前，赤井字横関，

赤井字川前五番，赤井字川前三，赤井字川前二，赤井字川前一，赤井字南

栄町，赤井字南新町，赤井字南二，赤井字南一，赤井字台，赤井字新川前，

赤井字川前四番，赤井字有明，大塩字清水沢，小野字裏丁，小野字町，小

野字町裏，根古，高松，新田，西福田字長峯，西福田字筒の山，川下字茗

ケ沢，川下字山田，牛網字西牛坂，牛網字西中浮足，浜市字白萩，浜市字

新田，浅井，野蒜字上野蒜，野蒜字北余景，野蒜字北赤崎，野蒜字南余景，

大塚字長石，大塚字東名，大塚字大塚，宮戸字里，宮戸字宮田，宮戸字村，

宮戸字大浜，宮戸字前田，新東名，あおい一丁目，あおい二丁目，あおい

三丁目 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

松島町 松島字犬田，松島字町内，松島字松本崎，松島字愛宕裏，松島字道珍浜，

松島字蛇ケ崎右，松島字小梨屋，松島字碇田，松島字仙随，松島字普賢堂，

松島字陰ノ浜，松島地先，高城字愛宕一，高城字迎山一，高城字愛宕二，

高城，高城字西柳，高城字町，高城字元釜家，高城字浜，高城字明神二，

高城字夏井，高城字高山下，高城字帰命院下一，高城字反町三，高城字根

崎，高城字井戸江一，高城字三居山二，高城字前田沢，高城字田中裏，高

城字動伝三，磯崎字蟹松，磯崎字割波一，磯崎字光陽台，磯崎字磯崎，磯

崎字待井，磯崎字夕陽が丘，磯崎字長田，磯崎字西ノ浜，磯崎字白萩，磯

崎字美映の丘，磯崎字華園，手樽字元手樽，手樽，手樽字弁天，手樽字鵜

の島，手樽字新田，手樽字早坂，手樽字柿ノ浦，手樽字才ノ神，竹谷字八

反田，根廻字根崎山神 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

利府町 利府字江渕，菅谷字西谷地，加瀬字新一本杉，菅谷字東谷地，菅谷字新山

路，赤沼字須賀，赤沼字中倉，赤沼字浜田，赤沼字井戸尻，赤沼字櫃ヶ沢 

※利府町提供の字界データをもとに抽出。 

  



 

11 

 

津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

塩竈市 海岸通，尾島町，旭町，港町一丁目，港町二丁目，中の島，貞山通一丁目，

貞山通二丁目，貞山通三丁目，舟入一丁目，舟入二丁目，牛生町，芦畔町，

新富町，花立町，佐浦町，桜ヶ丘，野田，南錦町，錦町，本町，南町，袖

野田町，一森山，みのが丘，宮町，西町，小松崎，字庚塚，字石田，青葉

ケ丘，越の浦一丁目，越の浦二丁目，字越ノ浦，松陽台一丁目，楓町二丁

目，楓町三丁目，藤倉一丁目，藤倉二丁目，藤倉三丁目，北浜一丁目，北

浜二丁目，北浜三丁目，北浜四丁目，杉の入一丁目，杉の入二丁目，杉の

入三丁目，杉の入四丁目，新浜町一丁目，新浜町二丁目，新浜町三丁目，

字杉の入裏，浦戸桂島，浦戸石浜， 浦戸野々島，浦戸寒風沢，浦戸朴島 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

七ヶ浜町 湊浜一丁目，湊浜字熊野，湊浜字上ノ山，湊浜字弁天，湊浜字砂場，湊浜

字砂山，湊浜字升形，松ヶ浜，松ヶ浜字上納，松ヶ浜字新林崎，松ヶ浜字

林崎，松ヶ浜字下大久保，松ヶ浜字謡，松ヶ浜字坂口，松ヶ浜字中田，松

ヶ浜字笹山，松ヶ浜字西原，松ヶ浜字西沢田，松ヶ浜字待井，松ヶ浜字東

沢田，松ヶ浜字神明裏，松ヶ浜字長根，松ヶ浜字神明前，松ヶ浜字後田，

松ヶ浜字浜屋敷，松ヶ浜字丸山，菖蒲田浜字新東原，菖蒲田浜字東原，菖

蒲田浜字新糠塚，菖蒲田浜字切通，菖蒲田浜字韮ケ森，菖蒲田浜字長砂，

菖蒲田浜字東峠下，菖蒲田浜字西峠下，菖蒲田浜字橋元，菖蒲田浜字石畑，

菖蒲田浜字招又，菖蒲田浜字牛ノ鼻木，菖蒲田浜字宅地，菖蒲田浜字堤渕，

菖蒲田浜字後田，菖蒲田浜字浜伊場，菖蒲田浜字諏訪前，菖蒲田浜字林合，

菖蒲田浜字向山，菖蒲田浜字久保，菖蒲田浜字和田，菖蒲田浜字中田，菖

蒲田浜字作田，菖蒲田浜字新小塚，菖蒲田浜字牛保美，菖蒲田浜字新大谷

地，菖蒲田浜字獅子前，菖蒲田浜字化粧石，花渕浜字大山，花渕浜字笹山，

花渕浜字長須賀，花渕浜字金色，花渕浜字高山，花渕浜字大石廻，花渕浜

字白坂，花渕浜字小塚，花渕浜字浜沼，花渕浜字表浜一，花渕浜字天神堂，

花渕浜字表浜二，花渕浜字山ノ神，花渕浜字戸谷場，花渕浜字保ケ崎，花

渕浜字誰道，花渕浜字社敷場，花渕浜字新清水沢，花渕浜字祭田，花渕浜

字後田，花渕浜字堤谷，花渕浜字寺坂，花渕浜字古舘，花渕浜字寺前，花

渕浜字向山，花渕浜字上清水沢，花渕浜字洗崎，花渕浜字舘下，花渕浜字

谷地，花渕浜字塚田，花渕浜字三月田，花渕浜字新三月田，花渕浜字観音

堂，花渕浜字四月田，花渕浜字安場，花渕浜字五月田，花渕浜字上ノ山，

吉田浜字神明，吉田浜字向田，吉田浜字新南谷地，吉田浜字沢尻，吉田浜

字台，吉田浜字二月田，吉田浜字居久保，吉田浜字前塚，吉田浜字寺山，

吉田浜字浜屋敷，吉田浜字大豆沢，吉田浜字東君ケ岡，吉田浜字西君ケ岡，

吉田浜字後藤地，吉田浜字細田，吉田浜字野山，吉田浜字中山ノ田，吉田

浜字上山ノ田，吉田浜字二ツ島，代ヶ崎浜字塩釜港区，代ヶ崎浜，代ヶ崎

浜字西，代ヶ崎浜字清水，代ヶ崎浜字土浜，代ヶ崎浜字八ケ森，代ヶ崎浜

字影田，代ヶ崎浜字立花，代ヶ崎浜字前島，代ヶ崎浜字向田，代ヶ崎浜字

新北待田，代ヶ崎浜字戸畑，代ヶ崎浜字沢ノ上，代ヶ崎浜字峯，代ヶ崎浜

字蓮沼，東宮浜字鶴ケ湊，東宮浜字寺島，東宮浜字丑山，東宮浜字神明，

東宮浜字前畑，東宮浜字上ノ台，東宮浜字小友，東宮浜字水浜，東宮浜字

一本松，東宮浜字浜辺，東宮浜字笠岩，東宮浜字要害，東宮浜字小畑，東

宮浜字左道，東宮浜字御林，東宮浜字北下方，東宮浜字西大木，東宮浜字

吉子，東宮浜字西兼田，東宮浜字東兼田，東宮浜字丑谷辺，東宮浜字西浦
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田，東宮浜字東浦田，東宮浜字新下田，境山二丁目，遠山一丁目，遠山三

丁目，遠山四丁目，遠山五丁目，汐見台一丁目，汐見台二丁目，汐見台三

丁目，汐見台六丁目，汐見台七丁目，汐見台南，汐見台南一丁目，汐見台

南二丁目，笹山 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

多賀城市 新田，高橋字大日北，高橋一丁目，高橋二丁目，高橋三丁目，高橋四丁目，

高橋五丁目，山王，南宮，市川，浮島字沢前，浮島一丁目，浮島二丁目，

高崎字花の木，高崎一丁目，高崎二丁目，高崎三丁目，東田中字小原，東

田中一丁目，東田中二丁目，中央一丁目，中央二丁目，中央三丁目，留ケ

谷一丁目，留ケ谷二丁目，留ケ谷三丁目，伝上山一丁目，伝上山二丁目，

伝上山三丁目，伝上山四丁目，鶴ケ谷一丁目，鶴ケ谷二丁目，鶴ケ谷三丁

目，丸山一丁目，丸山二丁目，下馬一丁目，下馬二丁目，下馬三丁目，下

馬四丁目，下馬五丁目，笠神一丁目，笠神二丁目，笠神四丁目，笠神五丁

目，大代一丁目，大代二丁目，大代三丁目，大代四丁目，大代五丁目，大

代六丁目，桜木一丁目，桜木二丁目，桜木三丁目，栄一丁目，栄二丁目，

栄三丁目，栄四丁目，明月一丁目，明月二丁目，宮内一丁目，宮内二丁目，

八幡字庚田，八幡一丁目，八幡二丁目，八幡三丁目，八幡四丁目，町前一

丁目，町前二丁目，町前三丁目，町前四丁目，城南一丁目，城南二丁目 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

仙台市 

宮城野区 

出花一丁目，出花二丁目，出花三丁目，扇町一丁目，扇町二丁目，扇町三

丁目，扇町四丁目，扇町五丁目，扇町六丁目，扇町七丁目，岡田，岡田西

町，中野，蒲生，蒲生一丁目，蒲生二丁目，小鶴，栄一丁目，栄二丁目，

栄三丁目，栄四丁目，栄五丁目，田子一丁目，田子，鶴巻一丁目，鶴巻二

丁目，中野一丁目，中野二丁目，中野三丁目，中野四丁目，中野五丁目，

日の出町一丁目，福住町，福田町一丁目，福田町二丁目，福田町三丁目，

福田町四丁目，福田町南一丁目，福田町南二丁目，福室字田中東一番，福

室字県道前，港一丁目，港二丁目，港三丁目，港四丁目，港五丁目，仙石，

高砂一丁目，高砂二丁目，白鳥一丁目，白鳥二丁目，福室一丁目，福室二

丁目，福室三丁目，福室四丁目，福室五丁目，福室六丁目，福室七丁目，

新田東三丁目，仙台港北一丁目，仙台港北二丁目 

 

仙台市 

若林区 

荒井，荒浜，荒浜新一丁目，荒浜新二丁目，飯田，井土，今泉，沖野，卸

町東五丁目，霞目谷風，上飯田，三本塚，下飯田，種次，長喜城，日辺，

藤塚，二木，六丁の目，六丁の目北町，六丁の目東町，今泉一丁目，今泉

二丁目，上飯田四丁目，六郷，荒井八丁目，荒井東二丁目，荒井南 

 

仙台市 

太白区 

四郎丸，袋原 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

名取市 増田字柳田，増田字後島，増田字大畔，増田字猫塚，下余田字鹿島，下余

田字草倉田，下余田字飯塚，下余田字成田，下余田字木戸，下余田字原田，

杜せきのした一丁目，杜せきのした二丁目，杜せきのした三丁目，杜せき

のした四丁目，杜せきのした五丁目，閖上字東須賀，閖上字新鶴塚，閖上

字庚申塚，閖上字鍋沼，閖上字太子堂，小塚原字汐入，小塚原字東中塚，

小塚原字東遠泉，小塚原字沢目，小塚原字田中，牛野，大曲字藤木，大曲

字古舘，大曲字八幡，高柳字辻，高柳字中北田，高柳字皇檀原，閖上，下

増田字広浦，下増田字南原，下増田字北原東，下増田字北原西，下増田字

台林，下増田字鶴巻前，下増田字土手西，下増田字六角前，下増田字丁地，

下増田字西経塚，下増田字前干揚，下増田字屋敷，下増田字小沼，下増田

字相ノ谷地，杉ケ袋字前沖，杉ケ袋字尻田村，杉ケ袋字新田北裏，杉ケ袋

字懸向，杉ケ袋字寺野，美田園一丁目，美田園二丁目，美田園三丁目，美

田園四丁目，美田園五丁目，美田園六丁目，美田園七丁目，美田園八丁目，

美田園北，飯野坂字北沖，飯野坂字南沖，飯野坂字小揚場，植松一丁目，

植松三丁目，植松四丁目，植松字入生，植松字宮下，植松字田野部，植松

字宮島，植松字錦田，植松字中向，植松字新橋，本郷字東六軒，本郷字観

音，本郷字町田，本郷字大門，本郷字焼野，本郷字矢口，本郷字三合田，

堀内字鶴，堀内字亀，堀内字北竹，堀内字南竹，堀内字梅，堀内字南 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

岩沼市 桜一丁目，桜二丁目，桜三丁目，桜四丁目，桜五丁目，末広一丁目，末広

二丁目，中央二丁目，中央三丁目，中央四丁目，本町，藤浪一丁目，藤浪

二丁目，阿武隈一丁目，阿武隈二丁目，空港南，下野郷，里の杜一丁目，

里の杜二丁目，里の杜三丁目，押分，早股，桑原一丁目，桑原二丁目，桑

原三丁目，桑原四丁目，桑原西，相の原一丁目，相の原二丁目，相の原三

丁目，館下二丁目，寺島，南長谷，小川，字梶橋，梶橋，字敷島，恵み野

一丁目，恵み野二丁目，恵み野三丁目 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

亘理町 字上中野地，字下浜街道，字上茨田，字西郷，字芝西，逢隈鹿島字東鹿島，

逢隈上郡字上，逢隈高屋字柴北，逢隈高屋字柴，逢隈高屋字中原，逢隈字

郡，逢隈田沢字浜道，逢隈中泉字上谷地，逢隈中泉字一里原，逢隈牛袋字

熊野，逢隈十文字字佐渡，逢隈十文字字牛頭，逢隈榎袋字須賀川，逢隈鷺

屋字馬行，逢隈蕨字大宮，荒浜字上新田，荒浜字西原，荒浜字蒲沼，荒浜

字隈潟，荒浜字隈崎，荒浜字西木倉，荒浜字東木倉，荒浜字藤平橋，荒浜

字築港通り，荒浜字御狩屋，逢隈蕨字乙，長瀞字上田，長瀞字長峯，長瀞

字鳥飼，長瀞字上新丁，長瀞字八幡前，長瀞字南原，長瀞字大橋，吉田字

村，吉田字内谷，吉田字南田，吉田字五十刈，吉田字下田，吉田字砂浜，

吉田字松ヶ崎山，吉田字須賀畑，吉田字小橋，吉田字流，吉田字大谷地，

吉田字大塚 
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津波浸水想定において水深 30cm以上の浸水が想定される区域を有する地区 

 

山元町 八手庭字北の入，八手庭字大夫，大平字宮前，大平字上平，小平字南柳沢，

山寺字新山，山寺字大道，浅生原字山王，つばめの杜三丁目，高瀬字赤坂，

高瀬字合戦原，高瀬字新浜三，高瀬字下津土，山寺字北泥沼，山寺字大平，

真庭字北名生東，坂元字狸堤下，坂元字鎌沼，坂元字上平，坂元字真加串，

坂元字茨田 

 

  


