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真岡小学校

真岡東小学校

真岡西小学校

亀山小学校

真岡中学校

真岡東中学校

真岡西中学校

真岡高等学校

真岡女子高等学校

真岡工業高等学校

真岡市公民館

真岡市附属体育館

総合福祉保健センター

※真岡市民会館

真岡市総合体育館

真岡市武道体育館
真岡市公民館真岡西分館

山前小学校

山前南小学校

西田井小学校

東沼小学校

山前中学校
山前農村環境改善センター

※真岡市総合運動公園

大内中央小学校

大内東小学校

大内西小学校

大内中学校

真岡北陵高等学校
大内農業構造改善センター

中村小学校

中村東小学校

中村南小学校

長田小学校

中村中学校
中村農村環境改善センター

自然教育センター

久下田小学校

久下田中学校
二宮支所（二宮コミュニティセンター）

二宮文化会館

二宮保健センター

駅前どんとこい広場

長沼小学校

長沼中学校

長沼地域体育館

物部小学校

物部中学校

物部会館

物部地域体育館

台 町

東光寺

熊 倉

亀 山
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田 町
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荒 町
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荒 町

荒 町

田 町

田 町
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小 林

東大島

西田井
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小 林

小 林

小 林

飯 貝

赤 羽

下籠谷

飯 貝

下籠谷

飯 貝

　中　

寺 内

　中　

長 田

　中　

　中　

柳 林

久下田

久下田

石 島

さくら

久下田西

久下田

長 沼

長 沼

砂ヶ原

物 井

高 田

物 井

高 田

避難所一覧
ひ   なん　じょ   いち   らん

Moka Elementary School
Escuela primaria Moka
Escola Primária Moka

真冈小学

Moka Nishi Junior High School
Escuela secundaria Moka Nishi
Escola Fundamental Ginasial Moka-Nishi

真冈西中学

Moka High School
Escuela Secundaria Superior Moka
Colégio de Moka

真冈高中

Moka Hokuryo High School
Escuela Secundaria Superior Moka Hokuryo
Colégio Moka Hokuryou

真冈北陵高中

Moka Girls High School
Escuela Secundaria Superior Femenino de Moka
Colégio feminino de Moka

真冈女子高中

Moka Technical High School
Escuela Secundaria Superior Industrial de Moka
Colégio Técnico de Moka

真冈工业高中

Moka Citizen Hall
Centro Cívico de la Ciudad de Moka
Centro de Convenção da Cidade de Moka

真冈市民会馆

Moka Comprehensive Athletic Park
Parque Deportivo General de Moka
Parque Esportivo da Cidade de Moka

真冈综合运动公园

Moka Higashi Elementary School
Escuela primaria Moka Higashi
Escola Primária Moka-Higashi

真冈东小学

Moka Nishi Elementary School
Escuela primaria Moka Nishi
Escola Primária Moka-Nishi

真冈西小学

Kameyama Elementary School
Escuela primaria Kameyama
Escola Primária Kameyama

龟山小学

Ouchi Junior High School
Escuela secundaria Ouchi
Escola Fundamental Ginasial Ouchi

大内中学

Nakamura Junior High School
Escuela secundaria Nakamura
Escola Fundamental Ginasial Nakamura

中村中学

Ouchi agricultural structure improvement center
Centro de mejoramiento agrícola Ouchi
Centro de Melhoramento de Agrícola de Ouchi大内农业结构改善中心

Nakamura Center for the Environmental Improvement of Rural Communities
Centro de mejoramiento del medio ambiente Nakamura
Centro de Melhoramento do Meio Ambiente Rural de Nakamura中村农村环境改善中心

Ninomiya branch office(Ninomiya community Center)
Sucural de Ninomiya(Centro Comunitario de Ninomiya)
Sucursal de Ninomiya(Centro Comunitário de Ninomiya)二宫分所（二宫地区社会中心）

Kugeta Junior High School
Escuela secundaria Kugeta
Escola Fundamental Ginasial Kugeta

久下田中学

Ninomiya Cultural Center
Centro cultural de Ninomiya
Centro Cultural de Ninomiya

二宫文化会馆

Ninomiya Public Health Center
Centro de salud de Ninomiya
Centro de Saúde de Ninomiya

二宫保健中心

Monobe Junior High School
Escuela secundaria Monobe
Escola Fundamental Ginasial Monobe

物部中学

Moka City Public Hall
Centro comunitario de la ciudad de Moka
Centro Municipal da Comunidade de Moka

真冈市公民馆

Moka City General Gymnasium
Centro deportivo general de la ciudad de Moka
Centro Esportivo Geral da Cidade de Moka

真冈市综合体育馆

Moka Martial Arts Gymnasium
Gimnasio de Artes Marciales de Moka
Ginásio de Artes Marciais da Cidade de Moka

真冈市武道体育馆

Yamazaki Center for the Environmental Improvement of Rural Communities
Centro de mejoramiento del medio ambiente de Yamazaki
Centro de Melhoramento do Meio Ambiente Rural de Yamazaki山前农村环境改善中心

Nature Experience Center
Centro de experiencia natural
Centro de Experiências de Natureza

自然体验中心

Ekimae Dontokoi Square
Plaza Ekimae Dontokoi
Praça Ekimae Dontokoi

站前DON TO KOI（来吧）广场

Moka Junior High School
Escuela secundaria Moka
Escola Fundamental Ginasial Moka

真冈中学

Monobe District Gymnasium
Gimnasio Deportivo Regional de Monobe
Ginásio Regional de Monobe

物部地区体育馆

Naganuma District Gymnasium
Gimnasio Deportivo de Naganuma
Ginásio Regional de Naganuma

长沼地区体育馆
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岡田・小松崎クリニック

小菅クリニック

櫻井内科医院

芳賀赤十字病院

福田記念病院

真岡くまくら診療所

真岡中央クリニック

真岡病院

柳田外科肛門科医院

柳田産婦人科小児科医院

二宮中央クリニック

ひがのクリニック

特別養護老人ホーム椿寿園

特別養護老人ホームきたはら

老人保健施設春祺荘
特別養護老人ホーム「やまさわの里」

老人保健施設わたのみ荘

ナーシングホーム青葉

特別養護老人ホーム喜望荘

特別養護老人ホーム桜の華
グループホームきぬの里・小規模多機能きぬの園

弘真会グループホーム尊徳

グループホームさくら

グループホームふれんど真岡

特別養護老人ホーム三起の森
障害者更生施設真岡ハートヒルズ

真岡保育所

中村保育所

西田井保育所

物部保育所

西真岡保育園

真岡めばえ保育園

萌丘東保育園

西真岡第二保育園

にのみや保育園

真岡あおぞら保育園

高ノ台幼稚園

真岡杉の子幼稚園

真岡ひかり幼稚園

真岡さくら幼稚園

萌丘幼稚園

牧が丘幼稚園

高ノ台第二幼稚園

真岡ふたば幼稚園

にしだ幼稚園

萌丘東幼稚園

せんだん幼稚園

にのみや幼稚園

アイリスケアセンター真岡

真岡市子育て支援センター

社会福祉法人あかつき寮

ＪＡはが野老人デイサービス

特別養護老人ホームかめやまの郷

グループホームふれんど八木岡

グループホーム五行の杜

芳賀地区救急医療センター

大谷本町

下高間木

高勢町

台 町

並木町

熊 倉

上高間木

荒 町

台 町

並木町

久下田

久下田

亀 山

若 旅

亀 山

熊倉町

荒 町

高勢町

石 島

久下田

　中　

久下田

石 島

東大島

上大田和

西田井

台 町

長 田

西田井

物 井

熊 倉

八木岡

東 郷

伊勢崎

久下田西

長 田

台 町

並木町

寺 内

田 町

熊倉町

西高間木

西 郷

東大島

飯 貝

東 郷

久下田

久下田

荒 町

田 町

東 郷

飯 貝

亀 山

八木岡

大和田

田 町

災害時要援護者関連施設
さい　がい　 じ　 よう　えん　 ご　 しゃ　かん  れん　 し　 せつ

Okada & Komatsuzaki Clinic Clínica Okada/Komatsuzaki
Clínica Okada-Komatsuzaki 冈田·小松诊所

Kosuge Clinic Clínica Kosuge
Clínica Kosugue 小菅诊所

Sakurai Internal Medicine Hospital Clínica de Medicina Interna Sakurai
Clínica Geral Sakurai 樱井内科医院

Haga Red Cross Hospital Hospital cruz roja Haga
Hospital Haga Cruz Vermelha 芳贺红十字医院

Fukuda Memorial Hospital Hospital Memorial Fukuda
Hospital Memorial Fukuda 福田纪念医院

Moka Kumakura Clinic Clínica Moka-Kumakura
Clínica Moka-Kumakura 真冈熊仓诊疗所

Moka Chuo Clinic Clínica central de Moka
Clínica Moka Central 真冈中央诊所

Moka Hospital Hospital de Moka
Hospital Moka 真冈医院

Yanagida Surgical and Proctology Department Hospital
Clínica Cirugía Proctológica Yanagida
Clínica Cirúrgica de Proctologia Yanaguida 柳田外科肛肠科医院

Yanagida Obstetrics and Gynecology Children's Hospital
Clínica de Ginecologia y Pediatria Yanagida
Clínica Ginecológica e Pediatria Yanaguida 柳田妇产科小儿科医院

Ninomiya Chuo Clinic Clínica central de Ninomiya
Clínica Ninomiya Central 二宫中央诊所

Higano Clinic Clínica Higano
Clínica Higano HIGANO（日向野）诊所

Special Elderly Nursing Home “Chinju-en”
Asilo de ancianos Chin-yu-en
Casa de Repouso Tinjyu-En

特别养护老人院椿寿园

Special Elderly Nursing Home “Kitahara”
Asilo de ancianos Kitahara
Casa de Repouso Kitahara

特别养护老人院KITAHARA（北原）

Geriatric Health Service Facility “Shunki-so”
Establecimiento de salud de los ancianos Shunkiso
Casa de Repouso Shunki-So

老人保健设施春祺荘

Special Elderly Nursing Home ”Yamasawa no Sato”
Asilo de ancianos Yamasawa no Sato
Casa de Repouso Yamasawa-No-Sato特别养护老人院“YAMASAWA NO SATO（山沢之里）”

Nursing Home “Aoba” Clínica de reposo Aoba
Casa de Repouso Aoba 特别养护老人院青叶

Special Nursing Home for the elderly “Kibo-so”
Residencia de protección especial de los ancianos Kibouso
Casa de Repouso Kibou-Sou

特别养护老人院喜望荘

Special Nursing Home for the elderly “Sakura-no-Hana”
Asilo de ancianos Sakura no Hana
Casa de Repouso Sakura-No-Hana

特别养护老人院樱之华

Group Home “Kinuno-sato”, Small-scale Multifunctional Nursing Home “Kinuno-sono” 
Group Home Kinu no sato, Asilo multifuncional Kinu no Sono
Casa de Repouso Kinu-No-Sono, Grupo Home Kinu-No-Sato公共住居设施KINU NO SATO（绢之里）小规模多功能KINU NO EN（绢之园）

Koshinkai Group Home “Sontoku” Koshinkai Group Home Sontoku
Casa de Repouso Sontoku 弘真会公共住居设施尊德

Group Home Sakura Group Home Sakura
Casa de Repouso Grupo Sakura 公共住居设施SAKURA（樱）

Group Home Friend Moka Group Home Friend Moka
Casa de Repouso Grupo Friend Moka 公共住居设施FRIEND真冈

Special Elderly Nursing Home Sanki no Mori Asilo de ancianos Sanki no mori

Casa de Repouso Sanki-No-Mori 特别养护老人院三起之森

Rehabilitation Center for the Handicapped “Moka Heart Hills”
Establecimiento de rehabilitación de los discapacitados Moka heart hills
Centro  de Reabilitação dos Deficientes Físicos ‘Moka Heart Hills’残疾人更生设施真冈HEART HILLS

Moka Nursery School Guardería Moka
Creche Publica Moka 真冈保育所

Nakamura Nursery School Guardería Nakamura
Creche Publica Nakamura 中村保育所

Nishidai Nursery School Guardería Nishidai
Creche Publica Nishidai 西田井保育所

Monobe Nursery School Guardería Monobe
Creche Publica Monobe 物部保育所

Nishi Moka Nursery School Guardería Nishi Moka
Creche Particular Nishi-Moka 西真冈保育园

Moka Mebae Nursery School Guardería Moka Mebae
Creche Particular Moka-Mebae 真冈MEBAE（芽）保育园

Moka Higashi Nursery School Guardería Moka Higashi
Creche Particular Moka-Higashi 萌丘东保育园

Nishi Moka Daini Nursery School Guradería No. 2 Nishi Moka
Creche Particular 2º Nishi-Moka 西真冈第二保育园

Ninomiya Nursery School Guardería Ninomiya
Creche Particular Ninomiya 二宫保育园

Moka  Aozora Nursery School Guardería Moka Aozora
Creche Particular Moka-Aozora 真冈青空保育园

Konodai Kindergarten Jardín de infantes Kounodai
Jardim de Infância Kouno-Dai 高之台幼儿园

Moka Suginoko Kindergarten Jardín de infantes Moka Suginoko
Jardim de Infância Moka-Sugi-No-Ko 真冈衫之子幼儿园

Moka Hikari Kindergarten Jardín de infantes Moka Hikari
Jardim de Infância Moka-Hikari 真冈HIKARI（光）幼儿园

Moka Sakura Kindergarten Jardín de infantes Moka Sakura
Jardim de Infância Moka-Sakura 真冈SAKURA（樱）幼儿园

Moka Kindergarten Jardín de infantes Moka
Jardim de Infância Moka 萌丘幼儿园

Makigaoka Kindergarten Jardín de infantes Makigaoka
Jardim de Infância Maki-Ga-Oka 牧之丘幼儿园

Konodai Daini Kindergarten Jardín de infantes No. 2 Kounodai
Jardim de Infância 2º Kouno-Dai 高之台第二幼儿园

Moka Futaba Kindergarten Jardín de infantes Moka Futaba
Jardim de Infância Moka-Futaba 真冈二叶幼儿园

Moka Higashi Kindergarten Jardín de infantes Moka Higashi
Jardim de Infância Moka-Higashi 萌丘东幼儿园

Sendan Kindergarten Jardín de infantes Sendan
Jardim de Infância Sendan SENDAN幼儿园

Ninomiya Kindergarten Jardín de infantes Ninomiya
Jardim de Infância Ninomiya NINOMIYA（二宫）幼儿园

Iris Care Center Moka Centro de cuidados Iris-Moka
Centro de Cuidados Iris-Moka 真冈爱丽丝护理中心

Geriatric Health Service Facility “Watanomi-so”
Establecimiento de salud de los ancianos Watanomiso
Casa de Repouso Watanomi-Sou

老人保健设施WATA NO MI（棉之实）荘

Moka City Childcare Support Center
Centro de apoyo a la crianza de la ciudad de Moka
Centro de Apoio as Crianças da Cidade de Moka

真冈市儿童养育支援中心

Social Welfare Corporation “Akatsuki Dormitory”
Alojamiento Corporación de Bienestar Social Akatsuki
Alojamento do Bem-Estar Social Akatsuki

社会福祉法人AKATSUKI（晓）寮

JA Hagano Day Service Center for the Elderly
Day Service para ancianos JA-Hagano
Day Service para idosos, Corporativa JA Hagano

JA芳贺野老人日间服务

Special elderly nursing home “Kameyama-no-Sato”
Asilo de ancianos Kameyama no Sato
Casa de Repouso Especial Kameyama-No-Sato

特别护理老人之家龟山之乡

Nishida Kindergarten Jardín de infantes Nishida
Jardim de Infância Nishida NISHIDA幼儿园

Group home “Gogyo-no-Mori” Group Home Gogyo no Mori
Casa de Repouso Grupo Gogyo-No-Mori 团体家屋五行之杜

Haga District Emergency Health Center
Centro de atención médica de emergencia de la zona Haga
Centro de Emergência Médica Regional de Haga

芳贺地区急救医疗中心

Group home “Friend Yagioka”
Group Home Friend Yagioka
Casa de Repouso Grupo Friend Yaguioka

团体家屋Friend八木冈
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Facilities for accommodating people in need of assistance in time of disasterFacilities for accommodating people in need of assistance in time of disaster
Establecimiento relacionado a las personas que necesitan ayuda en el momento de desastreEstablecimiento relacionado a las personas que necesitan ayuda en el momento de desastre
Instalações de apoio em desastres Instalações de apoio em desastres 
灾害时需要救护者支持的关联设施灾害时需要救护者支持的关联设施

Facilities for accommodating people in need of assistance in time of disaster
Establecimiento relacionado a las personas que necesitan ayuda en el momento de desastre
Instalações de apoio em desastres 
灾害时需要救护者支持的关联设施

Evacuation sites with ● mark will not open during floods or other water disasters.
Los refugios marcados con ● no están abiertos en caso de inundaciones.
Os locais de refúgio marcados com ● não são operados em casos de enchentes e inundações
发生洪水等水灾时，不开设带●的避难所

Evacuation sites with Evacuation sites with ※ mark are currently under maintenance. mark are currently under maintenance.
Los refugios marcados con Los refugios marcados con ※ están actualmente en desarrollo. están actualmente en desarrollo.
Os locais de refúgio marcados com Os locais de refúgio marcados com ※ não estão disponíveis no momento, pois estão em preparação. não estão disponíveis no momento, pois estão em preparação.
带※的避难所目前正在维修。的避难所目前正在维修。

Evacuation sites with ※ mark are currently under maintenance.
Los refugios marcados con ※ están actualmente en desarrollo.
Os locais de refúgio marcados com ※ não estão disponíveis no momento, pois estão em preparação.
带※的避难所目前正在维修。
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このマップ（地図）は、大雨が降った場合に、予想される次の事柄を表したものです。
　①鬼怒川、小貝川、五行川の流域で浸水すると予想される区域と浸水の深さ
　②土砂災害が発生するおそれのある箇所
　③市指定の避難場所
なお、地図に示した浸水範囲、土砂災害が発生するおそれのある箇所、危険箇所以外の
所でも、浸水、土砂災害が発生するおそれがありますので、十分注意してください。

　　　　　 ま 　っ　 ぷ　　 ち    ず　            おお あめ　      ふ　              ば  あい　          よ  そう　                  つぎ　     こと  がら　   あらわ

                き    ぬ  がわ　  こ   かい がわ　   ご ぎょうがわ　    りゅういき　    しん すい　                    よ  そう　                    く   いき　    しん すい　     ふか

                ど   しゃ さい がい　    はっ せい　                                                     か  しょ

                し    し  てい　       ひ  なん   ば  しょ

                   ち    ず　      しめ　            しん すい はん  い　    ど   しゃ さい がい　     はっ せい　                                                    か   しょ　   き   けん  か  しょ   い   がい 

ところ                 しん すい　   ど   しゃ さい がい　    はっ せい　                                                                                じゅうぶんちゅう い

洪水ハザードマップ
こう   ずい   は      ざ     ー      ど     ま     っ     ぷ

This map shows the following pieces of information expected when there is heavy rain. 
① Areas along the basins of Kido River, Kogai River and Gogyo River that are expected to be flooded, as well as expected depth of flooding;
② Areas where landslide disasters may occur; 
③ Evacuation areas designated by the municipal administration 
In addition, please take sufficient care as flooding and landslides may occur in other places as those indicated on the map as dangerous areas subject to flooding and landslides. 
Esta mapa, son los que se reflejan las siguientes circunstancias que pueda suponer en caso de que caen fuertes lluvias.
①Las áreas y la profundidad de inundación que pueda suponer si se inundan en el área de la cuenca de kinugawa, kokaigawa, gogyogawa
②Los lugares peligrosos que generará desastres de derrumbe de tierra
③Los lugares de evacuación designado por la municipalidad
Además, tengan mucho cuidado porque hay peligro de que generará inundación, desastre de derrumbe de tierra también en los lugares que no sean 
peligrosos, los lugares con peligro de desastre de derrumbe de tierra, área de inundación indicado en la mapa.

Esta mapa mostra os seguintes fenômenos previstos  em caso de grande chuva.
Previsão de áreas de enchente e profundidades d´agua da bacia dos rios Kinu-gawa, Kokai-gawa, Gogyo-gawa.
Os locais com previsão de ocorrencia de deslizamento de terra.
Refúgios indicados pela Prefeitura
Prestem muita atenção, pois além dos locais e áreas de perigo, previstos e indicados na mapa, podem ocorrer enchente ou deslizamento.
该地图表示的是下大雨时预测的以下情况。
①在鬼奴川、小贝川、五行川流域预测可能发生浸水的区域和浸水的深度
②有发生泥砂灾害危险的地方
③市政府指定的避难场地
另外，在地图标识的浸水范围，有发生泥砂灾害危险的地方，及危险地方以外的场所也会有发生浸水、泥砂灾害的危险，请多加留意。
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想定浸水深の色の見方想定浸水深の色の見方
そう   てい   しん  すい   しん　　　  いろ　　　　み　 かたそう   てい   しん  すい   しん　　　  いろ　　　　み　 かた

想定浸水深の色の見方
そう   てい   しん  すい   しん　　　  いろ　　　　み　 かた

予想される土砂災害
 よ  そう　                ど  しゃさいがい

土砂災害特別警戒区域
ど  しゃ  さい がい とく べつ けい かい   く   いき
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避難にあたっては、裏面に記載されている避難時の
注意事項を参考に浸水の程度や周囲の状況を十分
確認し、冷静に避難しましょう。

   ひ   なん　                                                    り    めん　         き    さい　                                        ひ   なん    じ

ちゅう   い     じ     こう　       さん   こう　        しん   すい　        てい   ど　        しゅう   い　        じょう きょう　    じゅう  ぶん

 かく   にん　           れい  せい　         ひ   なん

短い時間にまとまった量の雨が降ると、河川沿いの洪水以
外にも、斜面などで土砂災害が発生するおそれがあります。

みじか　    じ  かん　                                     りょう　    あめ         ふ　                 か   せん  ぞ                こう ずい  い

がい　              しゃ  めん　                   ど  しゃ さい がい　    はっ せい

When you evacuate, please carefully check the extent of flooding as well as the situation in the surrounding 
area by referring to the notes for evacuation as shown on the reverse side, and take refuge in a calm 
manner. 
Confírme el nivel de inundación y la situación del alrededor,  tomando como referencia los artículos de 
atención del momento de evacuación y evacue serenamente.

Confirmem bem o nível de enchente ou outras condições nos arredores, referindo aos cuidados que estão 
escritos no verso, recuem com calma.
在避难时，请参考背面记载的避难时注意事项，充分确认浸水的程度及周围的状况，冷静的进行避难。

If a considerable amount of rain falls down in a short time, there will be risk of sediment disasters in 
such areas as on slopes in addition to flooding in areas along rivers. 

Si se caen lluvias de gran cantidad en corto tiempo, hay peligro de que ocurrirán también desastres 
de deslizamiento de tierra y piedra en los declives  aparte de inundación en cerca del río.

Quando chover bastante em pouco tempo, podem ocorrer outros desastres, além de enchente na 
beira dos rios.
如果在短时间内下雨量很大时，除河川沿岸会发生洪水以外，斜坡等也会有发生泥砂灾害的危险。

Flood hazard map
Mapa de peligros de inundación
Mapa de perigo de enchente 洪水危险地图

Expected sediment disastersExpected sediment disasters
Posibilidad de deslizamiento de tierra y piedraPosibilidad de deslizamiento de tierra y piedra
Desastres previstosDesastres previstos 预想的泥砂灾害预想的泥砂灾害

Expected sediment disasters
Posibilidad de deslizamiento de tierra y piedra
Desastres previstos 预想的泥砂灾害

Depth of flooding (m) 
Profundidad de la inundación (m）
Nível de profundidade（m）
浸水深度（m）

Hint about the extent of flooding
Estimación de la inundación
Padrão de nível de profundidade
浸水的标准

Flood water will rise just below the ceiling of the second floor.Flood water will rise just below the ceiling of the second floor.
Nivel del agua por debajo del techo del 2Nivel del agua por debajo del techo del 2dº pisoº piso
Nível d´agua até embaixo da beirada do telhado do 2o andar do prédioNível d´agua até embaixo da beirada do telhado do 2o andar do prédio
浸水达到2楼的房檐下的程度浸水达到2楼的房檐下的程度

Flood water will rise just below the ceiling of the second floor.
Nivel del agua por debajo del techo del 2dº piso
Nível d´agua até embaixo da beirada do telhado do 2o andar do prédio
浸水达到2楼的房檐下的程度

There will be inundation above the level of the first floor. There will be inundation above the level of the first floor. 
Nivel del agua hasta encima del piso de planta bajaNivel del agua hasta encima del piso de planta baja
Até nível do chão do 1o andarAté nível do chão do 1o andar 浸水达到1楼的地板上的程度浸水达到1楼的地板上的程度

There will be inundation above the level of the first floor. 
Nivel del agua hasta encima del piso de planta baja
Até nível do chão do 1o andar 浸水达到1楼的地板上的程度

Water will rise just below the ceiling of the first floor. Water will rise just below the ceiling of the first floor. 
Nivel del agua por debajo del techo de planta bajaNivel del agua por debajo del techo de planta baja
Até embaixo da beira do telhado do 1o andarAté embaixo da beira do telhado do 1o andar
浸水达到1楼的房檐下的程度浸水达到1楼的房檐下的程度

Water will rise just below the ceiling of the first floor. 
Nivel del agua por debajo del techo de planta baja
Até embaixo da beira do telhado do 1o andar
浸水达到1楼的房檐下的程度

Flood water will rise to within centimeters of the first floor.
Nivel del agua por debajo del piso de planta baja

Até enbaixo do chão do 1o andar
浸水达到1楼的地板下的程度EnglishEnglish EspañolEspañol portuguêsportuguês 中国語中国語Below 0.5m Menos que 0.5m Até 0.5m 不满0.5.m

How to look at the colors 
showing the expected depth of flooding
Profundidad de supuesta inundación 
por colores
Cómo saber a profundidade suposta 
do nível d´agua de enchente por cores
推测浸水深度
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Notas explicativas
凡例

National roads
Carretera Nacional
Estrada Nacional
国道

Prefectural roads
Carretera prefectural
Estrada Provincial
县道

Municipal roads
Carretera de la ciudad
Estrada Municipal
市道

Moka Railway
Ferrocarril Moka
Ferrovia de Moka
真冈铁路

Designated evacuation areas (schools)
Lugar de evacuación designado (escuela)
Locais indicados para refúgio（Escolas）
指定避难场地(学校）

Designated evacuation areas (facilities other than schools)
Lugar de evacuación designado (aparte de la escuela)
Locais indicados para refúgio（Não escolas）
指定避难场地(学校以外）

Rivers
Río
Rios
河川

Areas over 5.0 m
Área de más de 5.0m
Àrea de nível d´agua acima de 5.0m
5. 0m以上的区域

Areas between 2.0-5.0m
Área de 2.0m a 5.0m
Àrea de 2.0m～5.0m
2.0m～5.0m的区域

Areas between 1.0-2.0m
Área de 1.0m a 2.0m
Àrea de 1.0m～2.0m
1.0m～2.0m的区域

Areas between 0.5-1.0m
Área de 0.5m a 1.0m
Àrea de 0.5m～1.0m
0.5m～1.0m的区域

Areas below 0.5m
Área de menos que 0.5m
Àrea até 0.5m
不满0.5.m的区域

Special sediment disaster prone areas
Área de precausión especial  de desastres de deslizamiento de tierra
Àrea de alerta especial de deslizamento
泥沙灾害特别警戒区域

土砂災害警戒区域
ど    しゃ   さい   がい   けい  かい     く    いき

Sediment disaster prone areas
Área de precausión de desastres de deslizamiento de tierra
Àrea de alerta de deslizamento
泥沙灾害警戒区域

急傾斜地の崩壊
きゅう  けい  しゃ     ち　         ほう   かい

Collapse of steep slopes
Derrumbamiento del lugar  de declive abrupto
Colapso de encosta  aguda

陡峭地段的滑坡
土石流
ど    せき  りゅう

Avalanche of rocks and earth
Deslizamiento de tierra y piedra
Avalanche de rocha e lama 土石流 しん  すい   しん しん  すい            め    やす
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Moka Municipal Gymnasium
Gimnasio Fuzoku de Moka
Ginásio Anexa à Cidade de Moka

真冈市附属体育馆

Yamazaki Elementary School
Escuela primaria Yamazaki
Escola Primária Yamazaki

山前小

Nishidai Elementary School
Escuela primaria Nishidai
Escola Primária Nishidai

西田井小学

Higashinuma Elementary School
Escuela primaria Higashinuma
Escola Primária Higashinuma

东沼 小学

Yamazaki Minami Elementary School
Escuela primaria Yamazaki Minami
Escola Primária Yamazaki-Minami

山前南小学

Ouchi Chuo Elementary School
Escuela primaria Ouchi Chuo
Escola Primária Ouchi-Chuo

大内中央小学

Moka Higashi Junior High School
Escuela secundaria Moka Higashi
Escola Fundamental Ginasial Moka-Higashi

真冈东中学

General Welfare and Public Health Center
Centro de salud y bienestar general
Centro de Saúde e Bem-estar

综合福祉保健中心

Moka City Public Hall, Moka West Branch
Centro Comunitario de Moka Filial Moka Nishi
Centro Municipal da Comunidade Moka-Nishi真冈市公民馆真冈西分馆

Yamazaki Junior High School
Escuela secundaria Yamazaki
Escola Fundamental Ginasial Yamazaki

山前中学

Ouchi Higashi Elementary School
Escuela primaria Ouchi Higashi
Escola Primária Ouchi-Higashi

大内东小学

Ouchi Nishi Elementary School
Escuela primaria Ouchi Nishi
Escola Primária Ouchi-Nishi

大内西小

Nakamura Elementary School
Escuela primaria Nakamura
Escola Primária Nakamura

中村小学

Nakamura Higashi Elementary School
Escuela primaria Nakamura Higashi
Escola Primária Nakamura-Higashi

中村东小学

Nakamura Minami Elementary School
Escuela primaria Nakamura Minami
Escola Primária Nakamura-Minami

中村南小学

Nagata Elementary School
Escuela primaria Nagata
Escola Primária Nagata

长田小学

Kugeta Elementary School
Escuela primaria Kugeta
Escola Primária Kugeta

久下田小学

Monobe Elementary School
Escuela primaria Monobe
Escola Primária Monobe

物部小学

Monobe Public Hall
Salón Municipal de Monobe
Centro de Comunidade de Monobe

物部公共大厅

Naganuma Elementary School
Escuela primaria Naganuma
Escola Primária Naganuma

长沼 小学

Naganuma Junior High School
Escuela secundaria Naganuma
Escola Fundamental Ginasial Naganuma

长沼中学

まるじるし　    ひ なんじょ　　     こうずい　　　　　   すい がい  じ　　　　  かいせつ

●印の避難所は、洪水などの水害時には開設しません。
こめじるし　    ひ なんじょ　　　  げんざい せい びちゅう

※印の避難所は、現在整備中です。
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大内農業構造大内農業構造
改善センター改善センター
大内農業構造
改善センター

真岡北陵真岡北陵
高等学校高等学校
真岡北陵
高等学校
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真岡真岡
高等学校高等学校

真岡女子真岡女子
高等学校高等学校

真岡
高等学校

市公民館市公民館
真岡西分館真岡西分館
市公民館
真岡西分館

真岡西中学校真岡西中学校真岡西中学校

真岡女子
高等学校

真岡工業真岡工業
高等学校高等学校
真岡工業
高等学校

二宮支所二宮支所
（二宮コミュニティセンター）（二宮コミュニティセンター）
二宮支所

（二宮コミュニティセンター）
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