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*Specifies up to the 105th
　landslide disaster warning area
　Lists up to (November 20, 2020)

Assumed flooding area (flooding depth)

Assumed flooding areas such as destroyed homes
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Less than 2.0 to 3.0 m
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Less than 0.5 to 1.0 m
Less than 0.5ｍ
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3-3  Flooding hazard map Aito Region

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 1166
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東近江行政組合
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prevention
district

Telephone
number

Designated emergency
evacuation shelters

Designated evacuation
shelters

Heavy rain Earthquake Heavy rain Earthquake

Aito Region

* Use upper floors depending on flooding conditions.

Earthquake Edition
C
om
m
on Edition

Earthquake Edition
Wind and Water Hazards Edition

Wind and Water Hazards Edition

C
om
m
on Edition

Your Family’s Disaster Prevention Plan

Your Family’s Disaster Prevention Plan


