北上川・松川・簗川

八幡平市

洪水浸水想定区域を
新たに指定

巻堀小

北上川

近年、大型の台風や短時間の豪雨などにより、
洪水浸水被害が多発しています。そこで県は、河川
が氾濫した場合に浸水が想定される区域（洪水浸
水想定区域）を見直しました。これまでの「河川整
備の基本となる計画規模の降雨」から「想定し得
る最大規模の降雨」を前提とした洪水に対応した
ものへ変更。盛岡市域では、北上川（四十四田ダ
ムの上流）と松川、簗川の洪水浸水想定区域が地
図のとおり新たに指定されました。

好摩駅
松川

４

大雨や地震などの自然災害は、突然発生します。
私たちにできるのは、もしものときのために準備
をしておくこと。災害から自分自身や家族を守る
ために大切な情報をお知らせします。
【問】危機管理防災課☎６０３ ８-０３１

河南中

盛岡市

玉山総合事務所

北上川・松川

中野小

簗川

南大橋
４

簗川

北上川
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簗川支所

一部の避難先が変わります

市内の避難先一覧については、防災マップ
や市公式ホームページから確認できます

洪水浸水想定区域の変更や施設の新設・移転などに伴い、一部
の指定緊急避難場所と指定避難所が表のとおり変更になりました。

変更があった避難先一覧

○
〇
○

☆住んでいる場所や災害の種類によって避難先が異なります

例えば、同じ町内であっても、最寄りの避難施設は、実際に住んでいる場
所によってそれぞれ異なります。また、図のように、洪水と地震とでは、避
難先が異なる場合があります。

図

洪水の時の避難先

避難施設 C

（洪水○地震×）

○

〇

私の自宅から一番近い避難
先は避難施設 B ね

自宅

地震の時の避難先

（洪水の時は危険）

避難施設 B

〇

〇

河川

（洪水×地震○）

地 震の時 の 避 難 先は避 難
施設 B でいいけど、洪水の
場 合は避 難 施 設 C が最寄
りの避難先になるのね
同じように、会社で災害に
遭った時の避難先も確認し
ておくと安心ね

ップの活用 方 法

①備える（同マップ２㌻）
家族の情報や連絡先、非常持ち出し品など
を記入しておきましょう。

③考える（同マップ４㌻～10㌻）
自宅や学校、職場など、自分がよく居る場所
の災害リスク（浸水の危険性
はないか、土砂災害区域では
ないかなど）を調べ、表に記入
しましょう。また、災害の種類
に応じた避難の方法を考えて
おきましょう。

②学ぶ（同マップ３㌻）
市が発信する避難情報や避難場所・避難所
の種類、情報
の入手方法な
どを知ってお
きましょう。

※洪水時の避難行動ガイド
避難のタイミングは、河川の水位で判断す
ることが有効です。避難開始となる水位の目
安などを表に
記入しておき
ましょう

シェイクアウト

防災意識を高めて地震に備えるため、市全域で一斉にする防災
訓練「シェイクアウト」を実施します。（協力：日本シェイクアウト提
唱会議）
【広報ＩＤ】1001123

訓練前は…
事前の参加登録をお願いします。また、防災マップや市公式ホー
ムページなどで、災害時に取るべき行動を学習しておきましょう。
▶市公式ホームページから参加登録：「盛岡市
シェイクアウト」応募フォームから登録してく
ださい。携帯電話・スマートフォンは右のコー
ドから登録できます
▶郵送・ファクスによる参加登録：本庁舎別館５階の同課や各支
所・出張所などに備え付けの参加登録票に必要事項を記入し、
〠 020-8530（住所不要）危機管理防災課まで郵送またはファ
クス 622-6211 でお送りください。８月 30 日㈭必着

訓練当日は…
安全確保行動：11 時に「震度６弱の地震発生」の想定の下、
ラヂオもりおか（FM76.9MHz）での放送や、いわてモバイル
メール（市災害情報）によるメール配信で訓練開始をお知らせし
ます。約１分間、地震発生時に身を守る３つの安全確保行動を
実践しましょう
③揺れが収ま
るまでじっ
とする
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○
○

指定避難所：災害によって自宅に住めな
くなった場合や、家に戻れなくなった
人が一時的に滞在するための施設

8/31㈮
11時～

②机の下など
にもぐって
頭を守る

新たに指定
みたけ老人福祉センター（みたけ三）
○
○
見前南地区公民館（西見前13）
○
洪水指定の廃止
舟田地区介護予防センター（下田字牡丹野）
○
○
○
※洪水時は舟田2地区コミュニティセンター（下田字陣場）
巻堀児童館（巻堀字巻堀）
○
〇
〇
※洪水時は巻堀小学校（巻堀字巻堀）
巻堀地区コミュニティセンター（巻堀字巻堀）
〇
○
※洪水時は巻堀小学校
避難先を体育館から校舎の２階へ変更階に変更
巻堀小学校校舎２階（巻堀字巻堀）
○
〇
〇
※大規模火災時は屋外運動場
廃止
外山小学校跡（薮川字外山）※新しい避難先は薮川地区公民館
移転に伴う住所変更と火事指定の追加
薮川地区公民館（薮川字外山27-7）
〇
〇

指定緊急避難場所：差し迫っ
た危険から逃れるための場所。
災害の種類ごとに指定します

新しい防災マップを活
用し、我が家の防災計
画を立てましょう！

参加しよう！

①姿勢を低く
する

災害種別ごとの
指定
指定緊急避難場所
避難
洪水 土砂 地震 火事 火山 所

防 災マ

▼

渋民中

渋民駅

施設・場所名

4

災害に対する知識を正しく理解
し、正確に・安全に避難するため
の手引きとなる「盛岡市防災マッ
プ」を発行しました。盛岡地域版
と玉山地域版があり、８月上旬か
ら市内の全世帯に配布します。ま
た、各地域で「防災マップ使い方説
明会」を開催します。詳しい日程
や場 所などは、
地 域ごとにお
知らせします。

市町村の境界

396

表

８月上旬から配布します！

浸水が想定される区域

新しく発行する防災マップに、
より詳しい地図を掲載してい
ます。必ず確認しましょう！

！

好摩小

新しい
防災マップ

プラスワン訓練：安全確保行動に引き続き、各自で自宅や各施
設周辺の避難場所・危険箇所の確認や、備蓄品の再点検などの
訓練を「プラスワン」しましょう（例：避難訓練や安否確認訓練、
家具の転倒防止、応急救護訓練など）

▼

災害に備える

岩手町

訓練後は…
市公式ホームページ上でアンケートに
協力をお願いします。8 月 31 日㈮から
9 月 14 日㈮まで受け付けます。

昨年は市内の5万4398人、
303団体が参加！

9/1㈯
9時～12時

総合防災訓練

大規模な地震災害を想定した総合防災訓練を実施します。 当日
は、住民と消防や自衛隊などの防災関係機関が一緒になって、い
ざというときに役立つさまざまな訓練を実施します。日頃の備えの
ためにも、ぜひご参加ください。【広報ＩＤ】1023972
【場所・主な訓練内容】
①城北小
（みたけ三）
：地震体験やヘリコプター
による救急搬送、土のう作り体験、給水車に
よる給水（できるだけ水筒や空のペットボトル
をご持参ください）などの訓練
②県営スケート場駐車場（みたけ三）
：倒壊し
昨年の
た建物からの救出や災害救助犬による捜索、
土のう作り体験の様子
負傷者の救出などの訓練
③県営武道館（みたけ三）
：放水で火災の延焼を防ぐ訓練
※いずれの会場も駐車場がありませんので、徒歩や公共交通機関
などでお越しください
■緊急速報メールの配信
総合防災訓練の一環として、大規模な災害発生時の情報伝達訓
練を実施します。当日の８時にスマートフォンや携帯電話に「緊急
速報メール」を送信します。

市長コラム
大雨による洪水などの災害が全国各地で頻発しています。
これまで災害が少ない地域が、思いもよらない被害を受け
ています。川のまち・盛岡もひとごとではありません。東日
本大震災や平成25年8月の繫・猪去地区などの土砂災害、9
月の玉山地域での洪水害を忘れずに、備えていただきたい
と思います。私の自宅も洪水浸水の想定区域内
に入っていますので、防災マップを参考に、あら
ためて備蓄品や家族との連絡方法
などを確認します。備えあれば
憂いなし。新しい防災マップを、
家庭や地域で活用し、災害時に
も落ち着いて行動できるよう、普段
から準備していただきたいと思います。
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