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災害情報の取得方法について

令和４年８月１日
盛岡市総務部危機管理防災課
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盛岡市における災害発生状況

平成25年9月16日 台風18号 玉山地域の災害

平成25年8月9日 豪雨による土砂災害

繋地区 乙部地区
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盛岡市防災マップ（洪水害ハザード情報）について
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盛岡市防災マップ（土砂災害ハザード情報）について



土砂災害について

大雨が降り続けると、大量に水分を含んだ山の斜面等が崩れてしまう可能性があります。
土砂災害は、洪水とは異なり、発生する時期及び被害想定について精確な予測をすること

が困難であることから、発生する前に避難することが必要になります。
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河川水位情報について

河川の水位情報は下記のとおりです。
避難情報の発令あたっては、一定規模以上の河川毎に避難の判断基準となる水位が設定されています。

6

実際に氾濫が発生したとき
緊急安全確保の目安

河川が氾濫する恐れのある水位
避難指示の目安

高齢者等避難の
発令の目安



盛岡市内の河川水位観測所について
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種別 河川名 観測所名 観測所所在地
水防団待機
水位（m）

氾濫注意
水位（m）

避難判断
水位（m）

氾濫危険
水位（m）

水位 諸葛川 諸葛橋 盛岡市上厨川杉原１１４地先 1.20 1.90 2.40 2.80

水位 木賊川 下厨川 盛岡市下厨川字穴口地先 0.60 1.10 - -

水位 簗川 宇曽沢 盛岡市川目第１地割８番地 1.40 1.70 - -

水位 簗川 葛西橋 盛岡市東中野字柳下９６ 1.70 2.20 2.30 2.50 

水位 中津川 木々塚 盛岡市浅岸字木々塚１６－１ - - - -

水位 中津川 薬師神社前 盛岡市浅岸字橋場１６の地先 - - - -

水位 米内川 米内川 盛岡市下米内字大豆門５７－１地先 - - - -

水位 北上川 明治橋 盛岡市仙北１丁目１５番 0.80 1.40 2.60 3.00

水位 北上川 館坂橋 盛岡市北夕顔瀬町 1.40 2.00 2.50 2.80

水位 北上川 四十四田 盛岡市下厨川字四十四田1番地 - - - -

水位 北上川 船田橋 盛岡市下田字船網４１番の２ 2.00 2.60 2.80 3.20 

水位 中津川 山岸 盛岡市浅岸字中道 1.80 2.20 2.40 2.70

水位 松川 古川橋 盛岡市好摩字小袋 1.50 2.50 2.70 3.10 

水位 雫石川 太田橋 盛岡市中屋敷１ 3.00 4.00 4.50 5.20

水位 雫石川 御所 盛岡市繋字山根１９２番地の４ - - - -



「岩手県河川情報システム」を利用することで，国管
理河川及び県管理河川の１時間毎及び10分毎の水位
を把握することが可能です。

≪URL≫
http://kasen.pref.iwate.jp/iwate/servlet/Gamen3
0Servlet
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河川水位の確認方法について

http://kasen.pref.iwate.jp/iwate/servlet/Gamen30Servlet


雨量経過表では1時間毎及び10分毎
の雨量を確認する事ができます。

雨量の確認方法について
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盛岡市内の雨量観測所について
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種別 河川名 観測所名 観測所所在地

雨量 北上川 盛岡 盛岡市山王町

雨量 簗川 区界 盛岡市簗川第１地割

雨量 根田茂川 砂子沢 盛岡市砂子沢毛無森国有林５２９ 林班ろ３小班

雨量 中津川 綱取ダム 盛岡市浅岸二つ森２５－３４

雨量 中津川 小貝沢 盛岡市新庄子貝沢７３－１０

雨量 中津川 浅岸 盛岡市新庄字中津川４３－５

雨量 北上川 四十四田 盛岡市下厨川字四十四田１番地

雨量 丹藤川 岩洞 盛岡市薮川

雨量 外山川 薮川 盛岡市薮川字外山

雨量 北上川 好摩 盛岡市好摩字芋田向

雨量 北上川 盛岡 盛岡市上田４－２－２

雨量 雫石川 御所 盛岡市繋字山根１９２番地の４
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雨量の目安について



≪避難情報発令の目安（参考）≫
地図上のメッシュの色を参考に避難情報の

発令について検討します。各色の内容は下記
のとおりです。

赤色：高齢者等避難
紫色：避難指示
黒色：緊急安全確保

気象庁土砂災害警戒情報・土砂災害警戒判定メッシュ情報について
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≪URL≫
https://www.jma.go.jp/jp/dosha/
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各種災害情報の受信について（いわてモバイルメール）①

≪URL≫https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/mobilemail/top.html

大雨警報等の気象情報，河川の水位情報，盛岡市からの
緊急情報等，防災に必要な情報が，いわてモバイルメー
ルを通じて発信されます。特に要配慮者利用施設の管理
者様においては，防災情報の入手先として登録をお願い
いたします。
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各種災害情報の受信について（いわてモバイルメール）②

「新規登録」をクリックするとメール
送信画面が立ち上がりますので、その
ままメールを送信します。

メールが返信されますので、
記載されているURLをク
リックすると、下記の画面
が表示されますので，「防
災・災害」にチェックを入
れて「次へ」をクリックし
ます。

地域の選択画面が表示され
ますので，「県央圏域（盛
岡）」にチェックを入れて
「次へ」をクリックします。
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各種災害情報の受信について（いわてモバイルメール）③

《登録項目》
■盛岡市災害情報
盛岡市からの災害情報等について，お知らせします。

■いわて河川情報（盛岡）
盛岡地方の主な県管理河川の水位が高くなったとき,お知らせします。

■土砂災害警戒情報（県内の発表状況）
土砂災害の発生するおそれがさらに高まった場合に発表します。

■いわて気象情報(盛岡市)
盛岡地方気象台発表の気象警報(盛岡市)を配信。※通信事情による遅延があります。

■土砂災害警戒情報（盛岡地域）
盛岡地域で土砂災害の発生するおそれがさらに高まった場合に発表します。

「個別登録」をクリッ
クすると，コンテンツ
の選択画面が表示され
ますので，下記の５項
目をチェックして，
「登録」をクリックす
れば完了です。



16

その他の情報確認方法について（参考）

媒 体 情報の内容

テレビ
■NHKのデータ放送

リモコンのｄボタンを押すことで，気象情報や河川の水位情報を確認できます。

ラジオ

（盛岡地域のみ）

■ラヂオもりおかの自動割込み放送

緊急時に割込み放送を行い，避難情報等を発信します。

インターネット

・パソコン

・携帯電話

・スマートフォン

■緊急速報メール

国や市から配信する災害情報等について，対象エリアの携帯電話に自動で送信します。

■防災関連アプリ

スマートフォンやタブレットをお使いの方は，気象警報や防災情報等を通知するアプリが利用可能

です。（例：Yahoo!防災速報，NHKニュース防災アプリ，IBCつながるアプリなど）

■いわて防災情報ポータル

県で発表している緊急情報や災害対応状況，県内の気象情報や避難情報などの情報が確認できます。

（URL：https://iwate.secure.force.com/）

防災行政無線

（玉山地域のみ）

■防災行政無線

屋外に設置しているスピーカーを利用して防災情報を発信する。

広報車両
■広報車両等を活用した広報活動

スピーカー付きの広報車両等を使用した広報活動を行う。

https://iwate.secure.force.com/
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（参考情報）避難情報等のまとめ

水位情報
土砂災害警戒
判定メッシュの色

※氾濫発生 黒色

氾濫危険水位 紫色

避難判断水位 赤色

氾濫注意水位

水防団待機水位

避難情報

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

要配慮者利用施設
においては，「高齢者
等避難」が避難開始
の目安となります。速
やかに避難が開始で
きるよう，各種情報の
取得に努めてください。

なお，施設毎の事
情により避難に時間
を要する場合は，さら
に早めの対応が必要
となります。

携帯電話へ緊急速報メール
が発信されます。

洪水災害時の情報 土砂災害時の情報

情報の取得方法は8P
参照

情報の取得方法は
12P参照

発令の目安


