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令和４年９月５日 

 

令和４年８月13日の大雨に伴う対応状況について 

（訂正報：９月１日 14時00分現在） 

 

１ 気象情報等 

(1) 注意報・警報等 

  ８月13日（土）  02時19分 大雨警報（土砂災害） 発表 

          07時16分 土砂災害警戒情報 発表 

          07時25分 洪水警報 発表 

          10時36分 洪水警報 解除 

          10時55分 土砂害警戒情報 解除 

          15時10分 土砂災害警戒情報 発表 

          15時21分 洪水警報 発表 

  ８月14日（日） 07時41分 洪水警報 解除 

          11時45分 土砂災害警戒情報 解除 

          19時50分 大雨警報（土砂災害） 解除 

(2) 降雨（１時間当たり最高降水量、降り始めからの降水量） 

   盛岡     24.0mm/h （8/13 14:00～15:00）、  87.5mm （8/13  2:00～8/14  6:00） 

   区界     38.5mm/h （8/13  6:00～ 7:00）、 140.0mm （8/13  2:00～8/14  6:00） 

   好摩     61.0mm/h （8/14  2:00～ 3:00）、  99.5mm （8/13  2:00～8/14  4:00） 

   薮川     23.5mm/h （8/13 15:00～16:00）、 101.5mm （8/13  2:00～8/14  6:00） 

 

２ 市災害警戒本部の設置状況 

  市災害警戒本部 ８月13日（土） ２時19分 設置 

          ８月14日（日） 22時15分 廃止 

 

３ 被害等（９月１日（木） 14時00分現在） 

(1) 人的被害 

    なし 

(2) 住家等の被害 

なし 

(3) その他の被害等 

公共施設 ・盛岡体育館 ３階キャットウォーク等での雨漏り 

・盛岡市総合アリーナ 会議室及びトレーニング室での雨漏り 

・盛岡市立総合プール スタンド及び事務室での雨漏り 

・高松児童センター 遊戯室での雨漏り 

道路 ・市道岩山２号線 倒木 

・市道寺林桑田線 路肩決壊 

・市道岩の沢線 洗堀 
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道路 ・市道高木線 土石流 

・市道寺林桑畑北線 法面崩れ 

・市道百目気永井沢線 洗堀 

・市道（玉山馬場桑畑地内） 法面崩れ 

・市道前田岩洞湖線 路肩決壊 

・林道砂山線 冠水、崩土、路肩決壊 

・林道手代森線 路面洗堀 

・林道米内川線 冠水 

・林道矢沢線 倒木、路肩決壊 

・林道高森山線 路面洗堀 

・林道御大堂線 崩土、倒木 

・林道江柄線 倒木 

・林道御大堂２号線 洗堀 

・林道滝の沢線 洗堀 

・林道岩神線 路肩決壊 

・林道建石線 洗堀 

・林道一盃森線 洗堀 

・林道大升沢線 洗堀 

・林道細野線 洗堀 

・林道簗場線 洗堀 

・林道高屋敷線 洗堀 

・林道御蔵線 洗堀 

・林道砂子沢線 路肩決壊 

・林道黒森線 洗堀 

・林道平清水線 路肩決壊 

・林道塗沢線 洗堀 

・林道萪内沢線 洗堀 

・赤線（好摩字好摩沢59-94付近） 法面崩れ 

鉄道 【８月13日】 

・JR花輪線  好摩駅～荒屋新町駅間 一部運休 

・JR東北本線 盛岡駅～一ノ関駅間  上下線 遅れと運休        

・JR山田線  上下線 終日運転見合わせ 

【８月14日】 

・JR花輪線  上下線 一部運休 

・JR東北本線 一部運休 

・JR山田線  上下線 終日運転見合わせ 

・IGR     下り５本、上り３本 全区間運休又は区間運休 

ライフライン 【８月13日】 

・東北電力 停電 東安庭１丁目及び３丁目（14：41～15：45）約400戸 
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その他 ・岩山公園 倒木（１本）による散策路通行支障 

・根田茂川 兼用護岸崩落（盛岡大迫東和線崩落） 

・砂子沢川 兼用護岸裏込材洗堀（林道砂山線陥没） 

・砂子沢川（砂子沢第２地割） 河川護岸洗堀及び護岸上部蛇篭（民設置）

流出 

・赤林沢川（平清水林道） 兼用護岸基礎下洗堀及び林道路盤一部崩落 

・砂子沢第10地割56-2付近 水路の土砂堆積による取水機能停止  

・乙部32地割75-1付近 畦畔の一部が流出 

・日戸字鷹高20-11付近 上水道管と思われる箇所からの宅地への漏水 

・好摩字上山地内 市有地法面の崩落 

 

４ 住民等の避難状況 

 (1) 警戒レベル４ 避難指示 

【発令日時】８月13日（土） 14:40 

  【対象地区】砂子沢地区、根田茂地区 66世帯116人 

  【避難所】 中野地区活動センター、簗川老人福祉センター 

  【解除日時】８月14日（日） 08:00 

(2) 避難状況（延べ世帯数・延べ人数）  

避難所 世帯 人数 備考 

中野地区活動センター （３） （６） （簗川老福から移動後） 

簗川老人福祉センター ３ ６ 8/13 21:20 閉鎖※ 

合 計 ３ ６  

    ※簗川ダム統管ホットライン（簗川避難判断水位超過見込）により、簗川老人福祉センターを閉鎖。

避難者は中野地区活動センターへ移動。 

 

５ 消防団の活動状況 

分団名 
出動 

人数 
出動 解除 活動内容 

２分団 ４人 8/13 15:35 8/13 16:35 管内巡視 

11分団 ２人 8/13 15:00 8/13 18:00 諸葛川の水位監視 

13分団 ２人 8/13 13:10 8/14 22:15 簗川の水位監視 

14分団 
６人 8/13 15:30 8/13 16:30 管内巡回 

２人 8/14 12:00 8/14 13:00 管内巡回 

16分団 ２人 8/14  6:30 8/14  7:30 管内巡回 

17分団 ２人 8/13 15:00 8/13 18:00 諸葛川の水位監視 

18分団 ５人 8/13  7:35 8/14 22:15 

砂子沢・根田茂地区土のう

積み・避難誘導、根田茂川・

簗川の水位監視 

28分団 ２人 8/14 10:00 8/14 11:50 管内巡回 

合計 27人    


