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令和４年８月８日 

 

令和４年８月３日の大雨に伴う対応状況について 

（最終報：８月５日 10時00分現在） 

 

１ 気象情報等 

(1) 注意報・警報等 

  ８月３日（水）   07時36分 大雨警報（土砂災害） 発表 

           08時54分 土砂災害警戒情報 発表 

           09時10分 洪水警報、大雨警報（浸水害） 発表 

           16時35分 土砂災害警戒情報 解除 

           22時10分 洪水警報、大雨警報（土砂災害、浸水害） 解除 

８月４日（木）   06時30分 北上川（館坂橋水位観測所）氾濫注意情報 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     21.5mm/h （8/3 11:00～12:00）、 70.0mm （8/2 23:00～8/3 14:00） 

   区界     17.0mm/h （8/3 11:00～12:00）、 88.5mm （8/2 21:00～8/3 14:00） 

   好摩     30.5mm/h （8/3 11:00～12:00）、116.0mm （8/3 00:00～14:00） 

   薮川     55.5mm/h （8/3 11:00～12:00）、105.0mm （8/3 00:00～14:00） 

 

２ 市災害警戒本部の設置状況 

  市災害警戒本部 ８月３日（水） 07時36分 設置 

            ８月４日（木） 06時40分 廃止 

 

３ 被害等（８月５日（金） 10時00分現在） 

(1) 人的被害 

    なし 

(2) 住家等の被害 

ア 薮川において、住家前の個人所有の橋が流されて孤立。玉山総合事務所で現地確認・安否確認等の

うえ、８月４日に確認し、復旧作業（橋）を業者へ依頼済み。 

イ 好摩字夏間木 電話にて通報(11時50分)あり、現地確認（12時38分）、床ぎりぎりまで水が来た

とのことだったが、確認時には水は引いていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

(3) その他の被害等 

公共施設 ・盛岡市立東中野運動広場 倒木による駐車場の一部使用禁止 

・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 事務室、会議室、トレーニング室での雨漏り 

・盛岡市立総合プール ロビー階段、事務室での雨漏り 

・盛岡市渋民運動公園 公園敷地内一部の浸水 

・緑が丘地区活動センター ２階第２集会室から２か所雨漏り 

・北厨川児童・老人福祉センター 階段部分雨漏り 

・下太田児童・老人福祉センター 遊戯室の雨漏り 

・盛岡てがみ館 雨漏りのため展示物破損 

・ヴァンペール北公園（長橋町） シラカバの倒木（1本） 

道路 ・桑畑消防コミュニティセンター付近の用水路冠水 

  ⇒河川からの取水口を半分閉めることで解消済み。 

・市道川崎夏間木線 下田川崎の IGR高架線下が冠水のため 10時 52分に通

行止 ⇒ 15時00分解除 

・市道夏間木線（古川橋～夏間木間）一部水没のため13時37分に通行止 

  ⇒ 16時50分解除 

・市道舟田下田線（下田字牡丹野付近）一部水没のため 13 時 30 分に通行止 

⇒ 16時10分解除 

・市道下田生出線（下田喜雲寺前）一部水没のため 14時00分に通行止 

  ⇒ 18時00分解除 

・盛岡城跡公園 鶴ヶ池 シダレヤナギ枝折れ（1本）による歩道通行支障 

・岩手健康管理センター前（西仙北一丁目） 

 ヒマラヤシーダの枝折れ（1本）による歩道通行支障 

・盛岡第四高等学校前 ユリノキの枝折れ（1本）による歩道通行支障 

・㈱キーコーヒー前（津志田南二丁目） 

 ナナカマドの幹折れ（1本）による歩道通行支障 
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鉄道 【８月３日（水）】 

・秋田新幹線 盛岡駅～秋田駅 上り 始発から運転見合わせ(14時 14分運

転再開) 

               下り 始発から運転見合わせ(12時 44分運

転再開) 

・東北本線 盛岡駅～一ノ関駅 ９時頃から18時頃まで遅れや運休 

・JR山田線 上米内駅～宮古駅 終日運転見合わせ（上米内駅～盛岡駅間 17

時46分運転再開） 

・JR花輪線 始発から終日運転見合わせ 

・ＩＧＲ 全区間運休（18時40分頃運転再開） 

【８月４日（木）】 

・JR 山田線 上米内駅～宮古駅 始発から 18 時頃まで運転見合わせ（15 時

30分頃運転再開見込み） 

・JR花輪線 全線終日運転見合わせ 

・ＩＧＲ いわて沼宮内～目時間 上下線 終日運転見合わせ 

     いわて沼宮内～盛岡間 一部運休 

ライフライン なし 

その他 ・上米内字米内沢 水路上部陥没 

・下田字生出719-4付近 水田 畦畔の崩落 

・渋民字狐沢46-3付近 水田 畦畔の崩落 

・下田字生出49-3付近 水田 畦畔の崩落 

・玉山字小田沢地内 水田 畦畔の崩落 

・玉山字姥前地内 水田 畦畔の崩落 

・川又字道地地内 水田 畦畔の崩落 

・川又字宮田地内 水田 畦畔の崩落（２か所） 

・玉山字大平山谷川目牧野 牧道の砂利が流された 

・玉山字宮前地内 農作業道 法面崩落 

・日戸字一本杉地内 農作業道 法面崩落 

・玉山字才の沢 農作業道 法面崩落 

・市道山谷川目線 市道脇 水田法面崩落 

・芋田字下武道 北上川沿い 北上川への通路（砂利）が洗堀 

  北上川に接続する沢水門が洗堀 

              雨水排水路のつまり 

・芋田字上武道 改良事業造成水田 増水により耕作用通路が流される 

・下田字下田地内 農業用水路 水路法面の崩落 

・下田字生出地内 尻志田川に接する水田法面の崩落 

・玉山字峠地内 法面崩落により水路が閉塞 
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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３日（水） 13:23 

  【対象地区】松内、大台、小袋、川崎、下田地区の松川・北上川流域 2,324世帯 5,499人 

  【避難所】 松内、大台、小袋、山田、舟田２の各地区コミュニティセンター 

  【解除日時】８月３日（水） 18:30 

(2) 避難状況（延べ世帯数・延べ人数）  

避難所 世帯 人数 備考 

松内地区コミュニティセンター ２ ５  

大台地区コミュニティセンター ２ ３  

小袋地区コミュニティセンター ０ ０  

山田地区コミュニティセンター ２ 

 

33 下田保育園園児ほか 

舟田２地区コミュニティセンター ０ ０  

玉山総合福祉センター（自主避難） - 81 渋民中学校生徒ほか 

合 計 ６ 122  

※玉山総合福祉センターは、避難所開設していないが自主避難者について対応を行ったもの。 

 

５ 消防団の活動状況（８月３日（水） 19時10分現在） 

分団名 
出動 

人数 
出動 解除 活動内容 

11分団 ２人 11:10 15：00 諸葛川の水位監視 

14分団 ３人 11:10 19：10 米内川の水位監視 

17分団 ６人 11:10 15：00 諸葛川の水位監視 

25分団 ３人 11:50 19：10 北上川の水位監視 

26分団 ８人 11:10 19：10 松川の水位監視 

27分団 ７人 11:10 19：10 松川の水位監視 

合計 29人    

 


