
洪水・土砂災害の緊急避難場所
対象地域 緊急避難場所

甲子町第１～第10地割
仙人インフォメーションセンター集会所（２階）、甲子公民館砂子渡分館、大
洞集会所、甲子地区生活応援センター（甲子公民館）（２階）、松倉地区コ
ミュニティ消防センター（２階）、甲子小学校体育館

鍋倉 鍋倉集会所
野田町、定内町、甲子町第
11地割 野田集会所（２階）、南野田集会所

小佐野町 小佐野地区生活応援センター（小佐野コミュニティ会館）（２階以上）
小川町、桜木町、
甲子町第14～第16地割 働く婦人の家（２階）

上中島町、住吉町、新町、
礼ケ口町、源太沢町 双葉小学校地域連携施設、双葉小学校体育館

中妻町、千鳥町、八雲町 中妻北地区コミュニティ消防センター、中妻南地区コミュニティ消防セン
ター、釡石中学校体育館

鈴子町、只越町、天神町、
大只越町、大町、大渡町、
駒木町、浜町、東前町、
新浜町

市教育センター（５階）、釡石小学校校舎（４階）、大町復興住宅１号棟（６
階集会室）、浜町集会所（２階）（※津波緊急避難場所ではない）

大平町、嬉石町、松原町 大平集会所、望洋ケ丘集会所、大平中学校体育館

平田 上平田ニュータウン集会所、平田公園クラブハウス、平田小学校体育館（※津
波緊急避難場所ではない）

唐丹町 片川集会所、荒金集会所、山谷集会所、唐丹小学校・唐丹中学校体育館
両石町 女遊部集会所
箱崎町 鵜住居公民館仮宿分館、箱崎仮設市民相談所（※津波緊急避難場所ではない）

栗林町、鵜住居町、片岸町 栗橋地区基幹集落センター、栗林小学校体育館、南三陸国道事務所（※津波緊
急避難場所ではない）、鵜住居小学校・釡石東中学校体育館

橋野町 能舟木集会所
※ 赤字は、市が避難勧告などを発令したときに、職員を配置し開設する緊急避難場所です

対象地域 緊急避難場所

新浜町 釡石第二魚市場構内（火災の
み）

東前町、浜町 尾崎アスレチック公園、は
まっこ児童公園

只越町、大只越町、
天神町 仙寿院境内

港町、松原町 松原公園
大町、大渡町、
駒木町 釡石小学校校庭

鈴子町 シープラザ釡石屋外駐車場
【名称変更】

嬉石町 市民交流センター広場
嬉石町、大平町 白山小学校校庭
大平町、平田 釡石商工高校校庭
大平町、嬉石町 大平中学校校庭
平田 平田小学校校庭（火災のみ）
千鳥町、中妻町、
八雲町 釡石中学校校庭

対象地域 緊急避難場所
上中島町、新町、
住吉町、源太沢町 双葉小学校校庭
小佐野町、定内
町、小川町、桜木
町、甲子町第15・
16地割

小佐野小学校校庭

松倉 釡石市球技場（旧松倉グラウ
ンド）、釡石高校校庭

松倉、大畑 甲子小学校校庭、甲子中学校
校庭

大松、洞泉 旧大松小学校校庭
鵜住居町 日向公園（火災のみ）
鵜住居町、片岸町 鵜住居小学校・釡石東中学校

校庭
箱崎町 旧箱崎小学校校庭（火災の

み）
栗林町 栗林小学校校庭
橋野町 旧橋野小学校校庭
唐丹町片岸 片川集会所前広場
唐丹町小白浜 唐丹小学校・唐丹中学校校庭

保存版

火災・地震災害の緊急避難場所

※ 近くに火災・地震緊急避難場所がない場合は、屋外の広場などに避難しましょう

津波災害の緊急避難場所
対象地域 緊急避難場所

新浜町、東前町 岬林道、滝の沢高台
東前町 東前樋が沢、東前不動沢
東前町、浜町、魚河岸 はまっこ児童公園、尾崎アスレチック公園、尾崎神社境内

浜町、港町、只越町 浜町避難道路（ア：浜町東側口、イ：西円タクシー口、ウ：天王山口、エ：
市役所東側高架橋口）

只越町、天神町、大只越町 天神町仮設団地広場（旧釡石小校庭・旧釡石第一中校庭）、宝樹寺境内、仙
寿院境内

只越町、大町、大只越町 大只越市営住宅駐車場
大町、大渡町、駒木町、
鈴子町 薬師公園、釡石小学校校庭、市教育センター（５階）

駒木町 駒木沢、駒木不動沢
松原町 松原公園、松原神社境内
嬉石町 市民交流センター広場、白山小学校校庭
大平町 釡石商工高校校庭、大平中学校校庭

平田 平田仮設団地広場（旧釡石商業高校校庭）、君が洞高台、館山神社境内、下
平田国道45号歩道（避難階段使用）、沿岸南部クリーンセンター管理棟

尾崎白浜 旧尾崎小学校体育館跡地、尾崎神社本宮境内
佐須 佐須トンネル付近、佐須神社境内

両石町 恋ノ峠高台、あさひ公園、千島墓地前広場、愛の浜水海公園管理棟敷地、厳
島神社境内

桑ノ浜 桑の浜トンネル方向高台

鵜住居町
鵜住居小学校・釡石東中学校校庭、かまいしワーク・ステーション広場、鵜
住神社境内、長内集会所奥の沢、本行寺奥三陸道、常楽寺墓地裏高台、森団
地高台、麓山神社境内、神の沢南側の沢、長内集会所付近三陸道管理施設敷
地（避難階段使用）

根浜 東の沢奥根浜墓地、宝来館裏山

箱崎 桑の浜トンネル高台、市道鵜住居2号線側高台、ヨコゼ沢高台、箱崎町仮設
団地Ｃ広場

箱崎白浜 箱崎白浜集会所前広場（旧白浜小学校校庭）、旧箱崎白浜へき地保育所園
庭、津元前高台

仮宿 仮宿高台

片岸町 道地沢団地、不動沢、片岸稲荷神社境内、片岸公葬地、古廟坂トンネル入口
付近高台、北光水道土木前

片岸町室浜 観世音神社境内、法冠神社境内【新規】
唐丹町花露辺 花露辺集会所前広場
唐丹町大曽根、本郷 本郷元青年クラブ集会所広場
唐丹町小白浜 唐丹小学校・唐丹中学校校庭、唐丹小学校・唐丹中学校棟５駐車場
唐丹町片岸 天照御祖神社境内、片川集会所前広場
唐丹町上荒川・荒川・下荒川 熊野神社境内、荒川消防屯所前広場、荒川集会所前広場
唐丹町大石、向、屋形 大石地域交流センター広場

問い合わせ　市防災危機管理課 防災係　☎27-8441
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洪水・土砂災害時の避難行動の基準

避難場所・避難所の種類

警戒レベル 気象庁や市が発表する
行動を促す情報 皆さんが取るべき行動 判断の参考情報

警戒レベル5
（極めて危険） 災害発生情報 すでに災害が発生している状況です。命を守

るための最善の行動をとってください※
氾濫発生情報
大雨特別警報

警戒レベル4
（非常に危険）

避難指示（緊急） 災害が発生する恐れが極めて高い状況です。
緊急に避難しましょう※ 氾濫危険情報

洪水警報
土砂災害警戒情報避難勧告 危険な状況が迫っています。速やかに避難を

開始しましょう※

警戒レベル3
（警　戒）

避難準備・高齢者等避
難開始

高齢者や障がい者など、避難に時間を要する
人は、避難しましょう。それ以外の人は、避
難のための準備をしましょう

氾濫警戒情報
洪水警報
大雨警報

警戒レベル2
（注　意）

気象庁が発表する気象
情報
・洪水注意報
・大雨注意報

避難に備え自らの避難行動を確認しましょう
（避難場所や避難経路、タイミングなどを再
確認）

氾濫注意情報

警戒レベル1
（今後の情報
などに留意）

気象庁が発表する気象
情報
警報級の可能性

災害への心構えを高める
防災気象情報などの最新情報に注意する

※外へ出るのが危険な場合は、建物の２階以上のがけとは反対方向の場所に避難してください

緊急避難場所
（火災・地震／津波／洪水・土砂災害）

拠点避難所 福祉避難所

　災害が発生、または発生する恐れが
ある場合に、その危険から逃れるため
の場所または施設です。避難が遅れた
場合や、避難経路が危険な場合は、無
理に避難場所を目指そうとはせず、よ
り安全な方法で安全な場所に避難して
ください。なお、地域によっては、災
害の種類ごとに緊急避難場所が異なる
場合があります。

　災害の危険性があり避難
した人が災害の危険性がな
くなるまで滞在する、また
は災害により家に戻れなく
なった人が一時的に滞在す
るための施設です。

　災害時に拠点避難所などにおい
て、避難所生活が困難な高齢者や
障がいのある人など、何らかの特
別な配慮を必要とする人が避難す
る施設です。なお、福祉避難所
は、必要に応じて開設される二次
的な避難所であり、最初から福祉
避難所として利用することはでき
ません。

保存版

福祉

○市および県のホームページなどで次の情報を確認することができます
◆ 釡石市の洪水・土砂災害緊急避難場所（地図）および
　避難勧告等の判断基準
　 http://www.city.kamaishi.iwate.jp/
kurasu/bosai_saigai/hinanbasho/
detail/1190989_2227.html

◆岩手県の土砂災害危険箇所
　 http://www.pref.iwate.jp/
kasensabou/sabou/008544.
html

◆釡石市の防災行政無線の放送内容
　 http://www.city.kamaishi.iwate.jp/
kurasu/bosai_saigai/gyosei_musen/
index.html

◆岩手県の水位観測所の水位
　（岩手県河川情報システム）
　 http://kasen.pref. iwate.jp/
iwate/servlet/Gamen30Servlet

問い合わせ
市総合政策課 統計係　☎27-8413

問い合わせ
市世界遺産課 世界遺産係　☎22-8846

甲子川、鵜住居川の洪水浸水想定区域指定に関する
住民説明会を開催します

　近年の想定を上回る豪雨による浸水被害などの発生に
より、平成27年に水防法が改正され、洪水の浸水想定区
域を設定するための雨量がこれまでの「河川整備の目標
とする降雨」から「想定し得る最大規模の降雨」に変更
されました。
　このことから県が進めていた甲子川、鵜住居川の「想
定し得る最大規模の降雨」による洪水浸水想定区域図の
作成が終了し、今後、新たな洪水浸水想定区域が指定、
公表されます。
　そこで、甲子川、鵜住居川流域の皆さんを対象に、新
たな洪水浸水想定区域に関する説明会を開催します。災
害はいつ起こるか分かりません。ご自身やご家族の命を
守るため、ぜひご参加ください。

日時　６月２日㈰10時～12時（集合９時50分）
集合場所　橋野鉄鉱山インフォメーションセンター
対象　どなたでも参加できます
内容　①国史跡橋野高炉跡の環境美化（10時～11時）
　　　・ごみ拾い、草刈り、木枝拾い、散策路の改善など
　　　 ※軍手やゴミばさみなどの清掃用具をご持参の上、お越

しください
　　　②記念講演（11時～12時）※無料
　　　場所：橋野鉄鉱山インフォメーションセンター展示室
　　　演題・講師
　　　『橋野高炉跡を掘る』市世界遺産課　主任　髙橋　岳
　　　『明治時代の橋野高炉』
　　　　　　　　　　　市世界遺産課　課長補佐　森　一欽
　　　 ※記念講演は、参加者が多い場合は立ち見となることが

あります

　工業統計調査は統計法に基づく調査で、国
内の工業の実態を明らかにすることを目的と
しています。
　調査結果は中小企業施策や地域振興など、
国や地域行政施策のための基礎資料として利
活用されます。
　調査の趣旨、必要性をご理解いただき、回
答をお願いします。
対象　従業員４人以上の全ての製造事業所
調査事項　事業所数、従業者数、製造品出荷
額、原材料使用額など
調査基準日　令和元年６月１日（調査票は５
月中に統計調査員が配布します）
※調査票の記入内容を目的以外に使用するこ
とはありません

　女優・歌手として幅広く活躍し、国際的にも高い評価を得ている島
田歌穂と、ピアニスト、作・編曲家、また多くのアーティストのプロ
デューサーなどを務める島健による、夫婦ならではのスペシャルDuoコ
ンサート。ゲスト：可知寛子、小島亜莉沙
日時　６月７日㈮18時30分～（開場18時）
場所　釡石市民ホールTETTO　ホールA
入場料　全席指定一般3,500円、高校生以下1,500円（当日各500円増）
※未就学児は入場できません
※プレイガイドなど詳しくはお問い合わせください

■説明　県県土整備部河川課
■日時・場所

６月３日㈪
14時　中妻地区生活応援センター

18時　甲子地区生活応援センター

６月４日㈫

10時　鵜住居地区生活応援センター

14時　橋野ふれあいセンター

18時　青葉ビル１階

６月14日㈮ 14時　小佐野コミュニティ会館

■想定雨量

河川名 現在の想定降雨量 想定最大規模の降雨量 参考：平成28年台風第10号による
降り始めからの総雨量

甲子川 321mm/2日 759.7mm/2日 　大橋298mm　大畑227mm
鵜住居川 258mm/2日 760.4mm/2日 和山149mm

問い合わせ　市防災危機管理課 防災係　☎27-8441

みんなの橋野鉄鉱山を開催します

It's TETTO series 1 島田歌穂＆島健DUOコンサート

工業統計調査を実施します

問い合わせ　釡石市民ホールTETTO　☎22-2266
島田歌穂 島　健
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