
久 慈 市 総 務 部 消 防 防 災 課



（１）久慈市の浸水想定図について

（２）津波避難訓練の内容について

（３）訓練で開設する津波避難場所

について





・内閣府から、日本海溝・千島海溝沿い巨大

地震モデルに係る最大クラスの津波浸水想

定が公表。（令和2年９月）

・対象区域を拡大し、令和３年度津波避難訓

練を実施。（令和３年11月14日）

・津波地域づくりに関する法律に基づく岩手

県津波浸水想定の公表。（令和４年３月）

・新たな津波浸水想定に基づき、避難訓練を

実施予定。（令和４年10月16日）



・今年度の訓練は岩手県の公表した浸水想定

区域に該当する地域を対象に訓練を実施す

る。（津波により防潮堤等が破堤した場合

の想定）



市内中心部
破堤あり





（２）避難場所（高台）に避難
のちに避難所

・まずは、命の確保
・津波の指定緊急避難場所や高台、浸水想定区域外へ避
難する

・避難場所までの避難が難しい場合は、近くの高い建物
や、山の斜面を登ることで、助かる確率は上がる

・他の避難所へ向かうのは津波の危険が無くなってから
・原則は徒歩で避難（道路の閉塞、渋滞の恐れ）

（１）避難はできるだけ早く
・津波の到達まで、概ね30分程度と予想
・震源によっては、さらに短くなる可能性も
・すぐに避難できるよう非常持ち出し品を準備
（食料、衣類、衛生用品、貴重品など）



・浸水が想定される地域の住民が津波から避
難するための避難経路、安全な避難場所に
ついて確認する機会とすること。

・津波到達予想時刻の前に避難が完了できる
よう、避難に要する時間についても同様に
確認していただくこと。

①訓練の目的



令和４年10月16日（日）

７時30分～８時15分

・昨年度と同様、参加しやすいよう休日の実

施とし、訓練時間を15分短縮した。

・雨天でも実施する。

・気象警報発表の場合は中止する。

②訓練の実施日時



地区名 参加対象地域（行政区名）

夏井地区 野中、大崎、大湊・駅前、鼻舘、住吉町、閉伊口、半崎、
板橋

湊町地区 源道、湊町上・中・下、久慈湊小学校前、新井田、旭町、
京の森、田屋町

長内地区 新築町、田高、上長内、新長内、広美町、東広美町、中
長内、下長内、諏訪・元木沢、玉の脇、二子、大尻

小久慈地区 幸町、柏木

久慈地区（河北） 寺里、栄町、天神堂、門前、新中の橋、畑田・沢里

久慈地区（河南） 川貫、西の沢、荒町、八日町、十八日町、二十八日町、
中町、新町、巽町、柏崎、本町、川崎町、駅前、表町、
中の橋

大川目地区 生出町

宇部地区 田子沢、中田、山屋敷、谷地中、久喜、小袖

③参加対象地域



令和４年10月16日（日）

・午前７時28分 緊急地震速報

・午前７時30分 岩手県沖を震源とする地震発生

岩手県沿岸北部震度６弱

マグニチュード９を超える

巨大地震

・午前７時33分 太平洋沿岸に大津波警報発表

④災害想定



⑤訓練時程（参加者の動き）

時 間 内 容 周知方法

7：28 緊急地震速報（地震予告） 防災行政無線放送

7：30 地震発生（震度６弱）

7：33 大津波警報発表（東北太平洋沿岸） 防災行政無線放送

7：33～ 住民の避難開始、避難場所へ避難

8：05頃
大津波警報解除の発表

各避難場所での閉会式
防災行政無線放送

8：15頃 解散



・訓練の参加者には、マスクの着用をお願い

する。

・体調不良者は、訓練に参加しないよう周知

する。

・屋外での訓練であるが、避難場所に住民が

集まることになるため、参加者同士が適切

な距離を保つようお願いする。

⑥新型コロナウイルス感染症対策



・開設する津波避難場所には、市職員を配置
し、参加者の人数を把握します。

・避難が完了した参加者には、記念品（備蓄
食料）と防災に関する啓発チラシを配布し
ます。

・消防団が各避難場所周辺で避難誘導を行い
ます。

・各避難場所で閉会式を行います。（市職員
または、消防団の進行）

⑦その他



Ｒ３津波避難訓練
中町イベント広場

Ｒ３津波避難訓練
旭町・京の森公園

Ｒ３津波避難訓練
久喜保育園

Ｒ３津波避難訓練
総合福祉センター





②開設する避難場所（１）
地区 避難場所

侍浜沿岸地区 指定なし※

夏井町半崎地区 半崎集会所

板橋地区 平山小学校

住吉・鼻舘・田中・閉伊口 若宮八幡宮・鼻舘地区公葬地

大崎・野中地区 夏井市民センター・平山小学校

大湊・駅前地区 総合防災公園（サッカー場）

湊町地区 金刀比羅神社（境内）

源道地区 金刀比羅神社（境内）・久慈市総合福祉センター

久慈湊小学校前・田屋・新
井田地区

久慈市総合福祉センター

旭町・京の森地区 旭町・京の森公園、久慈市総合福祉センター

門前地区 旧北リアス病院

新中の橋・門前地区 久慈東高等学校

※朱書きは、今年度追加、または変更があった避難場所



②開設する避難場所（２）
地区 避難場所

栄町・天神堂地区 久慈東高等高校、天満天神社、萩ケ丘児童公園

寺里地区 寺里健康ひろば

畑田・沢里地区 畑田・沢里公民館

大川目生出町地区 ミニストップ大川目店駐車場

荒町・西の沢・川貫地区 三船十段記念館、川貫公民館

中の橋・中町・十八日町・二十
八日町・八日町地区

中町イベント広場

中央・本町・駅前・巽町・柏崎
地区

巽山公園

川崎町地区 巽山公園、久慈グランドホテル

小久慈町幸町・柏木地区 小久慈小学校、小久慈焼陶芸苑駐車場

長内町新築町・大平地区 小久慈小学校、小久慈焼陶芸苑駐車場

田高地区 元老人福祉センター（シルバー人材センター）

上長内・新長内・広美町地区 上長内公民館

※朱書きは、今年度追加、または変更があった避難場所



②開設する避難場所（３）
地区 避難場所

中長内・東広美町地区 つつじヶ丘霊園

下長内地区 下長内公民館

諏訪・元木沢地区 諏訪公園、久慈総合運動場（サンスポ）

玉の脇地区 久慈東高等学校長内校舎（旧水産高校）

二子地区 指定なし※

大尻地区 大尻地区漁村センター

宇部町小袖地区 小袖地区漁村センター

三崎地区 指定なし※

久喜地区 久喜保育園

田子沢地区 宇部マレットゴルフ場

中田・山屋敷・谷地中地区 川原屋敷地区農村センター

※記号の地域については、集落が高台に位置していることから、漁港周辺
の漁業者や、釣り人等に対する避難指示広報訓練のみとし、避難場所は
指定しない。



夏井・旭町・京の森
湊・源道・田屋・
新井田・門前 地区

今回訓練に使用する津波避難場所位置図

旭町・京の森公園

夏井市民センター

鼻舘地区公葬地

総合防災公園
(広場２)

平山小学校

若宮八幡宮

半崎集会所

旧北リアス病院

総合福祉センター

金刀比羅神社



新中の橋・門前・栄
町・天神堂・荒町・
西の沢・川貫・川崎
町・市街地地区久慈東高校

今回訓練に使用する津波避難場所位置図

天満天神社境内

久慈グランドホテル

巽山公園三船十段
記念館

中町イベント広場



今回訓練に使用する津波避難場所位置図

上長内公民館

つつじが丘霊園
元老人福祉センター

下長内公民館

上長内・新長内・広
美町・下長内・中長
内・東広美町・田高
地区



今回訓練に使用する津波避難場所位置図

諏訪公園

久慈総合運動場

久慈東高等学校
長内校舎

諏訪・元木沢・玉の
脇・二子・大尻地区

大尻地区
漁村センター



栄町・天神堂・
寺里・川貫・
生出町地区

今回訓練に使用する津波避難場所位置図

寺里健康ひろば

畑田・沢里公民館

ミニストップ大川目店
駐車場

萩ヶ丘児童公園

川貫公民館



小久慈地区
破堤あり

今回訓練に使用する津波避難場所位置図

小久慈焼陶芸苑駐車場

小久慈小学校



小袖地区

小袖地区拡大

今回訓練に使用する津波避難場所位置図

小袖地区
漁村センター



久喜地区

久喜地区拡大

久喜保育園

久喜保育園

今回訓練に使用する津波避難場所位置図



田子沢・山屋敷・
谷地中地区

川原屋敷地区
農村センター

宇部マレット
ゴルフ場



①９月15日区長配布 対象地区回覧

②10月１日付広報くじ

③久慈市ホームページ、公式LINE等SNS

④防災行政無線放送

〇各地域の住民の皆様へ参加促進に向け地域

の集まり等で訓練への参加を呼び掛けるな

ど協力をお願いしたい。



①回覧板等での参加の呼びかけ

②参加者の避難誘導

③避難行動要支援者の避難支援

④受付の設置、参加者名簿の作成



・国のハザードマップポータルサイトで岩手

県津波浸水想定が確認可能になりました。

・スマホやパソコンから詳細な地図で浸水深

を確認できますのでご活用ください。


