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９．公害及び災害 

９－１ 災害の発生状況 

■水害被害状況 

本市の平成 22年度から平成 30年度の 10年間の水害による被害状況は、平成 22年度で床上浸水が 1戸、

床下浸水が３戸、平成 23年度で床上浸水が 1戸、床下浸水が計 11戸、平成 25 年度に床上浸水が 1戸、平

成 26 年度に床下浸水が 1 戸、平成 27 年度で床下浸水が 4 戸、平成 28 年度で床上浸水が計 3 戸、平成 30

年度で床上浸水が 1戸、床下浸水が 12戸発生している。 

 

表９－１ 水害被害状況                           資料：東御市総務課資料 

　　　　　ha 　　　　　％ 　　　　　戸 　　　　　戸 　　　　　ha 　　　　　人 　　　　　％

H22.08.25 － － 1 － － － －

H22.08.25 － － － 3 － － －

H23.07.12 － － 1 － － － －

H23.07.12 － － － 9 － － －

H23.07.12 － － － 2 － － －

H25.09.16 － － 1 － － － －

H26.07.19 － － － 1 － － －

H27.06.23 － － － 4 － － －

H28.08.01 － － － 2 － － －

H28.08.18 － － － 1 － － －

H30.07.10 － － 1 12 － － －

注）過去10年間に発生した水害を対象。
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番号
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都市計画区域面積

に対する割合
床　上　浸　水 床　下　浸　水 浸　水　田　畑 被　災　人　口

都市計画区域人口
に対する割合

 

 

■がけくずれ、地すべり発生状況 

今回調査（平成 26年から平成 30年度）においては該当なし。 
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９－２ 防災拠点・避難場所の状況 

 本市では、「東御中央公園第二体育館」「芸術むら憩いの家」「東御中央公園グラウンド」「八重原グラウ

ンド」の４施設が拠点防災施設（物資輸送拠点、拠点ヘリポート）として位置づけられている。 

広域避難地としては、公園、校庭、広場、駐車場などの空地を対象に 32か所を指定し、広域避難施設と

しては、学校、体育館、公民館などの施設（建物）を対象に 38施設を指定している。このほか、地区別避

難所としては、地区別に点在する公民館などの施設 68か所を指定している。 

 

表９－２ 防災拠点・避難場所（令和元年度現在）         資料：東御市地域防災計画（東御市 HP） 

図面対照
番号

名　　　称 種　　別
種　　別

（地域防災計画）
収容可能人数

(人)
備　考

1 東御中央公園第二体育館 防災拠点 （枠外記載） - 物資輸送拠点

2 芸術むら憩いの家 防災拠点 （枠外記載） - 物資輸送拠点

3 東御中央公園グラウンド 防災拠点 （枠外記載） - 拠点ヘリポート

4 八重原グラウンド 防災拠点 （枠外記載） - 拠点ヘリポート

1 不動公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

2 伊豆宮公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

3 原公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

4 田中公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

5 田町公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

6 城ノ前公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

7 市民交流広場（市役所） 指定緊急避難場所 広域避難地 -

8 あがた御膳水公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

9 白鳥台遊園地 指定緊急避難場所 広域避難地 -

10 原口農村広場 指定緊急避難場所 広域避難地 -

11 大石農村広場 指定緊急避難場所 広域避難地 -

12 乙女平山公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

13 別府公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

14 東御中央公園芝生広場 指定緊急避難場所 広域避難地 -

15 西宮公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

16 新張青少年広場 指定緊急避難場所 広域避難地 -

17 奈良原青少年広場 指定緊急避難場所 広域避難地 -

18 仲よし公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

19 田沢農村公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

20 東上田運動広場 指定緊急避難場所 広域避難地 -

21 東上田井高公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

22 西深井農村広場 指定緊急避難場所 広域避難地 -

23 大田区休養村とうぶ多目的グラウンド 指定緊急避難場所 広域避難地 -

24 日向が丘ひだまりの園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

25 寺坂団地公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

26 菖蒲沢団地公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

27 北御牧グラウンド 指定緊急避難場所 広域避難地 -

28 芸術むら公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

29 南部農村公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

30 中八重原コミュニティー広場 指定緊急避難場所 広域避難地 -

31 白水グラウンド 指定緊急避難場所 広域避難地 -

32 白樺区公園 指定緊急避難場所 広域避難地 -

※防災拠点は「東御市地域防災計画」の「災害対策用ヘリポート及び物資輸送拠点一覧表」より記載
※広域避難所の収容人数は面積の６割とし１人辺り3.0㎡として計算
※避難所の収容人数は面積の８割とし１人辺り2.0㎡として計算
※名称については、「東御市地域防災計画」に記載の名称。（）内については国土数値情報ダウンロードサービス提供の名称  
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表９－２ 防災拠点・避難場所（令和元年度現在）         資料：東御市地域防災計画（東御市 HP） 

図面対照
番号

名　　　称 種　　別
種　　別

（地域防災計画）
収容可能人数

(人)
備　考

1 東御清翔高等学校 指定避難所 広域避難施設 1,461

2 東部中学校 指定避難所 広域避難施設 1,958

3 田中小学校 指定避難所 広域避難施設 1,579

4 田中保育園 指定避難所 広域避難施設 147

5 田中児童館 指定避難所 広域避難施設 56

6 子育て支援センター 指定避難所 広域避難施設 124

7 文化会館 指定避難所 広域避難施設 1,046

8 東部人権啓発センター 指定避難所 広域避難施設 82

9 長野救命医療専門学校 指定避難所 広域避難施設 451

10 ゆうふる tanaka 指定避難所 広域避難施設 1,058

11 中央公民館 指定避難所 広域避難施設 687

12 滋野小学校 指定避難所 広域避難施設 1,047

13 滋野保育園 指定避難所 広域避難施設 257

14 滋野児童館 指定避難所 広域避難施設 60

15 滋野コミュニティーセンター 指定避難所 広域避難施設 124

16 祢津小学校 指定避難所 広域避難施設 965

17 祢津保育園 指定避難所 広域避難施設 244

18 祢津児童館 指定避難所 広域避難施設 59

19 東御中央公園第一体育館 指定避難所 広域避難施設 828

20 東御中央公園武道館 指定避難所 広域避難施設 157

21 祢津公民館 指定避難所 広域避難施設 96

22 和小学校 指定避難所 広域避難施設 1,233

23 和保育園 指定避難所 広域避難施設 146

24 和児童館 指定避難所 広域避難施設 41

25 和コミュニティーセンター 指定避難所 広域避難施設 125

26 湯楽里館 指定避難所 広域避難施設 580

27 北御牧中学校 指定避難所 広域避難施設 1,361

28 北御牧小学校 指定避難所 広域避難施設 862

29 北御牧体育館 指定避難所 広域避難施設 85

30 ふれあい体育館 指定避難所 広域避難施設 448

31 青年研修センター 指定避難所 広域避難施設 94

32 北御牧人権啓発センター 指定避難所 広域避難施設 34

33 北御牧保育園 指定避難所 広域避難施設 224

34 北御牧公民館 指定避難所 広域避難施設 203

35 みまき未来館 指定避難所 広域避難施設 198

36 明神館 指定避難所 広域避難施設 346

37 御牧乃湯 指定避難所 広域避難施設 218

38 奈良原研修センター志高館 指定避難所 広域避難施設

※防災拠点は「東御市地域防災計画」の「災害対策用ヘリポート及び物資輸送拠点一覧表」より記載
※広域避難所の収容人数は面積の６割とし１人辺り3.0㎡として計算
※避難所の収容人数は面積の８割とし１人辺り2.0㎡として計算
※名称については、「東御市地域防災計画」に記載の名称。（）内については国土数値情報ダウンロードサービス提供の名称  
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表９－２ 防災拠点・避難場所（令和元年度現在）         資料：東御市地域防災計画（東御市 HP） 

図面対照
番号

名　　　称 種　　別
種　　別

（地域防災計画）
収容可能人数

(人)
備　考

1 加沢公民館 指定避難所 地区別避難場所 218

2 常田公民館 指定避難所 地区別避難場所 176

3 田中公民館 指定避難所 地区別避難場所 301

4 県公民館 指定避難所 地区別避難場所 145

5 海野宿ふれあいセンター（本海野区） 指定避難所 地区別避難場所 180

6 海野宿囲炉裏の家（西海野区） 指定避難所 地区別避難場所 122

7 白鳥台公民館 指定避難所 地区別避難場所 74

8 城ノ前公民館 指定避難所 地区別避難場所 92

9 赤岩公民館 指定避難所 地区別避難場所 82

10 片羽区公民館 指定避難所 地区別避難場所 75

11 桜井公民館 指定避難所 地区別避難場所 200

12 大石公民館 指定避難所 地区別避難場所 133

13 中屋敷公民館 指定避難所 地区別避難場所 171

14 別府公民館 指定避難所 地区別避難場所 93

15 原口公民館 指定避難所 地区別避難場所 148

16 聖公民館 指定避難所 地区別避難場所 86

17 乙女平集会所 指定避難所 地区別避難場所 141

18 王子平公民館 指定避難所 地区別避難場所 60

19 新張公民館 指定避難所 地区別避難場所 198

20 横堰公民館 指定避難所 地区別避難場所 64

21 出場構造改善センター 指定避難所 地区別避難場所 113

22 金井公民館 指定避難所 地区別避難場所 170

23 新屋公民館 指定避難所 地区別避難場所 124

24 東町公民館 指定避難所 地区別避難場所 162

25 西宮公民館 指定避難所 地区別避難場所 252

26 姫子沢公民館 指定避難所 地区別避難場所 68

27 滝ノ沢集会所 指定避難所 地区別避難場所 45

28 湯の丸自然学習センター 指定避難所 地区別避難場所 36

29 祢津南公民館 指定避難所 地区別避難場所 60

30 奈良原公民館 指定避難所 地区別避難場所 48

31 伊勢原公民館 指定避難所 地区別避難場所 89

32 リードリーくらかけコミュニィティーセンター 指定避難所 地区別避難場所 71

33 東上田公民館 指定避難所 地区別避難場所 197

34 田沢公民館 指定避難所 地区別避難場所 172

35 大川公民館 指定避難所 地区別避難場所 95

36 栗林公民館 指定避難所 地区別避難場所 118

37 海善寺公民館 指定避難所 地区別避難場所 139

※防災拠点は「東御市地域防災計画」の「災害対策用ヘリポート及び物資輸送拠点一覧表」より記載
※広域避難所の収容人数は面積の６割とし１人辺り3.0㎡として計算
※避難所の収容人数は面積の８割とし１人辺り2.0㎡として計算
※名称については、「東御市地域防災計画」に記載の名称。（）内については国土数値情報ダウンロードサービス提供の名称  
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表９－２ 防災拠点・避難場所（令和元年度現在）         資料：東御市地域防災計画（東御市 HP） 

図面対照
番号

名　　　称 種　　別
種　　別

（地域防災計画）
収容可能人数

(人)
備　考

38 曽根公民館 指定避難所 地区別避難場所 120

39 東深井公民館 指定避難所 地区別避難場所 136

40 西深井公民館 指定避難所 地区別避難場所 46

41 西入集会所 指定避難所 地区別避難場所 69

42 東入集会所 指定避難所 地区別避難場所 45

43 日向が丘公民館 指定避難所 地区別避難場所 82

44 海善寺北公民館 指定避難所 地区別避難場所 82

45 寺坂コミュニィティーセンター 指定避難所 地区別避難場所 104

46 県営日向が丘団地集会所（睦区） 指定避難所 地区別避難場所 27

47 上八重原公民館 指定避難所 地区別避難場所 114

48 田楽平公民館 指定避難所 地区別避難場所 62

49 中八重原生活改善センター 指定避難所 地区別避難場所 79

50 旧山崎公民館 指定避難所 地区別避難場所 48

51 下八重原生活改善センター 指定避難所 地区別避難場所 83

52 芸術むら公民館 指定避難所 地区別避難場所 69

53 白樺公民館 指定避難所 地区別避難場所 73

54 切久保集落センター 指定避難所 地区別避難場所 92

55 本下之城集落センター 指定避難所 地区別避難場所 53

56 八反田公民館 指定避難所 地区別避難場所 119

57 田之尻公民館 指定避難所 地区別避難場所 42

58 宮公民館 指定避難所 地区別避難場所 56

59 生きがい交流センター（畔田区） 指定避難所 地区別避難場所 196

60 南部公民館 指定避難所 地区別避難場所 98

61 北部区公民館 指定避難所 地区別避難場所 95

62 布下公民館 指定避難所 地区別避難場所 73

63 常満団地集会所 指定避難所 地区別避難場所 59

64 島川原農業生活改善施設 指定避難所 地区別避難場所 55

65 大日向集落センター 指定避難所 地区別避難場所 60

66 光ヶ丘集会所 指定避難所 地区別避難場所 24

67 羽毛山コミュニィティーセンター 指定避難所 地区別避難場所 92

68 羽毛山団地集会所（牧ヶ原区） 指定避難所 地区別避難場所 20

1 本海野 水防倉庫 水防倉庫 -

2 消防署 水防倉庫 水防倉庫 -

※防災拠点は「東御市地域防災計画」の「災害対策用ヘリポート及び物資輸送拠点一覧表」より記載
※広域避難所の収容人数は面積の６割とし１人辺り3.0㎡として計算
※避難所の収容人数は面積の８割とし１人辺り2.0㎡として計算
※名称については、「東御市地域防災計画」に記載の名称。（）内については国土数値情報ダウンロードサービス提供の名称  

 


