
くらしの だ よ り安 心

　町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け、災害時の開設避難所での「３密」空間を避け
るため、指定避難所のほか臨時避難所を開設します。災害の危険度の高まりに応じた以下の防災気象
情報を参考に、災害時の適切な避難行動を取るよう心掛けましょう。

危機管理室
℡0193-42-8781

【お問い合わせ】

新型コロナウイルス感染症対策を考慮した
避難所対応について（大雨災害時）

危機管理室からのお知らせ

避難とは「難」を「避」けることであり、安全を確保することです！
災害が発生する前に必要な「備え」を心掛けましょう！

　花輪田地区では、集会所利用再開後、ソーシャルディスタンスを保つ
ためにテーブルや椅子の配置を工夫したり、手指消毒・マスク着用を徹
底する等の感染防止策を講じながら、地域独自の勉強会や交流会を開催
しています。
　５月には花輪田自治会の中村　哲夫会長が、スライドを用いて新型コ
ロナウイルス感染症に関する勉強会を開き、感染防止方法（咳エチケット、
正しいマスクの着用、手の洗い方等）について地域住民にレクチャーし
ました。地域住民からは「対策方法を具体的に知ることができて良かった」
との声が挙がっていたようです。
　今後も感染防止策を徹底しながら、地域住民を対象とした梅雨明け後
の熱中症予防対策に関する勉強会も開催していきたいとのことでした！

町民の皆さんが取り組んでいる
コミュニティに関する活動や
役立つ情報を発信します！大槌コミュニティ通信

　全国的に新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している中、地域活
動を自粛することにより交流機会が減り、住民同士のつながりが希薄に
なることが懸念されます。そのような状況下において、感染防止に対応
し、工夫を凝らした取組を行っている地域活動を紹介します！

問 コミュニティ総合支援室 総合支援企画班　℡ 0193-42-8718

感染防止策を講じながら交流を図りました

自治会独自で感染防止方法に関する資料を
まとめ、住民にレクチャーしています

第２弾

警戒
レベル 気象庁の情報 町の対応 取るべき行動 開設避難所

1 早期注意情報
気象予報等や
連絡体制の
確認

気象予報や台風の進路状況などを
確認し、災害への心構えを高めま
しょう。（物品等が飛ばされない
よう風雨対策を取りましょう。）

開設準備
※�状況に応じ早期開設を行います。

2
大雨注意報
洪水注意報
高潮注意報
氾濫注意情報

・警戒配備
・避難所
　開設準備

【避難行動の確認】
ハザードマップや防災マップ等を
活用し、災害が想定される区域や
避難先、避難経路を確認しましょ
う。（開設避難所のほか、知人・
親戚宅など安全な避難先について
確認しましょう。）

3
◦大雨警報
　（土砂災害）
◦洪水警報
◦氾濫警戒情報
◦高潮注意報

◦避難準備
◦高齢者等
　避難開始

【避難開始】
災害への警戒が高まるレベルで
す。高齢者、障碍者及び乳幼児と
その支援者は、直ちに避難すると
ともに、それ以外の方も速やかに
避難するよう心掛けましょう。

指定避難所４箇所と臨時避難
所２箇所を開設。

〈指定避難所〉
・城山公園体育館
・大槌学園（第一体育館）
・吉里吉里学園小学部体育館
・旧金沢小学校体育館
〈臨時避難所〉
・中央公民館
・大槌学園（第二体育館）
※�このほか開放可能な施設等につ
いて現在調整を行っております。

4
◦土砂災害警戒情報
◦氾濫危険情報
◦高潮特別警報
◦高潮警報

（平成28年台風10号クラス）

◦避難勧告
◦避難指示
　（緊急）

【速やかに避難】
河川の氾濫や浸水害等の危険が高
まり、車での移動が困難となるレ
ベルです。河川の水位情報等を確
認し、安全な場所へ速やかに避難
を行いましょう。

5 ◦大雨特別警報
◦氾濫発生情報

（令和元年台風19号クラス）
災害発生情報 既に災害が発生している可能性があります。

ただちに、命を守る最善の行動を取りましょう。

※災害の状況によって変更となる場合があります。

防 

災 

情 

報

【町の防災情報ページ】
　防災マップや指定避難所などを確認することができます。
　https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/433916.html

【岩手県河川情報システム】
　河川の水位や降り始めからの総雨量等を確認することができます。
　http://kasen.pref.iwate.jp/iwate/servlet/Gamen30Servlet
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日付 大槌町内イベント 大槌病院外来

6（月） 午前 内外 皮
午後 眼整

7（火） 午前 内外
午後 

8（水） 2 歳 6 か月児相談 午前 内外
午後 

9（木） 元気活きいき運動教室（城山公園体育館）午前 内外
午後 眼

10（金）高齢者なんでも相談会 in マスト 午前 内外
午後 

11（土） 完全休診
（急患受付なし）12（日）

13（月） 午前 内外 整
午後 眼

14（火） 午前 内外
午後 

15（水） 午前 内外
午後 

16（木）
釜石保健所各種健康相談

（ エイズ相談・検査、性感染症検査、
肝炎ウイルス検査、HTLV-1 相談・検
査、骨髄バンク登録）（釜石保健所）

午前 内外
午後 眼

17（金） 1 歳 6 か月児健康診査 午前 内外
午後 

18（土） 完全休診
（急患受付なし）19（日）

20（月） 7 か月児相談
岩手県立大槌病院出前相談

午前 内外 皮
午後 眼

21（火） 午前 内外
午後 

県立大槌病院（℡ 0193-42-2121）では、個人・事業所健康診断で胃（透視）検診を行っています。希望者はご相談ください。

おおつちカレンダー世代年齢別情報
7月6日（月）〜8月6日（木）

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止とする場合もあります。中止の場合は施設掲示等でお知らせいたします。
※さわやかストレッチ教室については新型コロナウイルス感染拡大防止のため当面の間中止とします。

日付 大槌町内イベント 大槌病院外来

22（水） 午前 内外
午後 

23（木）
完全休診

（急患受付なし）
24（金）
25（土）
26（日）
27（月） こころの相談（釜石保健所） 午前 内外

午後 眼 整

28（火）健康相談（マスト）
いわて減塩・適塩の日

午前 内外
午後 

29（水） 午前 内外
午後 

30（木）もうもう教室
元気活きいき運動教室（城山公園体育館）

午前 内外
午後 眼

31（金） 午前 内外
午後 

8月
1（土） 完全休診

（急患受付なし）2（日）
3（月）
4（火）
5（水）
6（木） 元気活きいき運動教室（城山公園体育館）

［大槌病院外来の表示］��内 �内科・外 �外科・整 �整形外科・皮 �皮
膚科・�眼 �眼科（外来日程は都合により変更となる場合があります）


