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防災特集⑤

～災害に備える～

岩沼市地域防災計画の見直し内容について
東日本大震災を踏まえ、市が見直しを行った「岩沼市地域防災計画」について、今回は、災害応急
対策計画のうち、“ 災害時の通信連絡 ” についてお知らせします。
※見直し後の地域防災計画は、
「一般災害対策編」
「地震災害対策編」
「津波災害対策編」から構成されており、
それぞれの災害対策ごとに、災害予防計画、災害応急対策計画および災害復旧対策計画として実施すべき
事項などを掲げています。

●災害時の通信連絡

市の対応

・災害発生時には、使用できなくなる通信手段が発生することも考えられるため、あるゆる通信手段
を活用し、迅速かつ多様な情報伝達を行うよう努めます。
⇒ 9 月 1 日の津波避難訓練では、防災無線屋外拡声子局（スピーカー）
・緊急速報メール・エフエ
ムいわぬま・広報車などの各種伝達手段を用いた避難勧告情報の伝達訓練を実施しました。
⇒ 9 月 11 日の全国一斉情報伝達訓練では、Ｊアラート※ 1 からの緊急情報受信による防災無線屋
外拡声子局（スピーカー）の自動起動放送※ 2 を初めて運用し、正常作動を確認しました。今年
度中に、エフエムいわぬま・緊急速報メールへの自動起動放送も整備することとしています。
ジェイ

※1

Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から市区町
村へ、人工衛星などを通じて瞬時に伝達されるシステムのこと。
※ 2 自動起動放送とは、Ｊアラートの緊急情報を受信した際、情報伝達機器が自動
で
（手動操作などが不要で）
受信した緊急情報の放送を行うシステムのこと。

新たな総合計画となる
（仮称）
いわぬま未来構想
（素案）の
ご意見をお聴かせください
意見公募期限／ 11 月 16 日㈯必着
閲覧方法／素案は、政策企画課（5 階）
、情報
公開室（１階）
、市ホームページで閲覧でき
ます
意見を提出できる方／①岩沼市民②市内に事
務所または事業所を有する方③市内勤務者
④市内在学者⑤利害関係者
提出方法／住所、氏名、①～⑤のいずれかに該
当するかを明記の上、担当課へ持参、郵送、
ファクス、Ｅメールいずれかの方法で提出し
てください。
（様式自由）
提出先／〒989-2480岩沼市桜一丁目6番20号
岩沼市役所 5 階 政策企画課
24-0897
seisaku-k@city.iwanuma.miyagi.jp
問／政策企画課（☎内線 526）

岩沼西中男子 全国大会へ！
宮城県中学校駅伝競走大会で 2 年連続優勝

10 月 3 日、利府町の宮城スタジアムを発着点とする
周回コースで宮城県中学校駅伝競走大会が行われ、岩沼
市から男女ともに市大会を制した岩沼西中学校の選手た
ちが出場しました。
男子チームは昨年に引き続き優勝し、連覇を果たし
ました。女子チームも 5 位という好成績を収めました。
優勝した西中男子チームは、11 月 2 日の花巻市での
東北大会、12 月 15 日の山口市での全国大会に向けて、
日々厳しい練習に励んでいます。
順位
タイム

選手名
（走順）

友好都市締結 10 周年記念

ドーバー市・岩沼市交流の歩み展
展示期間／ 11 月 15 日㈮～ 12 月 13 日㈮
㈫～㈯：10 時～ 19 時
㈰・㈷：10 時～ 17 時
展示場所／市民図書館 エントランスホール

問／防災課
（☎内線542）

男子（6 区間・18.2㌔）女子（5 区間・12.65㌔）

1位
59 分 50 秒
千尋 晟羅
白杵 洸佑
高橋 一成
門脇 大和
長田 裕平
三條 拓士

5位
47 分 51 秒
三浦 彩花
佐々木亜珠
和田 祥子
阿部菜々美
川畑亜里沙
（敬称略）

平成 15 年 11 月 17 日のドーバー市との友好都
市締結から今年で 10 年となります。これまで
の交流内容や記念写真、ドーバー市の物産品を
展示しますので、ぜひご覧ください。

休館日／ 11 月：18 日㈪、25 日㈪、29 日㈮
12 月：2 日㈪、9 日㈪
問／岩沼市民交流協会
（さわやか市政推進課内☎内線 642 ～ 645）
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12 月１日㈰開催

第22回いわぬまエアポートマラソン
交通規制と市民バス運行の変更
今年も、
『みんなの走りが復興の力に！』をスローガンに「第22
回いわぬまエアポートマラソン」が開催されます。
当日は、参加者の走路安全のため、交通規制を行います。会場と
なる陸上競技場周辺などのコース沿道にお住まいの方、通行予定
の皆さんには大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお
願いします。

1.5km
折返点

コース周辺の市民バス迂回について
①下記の時刻の市民バスは、通行止め規制のため、
「陸上競技場前」のバス停に停車しません。
「市役所前」または、
「市民会館前」で乗降してください。
◆通行止めの規制のため「陸上競技場」に停車しない路線と出発時間
○西部線（駅西口発）11:05 ○大師線（大師発）10:24 ○大師線（市民会館前発）11:01 ○空港線（仙台空港発）11:55
○南長谷線（駅西口発）10:22 ○南長谷線（市民会館前発）10:41、11:51 ○納屋線（新浜発）10:40 ○納屋線（市民会館前発）11:02
②納屋線（新浜10:05発）市民会館行および（市民会館前11:00発）新浜行の「早股中」
「早股上」
「押分」
「里の杜」の区間については通行しません。
③東部線左回り（市民会館前9:50発）並びに右回り（市民会館前9:05発）および（グリーンピア岩沼10:45発）の「早股中」
「早股上」
「押分」
「里の杜」の
区間についても通行しません。
※事前に路線変更に関係する案内をバス停へ提示しますので、ご確認ください。

問／エアポートマラソン実行委員会事務局（総合体育館）☎24-4831

総合体育館
（ビッグアリーナ） 12月15日㈰から利用を再開
東日本大震災の地震で大きな被害を受けた総合体育 ◆利用方法（室内専用上ぐつと用具などを持参）
館の復旧工事が終了したので、施設利用の開始を次の
曜日ごとに使用できる種目
メインアリーナ
ように行います。
を限定。その範囲での利用
個人利用開始日／ 12 月 15 日㈰ 9 時〜
団体利用開始日／平成 26 年１月５日㈰〜
（随時貸切受付中） ※12月14日㈯までは利用できません。

震災復興イベント in 岩沼
被災地の子どもたちを励まそうと、読売巨人軍選手
会（内海哲也会長）が、
「震災復興イベント in 岩沼」
を開催します。
子どもたちと選手は、かけっこや綱引きなどで交流
を深める予定です。

サブアリーナ
卓球室

となります。

開館時間内で自由に利用で
きます。

高校生以上で、トレーニン
トレーニング室 グ室利用の登録カードをお
持ちの方のみ利用できます。

利用時間／ 9 時〜 21 時

問／総合体育館
（☎24-4831）

期日／ 12 月７日㈯
会場／岩沼市総合体育館
参加予定選手／内海選手会長ほか
参加者／宮城・福島・岩手の３県で震災被害にあった小学生
宮城県内で活動しているスポーツ少年団の小学生
約 250 名（応募者多数の場合、抽選となります。）
参加費／無料
応募方法／ウェブサイトをご覧ください
（www.giants.jp/G/gnews/news_397726.html）
応募期間／ 11 月 13 日㈬必着
問／読売巨人軍ファンサービス部（☎ 03-3246-2708）
総合体育館（☎ 24-4831）
お申し込み/お問い合せ先
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総合体育館の臨時職員 総合体育館で勤務する臨時職員を募集します。対象／夜間および土・日曜日に勤務できる大学在学
中の学生
（4年生）
か卒業した方 勤務内容／総合体育館に係る全般業務 雇用期間／平成26年3月
広報いわぬま2013.11月号
を募集します
31日㈪まで 人数／若干名 詳しくはお問い合わせください。問／総合体育館（☎24-4831）

