
　

八日市場幼稚園 八日市場イ2394番地

八日市場保育所 八日市場イ2353番地1

※全ての「指定避難所（一次避難所）」が「指定緊急避難場所」を兼ねています。

総 人 口 6,227人

老年人口（高齢者人 口） 2,097人 33.7%

匝瑳市地区別防災カルテ 地区名：中央地区

67人

362人要 援 護 者 台 帳 登 録 者 数

要援護者支援者登録 者数
支援者がいない要援護者の数

支援者がいない要援護者の割合

584人

18.6%

高 齢 化 率 33.7%

敬愛大学八日市場高等学校

世 帯 密 度 313.5世帯/㎢

労働者人口（労働人 口） 3,497人 56.2%

年 少 人 口 （ 児 童 人 口 ） 633人 10.2%

2.居住者に関する指標：児童人口　0歳～14歳　労働人口　15歳～64歳　高齢者人口　65歳以上

人 口 密 度 773.5人/㎢

地 区 人 口 6,227人

6.医療機関

548

～H25年3月

410

133

その他：

八日市場イ2523番地 72-0307

72-0301

72-0636

73-0200

79-6480

73-2334

寺本歯科医院

若潮町8番地2

八日市場イ1978番地

井橋歯科医院

若潮歯科医院

7.建物の状況：総数については建築年不明を含む
　　　　 　　  　　内訳数については建築年が判明しているもののみ集計

　　給油取扱所・一般取扱所 14箇所

　　屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所 13箇所

4.危険箇所、危険物施設の現況：土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、
土砂災害危険箇所、河川・津波浸水被害想定区域・危険物施設等

　　八日市場イ・八日市場ホ

２　土砂災害危険箇所（急傾斜）

　　八日市場イ・八日市場ホ・八日市場ハ・八日市場ロ 21箇所

8箇所

１　土砂災害警戒区域

３　危険物施設等

天神山公園 都市公園 63,522㎡
そうさ記念公園 都市公園 34,487㎡

3.公園

公園名称 種別 供用面積 公園名称 種別 供用面積

若潮公園 都市公園 2,591㎡

天神山下公園 都市公園 1,476㎡

合 計 2,524世帯 6,227人 3,007人 3,220人 2.5人/世帯

八日市場ドーム 八日市場ハ793番地1

指定避難所（二次避難所）

72-0021

指定避難所（二次避難所）数
八日市場公民館 八日市場イ2402番地

72-1238

八日市場ロ 138世帯 346人 167人 179人 2.5人/世帯 市民ふれあいセンター 八日市場ハ793番地35

八日市場小学校 八日市場イ2311番地

73-0753

八日市場勤労青少年ホーム 八日市場イ2030番地2.6人/世帯

八日市場イ 1,154世帯 2,884人 1,390人 1,494人

八日市場ハ 504世帯 1,192人 593人 599人

若潮町 159世帯 405人 197人 208人
1,091人 517人

2.4人/世帯

574人
八日市場ニ

そうさ記念公園 八日市場ハ565番地1

匝瑳市マザーズホーム 八日市場ホ2016番地 79-1333

指定緊急避難場所数 6箇所

2.5人/世帯 指定避難所（一次避難所）数 4箇所

166人 2.1人/世帯

73-4515

1.対象となる町丁区（地区面積　約8.05㎢） 5.避難所・避難場所 8.既往災害の履歴：(平成23年3月11日の東日本大震災～)　　　　　　　　　　　Ｈ28.1月現在

小字名 世帯総数 総人口 男人口 女人口 １世帯あたり人員 備考 名称 所在地 電話番号 時期 事項

2.5人/世帯

住民基本台帳
H26.4.1現在

八日市場ホ 424世帯

H23.3.11

H25.9.5

匝瑳高等学校

72-0728

八日市場ロ390番地 72-1588

72-0735

指定避難所（一次避難所）

八日市場イ1630番地 72-1541

72-0442

2箇所

72-1375八日市場第二中学校 八日市場イ1687番地

指定緊急避難場所

145世帯 309人 143人

9.防災上の課題・留意事項等

H26.2.15 大雨警報　天神山公園敷地　法面崩落

H26.8.10 台風11号　法面崩落（1件）　道路冠水（4件）

H26.10.5・6 台風18号　道路への倒木（1件）　停電（八日市場イ・ロ・ハ・ニの一部）

H26.10.13・14 台風19号　停電（八日市場ハの一部）

野澤医院

佐藤クリニック

小川内科

椎名医院

石井医院

八日市場イ2399番地6 73-2245 内科・胃腸科等

さとう整形外科

内科・小児科

八日市場イ2783番地

八日市場イ2943番地

八日市場ハ574番地2

内科・循環器科等

内科・小児科

内科・泌尿器科

整形外科・外科等

外科・消化器科等

八日市場イ2735番地4 73-5567

八日市場イ412番地14

匝瑳外科医院

伊藤医院

熱田整形外科

眼科

眼科

八日市場イ49番地2

八日市場イ1994番地

73-2658

72-0032

73-2150

73-2891

72-0178

八日市場ハ791番地27

72-0261

八日市場ホ3272番地2

八日市場イ2522番地

増田産婦人科

アサヒ眼科クリニック

眼科さとう医院

椎の木台耳鼻咽頭科医院

八日市場イ2837番地

八日市場イ61番地6

73-1100

平野歯科医院

八日市場イ2489番地11

八日市場ホ3357番地2

【防災上の課題】
１　中央地区は人口が最も多い地区であり、災害時要援護者も市
　内で最多であることから、継続的な支援者の確保が重要であ
  る。

２　人口密度が最も高い地区であり、火災が発生すると延焼が拡
　大する恐れがある。幅員の狭い道路もあるため、消火栓や防火
　水槽の整備が重要である。

３　東日本大震災において、最も建物の一部損壊が多かった地区
　であり、旧耐震基準の木造建築物が多いので、建物の耐震化や
　室内における強い揺れへの対策を行うとともに発災時の避難行
　動等について確認しておくことが重要である。

４　市の中央に位置し、多くは台地であるが、土砂災害警戒区域
　や土砂災害危険箇所に指定されている箇所が29箇所あリ、崖地
　周辺の住家は、大雨時の崖崩れに対する警戒が必要である。

【留意事項等】
１　地震対策としては、昭和５６年５月末以前に着工された住宅
　等は耐震性が低い可能性があるため、耐震補強工事を行う。

２　室内の地震対策としては、家具に転倒防止器具を取付け固定
　することや、ガラスが割れても飛散しない防止フィルムをガラ
　ス面に貼る。

３　避難時はヘルメットや頭巾等（ない場合は手荷物やカバン）
　で頭を保護し、あらかじめ準備した災害用備蓄品を持って履き
　なれた運動靴で迅速に避難する。

４　土砂災害対策としては、本カルテの裏面図を活用し、あらか
　じめ土砂災害危険箇所等の危険箇所を把握し、避難場所や避難
　の道順等を確認しておく。

５　台風や大雨等によって崖崩れの発生する危険性が高くなった
　場合は、テレビ、ラジオ、防災行政無線等で土砂災害警戒情報
　を知らせているので、発表された際はすぐに避難できるように
　しておく。

八日市場ホ3239番地

総数 5,368 1,897 1,864

檜垣内科循環器科医院 八日市場イ16番地1 73-3311 内科・外科・胃腸科等

東葉クリニック 八日市場イ56番地3 73-2552 内科・循環器科等

福島医院 八日市場イ202番地1

眼科

耳鼻咽頭科

産婦人科

川村眼科医院

内科・精神科等

72-1147

79-1116

72-0316

72-2332

72-0308

72-0701

73-5582

72-3533

八日市場ホ3292番地

八日市場ハ686番地

八日市場イ217番地3

藤田病院

宇井歯科医院

3 3 0 0

八日市場ロ273番地

5

脳神経外科等

72-1110 整形外科等

歯科

歯科

歯科

歯科

歯科

歯科

歯科

八日市場イ193番地

格心堂歯科医院

仁寿堂歯科医院

鈴木歯科医院

鈴木歯科医院

1-2F 1,047

国保匝瑳市民病院 八日市場イ1304番地 72-1525 内科・外科・整形外科等

なし

72-0175 内科・小児科等

歯科

歯科

377 439

3-5F 94 53 34

木造

非
木
造 6F以上

　　　　　道路への倒木（3件）　電線への倒木（1件）　冠水（6件）

H25.10.20 大雨警報　冠水（5件）

構造 総数 S56年6月以前 ～H12年6月

4,224

東日本大震災　住家　　全壊（3棟）　半壊（7棟）　一部損壊（505棟）

　　　　　　　非住家　全壊（3棟）　半壊（2棟）　一部損壊（127棟）

　　　　　　　損壊建物の内、7棟に液状化被害が発生

H23.7.19 台風6号　道路冠水（4件）住家の床下浸水（八日市場イ　1件）

大雨・洪水警報　道路冠水（7件）
H25.10.15・16 台風26号　住家の一部損壊（4棟）　崖崩れ・土砂崩落（1件）

1,464 1,391

医療機関名 所在地 電話番号 診療科目

10.2% 

56.2% 

33.7% 

児童人口 労働人口 高齢者人口 

【中央】



　

匝瑳市地区別防災カルテ 地区名：中央地区

ハザードマップ

  匝瑳市マザーズホーム 

そうさ記念公園 

八日市場勤労青少年ホーム 

【中央】


