
　　　　　項目 記載箇所 　　　　　タイトル ご意見 市の考え(対処方法、マップへの反映方法) 修正の有無 回答部署

①記載内容や文
章、文字などの修
正について

情報面① 要望 地区名の追加
表紙の写真がどこか地名を入れてほしい。（北
区白新町，早通など）

ご要望のとおり、表紙の写真に地名を記載し、
修正いたします。

〇 下水道計画課

情報面① 要望 地区名の追加
表紙の浸水実績写真に地区名を入れたらどう
か。

同上 〇 下水道計画課

情報面① 要望 修正箇所について

浸水ハザードマップを折り畳んだ状態で表紙の
部分、保存版の下の文字(いざという時～)を赤
色にする。
その下の(河川の堤防の～)を赤色にする。

できる限り文字が明瞭になるように修正いたし
ます。

〇 下水道計画課

情報面⑧ 提案 浸水予防情報について 工事助成金制度を知らない人が多いのでは?
広報も活用しながら、浸水ハザードマップでも合
わせて市民の皆さんへお知らせしています。

－ 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 感想 マップの背景について
背景と文字の色が両方緑色系統なので目立た
ない。

できる限り地図の鮮明度を上げて浸水深の境
界、道路等が明瞭になるように修正いたしま
す。

〇 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 要望 マップの背景について
住民の関心は自宅付近の状況なので、地図の
線をもう少しはっきりわかるように色を濃くして
欲しい。

同上 〇 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 提案 地図面の色合いについて
マップの色が見にくい。北区ではあまり大きい浸
水区域は無いため、もっと濃い色にしてはどう
か。

同上 〇 下水道計画課

地図面⑨ 要望 河川の着色について

駒林川の着色と抜けている。青色で着色してほ
しい。
橋の名称は、地図を見る時に必要な情報なの
で記入してほしい。

ご要望のとおり、地図面記載の駒林川と派川加
治川は青色に着色して修正いたします。
また、主な橋梁名についても記載します。

〇 下水道計画課

地図面⑨・⑬・⑭ 指摘 避難場所名称について
避難所の名称が間違っている。光晴小→光晴
中。豊栄ふれあいセンターの名称が、葛塚コ
ミュニティセンターに変わった。

ご指摘のとおり、避難所の名称については最新
の情報に修正いたします。

〇 下水道計画課
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　　　　　項目 記載箇所 　　　　　タイトル ご意見 市の考え(対処方法、マップへの反映方法) 修正の有無 回答部署

①記載内容や文
章、文字などの修
正について

地図面⑨・⑬ 要望 アンダー記号の追加
福島潟放水路の側道のアンダーの部分は浸水
する可能がある。

ご要望のとおり、冠水の恐れのあるアンダーパ
ス箇所を追加して修正いたします。

〇 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 要望 主要道路・橋の名称の追加 主要道路、橋の名称を記入してほしい。
ご要望のとおり、主要道路（高速道路・国道）や
主な橋の名称を記載して修正いたします。

〇 下水道計画課

地図面⑨ 情報提供 道路冠水箇所の情報
島見町バス通り・濁川線が年に2・3回湛水しま
す。(島見町404～471)の区間です。

お問い合わせの区域について精査を行い、記
載の内容を浸水想定区域として修正いたしま
す。

〇 下水道計画課

地図面⑨・⑩ 情報提供 道路冠水箇所の情報
浸水箇所が表記されていない、浸水区域が小さ
い。(松浜5丁目・松浜8丁目)

同上 〇 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 提案 地図の大きさについて
北区全体の地図も必要であるが、各地区別の
拡大版も必要と思われます。(現在のものでは
小さくて見難いです。)

地図については、紙面の都合から現在の大きさ
とさせていただいていますが、浸水範囲や浸水
深が広い地区につきましては、拡大して表示す
るように修正いたします。また、北区全域を分
割・拡大したものを、新潟市のホームページで
掲載します。

〇 下水道計画課

地図面⑨ 提案 地図の大きさについて
浸水の恐れのある地域(早通・葛塚)について
は、拡大表示してもらった方がわかりやすいと
思います。

地図については、紙面の都合から現在の大きさ
とさせていただいていますが、ご提案の浸水範
囲や浸水深が広い地区につきましては、拡大し
て表示するように修正いたします。

〇 下水道計画課

地図面⑪ 要望 拡大図表示範囲の変更 濁川中学校近辺を拡大してほしいです。
ご要望のとおり、紙面の拡大図について、濁川
中学校周辺まで範囲を広げ、表示するように修
正いたします。

〇 下水道計画課

地図面⑪ 要望 地図の大きさについて
地図が細かすぎる。濁川地区で一枚にはできな
いか？

地図については、できるだけ大きくするようにし
ておりますが、紙面の都合から現在の大きさと
させていただいています。
また、北区全域を分割・拡大したものを、新潟市
のホームページで掲載します。
地域別に使用される場合には、こちらのご活用
をお願いします。

－ 下水道計画課
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　　　　　項目 記載箇所 　　　　　タイトル ご意見 市の考え(対処方法、マップへの反映方法) 修正の有無 回答部署

①記載内容や文
章、文字などの修
正について

地図面⑨ 要望 地図の大きさについて 南浜地区だけの拡大図が有ると良い。

地図については、できるだけ大きくするようにし
ておりますが、紙面の都合から現在の大きさと
させていただいています。
また、北区全域を分割・拡大したものを、新潟市
のホームページで掲載します。
地域別に使用される場合には、こちらのご活用
をお願いします。

－ 下水道計画課

地図面⑩ 要望 地図の大きさについて
松浜地区の浸水想定区域の地図は大きくA4版
に拡大してほしい。

同上 － 下水道計画課

地図面⑩～⑬ 提案
地図面の表記方法
・ハザードマップの配布
方法について

拡大マップは必要ないと思われる。
全体図を大きく見やすくするか、全体図は
小さく各地図ごとの拡大マップを配付。

同上 － 下水道計画課

地図面⑨・⑪ 感想 地図の大きさについて
当地区(松潟)は全体図、拡大図も小さく見えな
い。

同上 － 下水道計画課

地図面
情報面全般

感想 ハザードマップ全般について 詳しくよく出来ています。現状で良いです。 貴重なご意見として承ります。 － 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 感想
アンダーパスの表示につい
て

アンダーパスのマークと避難番号の色が同じな
のでわかりづらくなっている。

地図面の浸水深等の表示とのバランスを考え、
このままの表示とさせていただきます。

－ 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 感想 浸水深の着色について 浸水区域の着色が薄く、範囲が不鮮明。
できる限り地図の鮮明度を上げて浸水深の境
界、道路等が明瞭になるように修正いたしま
す。

〇 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 感想 浸水状況について 浸水状況は、概ねOK 貴重なご意見として承ります。 － 下水道計画課

地図面全般 提案
地図面に表記する情報につ
いて

分かりやすく、地域（現場）に合ったものに。
北区全体のマップでなく、地域ごとのマップで皆
さんが興味をもって見てもらえるようなマップで
あってほしい。(例　地域名称・字丁名称の追記)

現在は、地図面が煩雑になる事を避けるため、
代表的な道路名(高速道路・国道)、ＪＲ路線名、
河川名、橋梁名および主な建物のみ記載して
おります。

－ 下水道計画課
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　　　　　項目 記載箇所 　　　　　タイトル ご意見 市の考え(対処方法、マップへの反映方法) 修正の有無 回答部署

①記載内容や文
章、文字などの修
正について

地図面⑭ 提案 地図面の構成について
避難所一覧等マップから表面へ、拡大1/2，全
体図1/2でどうか

公表済みの他の区と同じ様式を採用しているた
め今回は修正できませんが、今後の課題とさせ
ていただきます。

－ 下水道計画課

地図面⑨ 提案 文字について

マップ上の避難所名の文字が大きいため、地図
が見えない箇所がある。避難所一覧が別記さ
れているので、文字を小さくするか、カットしてよ
いのでは。

できるかぎり、浸水範囲と避難所名が重ならな
いように、引出し線で対応します。

〇 下水道計画課

地図面
情報面全般

提案 文字について もう少し太字でわかりやすくすると良い。

文字については、できるだけ大きくするようにし
ておりますが、紙面の都合から現在の大きさと
させていただいています。

－ 下水道計画課

地図面⑲ 提案 地図面の構成について

広げて地図面を貼ることを想定し、「新潟市浸
水ハザードマップとは」欄の(3)に『河川の堤防
の決壊などによる洪水の場合は「洪水ひなん地
図(平成18年3月)」を参考にしてください』の一文
を追加し、赤字で強調する。

公表済みの他の区と同じ様式を採用しているた
め今回は修正できませんが、今後の課題とさせ
ていただきます。

－ 下水道計画課

地図面
情報面全般

提案 ハザードマップ全般について
かたい感じで若い人にはいらないものだと思わ
れるので工夫してほしい。

貴重なご意見として承ります。今後、平易な文
章表現にするよう努力します。

－ 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 提案 浸水深について

浸水深0.3～0.4ｍの地域は別途町名で上げて
もらえるとわかりやすい。年寄りは地図を見れ
ないが、町名で避難場所・逃げる方向を探せ
る。

現在は、地図面が煩雑になる事を避けるため、
代表的な道路名(高速道路・国道)、ＪＲ路線名、
河川名、橋梁名および主な建物のみ記載して
おります。

－ 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 要望 浸水深について 浸水深の色を濃くして欲しい。
できる限り地図の鮮明度を上げて浸水深の境
界、道路等が明瞭になるように修正いたしま
す。

〇 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 要望 浸水深について もっとはっきり判る着色を検討してください。 同上 〇 下水道計画課

地図面⑨～⑬ 感想 浸水深について
浸水箇所を示す色が薄い、危機感が沸いてこ
ない。

同上 〇 下水道計画課
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　　　　　項目 記載箇所 　　　　　タイトル ご意見 市の考え(対処方法、マップへの反映方法) 修正の有無 回答部署

①記載内容や文
章、文字などの修
正について

地図面⑨～⑬ 感想 浸水深について
浸水の深さの色が薄くて地図の上ではわからな
い。

できる限り地図の鮮明度を上げて浸水深の境
界、道路等が明瞭になるように修正いたしま
す。

〇 下水道計画課

地図面⑨～
⑬・⑭

要望 地盤高について
地域の主たる施設(公民館)等が海抜何ｍという
数字を地図上に入れてもらいたい。

ご要望のとおり、避難所一覧に地盤高を追加し
て、修正いたします。

〇 下水道計画課

地図面⑨～
⑬・⑭

要望 地盤高について 浸水と標高を同じ地図上で表示して欲しい。
高さを表す「地盤高」と深さを表す「浸水深」を同
一に扱えないため、現在の表示とさせていただ
きます。

－ 下水道計画課

地図面⑭ 要望 地盤高について 避難所の地盤高を表示できないか。
ご要望のとおり、避難所一覧に地盤高を追加し
て、修正いたします。

〇 下水道計画課

②避難関連につい
て

地図面⑭ 提案 避難所の名称について
南浜地区の旧埋蔵文化センターの名称を旧太
郎代小学校に変更しては？

北区あんしんガイドブックの記載内容と整合を
図っておりますので、このままの表示とさせてい
ただきます。

－ 下水道計画課

地図面⑭ 提案 避難所について
避難所一覧に浸水深が表示されているが避難
所が浸水するとの誤解を招くのでは？

着色は避難所周辺の道路の浸水深を表してお
ります。

－ 下水道計画課

情報面⑥ 質問
避難準備情報・避難勧告の
発信について

阿賀野川の水位により避難命令・勧告が発信さ
れると思うがその基準は？

阿賀野川の場合、避難準備情報を出す際の目
安となる水位（避難判断水位）は右岸7.80m・左
岸8.00mになります。
また、避難勧告を出す際の目安となる水位（は
ん濫危険水位）は右岸8.30m・左岸9.00mになり
ます。

－ 危機対策課

情報面⑦ 情報提供 災害情報について

昨年の春以降雨が続き、新崎・濁川 他にテレビ
に避難準備情報が表示されました。
阿賀野川もかなり水が出ています。
JR白新線のダイヤは遅れることもなく正常に
走っています。TVの文字が気になりました。

貴重なご意見として承ります。 － 下水道計画課

③配布について
地図面

情報面全般
提案 浸水被害時の対応策について

最小枚数を全戸配布できれば関心も高まるの
では？

北区内の全世帯へ配布します。 － 下水道計画課
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　　　　　項目 記載箇所 　　　　　タイトル ご意見 市の考え(対処方法、マップへの反映方法) 修正の有無 回答部署

③配布について
地図面

情報面全般
要望

ハザードマップの回覧・貼り
出し

町内会に回覧がほしいです。
皆さんが集まる場所にポスターとして貼って置
きたいです。

北区全域を分割・拡大したものを、新潟市の
ホームページで掲載します。
地域別に使用される場合には、こちらのご活用
をお願いします。

－ 下水道計画課

④その他 － 質問
排水機場の稼働条件につい
て

胡桃山排水機場の稼働条件は？
胡桃山排水機場は、機場への分流地点の新井
郷川の水位が10cm以上になると稼働し、阿賀
野川に排水します。

－ 下水道計画課

－ 要望 浸水(水害)への備えについて
高齢者は自力での備えが難しい。(例　土のうの
準備)

北区役所建設課、または消防団・消防署で資材
は準備していますので、お問い合わせ願いま
す。また準備作業に人手を要する場合もご相談
ください。

－ 北区役所建設課

－ 質問
建設するポンプ場の完成時
期について

北区松浜みなと地区に今後建設するポンプ場
はいつ頃完成か?

ポンプ場が完成するまでには、管渠工事やポン
プ場の土木工事、建築工事および排水ポンプ
の機械・電気設備工事などで約１０年程度の事
業期間が必要となります。

－ 下水道計画課

－ 感想 浸水深について

私の記憶では旧新潟市のあちこちで床上(？)床下
浸水があり、旧豊栄市も同様でした。我が家(川西2
丁目)の車庫は道路とほぼ同じ高さですが朝方出て
みると車庫に置いていたタイヤが道路一面に流れ
ていくのを必死になって拾い確保しました。
近所では多くの方の車が水没し廃棄になった様で
す。
(私は高い所に車を避難し免れました)
その後数時間、近くの道路は水没していたので仕
事にも行けませんでした。
この事から推測すると周辺地区はほぼ道路が水没
し、宅地や田畑も道路面と高低差の少ない所は浸
水したでしょう。それも相当広範囲に・・・
マップ案はスケールが小さいので判然としません
が、
浸水しているのはほぼ30以下で、しかも道路が大
部分のようです。
上記の記憶に比べ余りにも浸水範囲が少ないと言
う印象です。
(実績が反映されているとは思えない！！)
その後の浸水対策の進捗を加味しても同様な感
想・印象はぬぐえません

貴重なご意見として承ります。
平成10年8月4日当時は時間最大雨量97㎜の
豪雨で広範囲に浸水被害をもたらしましたが、
平成15年3月に開通した福島潟放水路の効果
により新井郷川の水位が平成10年8月4日豪雨
時より低下してスムーズな排水が行われている
ため、シュミレーションによる想定結果は浸水実
績区域より浅くなっています。

－ 下水道計画課

－ 質問 問い合わせ先について 下水道・道路側溝に関する問い合わせ先は？
下水道に関しては東部地域下水道事務所北下
水道課に、道路側溝に関しては北区役所建設
課にお問い合わせください。

－

東部地域下水道事務所
北下水道課

・
北区役所建設課

－ 質問 問い合わせ先について
側溝の工事発注を見てみると建設課となってい
ることが多い。
下水道課と建設課の色分けがよくわからない。

同上 －

東部地域下水道事務所
北下水道課

・
北区役所建設課
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1.新潟市北区ハザードマップ情報面(全体) 
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2.新潟市北区ハザードマップ地図面(全体)  
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