会長：天野正幸 幹事：倉持政宏
例会：木曜日 12:30～13:3０（夜間例会 18:00～） 会場：三高サロン
事務局：〒346-0003 久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F

司会：木村会員

命を守るためにどうする？」と書かれたチラシ、
『
「浸水

開会点鐘

ナビ」で自宅や職場の浸水状況をイメージしておきまし

会長挨拶 天野会長員

ょう』と書かれた久喜市ホームページを印刷したもの、

皆さん

以上 3 点を配布させて頂きました。

こんにちは。先月 10 月 25~26
日は、親睦旅行で新潟に行っ

テーマは「久喜市の防災の現状」とさせて頂いており

てきました。現地では、元会

ますが、本日は、特に、洪水に絞ってお話しさせていた

員の岡崎先生ご夫妻と再開

だきます。

し、楽しいひとときをすごしました。後日、岡崎先
生からご丁寧な御礼状をいただきました。
未だ、コロナ感染は心配な日が続きます。様子をみ
ながら、今後の予定を考えていきたいと思います。
皆様のご協力を宜しくお願いします。
誕生祝い★11 月

さて、台風の発生や日本上陸が多い７～１０月の「台
風シーズン」で今季、台風の上陸が一つもありませんで
した。私が防災に直接的に携わることとなったのは４年
前からですが、台風が関東地方に接近するたびに市役所
において待機し、時には泊まり込みもして非常事態に備
えておりまして、年を重ねるにつれ、台風シーズンは何
もないことを願うようになっています。
（台風シーズンに限らず、いつも地震が起こるなと思
っております）
今年１月以降でも日本上陸はゼロで、台風の上陸がな
いのは、２００８年以来１２年ぶりとなるそうです。
日本上陸とは、台風の中心が九州、四国、本州、北海道

小柳会員：ロータリーに入会し3年目になりました。こ

の本土四島の海岸線に達した場合をいうそうで、気象庁

れから存在を発揮していきたいと思います。今後とも

によると、年平均で約３個上陸するとのことですが、今

よろしくお願いいたします。

年は１０月末までゼロでした。

田村会員：59歳になりました。先週から岐阜から8ヶ月

主な要因は、観測史上初めて７月に台風が発生しなか

の女の子の孫娘がきております。い

ったことに加え、８～９月上旬に太平洋高気圧が西に張

いお土産ができました。

り出して日本付近を覆い、台風の進路を妨げたことが挙

松崎宏会員

げられるそうです。

卓 話
久喜市役所

特に８月はフィリピン近海で海面水温が高く、上昇気

市民部

消防防災課

菊地諭 様

「久喜市の防災の現状について」

流が発生し、日本付近で下降気流となって太平洋高気圧
が強まり、日本方面に向かう台風は東シナ海を北上しま

みなさん、こんにちは。

した。１０月には台風が７個発生し、同月としては過去

ただいまご紹介いただき

最多タイとなりましたが、日本まで北上せずに貿易風で

ました、久喜市消防防災課

西に流された台風が多かったようです。

の菊地と申します。宜しく
お願い致します。
本日は、「久喜市の防災
の現状について」お話をさせていただきます。
資料として、久喜市防災ハザードマップ、
「水害から
KUKI R.C. WEEKLY

気象庁の担当者は「気圧配置の影響など、偶然の要因
が重なった」と話しています。
台風は、赤道付近の海域で年中発生しますが、１１月
の上陸例は統計が残る１９５１年以降では９０年の１
例のみだそうで、１０月下旬に発生した台風１９、２０

号もフィリピン付近を西に向かっていて、上陸の可能性
は小さいようです。
今年はよかったのですが、昨年は台風 19 号がありま
した。皆さんの記憶にも新しいことと存じます。

することができます。
浸水する可能性がない
場所やマンションの上層
階等では自宅にとどまる

荒川や利根川の水位が上昇し、氾濫するおそれがあり、 在宅避難を推奨します。
市としてはじめてとなる避難情報を発令し、小・中学校
へ避難するようアナウンスをさせていただきました。
今まで、
「令和元年 8 月の前線に伴う大雨」や「平成
30 年の西日本豪雨」
、
「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」な
ど、報道等で見聞きしていた場面が現実のものとなるか

最終的には浸水のおそ
れが低い避難所に避難す
ることとなります。
しかし、先ほどから、久
喜市全域が浸水すると申し上げております。

も知れなくなったのです。もはや、災害が身近なものに

どこへ避難したらよいのでしょうか。

なり、行政もさることながら、市民の皆様、民間事業者

久喜市防災ハザードマップでは、久喜市の全域につい

の皆様の対応が台風 19 号を境にがらりと変わったので

て、浸水深がどのくらいになるのかを示しております。

はないかと思っております。
そのようなことで、今年の 9 月に広報くきに織り込む
形でこちらのチラシを全戸配布させて頂きました。ご覧
下さい。

11 ページをご覧下さい。浸水深ランクとして、0．5
ｍ未満、0．5ｍ以上 3ｍ未満、3ｍ以上 5ｍ未満、5ｍ以
上と 4 種類の色分けをしております。
それぞれの浸水深ランクについて、一戸建てやオフィ

もし仮に、利根川が氾濫したら久喜市はどうなるのか、 スビル、学校などに分類して建物の階層ごとの安全性が
また、利根川の氾濫の危険性がたかまったらどうするの
かというのを説明したものです。利根川が氾濫すると、
久喜市の全域が多かれ少なかれ浸水致します。
特に、利根川に近い栗橋地区では 95％以上が浸水の

分かるようになっております。
また、14 ページ以降には、市内の浸水想定が地図に
落とし込んでありまして、避難所ごとに使用できる階層
が記載されています。

深さが 2 階床上まで達し、ほとんどの方が家にとどまる

（27 ページ）

ことはできません。

ここでは、赤い斜線に覆われた地域がございます。

鷲宮地区でも 80％以上は家にいては危険ということ
が書かれております。
また、地域によって浸水のタイミングが異なってきま
す。
どこで堤防が決壊するかにもよりますが、利根川に近
い地域ほど早く浸水します。

これは、家屋倒壊等氾濫想定区域といいまして、堤防
が決壊した際に家屋を倒壊させるような激しい流れが
発生するおそれがあり、安全な場所に速やかに確実に立
ち退く必要がある区域です。
木造家屋は押し流されてしまうという想定で、国が指
定している区域であり、鉄骨だといっても必ずしも安心

栗橋地区は氾濫発生後 1 時間で浸水し、鷲宮地区には

とは限りませんので、自宅や事業所がこの範囲にある場

約 3 時間、久喜地区の多くも 6 時間で浸水、ゆくゆくは

合は、浸水深に関わらず、原則として区域外に避難をす

菖蒲地区にも達し、久喜地区全体が浸水していきます。

る必要があります。

では、利根川が氾濫する危険性が高まったら、どうす

（47 ページ）こちらは、浸水到達時間を表していま

ればいいのでしょうか。その場にとどまっていれば、命

す。４７ページは久喜市栗橋の利根川橋付近で堤防が決

に関わる危険があります。

壊した場合、４８ページは行田市の方で堤防が決壊した

洪水から命を守るには、水が来ないうちに、水が来な
いであろうところに逃げることしかありません。
最近、「自分の命は自分で守る」という言葉がよく言
われるようになってきました。
まさに、その通りであります。
気象情報等で大型の台風が近づいてくることやどの
くらいの雨が降るのかなどは予測ができますので、「今

場合を表しています。
決壊する場所により、洪水が到達する時間、洪水の流
れる方向が異なることがわかりますが、いずれの場合で
も久喜市はほぼ全域が浸水することがわかります。
（51 ページ）こちらは、浸水継続時間といいまして、
浸水深が 50ｃｍを超えてから 50ｃｍを下回るまでの最
大の時間です。

回は危ないかも」など、危険を感じたら、浸水のおそれ

栗橋地区には２週間以上というところもあり、栗橋地

が低い地域の親戚・知人宅や宿泊施設・勤め先等へ避難

区のほとんどと、鷲宮地区や菖蒲地区の半分くらいは１
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週間から２週間は水が引かないという結果が見て取れ

だいておりますが、全員が避難できるスペースはありま

ます。

せん。ましてや、栗橋地区の学校などでは、高さ的には

この浸水継続時間は、その場所で安全な避難ができる
かどうかを見極める重要な指標になります。
そのことについては、後程触れさせていただきます。
（11 ページ）凡例に示してある浸水心のランクの目
安をご覧ください。
ハザードマップで分かるのは、ある程度の浸水深の範
囲です。
5ｍ以上といっても、5．2ｍであれば、オフィスビル

避難は可能で一時的には命を守ることができますが、２
週間近くも水が引かずに救助を待つこととなります。
市としては、あまりお勧めできる避難の方法ではあり
ません。
しかしながら、浸水継続時間が短く、高さのある公共
施設というのも数に限りがあり、非常に厳しい状態です。
そこで、事業者の皆様にお願いでございます。
皆様の事業所において、浸水が想定されていない場所

の 3 階以上は安全、5．8ｍであれば 3 階も危険という

に会議室等、避難者を受入れ可能である場所があれば、

ことになり、安全かどうか判断ができません。

たとえそれが１０人程度であったとしても受入れて頂

また、どのくらいの間、浸水が継続するのかもはっき
りしません。

きたいと言うことです。
社外の一般的な避難者の受け入れはちょっと難しい

そのようなときに、ピンポイントの場所の浸水深や浸

という場合においても、例えば社員の方のご家族などに

水継続時間が調べられるのが、「浸水ナビ」というもの

ついては会社に避難してきてもよいとして頂ければ、非

です。

常に助かります。

こちらは、インターネット上で調べて頂くことになり
ますが、久喜市ホームページでもご紹介しています。

先ほども、危険を感じたら勤め先等へ分散避難と言わ
せて頂きました。このことでございます。

こちらは、久喜市役所について調べたものでございます。

このような状況に加え、現在は、新型コロナウイルス

河川の破堤点から浸水がどのように広がっていくの

感染症対策ということで、密を避けなければなりません。

か、どのくらいの深さまでどのくらいの時間で浸水して

今まで以上にスペースが必要であり、場所が足りない状

いくのかがアニメーションやグラフで視覚的にわかり

況となっております。

ます。

民間事業者である皆様には、是非、これらのことをハ

（裏面）この場合、久喜市役所は利根川が破堤してか

ザードマップで確認していただき、可能であれば、市民

ら、６時間５４分後に浸水開始となり、最大浸水深にな

の避難先として、収容のご協力をお願いできればと存じ

るのは、１６時間３０分後、０．５ｍ以上の浸水継続時

ます。

間は２０時間５４分と知ることができます。
是非 1 度お試しになって頂き、皆様の事業所やご自宅

災害対応は、行政だけではできません。
まず、命を守るためには、一人一人が行動を起こして

などご確認して頂きたいと存じます。

いただき、
「自分の命は自分で守る」ということを実践

久喜市における洪水からの避難の現状について

していただかなければなりません。

ハザードマップをご覧になれば明白ではございます
が一般家庭で家にとどまって安全が確保できる、「在宅

また、地域の方々が自分たちの地域を守るために助け
合いを行っていただくことが必要です。

避難」が可能となるところは限られるということです。

民間事業者の方々にも市と災害時応援協定を締結し

具体的に申し上げますと、２階建て以上の住宅で、浸

ていただき、いろいろと力になっていただいております。

水深が３ｍ以下、浸水継続時間が３日以内がその目安に
なります。

皆様のなかでも、さくら観光バス株式会社様には「帰
宅困難者等のバスによる避難や施設及び車両を一時避

先ほども申し上げましたが、栗橋地区では 95％以上

難施設として提供していただく協定」を、有限会社久喜

鷲宮地区でも 80％以上が在宅避難はできない解析結果

葬祭社様には「葬祭用品の供給並びに遺体の収容・保全・

となっています。

処置・安置・搬送等の協力」の協定を、株式会社きのえ

在宅避難ができない方は、どこかへ避難しなければな
りません。
市が指定している小中学校などの避難所においても、

ね様には「帰宅困難者の受け入れ」の協定を、株式会社
トミタモータース様には「ドローンによる情報収集」の
協定を締結していただいております。

避難場所として安全を保てる場所は場所によって２階

本日お集りの皆様におかれましても、もし、事業所の

以上や３階以上とハザードマップにも記載させていた

会議室を提供できるのではといったお話や、立体駐車場
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や屋上駐車場があり、車中泊で利用可能ではないかとい
ったお話し、それ以外のことでも、災害時にご協力いた

2770 地区大会

11 月 15 日 in 川口リリア

だくことがあるのではないかといったことがあれば、ご
協力をお願いしたく、ご検討をお願いいたします。
お願い事ばかりしかなく恐縮ですが、万一災害が発生
した際、または発生するおそれがあるときには、まずは、
皆様ご自身の安全を確保していただき、また、事業者と
して社員の安全を確保していただいた上で、地域の安全
を守るために、ご協力をよろしくお願いしまして、本日
の私の話を終わらせて頂きます。ありがとうございまし
た。

委員会報告
◎会報・雑誌委員会 飯島委員長
「ロータリーの友」１１月号より

幹事報告 倉持幹事
◆通常例会（三高サロン）点鐘 13 時 30 分 ＊食事なし
月

日

例会

卓

話

12（木） 振替→15 日
11

15（日） 地区大会
26（木）

夜間

川口リリア

中止

⚫

11 月 19 日(木)親睦ゴルフ

⚫

Rotary レート 11 月

烏山城 C.C.

1$＝104 円

スマイル報告 天野会長：よろしくお
願いいたします／倉持会員：本日もよ
ろしくお願いいたします／田村会員：
プレゼントありがとうございます／
小柳会員：お花ありがとうございま
す。本日もよろしくお願いします／尾崎会員：親睦旅行
行ってきました。当日の誕生祝いありがとうございまし
た／中山会員：旅行楽しかったですね／林会員：本日も
よろしく／進藤会員：地区ゴルフシニアの部ベスグロ、
久喜ライオンズチャリティーゴルフベスグロでした／
伴会員：本日もよろしく／大塚会員：今日もよろしく／

理事会議事録 11 月 5 日(木)例会終了後

木村会員：今日もよろしくお願い

●プログラム（卓話）
：12/3 中村会員 12/10 梅田市長

します／平澤会員：今日もよろし

1/7 財団 1/21 ボーイスカウト承認●地区大会 11 時 30

く金沢会員：本日はありがとうご

分アスター集合（参加希望者のみ）承認●11/26 夜間

ざいました（順不同、敬称省略）
本日（11/5）

累計

34,000 円

415,000 円

例会中止⇒入浴券配布承認●親睦ゴルフ集合久喜体育
館駐車場に変更承認●ボーイスカウトへの補助金 5 万
円承認●米山特別寄付 5 千円×会員承認

出席報告 尾崎会員
定員

免除

出席

MC

欠席

出席率

49

11

25

8

4

86.84％

閉会点鐘
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2020-21 年度 会報・雑誌委員会
飯島誉夫・渡辺里史・島先良衛・伴光治

