
後期高齢者医療保険料は
税金の所得控除の対象

「足立区福祉110番
（年次報告書）」を公表

障がい者福祉手当（区制度）・
難病患者福祉手当の定例払い

■対象等＝▷特別徴収（年金天引き）の方…本人の控除として申告可　▷口座振替の
方…口座名義人の控除として申告可■問い合わせ先＝資格収納係	 ☎3880-6041

■内容=8月～11月分の手当を指定の口座に12月13日ごろ振り込み■問い合わせ先＝▷身体・知的障がい者、難病患者…障がい福祉
課	障がい給付係　☎3880-5472　▷精神障がい者…中央本町地域・保健総合支援課	精神保健係（足立保健所内）	 ☎3880-5357

足立区福祉サービス苦情等解決委員会に寄せられた苦情・相談の内容を分析し、サービス改善のために区や事業者が努力すべ
き点などを公表　※区政資料室や図書館、区のホームページで閲覧可■問い合わせ先＝権利擁護推進係	 ☎3880-5982
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区・広報番組でも特集

関東や甲信、東北地方などで記録的な豪雨をもたらし、甚大な被害をまねいた台風第19号。
足立区では初めて区内全域に「避難勧告」を発令しました。
今号では、台風発生から過ぎ去るまでに足立区で起きた事実から「見えた課題」と「今後の対策」
について考えます。

問い合わせ先 災害対策係　☎3880-5836

避難者数は12日の午後10時ごろにピークに
達し、最も多かった足立小学校では1,287人
が避難しました。

あの日何が起きていたのか、インタビューを通して振り返ります。
※�12月14日㈯からJ:COMチャンネル足立（11c

チャンネル
h）で放映、12月20日㈮

から「動画�d
デ
e�あだち（Y

ユ ー チ ュ ー ブ
ouTube）」で配信スタート

33,17233,172人が避難

河川敷施設などに
甚大な被害

区で初めてすべての区立小・中学校※を避難
所として開設。さらに、大学や都に依頼して、

緊急避難建物とし
て施設を開放して
いただきました。
※…�新田学園（第
二校舎）を除く

◀��暴風でなぎ倒された
街路樹

◀�避難所内へ入るために
　順番待ちの列ができた

▲�地域の方と協力し避難所運営を行い、多くの避難者
を受け入れた（足立小学校）

▲大量のゴミが河川敷に▲�木や標識が水没寸前

区内では倒木・折枝80本、雨漏り・水濡
れ37件など、計194件の被害がありまし

た。また、停電は
3,567世帯で発生
（10月16日現在の
区の把握数）。

避難用建物数・避難者数、ともに過去最大

倒れた街路樹、荒川河川敷水没
区内の被害状況

135135施設で受け入れ

見えた課題と今後の方針（案）

水防体制再構築本部

情報発信
部会

避難所
運営部会

垂直避難
部会

コミュニティ
タイムライン部会

ペット同行避難のルールの事前周知がで
きていなかった 
原則「ケージに入れ、昇降口まで」という
ルールの周知不足や、知っていても守ら
ない避難者がいたため、一部の避難所で
トラブルが発生した。 

学校整備
部会

避難所を一斉に開設
今回のように荒川氾濫が危ぶまれる場
合、区内一斉に避難所を開設できるよう、
配備計画（職員の集合・現場への派遣タ
イミング）を再構築する。 

地域住民の力を借りて避難所運営 
多くの避難者対応や備蓄物品の移動など
には、地域の協力が不可欠であるため、
地域住民と一体となった運営方法を早急
に検討する。

ペット同行避難のルールをあらためて 
作成・周知
ペット受け入れについて共通ルール化
し、事前周知を徹底するとともに、施設に
応じた受け入れ方法・場所もあらかじめ
決めておく。

コミュニティタイムラインが機能
中川氾濫を想定したコミュニティタイムラインを策定している中川地区。
避難所の一つだった長門小学校で、区長も参加し、振り返り会議を実施。
「タイムラインが早期避難に役立った」という声があった一方で、「区職員
との避難所運営の分担が不明確だった」という課題もあげられました。
区長から「震災時だけでなく、水害時も避難所運営には地域の協力が必要
だと痛感しました。今後、地域と連携する方法を検討していきます」という話がありました。

NPO法人環境防災総合政策研究機構�上席研究員
元・気象庁天気相談所長　田
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NPO法人環境防災総合政策研究機構（CeMI）は気象庁予報部署OBである気象防災の専
門家などで構成する組織で、今年の7月から、避難情報発令のタイミングや状況判断など
のサポートを受けている。今回、CeMIからの助言により、早期の避難所開設や区長による
「避難勧告発令」のメッセージ配信などを行った。
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今回の台風は過去最大級で、長時間雨が降り、荒川は氾
はん

濫
らん
寸前でした。足立区では避難所開設や避難情報の発

信が早い段階で行われたことにより、多くの区民の事前
避難につながったと思います。

地域住民と連携した避難所運営が十分に
できなかった
現在、水害時は区職員が避難所運営を行
うことになっているため、地域住民との役
割分担ができておらず、区職員のみでは
対応が追いつかなかった。 

課題 対策
台風発生後の区の動き
10/6（日） 台風第19号がマリアナ諸島の東海上で発生

10/8（火）〜10（木） 第1回〜第3回水防準備本部会議

� A
エー
-F
フ ェ ス タ
esta（あだち区民まつり）中止決定

10/11（金）
午前 9:00  第1回災害対策本部会議

午前 10:00  区のホームページを「災害用トップページ」に変更
午後 4:00  避難所を6カ所開設

10/12（土）

午前 8:00  ｢避難準備・高齢者等避難開始」発令

午前 8:00  避難所を14カ所追加開設

正午  避難所を10カ所追加開設

午後 3:00	 	 足立区全域に「避難勧告」発令

午後 3:00 以降  避難所を74カ所順次追加開設
� � ※新田学園（第二校舎）を除く、
� � 　全区立小・中学校を避難所として開設

午後 5:30  緊急避難建物を15カ所開放
午後 7:00ごろ  荒川上流部で降り始めからの雨量が
� � 400㎜に到達

午後 8:00  緊急避難建物を4カ所追加開放

午後 9:00　  緊急避難建物を2カ所追加開放

午後 9:36　	 	 綾瀬川の氾濫可能性に伴う「避難指示(緊急)」発令　

午後 10:20 以降 緊急避難建物を9カ所順次追加開放
午後 10:30ごろ 風雨が弱まり始める

10/13（日）
午前 6:00　  綾瀬川の氾濫可能性に伴う「避難指示(緊急)」解除

午前 8:00　  緊急避難建物をすべて閉鎖

午前 11:30　  第14回災害対策本部会議

午前 11:30　  足立区全域の「避難勧告」解除

午前 11:30　  災害対策本部解散、水防本部へ

午前 11:30 以降 避難所を順次閉鎖
10/14（祝）  水防本部解散

避難所開設を一斉にしなかった
風雨や河川の状況を見ながら、避難所を
複数回に分けて開設したため、先に開設
した施設に人が集中するなど、避難行動
に混乱が生じた。 

●��新たな情報�
発信方法

●��既存の情報�
発信方法の�
見直し
� など

●��避難所開設・
運営体制

●��要配慮者対策
●��ペットの避難
� など

水防体制を再構築 区長を本部長として、庁内に各
部会を設置し、課題に対する具
体的な検討を行います。

※避難所、緊急避難建物の開設・開放
　時間は、区民に知らせた時刻を記載

河川敷には大量のゴミが漂着し、野球場やサッ
カー場では表面の土砂が流されました。現在も、
ヘドロの堆積など台風の爪痕が残っています。

緊急避難建物
浸水しない地域に避難する時間
的余裕がない場合に緊急避難す
る、避難生活などの長期滞在を
想定しない建物

災害対策本部
台風や豪雨、地震などにより、被害が生じる恐れがある
場合、災害の規模や区内の河川状況などを判断し設置す
る。今回の台風では、区、警察署・消防署・自衛隊などの
防災関係機関、CeMIが集まり、計１４回の会議を行った。

●��緊急避難建物�
の設定

●��マンション住宅
への避難周知
� など

●��免震・高さな
どの構造

●��避難場所の位
置や備蓄倉庫
の規模・位置
� など

●��地域協議会の運営
●��地域特性と課題の分析�
� など

コミュニティタイムライン
避難のタイミングや取
るべき防災行動などを
地域で話し合い「いつ・
誰が・何をするか」を定
めた行動計画 避難所から帰るのは危険

雨が弱まっても、上流での増水により、河川氾濫の
可能性があるため、避難勧告は解除しなかった。
※�実際、水位は13日の午前中まで上昇していた。

必ずまた来る、その日のために。
	 あの３日間を振り返る実録

区長メッセージを配信
J
ジ ェ イ コ ム
:COMチャンネル足立�
や区公式T

ツ イ ッ タ ー
witter・

F
フ ェ イ ス ブ ッ ク
acebookで計４回配信

◀�区公式
Facebook
で現在も�
閲覧可

「防災行政無線の音声が聞き取れない」という問い合わせが多くありました。防災行政無線
の内容は電話で聞き直すことができます。また、区のホームペー
ジやA-メールなど様々な媒体でも同様の情報を発信しています。

�これ以外の課題についても整理し、今後の方向性を検討中です。決まり次第、逐次区のホー
ムページなどでお知らせしていきます。　

くわしくは12面へ

▲「動画�de�あだち」�　�
　�はコチラ


