
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■台風１９号 
…10 月 12 日午後 7 時前に伊豆半島に上陸した後、各
地に記録的な強風と大雨をもたらしながら北上し、13
日の朝に福島県付近から太平洋に抜けていった大型で
強い台風 19 号「ハギビス」。連日報道されている通り、
記録的豪雨による各地での浸水や土砂崩れにより、多
数の死傷者が出るとともに、多くの河川が氾濫し、多
くの地域で広範囲にわたり浸水・冠水による被害が出
ています。被災された方々に心よりお見舞いを申し上
げるとともに、被災された皆様が一日も早く平常の生
活に戻ることができますようお祈り申し上げます。 
…東京都でも多摩川が氾濫したほか、奥多摩町では西
部の日原地区につながる都道が通行できなくなり  
48 世帯計 82 人が孤立するなどの被害も出ており、東
京都が 16 日にまとめた都内の被害状況によると、けが
人は計 5 人、住宅被害は計 594 棟とのことで、台風が
去って数日が過ぎ、各地の被害状況が明らかになって
きています。  
■東大和市の対応は 
…東大和市では台風 19 号の接近に伴い、週末に開催さ
れる予定の事業の中止ならびに延期を市は 10 日には
決定していました。 
 
【台風１９号のために中止・延期した事業】 
◆市立第十小学校と第五中学校の学校公開（中止） 
◆子育て広場（子ども家庭支援センター）（中止） 
◆市内全児童館の一般来館（中止） 
◆市民文化祭開会式（中止） 
◆むこうはら児童館まつり（中止） 
◆東大和元気ゆうゆう体操と歌のひろば（中止） 
◆空堀川・川まつり（中止） 
◆保育園・保育施設入園説明会・相談会（10/19 に延期） 
 
～市外のイベントで東大和市が関係しているもの～ 
◆えんとつフェスティバル 
◆東京都消防操法大会（渋谷区） 
 
…中止になった事業については、事前に準備を進めて
いた方々は残念な思いでいっぱいだったと思います
が、今回の台風 19 号については、上陸前からその規模
と危険性について報道されていたことを受け、市も安
全を最優先に考慮して事業中止を決定したとのことで
す。 
…その後、11 日（金）午後５時に狭山公民館、奈良橋
市民センター、南街市民センターの３か所で自主避難
所を開設。防災行政無線で放送するほか、市の HP や
ツイッターで広報しました。 
…また、ちょこバスについては、12 日の 13 時以降全
ルートの運行を中止。このほか、様々な市の施設の閉
館や対応などについても市の HP とツイッターで市は
発信していましたが、12 日には市のホームページはつ
ながりにくくなり閲覧できなくなっていました。 

一方でツイッターはつながっていたので、その後は、
私も市の情報はツイッターで確認していましたが、 
このことは、今後の災害時の教訓とし、ツイッターを
活用していくようにしたいと思いました。 
 
■東大和市の被害は 
…台風の接近、上陸とともに東大和市内でも強風と豪
雨が発生。気象庁も 12日午前 4時 14分に大雨警報を、
そして 10 時 18 分に洪水警報、その後、12 時 13 分に
は暴風警報を発表したことにより、市は前述の自主避
難所の他に第三中学校、第五中学校、第二中学校、第
四中学校に自主避難所を開設。そして避難をする際は
飲み物、食料、薬など必要なものを用意して避難所に
来るように広報しました。その後、市内全域に警戒レ
ベル３（＝避難準備、高齢者など避難開始）が発令さ
れるなど、近年にない深刻な状況となりました。 
…そして、台風が去り、市内の被害状況が一定程度把
握できたことを受け、17 日正午現在の市内の被害状況
について市から市議会に報告がありました。 
 
【台風 19 号の東大和市内の被害状況】 
（10 月 17 日正午現在）  
■被害状況 
・人的被害：0 件 
・床下浸水：1 件（奈良橋 2 丁目） 
・床上浸水：0 件 
・土砂崩れ：1 か所（蔵敷 1 丁目） 
・土砂流出：2 ヵ所（蔵敷 1 丁目・新堀 3 丁目） 
・倒木：1 件（芋窪 1 丁目）   
・道路冠水（17 か所） 
・けやき通り 
・やまと通り 
・青梅街道 
・東野火止橋付近 
・いちょう通り 
・第八小学校北側 
・東大和市駅付近 
・高木２－１２５付近 
・向原市民センター付近 
・向原集会所付近 
・清水 5 丁目交差点付近 
・向原 4 丁目アパート駐車場 
・新堀郵便局前 
・上仲原公園交差点 
・用水北通り 
・創価グラウンド東側 
・湖畔３－１１３４付近 
 

              （裏面に続く） 
 
 

台風１９号から１週間 

東大和市の被害状況は 
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■今回の教訓を今後の対策に活かして 
…今回の台風の接近、上陸に対する市の早めの対応は
評価できますが、一方で「HP が閲覧できなくなる」
＝「ツイッターを活用するしかない。ツイッターにど
のような情報を乗せるのか、ツイッターを閲覧できな
い人にどのように情報を伝達するのか」、「防災行政無
線が聞こえない、聞き取りにくい人はどうしたら良い
のか」。それから、「避難所に自家用車で行っても良い
のかどうかがわからない」などの課題も明らかになっ
たと思います。そして、冠水、溢水などの被害が出た
場所の再発防止の対応については、今まで以上に必要
性も高まったと思います。 
…気象庁は今回の台風に「ハギビス」という名称を付
けました。台風に名称を付けるかどうかは気象庁が
2018 年に定めた「台風の名称を定める基準」に則っ
てのことで、その基準は「顕著な被害（損壊家屋等
1,000 棟程度以上または浸水家屋 10,000 棟程度以上
の家屋被害、相当の人的被害など）が発生し、かつ後
世への伝承の観点から特に名称を定める必要がある
と認められる場合」とのこと。 
…台風 19 号に名称が付けられたということは、今回
の災害における経験や貴重な教訓を後世に伝承する
必要があると認められたということ。東大和市におい
ては他の地方と比較すれば被害は小さかったとはい
え、台風だけではなく他の自然災害においても活用す
べき教訓を活かし、今後の防災、減災対策に活用して
ほしいと思います。 
 

・奈良橋川溢水 4 か所 
・元村山橋、村山橋、日月橋、宮前二の橋 
 
・公共施設等 6 か所 
・清原図書館（雨漏り） 
・中央公民館（機械警備システムの故障） 
・第四小学校（雨漏り） 
・第十小学校（プール外周部波板破損） 
・第二中学校（雨漏り、プール更衣室樋破損） 
・社会福祉協議会（屋根破損） 
 
■避難所 7 か所への避難者総数 261 人 
・奈良橋市民センター 87 人 
・南街市民センター 41 人 
・狭山公民館 26 人 
・第二中学校 18 人 
・第三中学校 48 人 
・第四中学校 8 人 
・第五中学校 33 人 
 
■総雨量：331ｍｍ 
時間最大雨量 49ｍｍ（10 月 12 日 20 時～21 時）  

■ 連絡先  和地 ひとみ事務所   HP：http://www.wachi1103.jp 
wachi_hitomi@cocoa.ocn.ne.jp 【電話・ＦＡＸ】 042－516－8546  
〒207-0005 東大和市高木 3－274－2－102   

【プロフィール】 

1970 年 東京都北区生まれ。／父の転勤で 1 歳から群馬県で育つ。幼稚園からカギっ子。リーダーシップを発揮し、小学校で児
童会長、中学校でも生徒会長を務める。大好きな音楽を究めようと武蔵野音楽大学に進学、卒業。／卒業後は群馬の山あいの小学
校で臨時教諭として担任を 2 年勤め、新しい試みで授業を活性化させ「元気印の先生」として保護者・生徒から親しまれた。／「学
校」の外の一般社会で挑戦しようとベンチャー企業の(株)シートゥーネットワーク（※スーパーマーケットを経営。店頭公開から
一部上場、外資系企業に転換）に社長秘書として入社。のち店舗現場に異動、同社で初の女性店長となる。月刊誌『日経WOMAN』
のベンチャー企業で活躍する女性特集で取り上げられる。その後、人材開発部長を拝命。／『人を活かす』経営を学ぶため一念発
起しカナダに留学。外から見た日本の将来に、漠然とした不安感じる。帰国後は、不動産投資会社にて企画業務、税理士対応、広
報、社員研修、組織活性化などに従事。２０１１年４月、初当選。現在３期目。顔の見える議員として、日々奮闘中。 

 東大和市 市議会議員 

和地 ひとみ 

市政、議会について「自然体」「ざっくばらん」にレポート。駅前で配布するレポートは毎回、最新号です。 

「私たちの身近にある市政、市議会。伝えることがスタートだと思います。」 

…東大和市は、容器包装プラスチックごみの減量と適正処理を目的に、 
10 月 24 日に HOYA 株式会社アイケアカンパニーと協働で「使い捨て 
コンタクトレンズからケース回収事業」の協定を締結することとなりました。 
協定の目的については「東大和市民などが排出する使い捨てコンタクトレンズの空ケースを適正に回収することに
ついて、相互に協力することで、持続可能な資源の回収に寄与すること」としています。 
…HOYA 株式会社アイケアカンパニーは、「使い捨てコンタクトレンズ空ケース回収事業」である『アイシティ eco
プロジェクト』を 2010 年 4 月より実施しており、2019 年 9 月末時点では、企業 543 社、高校 710 校、中学校 284
校及び全国のコンタクトレンズ専門店「コンタクトのアイシティ」において回収を行っているとのことで、事業開
始からこれまで、約 326ｔを回収し、東京ドーム約 54 個分の二酸化炭素削減に貢献しているとのことです。 
そして、今後もこの回収事業を広めていくこととしており、この度、東大和市と協働してこの事業に取り組むこと
となりました。 
…東大和市は、ゴミの削減ならびに循環型社会の構築のために、これまでも株式会社セブン-イレブン・ジャパン、
日本財団及び東大和市清掃事業協同組合の四者で連携してペットボトルの回収・再生事業を行うなどのほかにも、
災害時の協定など民間事業者と連携する事業を増やしています。このような取組みは多様化・複雑化する行政サー
ビスへのニーズへの対応に有効なもの。今後も積極的に取り入れていってほしいと思います。  
■HOYA 株式会社アイケアカンパニーと協働で「使い捨てコンタクトレンズ空ケース回収事業」 
【役割分担】東大和市：事業周知及び適正排出の広報 HOYA（株）：回収資源の管理及び配送などの経費負担 
【回収拠点】市役所/公民館３館/市民センター６館/中学校５校 
 

容器包装プラスチックごみの減量のために 

ＨＯＹＡ株式会社アイカンパニーと協定を締結 


