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　結核医療で世界的にも名高いまち、清瀬市。
　清瀬の結核との関わりを市民の方にもっと知っていただきた
く、日本を代表する結核研究所の先生方と海外の結核対策専門家
を交えて「KIYOSE国際会議」を開催します。ぜひご参加ください。
日時　7月22日㈯午後2時～４時
場所　アミューホール
共催　清瀬市・公益財団法人結核予防会本部・結核研究所・
　　　日本ビーシージー製造株式会社
後援　清瀬市医師会・NPO団体まちづくり清瀬
協力　清瀬国際交流会
※直接会場へ。

●市では浸水害・土砂災害に関する内容を
　まとめた「清瀬市洪水ハザードマップ」
　を作成しています。市ホームページでご
　覧いただける他、防災防犯課で配布して
　います。避難所への経路の確認にご活用
　ください。
●落ち葉などが側溝や集水ますに溜まる
　と、大雨が降った場合に道路が冠水し、
　避難の妨げとなることがあります。側溝
　などの清掃にご協力ください。
●救助を求めるための「目立つ色のタオル」

☞ 日ごろから備えましょう

　東京都では、都内に設置している雨量計、
河川水位計の観測情報及び河川監視カメラ
の映像（5分単位の静止画）をインターネ
ットでリアルタイムに情報提供していま
す。
　雨量計、河川水位計の観測情報は、建設
局ホームページの「降雨・河川水位情報」
からご覧になれます。
パソコン・スマートフォンの場合
　 http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp
携帯電話の場合
　 http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp/k

　上表の「避難に関する情報」が発表された
場合、市は地域ごとの危険度を考慮し、右表
の避難所を目安に開設します。
　避難する際には、安全な道路を選び、動き
やすい服装で避難するよう心がけてください。

☂避難をする時には

◆「避難に関する情報」の伝達方法　台風などの大雨により、市内に浸水害や
土砂災害が発生する恐れがある場合、「避
難に関する情報」を発表することがありま
す。
◆「避難に関する情報」は３段階
　「避難に関する情報」は、下表の通りです。

「避難に関する情報」が市から発表された
場合、皆さん（特に柳瀬川・空堀川の周辺
にお住まいの方）は避難するかを判断し、
必要に応じて避難行動を開始してくださ
い。

☂「避難に関する情報」が出たら

　豪雨による道路の冠水の軽減と地下水の保全
のため、雨水浸透ますの設置にご協力ください。
なお、雨どいからの雨水について浸透施設のな
い市内の個人住宅（新築の場合を除く）には、
雨水浸透ます設置助成を行っています。
　詳しくは下表、清瀬市指定下水道工事店まで
お問い合わせください。

対象　オムツが取れている幼児（水遊び用オ
ムツ不可）～おとな
日時　7月15日㈯～8月31日㈭午前９時30分
～午後４時30分（日曜日・祝日は午後5時まで）
費用　市内在住＝おとな300円、小・中学生
100円、市外在住＝おとな450円、小・中学生
150円、幼児無料（保護者同伴・水着着用）
※コインロッカー１回10円。
※ラッシュガード以外の着衣不可。
問合せ　下宿市民プール☎042・493・８６６８（開
設期間外の問い合わせは、下宿地域市民セン
ター☎042・493・4033）

対象　幼児～小学生。各館先着20人
日時など　下表の通り

申込み・問合せ　直接各図書館へ

◆雨水浸透ますとは
内径約30㌢㍍・高さ50㌢㍍のコンクリート製
で、雨水を地中に浸透しやすくするために穴
がたくさん空いています。貯まった雨水は、
徐々に地中に浸透していきます。雨水浸透ま
すを１基つけると１時間に２９４㍑（お風呂の
水約１.5倍）の水が浸透します。

台風の季節がやってきます

浸水害と土砂災害に備えましょう

世 界 を 結 核 か ら 守 る
“K I Y O S E 国 際 会 議 ”

伝達方法 主な内容

防災行政
無線

防災行政無線で、避難に関する情報を放送
します。聞き取りにくい場合は、防災行政
無線の放送内容を電話で確認できるサービ
スをご利用ください。
◆自動音声応答サービス：☎ 0４２・４９5・7070

清瀬市メール
一斉配信
サービス

清瀬市メール一斉配信サービスの「安心安
全」情報の配信を登録されている方に対し、
避難に関する情報を送信します。

ホームページ・
ＳＮＳ

市ホームページ、市公式 twitter、市公式
facebook で、避難に関する情報を掲載します。

車両での
広報

市で管理する車両のうち、外部スピーカー
を有する車両で、避難に関する情報を放送
しながら市内を巡回します。

電話での
伝達

市内の町会・自治会、自主防災組織の代表
者の方に、電話で避難に関する情報を伝達
します。

避難行動要支
援者・要配慮
者への対応

「清瀬市避難行動要支援者・要配慮者登録制
度」に登録されている方に、個別に連絡を
する場合があります。

テレビ・ラジ
オによる伝達

字幕スーパーやデジタル放送画面の文字情
報の表示、ラジオ放送などが行われます。

緊急速報メー
ルによる伝達

ドコモ、ａｕ、ソフトバンクの各携帯電話
会社の端末をお持ちの方に、緊急的に一斉
メールを送信する場合があります。

名称 とるべき行動

避難指示
（緊急）

災害が発生するなど状況がさらに悪化し、「避
難勧告」よりも拘束力が強くなります。

避難勧告 災害による被害が予想され、居住者に立ち退
きを勧め促します。

避難準備・
高齢者等
避難開始

災害による被害が予想され、高齢な方など、
避難に時間を要する人は避難を開始する必要
があります。

日時 図書館 内容
７月
１９日
㈬

午
後
３
時
30
分
～

（
各
回
４0
分
程
度
）

下宿
☎0４２・４９5・
5４3２

ストロー笛を
つくろう

７月
２６日
㈬

元町こども
☎0４２・４９5・
8６６６

ゾートロープ
（くるくるアニメ）
をつくろう

竹丘
☎0４２・４９5・
１555

ペットボトルの
水族館

※学校ではなく、市の関連施設で開設される
場合があります。

災害の危険度に応じて開設が予定される避難所

お住まいの町丁目 避難所目安
野塩１・２・５丁目 野塩地域市民センター

野塩４丁目、梅園３丁目 第六小学校または第二中学校
野塩３丁目、中里２丁目 第四中学校

中里４丁目 清瀬小学校または清瀬中学校
中里６丁目 第八小学校
下宿１丁目 第三中学校

下宿２・３丁目 清明小学校
上記以外の町丁目 状況に応じて開設されます。

ただし、外に出ることが危険
であると感じた場合などは、
自宅の2階以上の階や安全な
場所にとどまってください。

　や「ホイッスル」、救助
　されるまでの「備蓄食糧
　や医薬品」、「着替えや毛
　布」なども用意しておき
　ましょう。

工　事　店　名 住　所 電話
三英建設㈱ 下宿 3-1085 042・493・1155
田中土木㈱ 旭が丘 1-619-20 042・491・0533
㈲水道ポンプ細山営業所 松山 2-15-27 042・491・0146
㈱小林設備工業 梅園 3-3-37 042・493・1877
㈲今村組 松山 1-12-3 042・493・0254
㈲中村設備工業 中里 6-37-6 042・491・3401
㈲大藤設備 中里 1-713-51 042・493・2131
大室工業所 竹丘 1-3-13 090・8646・6870
㈲渋谷商事 中清戸 1-526 042・493・0051
㈱田中住宅設備 上清戸 1-8-4 042・493・0268
㈱ヤマシタ 松山 2-4-4 042・491・0350
㈲和哲設備工業 野塩 1-356-7 042・491・1104
㈲おまた 中里 3-979 042・493・3741
㈲イトー設備工業 下宿 2-509-7 042・494・1613
メトバ管工 竹丘 2-4-47 090・7906・7275
㈲新倉建設 中里 3-1725-14 042・492・5588
㈲富田組 下清戸 1-296-19 042・491・0373
㈱陽光 上清戸 2-1-12 042・494・0099
㈲矢島土建 下宿 3-693 042・491・0675
㈲浅見商店 元町 2-13-12 042・491・5344
松村住宅設備 中里 2-1370-1 042・491・7981
㈱関設備工業清瀬営業所 元町 1-1-6 エスタセルカ 301 042・491・1257
㈱家田土木清瀬営業所 下宿 2-667 042・453・6150

清水設備工業㈱
下 清 戸 1-186-4
フォレスターレ
106

042・427・5048

㈱優美設備 中里 2-1600-9 042・446・8150
㈲浮田工業 下清戸 1-290-8 090・8301・7513
㈱エー・アイ設備サービ
ス 中里 5-101-8 042・495・0394

　昨年発生した台風９号は、大雨による住宅の
浸水を市内にもたらしました。今年も台風が接
近し、大雨による浸水害・土砂災害が発生する
恐れがあります。
　いざという時に備え、対策を確認しましょう。
問合せ　防災防犯課防災係☎042・497・1８47

下 宿 市 民 プ ー ル オ ー プ ン 図 書 館 事 業「 夏 の 子 ど も 会 」

雨 水 浸 透 ま す 設 置 費 用 を 助 成 し ま す

雨量などの確認に東京都の
　　　 河川水位情報をご利用ください

市指定有形文化財
外気舎記念館

雨水
浸透ます

問合せ　公益財団法人結核予防会本部財務部☎03・3292・9211（内線533）

◆開会の挨拶　清瀬市長　渋谷金太郎
◆講演Ⅰ「世界と日本の結核は今」　
　結核予防会結核研究所所長　加藤誠也先生
◆講演Ⅱ「BCGワクチンと子どもの結核」　
　結核予防会結核研究所名誉所長　森亨先生
◆講演Ⅲ「世界からKIYOSEに期待する」　
　JICAの技術協力プログラムで来日中のザンビア・ケニア
　・東ティモール・中国からの４人の結核対策専門家
◆閉会の挨拶　結核予防会理事長　工藤翔二

プログラム


