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山川会長
我等の生業
柳内悦宏様（飯能市危機管理監）
堀口楓太様（飯能市危機管理室技師）
須田隆行様
（飯能市企画調整課
行政・地域情報化推進担当 ）
菅沼信彦様

【会長報告】
御嶽山では未だ発見出来ない方が居られま
す。ご冥福をお祈りするところです。ノーベ
ル物理学賞は日本人３名が受賞されました。
月曜には台風が通り過ぎ
「良かった」
と思っ
ておりましたらもう１９号が出ています。今日
は県の河川砂防担当課長から卓話頂きます。
市職員３名もお見えになっており、飯能の安
心安全を検討して頂ければと思います。
１１日、紫雲閣で地区決議会。１０日、飯能グ
リーンで親睦。ＲＬＩセミナー受講修了証を
吉島、土屋（崇）、間邉会員にお渡しします。
【幹事報告】
県の菅沼信彦課長の卓話に、ゲストとして
本日、飯能市の柳内悦宏様、堀口楓太様、須
田隆行様がご出席です。ご紹介致します。

◎例会変更のお知らせ
◇所沢西ＲＣ
・１０／２１（火） 企業見学 横田基地
・１１／１８（火） 例会取止 定款６１Ｃ
（土）Ｘマスパーティー
・１２／１６（火） 例会振替 １２／２０
・１２／２３（火） 例会取止 定款６１Ｃ
・１２／３０（火） 例会取止 定款６１Ｃ
◇所沢東ＲＣ
・１０／２３（木） 例会取止
（水）企業見学
・１０／３１（木） 例会振替 １０／２９
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
森君
１０日、親睦ゴルフコンペは集合８：４０。優勝
と同等の
「会長賞」
「幹事賞」
あり。
１５日、
夜間例
（月）
会、南口集合１６：２０、出発１６：４０。１１／１７
地区記念ゴルフ大会、会長と私は参加。参加
希望の方は今日中にお知らせください。
◎５０周年実行委員会
矢島（巌）君
２９（水）夜、商工会議所で委員会を開催。予
算関係ですので出席出来ない委員長は代理の
方に出席して頂けますようお願いします。
【出席報告】無断欠席なし

馬場出席委員長
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１０／４（地区）半田君
【結婚・誕生日祝】
福島親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
大河原君、神田（敬）君、前島君

◇結婚記念日おめでとう
神田（敬）君、山岸君、小谷野君、吉澤君
大附君、馬場君、平沼君、神田（康）君
山川君、半田君、間邉君
◇会員誕生日おめでとう
２藤原君、２１中里（忠）君、２３市川（昭）君
２６塩野君
◇夫人誕生日おめでとう
３塩野夫人、６大木夫人、７島田夫人
１５大河原夫人、２６間邉夫人、２７雨間夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・菅沼様、
柳内様、
堀口様、
須田様、
本日は有難
うございます。 山川君、小川君、髙橋君
矢島（高）君、細田（伴）君、半田君
・結婚祝い有難うございます。
大附君、半田君、山川君、間邉君
小谷野君、馬場君、吉澤君、神田（敬）君
・入会記念祝い有難うございます。
大河原君、神田（敬）君
・妻の誕生日祝い有難うございます。
大河原君、間邉君、雨間君
・矢島高明さん、
いろいろ有難うございました。
増島君
本日計６０，
０００円、累計額３３５，
６１４円。
◎１５日例会当番は藤原、福島会員です。
【卓
話】
講師紹介
和泉プログラム委員長
主に
「土砂災害防止法」
をご担当。県西部は
土砂災害の危険箇所が多くあります。飯能市、
東松山市、
秩父市に拠点があり、
菅沼様は飯能
市の担当官。Ｓ４８年のお生まれです。

土砂災害防止対策
（飯能市における状況）
飯能県土整備事務所
河川砂防担当 担当課長

菅沼信彦様

飯能県土整備事務所で
「土砂災害防止法」
に
基づいた基礎調査、
区域指定を担当しています。
[映像鑑賞１５分]
「土砂災害」は１）土石流、２）地滑り、３）
がけ崩れに分類されます。Ｈ２５年度は伊豆大
島の土石流で死者３６名。
最近では８／２０広島
で死者７４名と大きな被害が出ています。広
島・八木町近くの雨量観測点では２４ｈ雨量が
２４７ミリ、時間雨量８７ミリと、短期間で大量
の降雨があった。山際まで宅地が開発されて
しまっているのが特徴的な地域では土石流が
起きると大規模な被害になってしまいます。
今年の降雨状況は、県内で１００ミリ以上を
２回観測。朝霞、戸田と、県南だったため、
「土砂災害」は起きていないのですが、道路冠
水、
アンダーパスに閉じ込められたりと、
危険
な状況はありました。
飯能県土管内では長雨だった６／９、南川、
名栗の雨量観測点で５０ミリ超の降雨があり
ました。連続雨量で見ると６／５～９、越生の
黒山が最も多く５４６ミリでした。つい先日

の台風１８号でも２５４ミリ
位の雨でしたが、ピーク
が５０ミリ程度でしたので
幸いにも大規模な「土砂
災害」は発生しなかった
という状況です。広島の
ように短期間で大量の雨
が降るとかなり危険が高
まります。いつどこで起
こるか分からないという
のが「土砂災害」
の一番怖いところです。
埼玉県で発生する「土砂災害」は近年では
「２０件」と全国では一番少なくなっています。
河川の水位が徐々に上がり、ある一定レベル
に達するまでは全く被害が起きない事が多い
「水害」
に比べて、局所的・突発的な
「土砂災害」
は人命に対する危険度が高い。本来安全であ
るべき家の中で被害を受けてしまう割合が高
い災害です。木造家屋の２階に居て助かった
という事例が多々あります。９０％の被災者は
過去１００年程度「土砂災害」を経験しておら
ず、初めて経験する方がほとんど。
「過去に被
害が無かったから大丈夫」
とは言えません。
「土砂災害防止法」は「土砂災害から国民の
生命と身体を守るための法律」であって、財
産を守るとは謳っていません。
「とりあえず逃
げる」というのが主目的です。
「傾斜度３０度以上で高さ５ｍ以上」の条件
を満たす所では過去の統計から
「がけ崩れ」
の
発生が多く、
「イエローゾーン
（土砂災害警戒
区域）
」
「レッドゾーン
（土砂災害特別警戒区
域）
」
が設定されます。
「土石流」
の場合、
レッド
ゾーンの周辺に、扇型状にイエローゾーンが
設定されます。
下名栗の小沢地区の「概要書」
。
「土石流」の
イエロー、レッド、急傾斜地「がけ崩れ」の
イエロー、レッドの範囲が示されています。
県内には４２１９か所の危険箇所があると言
われ、Ｈ２５年度末、約７０％で「土砂災害警戒
区域」
の指定をしています。
飯能市内では、Ｈ１７年から指定が始まり
Ｈ２６年３月２８日までに、およそ７００か所の
区域指定を行っており、今、順次進めている
状況です。
「土砂災害警戒区域」
に指定されると、
法律の
第７条により、市として
「警戒避難体制」
を整
備する義務が発生します。
「警戒避難体制」
は、いつでもどこでも起こり得る「土砂災害」
から自らの命を守ってもらうためのソフト対
策を行っていくというものです。
市では「土砂災害ハザードマップ」を作成、
「土砂災害」に関する資料（
「土砂災害」とはど
んなものか、どんな時危ないか、日頃の備え、
避難場所、避難時に気を付けること、等）の
配布をします。また、
「土砂災害避難訓練」が
毎年６月第１日曜日に全国的に実施されてお
ります。
土砂災害の危険が高まった場合には、市で
広報車や各メディアを通じて（緊急速報メー
ル等）地域住民の方に伝達する事になってお
ります。大雨の時には「逃げる」という事を
頭の片隅に置いて頂けたらと思います。
※次週の例会案内は省略。

