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令和元年第４回定例会（令和元年１１月１９日） 

 

「水害対策について」 

 

◆２５番（中村康弘議員） 杉並区議会公明党の一員として、通告に基づき、水害対策

について、無電柱化について質問を行います。 

 先般、東日本や関東地方を襲った複数の大型台風により、広い地域で甚大な被害が発

生いたしました。犠牲になられた方々の御冥福をお祈り申し上げます。また、いまだ避

難所での生活や被害を受けたままの住宅での生活を余儀なくされている方が多くいら

っしゃいます。被災者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 

 10月 12日、過去最大規模の勢力を保持しながら首都圏を直撃した台風 19号により、

多摩川が氾濫し、近隣の世田谷区、大田区、調布市、狛江市等でも大規模な水害があり

ました。杉並区内においては道路冠水が１カ所あったものの、河川の大規模な氾濫には

至らず、被害は比較的小規模なものにとどまりました。 

 平成 17 年９月、集中豪雨で善福寺川等の氾濫による大規模な水害が発生したときに

は、区内で観測された総雨量が 264ミリであったのに対し、今回はそれを超える 300ミ

リ超の降雨が区内で観測されました。しかし、時間最大雨量が、平成 17 年の 112 ミリ

に対して今回は 38 ミリと、集中的に大量の降雨がなかったことが、区内で大規模水害

が起きなかった要因の１つかと思われます。しかし、今後も起こり得る大型台風の接近

や集中豪雨に備えて、でき得る限りの水害対策を進めていく必要があります。 

 そこでまず、河川整備等ハード面の対策について伺います。 

 平成 26 年に改定された東京都豪雨対策基本方針では、区部における治水対策の整備

水準目標が、それまでの時間 50ミリから時間 75ミリへと引き上げられました。この目

標は、河川整備、下水道整備、流域対策施設整備を行うことで対応するとしています。

この方針に基づき、東京都総合治水対策協議会が策定した神田川流域豪雨対策計画では、

神田川、妙正寺川、善福寺川の、区内を流れる３河川流域でも、同様に 75 ミリ対応へ

と整備していく具体的な計画が示されています。 

 現在までの区内における３河川の 75 ミリ対応への対策の実施状況はいかがでしょう

か。 

 降雨により急激にふえた水量を一時的にため置く調節池は、これまで区内、神田川環
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７地下調節池 54万立米、和田堀第二、第三、第六の掘り込み式調節池、合計５万 3,500

立米、善福寺川地下調節池３万 5,000 立米が整備されてきました。台風 19 号の際は、

環７地下調節池の約９割まで、雨水が流入したと聞き及んでおりますが、当日、これら

の調節池はどのように機能したのでしょうか。 

 また、設置効果についての区の検証もお聞かせください。 

 上荻、西荻北、善福寺では、善福寺川の上流部の流域にあり、河川氾濫が懸念される

地域が存在しています。河川の中流部に護岸未整備区間があるため、上流部の河床の掘

削ができていない状況が、中上流部における水害対策の課題の１つとなっています。上

流部において水量の調節ができれば、そのような課題も解決に向かうと思われます。 

 神田川流域豪雨対策計画では、善福寺川上流部分での調節池の設置についても計画さ

れておりますが、その検討状況はいかがか、お聞かせください。 

 そのほか、和田堀公園調節池と神田川の下高井戸調節池の設置事業が現在進められて

おります。水害対策のかなめである河川整備のさらなる推進を期待したいと思います。 

 下水道についても、浅く埋設された下水道幹線の流域などは、豪雨の際、幹線から雨

水が逆流する内水氾濫の危険があり、効果的な対策が求められております。 

 都が対策促進地区として指定していた阿佐谷南では、50 ミリ対策として、貯留量約

2,400立米の貯留管の整備が平成 23年 12月に完了しております。この後の計画として

は、今回も道路冠水の被害があった荻窪地区での大宮前幹線の増強施設、また阿佐谷地

区についても第二桃園川幹線として、それぞれ対策強化地区に指定されております。こ

れらの地区の整備状況をお聞かせいただきたいと思います。 

 また、今後のさらなる対策拡充の必要性について、区の所見を伺います。 

 市街地面積の増加に伴う雨水の浸水被害を防止、軽減するため、流域対策も進めてい

かなければなりません。これは道路の透水性舗装などとともに、雨水貯留浸透施設の公

共施設への整備や民間施設への設置助成など、区が実施主体として行っているものです。

現在まで、区内では合計 29 万 1,000 立米相当の整備が実施されてきておりますが、75

ミリ対応を実現するには、この分野での対策もさらに増強していく必要があります。 

 神田川流域豪雨対策計画によれば、区内における流域対策の施設整備を 2024 年まで

に 36 万 4,000 立米に、2037 年までに 61 万 4,000 立米へ増量するとの目標が設定され

ているところでありますが、目標達成に向けての現在の取り組み状況を伺います。 

 東京都豪雨対策基本方針では、こうした 75 ミリ対応への取り組みは、計画策定時の

平成 19 年からおおむね 30 年後を目標達成の時期としており、今から約 18 年後となり
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ます。しかし、気象庁の推計によれば、今日の時間 50 ミリ以上の豪雨の発生件数は、

約 30 年前と比較しておよそ 1.4 倍に増加しているとのことです。実際、全国でも立て

続けに激しい豪雨災害が発生している近年の気候変動を鑑みると、目標値の見直しや加

速化について東京都と協議を行うべきではないかと考えます。区の所見を伺います。 

 続いて、区の水防態勢について伺います。 

 台風当日の 10 月 12 日、区は、午前８時 30 分に水害対策室を設置し、多くの職員の

方々が河川護岸の警戒巡視や避難所開設などに当たられました。大変に御苦労さまでご

ざいました。台風当日の救援本部、水防本部の時系列の態勢整備の状況と、それぞれ当

たった任務の活動状況についてお聞かせいただきたいと思います。 

 避難所については、地域防災計画風水害編で指定されている 22 カ所のうち、今回は

11カ所を開設いたしました。前日の 10月 11日の時点では、10カ所を翌日の午前 11時

に開設すると発表されていましたが、12 日当日になって１カ所ふやし、また開設時間

も前倒しを行うなど、柔軟な対応をされました。この点についても感謝申し上げたいと

思います。 

 台風当日は合計で 844名の避難者があったとのことですが、各避難所ではどのような

人員体制でどのように避難者の受け入れを行ったのでしょうか、お聞かせください。 

 また、今回は、杉並区には避難勧告等が出されていなかった中で避難所の設置が行わ

れました。こうしたときの避難所はどのような位置づけとなるのでしょうか。 

 水防活動においては、今回も河川護岸の警戒巡視に当たっていただきました。毎回、

豪雨の発生が予測されるたびに、水害多発地域にいち早く職員の方が駆けつけ、警戒態

勢をとっていただいており、いつも心強く思っております。地域の方々も大変感謝をさ

れています。 

 一方で、暴風雨の中での移動や巡視活動、避難所の開設、運営等、職員自身の安全が

心配されるところです。作業に当たる職員の安全管理と確認体制はどのようになってい

るのでしょうか。 

 今回の台風については、気象庁が早い段階から緊急会見を開き、最大級の警戒を呼び

かけ、それがテレビのニュースや天気予報でも繰り返し大きく報道されました。また、

鉄道各社が事前に計画運休を決定するなど、災害に対する社会システムの事前対応の仕

方が変化してきていることを感じました。避難所の開設についても、前日から情報提供

されていたこともあり、私のほうからも地域の方々にできる範囲で伝達をさせていただ

きました。そうしたところ、震災救援所と混同され、自身の出動の必要性を問い合わせ
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てこられた方や、また、地域のひとり暮らしの高齢者のどの程度の範囲にまで周知を行

い、避難を勧奨すればよいのか判断に迷ったとのお声もいただきました。こうした避難

所の設置に伴う具体的な避難行動の仕方については、今後整理していく必要性があると

思います。 

 そこで、区民一人一人、またそれぞれの地域においても、河川の氾濫に関するメカニ

ズムを理解し、的確に情報を収集し、行動に移すためのリテラシー、すなわち防災意識

の向上が安全確保には不可欠となります。マイタイムラインや水害ハザードマップ等、

自助・共助の体制の強化について区の取り組み状況を確認いたします。 

 次に、現状把握と区民への伝達について伺います。 

 浸水等の被害が発生するおそれがある場合、効果的な水防活動や秩序ある避難等のた

めにも、河川の状況を的確に把握し、伝達しなければなりません。気象庁や東京都の観

測データの収集、分析、伝達とともに、リアルタイムの状況を把握するため、区におい

ても観測所の設置を行っております。区が行っている管内の雨量や河川水位等のデータ

観測については、現在どのような体制となっているのでしょうか、お聞かせください。 

 ところで、昨年８月に発生した集中豪雨のときに、私の地元である井荻地下歩道に設

置されているエレベーターが冠水により故障し、数カ月間にわたり利用できない状況が

発生しました。その後、再発防止策を施す中で、同エレベーターにＩｏＴ技術を活用し

た冠水センサーが設置されたと伺っております。改めて、このシステムの概要について

お示しいただきたいと思います。 

 あわせて、今回の台風 19 号においてはどのように活用されたのか、お聞かせくださ

い。 

 甚大な豪雨災害となった昨年の西日本豪雨では、気象庁や自治体から出された事前の

情報が住民の避難行動に必ずしも結びつかなかったことが大きな課題となりました。そ

のことを教訓として、気象庁では、災害発生の危険度と住民に求められる行動を５段階

のレベルで示す大雨警戒レベルの運用を始めました。今回の台風 19 号でも、高齢者や

要介護者は避難のレベル３、対象地域の住民全員が避難のレベル４、命を守るための最

善の行動をのレベル５などが広範囲にわたり発令されました。 

 台風のようにある程度事前に影響が予測できる場合には、先ほどの避難所開設につい

てや緊急時の連絡先などの情報を、住民にいかに的確に、そして効果的に伝え、注意喚

起を行うかが問われます。今回の台風では、各所から事前にさまざまな形で災害警戒に

ついてのメッセージが発信されましたが、区からはどのような内容の事前注意の呼びか
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けを、どのような方法で区民に向けて発信したのでしょうか。 

 一方で、台風当日、区のホームページが見づらい状況が発生しました。この現象はど

のような原因によるものと区は分析しているのでしょうか。さまざまな要因が考えられ

ると思いますが、こうした事態は今後も同様に発生することが予測され、改善が必要と

思われます。 

 例えば、これは区も今回実施をいたしましたが、公式サイトをテキスト情報のみの配

信に切りかえ、サイトの表示する情報量を減らして負荷を軽減させたり、あるいはミラ

ーサイトやキャッシュサイトを活用したりする等の対策が考えられます。 

 サーバーの対策は、災害が発生していない段階からあらかじめ準備をしていくことが

重要です。千葉市では、災害発生時には市ホームページを、ＵＲＬは変更せずに、小規

模、中規模、大規模といった発生した災害の規模に応じて、それぞれの災害時モードに

切りかえる運用を行っています。そして、年２回を目途に、災害時モードへの切りかえ

テストを行っているとのことです。今回の事態を通して、区はどのような対策を講じる

お考えでしょうか、お聞かせください。 

 それでは、次の項目、無電柱化について伺います。 

 ９月に関東地方を襲った台風 15 号では、千葉県で長期間の停電をもたらし、ゴルフ

練習場のネットが倒壊するなど、暴風により大きな被害が発生しました。そのときは上

井草の私の家の近くでも、暴風により折れた、優に３メートルを超える木の枝が高く舞

い上がった後、電線に引っかかり、道路上で宙づりとなる事態がありました。いち早く

消防に通報し撤去していただき、大事には至りませんでしたが、大変危険な状況であり

ました。 

 台風 15 号の際には、区内でも停電が発生しました。そのときの停電被害の状況と、

どのような原因によるものだったのか、御説明をいただきたいと思います。 

 千葉県での大規模な停電は、風による配電線の事故が複数箇所で発生したことに加え、

倒木が電柱に倒れかかったり、事故現場への道を塞いだりしていたことが長期化した原

因とされています。電柱の倒壊防止については、経済産業省の電気設備に関する技術基

準を定める省令に、風速 40 メートルまで耐えられるようにつくることが定められてお

りますが、直接風で倒れることはなくとも、倒木の巻き添えになったり、重量物が飛ん

できたりすることにより、電柱、電線が破損することがあります。今後、50メートル、

60 メートルといった暴風が区内で発生したときに、停電による大きな混乱が起こるこ

とも考えられます。 
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 こうした被害を防ぐため区がとり得る対策として、電柱の地中化等による無電柱化が

あります。 

 区では、一昨年 11 月に無電柱化推進方針を策定し、補助１３２号線を含む都市計画

道路事業とあわせて着手する４路線に加え、荻窪駅南側の杉並保健所前の区道を優先整

備路線に選定しました。しかし、全体から見れば、区の事業はごくわずかにとどまって

いるのが実態です。区が無電柱化を進めるに当たっての課題はどのようなものがあるの

でしょうか、改めて確認をいたします。 

 無電柱化の敷設に際して、国土交通省の調査では１キロメートル当たり 5.3億円の経

費がかかるとされており、区単独で行うには財政面で大きな課題があると考えられます。

そのため、国や都の財政支援が欠かせません。現在の国及び東京都の補助スキームはど

のようなものがあるのか、お聞かせください。 

 国は昨年、今後３カ年で 1,400キロメートルを無電柱化する目標を定めた推進計画を

策定し、さらには、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の閣議決定に

より、市街地の緊急輸送道路の 1,000キロメートルを無電柱化するという上積み目標を

設定しています。 

 また、東京都でも、全国の都道府県では初となる東京都無電柱化推進条例を平成 29

年９月に施行し、国道、都道に加え、区市町村道整備の支援を強化する中で、面的な広

がりを持った無電柱化を推進するとしています。 

 区としても、技術面、財政面からのさまざまな課題克服に向けて検討し、国や都と連

携して、無電柱化を通した災害に強いまちづくりを推進していただきたいと思います。

最後にこのことを要望し、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

 

 

○議長（井口かづ子議員） 理事者の答弁を求めます。 

 区長。 

      〔区長（田中 良）登壇〕 

 

 

◎区長（田中良） 私からは、中村康弘議員の御質問のうち、善福寺川上流域の水害対

策についてお答えいたします。 
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 初めに、本年 10月に発生した台風 19号により被災された皆様に心よりお見舞いを申

し上げるとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。 

 台風 19 号は東日本に記録的な大雨をもたらしまして、各地で洪水や土砂崩れ、河川

の決壊を起こし、とうとい人命を奪うとともに、インフラや交通に大きな影響を与えま

した。杉並区では幸いにして、一部での停電や倒木、道路冠水はあったものの、大きな

被害には至りませんでした。 

 近年の気象状況を踏まえれば、いつどこで起きてもおかしくない豪雨に対する対策は、

私も喫緊の課題と捉えておりまして、かねてから対策の重要性を申し上げてまいりまし

た。抜本的な水害対策である河川改修や調節池の設置、下水道の整備について、東京都

に対しこれまでに再三要請してきた結果、大きく前進してまいりました。 

 しかし、御指摘のとおり、善福寺川上流域でいまだ護岸の未整備箇所が残るなど、早

期の対策が求められております。神田川流域豪雨対策計画に示されている、善福寺川上

流部に必要な大規模な調節池について、都に検討を求めているところでございますが、

具体的な計画についてはまだ示されておりません。 

 豪雨対策計画はおおむね 30 年後の達成を目標に掲げているものでございますが、早

期に対策を進めることが区民の安全・安心につながるものと確信いたしております。今

後も東京都に対し、調節池の早期整備を働きかけるとともに、事業化に当たりましては、

区もできる限り協力するなど、連携して取り組んでいく考えであります。 

 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁いたさせます。 

 

 

○議長（井口かづ子議員） 土木担当部長。 

      〔土木担当部長（友金幸浩）登壇〕 

 

 

◎土木担当部長（友金幸浩） 私からは、まず、水害対策についての一連の御質問にお

答えします。 

 初めに、区内の 75 ミリ対策の実施状況についてのお尋ねですが、東京都豪雨対策基

本方針では、河川整備や下水道整備で 50ミリ相当の対策、調節池などで 15ミリ相当の

対策、流域対策で 10ミリ相当の対策により、合わせて 75ミリの対策を目標としており

ます。 
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 現在、区内では、神田川の宮前橋付近と善福寺川の八幡橋上流及び神通橋付近での河

川整備工事や、蚕糸の森公園を起点に下水道の第二桃園川幹線整備工事が進められてい

るところでございます。調節池については、下高井戸調節池と和田堀調節池の工事に着

手しております。また、流域対策として、透水性舗装や雨水浸透・貯留施設の設置に積

極的に取り組んでいるところでございます。 

 次に、台風 19 号における調節池の機能と効果についてですが、当日の流入量は、神

田川環７地下調節池では 54 万立方メートルに対し９割程度、善福寺川調節池では３万

5,000立方メートルに対してほぼ満水、和田堀第６号調節池では４万 8,000立方メート

ルに対して約２割弱の取水がありました。今回の台風では、調節池の機能が十分に発揮

されたことが、河川からの溢水が起こらなかった大きな要因であったと考えております。 

 次に、下水道における治水対策の整備状況についてのお尋ねですが、東京都下水道局

では、現在、荻窪２丁目の荻窪公園を起点として、雨水を一時的に貯留するための工事

を進めており、今年度末の完成を目指しているところでございます。 

 また、阿佐谷地区では、桃園川幹線流域の浸水対策として第二桃園川幹線事業を実施

しており、蚕糸の森公園から阿佐谷区間の下水管路を敷設するためのシールド工事に着

手しております。近年の降雨特性を考えますと、さらに大宮前幹線の増強や第二桃園川

幹線の下流側整備を早期に進める必要があると考えております。 

 次に、流域対策の取り組み状況についてのお尋ねですが、区では、総合治水対策の一

環として、降雨時の雨水はできる限り河川、下水道に流出させることなく、敷地内で貯

留、浸透させる雨水流出抑制対策に取り組んでおります。この取り組みは、浸水被害の

軽減のために官民が一体となって進めてまいりました。その結果、区が目標として掲げ

た令和 19 年度末の目標対策量 61 万 4,000 立方メートルに対し、平成 30 年度末の累計

実績は約 32万立方メートル、整備率としては 52.1％となっております。 

 今後も水害の被害軽減のため、目標達成量に向けて雨水流出抑制対策に全力で取り組

んでまいります。 

 次に、災害対応時の従事職員の安全管理についてのお尋ねですが、暴風雨の中での移

動や巡視活動等に従事する職員は、３名で班を編成し、水防事前配備地域での常駐や巡

視活動を行っております。活動時にはヘルメット等の安全装備を身につけた上で、河川

水位や道路冠水の状況を把握したり、現場で土のう配布などの作業に当たっております。

あわせて、応急対策部である杉並土木事務所等と随時スマートフォン等により連絡をと

り合うことで、現場に出ている職員の安全を確認しているところでございます。 
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 次に、水防情報システムについてのお尋ねですが、区内の妙正寺川、善福寺川、神田

川には、水位計を 18カ所、雨量計を 11カ所、河川監視カメラを５カ所設置しておりま

す。さらに、河川警報機を 18 カ所設置し、河川の水位が危険水位を越えた場合には、

スピーカーにより警報音を鳴らして近隣にお知らせしております。 

 これらの観測データを杉並区公式ホームページの気象情報サイトで公開するととも

に、防災メールへの自動配信や杉並区公式ツイッターなどで、気象情報や災害に関する

情報を配信しております。 

 次に、井荻地下歩道エレベーターについてのお尋ねですが、昨年、浸水により故障し

たことを踏まえまして、今年度７月に水位検知システムを設置いたしました。これは、

地下ピットと地上部のいずれかに一定の水がたまると、センサーが感知し、土木事務所

の専用アドレスにメールで通知され、さらに各所管にも自動転送される仕組みとなって

おります。今般の台風 19 号の際には、水位センサーが感知したことにより、エレベー

ター機器が水没しないよう、土のうによる浸水防止を図ることが可能となりました。 

 次に、無電柱化の課題についての御質問にお答えいたします。 

 国や都の無電柱化整備は、これまで原則 2.5メートル以上の歩道において進められて

きました。一方、区内には 2.5メートル以上の歩道の設置が全体の約１割に満たないこ

とから、無電柱化が進んでいないのが現状となっております。 

 また、多大な事業費を要することや、一定規模以上の道路幅員が必要となることから、

平成 29年 11月策定の杉並区無電柱化推進方針に基づき、幅員６メートル以上の区道を

対象に、整備効果の高い路線について計画的に事業を進めていくこととしております。 

 ６メートル未満の道路につきましては、電線類以外の地下埋設物が錯綜するなど課題

が多いため、今後も技術検討や他自治体における事例などを参考に、実現の可能性を検

討してまいります。 

 私からの最後になりますが、無電柱化の補助制度についての御質問にお答えします。 

 無電柱化の整備費につきましては、国土交通省の公表では、総工事費のうち、道路管

理者の負担が約７割弱となっており、負担軽減を図るには国や都の補助が必要となって

おります。無電柱化の補助制度としては、国の社会資本整備交付金があり、今回、時限

的ではありますが、杉並保健所前の路線を進めるに当たりまして、東京都の無電柱化チ

ャレンジ支援事業制度を活用し、さらなる負担の軽減を図ってまいります。 

 また、今後は、緊急輸送道路や木造住宅密集地域内の道路を対象とした補助制度の活

用も視野に入れ、効率的に計画を進めてまいります。 
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 私からは以上でございます。 

 

 

○議長（井口かづ子議員） 危機管理室長。 

      〔危機管理室長（寺嶋 実）登壇〕 

 

 

◎危機管理室長（寺嶋実） 私からは、水害対策の御質問のうち、所管にかかわる部分

についてお答えいたします。 

 まず、台風第 19 号が接近した日の救援本部、水防本部の時系列の態勢整備状況と活

動状況についてですが、まず、10月 11日金曜日 15時 46分に大雨洪水注意報が発表さ

れ、情報連絡態勢をとりました。救援本部で防災課２名、水防本部で土木計画課及び土

木事務所の７名で業務に入りました。その後、12日早朝、４時 14分に大雨洪水警報が

発表されたため、都市型災害対策緊急部隊の招集を行い、救援本部 33 名、避難所隊６

名、水防本部 16 名が参集し、荻窪地域区民センター、杉並会館の避難所を開設、土の

う要請の対応などに当たりました。その後、同日８時 45 分には水防出動配備態勢に移

行しました。応急対策室 78 名、水防本部 62 名が参集し、新たに９カ所の避難所を 10

時 17分までに開設し、計 11カ所の避難所で 844名の避難者を受け入れました。その後、

13日朝まで態勢を維持し、全ての避難所で避難者が帰宅したことを確認し、８時 30分

に全ての避難所を閉鎖しました。 

 この間、本部では、避難者数の推移を把握し、避難者支援を行ったほか、区民からの

要請、問い合わせに対応しました。 

 また、土のう要請が 500件、約 8,300袋に対応したところでございます。 

 次に、避難所運営の人数態勢でございますが、基本、３名の態勢でございます。 

 また、避難勧告等が出されていない中での避難所の位置づけでございますが、自主避

難所の位置づけとなります。区では、大雨警報が発令された場合には、こうした自主避

難所の開設を行っております。 

 次に、水害に関する自助・共助の体制強化に関する取り組み状況に関するお尋ねです

が、本年想定し得る最大規模の降雨量に基づく浸水想定の表記を行うなど、水害ハザー

ドマップを改定し、浸水予想区域対象世帯に全戸配布しました。加えて、地区町連や各

窓口、イベント、防災講演会などでも配布いたしました。この水害ハザードマップには、
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拡大した避難所や土砂災害警戒区域、日ごろから備えておくこと、情報の危険度に合わ

せた行動確認、入手したい情報などを掲載し、御家庭や御近所で危険箇所を確認したり、

災害時の行動を話し合う契機になるよう工夫いたしました。 

 また、東京都が作成した東京マイタイムラインをあわせて配布することで、区民が想

定される水害被害等の情報を把握し、マイタイムラインの作成を行うことでみずからの

災害時の行動を確認することにより、区民の自助・共助の意識向上に取り組んでおりま

す。 

 次に、区からの事前注意情報に関するお尋ねですが、区公式ホームページに早期の情

報掲載はもとより、台風 19 号が接近する数日前から、台風接近に伴う備えなどの注意

喚起や避難所の開設予定などを、災害・防災情報メールとツイッターを活用し、複数回

発信いたしました。 

 次に、台風 15号の際、区内で発生した一部停電に関するお尋ねですが、高円寺南２、

３丁目で合計 1,875世帯の停電がございました。これは台風の風で飛ばされたトタン屋

根が高圧の電線２本を切断したことが原因でございました。その後強い風が数時間にわ

たり継続して吹いたことで、高所作業車による復旧作業ができず、その結果、数時間停

電が継続したものでございます。 

 私からは以上です。 

 

 

○議長（井口かづ子議員） 総務部長。 

      〔総務部長（白垣 学）登壇〕 

 

 

◎総務部長（白垣学） 私からは、台風 19 号の接近に伴い、区ホームページの閲覧に

支障を生じたことに関する御質問にお答えいたします。 

 区ホームページは、台風 19 号が最接近する前日の 10 月 11 日午後２時台と午後５時

台に一時的につながりにくくなり、翌 12 日には午前８時から正午ごろまで同様の状況

となりました。しかしながら、この時間帯において区のウエブサーバーへのアクセス数

はむしろ減少し、正常に機能している状況が確認できました。一方で、区のウエブサー

バーの手前で必ず経由する東京都のセキュリティークラウドでは、区のホームページに

つながりにくくなった時間帯とおおむね重なってアクセス数が増加し、許容する回線使
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用量の 90％を超えていたことが後日明らかとなりました。このことから、インターネ

ットの経路上では障害が発生する原因は多岐にわたるため、特定は困難ですが、今回に

ついては東京都のセキュリティークラウドに主な原因があった可能性が高いものと考

えてございます。 

 ホームページの閲覧が困難になった状況下において、区では、災害用のメールやツイ

ッターを活用し、必要な情報を継続的に発信いたしました。これらの発信媒体について

は支障なく活用できたことから、情報発信の複線化が重要であることを再認識いたした

ところでございます。 

 今後は、区が管理する他の発信媒体の活用のほか、民間事業者が提供する発信媒体の

導入も検討するなど、さらなる複線化の推進に努めてまいりたいと考えてございます。 

私からは以上です。 


