
1

第２回 台風第２１号の被害に関する説明会 会議要旨

日 時：平成２９年１１月１１日（土）１５：００～１８：１０

会 場：寺尾小学校 体育館

市出席者：川合市長、栗原副市長、板東副市長、福田上下水道事業管理者、

田中広報監、大河内危機管理監、早川総務部長、荘財政部長、

細田市民部長(司会)、関根福祉部長、松田保健医療部長、

大野環境部長、宮本建設部長、石井上下水道局長、中沢教育総務部長、

箕輪防災危機管理担当参事、小谷野高階市民センター副所長、

市ノ川防災危機管理室長、間仁田広報室長、堀広聴課長

開会（司会）：市民部長

出席者紹介

説明概要：川合市長

・床上浸水世帯への見舞金について、現行制度の５万円の支給に係る事務書類

を送付しました。また、床上浸水及び床下浸水に係る見舞金などの制度の見

直しについて検討しておりますので、決定次第連絡いたします。

・本日の資料にもありますが、市の制度について記載した「台風により被災さ

れた方へ」といった表題のリーフレットを一昨日配布しました。

・江川流域都市下水路の復旧や内水対策の早急な対策が必要であり、地元選出

の神山衆議院議員、中野県議会議員、山口衆議院議員のお力添えをいただき、

国土交通省及び財務省に対し、災害復旧事業、雨水排水施設整備及び河川整

備に対する財政支援等について、ふじみ野市長とともに１１月９日に要望書

を提出しました。

・災害復旧や雨水対策は喫緊の課題ですので、ふじみ野市と連携し、できるだ

け速やかに、かつ効果的な整備を行ってまいりたいと考えています。

・市の対応に対する検証については、状況把握、情報収集や伝達等、市の対応

について検証を行うべく、職員による検証組織を立ち上げました。これによ

り検証を進めます。また、内水被害に係る検証については、防災の専門家を

入れて行う必要があると考えており、速やかに組織の立ち上げを行いたいと

考えています。
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対応状況説明：大河内危機管理監

・市の体制状況としては、２２日午前７時に防災危機管理室職員が参集、午後

３時に監視体制を発令し１２８人の職員が参集、午後９時に警戒体制第１配

備を発令し１２３人の職員が参集し、合計２５１名を動員しました。

・寺尾地区の活動状況としては、現地調査班３名を寺尾地区に派遣し、寺尾小・

中学校周辺の過去の活動対応を踏まえた重点確認ポイントの巡視、住民の

方々や消防局からの情報収集や要望対応などをしておりました。２３日の午

前９時に寺尾地区に派遣する現地調査班を１０名に増員し、寺尾地区の巡回

等に加え、避難所の調整、排水ポンプによる排水作業を行いました。

対応状況説明：宮本建設部長

・江川の樋門につきましては、江川は新河岸川堤防よりも低いところを流れて

おり、新河岸川の水位が上がった場合には、逆流してしまうため、水門を閉

める必要があります。１時１６分に水門が閉じられたことから、河川課職員

が現場確認のため急行し、経過観察を行いました。新河岸川の水位が高かっ

たことから、水門を開くことができませんでした。水位が下がり始めた１０

時３６分に１門目を開き、もう一門も操作を開始し、１０時５０分に全部を

開放いたしました。この時点におきまして、内水を排除する必要がありまし

たので、国のポンプ等で排水作業を行い、翌日の午前に排水作業を終了いた

しました。その後、江川の護岸が崩れ危険な状態であったため、応急工事を

実施いたしました。

対応状況説明：石井上下水道局長

・排水ポンプが停止した経緯について御説明いたします。午前２時５５分及び

午前４時２７分には、委託業者によりポンプの稼働を確認しております。そ

の後、４時５９分に監視機能が断たれたため、委託事業者に現地において確

認させて、５時４３分に稼働を確認しております。その後、６時２０分にす

べて停止したことを確認しております。

・下水道の機能の低下につきましては、寺尾公民館周辺でトイレが流れにくい

などのご意見を多く頂いておりますので、１０月２７日からポンプによるバ

イパス排水を実施いたしまして、流下機能が維持されるよう回復に努めてい

るところでございます。今後流下機能の低下原因の調査を実施いたしまして、

対応を検討してまいります。なお、現在のポンプによる排水を回避するため

の緊急的な対応として、新たにバイパス管を敷設させていただき、ポンプに

よる排水を早期に解消していきたいと考えております。
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対応状況説明：関根福祉部長

・被災者再建支援制度につきまして御説明いたします。自然災害で、４５０世

帯以上の床上浸水被害が発生したこと、又は住宅の全壊が１０軒以上である

ことのいずれかに該当する災害であることが条件となっておりますので、今

回は適用されないものでございます。

質問の概要

Ｑ１ 調節池ができる前は新河岸川へ自然に流れていたが、調節池ができたた

め中島地区の内水がどこにも逃げない構造となった。対策は中島雨水ポンプ

のみか。

Ａ１（建設部長）

中島雨水ポンプで江川へ流すことになっています。

Ｑ２ ここ５年で何か中島雨水ポンプを改良したことはあるのか。

Ａ２（上下水道局長）

改善した点はございません。

Ｑ３ 毎年、冠水するのになぜ中島地区に対して対策してくれなかったのか。

Ａ３（上下水道局長）

これまでの状況ですと、中島ポンプ場の機能が発揮され江川都市下水路へ

排水できていたとものと認識しています。

Ｑ４ 冠水した家があるのは、知っていたのか。

Ａ４（上下水道局長）

詳細には承知してございません。

Ｑ５ ポンプの設計ミスではないか。

Ａ５（建設部長）

中島ポンプ場につきましては、容量が足りるかどうか、江川都市下水路に

つきましても、新河岸川に自然流下できるという想定で計画されたものです

が、これらの原因や対策について検証したいと考えております。
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Ｑ６ これまでなぜやってくれなかったのか。

Ａ６（建設部長）

実際には、その対策が具体的に取り組めておりませんでした。

Ｑ７ 災害対策本部を立ち上げず、部長会議で終わらせた理由は何か。

Ａ７（危機管理監）

被害状況等に応じて市は体制を配備するものでございまして、今回につき

ましては台風の状況や降雨の状況などを考慮して、災害対応部長会議で対応

してまいりました。寺尾地区にこれほど大きな被害が出る状況が、把握でき

なかった面がありました。

Ｑ８ 調節池を見回りに来た現地調査員と話しをしたが、寺尾地区は内水がた

まっていたのに、大丈夫だと言った。どのような判断をしたのか。

Ａ８（危機管理監）

現地調査班は水害等が起きる箇所の調査や巡視をしており、この地区に内

水は集まるということは承知はしていたと思われますが、新河岸川の水位も

同時に監視していただろうと考えられます。

Ｑ９ 中島雨水ポンプ場の確認は目視か。どこで監視していたのか。対応して

いなかったのではないか。

Ａ９（上下水道局長）

４時５９分までは、上下水道管理センターという事務所がございまして、

そちらの監視装置が働いていましたので、ポンプの稼働状況は確認ができて

いたという状況でございます。

その後、管理センターで確認することができなかったことを受けまして、

業者に見守りをして確認をさせていただいたというところでございます。

Ｑ１０ 毎年、小屋で待機していた人がいたが、今年はいなかった。大型台風

だったのになぜ待機させていなかったのか。

Ａ１０（上下水道局長）

待機小屋につきましては、委託をしている業者で設置しているものでござ

います。
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Ｑ１１ 市が委託しているもので、市に責任があるのではないか。市の職員は

監視しないのか。

Ａ１１（上下水道局長）

ポンプの状況については、市の職員も巡回しており、午前１時前後に現地

にて確認をしております。

Ｑ１２ 目視せず機械だけを信用していたのか。

Ａ１２（上下水道局長）

１時の時点ではポンプ場の施設内に入って目視で確認をしております。

Ｑ１３ 水門閉めて２時間でアパートの前の車が沈んだが、市の職員はどこに

いたのか。

Ａ１３（危機管理監）

現地調査班がその時点でどこにいたかは分からないですが、恐らく水位が

上がった時には、要請を受けて土のうを取りに行くなどの対応等もしていた

と考えております。

現地調査班の３名はこの地区を担当しておりますので、いなくなったので

はありません。

Ｑ１４ 市長は２３日と２４日に自宅待機だったのか。

Ａ１４（市長）

２３日と２４日は通常業務をしておりました。

Ｑ１５ 水没していたのに、市民を守る市長が通常業務とはどういうことか。

Ａ１５（市長）

寺尾地区の浸水の状況の把握や伝達ができておらず、具体的な状況が２３

日の朝にも伝わってこなかったということがございまして、通常業務をやっ

ておりました。
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意見のみ

朝起きたら、床上まで上がっていた。どこか決壊したのかと防災へ電話し

た。それは、下水があふれたので、下水へ電話してくださいと。下水の人へ

は、ポンプ車を出してくださいと言ったが、１台は別のところへ行っていて、

１台は、壊れていると。まったくのんびりしていた。サイレンも鳴っていな

い。防災無線も何も言わなかった。どんな状況なのかもわからない。防災危

機管理課なのに、防災の準備もできてないし危機管理もできていない。市の

対応にがっかりしている。車２台を廃車し、５００万円以上の損害。床下だ

となにも出ないのか。あまりにも無責任な対応だ。子どもを肩車して、朝ま

で待っていた家もあると聞いた。安全な対応はできないのか。家屋が増えて

いる。使う下水が多くなるのは分かっている。他の地域では、去年も出てい

る。なんで過去のことを活かしてくれないのか。そうすれば今回のようなこ

とはなかったのではないか。

Ｑ１６ 市からの文書に、見舞金が１万円となっている。床上浸水であれば

５万円支給されるのではないのか。

Ａ１６（福祉部長）

川越市社会福祉協議会で見舞金支給がございまして、その金額が１万円で

ございます。

Ｑ１７ 寺尾小学校の脇にあるポンプは今回まったく動いていなかったが、何

のためにあるのか。

Ａ１７（上下水道局長）

ふじみ野市のポンプで、途中まで稼働していたと聞いてございます。

意見のみ

何も対策はとれないのか。対策の説明をされないと納得できない。

また、調節池を造った時、土手を造って、それまで水が流れるところがな

くなった。調節池は寺尾地区の為に使ってほしいので、土手を落とし、池を

深くし、水を常に空にするためのポンプを新河岸川に設置してほしい。



7

Ｑ１８ なぜ溢れている江川に排水するのか。新河岸川の水が高ければこの

地区の水は減らないが、どう考えていて今後どう対応するのか。

Ａ１８（建設部長）

根本的な解決としましては、ここに水がなるべく来ないように、貯留地等々

を整備すること、新河岸川の水位を下げること、さらには排水施設を整備す

ることなどが必要だと考えております。今後十分に検証して、検討してまい

りたいと考えております。

Ｑ１９ いつまでに対策するのかはっきりさせていただきたい。今年中か、

それとも来年以降か。

Ａ１９（建設部長）

今年度については、崩壊した江川の改修をしております。排水については、

国や県と協議してまいりたいと考えており、再度の被災を防止するため、で

きる限りのことを検討してまいりたいと考えております。

Ｑ２０ 江川から、新河岸川や調節池に水を送るポンプを設置することは、最

優先課題として今年中にもできると考えるが、市長はどう考えているか。

Ａ２０（市長）

最優先課題として取り組んでいきますが、今年中に作ると約束するわけに

はまいりません。

樋門閉鎖後の内水対策については、江川の水を直接調節池か新河岸川に流

すポンプを作ることや、地下にタンクを造り貯める方法も考えられますが、

どの程度のものをつくればいいのか専門家を入れた検証委員会で検証する必

要があります。

緊急の対応といたしましては、市として可動式の能力の高いポンプを用意

して、緊急の場合はそれを搬入して排水しなければならないと考えておりま

す。また、雨水を調節池や新河岸川に流し込むことは、市の一存ではできま

せん。

（建設部長）

大型の可搬ポンプにつきましては、現段階でもできるようにしてまいりた

いと考えているところです。

恒久的な大きなポンプ場につきましては今年や来年には難しいと考えてい

るところでございますが、検討につきましては、すぐさま入るというような

形で考えているところでございます。現段階では具体的な期日について何と

も言えませんが、できる限り対応してまいりたいと思います。
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Ｑ２１ 北野地区から雨水が滝のように流れてくるので、ふじみ野市と連携し

て対策をとってもらいたい。また、危険箇所などを知らせてもらいたい。

Ａ２１（上下水道局長）

ふじみ野市と協力しながら対策を検討していきたいと考えております。

Ｑ２２ ２３日の朝６時に市の職員が中島雨水ポンプを確認したとのことだが、

その時間は既に水位が高く確認できなかったのではないか。

Ａ２２（上下水道局長）

水位は高いところもございましたが、道路から受電施設にあるランプを確

認して、中島雨水ポンプが稼働しているかどうか確認しました。

Ｑ２３ ６時の段階でポンプ場に立ち入れないことが分かっていて、市長は日

常業務を行っていたのか。

Ａ２３（危機管理監）

６時の段階では、水位が上昇しているという情報は市のほうに寄せられて

おりました。

Ｑ２４ 寄せられたのではなく、市の職員が確認しているのではないか。

Ａ２４（危機管理監）

現地の職員から市へそのような情報が入っています。現地職員の朝の交代

時に、ポンプ等の排水ができる体制を考えて、職員を増員しました。

Ｑ２５ 現地で苦労している一般の職員任せで、市としての対応は一切してい

ないということか。

Ａ２５（危機管理監）

市としては、できる限りのことを行っていたという認識ですが、なぜ寺尾

地区であのような状況になったのか理解できていない中で水位の急上昇が

あり、十分な対応ができていなかったということは感じています。
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Ｑ２６ 水位の急上昇後も災害対策本部を設置せず、市ができることについて

検討する体制が整っていなかった。事後対応すらしっかりやっていない。そ

れでできる限りのことをしたと言えるのか。

Ａ２６（危機管理監）

十分ではなかったと思っております。

Ｑ２７ 前回説明会の議事録によると、内水による避難というのは通常なかな

か考えにくいとのことだが、ゲートを閉めれば水位が上がるのは素人でも分

かることである。地区ごとの問題点や確認すべき事項などを記載したマニュ

アル等を渡しているのか。

Ａ２７（危機管理監）

現地調査班には、注意を要する箇所を示した地図と注意すべき点が記載さ

れたものを渡しており、それをもとに、どこでどのようなことに注意するか

ということは分かるようになっております。

Ｑ２８ 夜の段階で内水が溢れ始めている状況があるのに、なぜ、注視しなか

ったのか。また、昨年の台風でも内水被害が出ていることを把握していたの

か。事前の情報を踏まえた危機管理ができていないのではないか。

Ａ２８（危機管理監）

昨年の台風で浸水した箇所については承知しております。今回は、今まで

経験したものとは違う状況が発生していたものと考えております。

Ｑ２９ 被害の規模の問題ではなく、１件でも浸水被害があれば注意しなけれ

ばいけない。

Ａ２９（危機管理監）

今までの台風では江川下水路が機能し、新河岸川に排水されていましたが、

今回はその部分が絶たれたことにより、これほどになることが事前に十分に

予見ができなかったということでございます。

Ｑ３０ 想定できたものを、怠っていたのではないか。

Ａ３０（危機管理監）

都市下水路の樋門が閉じられるというところまでの想定はできておりま

せんでした。



10

Ｑ３１ 第三者委員会の実施についてはどうなっているか。

Ａ３１（栗原副市長）

第三者委員会につきましては、外部による検証方法や手続き等について、

ふじみ野市と協議を始めたところでございます。いつまでにどのような報告

を行うかにつきましては、人選をはじめ、検証に当たり様々な資料の作成が

見込まれるため、今後両市で連携、協力して取り組んでいきたいと考えてお

ります。

Ｑ３２ 水が出ているのを知っておきながら対応しなかったのは市のミスで

はないか。市のミスで被害が大きくなったので、その分について市は補償し

てくれるのか。

Ａ３２（市長）

対応が後手に回ってしまったという点を大変痛感しているところでござ

います。責任の問題につきましては、市の職員の対応や、きちんと対応して

いれば損害が発生しなかったのか、その辺の事情をしっかりと検証した上で

なければ、現時点で私といたしましては何とも申し上げられません。

Ｑ３３ 浸水被害の件数について、前回説明会の際には床上浸水２３０件、床

下浸水２１４件、計４４４件という発表があったが、国、県が公開している

内容ではいずれも床上浸水５６件、床下浸水１３１件となっている。なぜこ

のように件数に開きがあるのか、その原因と意図について伺いたい。

Ａ３３（危機管理監）

被害の件数につきましては、少なく報告したわけではなく、調査が十分に

行えていない段階で県に早めに件数を出すということがございまして、概数

を入れたものです。前回の説明会で申し上げた件数からも変わっておりまし

て、１１月９日現在で寺尾地内の床上浸水が２３４件、床下浸水が１８４件

でございます。
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Ｑ３４ 国土交通省の排水ポンプ車により排水を行った時刻について、最初に

聞いた説明では１４時に排水が開始されたとなっているが、国土交通省関東

整備局の情報では、川越市からの要請で排水ポンプ車を出動させたのは１７

時半となっている。ふじみ野市は９時１５分に排水ポンプ車の出動を要請し

ているが、これを川越市が要請したようにすりかえているのか。

Ａ３４（危機管理監）

国土交通省への排水ポンプ車の要請は１１時の段階で行っています。それ

から、１４時に排水作業を開始するというのは、これは川越市の方の排水の

作業をしていただいた時間を示したものでございます。

Ｑ３５ 関東整備局の発表時刻が間違っているということか。

Ａ３５（建設部長）

まず、ふじみ野市の方で要請した排水ポンプ車が来ました。川越市も要請

はしていたのですが、現地に来ていた車両に関しても要請し、排水を行って

いただきました。その後、予約したポンプ車が追加で来たものでございます。

Ｑ３６ 被災者生活再建支援法は１号基準に満たないためにだめだという回

答であったが、最大３００万円の補助が得られる埼玉県市町村生活支援制度

に関する対応はどうなっているか。

Ａ３６（福祉部長）

埼玉県市町村被災者安心支援制度は、国の被災者生活再建支援制度の対象

とならない災害による被災者を支援する制度です。しかし、支援の対象とな

るのは、住宅が全壊、大規模半壊した場合に限られているものと承知してお

ります。
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Ｑ３７ 災害救助法や県の安心支援制度の適用について、市から交渉や要望等

を行っているのか。

Ａ３７（福祉部長）

現状では行っておりません。

Ｑ３８ 水門を閉めてから排水を開始したのがかなり遅かったことは事実で

あり、それが被害に直結したのかということに関連し、寺尾地区に溜まった

水の総量というのはおよそ何立米ぐらいだったと推計されたのか建設部長

に伺いたい。

Ａ３８（建設部長）

正確には、現段階では出ておりません。江川は最大毎秒 20 トンから 30 ト

ン水が流れてくるというような想定になってございます。

Ｑ３９ 検証委員会に、住民代表の方が参画できるのか。

Ａ３９（栗原副市長）

対応についての内部検証について、現時点では今回直接的に関連がない職

員と、弁護士の身分を持っている職員２名を入れて、客観的な調査ができる

ように考えております。

Ｑ４０ 可動式ポンプはいつ何台購入して配置するのか市長に伺いたい。

Ａ４０（市長）

現在のところは、まだいつ何台購入するということは具体的には考えてお

りません。

Ｑ４１ 近いうちに災害が起きたたらどうするのか。

Ａ４１（市長）

当面の緊急対応としては、同じような事態が起こったら国土交通省のポン

プをお願いする、あるいは近隣で能力の高いポンプを持っている自治体があ

れば、そこにもお願いするということです。
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Ｑ４２ 要請してから来てもらえるまで時間がかかるが、協定や近隣市町村へ

の働きかけはしているのか。

Ａ４２

（市長）

現時点では、特に行っておりません。

（建設部長）

建設産業団体連合会というのがございますが、そういったところと災害協

定等を行っておりますので、建設要請等も含めて対応できる限りしてまいり

たいと考えております。

Ｑ４３ 見舞金の制度の見直しについて、期日を教えていただきたい。

Ａ４３（板東副市長）

補償自体につきましては、なかなか難しいものでございますが、財政支援

につきましては現在検討しております。

床下浸水の見舞金につきましては、現在県内どこの市町村も支出はしてい

ない状況でございまして、これについては難しいと思っております。ただ、

今回の皆さんの被災の状況を拝見させていただきますと、住宅の基礎が昔の

工法と違いまして、水の抜けにくい構造になっているというようなことがご

ざいます。このような点に着目しまして、水を抜くための経費等の一部につ

きまして補助金の支出ができないかどうか検討しているところでございます。

さらに、融資の制度につきましても、銀行と協調しまして家財道具などの

買い替えなどに使える融資制度をつくれないかどうかということで検討して

いるところでございます。金利をできるだけ金融機関に低くしていただきま

して、その上で、その金利の一部分を市で負担するというような形で考えて

おります。銀行からの借り入れになりますが、その手続はできるだけ簡便に

なるよう今交渉しているところでございます。

それらの詳細が決まりましたら、速やかに皆様に御連絡をさせていただき

ながら、実行するように取り組んでまいりたいと思っております。

Ｑ４４ 消毒は依頼すれば１回だけでなく行ってもらえるのか。

Ａ４４（保健医療部長）

保健所の食品・環境衛生課に御相談いただければ個別に対応させていただ

きます。あらかじめ日時の予約をさせていただき、できるだけ対応するよう

にいたします。
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Ｑ４５ 側溝や道路の消毒は行ってもらえるか。

Ａ４５（建設部長）

２６、２７日に全面消毒をさせていただきましたが、不安な点があればま

た対応を考えさせていただきます。

Ｑ４６ 来週には寺尾小学校４０周年の記念事業があり、小学生や幼児などに

調節池が自然豊かな場所だということを伝えたい。土手はマラソンやスポー

ツをする方や、子どもたちの遊び場であり、寺尾地区の財産だと感じる。調

節池を定期的に調査していただけるのか。

Ａ４６（建設部長）

調節池につきましては、側溝自体に汚水が入ったということはないと思い

ますが、県にも確認をします。また、調節池の上の遊歩道や土手などにつき

まして冠水した道路のところまで消毒作業をやっておりますが、併せて今後

対応を考えたいと思います。

Ｑ４７ 避難勧告が出なかったことが、気になっている。市に情報がいってい

たのに出さなかったのか、情報が入ってこなかったから出せなかったのか。

Ａ４７（危機管理監）

通常、避難勧告などは河川が洪水した、又はおそれがある場合に出してい

ます。

今回の寺尾地区は水位の上昇が非常に早く、そこから避難情報を発すると

かえって危険な状況が考えられます。内水が上昇している際には地面が見え

なくなったり、マンホール等が吹いて外れたりするおそれがありますので、

外に出ることが非常に危険な場合が想定されるので、その場合には屋内で２

階等に避難することが安全ということです。

Ｑ４８ 河川の氾濫に対してのみ勧告を出すので、出さなかったということか。

Ａ４８（危機管理監）

今までの考え方では、避難勧告等は、河川が氾濫したときに出すというこ

とで、内水で出すことは考えていませんでした。
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Ｑ４９ 国が出している避難勧告ガイドラインでは、内水判断についても、屋

内の安全な場所に避難を出すように勧告するとある。また、屋内で逃げ場が

なくなったときには避難指示を出すと書いてあるが、市の方では適用してい

なかったのか。

Ａ４９（危機管理監）

内水のときには、家の中で避難するのが安全であると考えていました。

Ｑ５０ 内水に関して、平成２７年に法改正されている。それは、川越市では、

反映されなかったのか。

Ａ５０（危機管理監）

台風第２１号のときは、内水被害の対処としては避難勧告等を出していな

い取扱いでした。

Ｑ５１ 市長は、内水氾濫の対策にはシミュレーションをしないと難しいと言

っていたが、内水ハザードマップを作成した際にシミュレーションしている

とのことであれば、その基礎データですぐに対策がとれるのではないか。

Ａ５１（上下水道局長）

内水ハザードマップは、平成１５年から平成２４年の浸水状況の実績に基

づいて作成しています。その間には、今回のような状況がありませんでした

ので反映してませんが、ここで実際にありましたので早急に見直しを検討し

たいと考えております。

Ｑ５２ 床上浸水したため、壁と床の工事中は、仮住まいしないといけないが、

空いている県営住宅とか市営住宅とか貸してもらえるのか。

Ａ５２（建設部長）

市営住宅による対応を検討してまいります。

Ｑ５３ 寺尾地区からは市営住宅よりも県営住宅のほうが近い。子供が幼稚園

や小学校に通える範囲でお願いしたい。

Ａ５３（板東副市長）

県に協力を要請いたしまして、その結果は、報告させていただきます。
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Ｑ５４ 結果はいつまでに教えてもらえるのか。

Ａ５４（板東副市長）

週明けにでも、県の方に協力をお願いし、結果は御報告したいと思います。

Ｑ５５ 埼玉県市町村被災者支援制度は、県に要請するのか。

Ａ５５（福祉部長）

現状の基準では難しいですが、県に要望してまいりたいと思います。

Ｑ５６ 固定資産税の減免などいろいろな手厚い対応は、寺尾地区だけに適用

されるものか。

Ａ５６（財政部長）

固定資産税の減免は、冊子にある内容となり、市全体で適用します。通常

であれば既に納期限を過ぎているものについては、減免の対象とならないと

いうのが原則的な考え方でございますが、今回の状況を見て、第３期分以降

の減免申請の受付期間を延長いたしましたので、その期間内に申請をしてい

ただければ、減免の対象とさせていただいております。

Ｑ５７ 見舞金は、今回限りか。２回目、３回目があるのか。

Ａ５７（福祉部長）

見舞金は要綱に従いまして、今回は一度ということになります。

Ｑ５８ 全世帯においてどのくらいの被害額がでているか、市では把握してい

るのか。家庭の概算での被害額はどのくらいか。

Ａ５８（市長）

計算しておりません。

Ｑ５９ 今回の被害の責任について、市は１００パーセント悪くない、住んで

いる住民が悪いと考えているのか。それとも対応の遅れ、水門を閉めた、避

難指示の遅れ、中島ポンプの故障、いろんな問題を言われているが、市とし

ての責任は１パーセント、５パーセント、市長いかがお考えか。

Ａ５９（市長）

様々な件について事実関係を特定し検証した上でないと、何とも申し上げ

られません。
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Ｑ６０ 不動産の売却などの際、これまでは浸水被害について特に問題が無か

った旨を書くことができたが、今回の台風第２１号の被害については、売却

等の際に第三者記入が義務づけられる。市の対応の遅れや、選挙、水門の閉

鎖などにより浸水被害がおこったと公文書に記載し、消費者に説明してよい

か。

Ａ６０（市長）

そのようなことを記載されることについては、よろしいとかよろしくない

とか、申し上げることはできません。

Ｑ６１ ポンプ２台３台増やした程度では５０年先、１００年先うまくいかな

いとおもう。今後の対応について、調節池を大きく広げて、ポンプが必要な

いようにしてもらいたい。

Ａ６１（建設部長）

寺尾調節池を大きくするということは、新河岸川の水を受け入れる調節池

でございますので、ポンプが必要となくなるかというとなかなか難しいと思

いますので、江川に能力のあるポンプをつけられるよう検討したいと考えて

おります。

Ｑ６２ 寺尾の高台周辺に排水がおくられているが、これらの下水のもとは結

局、江川に流すしかないのか。今後、より増えると思う。

Ａ６２（上下水道局長）

公共下水道と江川の雨水の話は別でございまして、新しくできている住宅

等については公共下水道の汚水管に汚水を排水しており、周囲の雨水などは

中島雨水ポンプ場から江川に行っている状況でございます。公共下水道の汚

水管が流れにくい状況となっておりますので、こちらは改善すべき対策をと

っていきたいと考えております。

Ｑ６３ ふじみ野市の説明会にも参加したが、温風機があるなど住民への思い

やりがあった。川越市の被災者への対応は、被災者のことを考えていない対

応に思えるが、本気で被災者のことを思っている対応なのか。

Ａ６３（市長）

被災者の方を思って、一生懸命対応しているつもりでございます。



18

Ｑ６４ ふじみ野市の説明会では、元福岡の過去の浸水の状況を踏まえて、河

川水位だけでなく、内水も視野にいれているとあった。川越市は、内水を視

野にいれず、何も対策を取っていない。そして、調節池ができて初めて水門

が閉じたという異常な自体の経緯にかかわらず、近隣住民に何も案内しなか

ったのはなぜか。

Ａ６４（危機管理監）

すぐに十分な対応ができなかったのが現状です。

Ｑ６５ 水門を閉じたときに近隣住民がどのような危険に陥るか把握してい

たと思うが、水門が閉じたときにどのような対応をとるようにマニュアルを

作られているのか。

Ａ６５（建設部長）

必ずしもすぐにどうこうするということがマニュアルで決まっていない

状況でございます。

Ｑ６６ さまざまな部分の策定、市としての想定に不備があったと認めるか。

水門の閉鎖を甘く見ていたのか。

Ａ６６（建設部長）

想定としてそこまで踏み込んでいなかったということです。

Ｑ６７ 今回、ハザードマップに載っている地域の近くの水門を閉じた。住民

は水門を閉じたことがわかっていれば、かなり危険である状況を把握できた。

避難が危険だから情報を出さないというが、１階に寝ている人はどうなって

もいいと思って情報を出さなかったのか。

Ａ６７（危機管理監）

１階に寝ている人はどうなってもいいという認識はありません。

ただ、今回、水門が閉まって、内水が一気に上がるという状況が十分に把握

できず今回の事態となったと考えております。

Ｑ６８ １階のものは、捨てなければいけない状況になったが、そこに対して、

市の責任があるということでよろしいか。

Ａ６８（危機管理監）

現段階ではなぜこのような状況になったのか、十分検証してからでないと

何とも申し上げられません。
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Ｑ６９ 義援金は、どういうものに使う予定なのか。市の財政に入るだけで、

被災地に回らないのではないか。

Ａ６９（市長）

義援金は、台風第２１号の被災者へお渡しするためのものでございますの

で、市の財政に入るということは、全くございません。

Ｑ７０ ここに参加している方に回るというが、市は、床上か床下かしか把握

していないということだが、車が壊れたとか家電が壊れたところもあるが、

それらを把握していないのに、どのように配分の割合はどう決めるのか。

Ａ７０（福祉部長）

義援金が集まった時点で、義援金運営委員会において配分方法など決定さ

せていただこうと思っております。

Ｑ７１ 前回の説明会で、床上も床下も５万円の見舞金と言っていたが、１万

円という書類があったりとよくわからない。すべて補償してくれと言ってい

るわけじゃないが、市が出すと言った見舞金については、はっきりして欲し

い。

Ａ７１（福祉部長）

前回の説明会で、市の見舞金として床上の方に５万円とご説明させていた

だきました。１万円は川越市社会福祉協議会からの見舞金となっており、合

計で６万円になります。混乱させてしまい申し訳ございませんでした。

Ｑ７２ 川越市としては、見舞金は総額６万円のみか。

Ａ７２（福祉部長）

川越市からの５万円と、社会福祉協議会からの１万円です。

Ｑ７３ 市長もそれ以上の見舞金などの考えはないのか。

Ａ７３（市長）

床上、床下を含めた見舞金などの検討をしており、そう時間をかけずに結

論を出していきたいと考えております。
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Ｑ７４ 特定疾患の方に対する税金の減免はあるか。

Ａ７４（保健医療部長）

詳細を確認して、お答えさせていただきます。

Ｑ７５ 江川都市下水路だけでは排水基準として足りないと思うが、強化した

り増やす計画はあるのか。

Ａ７５（建設部長）

雨水を集めるきちんとした整備がされていない状況なので都市下水路と

いうことですが、地勢的に集まっているような状況がございます。それにつ

きましても、今後ふじみ野市さんとも協議しながら、流域の流量の見直しな

ども含めて検討してまいりたいと考えております。

Ｑ７６ 今回浸水して資産価値がなくなった地域を市が買い取って、遊水地に

するなどの考えはないのか。

Ａ７６（建設部長）

江川都市下水路の排水能力、排水の流量を減らしていくことも含め、安全

な対策ができるよう検討してまいりたいと考えております。

Ｑ７７ 過去に床下浸水した際、市からのアンケートなどはなかった。被害状

況は把握しているということだが、どうやって把握しているのか。

Ａ７７（危機管理監）

台風の時に、床上・床下の浸水があったかどうかというのは、今回も含め

て、各地区で、何件の床下・床上というのは把握しております。

現地調査班が現地に行っており、自治会を通じて情報等をいただいたり、

補助をしていただくなどして全て現地調査班が確認しております。

Ｑ７８ 新河岸川の水位が高い時、今後どのように対策をして、来年の台風シ

ーズンまでに必ず対策をとると約束できないか。

Ａ７８（建設部長）

本格的な大規模なポンプを設置するというのは、現段階では、難しいと考

えているわけですが、可搬式の排除するポンプを設置するような対策、そう

いったことは県とも協力しながらやってまいりたいと考えているところで

ございます。

対策につきましては、現段階でできる限りの対策をしていきたいと考えて

おります。
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Ｑ７９ 来年も同じように床上・床下浸水が起きれば市の怠慢だと思うが、市

長いかがか。

Ａ７９（市長）

抜本的な対策を講ずるには時間がかかると言わざるを得ません。当面の緊

急の対応としては、可搬式の能力の高いポンプを備え置く、あるいは迅速に

借り受ける等の方法で、対応をしていきたいというふうに考えておりまして、

ただいまの御質問に関しましては、仮定の御質問でございますので、お答え

を控えさせていただきます。

Ｑ８０ 国交省のポンプによる排水作業は２４日の午前２時まで行っていた

が、川越市のポンプによる排水作業は２３日の午後７時までだった。川越市

も最後まで排水するのが筋だと思うが、どう考えているか。

Ａ８０（危機管理監）

現地調査班の排水ポンプが、吸管を水の溜まりの中に入れて吸い上げるタ

イプでございまして、この時点で、吸管を入れられる状況がなくなったので、

排水ができないということで撤収させていただきました。なお国土交通省の

排水ポンプにつきましては、水中ポンプのような形式でございまして、２時

まで排水作業をしていただいて、そちらについては、別の市の職員のほうで

一生懸命対応していたということでございます。

Ｑ８１ 昨年の台風のときに、道路冠水や内水が溜っていたことは承知してい

たとのことだが、今回このような状況になることは予想できたのではないか。

Ａ８１（危機管理監）

今回は江川都市下水路の機能が果たせなくなってこのようになりました

ので、前回と同時期に浸水の被害があったということではございますが、今

回は予見できなかったということでございます。
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Ｑ８２ 減免等各種手続きについて、窓口を別々にせず一括対応できないのか。

Ａ８２（財政部長）

税などの減免関係につきましては、それぞれ制度が異なっているというこ

ともございますので、事務手続については御了承いただければと思います。

しかしながら、被災されて何かと御不便をおかけしている中でございます

ので、できる限りの手間というものをなくせればというふうには考えており

ます。本来は申請の際に必要とされる添付書類の提出につきまして、今般に

限り省略させていただきました。また、申請書の提出につきましては、窓口

にお越しいただかなくても、郵送で結構でございます。

Ｑ８３ 固定資産税を一括で支払ったが減免されるのか。差額が返還されるの

か。

Ａ８３（財政部長）

減免申請書のほうを出していただければ、第３期分と第４期分に相当する

ものについては減税の対象とさせていただきます。

Ｑ８４ 保育料の軽減は何年度分までなのか。

Ａ８４（危機管理監）

今日は担当の部長が出席しておりませんので、個別にお答えをさせていた

だきたいと思いますので、後ほどご連絡先を教えていただければと思います。

Ｑ８５ 第３回の説明会は、いつ開催するのか。

Ａ８５（市長）

いつ開くかにつきまして検討の上、１週間ぐらいのうちに今回と同じよう

な方法で御連絡させていただきます。

Ｑ８６ 第３回の説明会は、１週間後に市の職員がビラを配布するということ

でいいか。

Ａ８６（市長）

そう考えていただいていいです。
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Ｑ８７ 今回の被害について市に責任があることは間違いないので、見舞金と

低金利融資だけで済ますのはおかしいと思うがどうか。

Ａ８７（市長）

市に責任があるかどうかというのは、にわかに判断ができないところであ

ると認識しております。そのため、現時点では、見舞金と、見舞金の見直し、

そして融資の制度、住宅の基礎部分の水を抜くための経費等の一部について

の補助金以外の点については検討しておりません。

Ｑ８８ 要援護者の登録をしているが、いまだ安否確認がない。どのようにな

っているのか。

Ａ８８（危機管理監）

登録された名簿は、防災危機管理室にあります。地域で民生委員の方に、

こちらにこういう方が住んでいるというのを把握していただいているもの

でございますので、地域の情報として活用していただいているものと考えて

おります。

Ｑ８９ 今回被災の申請書を配布したのは別の地区の民生委員で、その方から

も安否確認をされなかった。要援護者として登録しても活かされていないの

ではないか。

Ａ８９（危機管理監）

よその地区の民生委員さんが訪問したというところも含めて、どういう状

況だったか、現段階では不明でございますので、そちらについては調べさせ

ていただきたいと思います。
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Ｑ９０ 消毒は、いつ回ってくるのかと思っていたら、台風第２２号の大雨の

中、かなり濃度を薄めた消毒液をしてもらったが、意味があるのか。

Ａ９０（保健医療部長）

寺尾地区につきましては、当初水が溢れていて、堆積物もあったことから、

消毒が困難な状況でございました。このため、ある程度水が引き、堆積物等

の除去を待った上で、被災されている方の御意向も踏まえながら、26 日から

消毒を実施できる地域から、冠水した道路部分も含めて、複数班体制により

消毒作業を進めました。26 日は、初めは３班体制だったんですけれども、な

かなか１軒のお宅に時間がかかるということで、急遽、民間委託も含めまし

て、27 日から６班体制で回らせていただきました。

また、屋内の消毒もございますので、濃い濃度の消毒液は使用しておりま

せん。

Ｑ９１ 軽自動車税の減免は、どう検討したか。

Ａ９１（財政部長）

軽自動車税の減免については検討しておりません。車両の浸水被害の場合

につきましては、所得税で雑損控除の適用はございます。


