
※費用の明示のないものは無料₄ 広報　いたばし 令和 2年（2０2０年）５月16日（土）

▽視聴方法＝チャンネルいた
ばし（区ホームページ参照）、
J:COMチャンネル（毎日12時
・20時）※区政資料室（☎3579
‐2020）でDVDの貸出を行っ
ています。▽問＝ブランド戦
略担当課☎3579‐2025
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止水板設置工事費用の助成
　止水板は、住宅の出入口など
に設置して、外部からの浸水を
防ぐ装置です。
▽助成金額＝費用の２分の１
（上限50万円）※事前に申請が必
要。詳しくは、電話で、お問い
合わせください。

豪雨による
浸水被害を防ごう！
　梅雨・台風などで雨の多い季節を迎えます。令和元年台風第₁5号
・第₁9号など、局地的・短時間に多量の雨が降る集中豪雨が増えて
おり、河川の氾濫や道路冠水、浸水被害も数多く発生しています。
　今日は、区民のみなさんができる対策と、区の取組を紹介します。

工事課工務係☎3579‐25₄₁問　合

《土のうステーション設置場所一覧》

環状八号線より南側エリア
小豆沢 3‐10（志村坂公園内）
小豆沢 4‐16（小豆沢公園内）
板橋 1‐ 2先（谷端川児童遊園内）
板橋 3‐50先（東板橋公園東南口前）
板橋 3‐50（東板橋公園東口）
板橋 4‐47先（石神井川沿い）
板橋 4‐55（板谷公園内）
大谷口 2‐12（大谷口地域センター前）
大谷口北町14（さくらづつみ児童遊園内）
大谷口北町₈7（大谷口北町公園内）
大山町47（大山町47番公衆便所前）
大山東町14（大山東町児童遊園内）
熊野町23（熊野町公園内）
小茂根 1‐10先（植樹帯内）
小茂根 3‐ 9先（歩道内）
幸町 3 （みなみ児童遊園内）
桜川 3‐ 3先（桜川緑道内）
志村 2‐27（志村清水坂緑地内）
東新町 2‐51（東新児童遊園内）
中板橋19先（石神井川沿い）
仲宿13先（石神井川沿い）
中台 1‐19（どんぐり山公園内）
中台 2‐ 9 （中台二丁目公園内）
仲町12（仲町防災さざんか広場内）
中丸町43（中丸なかよし児童遊園内）
氷川町2₈（氷川図書館前）
双葉町14先（石神井川沿い）
本町 1先（本町 1排水機所前）
本町29先（本町29排水機所横）
若木 3‐ ₈ （若木北公園西口）
若木 3‐12（若葉児童遊園内）

環状八号線より北側エリア
赤塚 3‐40（上赤塚公園内）
赤塚 5‐32（都立赤塚公園内）
赤塚新町 3‐24（下赤塚公園内）
赤塚新町 3‐35（赤塚新町公園内）
坂下 2‐19（城北公園内）
新河岸 1‐ 9 （赤塚土木事務所脇）
高島平 1‐51（高島平一丁目第三公園内）
高島平 1‐66（高島平一丁目第四公園内）
高島平 2‐17（高島平二丁目公園内）
高島平 7‐ 9 （高島平七丁目公園内）
高島平 7‐33（高島平七丁目第二公園内）
高島平 ₈‐24（徳丸ヶ原公園内）
徳丸 5‐ 1先（前谷津川緑道内）
成増 3‐ 4 （成増公園内）
成増 3‐19先（成増文化財整理室前）
成増 3‐34先（なります児童館前）
成増 3‐46先（旧白子川緑道内）
成増 3‐4₈先（旧白子川緑道内）
成増 4‐ 5 （天神下公園内）
成増 5‐1₈先（旧白子川緑道内）
成増 5‐19（成増北第一公園内）
西台 1‐24（西台公園内）
西台 2‐35先（前谷津川緑道内）
西台 3‐57先（前谷津川緑道内）
蓮根 3‐15先（蓮根三丁目公園内）
東坂下 1‐16先（区道上）
東坂下 2‐17先（蓮根川緑道内）
舟渡 2‐33（舟渡二丁目児童遊園内）
舟渡 3‐19（舟渡地域センター前）
三園 1‐ 7 （三園公園内）
三園 1‐49（溝下東公園内）
三園 2‐17先（区道上）

「雨水ます」の清掃
　道路の雨水ますに落ち葉・ご
みが詰まると、浸水・道路冠水
の原因になりま
す。マスク・手
袋を着用し、清
掃しましょう。

避難の心構えを持つ
　日頃から、ハザードマップな
どを活用し、避難経路・避難所
などを確認しておきましょう。
※ハザードマップは「いたばし
くらしガイド2019‐2020」に掲
載※郵送を希望する場合は、
₂₁₅円分の切手(１部の場合)と
別紙に申込記入例(２面)の項目
を 明 記 の う
え、郵送で、
広聴広報課広
報グループ。
▽問＝防災危
機管理課計画
推進グループ
☎3579‐2159

物を置かない
　水があふれる原因になるた
め、「雨水ます」「Ｌ型側溝」の上
に、車乗り入れブロックなどを
置かないよ
うにしまし
ょう。

正確な情報収集
　河川の水位上昇・土砂災害の
危険性が高まったときは、区か
ら避難勧告などの情報を、メー
ル配信サービスなどで発信しま
すので、こまめに情報収集しま
しょう。
　また、「板橋区気
象観測システム」で
は、各種気象注意情
報 の ほ か 、 河 川 の
水 位 状 況 を 映 像 で
確認できます。詳し
くは、区ホームペー
ジをご覧ください。
▽問＝防災危機管理
課危機管理グループ
☎3579‐2154

土のうステーション
　宅地への浸水被害を軽減するため、区内各所に土のうステーショ
ンを設置していますので、ご利用ください(下表参照)。

水害への備えを確認しましょう

宅地への浸水を防ぎましょう

止水板

▲板橋区防災
・緊急情報サ
イト

▲板橋区気象
観測システム

令和 2年第 2回区議会定例会の開会予定
区議会事務局議事係☎3579‐2702

（仮称）都市づくり推進条例（案）に
ご意見をお寄せください

〈会議日程〉
◦ 5 月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
26日㈫　告示、議会運営委員会
◦ ₆ 月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
3 日㈬・ 4日㈭　本会議
8日㈪　�企画総務・区民環境・健康

福祉委員会
9日㈫　都市建設・文教児童委員会
12日㈮　議会運営委員会
15日㈪　�東武東上線連続立体化調査

特別委員会、健康長寿社会
調査特別委員会

16日㈫　�災害対策調査特別委員会、

　「都市づくりビジョン」に基づ
き、住民・事業者・行政が連携し
た協働の都市づくりを推進するた
め、本条例を制定します。
▽全文の閲覧場所＝都市計画課
(区役所５階⑮窓口)・区政資料室
(区役所１階⑦窓口)・各地域セン
ター・区ホームページ▽対象＝区
内在住・在勤・在学の方、区内事
業者、区内で活動する団体など▽
閲覧期間・意見書の提出・問＝６
月４日(必着)まで、案に対する意

子ども家庭支援調査特別委
員会

18日㈭　議会運営委員会
19日㈮　本会議
※10時から。ただし、議会運営委員
会は13時から。※本定例会中に審査
を希望する請願・陳情の提出は、 5
月25日㈪15時までにお願いします。

〈インターネット中継を実施します〉
　本会議のインターネット中継(生
中継・録画中継)は、区ホームペー
ジでご覧になれます。

見と申込記入例(２面)の項目、法
人・各種団体の場合は名称・所在
地・代表者氏名・活動内容を明記
のうえ、直接または郵送・FAX・
Ｅメール・区ホームページで、都
市計画課土地利用計画担当係☎
₃₅₇₉‐₂₅₅₂ ₃₅₇₉‐₅₄₃₆ t -
tochi@city.itabashi.tokyo.jp※提出
された意見に個別の回答は行いま
せん。意見に対する区の考え方を
後日公表します。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください


