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 テキサス州において大規模災害として想定されるものにハリケーンがあり

ます。連邦緊急事態管理庁（Federal Emergency Management Agency，

FEMA）によれば、ハリケーン・シーズンは6月1日から11月30日となってい

ます。また、アメリカ海洋大気庁（National Oceanic and Atmospheric Admin-

istration, NOAA）によれば、昨年（2017年）は、暴風雨を伴う熱帯性低気圧

は17回、そのうちカテゴリー1及び2のハリケーン（風速74マイル～110マイ

ル）が10回、カテゴリー3から5の大規模ハリケーン（風速111マイル～157マ

イル）が6回発生しました。 

 2018年については、気象関係機関・研究所等が4月頃から予想を発表し

ており、コロラド州立大学の4月5日現在の発表によると、本年は、昨年より

はハリケーンの発生数は少なくなる見込みであるも、ここ例年の平均よりも

ハリケーンの発生数は多くなると見込まれています。具体的には、暴風雨を

伴う熱帯性低気圧は14回、そのうち、カテゴリー1及び2のハリケーンは7

回、カテゴリー3から5の大規模ハリケーンは3回程度発生する可能性がある

とのことです。ハリケーン・シーズンの中で、テキサス州沿岸部等のハリケー

ン到来は8月から9月が最も多いとされています（5月や12月にも2％程度発

生しています）。この予測は4月5日現在のため、今後変更となる可能性が

あります。 

 昨年8月、ハリケーン・ハービーがテキサス州に上陸し、記録的豪雨の影響

でヒューストンをはじめテキサス沿岸部に甚大な被害をもたらしました。 

 このことからもハリケーン対策については、日頃からの準備がとても重要で

す。当 館 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/

ryoji_hh_kanren.html）では、ハリケーン・ハービーの教訓を踏まえ、日頃の

備え、ハリケーン上陸から上陸後に発生しうること、またハリケーン関連情報

入手先等の案内をしております。ぜひ一度ご確認ください。また、当館では

ハリケーンなどの災害時には在留届にある情報に基づき情報発信等を行い

ます。ご提出がまだの方はご提出のほどお願い申しあげます。  

 

ハリケーン対策グッズ・リスト（例） 

 ハリケーン対策の一環として準備しておくとよい防災グッズの一例をご紹介

します。ご家族の状況に応じて、以下例をご参考の上、ハリケーンに備えて

事前に準備されることをお勧めします（◎は必需品、○は可能であれば準備

をお勧めするもの、△はあると便利というものです。） 

（文責：総領事館） 

  項目 留意点等   項目 留意点等 

□ ◎飲水 通常一人当たり１日１ガロン１４日分を準備。 □ ○現金 カード・ATMが使えない場合あり。できるだ

け小額の現金を準備。 □ ◎衛生用水 トイレ，シャワー用。バスタブ等を利用して貯

水。 

□ ◎食料 保存可能な食料を人数分×１４日分以上準

備。 

【例】パン，各種缶詰（肉，野菜，フルーツ等），

スープ類，ドライフルーツ，ナッツ類，ゼリー，

飲物，高カロリー食品，冷蔵を要さない野菜，

調味料等，火が不要な保存食 

□ ○衛生用品 【例】トイレットペーパー，ウエットティッシュ，

石鹸，消毒用アルコール，洗剤，生理用

品，洗面用品（歯ブラシ，シャンプー，洗顔

用品等），マスク，ふた付きバケツ，ご み

袋，ビニール袋等 

□ ◎懐中電灯 一人１つ準備が望ましい。予備電池を準備。 □ ○緊急時の持出キッ

ト 

食料，飲み物，衛生用品に加えて現金，パ

スポート等貴重品類等を入れたバック（防

水性が望ましい），救助，急遽退去命令が

出された際に携行。 

□ ◎携帯ラジオ等 携帯テレビも有用。予備電池を準備。 □ △コンパス 避難時に使用。 

□ ◎救急医療品 【例】各種サイズの絆創膏，安全ピン，ゴム手

袋，ガーゼ，三角巾，包帯，はさみ，ピンセッ

ト，針，ウエットティッシュ，消毒剤，体温計等 

□ △ドライアイス 保存が効き，冷蔵に使用可能。 

□ △チューブテント 家が倒壊した場合，避難先等で利用可能。 

□ △処方箋 必要であれば，避難前に薬局等で処方箋

を書いてもらう。 □ ◎ガソリン 車のガソリンは常時３分の２以上入れておく。 

□ ◎携帯電話等 携帯電話，ポータブル式充電器（乾電池式），

ソーラー式充電器 

□ △消火器 小型のものが望ましい。 

□ ◎重要文書一式 重要文書は直ぐに持ち出せるように準備。 

【例】旅券，保険証書，出生・結婚証明書等。 

      

その他 

（各ご家庭の事情に応じ

て） 

赤ちゃん用の乳幼児用食品（ミルク等），お

むつ，赤ちゃん用の薬 □ ○食器類等 箸，紙皿，紙コップ，プラスチック容器等。 

□ ○調理器具 携帯ガスコンロと燃料，缶切り，ナイフ等。 ペット用の水，食料，ケージ等 

□ ○寝具等 寝袋，エアマット，毛布，タオル等。 【緊急連絡先】 

  

  

  

  

  

  

 

 

●在ヒューストン日本国総領事館   

   TEL：713-652-2977  FAX：713-651-7822 

□ ○常備薬 使い慣れた薬（頭痛薬，風邪薬等） 

□ ○マッチ・ 

   ロウソク 

防水用の缶等で保管すること。 

□ ○食器類等 箸，紙皿，紙コップ，プラスチック容器等。 

□ ○工具 【例】ペンチ，テープ，アルミホイル，ソーイング

セット，スパナ，ペン，紙等 

□ ○衣類 着替え以外にも，予備の靴，長靴，雨具等も準

備しておくとよい 

ご家族の緊急連絡先をご記入ください。 

ハリケーン対策特集  
安全情報発信～ハリケーンに備えて～ 
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■居住地域 ■避難の有無 ■避難先 

 Memorial  自主避難  親族、友人、知人宅 
  

■避難期間 ■被害の状況 

1週間から2週間  1階部分  3フィート程の浸水 

  家具(ソファー、ダイニング、TV台、食器棚 等)、 

  車2台(廃車)、停電 
 
 

■ハリケーン前の準備状況 

 水、食料の買出し、排水溝のチェック、給油、バスタブに水を溜めました。

（お風呂の栓のみですと、少しずつ水が流れて減ってしまうので、ビニール

のテーブルクロスを敷いてから水を溜めました。） 
 
 

■避難の状況など差支えない範囲で教えてください 

 2017年8月27日(日)の朝の6時半ごろから停電し、外を見てみると、家の前

まで水が来ていました。車で脱出しようにも、1つしかないタウンハウスのエ

ントランスは腰の高さまで水が来ていた為、車での脱出は断念。急いで1階

にあった荷物を2階に避難させ、しばらく2階のみで生活が出来るように整え

ました。30分もしないうちに水が家の中に入ってきましたので、水の中を歩き

ながら荷物を2階に運びました。そんな折、友人から連絡をもらいお宅に避

難させて頂けるとのことで、リュックサックに当面の着替えを詰めて徒歩で家

を後にしました。 

 その後、友人宅に2泊お世話になり、なんとか探したホテルに1週間泊ま

りました。ホテルは1週間まとめて予約が出来ず、毎朝フロントで今晩の部

屋を確保する毎日でした。 
 
 

■そのほかハリケーンに関して体験談や、アドバイスなどご自由にお書き

ください 

  当初、水はすぐに引くと思っていましたが、ダムの放水の発表で洪水が

長引くことを知り、すぐにアパートを探し始めました。 

 私達と同じように探し回っている方が多く、家族向けの部屋はすぐに空

きがなくなるという状況でした。 

  浸水した家にはほぼ毎日様子を見に行きました。水深が深く、手前の道

路までしか行けない日が続きました。ボランティアの方が舟を出してくださ

り、順番を待ってボートで家に向かいました。家の前でボートを降り、ウエ

ストまである水の中を歩いて玄関に向かいました。持てるだけの荷物を

持って、歩いて岸に戻りました。家が長い間 水に浸っている状態ですの

でカビの心配があり、2階の部屋に除湿剤を沢山置いておきました。 

  水が引いてからは引越しの準備をし、運べるものから順次自分たちで運

んでいきました。ベッドなどの重いものは引越し屋さんにお願いしました。 

 二人の息子達も協力して作業する姿になんだか成長を感じました。周り

の方々にも沢山お世話になり、感謝で一杯でした。 

 

 

（文責：編集部） 

ハービー体験談 

【お役立ちサイトやアプリ】  
FEMA (https://www.fema.gov/) 

Federal Emergency Management Agencyの略称で、

アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁。Reservoirの

水位なども発表。 
Houston RECOVERS  

(https://houstonrecovers.org/) ヒューストン市のハー

ビー復興に関する情報サイト。 
Nextdoor (https://nextdoor .com/) 

ご近所さんで情報を交換できるサービス。近所の細

かな情報を得るには一番有効。会員の間でもよく使

われた模様。アプリも有。 
Houston Transfar  

(http://traffic.houstontranstar.org/layers/)ヒューストン

市内道路情報、市内の通行止めなどがわかる。 

Hurricane Tracker 地元局KPRCが提供するハリ

ケーン情報アプリ。ハリケーンの進路と雨雲の動き

がリアルタイムでみれる。 

WAZE カーナビアプリ。登録者がお互いに情報を

提供するので市内の通行止めや渋滞がよりリアル

タイムにアップデートされる。 

【ハリケーンでよく使われる英語】  
Tropical Depression - Tropical Storm – Hurri-

cane: 最大風速によって弱い順に、「熱帯低気圧→ 

熱帯暴風雨 → ハリケーン」と分類されています

が、日常用語と専門用語の分類は混乱して一般に

使用されていることが多いです。 

Flash Flood Watch：  Watchは洪水注意報、Flash 

Flood Warningは警告でもっと深刻な状況です。同

じように竜巻警報（Tornado Warning）もあります。 

Mandatory Evacuation：強制避難。Voluntary 

Evacuation（自主避難）とは異なり、この命令

（Order）が出た時に従わない場合は、レスキュー隊

の救助を受けることができない可能性があることを

覚悟しなさいということになります。 

Storm Surge：嵐によって生じる高潮。 

FEMA：Federal Emergency Management Agencyの

略称で、アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁のこ

と。大災害に対応するアメリカ合衆国政府の政府機

関であり、天災にも人災 にも対応。連邦機関、州政

府、その他の地元機関の業務を調整することを請 

 

け負うほか、家屋や工場の再建や企業活動・行政

活動の復旧にあたり、資金面からの支援を行って

います。 

Curfew：外出禁止令（地区や時間が指定されること

があるので、要注意。）  

Looter：lootingは略奪という意味ですが、被災した

家屋や店など荒らし、金目の物を盗む人たちのこと

です。 

Reservoir: 貯水池。 Reservoirの周りは堤防

（levee）で囲まれており、それが決壊（breach）するこ

とが今回の大雨で懸念されました。ヒューストンに

は、バイユー（bayou）と呼ばれる米国南部独特の川

があり郊外の住宅地の中をもくねくねと曲がりながら

流れています。貯水池から放水（release）された水

がこのバイユーを通ったため、ハリケーンハービー

では大きな被害が発生しました。ヒューストンでア

パートを借りるときや、家を買う時に注意したいこと

の一つが、洪水になる可能性が高いBayou近辺を

避けるということです。 

歴史的な水害をもたらしたハリケーンハービー襲来から約10か月。今年もまたハリケーンシーズンを迎えました。ハービーを

体験した会員の方に体験記を寄せていただきました。ハリケーン準備情報もぜひお役立てください。 

Memorial Drive と Allen Parkway 1階が浸水したタウンハウスと水没した車 ボートでの救出作業 


