
災害時緊急キット
TakeWinterByStorm.orgで追加のヒントと
チェックリストを入手してください。 

再生紙で印刷されています。リサイクルにご協力ください。
1510_4996m_floodupdateBRO15-16_GenCombined.ai

帰宅し屋内に立ち入る前に、家屋の被害、ガス漏れ、
電気配線の短絡や送電線に注意すること。
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暖房システム、配電盤、コンセント、電気製品を使用する
前に、安全性を専門業者に点検してもらう。ガス会社に電
話して、ガス供給を再開してもらう。
家庭用品、食料、水道、敷地内の安全な片付け手順に従う。
損害の内容書類を作成する。損害箇所を写真撮影して、
修繕費を記録する。保険会社の担当者に連絡して、洪水被
害の補償額を請求する。

自宅や損傷した建物内の最高水位点に印を付ける。
浸水したベースメントの水を徐々に（1日3分の1程度の量）
を汲み上げて排出し、構造に及ぼす被害を軽減する。
土嚢を適切に処分・廃棄する。
災害援助や災害登録手続きに関する最新情報をつい
て地域のニュースや情報を確認する。

洪水発生後

建設者の責任
氾濫原の開発には許可が必要です。
新規の建築、修繕、増築、掘削、整地、埋め立て、その他所有
地や不動産の変更を行う場合は許可を得て、自治体が定め
る 氾濫原管理規定に定める基準を遵守しなければなりませ
ん。洪水氾濫原内の建物の修繕または改修が、その建物の
資産価値の50%を超える場合、基礎上げまたは洪水対策処
置が必要です。
建造物責任を果たすことで、住民や建物は洪水に対して安
全になります。氾濫原管理規定により、土地開発が他者の資
産に及ぼす影響を低減することで、洪水氾濫原エリアの住民
や労働者に与えるリスクを減らすことができます。
所有地でプロジェクトを開始する前に、または違法な開発
状況を報告する場合は、管轄地域の許可担当機関または
キング郡認可・環境評価局（Department of Permitting 

and Environmental Review）に電話で問い合わせるか
（206-296-6600）、kingcounty.gov/permitsにアクセスし
てください。

浸水地域内を歩いたり、渡ったり、運転しないこと。
引き返す。溺れないようにする。
浸水地域で車が立ち往生した場合、車両を乗り捨てて
離れる。来た道を歩いて戻り、安全な場所に移動する。
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洪水の状況や予測を確認するには、キング郡洪水警告
センターに電話する。
当局からの避難勧告に備える。避難勧告を受けた場
合、ただちに避難する。近道は通行止めになる可能性
があるため、推奨避難ルートを使用する。
水位が急速に上昇し、自宅や建物から安全に退出で
きない場合、911に電話して助けを求める。その後、建
物の上階や屋根に移動する。防水加工の防寒具、懐中
電灯、携帯電話、携帯ラジオを手元に用意する。

洪水が迫ってきているが、時間的に余裕がある場合に限り、
•  ガスの元栓を閉める。
•  主電源スイッチから、建物内の電気ガス設備すべての電

源を切る。乾燥した場所にあるか、ゴム底の靴とゴム手
袋を装着して乾燥した木片に立っている場合を除き、電
気機器には絶対に触れない。

•  今後に備えて、時間、水位計の測定値、現地の洪水位な
どの水害統計情報を記録して、居住地域で予測される浸
水状況を把握する。自宅または勤務先での具体的な観測
結果も含める。

洪水発生時
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洪水発生前
1. 地域の洪水の危険性を確認する。このニュースレー

ターを受け取った場合、ご自宅や所有地が氾濫原地
域またはその付近に位置していることを意味します。
詳細は、kingcounty.gov/floodmapsにアクセスす
るか、206-477-4727までお問い合わせ下さい。

2. 洪水保険に加入する。標準住宅所有者保険では、
洪水による損害は補償されません。また、洪水保険に
新規ご加入から30日間は保険が適用されません。

詳細は、floodsmart.govにアクセスするか、
800-427-4661にお問い合わせ下さい。

3. ご自身と家族の身を守る。

•  家族、農場、または事業の緊急時計画を最新の状
態にし、家族が離れ離れになった場合に、集合す
る場所を決めておく。

•  自宅または会社から高台までの経路をいくつか把
握しておく。

•  土嚢を使い、自宅や所有物を保護する（無料で配
布している場所は内側のマップを参照）。

•  市内電話がつながらない場合に連絡する州外の友
人や親戚を決める。

•  災害時緊急キット（以下参照）をまとめておく。

•  洪水の備えや過去の経験、自分や近隣住民が必要
になるかもしれない特別な支援について、住民同
士で話し合う。

4. 所有物やペットを洪水の被害から守る。

•  車、設備、家畜やペットを高台へ移動する方法とタイミ
ングを決める。

•  貴重品や家庭用の化学製品を浸水レベルより高い位
置に保管する。

•  プロパンガスタンクやその他の燃料容器をしっかり固
定する。

•  建物内の下水道トラップに逆止弁を取り付けて、下水
溝からの洪水の逆流を防ぐ。

•  道路の排水口、雨水溝カバー、招き戸から落ち葉や堆
積物を取り除く。これらの対策を講じることで、所有
物を守り、河川を美しく保つことができます。

•  電池式または手回しラジオと予備の
電池

•  応急手当用品と笛

•  懐中電灯と予備の電池

•  プラスチックの袋に入れた重要な文
書のコピー（運転免許証、保険情報、
銀行口座情報、その他連絡先）

•  家族とペット用の数日分の水と保
存食

•  暖かい衣類、頑丈な靴/ブーツ、毛布

•  個人の衛生用品

•  処方薬

•  子供用のグッズ（毛布、本、おもちゃ）

•  携帯電話の充電器

kingcounty.gov/floodにアクセスして警報通知に登録し、キング郡内の他の水系
についてご確認ください。

警報通知に
登録

サポートが必要
ですか？

所有資産の検索や、氾濫原域内での資産の確認が必要な方、り災証明書の詳細情報をお探
しの場合は、206-477-4727までお電話ください。

洪水が発生したら…
洪水に備えましょう！kingcounty.gov/�oodservicesで洪水情報を確認してください

キング郡ストライクチーム：緊急動員し、住民、所有物、環境を守る
キング郡ストライクチームは2017年に結成され、他のキング郡洪水制御地区の優先順位に影響を及ぼすこ
となく、洪水発生により損傷を受けた洪水対策施設を素早く修繕します。 

ストライクチームは、過去2年間に、およそ250億ドルの費用が発生する重要な12の修繕プロジェクトを実
施しました。昨年、ストライクチームは洪水対策施設5カ所の修繕計画を作成し、許可し、実施しました。6
カ所目の緊急プロジェクトが今年初旬に決定しました。ストライクチームは積極的に作業してプロジェクト
を設計し、アメリカ陸軍工兵隊から2018年9月に完成した緊急建築作業の承認を受けました。  

包括的な氾濫原保護と管理
洪水対策プロジェクトやプログラムに資金提供し、監視することにより、キング郡洪水制御地区は公衆衛
生や安全性、地域経済センターや公共・民間の資産や回廊地帯を保護しています。

洪水制御区の活動の詳細については、kingcountyfloodcontrol.orgにアクセスしてください。

2018年9月、キング郡ストライクチームが実施した、ストッセル緊急修復工事
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キング郡で洪水に備えるためのガイド

516 Third Ave.Room 1200 • Seattle WA 98104

その他のフォーマットもご利用可能です。206-477-4812（TTY中継：711）。

こんにちは

キング郡無料洪水
警報アプリ
無料のキング郡洪水警報アプリをダウンロードす
ると、現在の河川の流れ、水位データ、予測、リア
ルタイムの洪水フェーズなどの情報を、携帯電話で
リアルタイムで入手できます。数日分の河川データ
と予測値がわかりやすくグラフで表示されます。 

最
新
情
報
を
得
る 電話、SMSまたは電

子メール
無料の自動洪水警報に登録し
てください。河川と洪水フェー
ズ別に警報をカスタマイズで
きます。 警報！

キング郡
洪水

www.kingcounty.gov/flood または電話（206-477-4899）

フォロー
してください！
Twitter：@KCFloodDistrict 、
@KCDNRP 、Facebook：King 
County Water and Land 
Resources Division（@KCWLRD）

キング郡河川図

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud:206-477-4812; TTY:711.

このパンフレットが郵便
で届いた場合は、自宅や所

有物が氾濫原地域またはCDP
その付近に位置しています。

洪水安全対策と備え
キング郡洪水制御地区からのお知らせ
洪水制御地区
誰もが自然災害に関連する悲劇に動じてしま
います。はるか遠くで発生している場合や、
近隣コミュニティを支援していたり、勇気を
ふり絞って対応するとしても、それは変わりま
せん。 

しかし、できる限り早く、最良の備えを行うことは、ご自身やご家族、
所有物を守ることになります。キング郡洪水制御地区は、多くの情報
源を提供します。
洪水が、キング郡や、米国内で最も一般的な自然災害であることを
ご存知でしたか？いつ発生しても不思議はなく、数インチの水位であ
っても、被害を生じさせ、多大な費用が発生します。洪水は軽度から
重度、危険、甚大など広範な影響があります。重い怪我を負ったり、
命を落とす可能性さえあります。道路や公共サービスが寸断され、
家庭や事業に及ぼす損害には何万ドルもかかる場合があります。
この地区は、洪水のリスクを軽減する取組みを行い、公的な安全対
策プロジェクトに資金を提供し、キング郡洪水警報センターを支援
しています。この冊子のような情報や情報源を提供し、住民の皆さ
まが洪水に備え、対応できるようにいたします。時間を取ってこの重
要な情報を確認し、次のような要点を心に留めておいてください。
•  地域の洪水の危険性を知ること。お住まいの地域、職場や頻繁

に訪れる旅行先のリスクを確認するには、kingcounty.gov/-
floodmaps にアクセスし、「iMap氾濫源境界線」を確認するか、 
206-477-4727までご連絡ください。

•  警戒する！キング郡洪水警報に登録したり、キング郡洪水警報ア
プリをkingcounty.gov/floodからダウンロードして、早期洪水警
報やリアルタイムの洪水情報を受け取ってください。

•  洪水保険への加入を検討する。一般的な住宅保険では、洪水によ
る損害は補償対象になっていません。また、洪水保険に新規加入
してから適用されるまで、30日間かかります。遅くならないように、
floodsmart.govにアクセスし、詳細を確認して保険会社を見つけて
ください。

•  引き返して溺れないようにしましょう。浸水した中を歩いたり、運
転したりしてはなりません。1フィートほどの水位で車両は道路で
立ち往生し、6インチほどの水位で人は足を取られてしまいます。
洪水関連の溺死の半数を、氾濫水を移動するドライバーが占め、
その次に洪水関連の死亡発生率が高いのは、氾濫水を歩いて移
動する人たちです。 

太平洋北西地域の雨や雪の美しさは誰もが認めています。心から楽
しみましょう。しかし、洪水に面したときには、大切な人の安全や、
所有物、財産を守らなければなりません。洪水に備えましょう！

リーガン・ダン（Reagan Dunn）、キング郡洪水制御地区
（King County Flood Control District）責任者
kingcountyfloodcontrol.org | Twitter: @KCCReaganDunn

リーガン・ダン（Reagan Dunn）、
キング郡洪水制御地区責任者



河川
cfs=1秒あたりの立方フィート

フェーズ1 – 洪水なし。
通常は洪水は発生しない。 
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フェーズ 2– 洪水危険低。キング郡洪水警報センターが24時
間対応のサポートを提供。

フェーズ3 – 洪水危険中。堤防などの洪水防止設備を監視するために、
キング郡洪水パトロール職員を現地に派遣。

フェーズ4 – 洪水危険高。洪水パトロールが継続的に状況を監視。
キング郡洪水警報センターを継続的に開所。

206-296-8200または800-945-9263

キング郡
洪水警報センター

洪水に備える方法 
www.kingcounty.gov/�oodservices

キング郡緊急警報
kingcounty.gov/alert

キング郡
緊急ニュースブログ
kcemergency.com  

キング郡洪水警報
206-477-4899
kingcounty.gov/alert

キング郡洪水
警報センター
206-296-8200、または
800-945-9263

キング郡家屋
修繕プログラム
低所得者または適用対象の家屋所
有者向け家屋修繕時の財務支援
206-263-9095         
kingcounty.gov/housingrepair

緊急洪水情報
キング郡道路
24時間対応ヘルプライン
206-477-8100 または 
800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

キング郡
道路警報
www.kingcounty.gov/roadalert

メトロ運行中断
www.kingcounty.gov/metro

全米洪水
保険制度
888-379-9531
�oodsmart.gov

公衆衛生
シアトル・キング郡でのセプティ
ックタンク・
井戸に関する問題
206-477-8050

厳冬対策（Take Winter By 
Storm）
www.takewinterbystorm.org

このマップに掲載されている情報は、様々な情報源をもとにキング郡職員が作成したものであり、予告なく変更さ
れる場合があります。キング郡は、明示または黙示を問わず、かかる情報の正確性、完全性、適時性、または使用権
利に関する表明または保証を一切行いません。本文書は調査資料としての使用を意図していません。キング郡は、
このマップに記載される情報の使用または誤用から生じる、減収や逸失利益を含みこれらに限らず、一般的、特別、
間接的、付随的または派生的損害について、一切責任を負わないものとします。キング郡の書面による許可なく、こ
のマップまたはこのマップの情報を販売することは禁じられています。 

トルトリバー
カーネーション付近の流量

8,500 cfs
カーネーション市近郊の堤防から越流する可能性あり。スノコルミー渓谷トレイルブリッジ（Snoqualmie Valley Trail bridge）とハ
イウェイ203ブリッジ（Highway 203 bridge）間の右岸堤防が決壊し、氾濫した洪水流が北東203ストリート（NE 32nd Street）に
拡がる可能性あり。トルトリバーロード北東／361アベニュー北東（Tolt River Road NE/361st Avenue NE）の上流域とカーネーシ
ョン市の東の境界線の間で流路が変化する可能性あり。

3,500 cfs
スノコルミー渓谷トレイルブリッジ（Snoqualmie Valley Trail bridge）とハイウェイ203ブ
リッジ（Highway 203 bridge）間の右岸堤防が決壊して氾濫する可能性あり。

5,000 cfs
サンスーシ（San Souci）近郊のトルトリバーロード北東（Tolt River Road NE）全域が冠水。スノコルミー渓谷
トレイルブリッジ（Snoqualmie Valley Trail bridge）とハイウェイ203ブリッジ（Highway 203 bridge）間の右
岸堤防で漏水が増加し、近くで氾濫が発生する可能性あり。

2,500 cfs
キング郡職員が警戒態勢に入る。T

13,800 cfs
2009年1月

17,400 cfs
1959年12月
トルトリバー
ダム建造前

サウスフォーク
スカイコミッシュ・リバー
スカイコミッシュ・リバーの流量

10,000 cfs
河岸侵食と洪水堆積物による問題が考えられる。

18,000 cfs
河岸侵食と洪水堆積物が考えられる。バーリング（Baring）やティンバーランド渓谷（Timberlane Village）
西部の低地で氾濫が発生する可能性あり。

27,000 cfs
氾濫が拡がり、通常堤防で守られている地域にも及ぶ可能性あり。SK

6,000 cfs
キング郡職員が警戒態勢に入る。

シダー・リバー
ランズバーグ付近の流量

グリーン・リバー
オーバーン付近の 
測定流量または予想流量

スノコルミー・リバー

イサクア・リバー
ホバート付近の高さ（水位）
データ：イサクア市

ホワイト・リバー
マッド・マウンテン・ダム
から放流される測定流量
または予測流量 

5,000 cfs
冠水と通行止めが予想される道路：シーダーグローブ・ロード南東（Cedar Grove Road SE）、マックスウェル・ロード南東（Maxwell 
Road SE）、シーダーグローブ・ロード南東との交差点付近SR-169。行き止まりの道路が冠水し通行止めが予想される道路：ヤン・ロー
ド南東（Jan Road SE）（SE197ストリート）、南東193ストリート（SE 193rd St.）、216アベニュー南東（216th Ave SE）、南東203スト
リート（SE 203rd St.）、南東206ストリート（SE 206th St.）、南東207ストリート（SE 207th St.）、近隣から孤立する可能性あり。氾濫
原を流れる流速と水深が大きい洪水流が危険な状態を生じる可能性あり。

38,000 cfs
一部の住宅区域で、危険なレベルの急流発生や住宅浸水の可能性あり。冠水が予想される道路：ウッドインビリー・デュバル·ロ
ード（Woodinville-Duvall Road）、カーネーション・デュバル・ロード（Carnation-Duvall Road）、ムーンバレー・ロード（Moon 
Valley Road）。

12,000 cfs
主要な治水用堤防の水位が増し、堤防機能が弱体化する可能性あり。特に堤防による保護区域で、氾濫の状況が突然の変化す
る可能性あり。こうした変化は、水位が急上昇、氾濫エリアの拡大、道路の通行止め、公共サービスの停止を含む可能性あり。

9,000 cfs
危険なレベルの大きな流速の土石流が河川全域で発生する可能性あり。パシフィック市とオーバーン市付近で越流発生が予測さ
れる。仮設の洪水防壁の一部から越流する可能性あり。イナムクロウ市付近の魚の孵化場が損害を被る可能性あり。グリーンウォ
ーター付近のマッド・マウンテンダム上流域のSR-410で、洪水流が氾濫する可能性あり。

7.5 ft
浸水する傾向がある地域での局部的な浸水。道路冠水によるいくつかの道路の通行止め
。頻繁に浸水する地域で浸水が予想される。

8.5 ft
イサクア・クリーク（Issaquah Creek）、ティベッツ・クリーク（Tibbetts Creek）、イサクア・クリークのイース
トフォークで相当量の氾濫。多くの河岸地域で氾濫する可能性あり。

9 ft
イサクア・クリークとティベッツ・クリークの渓谷で広範囲に及び氾濫。

12,000 cfs
冠水が予想される道路：ニール・ロード（Neal Road）南東、レイニング・ロード（Reinig 
Road）、西スコルミー・リバー・ロード北東（ウォーカー·ロード）（West Snoqualmie River 
Road NE (Walker Road)）、スコルミー・ミードウブルック・ロード（Snoqualmie 
Meadowbrook Road）、ミル・ポンド・ロード（Mill Pond Road）。

20,000 cfs
スノコルミー渓谷（Snoqualmie Valley）全域で水位の異なる氾濫が発生。冠水が予想される道路：フォール・
シティ・カーネーション・ロード（Fall City-Carnation Road）、トルト・ヒル・ロード（Tolt Hill Road）、ノベル
ティ・フラッツ・ロード（Novelty Flats Road）。

2,800 cfs
冠水し通行止めが予想される道路：南東156道（156th Place SE）付近のジョーンズ・ロー
ド（Jones Road）。 

4,200 cfs
冠水し通行止めが予想される道路：ローワー・ドレ・ドン・ウェイ（Lower Dorre Don Way）とバイヤーズ・ロ
ード南東（Byers Road SE）。これらの道路は、住民が取り残され、避難が必要となる多数の近隣地域への
アクセスルートとなっている。

7,000 cfs
オーバーン市の渓谷の上流域で低地の氾濫。 

9,000 cfs
オーバーン市の渓谷の上流域と、ミルクリーク（Mill Creek）の低地河川流域で水位の異なる氾濫が発生。サウ
スイースト・グリーンバレー・ロード（Southeast Green Valley Road）とウェストバレー・ロード（West Valley 
Road）が冠水する可能性あり。

5,000 cfs
オーバーン市のAストリートブリッジ（A-Street Bridge）の上流で越水が発生する可能性
あり。ガバメント運河（Government Canal）近隣のパシフィック市で越水が発生する可
能性あり。パシフィック市の一時的な洪水防壁沿いに氾濫が発生する可能性あり。  

7,000 cfs
パシフィック市の一時的な洪水防壁沿いで川の水位が上昇する可能性あり。オーバーン市のガバメント運河
（Government Canal）、ブッテ・アベニュー（Butte Avenue）、Aストリートブリッジ（A-Street Bridge）の上
流域で越流が発生する可能性あり。レッド川（Red Creek）地域の住民が、危険なレベルの土石流と住宅浸水
が発生する可能性あり。 

6,000 cfs
キング郡職員が警戒態勢に入る。

6.5 ft
キング郡職員が警戒態勢に入る。

1,800 cfs
キング郡職員が警戒態勢に入る。

5,000 cfs
キング郡職員が警戒態勢に入る。

4,000 cfs
キング郡職員が警戒態勢に入る。
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9.9 ft
1990年11月

54,110 cfs
2009年1月

12,200 cfs
2006年11月

7,870 cfs
2009年1月

28,100 cfs
1959年11月
ハワード・ハンソン
ダムの建造前

最近の
ピーク

ピーク
洪水

以下の
地域の
流量合計：

ノースフォーク
ミドルフォーク 
サウスフォーク

通訳サービスをご利用いただけます（TTY 711）。

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud:206-477-4812; TTY:711.

28,000 cfs
1933年12月
マッド・マウンテンダ
ム建造前のバックリ
ー近郊ホワイト・リ
バーで報告

11,700 cfs
2009年1月 米国陸軍
工兵隊（U.S. Army 
Corps of Engineers ）
によるマッド・マウン
テンダム（Mud 
Mountain Dam）の放
流量データに基づく。

14,200 cfs
メイソンリー・
ダム建造前

キング郡水系

2016年10月以前のこの地域の流量データがあ
りません

トルト・リバーダム
（TOLT RIVER DAM）

ハワード・ハンソンダム
（HOWARD HANSON DAM）

マッド・マウンテンダム
（MUD MOUNTAIN DAM）

メイソンリー・ダム
（MASONRY DAM）
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土嚢は洪水対策に効果的です。土嚢が手に
入る場所、利用可能時間についての情報や、
作り方・積み方の説明動画はは、
kingcounty.gov/floodservicesにアクセス
してください。

土嚢使用プログラム

ダム

100年に一度の
洪水氾濫原

土嚢配布場所

*キング郡内の河川の洪水警戒水位の全一覧
を見るには、kingcounty.gov/floodにアク

セスしてください。

河川水位計測ポイント
洪水フェーズを

判断するために使用
（以下参照）

凡例

100年に一度の洪水氾濫原とは、毎年1%の確率で洪水が発生したときに、洪水被
害が予想される区域です。
所有する不動産が氾濫原内にあるかどうかを調べるには、 
kingcounty.gov/�oodmapsにアクセスするか、 206-477-4732にお電話ください。

100年に一度の洪水氾濫原
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