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【ハリケーン「ハービー」の動き】 
 

8/17（木）         

8/24（木）         

8/25（金）       

8/26（土）-8/27（日） 

 

  

8/28（月）深夜        

                                

                

8/29（火）以降  

     

8/29（火）     
 
 
 

【ハリケーン「ハービー」関連被災状況 商工会ヒアリング結果】 

 

1． ヒアリング対象  

2017年8月現在商工会正団体会員企業 全115社  

有効回答件数81件（回答率70.4%）  
 

2． ヒアリング実施期間  

2017年9月6日（水）－9月15日（金） （12日当初期限より延長）  
 

3． 合計被災者数  

-駐在員被災者数（自宅浸水等） 約130名  

（ご回答いただいた企業駐在員総数の概ね18－20％と想定）  

-現地雇用被災者数（自宅浸水等） 約2,170名 
 

4．個別の被災状況（一部抜粋） 

会員企業A:事務所ビルが地下駐車場等浸水し、事務所ビルが閉鎖中。 

今後については、事務所ビル管理会社から9/8(金)連絡で早くて10月2日(月)の再開を目指すとの連絡

あり。現在、在宅勤務で対応。 

会員企業B:隣接する駐車場の1階部分が浸水。また事務所ビルは浸水によりエレベーターが1週間不

通、事務所を1週間閉鎖。 

 その他の被害状況の詳細は、2017年9月17日に常任会員宛へヒアリング結果をメールでご報告してい

ますので、そちらをご参照ください。 

    

          総領事館より  
  

  この度のハリケーン「ハービー」のテキサス上陸による記録的な豪雨により、各地で甚大な被害が発生

しました。被災された方々に謹んでお見舞い申し上げると共に、一日も早く通常の生活に戻れることをお

祈り申し上げます。 

 当館は，「ハービー」のテキサス州上陸が確実になった時点から、全館体制で対応に当たりました。特

に在留邦人や旅行者の皆様への情報提供・注意喚起に注力し、領事メールや当館ホームページ等で

の発信を行いました。当初は気象情報を中心とする情報提供を行っていましたが、被害の甚大さが伝え

られるにつれ、皆様の視点に立って必要な情報は何かということを今一度考え、当面の生活に必要な情

報を提供するよう努めて参りました。「ハービー」上陸後は、洪水や停電等根拠のない噂が広まる傾向が

あったため、情報の裏付けを取りつつ、正しい情報をこまめに発信するようにしました。当館としては、今

後とも皆様にとって有益な情報を提供できるよう努めて参りますので、当館の対応についてお気づきの

点や改善点等ございましたら、遠慮なくご連絡いただければと思います。 

 最後に、当館からのお願いとして、皆様への情報提供は在留届をベースに行われますので、3か月以

上滞在されている方で在留届を未提出の方は、提出を何卒お願いします。また、安否確認作業も在留

届を基に行われますので、離任や転居でテキサス・オクラホマ州を離れる場合は、在留届の抹消手続き

も併せてお願いします。 

（在留届については、こちらのサイトをご覧下さい：http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/jp/info/page0-

1.htm）                                                

                                                                                                                （文責：総領事館） 

 
 

カリブ海にトロピカルストーム発生 

ハリケーンに発達 

「カテゴリー4」の勢力でテキサス州南部Rock portに上陸 

テキサス州上陸後「カテゴリー1」に勢力を弱め、その後「トロピカルストーム」とな

るが毎時1マイルの速度で南南東の沿岸部に向かい、ヒューストン並びに近郊に

記録的大雨をもたらす。 

Reservoir （貯水池）の決壊を回避するため、Barker Reservoir と Addicks Reser-

voir の計画放水開始。Reservoir 近郊の住民に避難指示が出され、甚大な洪水

被害が広がる。その後2、3週間にわたり冠水により市内各地で通行止め。 

「ハービー」はテキサス州南東沖からルイジアナ州境にむけて北北東に進み

徐々に遠ざかって行った。 

ヒューストン市長は不在住宅への犯罪防止のために外出禁止令を発出。9/15、

同市における夜間外出禁止令を解除。 

体験談 1 
■居住地域： Memorial 

■ハリケーン前の準備状況： 

 ガソリン（満タン）、 水のボトル、食料品（缶詰なども）購

入、懐中電灯、 バスタブに水をためる 

■避難の有無：強制避難 

■避難先：友人宅、ホテル 

■避難の状況など差支えない範囲で教えてください。 

 自宅から避難した際は、自主避難だが、ほぼ強制避難

のような感じでボートに乗った。自宅地域は、避難勧告地

域、後に強制避難地域になった。 

 避難先：友人宅（4 日間）→ホテル・短期滞在型アパー

ト等（3ヶ所、22日間） 

 避難時、自宅1階の階段の1段目の下あたりまで、浸水

していた。避難 2時間くらい前から、自宅の前を急にボー

トが行き交うようになり、ボートで避難している人をみかけ

るようになった。 

 ただし、停電、断水はしておらず、1階はガレージ、2、3

階が居住スペースであったため、我々は避難せず、自宅

にいるつもりだった。その後、自宅付近の日本人の友人

たちとのラインでのやり取りで、友人たちがぞくぞくとボー

トで避難していったことと、他の地域に住む友人から避難

するときは家にきていいと言ってもらえて、我々も避難し

ようと決めた。 

■避難期間： 2週間以上 

■被害の状況： 

 主にガレージだが、内部も 1 階から 2 階への階段の４

段目あたりまで浸水。ガレージ内の車 2台廃車。 

 我が家は放水の影響で水が 12日間引かず、その間に

体験談 2 
■居住地域： Memorial 

■ハリケーン前の準備状況 

●飲料水と食料品の購入：ガロンの水を夫婦 2人で 6つ

と、24本入りの 500mlのペットボトルのパックを購入。食

料品は 3 日くらいは外出しなくても困らないくらいの量

を買い込みました。 

●給油：ハリケーンが来るとされていた前日(8/24(木))

に満タンに。 

●浴槽に水を張る。断水しても困らないように。 

●ポータブル充電器の充電 

その他、懐中電灯は特別このハリケーンのために用意し

たわけではありませんでしたが、もともと家に 3 本（小 2

本、大 1本）ありました。 

■避難の有無：自主避難 

■避難先：ホテル 

■避難の状況など差支えない範囲で教えてください。 

 わたしのアパートは EldridgeとDaily Ashfordの間の

Memorial 沿いにあったのですが、浸水はしなかったも

のの、8/28(月)（ハリケーンが来て 4 日目くらい）の午後

にいきなり停電しました。水もわずかに蛇口から流れてく

るものの、ほぼ断水状態でした。 

 その日はそのままアパートで過ごしましたが、翌日に

なっても復旧する気配がなかったため、29 日(火)は主

人の同僚の方のお宅に泊めて頂きました。 

 その後、アパートの leasing officeから「復旧の目処が

立っていない」という連絡を受けていたため、主人の会

社が避難先のホテルを手配してくれ、30 日(水)～ 9/6

(火)の一週間ほどホテルに避難しました。 

■避難期間： 4日から 1週間 

■被害の状況 

 先にも記した通り、わたしのアパートで浸水はなく、被

害は停電・断水でした。期間は 8/28(月)～ 9/6(水)の 10

日間でした。アパートまでは水が到達しなかったものの、

すぐ近くにある Eldridge と Memorial の交差点がかなり

浸水していたのには驚きました。 

■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。 

 正直、初めにハリケーンが来ると聞いた時にはこんな

に被害が大きくなるとは思っていませんでした。「2、3日

外出が出来なくなる」くらいの認識でした。そのため、自

宅近くの交差点や高速道路が冠水している時には、

ニュースで他人事だと思って観ていた映像が目の前に

1階の壁に大量のカビが発生、2階、3階の物にも、に

おいがついたりした。避難時、停電、断水はなし。 

■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。 

 避難時、携帯電話と充電器は必ず必要（ポータブル

型のバッテリーがあると便利）。 避難するつもりがなく

ても、万が一のために、パスポート、現金、クレジットカー

ドや 2、3日分の下着や着がえ、薬などをリュックに入れ

て、すぐに持ち出せるようにしておくといい。 

 我々も避難するとは全く思っていなかったが、ライン

で友人達が荷物を用意しておくというので、それになら

い、なんとなくリビングに必要そうなものをまとめて置い

ておいた。リュックも用意していたが、荷物を詰めては

おらず、逃げる時、非常にあせった。でも全く準備して

いなかったら、何も持たずに逃げていたと思う。最後は

時間がなかった。 

 今回は近所の日本人同士のラインでの情報交換な

ど、これがなくては到底やっていけなかったと思う。周り

はみな同じ状況だったので、自分だけでなくみんなが

んばってるんだなと本当に励まされもした。 

 普段から友人、知人の住んでいる場所を把握してい

ることが大切で、災害時のお互いの安否確認が非常

に役に立つと思う。 

 水が引いていない時に自宅に戻る場合、ウェーダー

（胸のあたりまでの防水着）がなくては、水が不衛生な

ため、歩けない。マスクも普通のものではなく、カビを吸

わない特別なもの（ウイルス防塵用 N95 等）が必要と

知った。 

広がっていて大変驚きました。 

 今回の災害で役に立った・これがあればよかったと

感じたことを記しておきたいと思います。 

●役に立った事柄 

(1)浴槽に張った水 

これは災害の警報が出たらすぐにやるべきだと思いま

す。断水時、トイレの水や体をふきたい時に役立ちまし

た。 

(2)懐中電灯・ろうそく 

アパートに住んでいる場合、停電時は家の中はもちろ

ん、建物内の廊下も真っ暗になります。本当に明かり 1

つない真っ暗闇ですので、懐中電灯なしではとても歩

けませんでした。懐中電灯は 1人 1本持っておいた方

が良いです。また、たまたま家にアロマキャンドルがいく

つかあり、こちらも懐中電灯の電池の消費防止になりま

した。 

(3)ラップ 

断水の中で食事する際、お皿にラップを巻いてその上

に食べ物をよそると、お皿も汚れず、ゴミもラップのみで

よかったです。 

(4)多めの炊飯 

ハリケーン到来中は絶対に 1 回に 3 合は炊くようにし

て、常に白米を切らさないようにしていました。結果、偶

然ですが、停電した日の朝に 3合のお米を炊いていた

ため、停電・断水の中で家に待機している時でも食事

には困らずに済みました。 

●あればよかったと思った事柄 

・カセットコンロ&ガスボンベ 

これがあれば、停電中でも調理が可能だったなと思い

ます。 

 そして今回の災害で一番感じたことは人との繋がり

の大切さです。普段から人と密にコミュニケーションを

取っていると、いざという時にお互いに安否確認や助

け合いが出来ます。災害の中で「孤立」が一番の恐怖

なのではないかと感じました。わたしも今回の災害の

中、普段から親交のあった主人の同僚の方々や、いつ

も参加している趣味のグループの仲間と連絡を取り合

うことで、たくさんの情報も得られましたし、お互い助け

合うことでこんなにひどかった災害の中でも陰鬱にな

ることなく過ごすことが出来ました。 

 もうこのようなハリケーンに遭わないことを祈るばかり

ですが、災害はいつ襲ってくるか分からないので、今回

体験したことを忘れず、次に生かしていきたいです。 

Eldridge @ Mamorial 交差点 

 

ボートでの救出作業 

 

Kirkwood付近 瓦礫の山 

Sam Houston : BEFORE ➡ AFTER 

 8月下旬から9月初旬にかけて、テキサス州に甚大な被害をもたらしたハリケーン「ハービー」が襲来しました。今

後の参考になることを願い、編集部でハリケーンの被害状況と体験談を取りまとめました。復興に向けた支援とし

て、商工会からは、The United Way Relief Fund並びにGreater Houston Community Foundation Hurricane 

Harvey Relief Fundにそれぞれ$50,000を寄付致しました。また、9月10日に開催された第558回テキサス会では

United 様からの賞品のご提供を受けてラッフルを開催し、売上金を上記2団体に寄付致しました。（テキサス会の

詳細については1ページをご参照ください。）未だ、被災の影響は残っていることとは推察されますが、一刻も早い

復旧を心よりお祈り申し上げます。   

グローサリーは長蛇の列 

カビた室内 

Memorial DriveとAllen Parkway 


