今回ご紹介するのは、下板橋
気軽に味わう本格イタリアン 駅前の
「クネチッタ トミーノ」
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シリーズ〜まちの中の達人〜 です。10年前に開店したイタ
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豊島区の洪水ハザードマップ（2019）
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ださい。
大雨の際には、区から避難勧告や避難指示が
でることもありますので、いざという時に備え
て、ご自宅から避難所までの経路を確認してお
きましょう。
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2019 年、観測史上最大級の
台風 15 号、19 号が首都圏に甚
大な被害をもたらしました。今
後も十分な知識と備えが重要です。
あなたは「豊島区洪水ハザードマップ」を見
たことがありますか？「洪水ハザードマップ」
とは、東京都の作成した浸水予想区域図をもと
に、大雨によって河川等が増水し、水があふれ
た場合の浸水予想区域と、浸水深ならびに各地
域の避難所を示し、区民の皆さんの避難等に役
立つように作成されたものです。（右図参照）
池袋本町地区では西〜北に流れる谷端川に
沿って浸水の危険が高く、またそれ以外の場所
でも排水溝詰まりで局部的な浸水が発生する恐
れがあります。
浸水の予想される区域やその程度は、雨の降
りかたや土地の形態、河川・下水道の整備状況
により変化することもあります。したがって、
大雨が降ると常にこの地図のような浸水がある
というものではありませんが、十分注意してく

リアンの名店です。お店の名前
のクネチッタとは小さな台所と
いう意味。コンパクトながら使いやすそうなキッ
チンからは、さまざまなオリジナル料理が生ま
れてきます。季節の野菜に特にこだわっており、
前菜付きランチコースでは、旬の５種の野菜を
それぞれの調理法で楽しむことができます。ま
たそのソースをテイクアウトできるのもうれし
いです。
店主の富田さんは板橋出身。名店アクアパッ
ツァで13年間の修行を経て、生まれ育った地元
で開店されました。駅から近いことと外観が気
に入って今のお店を借りたそうです。地元の方
が気軽に入れるようにと、高級店と大衆的なお
店の中間を目指したお店づくりをしています。
パスタは一般的なものの他、めずらしい自家製
パスタやモチモチ感が楽しい地元の松本製麺所
のパスタを味わうことができます。
よきパートナーの奥様と一緒に10年間やって
こられたのはお客様に恵まれたからと富田さん。
お客の9割は地元の方で、気軽なランチから夜
のコース料理まで楽しまれています。

発行：池袋本町新しいまちづくりの会
http:// 池袋本町 .net
豊島区都市整備部地域まちづくり課
問い合わせ先：
tel ０３−３９８１−１４６４
fax ０３−３９８０−５１３５
編集協力：防災アンド都市づくり計画室
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