
懇談会は、コロナ感染での三密を避け、換気、消毒液や体温計を準備しながら、災害から命を守りあうため
に 10月から 11月にかけて 28回開催し、216人の参加でした。懇談会にご参加の皆様並びにグループ
長、班長、幹事、役員の皆様、本当にご苦労さまでした。今後、班・グループの親睦と助け合いが進展します
よう、よろしくお願いします。

懇談会で出された意見・要望
・車椅子や非常用グッズの斡旋をして欲しい➡検
討します
・避難場所の見学会を計画してほしい➡コロナが
収まれば実施します
・夫婦共に高齢なのでご支援よろしくお願いします
➡班・グループの協力でお願いします
・子ども達の見守りをお願いします
・消火器を高台地区に設置してはどうか➡購入や
盗難予防の負担が大きく予算的に困難です

懇談会で出された課題
・空き家の防犯ベルが 30分間程鳴りっぱなしで市
役所や管理組合のお世話になった
・防犯ベル保有者が一斉に鳴らして点検されては？
➡保有者は年末の 27日（日曜日）正午に一斉
に鳴らして確認していただきます

懇談会で出された質問
・避難のタイミングはどのような状況の時ですか
➡地震の場合・・危険だと感じた時、または震度５
以上の場合

➡豪雨の場合・・
・・高齢者、病弱者など即行動が困難な方は避難勧
告（レベルⅢ）で、早めに避難場所に避難する
・・即行動ができる方は、避難勧告で避難準備をし、
早めに避難する
・・避難指示（レベルⅣ）では手遅れになることも想
定し、自宅避難の方以外は、早めに学校避難場所
に避難する。避難場所以外で避難する場合は、班の
方に行先を事前通知して下さい
・「全員無事です」の札はどのような時に活用するので
すか

➡ 災害発生または恐れのある時
に、避難場所に避難する場合、家
族で最後に家を出る方が家族の安
全を確認して、班長や班員が一目
でわかる場所に掲出して下さい。自
宅で避難する方も無事であれば掲
出して下さい。他の安全な所に避難
する場合は、事前に班長に伝えて下
さい。
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やがて発生するとされる南海トラフ地震は，マグ
ニチュード９、高台での予想震度は６強。トラフ
型の地震は過去数千年にわたり，ほぼ百年ごと
に定期的に起きています。前回は全エネルギーが
解放されていないとされ，今回は東日本大地震
のように４つのトラフ断層が同時に動き大きな ↗

被害になるとされます。想定死者の比例計算では,
高台でも数十名の死亡者が出る可能性があります。
ただ震源地が和歌山沖と遠いため，本震が高台を
襲う 30秒以上の前に「緊急地震速報」が携帯など
に届くため，避難などの対応をとることができます。大
地震ではまず自分の命を守ることが大切です



・避難場所が狭いので、広く使用できるように計画
し、テレビ、毛布などを備えること
・堅固な個人宅を避難場所に指定する場合は、備
品を貸与すること
・西乙訓高校避難場所は、土石流災害避難勧告
（レベルⅢ）で開設すること
・菩提寺川の橋上の看板が台風で飛散して危険だ
ったから除去すること
・下海印寺菩提寺墓の崖崩れ（レッドゾーン）止め
を構築すること

・池の底樋の健全化に向けた整備を早く実施するこ
と
・スマートフォンで池の危険を早くキャッチできるシステ
ムを早期に確立すること
・大雨の時の広報車は、音量を大きくし、きめ細かく
巡回広報すること
・西乙訓高校避難場所・避難所は、活断層地震
で液状化現象が発生するとなっているが、避難所に
指定して大丈夫か

避 難 所・・・・災害の危険性を逃れて避難したり、帰宅できなくなったりした住民などが滞在する施設（学
校、公民館など）。避難生活を送る場所（第４９条７－第１項）

避難場所・・・・災害発生または、発生の恐れがある場合に危険を回避するために避難する場所。災害発
生時にまず逃げ込む場所（第４９条４－第１項）

家族調査票の緊急連絡先が早速役立ちました
高台で一人暮らしの高齢女性が自宅で倒れ、救急
車で病院に搬送されました。事情を察知された班長
さんが家族調査票の緊急連絡先の息子さんに連
絡。大事にいたりませんでした。家族調査票の「緊急
連絡先」が早速役立ちました。
回復されたあと班長さんまで挨拶に来られたとのこと
です

市長に要望した 15 項目の再回答について
金ヶ原、高台、高台西、こがねが丘の４地区自

治会・防災会が市長に災害から命を守りあう 15
項目の要望について、２回にわたり回答を求めまし
たが、多くの点で課題を残しており、12月３日にも
協議し、時間不足で改めて行うことになりました
１．西乙訓高校の避難場所・避難所開設は、平
成 26年当時の小田市長と学校長が協定書を作
成。「避難勧告又は避難の指示を発したときに使
用を了承する」と明記している
➡現市政は、「避難指示が出た以降に開設要請
する」との主張は現在も変っていません
２．学校の避難場所にテレビの設置や毛布などの
備品配備は応じられないが、大災害で中・長期滞
在の場合には対応する
➡毛布は第４中学校に 1370枚備蓄している。



３．駐車場として学校グラウンドも開放することに
ついて
➡障がい者、高齢者、乳幼児 連れなどが避難所
までの距離が遠い方を優先し、舗装している中庭
に整然と詰めて駐車し、以外の方はできるだけ徒
歩で避難して下さい(進展無し)。コロナ渦の中で
は、車中泊を希望する方には、西山公園体育館
駐車場を確保すると回答す。
防犯ベルは、３０数年前に各家屋に設置されてい
ましたが、近年は試運転日を決めていなかったの
で、実施されていません。 先日、空き家でベルが
約 30分鳴り続けましたが、近所の方々は家に入
れず、市役所から管理人を通して入室し、ようやく
止めることが出来ました
防災会としては、防犯ベルを設置している家庭の点
検をするため、一斉にスイッチ ON し、確認していた
だきたいと思います。ご近所の皆さんにはご理解とご
協力をお願いします。今後、新しく設置するのかの
ご意見をお寄せください

火の用心！・・高台住宅を巡回します
コロナで運動不足になっていませんか？
高台の夜の街を歩いて、体を動かすことも大切で
は。２班に分かれて巡回します。終了後にぜんざ
いをいただきます

日時：12月 28日（月）午後 7時 30分
集合： さくら会館   

消火器の引き渡し
消火器を注文された 95軒の方への引き渡し日
が決まりました
日時：12月 18日（金）、19日（土）

いずれも 10時～11時
場所：さくら会館内
1本 6000円（初日は、できるだけお釣が要ら
ないようにご準備願いします）
古い消化器の引き取りは、新品購入の方は無料
です。引き取りだけなら１本 2000
円要します
引き渡し後に取り扱いの簡単な説明
があります

コロナ感染は、なお、世界で猛威を振るい、日本でも GO‒TO トラベルやGO‒TO イートの政府キャンペーン
により自粛解除の気分が拡がるためか，拡散し続けています
12月 13日現在コロナ罹患者は長岡京市内82 名，府内 3143名で，比例計算では千人に一人
で，高台でも一人以上の感染者がでてもおかしくない状態です。今後も警戒を要します
コロナは何時収まるのか、ワクチンはいつ完成するのか不透明です。私たちは出来
るだけ３密を避け、マスク着用、手洗い、口内洗浄（うがいは効果薄）、部屋の
定期的な換気，短時間の会合，検温などに心掛け、不要不急の遠出は控えた
いものです。
皆様が、元気で新年を迎えられますよう願っています
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