
　長岡京市地域防災計画は、長岡京市の総合的な災害対策計画です。
　長岡京市内において、地震や風水害などの災害が起きたときに、長岡京市、各防災関係機関及
び市民などの役割を明らかにするとともに、それぞれが行う防災活動を総合的かつ計画的に実施
することにより、市民の生命、身体と財産を災害から守ることを目的としています。

長岡京市地域防災計画は次の内容で構成されています。

地域防災計画の目的

計画の構成

概｜要｜版
D i s a s t e r  p r e v e n t i o n  p l a n n i n g

一般災害対策編 震災対策編 事故対策編 資　料　編

長岡京市長岡京市
地域防災計画地域防災計画
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自助・共助・公助による防災・
減災対策の推進を！

　防災対策の基本は、平時から「自分でできること」、「家族でできること」、「ご近所
と力を合わせてできること」などについて考え、いつ起こるかわからない災害に備え
ておくことにあります。
　市民のみなさんは、地域の地震や水害について知り、防災知識を身につけておきま
しょう。また、災害が発生した場合においては、災害・被害情報を収集し、落ち着い
て自分の身、家族を守るほか、隣近所と協力して消火・救出活動に取り組みましょう。
　市民のみなさんの力、地域の力、行政の力を合わせて、災害に強い長岡京市を実現
しましょう。

市と住民、地域、事業所などの

協力・補完

行政による

公助
「市が進める災害対策」

住民の役割

●落ち着いて自分の身を守る
●家族を守る
● 地域の地震や水害について
知る
●防災知識を身につける
●災害・被害情報の収集

地域コミュニティなどによる

共助
「隣近所での協力」

●協力して消火・救出活動
●地域防災活動の推進

●顧客、従業員などの安全確保
●地域との助け合い

事業所の役割

地域の役割

●防災マップ等の作成及び公表
●被害想定・被害軽減策の検討
●地域防災体制の仕組みづくり

行政の役割

一人一人の自覚に根ざした

自助
「自分の命・財産は自分で守る」
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市防災の
基本的考え方

　長岡京市地域防災計画は、市及び防
災関係機関そして市民・事業所が連携
し、それぞれ全機能を発揮して災害に
あらゆる角度から対処するためのもの
です。
　市民には、「自分の命は自らが守る」
という防災の原点に立って、防災訓練
への積極的な参加、避難所及び避難路
の確認、生活必需品等の備蓄や消火、
救助活動等に協力するとともに、被害
を軽減するため、自らが被害の事前防
止及び拡大防止に努めることを期待し
ます。

● 自然災害は、社会的に対応が可能な言わば
人災であると認識し、長期的視点に立って
「災害に強い都市・地域づくり」に努めると
ともに、長岡京市業務継続計画（BCP：
Business Continuity Plan）により、早
期の復旧・復興に努めます。

●   災害の発生を完全に防ぐことは不可能であ
ることを認識し、災害時の被害を最小化す
る「減災」の考え方を防災対策の基本とし、
たとえ被災したとしても人命が失われない
ことを最重視し、また経済的被害ができる
だけ少なくなるよう、防災施設・設備（ハ
ード）と情報・教育・訓練（ソフト）の両
面から総合防災システムの整備を図り、被
害を最小限にとどめるよう努めます。

●  防災対策は、災害に対する日常の「構え」
が重要であり、各種施策・事業の企画実施
に際し防災の観点を取り入れるとともに、
平常時から危機管理体制の整備に努めます。

●  「自分の生命・財産は自分で守る。」という
心構えと行動が基本となることを広く啓発
し、市民自身及び自主防災組織等市民相互
間、地域での自主的な防災対策の支援に努
めます。

●  地域と一体となった対策の強化に努めると
ともに、大規模災害に際しての予防、応急
対策、復旧のそれぞれの段階において、災
害時要配慮者の視点に立った対策を講じま
す。

● 被災時における男女のニーズの違い等、男
女双方の視点に配慮した災害対策を進める
ため、防災に関する政策・方針決定過程及
び防災の現場における女性の参画を拡大し、
男女共同参画の視点を取り入れた防災体制
の確立を図ります。

●  東日本大震災を踏まえ、広域災害、複合災
害に対応した対策の推進に努めます。

●  市及び京都府、近隣市町村、防災関係機関
が、その全機能をフルに発揮し、相互に協
力して災害予防、応急対応に当たり、更に
は市民や事業所等の役割と責任を明らかに
し、災害に対処します。

長岡京市の防災対策の基本方針



日頃からの備え

33

ポイント

1 家の内外の安全確保

● 家具などを転倒防止金具等で固定し、倒れにくく
● サイドボード、食器戸棚、窓などのガラスが飛散しないように
● 本棚や茶ダンスなどは、重い物を下の方に収納し、重心を低く
●棚やタンスなどの高いところに危険な物を載せない
● 食器棚などに収納されているガラス製品（ビン類など）が転倒したり、すべり出さないように
● 建物の耐震診断をし、必要に応じて耐震改修を
● 火災に備え、消火器の備えを

地震への備えは大丈夫ですか！

●屋根：瓦、トタンのはがれ、ズレのチェックを。また、不安定なアンテナの補強を
●窓：ひび割れ、窓枠のガタつきのチェックを。飛来物への対応のため、雨戸のチェックを
●外壁等：壁、ブロック塀の亀裂のチェックを。プロパンガスもしっかり固定を
●ベランダ：竿、植木鉢などは、風に飛ばされないように室内へ
●雨どい：枯れ葉や砂が詰まっていないかのチェックを

風水害への備えは大丈夫ですか！

市民のみなさんの行動

　災害に突然おそわれた場合、多くの場合はあわててしまい、落ち着いて判
断をすることは難しくなり、思わぬ事態におちいったりすることもあります。
　急に発生する災害にも、落ち着いて対応できるように、日頃から訓練に取
り組み、防災への意識を高めておくことが必要です。
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ポイント

2 いざというときの防災行動力の向上

　いざというときに、速やかに落ち着いて対
応ができるように、市や関係機関が行ってい
る各種防災訓練などに参加するほか、講習会
や講演会などにも積極的に参加し、防災行動
力の向上に努めましょう。

ポイント

4 暮らしを守る食料・水などの備え

　地震や大きな風水害の後で、水道、電気、ガスや電話などのライフラインをはじめ食料などの流通が途
絶えても、また市からの支援が道路・交通事情によって難しい状況になっても、数日は自力でしのげるよ
う十分な備えをしておきましょう。

ポイント

3 家庭での話し合いと確認、情報共有化

　地域内や家庭内の危険なところ、避難所や
避難所までの安全な道順を、確認しておくと
ともに、災害時に最寄りの安全な避難所へ避
難できないときの連絡方法や集合場所につい
ても、決めておきましょう。充分な話し合い
と万全な確認、情報の共有を。

家庭での備蓄のポイント

食料の備蓄

● レトルト、フリーズドライ、
　缶詰のご飯など便利な食品を
● 特にご飯の用意は大事
● 乳幼児の粉ミルク、離乳食、おやつは十分に
● 食料品は最低3日分以上用意を

燃料の備蓄

●  便利な卓上カセットコンロや
　固形燃料を
● カセットボンベの予備も

照明・情報の備蓄

●  懐中電灯は家族1人に1個を
●  予備の電池のストックを十分に
●  正しい情報入手のために、
　ラジオ（機能）の確保を

市からの食料・飲料水などの供給に対する準備

食料は基本的に避難所に避難した被災者や自宅での炊事が難しい方を対象とし、避難所やその付近で配られることに
なります。避難所などで炊き出しも行われるため、食料の配給情報に注意しましょう。

市では、災害時に、状況に応じて市が指定する場所で、一人1日当たり3リットルを目安として、飲料水を配ります。
水をもらうために、ポリタンク、バケツ、ビニール容器などを用意しておきましょう。

毛布などの生活必需品は、基本的に避難所に避難した被災者や自宅での生活に困っている方を対象とし、避難所で配
られることになります。

食料の配給への対応

飲料水の入手への準備

生活必需品の入手

水の備蓄

●1人1日3リットルが目安
● 生活用水も十分に確保を
● ポリタンクでの
　ストックが便利
● 時々水の取り替えを
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市が行う主な対策

非常持ち出し品 緊急生活用品

□　通帳・印鑑 □　飲料水

□　衣類・タオル □　アルファ米

□　救急医薬品 □　缶詰類

□　オムツなど衛生用品 □　インスタントラーメン

□　携帯電話 □　卓上コンロ・ガスボンベ

□　現金（公衆電話用硬貨など） □　非常用給水袋

□　免許証・健康保険証などのコピー □　味噌汁

□　非常用食糧 □　上着・下着・靴下

□　水（500ml×6本程度） □　鍋

□　ラジオ・懐中電灯 □　歯ブラシ

□　常備薬・持病薬 □　トイレットペーパー

□　高齢者手帳 □　タオル

□　簡易トイレ □　雨具

□　ライター □　予備電池

□　万能はさみ □　大型ゴミ袋

※主なものを記載しましたので、日頃から家族に応じた準備をしておきましょう

家庭からの主な非常持ち出し品例

　防災ハザードマップを利活用しながら、複合
災害を想定した参加型防災訓練など各種訓練を
行い、市民のみなさんの防災意識を高めるとと
もに、地域の連携力を強化します。訓練に当た
っては、被災時の男女のニーズの違いなど男女
双方の視点に十分配慮するよう努めます。

　防災ハザードマップを利活用しながら、また
関係機関と連携して防災知
識の普及を行い、「自らの身
は自らで守る」という防災
意識の高揚をはかります。

防災訓練の実施 防災知識の普及

　自治会等地域コミュニティを中心とした自主
防災組織づくりの強化・充実を行うとともに、
防災活動に必要な資機材の整備などの手助けに
努めます。

　市では、最も避難者が想定される有馬ー高槻
断層地震を勘案して約3万8千人分を目安に備蓄・
調達を進めています。

飲料水・食料などの備蓄 自主防災組織づくりの強化・充実
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市民のみなさんの行動

風水害発生時
への備え

　台風や大雨は、突然襲ってくるというものではなく、
刻々と気象情報が伝えられます。
　テレビ、ラジオの情報のほか地域の防災機関の広報に
もよく注意し、早めに対応しましょう。

● 河川、用水路などの増水、浸水の注意を
● 崖崩れ、地すべり、土石流（鉄砲水）の警戒を
● 断水に備え、飲料水のストックを
● 排水溝の流れをよくする
● トイレ排水用などのため、浴槽に水を貯める

集中豪雨による災害に備えて

● 家周りの小物の片付を
● 停電に備え、照明器具の用意を
● 窓やアンテナ支線の補強を
● 不要不急の外出や旅行のとりやめを

台風による災害に備えて

● 情報収集し、崖地や河川近くでは、被害が発
生する前に早めの避難を

● 動きやすい服装で、必要最小限の荷物で避難を
● 河川の近くなど、危険な場所へは近づかない
ように

●子どもやおとしよりの避難の手助けを
　（早めの避難が大切）
● もし逃げ遅れたら、近くの高い建物に逃げ、
救助を待つ

● 浸水が始まってからの屋外避難は危険。　状況
に応じて2階以上の高い場所へ避難を

大雨や台風が迫ってきたら
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震災発生時
への備え

　グラッときたら、第一に身の安全を守り、火の始末をし、すばやく避難、
協力しあって救助、救援を行い、余震に備えをしましょう。

市民のみなさんの行動

● 余震によって、崩壊、転倒などを免れたものが、崩壊するなどの危険があるため、
　安全な場所で過ごし、外では塀などに近づかないように
● ラジオやテレビで正しい情報をつかみ、うわさやデマに振り回されないように

余震への警戒

ポイント

5

● 避難の前に電気・ガスなど安全の確認を
● 外に逃げるときはガラスなどの落下物に注意を
● 狭い路地、門や塀ぎわ、崖や川べりには近
寄らない
● 避難は徒歩で、荷物は最小限にし、車は駄目

安全にすばやく避難

ポイント

3
● 我が家の安全、隣の安否を確かめ合おう
● おとしよりや、からだの不自由な人、けが
人などに声をかけ、みんなで助け合いを

● 助け合って大きな力の
　発揮を

救助、救援の協力

ポイント

4

● テーブルや机の下に
● 家具や冷蔵庫などから距離を
● 玄関ドアなどの脱出口の開放を
● あわてて外に飛び出さない

身の安全が第一

ポイント

1
● 家族みんなで声をかけ合い、調理器具や暖
房器具の火の始末を確実に

● 電気の元　（ブレーカー）
　の切断を

火の始末

ポイント

2

　緊急地震速報は、地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な限
り素早く知らせる情報のことです。強い揺れの前に、自らの身を守ったり、列車のスピードを落
としたり、あるいは工場等で機械制御を行うなどの活用がなされています。

緊急地震速報とは
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　エリアメール・緊急速報メールとは、携帯電話を利用した災害時専用の情報配信の仕組みで、
気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、自治体が配信する災害・避難情報など緊急かつ重要
な情報について、NTTドコモが提供するエリアメールサービス、KDDI及びソフトバンクモバイ
ルが提供する緊急速報メールサービスを利用し、携帯電話に配信するものです。受信すると専用
の着信音が流れ、バイブレーションでも知らせます。

エリアメール・緊急速報メール

災害時の情報入手方法

　避難勧告などの情報（避難勧告・指示、避難所開設、河川の水位・雨量）を、地上デジタル放
送テレビのデータ放送を通じて、いち早く住民に伝える仕組みです。

地上デジタル放送

テレビにチャンネルを合わせ、リモコンの『d（データ放送）』ボタンを押す

リモコンの矢印で「ニュース・防災情報」に合わせ、『決定』を押す

リモコンの矢印で「避難指示」に合わせる

リモコンの矢印で「河川水位防災情報」に合わせ、『決定』を押す

▲

▲

▲

※ＮＨＫ総合の場合

　震度6弱以上の地震などの大災害が発生した場合、携帯電話各社はそれぞれの携帯専用コンテン
ツやインターネット上の「災害用伝言板」を開設します。利用者の安否確認を伝言板に登録し、
それを家族や親戚等が伝言を確認することができる仕組みです

災害用伝言板

　被災地の方の電話番号をもとに、安否等の情報を音声で登録・確認できるサービスです。

災害用伝言ダイヤル

伝言を録音する場合
1 7 1 にダイヤルする▲

ガイダンスに従って

録音の場合 1▲

ガイダンスに従って

▲
ガイダンスに従って

伝言を再生する場合

30秒以内で録音する 再生する

1 7 1 にダイヤルする▲

ガイダンスに従って

再生の場合 2▲

ガイダンスに従って

▲
ガイダンスに従って

被災地の方の電話番号　市外局番から XXX -XXX -XXXX

伝言板、伝言ダイヤル
が体験できる期間

毎月1日・15日•防災週間（8月30日～9月5日)•防災とボランティア週間（1月15日～
1月21日)•正月三が日（1月1日～1月3日)



災害時の避難
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　災害発生時に自宅での生活が危険と
なり、身を守るためには、公園や学校
などの安全な避難所に避難しなければ
なりません。避難する場合には、周囲
の様子をよく見て、となり近所の人た
ちと協力し、速やかに行動することが
重要となります。

市民のみなさんの行動

避難準備情報、避難勧告、避難指示の伝達

　災害が発生、または発生するおそれがあるとき、
市・警察署・消防署は、サイレン、広報車、テ
レビなどを用いて、避難準備情報、避難勧告、
避難指示を伝えますので、情報にしたがって行
動しましょう。

迅速かつ的確な避難の伝達

　市の職員や自治会役員などの避難誘導指示に
したがって、ちゅうちょすることなく、最小限
の非常持ち出し品を持って、最寄りの安全な避
難所へ速やかに避難しましょう。また、避難は、
できるかぎり自治会単位で行いましょう。

要配慮者の避難支援

　避難するときは、地域の住民と協力して、近
くに住むおとしよりや体の不自由な人、病気の人、
乳幼児、妊婦など配慮を要する人の安否を確認し、
避難の手助けをしましょう。

市が行う主な対策

避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令

　災害が発生、または発生するおそれのある場合、
市民のみなさんの生命や身体などを守るため、
避難準備情報、避難勧告、避難指示を発令しま
す。

要配慮者への配慮

　おとしよりや体の不自由な人、病気の人、乳
幼児、妊婦など配慮を要する人が、避難の遅れ
や避難途中で事故にあわないように、市民や自
主防災組織と協力し、避難準備情報、避難勧告
または指示を確実に伝達するとともに避難の介
助や安全の確保に努めます。避難誘導の実施

　消防署や警察署と協力し、被害の規模、道路・
橋梁の状況などにより、もっとも安全と考えら
れる避難経路を選び、避難誘導します。また、
避難経路の重要なところに誘導員を配置し、避
難者の通行を確保し避難に万全を期します。
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長岡京市の避難勧告等発令の基準

発令区分 発令時の状況 市民に求める行動

避難準備
（要配慮者避難）
情報

　要配慮者等、特に避難行動に時間
を要する者が避難行動を開始しなけ
ればならない段階であり、人的被害
の発生する可能性が高まった状況

● 要配慮者等、特に避難行動に時間
を要する者は、計画された避難場
所への避難行動を開始（避難支援
者は支援行動を開始）
● 上記以外の者は、家族等との連絡、
非常用持出品の用意等、避難準備
を開始

避難勧告

　通常の避難行動ができる者が避難
行動を開始しなければならない段階
であり、人的被害の発生する可能性
が高まった状況

　通常の避難行動ができる者は、計
画された避難場所等への避難行動を
開始

避難指示

● 前兆現象の発生や、現在の切迫し
た状況から、人的被害の発生する
危険性が非常に高いと判断された
状況
● 堤防の隣接地等、地域の特性等か
ら人的被害の発生する危険性が非
常に高いと判断された状況
● 人的被害の発生した状況

● 避難勧告等の発令後で避難中の住
民は、確実な避難行動を直ちに完了
● 未だ避難していない対象住民は、
直ちに避難行動に移るとともに、
そのいとまがない場合は生命を守
る最低限の行動
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避難所の
運営・生活

　災害が起きた場合には、多数の家が
倒れ、壊れることにより、長い間にわ
たり避難所で生活することになります。
避難所では、多くの人たちが集団で生
活するため、お互いに助け合い、自助・
共助の精神でもって生活しやすい環境
をつくることが重要となります。

市民のみなさんの行動

　避難所の開設・運営は、はじめは市の職員が
行いますが、長い間にわたるときは、避難者に
よる自主運営が基本となります。
　自治会などによる自主運営組織をつくり、避
難者の管理、物資の供給、衛生管理、生活ルー
ルづくりなど、避難者による自主運営・管理を
行いましょう。運営に当たっては、特に、男女
のニーズの違いなど、男女双方の視点に配慮し
た運営をしていきましょう。

避難所の運営

　避難所には、おとしよりや体の不自由な人、
乳幼児、妊婦など配慮を要する人もいます。避
難所内での食料の入手や各種情報の伝達、トイ
レの介助など、積極的に支援を行いましょう。

要配慮者への支援

市が行う主な対策

　災害の特性・状況を踏まえ、避難所の開設を
行います。

避難所の開設

　市民主体の運営組織づくりをうながし、被災
者がお互いに助け合い自主的な避難生活が行え
るように支援するとともに、混乱防止のための
避難者の心得の掲示などに取り組みます。

避難所の運営支援

　避難者の人数の調整、保健・衛生面の注意、
プライバシーの確保、DVの防止などに気を配り、
避難所のより良い生活環境の確保を行います。

良好な生活環境の確保

　おとしよりや体の不自由な人、乳幼児、妊婦
など配慮を要する人の健康状態の保持に十分に
気を配るとともに、健康相談、福祉避難所等へ
の移送、ヘルパー派遣などに取り組みます。

要配慮者への配慮

　災害時に断水等で水洗トイレが使用できなく
なった場合に備え、災害用マンホールトイレの
整備を進めています。災害用マンホールトイレ
とは、プールの水等を活用して排泄物を下水道
本管に直接流す仕組みの仮設トイレで、災害時
はマンホールの蓋を外し、テント・便器を設置
して使用します。平成25年度末には、市内の全
小中学校の計204箇所に設置を完了し、今後も
公共施設等への整備を進めます。

災害用マンホールトイレの整備

　避難所には、市民団体や一般ボランティアな
どが災害ボランティアとしてお手伝いにきてく
れることがあります。避難所を円滑に運営する
ため、そうしたボランティアの方々と連携・協
力していきましょう。

ボランティアなどとの連携・協力
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区　分 施設名 所在地 電話番号

屋内及び

屋外避難所

神足小学校 神足3丁目2-1 951-1034
長法寺小学校 長法寺川原谷31 951-0027
長岡第三小学校 今里4丁目5-10 951-0902
長岡第四小学校 友岡1丁目2-4 953-4004
長岡第五小学校 下海印寺東山1 952-0005
長岡第六小学校 長岡2丁目3-1 954-5300
長岡第七小学校 今里北ノ町35 954-6500
長岡第八小学校 勝竜寺29-1 952-4400
長岡第九小学校 東神足2丁目17-1 955-4081
長岡第十小学校 井ノ内玉ノ上22 955-4600
長岡中学校 天神4丁目5-1 951-1171
長岡第二中学校 今里5丁目20-1 954-5330
長岡第三中学校 勝竜寺28-1 955-2556
長岡第四中学校 下海印寺西山田1-1 951-2112
乙訓高等学校 友岡1丁目1-1 951-1008
西乙訓高等学校 下海印寺西明寺41 955-2210
京都西山短期大学 粟生西条26 951-0023

屋内避難所

開田保育所 開田3丁目3-2 954-1177
神足保育所 東神足2丁目17-2 951-0170
滝ノ町保育所 滝ノ町2丁目2-26 954-5324
新田保育所 長岡1丁目4-1 952-4244
深田保育所 野添2丁目3-3 955-2588
友岡保育園 友岡3丁目8-18 954-1820
海印寺保育園 奥海印寺坂ノ尻2-5 954-5264
今里保育園 今里北ノ町35-2 955-7715
きりしま保育園 神足森本13-1 955-5480
西山公園体育館 長法寺谷山1番地 953-1161
長岡京スポーツセンター 神足下八ノ坪1番地 951-3363
中央公民館 天神4丁目1-1 951-1278
多世代交流ふれあいセンター 長法寺谷山13-1 955-2100

屋外避難所

長岡公園 天神2丁目 ―
川原公園 今里川原 ―
新田公園 長岡1丁目 ―
野添公園 一文橋2丁目 ―
中開田公園 長岡1丁目 ―
八ノ坪公園 長岡3丁目 ―
今里大塚古墳公園 天神5丁目 ―
光明寺 粟生西条内 ―
神足公園 東神足2丁目 ―
三菱電機㈱ 馬場図所1 ―
長岡天満宮 天神2丁目 ―
西山公園 長法寺 ―
勝竜寺城公園 勝竜寺13-1 ―

福祉避難所

地域福祉センターきりしま苑 東神足2丁目15-2 956-0294
老人福祉センター竹寿苑 粟生西条8 954-6830
乙訓ポニーの学校 井ノ内西ノ口17-8 952-5000
障がい者地域活動センター乙訓の里 勝竜寺長黒1-3 952-0888
乙訓若竹苑 井ノ内西ノ口17-8 954-6501
向日が丘支援学校 井ノ内朝日寺11 951-8361

介護付収容避難所

特別養護老人ホーム旭が丘ホーム 井ノ内朝日寺23 955-9000
特別養護老人ホーム竹の里ホーム 奥海印寺走田1-1 951-2230
特別養護老人ホーム天神の杜 天神2丁目3-10 959-1230
特別養護老人ホーム第二天神の杜 奥海印寺竹ノ下19 959-1220
老人保健施設アゼリアガーデン 友岡4丁目114 957-1112
介護老人保健施設マムフローラ 奥海印寺奥ノ院25-2 958-3388

相互利用協定避難所
向日市立向陽小学校 向日市向日町南山3 921-0250
向日コミュニティセンター 向日市向日町南山3-3 932-1826

長岡京市避難所リスト
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帰宅困難者対策
帰宅が困難になったら

「むやみに移動を開始しない」！

市民のみなさんの行動

　帰宅困難に伴う混乱を避けるため、「むやみに
移動を開始しない」の原則を理解し、心がける
ようにしましょう。

「むやみに移動を開始しない」原則の理解

　災害時に本市の被災状況や鉄道の運行状況を
的確に把握できるように、登録制防災メールに
加入しましょう。
　登録方法は anzen@k-anshin.pref.kyoto.jp
に空メール送信後、京都府から返信されるメー
ルに表示される画面の「市町村からの情報発信」
という項目から登録手続きを行います。

登録制防災メールによる情報入手

市が行う主な対策

　徒歩で帰宅する人に対し、各携帯電話会社が
提供するエリアメール及び緊急速報メール、市
のホームページや公式 twitter を利用して、水
道水やトイレの提供が可能な場所や通行が可能
な道路等の情報を提供します。また、登録制防
災メールを活用し本市の被災状況や鉄道事業者
からの運行状況を配信することで、市外にいる
長岡京市民の帰宅を支援します。

帰宅支援のための情報提供

　災害時帰宅支援ステーションの所在地情報、
目印等について提供し、その利用を促進します。

災害時帰宅支援ステーションの情報提供・
利用促進

● ヘルメット・手袋・
　底の厚い運動靴を着用する。
● 防災グッズ
　（ラジオ・食料・飲料・懐中電灯・地図・
　マスク・タオル・携帯電話の充電器等）を
　平常時から準備する。

帰宅をする際のポイント

　帰宅困難となって徒歩帰宅をする際に、安全
に帰宅をするためのポイントについて平常時か
ら理解し、準備しておきましょう。

徒歩で帰宅をする際のポイント

　関西広域連合とコンビニエンスストアや外食
事業者等との協定のもとに設置される災害時帰
宅支援ステーションを利用しましょう。災害時
帰宅支援ステーションでは、帰宅困難者に対し
て水道水やトイレの提供
及び通行可能な道路情報
の提供等の支援が得られ
ます。

災害時帰宅支援ステーションの利用
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災害の後かたづけ

市民のみなさんの行動

市が行う主な対策

　災害後における感染症の発生を予防するため
に、身の回り、地域の消毒を行いましょう。

身の回りの清掃、消毒

● 感染症の発生又はそのまん延を防止するため、
地域及び住民が行う家屋・便所・側溝などの
消毒活動を支援します。
● 自治会等と連携し、広報車などにより、感染
症予防の啓発・広報に取り組みます。

防疫活動の推進

　災害によって使用できなくなった畳、家具、
電化製品などの大量のゴミは、災害廃棄物とし
てルールを厳守し搬出しましょう。

災害廃棄物の搬出ルールの厳守

　清掃、消毒、廃棄物の搬出などにおいては、
おとしよりや体の不自由な人など要配慮者の後
かたづけを優先するとともに、ボランティアの
応援を得て、地域全体で協力して、適切かつ迅
速に取り組み
ましょう。

地域で協力した取り組み

　災害廃棄物の全体処理量を把握し、関係団体
等と連携して、必要な人員・資機材の確保を行
うほか、必要に応じて、被災地区への仮集積所
の設置、府、他の市町村に応援を要請し、処理
を行います。

災害廃棄物の収集、処理

　迅速な後かたづけに取り組めるように、専門
ボランティア、一般ボランティアの要請を行う
とともに、ボランティア・センターへの支援を
行います。

災害ボランティアの受け入れ
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原子力災害対策

　本市は、福井県大飯原子力発電所、高浜原子力発電
所から60㎞以上（市役所まで両地点とも約68㎞）離
れており、「原子力施設から概ね30㎞」を目安とする
緊急時防護措置を準備する区域（UPZ：Urgent 
Protective Action Planning Zone）の圏外ですが、
放射性プルーム（気体状あるいは粒子状の放射性物質
を含んだ空気の一団）による低線量の被ばくの可能性
があります。放射性プルームによる被ばくを低減化す
る措置としては、気密性が高く、放射線の遮へい効果
の高い場所などの屋内への退避が有効です。

京都府のUPZ圏

大飯原子力発電所…32.5㎞
高浜原子力発電所…30㎞

（原子力規制委員会ＨＰより）

市民のみなさんの行動

● 正しい情報に基づく、冷静な行動を、まずは
屋内退避を
● 事故の規模や放射性プルームの拡散状況など
詳細が判明し、安全が確認されるまでは、自
宅などの屋内退避に努めましょう。
● 屋内退避においては、窓を閉めるなど建屋の
気密性を高めましょう。

まずは、屋内退避を

市が行う主な対策

● 屋内退避の指示及び勧告については、国や京
都府の指示により行いますが、その数値に達
する恐れがあると市が独自に判断した場合にも、
屋内退避勧告を行います。
● 市は、原子力災害の情報について、国や京都
府からの情報、市の独自調査の情報等をホー
ムページ、エリアメール・緊急速報メール、
広報車などを活用して市民への周知を行います。
● 授業中及び保育中に事故が発生した場合は、
児童等を速やかに屋内へ退避させ、情報収集
にあたるものとします。
● 市は、空間放射線量測定器を活用して、市内
における放射線量の測定回数や測定場所を増
やすなどモニタリングを強化します。
● 食品の汚染等の心配がある場合は、給食の放
射線測定の回数を増やすなど、必要な対応を
講じます。

正確な情報の提供

福井県の原子力発電所で事故が発生した場合の対応

30km30km

50km50km

長岡京市長岡京市

この冊子はAランクの資材のみ使用
印刷用の紙にリサイクルできます
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　編集／長岡京市総務部危機管理監防災・危機管理担当
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