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大阪府北部地震に続き、西日本豪雨災害が起こりました。亡くなられた方々

のご冥福をお祈りすると共に、被災された方々に心よりお見舞い申し上げ

ます。今号では高石市の防災への取り組みについてを中心に報告します。 

避難所は各小学校、各中学校など市内の公共施設が指定されていますが、

災害用品を備蓄しているのは小学校と市内 2箇所の防災倉庫だけです。 

 

各小学校での備蓄品一覧（2018年 7月 10日現在） 

 高石小 羽衣小 高陽小 取石小 東羽衣小 清高小 加茂小  

収容可能人数（1.65㎡/人） 1,707人 1,228人 1,518人 1,781人 1,893人 1,096人 1,719人  

備蓄水 360本 360本 360本 360本 360本 360本 360本 490㎖缶 

アルファ化米等主食 200食 200食 200食 200食 200食 200食 200食   

毛布 120枚 120枚 120枚 120枚 120枚 120枚 110枚   

サバイバルフーズ 300食 300食 300食 300食 300食 300食 300食 クラッカーなど 

簡易トイレ 2器 2器 2器 2器 2器 2器 2器   

生活用水 120本 120本 120本 120本 120本 120本 120本 490㎖缶 

救命道具 1セット   1セット 1セット   1セット 1セット   

担架 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台   

リヤカー 2台 1台 1台 2台 1台 2台 2台   

ストレッチャー 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台   

ポリタンク 10個 10個 10個 10個 10個 10個 10個   

ポリバケツ 5つ 2つ     5つ 2つ     

ブルーシート 10枚 10枚   10枚 10枚   10枚 3.5M×4.5M 

タオル 120枚 120枚 120枚 120枚 120枚   120枚   

ストーブ 2台 2台   2台 2台 2台     

水槽 1張 1張 1張   1張   １張   

 

※津波警報時は、羽衣小学校・高陽小学校・高石小学校は浸水想定区域内のため 

避難所は開設されません！その際は、浸水想定区域外（内陸部）への避難を！ 
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＊小学校以外にも、取石防災倉庫とカモン高石（鴨公園にある防災体育館）の倉庫に、ほ乳瓶や 
おむつ（大人用・乳幼児用）などの備蓄品があります。その他の指定避難所には、現時点では 
備蓄はありません。「今後計画的に配備する」ということです。 

 
＊救援物資の必要量の算定の基礎となる、大阪府による高石市の想定被災者数は 34,675人です。 
想定避難者数は 23,087人です。各小学校の備蓄は、全然足りていません。 
 
＊下の表は自主防災会別の指定避難所です（市のウェブサイトより抜粋）。 
備蓄のない避難所が割り当てられている自主防災会もあります。市の「避難所開設マニュアル」

では「避難時は備蓄品を持ち寄って」とされていますが、市の責任として最低限の備蓄は全ての

避難所に用意すべきです。 
 
校区   防災会                 指定避難所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高陽小 

第一区自主防災会 
高陽小 

高石市二区自主防災会 

綾園 7 丁目自主防災会 

高南中 
高石綾園住宅自主防災会 

高南自主防災会 

高石サンタウン自主防災会 

高石小 

第 4 区自主防災会 

高石小 

高石市三区自主防災会 

高石市第七区自主防災会 

高石市第五区自主防災会 

第 6 区自主防災会 

第八区自主防災会 高石小・アプラ 

羽衣小 

高石第 11 区自主防災会 
羽衣小 

高石市第 12 区自主防災会 

高石市第 13 区自主防災会 パンセ羽衣 

清高小 

昭和園自主防災会 

清高小 

朝日荘園自主防災会 

西取石 7 丁目自主防災会 

大一自主防災会 

大園自主防災会 

高石ｽｶｲﾊｲﾂ自主防災会 

ふれあいゾーン 平坂荘園自主防災会 

コーポ綾園ふれあい自主防災会 

綾井自主防災会 清高小・加茂小 

私が議員になったのは2011年5月。
東日本大震災の直後だったこともあ

り、以後 7年間、毎年何度も「災害備
蓄について」「福祉避難所について」

など、災害関連の質疑・要望を繰り返

してきました。 
 
まずは、備蓄品を全ての避難所に配

置すること。そして堺市のように全小

学校にマンホールトイレを設置する

こと。「財政難だから出来ない」と言

うなら、花火に使う 800万円やせせら
ぎに水道水を流すために使う 200 万
円以上の税金などを災害対策に回し

てほしい、と何度も要望しましたが、

実現されていません。 
 
マンホールトイレはカモン高石（鴨

公園にある防災体育館）に 20 基が整
備されています。この体育館は「福祉

避難所」に指定されています。福祉ニ

ーズの高い方が避難所として利用さ

れる想定となっています。 
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※詳細は、小学校区ごとに公表されている「指定避難所開設運用マニュアル」を参照してくださ

い。市のウェブサイトにもアップされていますし、各自主防災会にも配布されているそうです。 

 市役所の危機管理課でも希望者には配布するよう要望しています。 

 

 

※ ※ ため らわ ず避 難 行 動 を！ ※ ※ 

大阪府の南海トラフ地震対策の被害想定によると、高石市の津波による想定死者数は、最悪とされ

る時間帯（冬の 18時）の発災で 2,285人。しかし、避難が迅速に行われた場合は、死者数は 0人とさ

れています。ですので、南海トラフ地震が起こり津波警報が出された場合は、すぐに浸水想定区

域外への避難を開始して下さい（現時点では津波の到達までは約 100分と想定されています）。 

加茂小 

綾井南海自主防災会 加茂小 

西取石三丁目自主防災会 加茂小・取石中 

綾井住宅自主防災会 

加茂小 三井化学自主防災会 

伽羅橋荘苑自主防災会 

高石 D 地区自主防災会 中央公民館 

自由ケ丘自主防災会 

高石中 

東羽衣

小 

旭ケ丘自主防災会 

羽衣荘園自主防災会 

高石市第 9 区自主防災会 

東羽衣小 
第十区自主防災会 

第 13 区東羽衣自主防災会 

東羽衣荘苑自主防災会 

取石小 

土生自主防災会 

取石中 
新家自主防災会 

富木自主防災会 

新家住宅自主防災会 

南取石自主防災会 

取石小 

取石 3 区自主防災会 

冨之里自主防災会 

大歳自主防災会 

JR 富木社宅自主防災会 

富木府住自主防災会 

富木南住宅自主防災会 

とろしプラザ 
取石第一住宅自主防災会 

取石中央自主防災会 

取石住宅自主防災会 

来年度より公立幼稚園は加茂幼稚園

だけになります。その加茂幼稚園を乳幼

児の居る家族や妊婦さんに特化した避

難所として整備して頂きたい、というこ

とも何度も提案しています。「子育てナ

ンバーワン」というなら、災害対策でも

子育て中の家族が安心できる施策が必

要です。 
 
もともと幼稚園には幼児用のトイレ

もあり子どもが安心して過ごせるスペ

ースになっています。そこに、ミルクや

ほ乳瓶、紙おむつなどを災害用に備蓄す

ることで、避難所として活用できる場所

になるのではないでしょうか。 
 
今年度末で廃園になる北幼稚園も、乳

幼児から高齢者までが集えるコミュニ

ティスペースとして活用し、災害時には

一般の避難所では生活が難しい方々の

避難所として使うなど、有効利用するよ

う求めていきたいと思います。 
 
防災対策には「これで充分」というラ

インはありませんので、施策の優先順位

を上げて頂き、備蓄品の配置などにしっ

かりと取り組んでいくよう、今後も要望

を続けます。 
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              （6月 29日付朝日新聞朝刊） 

 

発行： 山敷めぐみ（会派：クリア高石）   連絡先（事務所）：高石市羽衣５－１４－１３ 

  megumi28@gmail.com                ０７２－２６２－３９７９ 

 

 

 

WEBサイトもご覧ください 

http://yamashikimegumi.com/ 

 

 

 

 

山敷めぐみ事務所では、その時々でテーマを決めて講師をお呼びしたり、山敷が高石市政や議会の話

をしたり、皆様とのフリートークをしたりしています。 ※お越し下さる際は下記連絡先までご一報く

ださい。 

 

 ※8月は事務所でのイベントはお休みさせて頂きます。 

9月 8日（土）18時より パンセ羽衣にて第 25回クリア高石議会報告会 

  22日（土）14時より 事務所にてフリートーク 

9月 27日（木）第 26回 童謡カフェ（ワンドリンク・歌詞カード付き 500円） 

10月 27日（土）第 13回憲法カフェ（下迫田浩司弁護士をお招きして）資料代：500円 

参加ご希望の方は、1週間前までに下記連絡先までお申し込み下さい。 

 

 

 

１９日（土）…第４回 憲法カフェ in伽羅橋（市内在住の若手弁護士を招いて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 25回 クリア高石議会報告会 

9月 8日（土）午後６時～パンセ羽衣３階 

               （会議室にて） 

 

        

高石市では、浮遊物は見付

からなかった、ということで

直後の水交換はされませんで

した。しかし、目には見えな

くても有害な物質が飛散して

いる可能性もある、と考えた

ので私は教育委員会に速やか

なプールの水の入れ替えを要

望しました。保護者からも不

安の声が届いたようです。25
日（月）の午後からやっと水

交換が始まりました。 
高石市内での工場火災だっ

たので、もう少し迅速な対応

が必要だったと思います。 
 

 

6 月 21 日（木）の夕方、三井化学で火災が発生しました。立ち上る煙や臭気に驚かれた方も
多かったと思います。堺市では 22日にプールの水交換が実施されましたが、高石市では・・・。 
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