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　7月5日の午後4時45分に南丹市内全域に避難勧告が発令されました。一旦小康状態となりましたが7日午前6
時45分には大雨特別警報が発表される状況となりました。市内の河川が増水しているうえ、土砂災害のおそれ
も高まっているとして、午前11時には鶴ヶ岡地区と大野地区の合わせて603世帯、1321人に避難指示が出され
ました。消防大野分団による災害対策本部も設置され（大野ふれあい管内に設置し、避難指示発令後は大野虹の
湖交流センターへ移動）全消防団員が出動し、地域の警戒を行いました。大野駐在所の田中幹人巡査部長をはじ
め市職員の皆様、各区の役員様、地域の皆様、長時間にわたる警戒となりました。大変ご苦労様でした。
　大野地区内においては川谷区、音海区、樫原区で住宅の敷地内に土砂が流入する被害が発生しました。8日には
消防大野分団、消防協力隊、大野振興会で編成した大野ふるさとレスキュー隊が出動し、復旧作業を行いました。

　広域避難所の大野虹の湖交流センターに、7日夜には40名
近くの方が避難されました。不自由な避難所生活となりまし
たが、校舎の各部屋を利用して不安な夜を過ごしました。
　これまで災害発生時には消防大野分団本部は大野ふれあい
館内（75－9110）に設置していましたが、今回のように大野
虹の湖交流センター（75－0153）に開設の場合もあります。
広域避難所の開設や地域内の情報収集など、南丹市との密な
連係をスムーズに行うためにも1箇所にまとめることでより
迅速な対応を計ることができるかと思います。ご理解、ご周知
いただき、今後の万が一の災害発生時に備えていただきます
ようよろしくお願いいたします。

　今回の西日本を中心とした豪雨による災害におきまして、被災された皆様にお見舞い申し上げます。 甚大な被
害により、多数の犠牲者が出ている中、被災された地域の一日も早い再建と復興を、心からお祈り申し上げます。

      大雨特別警報が発令され、避難指示が出されました

災害対策本部設置場所について

おおの通信

豪雨による被害



大野ふるさとレスキュー隊の構成について

　豪雨や暴風、大型台風の発生など、火災だけでなく、地域を襲う可能性のある災害。それぞれが非常時に備え、対策を
計られていることと思います。有事の際に対応するため訓練など準備をし、火災予防活動などに常から取り組んでい
る消防団。「自分たちの地域は自分たちで守る」という強い意識で活動されています。消防団員数も減少し、地域の世代
別人口比率を見ても団員増は見込めない状況です。災害発生時の救急対応をはじめ、多岐にわたる災害に多面的に備
えるため、また消防団の活動をバックアップする体制づくりを目的に大野ふるさとレスキュー隊が発足しました。平
成30年3月28日には大野ふれあい館にて清水美山支所長にご列席頂き、消防大野分団、新たに再編された地元消防協
力隊の皆さんと大野振興会役員の参加のもと、大野ふるさとレスキュー隊の発足式を行いました。また、京都府の助成
を受け発電機、LED投光器、コードリールを消防団各部に配備しています。
　5月24日、会議を行い、非常時の際の連携や連絡体制を確認し、今年度の活動内容について協議しました。
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「防災」への取組み。

▼消防団各部に配備しました。



　6月10日、虹の湖交流センターグラウンドにて大野分団操法大会が行われました。5月20日の総合訓練から連夜練習
を積み重ね、小型ポンプの部は第2部第1班が優勝、第2部第2班が準優勝の結果でした。7月1日には南丹市操法大会（園
部多目的グラウンド）が行われ、美山支団からは宮島分団（小型ポンプの部）、平屋分団（消防ポンプ自動車の部）が出場さ
れました。小型ポンプの部は優勝、消防ポンプ自動車の部は準優勝の結果となり、7月29日に行われる京都府操法大会に
小型ポンプの部に宮島分団が南丹市消防団の代表として出場されます。

消防団大野分団大野振興会 消防協力隊
高畑淳司分団長山名英夫隊長山口恒一振興会長

1名の新入団員もあり、現
在総勢43名です。団員の
減少は大きな課題ですが
地域を守る組織として活
動に励みます。

災害に強い安心安全な地
域づくりを目指していま
す。それぞれの特性を生
かし、日頃からの連携を
高めていきます。

かつての消防団員の経験
を生かして、甚大な災害
発生時には消防団のバッ
クアップができるよう取
り組みます。
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大野ふるさとレスキュー隊が発足しています。

平成30・31年度大野分団体制大野地区地元消防協力隊体制

　河川が増水すると護岸や道路の崩壊、土
砂の流入など側溝が詰まると道路に水があ
ふれ交通の妨げや道路・法面の崩落、家屋へ
の浸水につながります。大雨に備え、事前に
家の周りや集落内の水路の落ち葉やゴミな

どの掃除をよろしくお願いします。
　「避難」など、災害発生時の対応に関して
不安な方は事前に区長さんや民生委員さ
ん、近隣の方々とご相談しておくと良いか
もしれません。万が一への備えが被害を最
小限におさめることへの第一歩です。

台風や豪雨のシーズンに向けて

　6月18日午前7時58分、大阪北部を
震源とする震度6弱の地震がありま
した。近畿地方の広い範囲で強い揺
れを感じました。被害にあわれた
方々にお見舞い申し上げます。大野
地区内では幸い被害もなく安心しま
した。台風や豪雨だけでなく、地震も
大きな心配のひとつです。非常時持
出袋を準備するなどいざという時に
対する備えが大切です。

震度5強の地震がありました

大野分団操法大会が開催されました



　虹の湖交流センターにて大野地区交流夏祭りを開催します。カラオケや
ライブ演奏、屋台の出店や盆踊りなど、現在いろいろ企画中です。タイトル
に「交流」とあるようにこの機会に老若男女、地域の皆さんの交流の輪が広
がればと願っております。どなたでも参加できますので帰省される皆さん
もぜひ！地域のいろんな方々と久しぶりにお顔合わせできるチャンスで
す。当日は校舎、体育館も開放しています。ボルダリングも楽しめます。（ボ
ルダリングをされる方は申し込みが必要です。事故防止のため必ず使用
ルールをお守りください。子どものみの利用はできません。保護者の付き添
いが必須です）  詳しくはまた後日お知らせします！

●今後の行事予定（現在予定されているもの）
8月19日
8月26日
9月23日
9月30日
10月  8日
10月14日
10月16日
10月21日
10月28日
11月  4日

11月17・18日
11月24日
2月10日

大野地区交流夏祭り
第2回ふれあい広場
大野地区運動会
向山グラベルクリテリウム秋の陣
からす田楽
とっておきの郷土食「なれずし作り」講習会
大野地区高齢者ワナゲ大会
大野地区秋季スポーツ大会
向山シクロクロス
鏡坂峠峰越交流会
第30回大野ダムもみじ祭り
大野地区福祉イベント
大野地区冬季スポーツ大会

※8月に予定していました大野地区夏季スポーツ大会は都合に
　より中止となりました。

日時：8月19日（日）午後4時頃～   場所：大野虹の湖交流センター
大野地区交流夏祭り開催のご案内

　6月29日大野ふれあい館で「伝統食を考える会」を開催し、資料を基に懐か
しい味や郷土に伝わる食べ物についてみんなで思い出しながら話し合いを
深めていただきました。「さびらき」や「さなぶり」「半夏生」・・・等々、子どもの
頃に聞いたことのある行事を思い起こし、美山町５つの地区で季節に合わせ
て多くの行事があったことを改めて認識しました。だんだん家庭でしなく
なった巻きずしやさばずし、粽・・など。いろいろな思い出の味を実際にみん
なで作って伝統食の意識を広げたり、「商品化」したい！・・と夢を大きく持ち
たいなと思います。まずは秋のお祭りに合わせて作られていたという“なれ
ずし”作りに取り組みます。ご参加をよろしくお願いいたします。
　「なれずし用の鯖はお盆までにまとめて発注」となりますので、参加される
方は8月10日（金）までに振興会窓口にてお申し込みください。（定員：20名）
　なれずし作り講師：下田さん（洞しゃくなげグループ／鶴ケ岡）

日時：10月14日（日）午後1時～   場所：大野ふれあい館調理室
主催：大野振興会　共催：虹の湖ネットワーク推進会議

“なれずし”講習会募集のご案内
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昨夏はアイドルグループNMB48のネット生配信特番の撮影
が行われた大野虹の湖交流センター。最近はバンドのプロ
モーションビデオの撮影やドローンの講習にも利用されて
います。ボルダリングを安価で楽しむこともできます。今後
も色々と活用いただければと思います。

交流夏祭り、運動会、もみじ祭り、いろいろと行事が予定され
ています。それぞれ実行委員会体制で取り組んでいます。地
域の皆様には当日のご参加をお待ちしております。

　南丹市営バス時刻表（2018年4
月1日改正）の一部が改正されま
した。（6月11日から適用）大野線
の時刻表も一部改正されていま
す。お知らせなんたんでも告示さ
れていますが、改正となった便の
時刻表をお知らせします。
　和知駅でのJR乗り換えに少し
ゆとりができました。また合わせ
て、和泉-宮脇間の路線も新設され
ています。
　詳しいお問い合わせは南丹市
地域振興課0771-68-0019また
は 市 営 バ ス 美 山 事 務 所
0771-75-1666まで。利用時刻の
お間違えのないようお気をつけ
ください。
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月～金
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12：48
12：50
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市営バス大野線
時刻表の変更おしらせ

（大野地区老人クラブ）

（大野地区老人クラブ）

（パターゴルフ、グラウンドゴルフ）

（虹の湖ネットワーク推進会議）

（川上神社／樫原区）

（向山区）

（向山区）

出店・出演

募集
希望される方は大野振興会
窓口までご相談ください。
8/8（水）までにお願いします。

なれずし

参加費として800円（材料代／1本あたり）かかります。申込時に希望本数をお申し出ください。
参加を希望される方は8月10日までにお申し込みください

例えば・・・なれずしを3本希望される方は800円×3本＝2,400円の参加費（材料代）となります。

少し先
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講習会
ですが

いろい
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募集締
切間近
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参加者
募集

とっておきの郷土食

8月10日まで

20名限定！
申込締切厳守

申込締切
早いです！
ご注意を！


