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【委員名簿】

役職 氏名 備考

大阪市立大学 理事兼副学長 宮野 道雄 部会長、防災会議委員

甲南女子大学 名誉教授 奥田 和子 防災会議委員

大阪市地域振興会（此花区地域振興会会長） 宮川 晴美 防災会議委員

大阪市地域女性団体協議会 会長 吉村 八重子 防災会議委員

神戸大学社会科学系教育研究府 特命准教授 紅谷 昇平 専門委員

大阪市立大学大学院法学研究科 准教授 松戸 浩 専門委員

大阪商工会議所 総務広報部総務担当課長 上野 尚子 専門委員
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【開催状況】

㈱三菱地所プロパティマネジメント大阪支店長 森本 正治 専門委員

第１回 平成25年7月2日
部会の論点整理

第２回 平成25年8月23日
自助・共助・公助の役割の明確化、防災・減災対策の促進・強化の検討

第３回 平成25年10月24日
自助・共助・公助の役割のあり方の提案

第４回 平成25年12月11日
「自助・共助・公助のあり方」とりまとめ



【検討経過】

○第１回 平成25年7月2日
・ 大阪市のめざす方向の確認、大阪市における防災・減災対策の現
状分析及び課題の抽出を行うとともに、各委員の研究や所属する
組織における取組み状況に関する情報共有を行い、部会の論点整
理を行った。

○第２回 平成25月8月23日
・ 公助の限界、自助・共助による取組みの現状を整理するとともに、
自助・共助・公助の役割の明確化や防災・減災対策の促進・強化
に向けた議論を行った。に向けた議論を行った。

○第３回 平成25年10月24日
・ 自助・共助・公助の役割のあり方として、基本理念や自助・共助・公助
の責務と役割の案を事務局より提示し、責務と役割を明確にすべき事項
や条例化の必要性・意義等について議論を行った。

○第４回 平成25年12月11日
・ 事務局より部会の報告書の案を提示し、「自助・共助・公助のあり方検討
部会」に関する提言の内容について議論を行った。

2



１ はじめに

１－１ 大阪市における防災・減災対策の現状と課題

１－１－１ 『大阪市地域防災計画』

○ 『大阪市地域防災計画』は、大阪市や関係機関の「公助」中心の内容

であり、「個人」・「組織」の取組みや役割が記載されていない。

○大規模災害に対しては、本市、市民・昼間市民、事業者 等の責務と役割
を明確化し、自助・共助による取組みの促進を図りつつ、
ソフト・ハード両面からの抜本的な防災・減災 対策の強化が必要である。

※１

※１
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ソフト・ハード両面からの抜本的な防災・減災 対策の強化が必要である。

○自助・共助による取組みの促進にあたっては、本市、市民・昼間市民、
事業者等が共有できる『大阪市地域防災計画』の構成・内容に改訂する
ことが必要である。

○あわせて、防災・減災対策の実効性を高める方策が必要である。

※１

※１） 「市民」：市内に住所を有する人及び居住する人をいう。
「昼間市民」：市民以外の人であって、恒常的に市内で活動する人をいう。
「事業者」：市内で事業を営む法人その他の団体又は個人をいう。
「防災・減災」：災害※２を未然に防止し、災害が発生した場合に被害の拡大を防ぎ、被害を最小限にとどめ、

災害の復旧を図ることをいう。
※２） 「災害」：災害対策基本法に規定する暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波などの災害をいう。



【大阪市地域防災計画における自助・共助に関係する主な記載事項（震災対策編）】

第１部 総則 「１ 計画の方針、 1-1 計画の目的」
「・・・市民や企業等においても、この目的に鑑み、相互に協力するとともに、防災関係機関が

実施する防災活動に協力するよう努めなければならない。」

第２部 災害予防計画

第３ 災害に強い『人と組織づくり』

・防災知識の普及、自主防災組織の育成、

防災訓練の実施、ボランティア環境の整備

第４ 地震被害軽減のための「防災体制づくり」

・3-6 地域の連携強化と自主救護能力の向上・3-6 地域の連携強化と自主救護能力の向上
・5-7 職場・家庭における備蓄
・6 帰宅困難者対策（企業・事業所などにおける対策の推進）

・7 外国人に関する対策（普及・啓発、多言語・ピクト表示等）

第３部 災害応急対策計画

6-3 避難の誘導及び移送（赤十字奉仕団等の自主防災組織等の協力）

6-5 避難所の管理及び避難者の収容「避難所運営マニュアルを作成し・・・」

24-1 赤十字奉仕団の協力
24-2 自主防災組織の支援
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１－１－２ 区の地域防災計画※３

○地域特性に応じた対策が重要であることから、区において地域防災計画

を作成している。 （各区から平成25年3月より順次公表）

【作成にあたっての視点】

 市民・事業者などの自助・共助による取組みが望まれる事項を中心に記載

 地域で想定される災害リスク、避難行動など、地域の実状をふまえた内容

 区役所と市民・事業者などが共有

（PDCA※４を意識し、今後、計画を順次充実・改訂）
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※３） 「区の地域防災計画」：地域特性を考慮し、区長の権限で作成する計画であり、法定ではない大阪市の取組みである。
なお、「大阪市地域防災計画」は、災害対策基本法に基づく法定の計画である。

※４） 「ＰＤＣＡ」：計画（Plan）、実施（Do）、点検（Check）及び改善（Action）を繰り返し、より良い防災・減災対策を行えるように
することをいう。



１－１－３ 事業者等における対策

○商業施設、集客施設、オフィスビル等における対策の状況の概要は、
次のとおりである。

■ハード面 ：建物・設備は、建築基準法、消防法等に基づく対策を実施．
・ 一定規模の施設においては、改正耐震改修促進法（H25.11施行）に基づく耐震診断を

実施する必要あり．

■ソフト面 ：火災・地震に対しては、一定規模の施設において、消防法に

基づく消防計画 を作成 （消防署の指導）

・ 地下施設等において、河川氾濫に対しては水防法、津波に対しては・ 地下施設等において、河川氾濫に対しては水防法、津波に対しては

津波防災地域づくり法に基づき、施設において避難確保計画を作成

（公表し、市町村へ報告）

・ 企業における事業継続計画（BCP）の策定状況
（大阪市信用金庫による府内取引企業へのｱﾝｹｰﾄ・聞き取り調査 H25.8月）

従業者数 10人未満 5.7％
10～49人 14.4％
50人以上 36.6％
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有効回答数 1,291社



１－１－４ 他都市における防災・減災に関する条例の制定状況

○他都市においては、防災・減災対策の実効性を高めるため、条例を制定

しているケースがある。

■政令市 ： ４市／２０市 （神戸、名古屋、横浜、川崎）

■特別区 ： １３区／２３区 （千代田区、港区など）

・東京都では帰宅困難者対策条例を制定（H25.4施行）
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１－１－５ 現状をふまえた課題

○大阪市地域防災計画は公助中心
・備蓄や初動体制等は記載
・ただし「個人」・「組織」の取組みや役割が記載されていない

○大阪市における自主防災活動の状況
・自主防災組織の設置： 275地域／332地域 （83％） （H26.3末予定）
・地域防災リーダー： 8410人 （24区） （H25.4.1現在）
・避難所開設訓練の実施： 221地域／332地域 （67％） （H25.10末現在）
・防災マップの作成： 226地域／332地域 （68％） （H26.3末予定）

注）新たな津波浸水想定を考慮した訓練や防災マップの作成が必要

・要援護者支援計画の作成： 44／332地域 （13％） （H26.3末予定）
・地区防災計画の作成： 47／332地域 （14％） （H26.3末予定）・地区防災計画の作成： 47／332地域 （14％） （H26.3末予定）

○自主防災活動に参加していない「個人」・「組織」の存在
・ひとり暮らしの住民、民間マンション など

○集客施設・オフィスビル等における災害時の取組み
・従業員の備蓄、事業者としての社会的責任・貢献 など
（集客施設等では、発災した時点で、来客等が「帰宅困難者」となる可能性が高い．）
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「個人」「組織」※５それぞれにおける防災・減災の取組み状況が不明確になる傾向がある。

※５） 「個人」とは： 大阪市民、大阪市域外からの来訪者（通勤・通学、業務・出張、買い物、観光）

「組織」とは： 自主防災組織、企業、公立・私立の学校・幼稚園、福祉施設、市役所（局、室、区）、
連携関係機関・団体（大阪府、関西広域連合、自衛隊、医師会、ボランティア組織など）



○ 災害が起こる瞬間、起こった直後に、行政が避難などを支援すること（公助）には
限界がある．

○ 市民の命・財産を自ら守るため、行政を含めた個々が自立する（自助）とともに､

１－２ 大阪市のめざす方向

○ 市民の命・財産を自ら守るため、行政を含めた個々が自立する（自助）とともに､
救助や避難など個々が連携する体制（共助）を含め、普段から災害に備え､
災害時に、それぞれが役割を果たすことにより、結果として、
防災・減災につなげるしくみをつくる．
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○ 災害時の人的被害・物的被害を最小限に！ （減災が重要）



１－３－１ 部会の主旨

○ 大阪市における取組みの現状を分析し、自助・共助・公助において、
それぞれの役割・責務を果たしながら、防災・減災対策の促進・強化
を図るための方策について、専門家の知見を得ながら検討する．

１－３ 部会の主旨及び検討事項

１－３－２ 部会における検討事項
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○ 「個人」・「組織」の役割を明らかにする．

○ 「大阪市地域防災計画」 において、「個人」・「組織」の現実的・具体的
な取組みを反映するため、抜本的な改訂の検討を行う．

○ 防災・減災対策の実効性を高めるための方策を検討する．

例） 条例の制定、広報・啓発の取組み、

「個人」・「組織」における取組みの活性化など



２－１ 市勢・地勢

２－１－１ 市勢

○昼間人口が多い ⇒ 昼間市民の安全確保が必要

・夜間人口 約267万人（H22国勢調査）
・昼間人口 約354万人（H22国勢調査）
・流入人口 約111万人（H22国勢調査）
・昼夜間比 1.33（北区3.47、中央区5.92、西区2.14、東住吉区0.90、鶴見区0.89） （H22国勢調査）
（参考：東京23区計の昼夜間比は1.31）（H22国勢調査）

○中高層建築物が多い ⇒ 屋内の家具等の転倒防止対策や屋外の付帯物の落下防止対策
などが必要。一定規模の施設は改正耐震改修促進法に基づく

２ 大阪市をとりまく状況

などが必要。一定規模の施設は改正耐震改修促進法に基づく
耐震診断が必要

・５階以上の建築物数 35,263棟（消防年報(消防局H24刊行)）

○地下街、地下鉄が発達 ⇒ 避難対策等の強化が必要

・地下街・地下道： 26.7万㎡
・地下駅 ： 129駅（市営107駅、民営22駅）

○密集市街地が多く残っている ⇒ 大規模延焼火災を防止する対策が必要

・地震時等に著しく危険な密集市街地 大阪市1,333ha
（参考：東京23区のうち13区が該当し、計1,683ha）
（H24.10月 国土交通省公表。データはH24.3月末時点）
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２－１－２ 地勢

・大きな地震被害をもたらすと考えられる断層がある

海溝型の地震 ：南海トラフ

内陸活断層による地震 ：上町断層帯、生駒断層帯、有馬高槻断層帯、

中央構造線断層帯

・海、河川に囲まれている

避難勧告の対象となっている河川 ：淀川、神崎川、安威川

寝屋川水系、

大和川、東除川

・上町台地以外は、低く平坦な地盤がひろがっている

台風期の朔望平均満潮位O.P.+2.2ｍ以下 約41km2 注）

注）大阪府資料より。兵庫県域を含む大阪平野における面積
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２－２－１ 上町断層帯地震

・上町断層帯地震 死者数約8,500人、全壊建物約16.7万棟、避難所生活者数約34万人
・帰宅困難者数 約90万人（H18府市想定）

２－２ 市域における災害リスク

震度分布
凡例
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２－２－２ 南海トラフ巨大地震
○南海トラフ沿いの広い震源域で想定される最大クラス（マグニチュード９クラス）の
「南海トラフ巨大地震」※６への警戒が必要である。

※６）「南海トラフ巨大地震」：発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対応する地震をいう。

【東日本大震災を教訓に避難を軸とした対策（平成23年度～）】
①津波避難ビルの指定

対象： 湾岸６区（西淀川、此花、港、大正、住之江、西成）
＋ ４区（淀川、福島、西、浪速） 計10区

②地下施設における「避難確保計画」作成の推進

対象： 上町台地より西側の地下街（地下道含む）、地下駅

○大阪府防災会議より被害想定が順次公表されている。

①地震動・津波の想定（H25.8月）
津波浸水 17区に拡大（市域の32％が浸水）
震度分布 24区すべてで最大震度６弱
液 状 化 本市従来想定（H20.3）に比べ、「液状化の可能性大」と

推計された地域が拡大

②人的被害・建物被害の想定（H25.10月）
死 者 数 府域約13.4万人、うち市域約12.0万人（うち津波約11.9万人）

満潮時に地震で堤防が沈下し浸水（津波到達前） 市域最大約1.9万人
建物全壊数 府域約17.9万棟、うち市域約7.9万棟
（今後、ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害・経済被害等が公表される予定）

14



○南海トラフ巨大地震対策

津波の来襲に備え、堅固な高層建物
市内 ： 707施設・1226棟 （H25.10末時点）

【指定要件】

目標 実績・進捗（H25.10末）

昼間 約85万人
約66万人

約77%

夜間 約28万人 約234%

【津波避難施設の確保】（東日本大震災をふまえた取組み）

〔参考〕 南海トラフ巨大地震について

【指定要件】
・ 原則としてRC造又はSRC造（安全性が確認されればS造も可）
・ 新耐震設計基準（建築基準法施行令昭和56年改正）

OCAT ATC
15



（Mw=9.1）

○南海トラフ巨大地震
大阪市域の津波浸水想定

区 浸水面積（ha）
北区 322
都島区 101
福島区 379
此花区 816
中央区 21
西区 426
港区 620
大正区 665
浪速区 193
西淀川区 840

H25.8.8 大阪府防災会議
第３回南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会

16

西淀川区 840
淀川区 756
旭区 21
城東区 259
鶴見区 41
住之江区 1,174
住吉区 13
西成区 499
市域計 7,146／22,300 (市域の32%)

(参考)府域計 11,072



○津波が到達するまでに、防潮堤の沈下等により浸水する区域
H25.10.30大阪府防災会議 第４回南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会

17



２－２－３ 最近の災害

○市域において、平成25年度に次のような事象が発生し、災害リスク
が顕在化している。

① 淡路島を震源とする地震の発生（4月13日）
市内の最大震度４ （旭区）

② ゲリラ豪雨に伴う梅田地区等における浸水被害の発生
（8月25日）

③ 台風18号に伴う大和川のはん濫危険水位を超える状況、
避難勧告の発令（9月16日）

18



２－３ 社会的背景等

【東日本大震災を踏まえた国の動向】

○防災教育の実施と地域防災力の向上の重要性 など （中央防災会議専門調査会報告
H23.9月）

○南海トラフ巨大地震に関する被害想定等の公表（内閣府、中央防災会議）

・震度分布、津波高、浸水域、人的被害・物的被害等（H24.8.29）

・ライフライン被害、経済被害等（H25.3.18）

・南海トラフ巨大地震対策の最終報告（H25.5.28）

○改正災害対策基本法における「減災」の考え方や「自助」「共助」「公助」等の

基本理念の明記、各主体（市町村、事業者、住民等）の役割の明確化 など（H25.6月施行）

【大阪府の動向】

○大阪府防災会議「南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会」による被害想定等

地震動・津波の想定結果の公表（H25.8.8）

人的被害、建物被害の想定結果の公表（H25.10.30）

ライフライン被害、経済被害の想定結果の公表予定 H25年度冬頃

○「大阪府地域防災計画」の改訂予定 H25年度末 19



３－１－１ 備蓄

・上町断層帯地震の想定避難生活者数 34万人に対し、大阪府と連携し

飲料水・食糧１日分を備蓄している。

・別途、大阪市では生活物資等を備蓄している。

３－１－２ 職員の参集（60～70％程度）
【阪神・淡路大震災における状況】

地方公共団体名 地震発生当日 ２日後 ３日後

神戸市 ４１％ 約６０％ 約７０％

３ 公助の限界について

３－１ ソフト面

出典） 国土交通省業務継続計画（平成19年6月）

・大阪市では､この状況を教訓に､「直近参集」等を地域防災計画に規定。
特に市・区災害対策本部には市内居住職員が参集し､初期初動にあたる｡

３－１－３ 他都市や民間団体・企業との協定等による人的・物的協力

・大規模災害時には、協定等により、人的支援、物的支援を要請すること
としている。
例） 大阪市： ２１大都市災害時相互応援に関する協定 など

関西広域連合：関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定 など 20

神戸市 ４１％ 約６０％ 約７０％

西宮市 ５１％ ６６％ ６９％

芦屋市 ４２％ ５２％ ６０％



・大阪港の堤防 全長 約60km、高さ OP＋5.0m～7.2m（河川堤防含む）
うち耐震化の対象 約17.8km （平成34年度末完了を目標）

総事業費 約578億円

・東北地方の太平洋沿岸では、

津波を考慮して整備した堤防が被災

岩手県釜石市の状況

３－２ ハード面

平成24年度末時点の耐震化状況 6.3km（約35％）

・大阪府管理の西大阪地区の堤防 約101km、高さOP+5.0m～8.1m
うち耐震化の対象 約16.3km （平成29年度末完了を目標）

総事業費 － 億円
平成24年度末時点の耐震化状況 11.9km（約73％）

21

大阪府防災会議における南海トラフ巨大地震の被害想定の結果をふまえ、府市一体で、防潮堤等に
ついて、目標とする整備水準の考え方や液状化対策などの詳細な検討を進めており、大阪市として
も、その結果をふまえ、津波が到達する前に浸水が生じる地域における防潮堤等の耐震化などを含
め、整備計画を早急に見直すとともに、国に対して必要な事業費の重点配分を求め、積極的に取り
組んでいく。



○ 以上、ソフト面、ハード面ともに大規模災害への公助の対応に限界がある。

○ 今後、自助・共助・公助の責務と役割を明確にし、防災・減災対策の強化

22

を図る必要がある。



４ 防災・減災対策の実効性を高める方策（案）

○ 『大阪市防災・減災条例（仮称）』の制定

災害対策基本法に定める「減災」の考え方に基づき、自助・共助・公助

による取組みを促進するため、本市、市民・昼間市民、事業者等の責務

と役割を明確にするとともに、それらの相互連携を図り、あわせて

努力義務等を課すことにより、地域防災計画の実効性を高め、

防災・減災対策を効果的に推進する。

・ 条例は計画と異なり、権利の制限や義務付けが可能な法規範であり、

また市民や事業者に対しても、より訴求効果が高いことから、また市民や事業者に対しても、より訴求効果が高いことから、

地域防災計画の実効性を担保するものと考えられる。

○ その他の方策

例） 「防災リテラシー の向上」

・ 防災教育、啓発活動、訓練 など

個々（「個人」・「組織」）の取組みを活性化するとともに、
個々の連携（共助）を強化する取組みが必要。

23
※７） 「防災リテラシー」：災害時に、目の前の現実から確かな情報を得て、自ら優先順位を判断し、行動できる教養・知識・技能をいう。

※７



自助
【市民・昼間市民、事業者など】
・防災知識の習得
・食糧、飲料水等生活必需物資の備蓄
・自主防災組織の結成や参加
・防災訓練への参加
・事業所における防災・減災計画

共助
【自主防災組織、市民・昼間市民、

事業者、ＮＰＯなど】
・自主防災組織における防災・
減災計画の作成・実施

・防災訓練の実施 災害時要援護者への支援

生活必需物資等の確保

自主防災組織の活動の促進
ソ
フ
ト
対

ボランティア活動の推進

防災広報・防災教育

本条例は、防災・減災対策について基本理念を定め、本市、市民、昼間市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、災害の予防対策、応急対策及び復旧・復
興対策に関する基本的事項を定めることにより、防災・減災対策の総合的、計画的かつ効果的な推進を図り、市民等の生命、身体及び財産を災害から保護し、す
べての人が安全に暮らすことができる災害に強いまちの実現をめざすことを目的とする。

自助、共助及び公助の理念を明らかにし、その理念に基づき、本市、市民、昼間市民及び事業者がそれぞれの責務と役割を果たし、相互に連携を図りながら協力
することにより、防災・減災対策を行うことを基本理念とする。

『自助』の理念 市民・昼間市民、事業者などが自己の責任により自らを災害から守ること
『共助』の理念 自主防災組織、市民・昼間市民、事業者、ＮＰＯなどが地域において互いに助け合い、互いを災害から守ること
『公助』の理念 本市が市民等及び事業者を災害から守るための対策を推進すること

大阪市防災・減災条例（仮称）の概要 （案）
目的・基本理念
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・事業所における防災・減災計画
の作成・実施 など

・災害時要援護者への避難支援
・防災資機材・物資の備蓄
・個人・組織間の連携 など

公助
【大阪市】

・地域防災計画の推進
・業務継続計画の策定
・防災知識の啓発や防災情報の提供

・自主防災組織への支援
・防災訓練の実施
・津波・河川氾濫対策や建築物の
不燃化対策などのハード対策
・災害発生後の速やかな復旧・復興
など

限界あり

耐震性の確保

帰宅困難者対策 など

降雨による浸水防止対策

ハ
ー
ド
対
策

広告塔等の落下防止対策

中高層建築物対策

建築物の不燃化対策 など

策
避難対策(津波・河川氾濫、降雨による

浸水、火災)

津波・河川氾濫対策

減災



大阪市、市民・昼間市民、事業者等の責務と役割（案） 【主な災害予防対策（事前の備え）】

項目 公助（本市等の責務・役割） 自助・共助（市民・昼間市民、事業者等の責務・役割）

計画 地域防災計画の推進（防災・減災対策の実施）
業務継続計画の策定・検証

自主防災組織、事業者における防災・減災計画の作成・実施
（事業者は業務継続・早期再開の対策を盛り込む）

自主防災 自主防災活動への支援 自主防災組織の結成・活動の推進

他自治体､事業者
等との連携

他自治体との相互応援協定の締結
事業者との物資の提供、輸送等の協定の締結
協定に係る業務の従事者への損害補償

本市の対策への協力

災害想定 予想される災害の想定・公表、対策への反映 本市の災害想定・地域の災害リスクの認識、対策への反映

防災教育等 職員の防災・減災対策に関する知識・技術の習得
市民等への知識普及・情報提供の積極的推進

災害の想定、避難場所・避難所、
警報等の情報、伝達手段 など

功労者への表彰

市民及び昼間市民、事業者の従業員等における防災・減災対策に関する知
識・技術の習得

行政からの災害想定、避難場所・避難所、警報等の情報、伝達手段などの把
握、情報収集手段の確保、避難経路の確認 など

防災訓練 防災訓練の実施（関係機関等と連携） 自主防災組織、事業者における防災訓練の実施
これら訓練や本市が実施する訓練への参加

建築物等の安全 公共建築物の耐震化、屋内の安全対策、 住宅・事業所等の耐震診断・耐震改修及び不燃化、屋内の安全対策（家具等

25

建築物等の安全
対策

公共建築物の耐震化、屋内の安全対策、
啓発・相談窓口の設置など

住宅・事業所等の耐震診断・耐震改修及び不燃化、屋内の安全対策（家具等
転倒防止）、屋外の安全対策（ブロック塀転倒や広告塔・看板等の落下防止）

中高層建築物 屋内の家具等転倒防止の啓発 など 屋内の家具等転倒防止、建物内の居住者間の連携

ライフライン等の
対策

ライフラインの耐震化・耐水化
堤防、道路等の耐震化 など

ライフライン途絶時の復旧までの対策
水、予備電池、簡易トイレ等の備蓄
事業所等における非常用発電設備の確保

食糧、医薬品、その他生活必需物資の備蓄
物資の備蓄等 水、食糧、簡易トイレ等の備蓄

仮設トイレ汚水受入れ施設の整備

ボランティア活動 平常時からのボランティア活動を行う団体との連携、活
動環境の整備

平常時からのボランティア活動を行う団体との連携、活動環境の整備

要援護者への支
援

要援護者支援計画の策定

自主防災組織における要援護者支援の取組みが効果的
に進展させるための支援

自主防災組織における票援護者支援の取組み（平常時からの要援護者に係
る情報収集、支援方法の策定等）
自主防災組織の要援護者支援の取組みへの要援護者の参画

内水による浸水の
防止

短時間で局所的な降雨による浸水被害の防止・軽減対
策（下水道施設の整備、雨水ます清掃等）

所有又は管理する施設への浸水防止対策
占有する土地に本市が設置した雨水ます等の清掃

津波・河川氾濫等
からの避難

避難場所の確保・周知 避難場所の確保、事業所における避難者の受入れ協力
地下施設の管理者・事業者における避難確保計画の作成

火災対策 市民、昼間市民及び事業者への出火防止・初期消火に
関する知識・技術の習得支援

出火防止・初期消火に関する知識・技術の習得
地震時における火災発生の防止・初期消火



大阪市、市民・昼間市民、事業者等の責務と役割（案） 【主な災害応急対策（災害発生時の行動）】

（行動のための事前準備を一部含む）

項目 公助（本市等の責務・役割） 自助・共助（市民・昼間市民、事業者等の責務・役割）

応援要請 他自治体・関係機関への消火・救助等の応援要請 ボランティア組織等への応援要請・連携

避難情報 災害情報の収集体制・連絡体制の整備

市民等への避難準備・勧告・指示、被害状況、避難所
開設等の的確な情報提供

行政から発せられる情報の収集
地域や個人等から行政への地域情報の提供協力

避難所の開設・
運営

避難所への防災資機材・備蓄物資の配備の推進

施設責任者・自主防災組織等との避難所開設・運営
の連携・協力体制の整備

避難所開設・運営への協力

緊急交通路の確
保

緊急交通路において歩行者や車両の通行の制限が
行われた場合の対象道路・区間の市民等への周知

自動車の使用の自粛（救助活動・緊急輸送への協力）

帰宅困難者対策 帰宅困難者対策を推進するための団体結成及び活動
への支援

【帰宅困難者において】
家族等との連絡手段の確保、徒歩帰宅ルートの確認・安全な帰宅
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への支援

災害発生時における帰宅困難者の一斉帰宅の抑制に、
関する支援

家族等との連絡手段の確保、徒歩帰宅ルートの確認・安全な帰宅
災害発生時におけるむやみな移動の自粛
本市及び事業者が行う帰宅困難者対策への協力

【事業者において】
従業員等の施設内待機のための事前の安全対策
災害発生時における一斉帰宅の抑制
本市及び他の事業者等との連携・協力による帰宅困難者の保護等

復旧 電気・ガス・輸送・通信等のライフライン、道路・堤防等
土木施設の早期復旧

－
（ライフライン復旧までの備蓄等による対応）

復興 他自治体・関係機関のほか、市民・昼間市民・事業者
と協力した速やかな復興の推進

相互協力による市民生活・事業の速やかな再建

障害物処理 道路、港湾、河川における障害物の速やかな除去 道路等の障害物除去への協力

がれき処理 路上への崩落防止のための速やかながれき処理 被災建物所有者等における本市の処理作業への協力

ごみ・し尿対策
（衛生対策）

速やかな処理 ごみ減量の工夫、適切なし尿処理



＜ 参考： 条例と地域防災計画の関係イメージ ＞

災害対策基本法

大阪市地域防災計画 大阪市防災・減災条例(仮称)
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大阪市地域防災計画
(大阪市防災会議)

国・府の計画との整合を図るとともに
その内容に抵触しないよう作成

（議会へ報告）

・本市、市民・昼間市民、事業者等
の責務と役割を明確にする．
・相互連携を図る．
・努力義務等を課す．

計画の実効性を高め、防災・減災対策
を効果的に推進

（議会で議決）



５ 「自助・共助・公助のあり方」に関する提言

○ 大規模な自然災害に対しては、行政の公助によるソフト・ハード両面の対策をスピード感をもって

取り組むことが必要であるが、阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓から、公助の限界も示し

つつ、発災初期の身を守ることや物資の確保など、市民や事業者等における自助による対策、相

互協力の共助による対策の促進が必要である。

○ 地域における相互協力については、地域内の企業や隣接の地域との連携などを図るとともに、

地域等の境界にとらわれず、災害リスクや地形、建物の立地状況等の地域特性に応じて体制を

構築する必要がある。また、大阪市の特性を考慮し、マンションの管理組合等についても、地域と

の連携を促進することが必要である。

○ 日ごろから飲料水・食糧の備蓄が重要である。市民においては、中央防災会議における南海

トラフ巨大地震に関する対策検討の最終報告時に提唱されたように、物資不足に対応するため、トラフ巨大地震に関する対策検討の最終報告時に提唱されたように、物資不足に対応するため、

一週間分程度の備蓄に努める必要がある。

○ 大都市の特性から、昼間市民の安全確保対策も必要である。オフィスビルや集客施設等の建

物や地下街・地下駅において対策が必要である。また、昼間市民自らが対策を行うとともに、災害

時には周りの人々との協力も必要である。

○ 大阪市においては、密集市街地が多く残っており、住民自らが地震時等における危険性を認識

し、安全・安心なまちづくりに協力することが必要である。

○ こうした自助・共助による取組みに対し、大阪市の公助として、災害リスク、災害時の行政からの

情報伝達方法、具体的な自助・共助の取組み方法等を啓発するほか、地域や複数事業者等によ

る共助の活動への人的な支援が必要である。また、先進的に取り組んでいる活動事例の情報共

有が必要である。
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○ 「大阪市地域防災計画」について、本報告書に掲載している「大阪市、市民・昼間市民、事業者

等の責務と役割（案）」を参考に、責務と役割を明確にしながら、公助中心の構成から、自助・共助

の取組みについても記載する構成に改め、すべての人と共有し取り組むことができる計画とする

よう検討すべきである。その際、区の特性に応じた「区の地域防災計画」や地域が主体となって作

成する「地区の防災計画」の内容については、市の地域防災計画に位置付け、災害時には市の

組織と連携した活動が行われるよう配慮すべきである。

○ さらには、大阪市、市民・昼間市民、事業者等の責務と役割を明確にし、努力義務等を課するこ

とができる法規範として、防災・減災に関する条例の制定を行い、それぞれに自助・共助の取組み

の必要性を訴求していくことが大阪市地域防災計画の実効性を高めるのに効果的である。

○ あわせて、市民・昼間市民、事業者等における防災意識の向上のための防災教育が必要であ

るとともに、自助・共助の取組みが熟成するまで、公助による支援が必要である。るとともに、自助・共助の取組みが熟成するまで、公助による支援が必要である。

○ なお、自助・共助の取組みへの公助による支援の機会等において、自助・共助の取組みが、な

ぜ必要なのかを明確にし、災害時における様々な場所・場面においても、「支援を受ける側」と想

定される市民等が、対応可能であれば「支援する側」になっていくよう誘導していくことも必要であ

る。

○ 以上をふまえ、市民・昼間市民、事業者等にも充分理解が得られ、すべての人の防災リテラ

シーが向上し、高齢者、障がい者、女性の視点などを考慮して、地域や事業者等においても防災・

減災に関する計画を作成・実践され、災害から尊い命が守られる大阪市となることを願う。
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