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             ------------------------------------------------  54 

 

（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第７章 防災教育・訓練」と同じ） 
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                     --------------------------------  55 
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２８－２ 鉄道施設の災害予防・応急対策  --------------------------------  62 
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（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第１３章 医療・救護」と同じ） 

 

第３９節 医療体制の整備 

３９－１ 医療機関の状況把握 

３９－２ 医療品・医療資器材の確保 

３９－３ 初期医療救援活動体制の整備 

３９－４ 後方医療体制の整備 

３９－５ 大阪府医師会の対応 

 

第４０節 医療救護活動 

４０－１ 初期初動医療救護活動 

４０－２ 後方医療活動 

４０－３ 長期間にわたる避難所等における救護所の設置運営 

４０－４ 保健師等による健康相談 

４０－５ 市民等における事前の対応 

 

 

第１４章  衛生・廃棄物等 

               -------------------------------------------- 119 

 

（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第１４章 衛生・廃棄物等」と同じ） 

 

第４１節 防疫・保健衛生活動 

４１－１ 防疫活動 

４１－２ 食品衛生活動 

４１－３ 動物保護等の実施 

 

第４２節 廃棄物の処理 

４２－１ ごみの処理 

４２－２ がれき等の処理 

４２－３ し尿の処理 
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第１５章  生活物資 

            -------------------------------------------------- 120 

 
（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第１５章 生活物資」と同じ） 

 

第４３節 生活物資の確保 

４３－１ 飲料水等の確保 

４３－２ 生活雑用水の確保 

４３－３ 食料の確保 

４３－４ 生活必需品の確保 

４３－５ し尿処理に関する事前準備 

４３－６ 生活物資等の確保のための協定の締結等 

４３－７ 備蓄倉庫の整備 

４３－８ 家庭・職場における備蓄 

 

第４４節 供給体制 

４４－１ 応急給水 

４４－２ 食料の供給 

４４－３ 生活物資の供給 

４４－４ 物流 

 

 

第１６章  行方不明者の捜索・遺体の処理・火葬 

                           -------------------- 121 

 

（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第１６章 行方不明者の捜索・遺体の処理・火葬」と 

同じ） 

 

第４５節 組織と事務分担 

４５－１ 組織と事務分担 

 

第４６節 行方不明者の捜索 

４６－１ 行方不明者の捜索 

 

第４７節 遺体処理 

４７－１ 遺体の仮収容（安置）所の設置 

４７－２ 遺体の収容 

４７－３ 遺体の処理・身元確認等 

４７－４ 斎場への遺体の搬送 
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第４８節 遺体の火葬 

４８－１ 火葬計画の策定 

４８－２ 火葬の実施 

４８－３ 応援要請・受援活動 

 

第４９節 民間への協力要請 

４９－１ 民間への協力要請 

 

 

第１７章  警備体制 

          ------------------------------------------------------ 122 

 

（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第１７章 警備体制」と同じ） 

 

第５０節 警備体制 

５０－１ 大阪府警察 

５０－２ 大阪海上保安監部 
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 被災者支援  
 

第１８章  広聴 

        ---------------------------------------------------------- 123 

 
（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第１８章 広聴」と同じ） 

 

第５１節 広聴 

５１－１ 広聴体制 

５１－２ 問い合わせへの対応 

５１－３ 要望等の処理 

 

 

第１９章  住宅 

        ---------------------------------------------------------- 124 

 
（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第１９章 住宅」と同じ） 

 

第５２節 住宅の確保 

５２－１ 市営住宅の一時使用許可 

５２－２ 他の公的住宅への協力要請 

５２－３ 民間賃貸住宅の斡旋・協力要請 

５２－４ 応急仮設住宅の措置 

 

第５３節 住宅の応急対策 

５３－１ 住宅の応急修理 

５３－２ 市営住宅対策（調査・補修等） 

５３－３ 建築物の応急危険度判定活動 

 

 

第２０章  義援金品 

           ---------------------------------------------------- 125 

 
（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第２０章 義援金品」と同じ） 

 

第５４節 義援金品 

５４－１ 義援金 

５４－２ 義援品 
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第２１章  金融支援等 

             ------------------------------------------------ 126 

 
（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第２１章 金融支援等」と同じ） 

 

第５５節 応急金融支援 

５５－１ 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付 

５５－２ 生活福祉資金の貸付 

５５－３ 市税の減免等 

５５－４ 被災住宅に対する融資等 

５５－５ 被災者生活再建支援金 

 

第５６節 被災・罹災の証明 

５６－１ 被災・罹災の証明 

 

 

第２２章  災害救助法 

             ------------------------------------------------ 127 

 
（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第２２章 災害救助法」と同じ） 

 

第５７節 災害救助法 

５７－１ 災害救助法の適用 

５７－２ 災害救助法の適用基準 

５７－３ 被害認定の基準 

５７－４ 救助の実施 

 

 

第２３章  激甚災害の指定 

                ------------------------------------------ 128 

 
（本章は、「震災対策編 第２部 災害予防・応急対策 第２３章 激甚災害の指定」と同じ） 

 

第５８節 激甚災害の指定 

５８－１ 激甚災害の指定 

５８－２ 激甚災害指定基準の調査・報告 

５８－３ 特別財政援助額の交付手続き等 
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第３部 災害復旧・復興対策 
                    ---------------------------------- 129 

 

（第３部は、「震災対策編 第３部 災害復旧・復興対策」と同じ） 

 

第１節 災害復旧対策 

１－１  公共施設の災害復旧対策 

１－２  災害復旧事業に伴う国の財政援助及び助成 

１－３  ライフラインの復旧に関する連携 

 

第２節 復興対策 

２－１  復興の基本方針 

２－２  復興のための事前準備 
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大阪市地域防災計画（修正案）の構成について 

 

【全体構成】 

・ 大阪市地域防災計画（修正案）は、現行と同じ「震災対策編」「風水害等対策編」「資料編」の    

３編とする。 

 

【整理・集約】<風水害等対策編> 

・ 現行計画は、「1.総則」「2.災害予防計画」「3.災害応急計画」「4.災害復旧計画」の４部で構成   

されている。 

・ このうち､「2.災害予防計画」「3.災害応急計画」では､①内容が重複している ②予防と応急に  

分割されている 項目があったため、今回の修正案において「重複・類似項目の整理」と「分割   

項目の集約」を行い、「災害予防・応急対策」として構成する。 

 

 

部構成の整理・集約 

 

【現行】  【修正案】 

第１部 総則 

第２部 災害予防計画 

第３部 災害応急対策計画 

第４部 災害復旧計画 

 

 

集

約 

第１部 総則 

第２部 災害予防・応急対策 

 

第３部 災害復旧・復興対策 

 

 

項目の集約例（ライフライン施設の場合） 

【現行】  【修正案】 

第２部 災害予防計画 
 第２部 災害予防・応急対策 

第８章 社会基盤施設の災害予防・応急対策 

 第６ 公益事業者等の災害予防計画 

 ３ ライフライン事業者の災害予防計画 
 第29節 ライフライン施設の災害予防・応急対策 

  

第３部 災害応急対策計画  

 17 ライフライン施設の応急対応計画 
 

集
約 
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第１節 計画の方針 

 

１－１ 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下｢法｣という。）第42条の規定に基

づき、大阪市防災会議が作成する計画であり、本市域の風水害等にかかる災害予防、災害応急

対策及び災害復旧・復興に関する事項を定めることにより、本市、指定地方行政機関、自衛隊、

大阪府、大阪府警察、指定公共機関、及び指定地方公共機関等防災関係機関がその有する全機

能を迅速・有効に発揮し、また相互に協力するとともに、市民等及び事業者による自主防災活

動との連携、支援を含め、防災活動の総合的、計画的かつ効果的な実施を図り、本市域、並び

に市民等及び事業者の生命、身体、財産を保護することを目的とする。 

 

 
１－２ 基本理念 

この計画は、災害対策基本法に基づき、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る

「減災」の考え方を防災の基本理念とする。防災関係機関は、適切な役割分担及び相互の連携

協力を図っていくと同時に、市民等や事業者が自ら行う防災活動及び地域における多様な主体

が自発的に行う防災活動を促進し、市民等や事業者、ボランティア等が、各防災機関と一体と

なって取組みを進めていかなければならない。 

市民等や事業者においても、目的、基本理念に鑑み、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。 

 

 

１－３ 計画の構成 

本市域に発生することが予想される風水害等の災害に備えるため、次の事項によりこの計画

を構成する。 

（１）災害予防・応急対策 

災害予防計画においては、災害の発生を未然に防止し、または被害を最小限度に止める

とともに災害応急対策を円滑に実施するための措置について基本的な計画を定める。 

また、災害応急対策計画においては、災害が発生し、または発生するおそれがある場合

に、災害の発生の防御、災害の拡大の防止及び災害の発生に伴う被災者に対する応急的救

助等の措置について基本的な計画を定める。 

（２）災害復旧・復興対策 

災害復旧の実施にあたっての基本的な方針を定める。 
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１－４ 区地域防災計画 

各区役所においては、本計画を基に、区における災害予防、災害応急対策、災害復旧対策に

かかる防災計画の基本的な事項を検討し、各区の地域特性及び実状に応じて、市民、事業者等、

行政の責務、役割を明確にした区地域防災計画を作成し、各区の防災力の向上に努める。 

また、計画の進捗状況の把握に努めるとともに、その結果を公表する。 

 

 

１－５ 地区防災計画 

一定地区内の市民及び事業者は、必要に応じて当該地区における自発的な防災活動計画を作

成することで、本市と連携した防災力の向上に努めるとともに、本市は必要に応じて、地区防

災計画を大阪市地域防災計画及び区地域防災計画に、その内容を位置づけるものとする。  

（地区防災計画） 

本市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者（以下、「地区居住

者等」という。）は、当該地区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の

実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等、自発的な防災活動の推進に努

める。この場合、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作

成し、これを地区防災計画の素案として大阪市防災会議に提案するなど、本市と連携し

た防災活動を行う。 

本市は、大阪市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう、地区居住者等から提

案を受け、必要があると認めるときは、大阪市地域防災計画に地区防災計画を定めるこ

ととし、策定にあたっては、高齢者や障がい者、女性、ボランティア団体等、多様な主

体の参画の促進に努める。 

なお、本市は、大阪市地域防災計画に、地域防災力の充実強化に関する事項を定

め、その実施に努めることとし、地区防災計画を定めた地区は、地区居住者等の参

加の下、具体的な事業に関する計画を定めることとする。地区防災計画が定められ

た地区の地区居住者等は、本市に対し、当該地区の実情を踏まえて、事業に関する

計画の内容の決定又は変更をすることを提案することができる。 

 

 

１－６ 用語等の定義 

（１）災害 

    法第2条第1号に規定する災害をいう。 

 （２）防災・減災 

    災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、被害を最小限に

とどめ、及び災害の復旧を図ることをいう。 
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（３）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。 

（４）市民等 

市民及び本市の区域内（以下「市内」という。）に滞在し、又は市内を通過する者をい

う。 

（５）自主防災組織 

法第2条の2第2号に規定する自主防災組織をいう。 

（６）自主防災活動 

自助及び共助による自主的な防災・減災活動をいう。 

（７）避難場所 

大規模火災又は津波等から身を守るために緊急に避難する場所をいう。 

（８）避難所 

災害により自宅に留まる事が出来ない市民等が一時的に避難生活を行う場所をいう。 

（９）要配慮者 

高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、児童、傷病者、外国人など、特に配慮を要する者

をいう。 

（１０）避難行動要支援者 

要配慮者のうち、自ら避難することが困難な者であってその円滑かつ迅速な避難の確

保を図るため特に支援を要する者をいう。 

 

 

１－７ 法令等との整合 

この計画は、本市域における災害対策に関して総合的かつ基本的な性格を有するものである。

計画の内容については、関係法令及び震災対策など他の計画との整合性を図るものとする。 

 

 

１－８ 計画の修正 

大阪市防災会議は、災害対策基本法第42 条の規定に基づき、地域防災計画に毎年検討を加え、

必要があると認めるときは修正を行う。また、女性、高齢者や障がい者、ボランティア団体等、

多様な主体の参画促進に努める。各防災関係機関は、修正すべき事項がある場合には、計画修

正案を大阪市防災会議に提出するものとする。 

  なお、本市・指定公共機関等は、防災計画間の必要な調整、府から本市に対する助言等を通
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じて、地域防災計画及び防災業務計画が体系的かつ有機的に整合性をもって作成され、効果的・

効率的な防災対策が実施されるよう努める。 

 

 

１－９ 計画の習熟及び推進 

本市及び指定公共機関等は、不断に危機管理や災害対策に関する調査・研究に努めるととも

に、所属職員に対する災害時の役割などを踏まえた実践的な教育・訓練の実施などを通して本

計画の習熟に努め、災害への対応能力を高めるものとする。 

 

 

１－１０ 計画の進捗状況の把握・公表 

本市は、計画の進捗状況の把握し、その結果を公表する。進捗状況の把握については、計画

項目を目標として設定し、可能な限り、事務・事業を定量化して行うものとする。 

 

 
１－１１ 風水害等被害軽減のための調査研究 

（１）基本方針 

本市は、風水害等から市民等及び事業者の生命、身体及び財産を守るため、総合的な観点

から調査研究を行う。 

災害は、突発的に発生し、広範囲において多大な被害が生じ、かつ様々な災害要因が複合

することから、防災行政を担当する所管部局において、災害に関する多様な調査研究を行い、

その結果を公表するとともに、総合的、計画的な防災対策の実施、推進に活かしていく。 

 

（２）計画の内容 

調査研究する事項は以下のとおりとする。 

ア 災害事例の収集・分析 

風水害等に関する事例等の収集、分析等の調査を行う。 

イ 災害対策に関する調査研究 

風水害等に対して対策を総合的、効果的に推進するため、各種の災害対策に関する調

査研究を行う。 
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第２節 市域の概況 

 

２－１ 地勢 

本市は､東経135度23分から135度36分､北緯34度35分から34度46分に位置し､わが国のほぼ中

央部にあり､面積は223.00㎢である｡ 

西は大阪湾に面し、南は大和川で堺、松原の両市につづき、北は神崎川を隔てて尼崎、豊中、

吹田、摂津の各市に連なり、東は守口、門真、大東、東大阪、八尾の各市に接し、いわゆる摂

河泉の連山が起伏をめぐらす大阪平野の要地を占め、近畿地方の海陸交通の要衝をなしている。 

本市の中央部からやや東寄りを南北に縦貫する上町台地は、南北９km、東西２kmにわたる台

地（最高Ｏ.Ｐ注）＋25ｍ）で、東側にゆるく、西側に急斜をなしているため、本市の東部は概し

て地盤が高く、西部にいくにしたがって低くなり、やがて海に連なっている。そのほとんどは、

淀川、大和川などによって運ばれた土砂により形成されたため、概ね軟弱であり、また市街は

概ね平地であり、そのうちＯ.Ｐ＋３ｍ前後の低地（朔望平均満潮位注）はＯ.Ｐ＋２．１ｍ（台

風時はＯ.Ｐ＋２．２ｍ））が大部分を占めている。 

また、本市は、「水の都」の名にふさわしく、大小多数の河川が市内を縦横に貫流している

が、その根幹をなす淀川は琵琶湖に源を発し、宇治川、桂川、木津川の三流を合して水量が豊

かである。この淀川は、本市の東北部で分流して淀川本流、旧淀川（大川、堂島川、安治川）、

土佐堀川、尻無川、木津川等となってそれぞれ大阪湾に注いでいる。 
注）Ｏ.Ｐ：大阪湾工事基準面（大阪湾最低潮位） 

注）朔望平均満潮位：満月と新月の、大潮の際の満潮位の平均 

 

２－２ 気候 

本市は、その位置、地勢から気候は概ね温和で、いわゆる瀬戸内性気候に属し、気温は平年

値（1981～2010年）では年平均16.9℃である。また、月平均では８月が最も高く28.8℃であり、

１月～２月が最低の６℃前後である。 

降水量は、梅雨期の６月に最も多く、その平年値（1981～2010）は184.5㎜を示し、ついで台

風と秋の長雨を含む９月の平年値では160.7mmとなっている。冬期は40～60㎜で最も少ない。

なお、これまでの日最大降水量は250.7㎜(1957年６月26日)、1時間最大降水量は77.5㎜（2011年8

月27日）を記録している。 

風向は、冬期には西ないし北西の風がかなり吹くことがあるが、概して北東又は西の風が多

く、風速は年平均３m/s程度である。なお、日最大風速は33.3m/s(1961年)、日最大瞬間風速では

50.6m/s(1961年)を記録している。 

春と秋は、しばしば移動性高気圧におおわれて静穏な晴天の日が多いが、接地逆転層が形成

されて霧や濃煙霧が発生することがある。また、８月から１０月中旬にかけて台風の影響を受

けやすい。 
注） なお、室戸台風（1934年）のおり、日最大風速42m/s、日最大瞬間風速60m/sを記録しているが、同記録

は機器障害により参考値となっている。 
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第３節 災害の想定 

この計画において想定する災害及び被害は次のとおりである。 

 

３－１ 災害想定 

およそ災害は、その発生原因により内水氾濫、河川氾濫、高潮、暴風等の異常な自然現象に

よるものと、大規模な火災、爆発等の事故によるものに大別される。 

この計画では、本市の地理的条件及び都市構造の特性並びに過去において発生した災害の態

様を勘案し、発生が予想される災害を概ね次のように想定した。 

（１）風水害 

ア 内水氾濫による災害 

都市部において観測された最大級の豪雨である東海豪雨クラス注）の降雨（時間最大降雨

量93㎜、総降雨量567㎜）が大阪府中部域に降った場合を想定する。この結果に基づく浸水

想定区域は下図のとおりである。 

 

浸水想定区域図（大阪府都市型水害対策検討委員会資料（平成１７年１１月９日）より） 

注）東海豪雨 

平成12年９月に東海地方で観測された過去100年間で最大級の豪雨。約58万人に対して避難勧告、指示

が出されるなど大きな被害をもたらした。 



 

風水害等対策編 ［本編］ 9 

イ 河川氾濫による災害 

 （ア）水防法に基づく河川氾濫の想定 

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１０条第２項及び第１１条に基づき河川管理者

が指定する洪水予報河川及び第１３条に基づき河川管理者が指定する水位周知河川におい

て、河川氾濫による災害を想定する。 

想定する災害の規模は、第１４条に基づき河川管理者が指定する浸水想定区域を基本と

する。 

   河川氾濫を想定する洪水予報河川・水位周知河川と管理者、浸水想定区域の面積は次の

とおりである。 

河 川 名 称 河 川 管 理 者 
浸水想定区域面積 

（浸水深さ10cm以上） 

淀   川 国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所 ８３．３２ｋｍ２ 

大 和 川 国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所 ６１．０４ｋｍ２ 

神 崎 川 大阪府西大阪治水事務所 ２１．１５ｋｍ２ 

安 威 川 大阪府茨木土木事務所 １．０２ｋｍ２ 

寝屋川流域 大阪府寝屋川水系改修工営所 ６．４３ｋｍ２ 

東 除 川 大阪府富田林土木事務所 ０．４８ｋｍ２ 

 

浸水想定区域図を以下に示す。 

① 淀川 
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② 大和川 

 

 

③ 神崎川 
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④ 安威川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

⑤ 寝屋川流域 
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⑥ 東除川 

 

 

 

（イ）洪水リスク表示図による河川氾濫の想定 

大阪府が「今後の治水対策の進め方（平成22年6月）」に基づき、人命を守ることを最

優先に、様々な降雨により想定される河川氾濫や浸水の可能性を府民にわかりやすく提示

することを目的に作成した「洪水リスク表示図」において示された災害についても考慮す

る。 

①  すべての大阪府管理河川 
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ウ 高潮による災害 

既往最大規模の台風（伊勢湾台風級）が大阪港に満潮時最悪の西側コースを通り来襲し

た場合を想定する。 

エ 強風による災害 

既往最大風速を記録した室戸台風（風速42m/s、最大瞬間風速60m/s）が来襲した場合を

想定する。 

 

（２） 火災等 

ア 大規模火災 

イ 地下街、高層建築物等における災害 

（３） 危険物等災害 

（４） 海上災害 

（５） 航空災害 

（６） 道路災害 

（７） 鉄道災害 

（８） 原子力災害 

（９） その他の災害 

本編では、以上の災害に対する計画をまとめたものである。 

第２部の災害予防・応急対策計画については、災害を予防し又は被害を軽減するための施策

を示すとともに、被害の拡大を防止し、迅速な復旧活動を進めるための、応急対策活動の計画

を示している。なお、地震災害に対する災害予防・応急対策計画とも重複する計画については、

震災対策編に示しており、本編では記載していない。 

「（８） 原子力災害」への対応については、「大阪府地域防災計画(原子力災害対策編)」及

び関西広域連合の「関西防災・減災プラン(原子力災害対策編)」によるものとする。 

 なお、今後、原子力災害対策指針の改正など対策の見直しや、放射性物質の拡散などについ

て新たな知見が得られた場合は、必要に応じて修正する。 
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第４節 市民・事業者・防災関係機関等の責務と役割 

 
４－１ 市民の責務・役割 

自らの安全は自ら守るのが防災の基本であることから、市民は、自らの安全は自ら守る

との防災意識を持ち、平常時より、食料、飲料水その他の生活必需物資の備蓄や防災訓練

への参加や、自らが所有または占有する建築物の安全性の向上等、災害に対する備えを心

がけるとともに、災害時には自らの安全を守るよう行動し、初期消火、近隣の負傷者・避

難行動要支援者への援助、避難所の自主的運営のほか、防災関係機関が行う防災活動との

連携・協力、過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、自主防災組織を結成し、災害時

における相互の協力体制をあらかじめ築き、その推進に努めなければならない。 

 

 

４－２ 事業者の責務・役割 

事業者は、災害時に果たす役割（従業員や利用者の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、

地域への貢献）を十分に認識し、各事業者において、災害時に重要業務を継続するための事業

継続計画（Business Continuity Plan、以下「ＢＣＰ」という。）を作成するよう努めるととも

に、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点

検・見直し等を実施するなど防災活動の推進に努めるとともに、従業員が防災・減災対策に関

する知識及び技術を習得することができる機会の提供に努めなければならない。 

また、事業者は、本市の実施する防災・減災対策に対し、積極的に協力するよう努めるとと

もに、その能力を活用して積極的に市民や自主防災組織等との連携を図り、自主防災活動の推

進に努めなければならない。 

さらに、災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給、提供を

業とする者は、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事

業活動に関し、本市が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。 

 

 
４－３ 防災関係機関の責務・役割 

（１） 大阪市 

本市は、市民等の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定

公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施する。ま

た、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに区域内の公共的団体その他の防災に関する

組織及び自主防災組織の充実、自発的な防災活動の促進、事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）

の策定や事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施や防災活動の促進等、地域防災力の充実強

化に努める。さらに、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に
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鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努める。 

ア 全 般 

大阪市防災会議に関する事務 

イ 災害予防に係る事項 

（ア）  防災に関する組織の整備 

（イ）  防災に関する知識の普及・啓発 

（ウ）  防災に関する訓練の実施 

（エ）  防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検 

（オ）  防災に関する施設及び設備の整備及び点検 

（カ）  防災に関する調査研究 

ウ 災害応急対策に係る事項 

（ア）  消防、水防その他の応急措置 

（イ）  他自治体等への応援要請 

（ウ）  警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示 

（エ）  避難誘導及び避難所の管理 

（オ）  災害情報の収集及び伝達 

（カ）  災害情報等の広報及び広聴 

（キ）  緊急輸送の確保及び道路・河川・住居等の障害物の除去 

（ク）  水、食料、生活関連物資の供給 

（ケ）  被災者の医療、救護 

（コ）  清掃、防疫活動、食品衛生の監視 

（サ）  被災者の捜索、遺体の処理 

（シ）  災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

（ス）  被災者の住宅確保 

（セ）  施設及び設備の応急復旧 

（ソ）  災害対策要員の確保 

（タ）  ボランティアの調整 

（チ）  災害救助法・激甚災害の指定に関する事項 

（ツ）  義援金品の配分 

（テ）  被災者に対する応急金融措置 

（ト）  災害の発生の防御又は拡大の防止措置 

エ 災害復旧に係る事項 

災害復旧の実施 

 

（２） 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、本市域、並びに市民等及び事業者の生命、身体及び財産を災害から

保護するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施す
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るとともに、本市の防災活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

ア 近畿財務局 

（ア） 金融機関に対する緊急措置の要請 

（イ） 国有財産の無償貸付 

（ウ） 地方公共団体に対する災害融資 

（エ） 被災施設の災害復旧事業費の立会い 

イ  近畿農政局（大阪地域センター） 

（ア） 応急用食料品（精米等）並びに政府米の供給について連絡・調整 

ウ  近畿経済産業局 

（ア） 工業用水道の復旧対策の推進に関すること 

（イ） 災害対策用物資の調達に関する情報の収集および伝達に関すること 

（ウ） 災害時における所管事業に関する情報の収集および伝達に関すること 

（エ） 被災中小企業の事業再開に関する相談、支援に関すること 

（オ） 電力・ガスの供給の確保及び復旧支援に関すること 

エ 中部近畿産業保安監督部近畿支部 

（ア） 電気、火薬類、都市ガス、高圧ガス及び液化石油ガス施設等の保安確保対策の推

進に関すること 

 （イ） 鉱山の保安に関する業務指導に関すること 

オ 近畿運輸局 

（ア） 所管する交通施設及び設備の整備についての指導 

（イ） 災害時における所管事業に関する情報の収集及び伝達 

（ウ） 災害時における旅客輸送確保にかかる代替輸送・迂回輸送等実施のための調整 

（エ） 災害時における貨物輸送確保にかかる貨物運送事業者に対する協力要請   

（オ） 特に必要があると認める場合の輸送命令 

（カ） 災害時における交通機関利用者への情報の提供 

カ  第五管区海上保安本部（大阪海上保安監部） 

（ア） 海上災害に関する防災訓練及び啓発指導 

（イ） 排出油防除資機材の備蓄及び油防除組織の指導 

（ウ） 危険物積載船舶等の災害予防対策 

（エ） 海難救助体制の整備 

（オ） 海上交通の制限 

（カ） 避難の援助及び勧告並びに警報等の伝達 

（キ） 海難の救助及び危険物等の海上流出対策 

（ク） 人員及び救助物資の緊急海上輸送 
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（ケ） 海上交通の安全の確保及び海上の治安の維持 

（コ） 海上における緊急時環境放射線モニタリングの支援に関すること 

キ 大阪管区気象台 

（ア） 観測施設等の整備に関すること 

（イ） 防災知識の普及・啓発に関すること 

（ウ） 災害に係る気象、地象、水象等に関する情報、予報、警報の発表及び伝達に関す 

ること 

（エ） 災害の発生が予測されるときや、災害発生時において、府や市町村に対して気象

状況の推移やその予想の解説等に関すること 

 ク  近畿総合通信局 

（ア）電波の監理、並びに有線電気通信の監理 

（イ）非常通信訓練の計画及びその実施指導 

（ウ）非常通信協議会の育成・指導 

（エ）防災及び災害対策に係る無線局の開設、整備の指導 

（オ）非常時における重要通信の確保 

ケ 近畿地方整備局 

（ア） 直轄公共土木施設の整備と防災管理 

（イ） 応急復旧資機材の備蓄及び整備 

（ウ） 指定河川の洪水予報及び水防警報の発表及び伝達 

（エ） 直轄公共土木施設の応急点検体制の整備 

（オ） 災害時の直轄国道の通行の禁止又は制限及び道路交通の確保 

（カ） 直轄公共土木施設の二次災害防止 

（キ） 直轄公共土木施設の復旧 

（ク） 港湾、港湾区域内における災害対策の技術指導  

（ケ） 緊急物資及び人員輸送活動 

（コ） 海上の排出油に対する防除処置 

（サ） 港湾、海岸保全施設等の応急復旧工法の指導 

   （シ） 港湾、海岸保全施設等の復旧事業の推進に関すること 

   （ス） 災害時における技術者、防災ヘリ、各災害対策車両等による支援に関すること 

 

（３） 自衛隊（陸上自衛隊第３師団） 

ア 大阪市地域防災計画に係る訓練の参加協力 

イ 災害派遣に関すること 

   ウ 緊急時環境放射線モニタリングの支援に関すること 
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（４）  関西広域連合 

関西広域連合は、大規模広域災害が発生した際には、関西圏域（関西広域連合構成団体

及び連携県（福井県、三重県及び奈良県）の区域）内の応援・受援の調整、全国からの応

援の調整、及び関西圏域外への応援の調整を行い、防災・減災力の向上を図るための事業

の企画・実施を行う。  

ア 大規模広域災害時の広域的な応援・受援の調整に関すること 

イ 大規模広域災害時における構成団体、連携県及び国・関係機関等との災害情報の共有

及び情報の発信に関すること 

ウ 大規模広域災害時の広域的対応指針の提示に関すること 

エ 大規模広域災害に備えた事業企画、実施に関すること 

 

（５） 大阪府 

府は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、府域並びに住民の生命、身体及び

財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び

他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共

機関が処理する防災に関する事務又は業務を支援しかつその総合調整を行う。また、地域

防災力の充実強化を図るとともに、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす

役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努める。 

ア 大阪府防災会議に関する事務 

イ 防災対策の組織の整備 

ウ 防災施設の整備 

エ 防災のための教育及び訓練 

オ 防災に必要な資機材等の備蓄、整備 

カ 水防その他の応急措置 

キ 災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

ク 被災者の救出、救護等の措置 

ケ 避難の指示、並びに避難所の開設の指示 

コ 災害時における保健衛生についての措置 

サ 被災児童、生徒の応急教育 

シ 災害時における交通規制 

ス 災害復旧の実施 

セ 災害救助（法）に関すること 

ソ 市町村及び指定地方公共機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

タ 市町村地域防災計画の指導に関すること 

チ 指定河川の洪水予報及び水位周知河川の避難判断水位（特別警戒水位）到達情報、水

防警報の発表及び伝達に関すること 
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ツ 被災者生活再建支援（法）に関すること 

 

（６） 大阪府警察 

ア 災害情報の収集伝達及び被害実態の把握 

イ 被災者の救出救助及び避難指示 

ウ 交通規制・管制 

エ 広域応援等の要請・受け入れ 

オ 遺体の検視（死体調査）等に関する措置 

カ 犯罪の予防・取締り、その他治安の維持 

キ 災害資機材の整備 

 

（７） 指定公共機関 

指定公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動を実施するととも

に、本市の防災活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

ア  西日本電信電話株式会社（大阪支店）、エヌ・ティ・ティコミュニンケーションズ株

式会社（関西営業支店）、ソフトバンクテレコム株式会社、KDDI株式会社（関西総支社）、

ＮＴＴドコモ（関西支社）及びソフトバンクモバイル株式会社 

（ア） 電気通信設備の整備及び防災管理         

（イ） 応急復旧用通信施設の整備               

（ウ） 津波警報、気象警報の伝達             

（エ） 災害時における重要通信確保           

（オ） 災害関係電報、電話料金の減免         

（カ） 被災電気通信設備の災害復旧事業の推進 

（キ） 「災害用伝言ダイヤル」に関すること 

イ  日本赤十字社（大阪府支部） 

（ア） 災害医療体制の整備 

（イ） 災害救護用医薬品並びに血液製剤等の供給 

（ウ） 災害時における医療助産等救護活動の実施 

（エ） 義援金品の募集、配分等の協力 

（オ） 避難所奉仕、ボランティアの受入れ・活動の調整 

（カ） 救援物資の備蓄 

ウ  日本放送協会（大阪放送局） 

（ア） 防災知識の普及 

（イ） 災害時における放送の確保対策 

（ウ） 緊急放送・広報体制の整備 
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（エ） 気象予警報等の放送周知 

（オ） 避難所等への受信機の貸与 

（カ） 社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力 

（キ） 災害時における広報 

（ク） 災害時における放送の確保に関すること 

（ケ） 災害時における安否情報の提供 

エ 阪神高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社（関西支社） 

（ア） 管理道路の整備と防災管理 

（イ） 道路施設の応急点検体制の整備 

（ウ） 災害時における交通規制及び輸送の確保 

（エ） 被災道路の復旧事業の推進 

オ 西日本旅客鉄道株式会社（鉄道本部）、日本貨物鉄道株式会社（関西支社）及び東海旅

客鉄道株式会社（新幹線鉄道事業本部） 

（ア） 鉄道施設の防災管理 

（イ） 輸送施設の整備等安全輸送の確保 

（ウ） 災害時における緊急輸送体制の整備 

（エ） 災害時における鉄道車両等による救援物資、避難者等の緊急輸送 

（オ） 災害時における鉄道通信施設の利用 

（カ） 被災鉄道施設の復旧事業の推進 

カ  大阪ガス株式会社 

（ア） ガス施設の整備と防災管理 

（イ） 災害時におけるガスによる二次災害防止に関すること 

（ウ） 災害時におけるガスの供給確保 

（エ） 被災ガス施設の復旧事業の推進 

キ  日本通運株式会社（大阪支店） 

（ア） 緊急輸送体制の整備 

（イ） 災害時における救援物資等の緊急輸送の協力   

ク  関西電力株式会社 

（ア） 電力施設の整備と防災管理                           

（イ） 災害時における電力の供給確保体制の整備 

（ウ） 災害時における電力の供給確保             

（エ） 被災電力施設の復旧事業の推進                        
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（８） 指定地方公共機関  

指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動を実施するとと

もに、本市の防災活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

ア  淀川左岸水防事務組合、淀川右岸水防事務組合、大和川右岸水防事務組合 

（ア） 水防団員の教育及び訓練 

（イ） 水防資機材の整備、備蓄 

（ウ） 水防活動の実施 

イ  阪神電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、京阪電気鉄道株式会社、近畿日本鉄道株式

会社、南海電気鉄道株式会社 

（ア） 鉄道施設の防災管理 

（イ） 輸送施設の整備等安全輸送の確保 

（ウ） 災害時における緊急輸送体制の整備 

（エ） 災害時における鉄道通信施設の利用 

（オ） 被災鉄道施設の復旧事業の推進 

ウ 一般社団法人大阪府医師会 

（ア） 災害時における医療救護の実施 

（イ） 傷病者に対する医療活動の実施 

エ 公益社団法人大阪府看護協会 

（ア） 災害時における医療救護及び公衆衛生の活動に関すること 

（イ） 被災者に対する看護活動に関すること 

 

（９） その他の公共的団体、防災上重要な施設の管理者 

公立大学法人大阪市立大学、 

地方独立行政法人大阪市民病院機構、 

農漁業協同組合、生活協同組合、商工会議所等の産業経済団体、 

養老、育児、司法保護を目的とする厚生社会事業団体、 

青年団体等の文化事業団体、交通機関、学校法人、赤十字奉仕団、 

女性会等の地域住民組織、大量の危険物の貯蔵等の管理者 

避難場所の管理者、大規模地下空間管理者、地下街管理者、 

防潮扉管理者、その他公共的活動を営むもの 

大阪市の行う防災活動に対して公共的業務に応じての協力 
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 活動体制の整備  

第１章 活動体制 

第１節 組織体制 

 

震災対策編／第２部／第１章／第１節 組織体制のとおり 

（但し、１－６  震度３以下の地震または遠地地震による津波発生時の対応は除く） 

 

風水害等の災害時における組織体制は、震災対策編と同じである。 

 

（但し、震災対策編／第２部／第１章／第１節 組織体制 のうち、下表左欄（震災対策

編）部分については、風水害等対策編において右欄のとおり読み替える。） 

 
震災対策編 風水害等対策編 

１－２ 災害対策本部 

（１）設置基準 

ア 大阪市災害対策本部（以下「市本部」という。） 

（ア）本市域において震度５弱以上（気象庁発表）を観

測したとき 

左記（ア）は除く 

１－２ 災害対策本部 

（３）組織 

ア 市本部 

（イ）市本部長等の職務 

⑦ 緊急本部員 

勤務時間外に地震が発生した場合、市庁舎及び阿倍野防

災拠点へ徒歩等により30分以内に出勤可能な職員から

市長が指名する職員 

１－２ 災害対策本部 

（３）組織 

ア 市本部 

（イ）市本部長等の職務 

⑦ 緊急本部員 

勤務時間外に風水害以外の災害が発生した場合、市庁舎

及び阿倍野防災拠点へ徒歩等により３０分以内に出勤

可能な職員から市長が指名する職員 

１－２ 災害対策本部 

（３）組織 

イ 区本部 

（イ）区本部長等の職務 

⑦ 緊急本部員 

勤務時間外に地震が発生した場合、区本部へ徒歩等によ

り30分以内に出勤可能な職員から区長が指名する職員 

１－２ 災害対策本部 

（３）組織 

イ 区本部 

（イ）区本部長等の職務 

⑦ 緊急本部員 

勤務時間外に風水害以外の災害が発生し、区本部が設置

された場合、区本部へ徒歩等により３０分以内に出勤可

能な職員から区長が指名する職員 

１－３ 災害対策緊急本部 

（１）設置基準 

ア 大阪市災害対策緊急本部（以下「市緊急本部」とい

う。） 

（ア） 本市域において震度４（気象庁発表）を観測し

たとき 

左記（ア）は除く 

１－３ 災害対策緊急本部 

（３）組織 

ア 市緊急本部 

（イ）  市緊急本部長等の職務 

⑦ 緊急本部員 

勤務時間外に地震が発生した場合、市緊急本部へ徒歩等

により30分以内に出勤可能な職員から市長が指名する

職員 

１－３ 災害対策緊急本部 

（３）組織 

ア 市緊急本部 

（イ）  市緊急本部長等の職務 

⑦ 緊急本部員 

勤務時間外に風水害以外の災害が発生し、市緊急本部が

設置された場合、市緊急本部へ徒歩等により３０分以内

に出勤可能な職員から市長が指名する職員 
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１－３ 災害対策緊急本部 

（３）組織 

イ 区緊急本部 

（イ）  区緊急本部長等の職務 

⑦ 緊急区本部員 

勤務時間外に地震が発生した場合、市緊急本部へ徒歩等

により30分以内に出勤可能な職員から市長が指名する

職員 

１－３ 災害対策緊急本部 

（３）組織 

イ 区緊急本部 

（イ）  区緊急本部長等の職務 

⑦ 緊急区本部員 

勤務時間外に風水害以外の災害が発生し、市緊急本部が

設置された場合、市緊急本部へ徒歩等により３０分以内

に出勤可能な職員から市長が指名する職員 
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第２節 動員体制 

 

この計画は災害による被害が発生し、又は被害が発生・拡大するおそれがある場合に応急対

策活動を迅速かつ的確に行うために必要な職員の動員配備を定めたものである。 

所属長は、災害応急対策に従事する者の安全確保に十分留意し、災害の状況に応じた動員計

画を定め、市長に報告しなければならない。 

また、所属員に対し動員計画を周知するとともに、所属員の連絡網を整備し、速やかに動員

体制がとれるようにしておかなければならない。 

職員は、本計画で定める任務分担に応じて速やかに応急対策活動を実施するものとする。 

 

２－１ 動員基準 

職員の動員基準は、次のとおりとする。 

ただし、各所属長は特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこの基準

と異なる動員体制をとることができる。 

動 員 基 準 表 

種別 災害状況 動員人員 

１号動員 
大規模な被害が発生し、又は発生するおそれがあり、 

市の全力をあげて防災活動を実施する必要があるとき 
全   員 

２号動員 
相当規模の被害が発生し、又は発生するおそれがあり、

被害の拡大するおそれがあるとき 

職 員 の 

１／２以内 

３号動員 
被害拡大のおそれはないが、応急対策活動を実施する必

要があるとき 

職 員 の 

１／４以内 

４号動員 
被害発生のおそれがあり、被害状況の把握等初動活動を

実施する必要があるとき 

初期活動に 

必要な職員 

５号動員 

災害発生のおそれがあるが、状況判断が非常に困難な場

合、万一に備えて速やかな措置のとれるよう主として情

報連絡にあたる必要があるとき 

情報連絡に 

必要な職員 

 

 

２－２ 動員 

（１）勤務時間外における参集 

ア 特別警報が発表された場合 

１号動員の指令があったものとして、速やかに自動参集（所属参集）すること。 

イ 大雨・洪水警報が発表された場合 

被害情報の収集ならびに市本部・区本部を設置する準備体制として、危機管理室・各区
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役所において、職員２名以上が自己の勤務する場所等に自動参集する。 

イ 洪水予報・水位到達情報が発表された場合 

勤務時間外において、洪水予報・水位到達情報が発表され、浸水が発生するおそれがあ

るときは、各所属、または特定の所属に対して、動員指令を発する。職員は、テレビ・ラ

ジオ等で自ら洪水予報・水位到達情報を収集するように努め、動員指令があったときは、

自己の勤務する場所等に参集する。 

なお、洪水予報及び水位到達情報については、「第４節 災害情報の収集・伝達」によ

る。 

ウ 緊急本部員・緊急区本部員の参集 

緊急本部員・緊急区本部員は勤務時間外において、風水害以外の災害が発生し、市本部・

区本部又は市緊急本部・区緊急本部を設置したときは、指定された場所に本部からの連絡

により参集する。 

エ 台風時等、事前に災害が予想できる場合の参集 

台風時等、事前に災害が予想できる場合に対しては、事前に警戒体制検討会議を開催し

て動員体制を決定する。 

なお、台風時においては、本市域に暴風警報が発表された場合、事前に決定した動員体

制をとるための動員指令があったものとして、職員は所属に自動参集する。 

オ 暴風雪警報時の参集（エを除く） 

   本市域に暴風警報が発表された場合、下記のとおり、指定された場所に自動参集する。 

局・室等における動員体制 

気

象

庁 

発表の種類 

強風注意報 

平均風速：陸上 12m/s 

海上 15m/s 

暴風警報 

平均風速：陸上 20m/s 

海上 25m/s 

適用する所属 － 全所属 

本部組織 － 情報連絡体制（注１） 

動員（注２、注３） － 5号動員 

区役所における動員体制 

気

象

庁 

発表の種類 

強風注意報 

平均風速：陸上 12m/s 

海上 15m/s 

暴風警報 

平均風速：陸上 20m/s 

海上 25m/s 

適用する区 － 全ての区 

本部組織 － 情報連絡体制 

動員（注２、注３） － 5号動員 

（注１） 危機管理室に警戒本部を設置するが、各局・室は情報連絡体制とする。 

全ての部に本部員を置く（参考：台風警戒時と同様）。 
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（注２） 動員体制は上表を基本とするが、各所属において暴風警報に応じた情報連絡等に必要な

職員の動員体制を計画するものとする。 

（注３） 職員は、勤務時間外において暴風警報が発表されたときは、動員の指令があったものと

して自己の勤務する場所等に自動参集する。緊急通報システムにより、登録している職

員の携帯電話メールに対し、暴風警報発表の情報が自動配信されるので、所属内の自動

参集に係る連絡体制の整備に活用するものとする。また、気象台の暴風警報発表と同時

に市警戒本部を設置し、危機管理室より所定の連絡系統に基づき上表に示す関係局・室・

区の担当者に対して電話連絡を行うとともに、大阪市防災情報システムにより通知する。 

 

（２）動員計画の周知 

所属長は、本計画及び各所属の動員計画に基づき、所属員に計画内容を周知する。 

 

（３）動員の指令 

 ア 動員の指令は、市長の命を受け、危機管理監が各所属長あて発する。ただし、必要に応

じ特定の所属に対して一定の指令を発し、又は動員区分を異にした指令を発することがで

きる。 

（ア）勤務時間内における指令の伝達 

勤務時間内において指令が発せられたときは、各所属長から所属員へ逐次伝達すると

ともに、必要に応じて庁内放送等を用いて速やかにその旨周知する。 

（イ）勤務時間外における指令の伝達 

勤務時間外において動員指令が発せられたときは、各所属長は直ちに所属員を招集し

なければならない。 

イ 各所属長は、危機管理監により動員の指令が発せられていない場合において、各所属に

おいて特に定めた動員体制に従って職員を動員する必要がある場合は、指令を発すること

ができる。 

 

（４）動員の報告 

各所属長は、動員指令に基づいて所属員を招集・参集したときは、その状況をとりまとめ、

直ちに危機管理監に報告する。 

 

（５）応援職員の要請 

各部長並びに区本部長は、職員が不足し他部等の職員の応援を必要とするときは、総務部

長に要請する。総務部長は、上記の要請があった場合、関係部長と協議のうえ他の部及び他

の区本部の職員を派遣することができる。 

市の職員をもっても不足すると認められるときは、「第２部／第２章 協働・協力体制」

の定めるところにより、市本部長は他の地方公共団体の職員又は自衛隊の派遣を要請する。 
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第３節 防災活動体制の整備 

 

震災対策編／第２部／第１章／第３節 防災活動体制の整備のとおり 

 

 

 

第４節 災害情報の収集・伝達 

 

震災対策編／第２部／第１章／第４節 災害情報の収集・伝達のとおり 

  ただし、４－２津波予報・警報等の伝達については、以下のとおり変更する。 

 

４－２ 警報等の伝達体制 

（１）警報等の種類 

ア 気象、地象、水象の注意報、警報等 

大阪管区気象台は、気象現象等により災害発生のおそれがある場合は、気象業務法に基

づき注意報、警報、特別警報等を発表し、注意を喚起し、警戒を促す。 

（ア）注意報 

気象現象等によって災害が予想される場合、住民及び関係機関の注意を喚起するた

めに、市町村毎に注意報を発表する。 

種    類  発 表 基 準 

 

 

気象注意報 

 

風雪 

注意報 

雪を伴う強風によって災害が起こるおそれがあると予想され

る場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

雪を伴い平均風速が陸上で 12m/s以上、海上で 15m/s 以上に

なると予想される場合。 

強風注意報 

強風によって災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

平均風速が陸上で 12m/s以上、海上で 15m/s以上になると予

想される場合。 

大雨注意報 

 

 大雨によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、

具体的には表１の条件に該当する場合 
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大雪注意報 

大雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

24時間の降雪の深さが平地で５cm以上、山地で20cm以上に

なると予想される場合。 

濃霧注意報 

濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれが あ

ると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合で

ある。 

視程が陸上で100m以下、海上で 500m以下になると予想され

る場合。 

雷注意報 

※注６ 

 

 落雷等により被害が予想される場合。 

 

乾燥注意報 

空気が乾燥し火災の危険が大きいと予想される場合で、具体

的には次の条件に該当する場合である。 

実効湿度が60％以下で、最小湿度が40％以下になると予想さ

れる場合。 

なだれ 

注意報 

なだれによって災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、具体的には次のいずれかの条件に該当する場合である。 

①積雪の深さが 20cm以上あり、降雪の深さが 30cm以上にな

ると予想される場合。 

②積雪の深さが 50cm以上あり、気象台における最高気温が

10℃以上又はかなりの降雨が予想される場合。 

着雪注意報 

着雪によって通信線や送電線等に災害が起こるおそれがある

と予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合であ

る。 

24時間の降雪の深さが平地で20cm以上、山地で40cm以上あ

り、気温が－２℃～＋２℃になると予想される場合。  

霜注意報 

４月15日以降の晩霜によって農作物に著しい災害が起こるお

それがあると予想される場合で、具体的には次の条件に該当す

る場合である。 

最低気温が４℃以下になると予想される場合。 

低温注意 

低温によって農作物等に著しい災害が起こるおそれがあると

予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

最低気温が－５℃以下になると予想される場合。 
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地面現象 

注意報☆ 

地面現象 

注意報 

 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって災害が起こ

るおそれがあると予想される場合。 

 

高潮 

注意報 
高潮注意報 

 

台風等による海面の異常上昇について注意を喚起する必要が

ある場合で、具体的には表３の条件に該当する場合である。 

 

波浪 

注意報 
波浪注意報 

風浪、うねり等によって災害が起こるおそれがあると予想さ

れる場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

有義波高が1.5m以上になると予想される場合。 

浸水 

注意報☆ 
浸水注意報 

浸水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で

ある。 

洪水 

注意報 
洪水注意報 

洪水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、具体的には表２－２の条件に該当する場合である。 

 

（イ）警報 

気象現象等によって重大な災害が予想される場合、住民及び関係機関の警戒を促す

ために市町村毎に警報を発表する。 
 

種     類  発 表 基 準 

 

気 象 警 報 
暴風警報 

暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

平均風速が陸上で 20m/s以上、海上で 25m/s以上になると予想

される場合。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想

される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

雪を伴い平均風速が陸上で 20m/s以上、海上で 25m/s以上にな

ると予想される場合。 

大雨警報 

(注4) 

 

 大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、具体的には表１の条件に該当する場合である。 
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気象警報 大雪警報 

大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

24時間の降雪の深さが平地で20cm以上、山地で40cm以上になる

と予想される場合。 

地面現象 

警報  ☆ 

地面現象 

警報 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって重大な災害が起

こるおそれがあると予想される場合である。 

 

高潮警報 高潮警報 

 

台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こるおそ

れがあると予想される場合で、具体的には表３の条件に該当する場

合である。 

波浪警報 波浪警報 

風浪、うねり等によって重大な災害が起こるおそれがあると予想

される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

有義波高が3.0m以上になると予想される場合。 

浸水警報☆ 浸水警報 

 

浸水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合である。 

 

洪水警報 洪水警報 

洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合で、具体的には表２－１の条件に該当する場合である。 

注１ 発表基準欄に記載した数値は、過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調査して

決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際のおおむねの目安である。 

注２ 注意報・警報は、その種類にかかわらず、新たな注意報・警報が行われたときに切

り替えられ、又は解除されるまで継続される。（気象庁予報警報規程第３条） 

注３ ☆印は、気象注意報・警報に含めて行う。（気象庁予報警報規程第12条） 

注４ 大雨警報には括弧を付して、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）として、

特に警戒すべき事項が明記される。ただし、土砂災害警戒情報の対象となっていない

市町村には、大雨警報（土砂災害）は発表されない（詳細は表１の「留意点」・「備考」

参照）。 

注５ 大雨や洪水などの警報が発表された場合のテレビやラジオによる放送などでは、重

要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、「市町村名」ではなく、「市町村をまと

めた地域の名称（表１を参照）」や「大阪府」を用いる場合がある。 

注６ 雷注意報には、発達した雷雲の下で発生することの多い激しい突風や「ひょう」に

よる災害についての注意喚起が付加されることもある。また、急な強い雨への注意に

ついても雷注意報で呼びかけられることがある。 
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（ウ）特別警報 

気象現象等によって尋常でない災害が予想される場合、住民及び関係機関の最大限の警

戒を促すために市町村毎に特別警報を発表する。 

 

現 象 の 種 類 発   表   基   準 

大    雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が

予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温

帯低気圧により大雨となると予想される場合である。 

暴    風 

 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴

風が吹くと予想される場合である。 

髙    潮 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高

潮になると予想される場合である。 

波    浪 

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高

波になると予想される場合である。 

暴   風   雪 

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪

を伴う暴風が吹くと予想される場合である。 

大    雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合である。 

注１ 表中の「数十年に一度」の現象に相当する降雨量等の客観的な指標は気象庁ホー

ムページで公表する。 

注２ 以下の現象についても特別警報に位置付ける。 

現 象 の 種 類 発   表   基   準 

津      波 
高いところで３mを超える津波が予想される場合。 

（大津波警報を特別警報に位置付ける） 

地震（地震動） 
震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合。 

（緊急地震速報（震度６弱以上）を特別警報に位置付ける） 

 

イ 洪水予報 

淀川、大和川の洪水に関する予報は、大阪管区気象台と近畿地方整備局が共同で発表

する。また、神崎川・安威川、寝屋川流域（寝屋川・第二寝屋川・平野川・平野川分水

路・恩智川・古川・楠根川）に関する予報は、大阪管区気象台と大阪府が共同で発表す

る。 
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（ア）はん濫注意情報 

いずれかの基準地点の水位がはん濫注意水位（警戒水位）に達し、さらに水位の上昇

が見込まれるとき。 

（イ）はん濫警戒情報 

いずれかの基準地点の水位が一定時間後にはん濫危険水位に到達することが見込まれ

るとき、あるいは避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。 

（ウ）はん濫危険情報 

いずれかの基準地点の水位がはん濫危険水位に達したとき。 

（エ） はん濫発生情報 

洪水予報区間内で、はん濫が発生したとき。 

ウ 水位周知河川の水位到達情報 

     東除川の水位到達情報は、避難判断水位（特別警戒水位）及びはん濫危険水位に到達

した場合に、大阪府から水防管理者及び量水標管理者に通知される。また、必要に応じ

て報道機関の協力のもと、一般にも周知される。 

  （ア）はん濫警戒情報（特別警戒水位到達情報） 

     対象量水標で避難判断水位に到達した場合 

  （イ）はん濫危険情報 

     対象量水標ではん濫危険水位に到達した場合 

  （ウ）はん濫発生情報 

     水位周知区間ではん濫が発生した場合 

エ 水防警報 

国土交通大臣又は府知事がそれぞれ指定する河川、海岸等に洪水又は高潮による災害の

発生が予想される場合において、水防活動を必要とする旨の警告を発するもので、国土交

通大臣又は府知事が発表する。その内容は、大阪府水防計画の定めるところによる。 

オ 火災に関する警報 

火災に関する警報（以下、「火災警報」という。）は、消防法第22条第３項に基づき気

象の条件が次の各号に該当した場合、又は府知事から火災気象通報を受けた場合に、火災

の予防上危険であると認めるとき、市長が発令する。 

（ア）実効湿度が60％以下であり、かつ最小湿度が35％以下であって、風速が毎秒７ｍ以

上又は７ｍ以上となる見込みのとき 

（イ）風速が毎秒10ｍ以上のとき又は風速毎秒10ｍ以上の風が１時間以上連続して吹く見

込みのとき 

 

（２）伝達系統 

資料編に示す伝達系統にしたがって、伝達する。 
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第５節 総合的な防災情報システムの整備 

 

震災対策編／第２部／第１章／第５節 総合的な防災情報システムの整備のとおり 

 

 

 

第６節 通信の整備 

 

震災対策編／第２部／第１章／第６節 通信の整備のとおり 

 

 

 

第７節 通信の運用 

 

震災対策編／第２部／第１章／第７節 通信の運用のとおり 

 

  



 

風水害等対策編 ［本編］ 37 

第２章 協働・協力体制 

第８節 応援要請 

 

震災対策編／第２部／第２章／第８節 応援要請のとおり 

 

 

 

第９節 自主防災活動 

 

震災対策編／第２部／第２章／第９節 自主防災活動のとおり 

 

 

 

第１０節 災害対策要員の確保 

 

震災対策編／第２部／第２章／第１０節 災害対策要員の確保のとおり 

 

 

 

第１１節 ボランティア 

 

震災対策編／第２部／第２章／第１１節 ボランティアのとおり 
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第３章 災害広報 

第１２節 広報体制 

 

１２－１ 広報の体制 

(１)危機管理部・区本部等は、災害情報のうち、同報無線等を使用して市民等の安全に係わる

緊急広報（避難勧告等）を実施する。 

(２)危機管理部は、一般情報（その他の災害情報、生活関連情報、救援措置情報）の総合的な

広報活動を実施する。 

(３)各部・区本部は、定期的に危機管理部に対して災害情報、生活関連情報等を報告する。危

機管理部は、これらの情報のリスト化を図り、定期的に広報用資料及び関係機関への閲覧

用資料を作成するとともに、各部・区本部へ情報提供を行う。 

 

 

１２－２ 広報の内容 

広報の内容は、以下のとおりとし、やさしい日本語による情報提供に努める。 

(１) 災害情報 

ア 気象警報、特別警報 

イ 災害の発生状況 

ウ 洪水、高潮等の気象情報 

エ 応急対策の実施状況 

オ 避難勧告・指示の状況 

カ 市内の被害状況 

キ 家庭・職場での対策と心得 

ク その他必要な事項 

 

(２) 生活関連情報 

ア 電気・ガス・水道、通信施設の被害状況と復旧見込 

イ 食料・生活必需品の供給状況 

ウ 道路交通状況 

エ 鉄道・バス等交通機関の運行・復旧状況 

オ 医療機関の活動状況 

カ その他必要な情報 

(３) 救援措置情報 

ア 被災証明書の発行情報 

イ 相談窓口の開設状況 
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ウ 税・手数料等の減免措置の状況 

エ 災害援護資金等の融資情報 

オ その他必要な情報 

 

 

１２－３ 緊急広報の方法 

(１)ラジオ・テレビ・文字放送による広域広報 

危機管理部は、市本部が災害に関する通知、要請、伝達または警告等が緊急を要する場

合において、その通信のため特別の必要があるときは、「災害時における放送要請に

関する協定」に基づき、各放送機関に対して必要事項の放送要請を行う。 

(２)同報無線による広報 

危機管理部・区本部は、必要に応じて、地域ごとに、あるいは全市一斉に必要な緊急広

報を実施する。 

(３)航空機の利用による広域広報 

危機管理部は、航空機等による緊急広報の必要があると判断した場合は、防災関係機関

に協力を求めるほか、放送設備を備えた航空機を有する民間機関・団体に応援を求め、ま

たは当該航空機を借り上げ上空から緊急広報を行う。 

(４)インターネットを利用した広域広報 

危機管理部は、市本部が広域広報の必要があると判断した情報について、市のホームペ

ージやおおさか防災ネット、ＳＮＳ（ツイッターなど）等のインターネットを利用した緊

急広報を行う。 

(５)メール配信サービスを活用した広報 

危機管理部は、必要に応じて、おおさか防災ネットや緊急通報システムのメール配信サ

ービスを活用した緊急広報を行う。 

(６)緊急速報メールによる広報 

危機管理部は、移動体通信事業者（株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフト

バンクモバイル株式会社）が提供する緊急速報メールサービスを利用し、災害発生時にお

ける避難勧告・指示などの緊急情報を大阪市内にある携帯電話等に一斉配信する。 

 

 

１２－４ 一般広報の方法 

(１)ラジオ・テレビ・文字放送による広域広報 

危機管理部は、本市提供の広報番組の活用を図る他、必要に応じて「災害時における放

送要請に関する協定」に基づいて、各放送機関への必要事項の放送要請を行う。 



 

風水害等対策編 ［本編］ 40 

(２)報道機関への資料提供による広域広報 

危機管理部は、市政記者クラブ等において、適宜、報道機関に対して資料提供を行う。 

(３)チラシ等印刷物の発行による広報 

ア  本部及び各部は、チラシ等に掲載する広報内容を危機管理部に提出する。 

イ 危機管理部は、チラシ等を作成し、各部・各区本部へ送付する。 

ウ 区本部は、自主防災組織に対して広報チラシ等の配布の協力を依頼する。 

エ 自主防災組織は区本部と協力して、災害時避難所への配布、個別配布、掲示板への掲

示を実施する。 

オ 各部・各区本部は、市民等に広報された内容について、部内・区本部内職員への徹底

を図る。 

(４)インターネットを利用した広域広報 

危機管理部及び各部・区本部は、市本部が広域広報の必要があると判断した情報につい

て、市及び各所属・各区のホームページやおおさか防災ネット、ＳＮＳ（ツイッターなど）

等のインターネットを利用した情報提供を行う。 

(５)広報車等の利用による現場広報 

各部・区本部は、災害の状況または道路の復旧状況に応じて必要な地域へ広報車や職員

等を派遣し、広報活動を行う。 

(６)自主防災組織による個別広報 

区本部は、広報活動を実施する場合、自主防災組織等に協力を依頼する。 

(７)メール配信サービスを活用した広報 

危機管理部は、必要に応じて、おおさか防災ネットのメール配信サービスを活用した情

報提供を行う。 

 

 

１２－５ 災害記録等の作成 

災害対策に資するため、災害に関する事象を写真・映像で記録する。 

 

 

１２－６ 水災情報の伝達  

平常時は降雨量等の気象情報や水位等の河川情報を提供し、水災時はこれに浸水情報や避難

情報を市民等に提供することができる伝達体制の検討を行う。 

特に、地下空間は浸水被害の危険性が高いため、浸水時における地下空間管理者への情報提

供を確実にする体制の検討を進める。 
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第１３節 広報活動 

 

震災対策編／第２部／第３章／第１３節 広報活動のとおり 
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第４章 活動拠点等の確保 

第１４節 都市施設の防災機能の強化 

 

震災対策編／第２部／第４章／第１４節 都市施設の防災機能の強化のとおり 

 

 

 

第１５節 輸送対策 

 

震災対策編／第２部／第４章／第１５節 輸送対策のとおり 

 

 

 

第１６節 障害物の除去 

 

震災対策編／第２部／第４章／第１６節 障害物の除去のとおり 
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第５章 避難・安全確保 

第１７節 避難対策 

この計画は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、危険区域にある市民

等及び事業者に対して避難のための立ち退きを勧告又は指示し、安全な場所に避難させる等人

命の被害の軽減を図るためのものである。 

なお、本市は、地域特性を考慮した避難誘導体制の整備に努めるため、発災時の避難誘導

に係る計画をあらかじめ作成するとともに、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等に

より、その内容を市民等に対し周知徹底するための措置を講じる。さらに、避難行動要支援

者の誘導に配慮し、集団避難が行えるよう自主防災組織、自治会など地域住民組織や、民生

委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ボランティア等と連携した

体制づくりを図る。 

また、地下街、劇場等の興行場、駅、その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、

突発性の災害の発生に備え、避難誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努める。なお、こ

の際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよう努める。 

また、市民等や事業者、自主防災組織は、あらかじめ避難場所、避難所及び避難経路等の

確認及び応急措置に関する情報の収集手段の確保に努めるとともに、災害が発生したとき又

は発生するおそれがあるときには、自ら積極的に情報の収集に努めるものとする。 

 

１７－１ 警戒区域の設定 

市民等の生命又は身体に対する危険を防止する必要があると認めたときには、警戒区域を設

定し、当該区域への立ち入りを制限し、もしくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。 

なお、大雨等の水害発生時における警戒区域の設定については、浸水想定区域等を考慮する。 

(1) 市長は、住民の生命、身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めたときは、

警戒区域を設定する。（災害対策基本法第63条） 

(2) 警察官又は海上保安官は、市長から要請があったときは警戒区域を設定する。（災害対

策基本法第63条） 

(3) 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長その他の職権を行うことができる者がそ

の場にいない場合に限り、警戒区域を設定する。（災害対策基本法第63条） 

(4) 府知事は、市が全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、市長が実施

すべきこの応急対策の全部又は一部を代行する。（災害対策基本法第73条） 

(5) 水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、水防上緊急の必要がある場合において

は、警戒区域を設定する。（水防法第21条） 
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１７－２ 避難の勧告・指示 

（１）避難の勧告、指示の基準 

避難の勧告、指示等は、次の状況が認められる場合、又はこれらの状況が切迫し急を要す

る場合に行うものとする。 

ア 避難の必要が予想される洪水、高潮など気象等の各種警報が発せられたとき 

イ 河川の水位が上昇し氾濫のおそれがあるとき 

ウ 火災の拡大等により市民等に生命の危険が及ぶと認められるとき 

エ その他災害の状況により必要と認めるとき 

なお、避難のための立退きを行うことにより、かえって人の生命又は身体に危険が及ぶお

それがあると認めるときは、地域の居住者等に対し、屋内での待避その他の屋内における避

難のための安全確保に関する措置を指示する。さらに、避難のための立退きを指示しようと

する場合等において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長・指定地方行政機関の

長・知事に対し、勧告又は指示に関する事項について助言を求めることとし、隣接市等との

情報共有や連携を図り、迅速に対応できるよう、あらかじめ連絡調整窓口、連絡の方法を取

り決め、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。 

助言を求められた指定行政機関の長・指定地方行政機関の長・知事は、避難指示又は避難

勧告の対象地域、判断時期等、所掌事務に関し、必要な助言を行う。  

また、これら避難勧告等の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努める。 

 

（２）洪水予報河川・水位周知河川における避難計画 

ア 避難の基本方針 

（ア）浸水想定区域内の堅牢な建物の居住者は、自らの居住する建物の非浸水階に避難する。 

  （イ）浸水想定区域内の浸水するおそれのある階数に住む居住者は、災害時避難所または津

波避難施設の非浸水階に避難する。 

  （ウ）災害時避難所および津波避難施設へ避難できない者は、付近の堅牢な建物の非浸水階

に避難する。 
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イ 避難勧告基準 

（ア） 洪水予報河川 

①  淀川 

   a 避難勧告基準 

   b 観測基準点、はん濫注意水位、避難判断水位、はん濫危険水位〔量水標読み（ｍ）〕 

河 川 名 称 観測基準点 はん濫注意水位 避難判断水位 はん濫危険水位 

淀    川  枚   方 4.50（11.368） 5.40（12.268） 5.50（12.368） 

 ※（  ）内の数値は、Ｏ.Ｐ.＋ ｍ 

 

② 大和川下流 

   a 避難勧告基準 

   b 観測基準点、避難判断水位、はん濫危険水位、大阪市域の危険水位〔量水標読み（ｍ）〕 

河 川 名 称 観測基準点 避難判断水位 はん濫危険水位 大阪市域の危険水位 

大和川下流 柏   原 3.40（18.200） 4.00（18.800） 4.90（19.700） 

 ※（  ）内の数値は、Ｏ.Ｐ.＋ ｍ 

※4.30mは、量水標読みの水位であり、大阪市域の危険水位4.90mから0.60m（はん濫危険水

位(4.00m)と避難判断水位(3.40m)の差）を差引いた水位 

発令内容 発令基準 

避難準備情報 洪水予報における観測基準点の水位が、はん濫注意水位に到達し、

さらに上昇する見込みとなったとき 

避 難 勧 告 洪水予報における観測基準点の水位が、はん濫危険水位に達する見

込みとなったとき、又は、避難判断水位に到達し、さらに上昇する

見込みとなったとき 

避 難 指 示 堤防が決壊する恐れがあるとき（堤防の決壊につながるような大量の

漏水や亀裂等が発見されたとき）又は堤防が決壊したとき 

   避難勧告等の発令にあたっては、現地の状況や河川管理者・水防事務組合等からの情報、

降雨の状況など、各種の情報を総合的に判断し、発令する。 

発令内容 発令基準 

避難準備情報 洪水予報における観測基準点の水位が、4.30ｍ※に到達し、さらに

水位が上昇し、大阪市域の危険水位に到達する見込みとなったとき 

避 難 勧 告 洪水予報における観測基準点の水位が、大阪市域の危険水位に到達

したとき 

避 難 指 示 堤防が決壊する恐れがあるとき（堤防の決壊につながるような大量

の漏水や亀裂等が発見されたとき）又は堤防が決壊したとき 

   避難勧告等の発令にあたっては、現地の状況や河川管理者・水防事務組合等からの情報、

降雨の状況など、各種の情報を総合的に判断し、発令する。 
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③ 神崎川、安威川 

   a 避難勧告基準 

発令内容 発令基準 

避難準備情報 洪水予報における観測基準点の水位が、はん濫注意水位に到達し、

さらに上昇する見込みとなったとき 

避 難 勧 告 洪水予報における観測基準点の水位が、はん濫危険水位に達する見

込みとなったとき、又は、避難判断水位に到達し、さらに上昇する

見込みとなったとき 

避 難 指 示 堤防が決壊する恐れがあるとき（堤防の決壊につながるような大量の

漏水や亀裂等が発見されたとき）又は堤防が決壊したとき 

  避難勧告等の発令にあたっては、現地の状況や河川管理者・水防事務組合等からの情報、

降雨の状況など、各種の情報を総合的に判断し、発令する。 

   b 観測基準点、はん濫注意水位、避難判断水位、はん濫危険水位〔量水標読み（ｍ）〕 

河 川 名 称 観測基準点 はん濫注意水位 避難判断水位 はん濫危険水位 

神  崎  川 三   国 3.80（3.80） 4.90（4.90） 5.26（5.26） 

安  威  川 千 歳 橋 3.25（11.986） 3.70（12.436） 3.83（12.566） 

  ※（  ）内の数値は、Ｏ.Ｐ.＋ ｍ 

 

④ 寝屋川、第二寝屋川、平野川、平野川分水路 

    a 避難勧告基準 

発令内容 発令基準 

避難準備情報 ○寝屋川 
洪水予報における観測基準点の水位が、避難判断水位に達する見込

みとなったとき  
○第二寝屋川、平野川、平野川分水路 
洪水予報における観測基準点の水位が、はん濫危険水位に達する見

込みとなったとき 

避 難 勧 告 洪水予報における観測基準点の水位が、計画高水位※（ポンプ運転

調整の開始水位）に達する見込みとなったとき 

避 難 指 示 堤防が決壊する恐れがあるとき（堤防の決壊につながるような大量の

漏水や亀裂等が発見されたとき）又は堤防が決壊したとき 

  避難勧告等の発令にあたっては、現地の状況や河川管理者等からの情報（排水機場や水

門、下水ポンプの状況）、降雨の状況など、各種の情報を総合的に判断し、発令する。 
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  b 観測基準点、避難判断水位、はん濫危険水位、計画高水位〔量水標読み（ｍ）〕 

河 川 名 称 観測基準点 避難判断水位 はん濫危険水位 計画高水位※ 

寝 屋 川 京  橋 3.30（3.30） 3.50（3.50） 3.50（3.50） 

第二寝屋川 昭 明 橋 4.00（4.00） 4.10（4.10） 4.85（4.85） 

平 野 川 剣  橋 3.45（3.45） 3.50（3.50） 4.40（4.40） 

平野川分水路 今里大橋 3.45（3.45） 3.50（3.50） 4.63（4.63） 

※（  ）内の数値は、Ｏ.Ｐ.＋ ｍ 

※特殊堤区間については、暫定の計画高水位 

 

（イ）水位周知河川 

 ① 東除川 

  a 避難勧告基準 

  b 観測基準点、はん濫注意水位、避難判断水位、はん濫危険水位〔量水標読み（ｍ）〕 

河 川 名 称 観測基準点 はん濫注意水位 避難判断水位 はん濫危険水位 

東 除 川 大堀上小橋 2.25（13.057） 3.20（14.007） 4.10（14.907） 

 ※（  ）内の数値は、Ｏ.Ｐ.＋ ｍ 

 

ウ 避難勧告対象区域 

避難勧告対象区域は、河川管理者が指定・公表している「浸水想定区域図」及び大阪府が

公表している「洪水リスク表示図」を基本とし、その範囲については、床上浸水以上が想定

される浸水深５０cm以上を対象とする。 

詳細の避難勧告等の対象範囲については、資料編に定める。 

 

 

 

発令内容 発令基準 

避難準備情報 観測基準点の水位が、避難判断水位に到達後、さらに上昇を続け、

はん濫危険水位に達する見込みとなったとき 

避 難 勧 告 観測基準点の水位が、一定時間後に、はん濫危険水位に到達し、

さらに上昇する見込みとなったとき 

避 難 指 示 堤防が決壊する恐れがあるとき（堤防の決壊につながるような大量の

漏水や亀裂等が発見されたとき）又は堤防が決壊したとき 

   避難勧告等の発令にあたっては、現地の状況や河川管理者等からの情報、降雨の状況な

ど、各種の情報を総合的に判断し、発令する。 
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（３）避難の勧告、指示の実施 

ア 避難の勧告、指示の実施責任者 

実施責任者 種 別 根 拠 法 

市   長 勧告・指示 災害対策基本法 第６０条１項 

警 察 官 指   示 災害対策基本法 第６１条１項 

警察官職務執行法 第４条１項 

海上保安官 指   示 災害対策基本法 第６１条１項 

自 衛 官 指   示 自衛隊法    第９４条１項 

知   事 勧告・指示 災害対策基本法 第６０条５項 

知事又はその命を受けた

職員 

指   示 地すべり等防止法第２５条 

水防法     第２９条 

水防管理者 指   示 水防法     第２９条 

イ 避難の勧告、指示の内容 

避難の勧告、指示を実施する者は、避難対象となる市民等に対し、次の事項を明確にし

て勧告又は指示を行い市民等の円滑な協力を得るように努める。 

（ア）避難勧告・指示者 

（イ）避難勧告・指示を必要とする理由 

（ウ）避難勧告・指示の対象区域 

（エ）避難先及び所在地 

（オ）避難経路 

（カ）注意事項（火災盗難の予防、携行品、服装等） 

ウ 勧告・指示の区分 

避難勧告は、災害発生のおそれがある場合に行う。 

避難指示は、災害の発生が確定的となった場合又は災害による被害が発生し、危険が切

迫している場合に行う。 

エ 勧告・指示の発令 

（ア）避難の勧告・指示を行った場合、市本部長（市長）は府知事に報告する。 

 （イ）市域の大部分において危険が切迫し、広域避難場所等へ市民等が避難する必要が生

じた場合は、市本部長（市長）が避難の勧告・指示をする。なお、緊急かつ必要と

認めた場合には、市本部長（市長）に代わり、市副本部長（副市長、危機管理監）

が避難の勧告・指示をする。この場合、市副本部長（副市長、危機管理監）は直ち

に市本部長（市長）に報告する。 

（ウ）区本部長（区長）は市本部長（市長）に代わり、その管轄区域において危険が切迫

し、緊急かつ必要と認めた場合には、警察署長、消防署長、水防関係責任者と協議
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のうえ区民等に対して避難のための立退きの勧告又は指示をする。この場合、区本

部長（区長）は直ちに市本部長（市長）に報告する。 

   （エ）市本部長（市長）が、避難のための立退きを指示する場合等において、その通信の

ため特別の必要があるときは、電気通信設備を優先的に利用し、又はインターネッ

トを利用した情報の提供を行う。 

（オ）市本部長（市長）は、避難行動要支援者の避難行動支援に関する全体計画等に基づき、

避難行動要支援者への避難指示や避難勧告を実施する。 

オ 勧告・指示の伝達方法 

勧告・指示の伝達は、以下の方法で市本部及び区本部で実施する。 

（ア）同報無線により実施する。 

（イ）移動体通信事業者（株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンクモバイ

ル株式会社）の緊急速報メールサービスにより実施する。 

（ウ）報道機関との協定に基づき、マスメディアを通じて実施する。 

（エ）ヘリコプター・車・自転車・携帯拡声器等、利用可能な手段で実施する。 

（オ）インターネットやおおさか防災ネットのメール配信サ―ビスを利用して緊急広報を実

施する。 

（カ）避難行動要支援者に対しては、要配慮者利用施設へのメール配信とともに、自主防災

組織の代表者を通じて情報伝達体制を整備し、情報伝達を行う。 

カ 勧告・指示の解除 

（ア）区本部長は、前記エ（イ）の避難の必要がなくなったと認める時は速やかに関係機関

と協議のうえ、その旨を公示するとともに市本部長に報告する。 

（イ）市本部長は、前記エ（ウ)の避難の必要がなくなったと認める時はその旨公示する。な

お、解除の伝達は前記オの方法による。 

 

 

１７－３ 避難の誘導・移送 

 

震災対策編／第２部／第５章／第１７節／１７－３ 避難の誘導・移送のとおり 

 

 

１７－４ 洪水や高潮に対する浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保 

（１）地域防災計画の資料編において、浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定める

とともに、市民等に周知させるため、洪水等ハザードマップに、ア～ウの事項を記載す

る。 

ア 洪水予報、避難勧告等の伝達方法  
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イ 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

ウ 浸水想定区域内の地下街等防災上の配慮を要する者が利用する施設、大規模工場等

（大規模な工場その他地域の社会経済活動に重大な影響が生じる施設として条例で定

める用途及び規模に該当するもので、所有者又は管理者から申出があった施設）につい

て、これらの施設の名称及び所在地 

エ 名称及び所在地を定めたこれらの施設の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成

員に対する洪水予報等の伝達方法 

（２）上記（１）により本市地域防災計画にその名称及び所在地を定められた所有者又は管

理者は、次の措置を講じる。 

ア 浸水すると予測される地域及びその周辺に事業所を設置している事業者は、警報等

の情報に基づいて避難が行われるよう、従業員等への教育を行うとともに、本市が

指定する避難場所のほか、従業員等が避難することができる場所の確保を図るとと

もに、避難者の受入れに努める。 

イ 地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、利用者の洪水時の円滑かつ

迅速な避難の確保及び浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する

計画（「避難確保・浸水防止計画」）を作成するとともに、自衛水防組織を設置する。

作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について市町村長に報告するとともに、

当該計画を公表する。 また、当該計画に基づき、避難誘導、浸水防止活動等の訓

練を実施する。 

ウ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の

確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画（「避難確保計画」）の作成、

自衛水防組織の設置に努めるものとし、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等

について市町村長に報告する。また、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練の実施

に努める。 

エ 大規模工場等の所有者又は管理者は、洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練

その他の措置に関する計画（「浸水防止計画」）の作成自衛水防組織の設置に努める

ものとし、作成した浸水防止計画及び自衛水防組織の構成員等について市町村長に

報告する。また、当該計画に基づき、浸水防止活動等の訓練の実施に努める。 

 

 

１７－５ 寝屋川流域における内水浸水への備え 

寝屋川流域は、大阪府により特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川流域に指定

されており、「寝屋川流域水害対策計画」に基づき、行政、流域住民等が一体となって浸水被

害の解消を目指している。とりわけ、河川の破堤による沿川の甚大な浸水被害の発生を回避す

るため、下水道雨水ポンプ施設の運転調整を実施する。 

下水道雨水ポンプ施設の運転調整の実施に備え、流域住民は土のうの設置や上階への一時退
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避などの対応が必要になることから、本市は、寝屋川流域内で影響が大きい区域内の住民に対

し、内水浸水の注意喚起を行う。 

 

 

１７－６ 防災訓練の実施・指導 

防災週間、水防月間、土砂災害防止月間等を通じ、積極的かつ継続的に防災訓練等を実施す

るとともに、定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等におい

てきめ細かく実施又は行うよう指導し、市民等の風水害発生時の避難行動等の習熟を図る。ま

た、水災に的確に対処する危機管理方策の習熟を図るため、水害を想定し、実践型の防災訓練

を実施するよう努めることとし、訓練の実施に当たっては、ハザードマップを活用しつつ行う。 

 

 

１７－７ 水防団等の強化 

本市は、淀川・大和川流域の市町と共同し、水防団の訓練や、災害時における水防活動の拠

点となる施設の整備、水防資機材の充実などにおいて協力する。また、青年層・女性層の団員

への参加促進、処遇の改善等により、水防団の活性化を推進するとともに、ＮＰＯ、 民間企

業、自治会等多様な主体を水防協力団体として指定することで水防活動の担い手を確保し、水

防組織の強化を図る。 

 

 

１７－８ 広域避難・一時滞在の体制整備 

本市は、災害の規模、被災者の避難・受入れ状況、避難の長期化等に鑑み、市域外への広域

的な避難及び応急仮設住宅等への受入れが必要であると判断した場合において、市町村への受

入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては府に対

し当該他の都道府県との協議を求める。 

  避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用にも供することについても定めるなど、他の

市町村からの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努める。 

また、円滑な広域避難が可能となるよう、他の自治体との広域一時滞在に係る応援協定締結

や被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定締結、発災時の具体的な避難・

受入方法を含めた手順等をあらかじめ定めるよう努める。 
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第１８節 避難施設 

 

震災対策編／第２部／第５章／第１８節 避難施設のとおり 

 

 

 

第１９節 地下空間の浸水対策等 

 
震災対策編／第２部／第５章／第１９節 地下空間の浸水対策等のとおり 

 

 

 

第２０節 帰宅困難者対策 
 

震災対策編／第２部／第５章／第２０節 帰宅困難者対策のとおり 

 

 

 

第２１節 避難行動要支援者に関する対策 
 

震災対策編／第２部／第５章／第２１節 避難行動要支援者に関する対策のとおり 

 

 

 

第２２節 外国人に関する対策 
 

震災対策編／第２部／第５章／第２２節 外国人に関する対策のとおり 
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第６章 学校等 

第２３節 文教対策 

 

震災対策編／第２部／第６章／第２３節 文教対策のとおり 

 

 

 

第２４節 文化財の応急対策 

 

震災対策編／第２部／第６章／第２４節 文化財の応急対策のとおり 

 

 

  


