
「大阪市地域防災計画修正案」に関する 

パブリック・コメントの要旨およびそれらに対する本市の考え方 

 

 

実 施 概 要 

 ・ 募集期間 ： 平成24年6月15日（金） ～ 7月13日（金） 

 ・ 募集方法 ： 電子メール、ファックス、送付、持参 

 ・ 集計結果 

受付件数 ： 64件 

男 女 別 ： 男性11件／女性44件／不明9件 

年 齢 別 ： 20～29歳 3件 ／ 30～39歳 8件 ／ 40～49歳 3件 ／ 

50～59歳 4件 ／ 60～69歳 4件 ／ 不明 42件 

居住地別 ： 市内居住 44件 ／ 市内通学 1件 ／ その他 6件 ／不明 13件 

 

 

・ 内  容 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

動物保護関連(16)

原子力発電所関連(12)

飲料水、食糧、生活関連物資の供給(9)

し尿処理関連(4)

広報体制(3)

避難施設(3)
医療救護(1)

防災知識の普及(1)
建物の耐震化(1)

消防(1)

その他(12)

帰宅困難者関連(1)

動物保護関連(16)

原子力発電所関連(12)

飲料水、食糧、生活関連物資の供給(9)

し尿処理関連(4)

広報体制(3)

避難施設(3)
医療救護(1)

防災知識の普及(1)
建物の耐震化(1)

消防(1)

その他(12)

帰宅困難者関連(1)



■震災対策編 

第1部 総則 

 ご  意  見 本市の考え方 

1 

計画の方針 

 

市民、企業、行政の責務及

びお互いの役割について、

明確に記載があるほうがいい

のではないか。 

 

各区の防災計画作成の際には、防災に関する「市民、

企業、行政の責務及び役割」が明確となるよう努めて

いく旨、記載しました。 

（第2部第3 2-8各区の防災機能の強化） 

 

 
第 2部 災害予防計画 

 ご  意  見 本市の考え方 

第1 

2避難路・避難場

所の整備 

 

津波避難施設を公園等に早

急に整備してほしい。 

 

本市としましては、構造や耐震性等の要件を満たした

既存建物の3階相当以上を津波避難ビルとして速や

かに指定を進めております。 

（第2部第1 2-3津波避難ビル等の確保） 

第2 

2建築物の耐震

化・不燃化 

 

建物の耐震性を強化すること

だけではなく、非構造部材の

耐震化についても、明記して

ほしい。 

 

非構造部材の脱落防止等の落下対策等につきまして

は、国の動向を注視しつつ、法整備に基づいて検討

を進めてまいります。 

（第 2部第2 2-1市設建築物の耐震化・不燃化の促進） 

（第2部第2 2-1民間建築物の耐震化・不燃化の促進） 

第3 

2防災知識の普

及 

 

市職員が、勤務先施設周辺

の、避難場所を一年に一回

確認する旨を追記してほし

い。 

 

今後とも、訓練等を通じて勤務先周辺の避難場所を

確認するよう努めてまいります。 

（第2部第3 2-1市職員に対する防災知識の普及） 

 

第4 

3消防体制の充

実強化 

 

川の水を可搬式ポンプの水

源として利用するため、橋の

床板に対し開口を設けてほ

しい。 

 

 

 

 

 

 

ご意見の点につきましては、橋梁の構造上ならびに施

工費等の観点から対応しかねます。 

また、高低差のある状況下での可搬式ポンプ使用によ

る給水では、十分な放水圧は確保できません。 



 ご  意  見 本市の考え方 

 

備蓄物資を学校の2階、3階

にある空き室を利用して備蓄

してほしい。 

 

備蓄物資の移動につきましては、環境整備に努めて

順次上階へ移動するとともに、備蓄物資の種別に応じ

た保管場所の選定に努めてまいります。 

（第2部第4 5-6備蓄倉庫の整備計画) 

避難場所において、飲料水

の給水活動を充実すべく、ポ

ンプ、浄水器等の必要な資

機材の整備をしてほしい。 

飲料水につきましては、浄水器の活用について調査

するとともに、引き続き、水缶の備蓄、応急給水体制、

民間企業との災害協定等の充実に努めてまいります。 

（第2部第4 5-1飲料水等の確保) 

第4 

5生活関連物資

等の確保 

 

アレルギー対応食品の供給

体制の整備を行う。という記

載を追加してほしい。 

 

アレルギー対応食品の供給体制については、百貨店

などと締結している「災害時における物資の供給等の

協力に関する協定」により対応を図りたいと考えており

ます。 

第5 

1通信の整備 

 

津波情報、避難勧告の伝達

のために、電光表示板を整

備してほしい 

 

 

電光掲示板による伝達も有効であることから検討を進

めるとともに、災害時には様々な手段（テレビ、ラジオ、

緊急速報メール等）を活用して広報、伝達してまいりま

す。 

（第2部第5 1通信の整備) 

7外国人に関する

対策 

「案内板、標識類の整備にお

いて、やさしい日本語標記を

行う」とあるが、やさしい日本

語の放送も必要ではないか。 

 

 

広報活動計画において、やさしい日本語による情報

提供に努める旨、記載しました。 

 

（第3部 9 2 広報の内容） 

第5 

広報活動体制の

整備 

大阪府と㈱ウェザーニューズ

が共同開設している「おおさ

か減災プロジェクト」を大阪市

における災害時の情報伝達

手段として、大阪市地域防災

計画にもりこんでほしい。 

 

 

 

 

 

 

今後、大阪府地域防災計画と整合を図りつつ、本市

地域防災計画に反映してまいります。 



第 3部 災害応急対策計画 
 ご  意  見 本市の考え方 

1 

組織計画 

 

 

 

「震度3以下の地震または遠

地地震による津波発生時の

対応として、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、資料編

に定める。」とあるが「震度 3

以下であっても、来館者が不

安を感じる場合においては、

館内放送を行う。」という記載

を追記し、館内放送をしても

らえないか。 

 

 

 

災害時（地震含む）における館内放送等の対応につき

ましては、来館者が不安に感じることのないよう、消防

法に基づく消防計画により、各施設管理者が必要に

応じて行います。 

3 

応援要請計画 

 

 

 

医薬品の搬送手段について

も、事前に決めておく必要が

あるのではないか。 

 

 

 

医薬品の搬送手段については、『災害時用医薬品等

の供給に関する協定書』に基づき、本市保健所車両

により行うこととしております。 

 

収容避難所の運営におい

て、女性への配慮(女性ニー

ズの配慮、女性への暴力や

性犯罪の防止)をもっと具体

的で詳細な記述をしてほし

い。  

 

 

収容避難所における女性への配慮に関しましては、

今後「避難所運営マニュアル」の見直し等を行い、引

き続き検討をすすめてまいります。 

（第3部 6-5避難所の管理及び避難者の収容) 

6 

応急避難計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰宅困難者対策として、広域

避難場所において、小学校

(体育館)に自主避難するよう

に文面で表記し、注意喚起

するべきだ。 

 

 

 

小学校につきましては、基本的に地域の方々が避難

されます。 

そのため、災害時にターミナル駅等にて困難が生じな

いよう、周辺企業等の協力を得るよう働きかけてまいり

ます。 

（第2部第4 6帰宅困難者対策) 



 ご  意  見 本市の考え方 

6 

応急避難計画 

 

 

 

「食事供与の状況、トイレの

設置状況の把握に努める。」

という文章について、食事供

与よりも、食事提供か供給に

したほうがわかりやすいので

はないか。 

「供与」を「提供」に修正いたしました。 

（第3部 6-5避難所の管理及び避難所の収容ほか） 

 

「生活用水の確保のために

プールの水、井戸水等の利

用を図る。」と追記してはどう

か。 

 

プールの水の生活雑用水としての利用につきまして

は、引き続き検討する旨、記載しております。 

また、井戸水につきましては、引き続き技術的問題に

ついて検討を進めてまいります。 

（第2部第4 5-1飲料水等の確保) 

生活関連物資供給計画につ

いて、都道府県、市町村単

位及び団体以外からの受入

れ(個人からの受入れ)はしな

いことを明記してはどうか。 

 

震災時には混乱が生じておりますが、多くの方々から

の支援が受け入れられるような受援体制が整えられる

かについて、関西広域連合と検討をすすめてまいりま

す。 

（第1部 4-4関西広域連合) 

15 

飲料水、食糧、生

活関連物資の供

給計画 

物資の供給について、義援

物資の対応、ニーズの把握、

物資の調達、荷捌き、配送と

いった作業を一元化する「緊

急物資一元管理・配送シス

テム」を導入してはどうか。 

 

ご意見のとおり、他都市の事例を踏まえつつ物流体制

の充実に努めてまいります。 

16 

医療・救護計画 

感染病予防のため、「口腔ケ

ア」について記載してほし

い。 

避難所の保健師活動として、

口腔衛生指導、「口腔ケア」

ができるよう、保健指導体制

を確立しておく必要がある。 

 

 

 

既に「災害時保健師活動マニュアル」にて、避難所で

の口腔衛生指導について記載し、対応の整備を行っ

ております。 



 ご  意  見 本市の考え方 

17 

防疫・保健衛生計

画 

 

・動物の保護に関して、密な

防災計画を整備してほし

い。 

・動物の保護、被災動物の餌

の確保等、動物にとって密

に記載してほしい。 

・災害時に円滑な動物の救

護・保護活動を行うには、

市の獣医師会と動物愛護

団体の連携が必要であ

る。平常時の訓練等により

関係機関が習熟できる体

制を整えておくことを明記

してほしい。 

・災害時の動物救護計画の

作成と予行演習の義務付

けを明記してほしい。 

・災害時のペットや家畜等が

路頭に迷った場合の収集

と、対策、必要なワクチン

等を準備してほしい。 

 

動物保護等の実施について、記載しました。今後、詳

細な実施内容の検討にあたっては、いただいたご意

見も考慮してまいります。 

（第3部 17-3動物保護等の実施 ） 

18 

清掃計画 

 

 

 

・トイレ対策計画(し尿処理に

おける基本方針、役割分

担、対策の流れ)を具体的

に記載してほしい。 

・トイレは、仮設トイレも含め

て男女別とし、和式、洋式

両方の配置に努める。 

・マンホールトイレを広域避

難場所、収容避難所の周

辺道路だけではなく、収容

避難所に設置してほしい。 

 

 

 

・ し尿処理計画については、現在、仮設トイレの調達

方法等の精査を行っており、今後、早急にとりまと

め、地域防災計画に反映してまいります。 

・ 男女別仮設トイレの設置につきましては、検討して

まいります。 

（第3部 6-5避難所の管理及び避難者の収容） 

・ 収容避難所内のマンホールトイレの設置につきまし

ても、沿道環境や技術的な課題等について検討し

てまいります。 

 



■その他 
 ご  意  見 本市の考え方 

原子力発電所事

故対策 

 

・若狭湾原子力発電所の再

稼動をやめてほしい。 

・若狭湾原子力発電所で事

故あった場合の対策はどの

ように考えているか 

関西広域連合における「関西防災・減災プラン原子力

災害対策編」の検討状況をふまえ、次回以降、本計画

へも反映する。 

大規模事故編 危険物等災害応急対策、鉄

道災害応急対策、航空災害

応急対策等を、風水害等対

策編の一部としてではなく、

大規模事故編としてわかりや

すくまとめてほしい。 

地域防災計画の構成につきましては、わかりやすいも

のとなるよう、努めてまいりたいと考えております。 

その他 災害時帰宅支援の取組みと

して、公衆トイレ(バリアフリー)

の情報を掲載してほしい。 

ご意見いただきました情報については、ニーズに応

じ、適切な広報のあり方について検討してまいります。 

その他 防災計画について、阿倍野

再開発、梅田貨物駅跡地の

開発に伴って、見直す必要

があるのではないか。 

大規模開発等、社会情勢の変化に応じて、随時、地

域防災計画の見直しを検討してまいります。 

注）同様の主旨のご意見につきましては、当方にて取りまとめの上、本市の考え方を示しております。 


