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１ 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、大阪市防災会議が策定する計画であり、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、また相互に協力して防災活動の総合的、計画的かつ効果的な実

施を図り、本市域及び市民の生命、身体、財産を保護することを目的とする。 

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。 

 

 

１－２ 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) 災害予防計画 

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。 

なお、震災対策編の災害予防計画と重複する部分についてはこれを略する。 

(2) 災害応急対策計画 

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。 

(3) 災害復旧計画 

災害復旧の実施にあたっての基本的な方針を定める。 

 

 

１－３ 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。 

 

 

１－４ 計画の修正 

この計画は、法第４２条第１項の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認める時に

は、これを修正する。したがって、防災関係機関は、修正すべき事項がある場合には、計画修
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正案を大阪市防災会議に提出するものとする。 

 

 

１－５ 計画の習熟 

防災関係機関は、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。 

 

 

１－６ 計画の進捗状況の把握 

全庁的な組織をもって計画の進捗状況の把握に努める。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。 
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２ 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221.82㎢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＋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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３ 災害の想定 

 

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 

(1) 内水氾濫 

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。 
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(2) 河川氾濫による災害 

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１０条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。 

ア 淀川 
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イ 大和川 

 

 

ウ 神崎川 
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エ 安威川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

オ 寝屋川流域 
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カ 東除川 

 

 

(3) 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。 

(4) 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 

(1) 大規模火災 

(2) 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してい

る。なお、地震災害に対する災害予防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。 

第３部の災害応急対策計画については、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。このうち、「１組織計画」から「２６応急金融計画」

については、上記の災害に共通する応急対策計画である。 

また、「２７消防活動計画」については、上記の災害種別ごとの消防活動について、「２８

水防計画」以降については、上記の災害のうち、特定の災害に対する応急対策計画である。 
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「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)」によるも

のとする。なお、現在、関西広域連合において、関西防災・減災プラン原子力災害対策編の作

成に向けた検討が行われており、これが作成され次第、本市においても地域防災計画に原子力

災害対策の事項を盛り込むこととする。 

 

４ 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱は、概ね次のとおりとする。 

 

４－１ 大阪市 

(1) 全般 

ア 大阪市防災会議に関する事務 

(2) 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 

(3) 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、食糧、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 
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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 

(4) 災害復旧に係る事項 

ア 災害復旧の実施 

 

４－２ 指定地方行政機関 

(1) 近畿財務局 

ア 金融機関に対する緊急措置の要請 

イ 普通財産の無償貸付 

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査定の立会い 

(2) 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 

(3) 近畿経済産業局 

ア 防災関係物資の供給体制の整備及び適正な価格による円滑な供給の確保 

イ 電気・ガス・工業用水の復旧対策及び供給の確保に係る指導・要請 

ウ 罹災事業者の業務の正常な運営の確保 

エ 被災中小企業の復興とその他経済復興の支援 

(4) 中部近畿産業保安監督部近畿支部 

ア 電気・ガス事業に関する復旧対策の推進（保安に係るもの） 

イ 高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類並びに石油コンビナートに係る施設の保安確保対

策の推進 

(5) 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 

(6) 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 

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 
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キ 海難の救助及び危険物等の海上流出油対策 

ク 人員及び救助物資の緊急海上輸送 

ケ 海上交通の安全の確保及び海上の治安の維持 

(7) 大阪管区気象台 

ア 観測施設等の整備 

イ 防災知識の普及・啓発 

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 

 (8) 近畿総合通信局 

ア 非常通信体制の整備 

イ 非常通信協議会の育成指導及び訓練の実施 

ウ 災害時における電気通信の確保 

エ 非常通信への妨害の排除及び混信の除去 

オ 災害地域における電気通信施設の被害状況の把握 

(9) 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 応急復旧資料機材の備蓄及び整備 

ウ 指定河川の洪水予防警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 

 

４－３ 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 府、市町村その他の防災関係機関が実施する災害応急対策の支援協力 

   ウ 災害派遣に関すること 

 

４－４ 関西広域連合 

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 
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４－５ 大阪府 

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・警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 

 

４－６ 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（見分）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 

 

４－７ 指定公共機関 

(1) 西日本電信電話株式会社（大阪支店）、ＮＴＴコミュニンケーションズ株式会社（関西

営業支店）及びＮＴＴドコモ（関西支社）    

ア 電気通信設備の整備及び防災管理 

イ 応急復旧用資機材の整備 

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 
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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 

(2) 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 

(3) 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 

エ 気象予報・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 災害時における安否情報の提供 

(4) 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 

(5) 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 

(6) 大阪ガス株式会社 

ア ガス施設の防災管理 

イ 導管の耐震化の確保 

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 

(7) 日本通運株式会社（大阪支店） 

ア 緊急輸送体制の整備 
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イ 災害時における救援物資等の緊急輸送の協力 

ウ 復旧資材等の輸送協力 

(8) 関西電力株式会社 

ア 電力施設の防災管理 

イ 災害時における電力の供給確保と復旧体制の整備 

ウ 被災電力施設の復旧事業の推進 

 

４－８ 指定地方公共機関 

(1) 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 

(2) 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 

(3) 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 傷病者の収容並びに医療活動の実施 

  (4) 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 

 

４－９ 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、 

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 

 


