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台風21号の対応従事職員への調査による課題抽出結果について 

  

 調査期間  平成30年10月16日～31日 

 調査対象  台風21号の災害対応に従事した職員 

 調査票回答者数  庶務班 ９名  救助班 ８名  避難受入班 21名   

調査班 19名  保健福祉班 20名     合計78名 

      

 調査方法  ①～⑪の項目ごとに、「業務実施にあたり課題と感じたこと」及び「区民から指摘

されたこと」を記述してもらった。 

 

  寄せられた意見をもとに、対応策の検討が必要と思われる課題を以下のとおりピックアップ

した。「主な意見」については、同趣旨の意見が複数出されている事項を中心に、今後の対策検

討に向け参考となる意見を取り上げている。 

  

 ※区長会議安全・環境・防災部会において、大阪府北部地震にかかる応急対策活動の中で見えてきた

課題について、「震災対応業務にかかる課題（全区共通課題）への対応策（案）」として一定の取り

まとめが行われ（9月28日決議）、その後、危機管理室と各区で設置されたワーキンググループ

において、台風21号にかかる課題もあわせて実効性のある対応策が検討されている。 

⇒部会（またはＷＧ）で検討されている課題については【部会（ＷＧ）検討課題】と表示 

 

① 区役所からの情報発信に関すること 

●区役所が行った対応 

・ＨＰ・ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック）による全般的な広報 

・同報系防災行政無線（屋外スピーカー）による避難所開設の広報 

・青色防犯パトロール車（→台風24号の際に実施） 

・地域自主防災組織本部長への情報伝達（途中から） 

 

 ●調査票に記載された主な意見 

 〈区役所からの情報発信が結果として区民に行き渡らなかったとご批判をいただいていることに関

して〉 

・HP、SNSを活用し広報したが、結果的に市民にいきわたらなかった。今後の対策として、ま

ずは区役所からの情報は、HPやSNSに掲載していくということを区民に広く周知する方法を

検討する必要がある。 

・ブルーシートの配布の件、避難所開設の件、停電の情報が区民に対して発信されていない。 

（課題内容１）  

・区役所からのきめの細かい情報発信方法の検討（災害時広報のあり方） 

・防災行政無線（防災スピーカー）の音達改善 
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 〈高齢者などへの情報伝達に関して〉 

・HP・SNSで積極的に情報発信していたが、高齢の方々からインターネットは見ないのでわか

らないといった声が多々あった。 

※高齢者などへの情報伝達は【部会（ＷＧ）検討課題】 

 〈同報系防災行政無線に関して〉 

・（ある地域からの要望）同報系無線は聞き取れない場所が多く情報発信ツールとしては重要視し

てほしくない。 

・防災スピーカーの言葉が聞き取りにくい。 

 〈その他〉 

・青パトをもっとこまめに巡回させて情報提供すべきとの意見を多々受けた。 

・来庁相談、電話での対応から、区民の多くの方が拡声器での情報発信を希望していることに気

付いた。特に高齢で、機器を使用しない世代からと、その世代を想う少し下の世代からの声が

多い。車や、状況によっては徒歩での拡声器を使用した情報発信が必要であると感じた。 

しかし、その一方で、やはり情報発信中の安全確保も課題となるので、たくさんのアイデア抽

出が必要であるとも感じた。 

・ホームページへの掲載だけでは広く区民に伝わらないのでその他の方法の検討が必要。 

例えば防災スピーカーの取付位置・場所・個数・出力を考え直し機能向上を検討するなど。 

 

 

② 区と地域・関係機関との情報連絡体制に関すること 

 

●区役所が行った対応 

・地域へのＭＣＡ無線による連絡 

・地域自主防災組織本部長への情報伝達（電話） 

・関西電力九条営業所への電話による問合せを継続（→結局つながらず） 

 

●調査票に記載された主な意見 

〈公益企業（関西電力等）との連絡方法に関して〉 

・関西電力との連絡ができなかったことから、地域からの停電情報について答えることができな

かった。 

・関係機関（特に今回は関電）との間で、今後は一般にオープンにされていない電話番号（ホット

ライン）が必要かと感じた。ただし、何でもかんでも連絡するのでなく取捨選択して連絡する

（課題内容２）  

・公益企業（関西電力等）との連絡方法の確保 

・区役所と地域、学校園、医療・福祉関係機関との間の情報連絡体制について各地区防災計画及

び大正区地域防災計画への明記の必要性 
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ノウハウ、力量が必要であると感じた。 

・関電とは防災メールアドレスを交換する。（情報交換に電話だけでは間に合わない。というより

そもそも電話が何時間も通じない。） 

 

 〈地域との連絡体制に関して〉 

・防災リーダーへの無線が繋がらない。  

・当日ＭＣＡ無線を使った地域本部への通信を行ったが、結果としてつながった地域はなかった。 

・無線が繋がらない地域があったので再度この地域は誰が持っているかを確認し班長には前もっ

て一覧表を渡している方がいいとおもう。 

・現在各地域において作成中の地区防災計画において、明記することが必要。 

・学校と地域への連絡がどうなっているのか、毎回連絡がない、聞いていないと言われる。 

 〈学校園との連絡体制に関して〉 

・小学校に避難所設置に赴き、学校長に説明しようとすると、話を聞いていないと言われた。 

・学校と地域への連絡がどうなっているのか、毎回連絡がない、聞いていないと言われる。（再掲） 

 〈その他〉 

・区民と区役所の双方向で連絡ができる手法の策定。（ライングループの形成） 

・一部の病院や介護施設の状況を確認したが、入手した情報を区役所としてどう活かせばよいか

疑問に思った。また、区役所から一方的に状況を聞いただけだったが、施設等から区役所に対

して自主的に被災状況を申告するようなシステムはないのか？ 

 

 

③ 災害時避難所の開設に関すること(開設日時、開設箇所、避難者への対応、学校との連携等) 

 

●区役所が行った対応 

 ・台風最接近の当日（9月4日）に2階さわやか広場を待機場所として開放 

・翌日（9月5日）に災害時避難所の開設 

昼間（～17：30） 10小学校に職員を派遣し開設 

17：30～20：00 各地域に地域集会施設等での対応を依頼 

   20：00以降は区役所２階さわやか広場にて対応 

 ・上記避難所において水・トイレの提供、携帯電話の充電 

 ・自宅が立入禁止となり出産予定の妊婦のいる家庭の避難支援（地域集会施設を臨時避難所とし

て指定～９月27日） 

（課題内容３）  

・避難所開設・運営にかかる区と学校園、地域のそれぞれの役割や指揮命令系統などの整理 

・地域が地域対策本部（避難所）を設置する際の基準や手順を定めておく必要性 

・住家の被害はなくとも「不安」を感じている住民等への対応の整理 

⇒上記3課題については【部会（ＷＧ）検討課題】 

・避難所の安全確認の実施 
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●調査票に記載された主な意見 

〈開設のタイミングに関して〉 

・一日遅い。 

・台風の規模にもよるが、台風２１号のような大型台風の場合（いわゆる風台風の時）は、気象台

の発表や報道を参考にして、上陸前に災害時避難所を開けるべき（特にライフラインの一部が

ストップする可能性が高い場合）。 

・台風が通過した後、9月5日の避難所開設に行ったが、避難者はほぼおらず、開設の必要があ

ったのか疑問。逆に、台風通過当日の4日の方がニーズがあったのではないかと思った。 

・台風の場合は前もって接近がわかるので危険になる前に開設しておいても良かったのではない

かと思った。 

〈避難所での対応に関して〉 

・開設時に携帯電話の充電を断っていた避難所があった。意思統一がなされていない。 

・避難者への対応として、他の場所でアナウンスしている情報は各避難所へ共有してほしい。（例：

他の地域では、避難所で電気供給も可能と広報していた、など） 

・携帯の充電については断ってもよいと、本部から言われたが、再度確認した時は受け入れても

よいと回答があり、市民に対して違う対応をしてしまった。 

・ツイッターで当初「トイレと水を提供いたします」とつぶやいたため、当日、ペットボトルの水

を取りに来られた方がいた。ペットボトルの提供ができないことを説明し、納得してもらうの

に苦慮した。 

 〈地域の臨時避難所に関して〉 

・地域として、臨時避難所として開設をしていただけたことは、区民にとって非常に喜ばれたの

でこうした対応についても、具体的に費用弁償含め危機管理室との整理が必要ではないか。 

・臨時避難所開設の対応を救助班が行ったが、地域の好意で開けてもらう集会所や臨時避難所の

地域防災計画での位置づけをしっかりと明記すべき。また、救助班と避難所受入班の役割分担

を明確にすることが必要。 

〈その他〉 

・避難場所である、学校の体育館の窓ガラスが割れて避難できない状態になっていたのは問題（も

し避難していたらけが人が出たかもしれない）。 

・区民の区役所での小電力提供。※要請事項 

・学校での避難所開設に関しての連携を教育担当が行うのならば、例えば教育班等として災害対

応業務として検討していただきたい。 

・講堂内で無線機が使えないのはどうしてか？わざわざ講堂の外に出て使用しないといけないの

か、改善を望む。 

・学校と地域と区役所とで避難所開設での情報の行き違いがあり少し揉めた。 

・地域の小学校に行ったが、地域の方が応援にお越し下さることも無く、『行政にお任せ』の状況

と感じた。 

・区役所は避難場所ではないが避難所として開設した、今後も開設するのか？するのであれば学

校と同様区役所の避難所担当を早急に配置すべきではないか？ 
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・避難所の看板（案内板）が複数あるほうがわかりやすいかと思った。ガムテープ等看板設置に

使えるものもリュックに入っていると助かる。（体育館の磁石で止めたので看板がよくはずれて

しまった。） 

 

 

④ 区内ライフラインの状況に関すること(停電している地域の把握等) 

⑤ 被災状況の把握に関すること 

 

●区役所が行った対応 

・関西電力九条営業所への電話による問合せを継続（→結局つながらず） 

・調査班による区内被害状況の把握と緊急度による早期対策必要か否かの仕分け（Ａ～Ｃ）、被害

情報の消防との共有、状況の継続的な確認 

・地域・区民からの被害情報（停電地域等）の提供に基づく現地確認 

 

●調査票に記載された主な意見 

 〈停電情報の把握に関して〉 

・関西電力のサイトのダウンのため、停電している地域が把握できなかった。 

・区民からの問合せにも「大正区内で複数停電が発生しているが詳細は把握できていない」と回

答するしかなかった。 

・結果的に、地域ごとのライフラインの状況はつかめていなかったのではないか。 

・出来る限り詳細の情報（関電）を定期的に確認出来る体制の構築。 

・発電所のトラブルと違って、今回のような、あちこちで断線している停電になれば、各地域の

本部長に聞いても、ご自宅の状況は確認できるが、地域詳細な停電状況の把握は困難であると

思われる。 

 〈区内の被災状況（停電以外）の把握に関して〉 

・状況把握については青パト1台ではかなり時間がかかる。 

・今回のように信号が停電した場合には、大通りの車が止まらず、横断するのが難しく感じたた

め、自転車などで区内各区域を周るのはなかなかに困難かと思われた。 

〈その他〉 

・関西電力、大阪ガス、水道局の問合せ先を確認し、庁内で共有することが必要。 

・停電により水が止まる（ポンプ式）など、生活に影響があった。町会長さんなどとの連絡網が 

必要 

・区民からの被害申告、救助・支援の要請、各種要望の受け付けを集約し、必要な対策に結び付け

るシステムの検討と構築。※要請事項 

・地域から防災リーダーをはじめ、無線や写真等の提供などもあり区民の協力については、非常

（課題内容４）  

・ライフライン等、区内の被災状況の把握方法（しくみ）の構築 
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にありがたかった。一方、そのデータの蓄積整理等がその後行われているのかが疑問。 

・台風、地震ともに家屋等の被災状況の把握は目視ではわかりにくく、専門的な知識を持った者

でないと難しいと思った。 

・避難所へ来られた市民の方から教えていただいて情報をつかむ事が多かった。 

 

 

⑥ 区民からの相談受付対応に関すること 

●区役所が行った対応 

 ・相談窓口の設置：９月５日 ５階５０２会議室  6日～１１日 ２階さわやか広場 

           

●調査票に記載された主な意見 

 〈庁内の情報共有に関して〉 

・相談係に伝えられる情報が少なく、的確な返答ができなかった（避難所開設の情報（開設時間

や水の提供の有無など）や防災スピーカーでのお知らせ内容など） 

・本部に入った情報は、なるはやで各フロアへの伝達と統一した情報の共有化。 

・相談業務に従事している間、本部で把握している情報が届いていなかった。結果、相談に来庁

された方にも情報が届かず、安心していただくこと、次に何をすればいいのかなどお知らせす

ることができなかった。本部が持つ情報を吐き出すことの重要さと方法の改善が必要であると

感じた。 

・区役所内の対応を統一するために情報伝達共有体制の構築 

・区役所が対応している内容（ブルーシートの配布や被災証明受付など）について、対応開始か

ら数日後に知った。リアルタイムな情報共有があれば、電話等の対応時に伝えることができた

と思う。 

 〈相談対応のあり方に関して〉 

・区役所に対して被害状況やヘルプの電話が続々入ってくるが、ヘルプの場合、区役所で受け付

けた職員が、その場で関係機関の電話番号などを区民に適切にご案内し、区民が直接、所管事

業所に問い合わせをするように対応しないと、区役所が間に入っての又聞きでは、詳細が伝わ

らず、時間がかかってしまう。 

・被災状況の把握（通報を受けたこと）とそれに対する対応は別である。個々に関係機関に対処

の依頼をしても実際の現場の詳細がわからないので連絡者から直接関係機関へ連絡することを

案内するにとどめるべきと思う。 

・同じ大阪市の部局（例えば環境局・消防署・水道局・建設局）案件で区役所に問い合わせてきた

区民への対応の整理が必要である。（区役所がまとめて各関係機関間に連絡するのか？また問合

（課題内容５）  

・区民からの問い合わせ窓口の設置場所・電話番号の取り決め、周知のあり方 

・庁内の情報共有（区から発信している情報、受け付けた相談内容とその対応方法等）のあり方 

・区民からの相談への対応（さばき方）の整理 
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せ先を案内し相談者自ら関係機関に連絡させるのか。例えば後者を選択した場合、そのように

対応していることを大阪市関係部局に事前に報告しておく必要があると思われる。ただ区民に

とっては同じ大阪市なのに連絡もしてくれないのかと反感をかう恐れあり。） 

・飛来物の撤去に関して、消防署が撤去できるのは人命にかかわるものに限られるが、区民から

飛来物の相談があった際に、何でもかんでも消防署に振る区役所職員がいた。 

・区役所からの情報を地域が聞いていない、区役所から建設局へ連絡した後、案件がどのように

対応されたか知らないなどのケースが多く見えたと感じている。災害発生時は、非常に多くの

問合せが集中するので、受けに徹してしまうが、今回の台風を受け、混乱をきたさないよう情

報を十分に整理した状態で、情報を取りに行く、届けるという行動、こちらが動くこと、がもっ

と必要であると感じた。 

・民間対民間の相談事が非常に多いので、そのことについてある程度の応対マニュアルが必要と

思う。 

・電話で相談を受けた際、受電した職員によって対応に差があってはいけないと思う。個々の事

情は勘案する必要があるが、初動体制としては、できるだけ公平な対応を心掛けるべきである。 

・職員によって、情報量（対応策に関して）の多さに差がある場合、結果的に不公平な対応となっ

てしまう場合がある。 

 〈その他〉 

・今回の相談業務を通して、話を聞くだけで安心し、感謝してくれる方がたくさんおられること

がわかった。相談業務実施の旨をもっと幅広く広報しなければならないと感じた。 

・区民の電話問合せにおいて、被災場所を正確に把握するため、住宅地図が必要。 

・相談の問い合わせも、当初は総務課が窓口であったが、早々に受付窓口を閉鎖し、結局は地域

課で対応していたように思われる。 

・問合せ内容と相談先をまとめたものがあると活用できると感じた。 

 

 

⑦ 物資の配布に関すること(防水シート等) 

 

●区役所が行った対応 

 【防水シート配布の状況】 

  ・９月５日～11日 ４階にて配布（１人２枚まで）     

９月８日（土）～９日（日） ２階さわやか広場にて配布 

氏名・住所・電話番号のみ記入、被害状況までは確認せず 

 

 

 

 

（課題内容６）  

・防水シート等の配布方法の改善、体制の確保 
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●調査票に記載された主な意見 

 〈防水シートの配布に関して〉 

・防水シートはもう少し在庫を確保してから配布を始めたほうがよかったのでは？ 

・危機管理室が用意する場所からの搬送する手段。（今回は災害時協力サポーター企業に依頼） 

・問合せに対応するため、ブルーシートの大体の残数を毎日メールで区役所全課の課メールに通

知してほしい。 

・広く区民に配布するため、かくれ業者に配布しない仕組みが必要。 

・防水シートの配布について、簡易な確認（写真の提示など）は必要ではないか。（見分けるのは

難しいが、「もらえるならもらっておこう」といった人をふるいにかけるため） 

・防水シートの受付に関しても、住所・名前・電話番号を把握したが、結果としてそのデータの蓄

積もできなかった。（被災状況等も書とめ、被害状況の把握に役立てられなかったのか） 

・本当に必要とする区民に公平にいきわたったのか疑問に感じた。 

・防水シートの配付を担当したが、名簿にご記入いただく際、他の方の個人情報（住所・氏名・電

話番号）が丸見えの形だった。 

・ブルーシートを1家族につき２枚配布することで、行き渡らない家族がいることはおかしい。 

 〈その他〉 

・確実な件数はカウント出来ていないが、停電世帯の給水の需要が多数あった。 

・１世帯何本までなどの制限をして、水ペットボトルを配布してもよかったのではないかと思う。

１世帯の判断は、個票に住所・名前などを記名し、五十音順に並べて置くなどしてチェックを

かける。記名が本当なのかどうかは、信じるしかないと思う。身分証明書持参までとなると混

乱がおき、パニックになると思う。あくまでも、今回の避難所開設の場合で、緊急を要する大震

災などの場合は、個票など対応しておれない。 

・平日土日含めてブルーシートの配付、被災証明のために現地確認に行くなど、災害後数日間に

及ぶ業務が発生した際に、通常の業務と並行して行うには人員的に少ないような気がした。大

規模な災害であれば、避難所で物資供給をすることになると思うが、今回のような比較的被害

が中小規模の場合、区役所が物資供給の拠点となるようであれば、その際の段取りもある程度

決まっていると動きやすいかと思った。 

 

 

⑧ 職員の動員体制に関すること 

 

●区役所が行った対応 

 ・9月4日 4：56 暴風警報により5号動員発令 

（課題内容７）  

・区災害対策本部設置・解除の判断基準の明確化 

・動員体制の運用、各班の任務の明確化 

・発災時における通常業務実施に関する判断基準の明確化 
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18：00 暴風警報解除により5号動員解除（区は情報連絡体制継続） 

・9月4日～5日 停電に伴うシステム稼働停止により、窓口サービス課・保健福祉課の一部業

務の取扱い休止 

 

●調査票に記載された主な意見 

〈区災害対策本部の設置・解除に関して〉 

・区災害対策本部がいつ警戒本部に移行したのか、いつ閉鎖されたのか、班長に周知されなかっ

た。警戒本部への移行や閉鎖などをするのであれば、臨時の経営会議を開催するなど各班長が

一堂に会し、各班長の意見を聞き、決定するべきである。 

・災害対応業務が残っているのに、区本部が警戒本部へ移行？閉鎖？されたことにより、対応業

務がすべて地域課に回ってきて、通常業務がストップしてしまった。 

・災害対応業務が残っている場合は、区本部を存続させ、全庁的な体制で対応すべき。 

・今回の台風接近で災害対策本部が立ち上げられたが、本来の動員基準によらないもので、正式

に発令されたものではなかったように感じた。災害は多様なので、区民のためにケースバイケ

ースで判断しなければならないと思うが、災害対策本部の立ち上げと動員体制については、職

員全体に行き渡る周知方法にしてほしい。 

〈職員の動員に関して〉 

・当日以降の動員体制が不明確で、結果として庶務班等のデータの蓄積や地図落とし等の作業が

できないまま体制解除されたようなので、折角集めたデータが有効に活用できていないのでは。 

・防災担当や庶務総務は過重労働となったと思われる。翌日勤務があるのだから、動員不要と判

断して早期に職員を帰宅させるべき。また、交通遮断等が想定される場合は遠方の嘱託職員に

対し出社を求めず、自宅待機等柔軟な対応が今後の課題と思われる。 

・緊急の対応が必要な班への応援についても柔軟な対応が出来ればと思う。 

 〈通常業務の実施に関して〉 

・避難所開設への動員やそれぞれの班業務に対応している場合の区役所業務の体制確保について、

今回の災害では、来庁者が少なく窓口は停電のためシステムが使用不可となっていたため、紙

面等で行えるものは対応し比較的落ち着いていたが、対応の内容も含めどのような災害で窓口

業務を行うか検討が必要と思う。 

・全避難所開設となると窓口業務はほぼ遂行不可能なので、避難所開設○○箇所以上は区役所窓

口業務は行わないといった決め事が欲しい。 

・窓口業務を維持しながらの1号動員や、災害対応に職員を割くことは今の人員配置では厳しい

と思う。 

・停電によって区役所窓口業務が停止の状態であれば、職員の動員数も確保できるが、窓口業務

をしながらの動員は、特定職員の負担にならないよう、計画的に動員する必要がある。 

  ※発災時における通常業務実施に関する判断基準等は【部会（ＷＧ）検討課題】 

〈その他〉 

・区としてのガバナンスを庶務班にしっかり担ってもらいたい。 

・各課長より伝達するのか、班長が班員に伝達するのか等、ルール化が必要 
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・もっと被害が大規模であれば、人員は不足と言える。 

・災害対策本部編成表がタイムリーに改定されておらず、退職者・休職者等出勤しない者が見受

けられ、そもそも規定の人数が集まらない。その情報が平時に班長まであがっていないため、

有事に混乱している。 

 

 

⑨ 被災証明発行業務に関すること 

 

●区役所が行った対応 

 ・大正区では９月５日より申請受付実施（現在も継続中） 

 ・市としての受付開始は９月２０日（写真による自己判定方式の導入、市災害見舞金支給の実施

方針が直前に決定） 

 

●調査票に記載された主な意見 

〈被災証明発行業務の実施体制に関して〉 

・業務が長期にわたることを踏まえた体制を構築する必要がある。（課を超えたシフト） 

・今回のように件数が多数になった場合は、他課からの応援を継続的に求めることは困難であり、

臨時に職員を採用して担当業務を細分化（調査・証明発行）するなど、特定の担当者だけに負担

が集中することを避ける必要があるのでは。 

〈その他〉 

・応援職員が、被災証明発行業務をスムーズに行えるよう、わかりやすいマニュアルを作成して

ほしい。もしくは、防災訓練時に講義してほしい。 

・全市的な方針が出るよりも先に、区独自で受付を開始したため、結果的に手戻りが発生した。

今後は、全市的な方針が出されてから受付を開始する方がよいのではないか。 

・各関係部署との調整を行った上で証明書の取り扱いについて周知する。（固定資産税、保険料の

減免等の添付資料として必要か？被災程度の証明を発行するか？） 

・被災証明発行の際に、証明を申請すればなんらかの給付等が受けられると勘違いされている申

請者が多いと感じた。 

・大阪市の受付方針が発表されてから、それまでに被災証明を受けていた方へ証明書を発行する

のに追加書類（添付写真など）の提供案内の電話連絡をするのが大変だった。（電話が繋がらな

いなど）被災証明の受付は、3人対応していたが人が足りない感があった。（長い時で30分以

上お待ちの方がいた） 

・申請、現場確認まではスムーズだったが、証明発行に時間を要し、必要な時に災害保険が利用

できなかったとの指摘あり。 

※調査業務の役割分担（財政局市税事務所）については【部会（ＷＧ）検討課題】 

（課題内容８）  

・被災証明申請受付、実地調査、発行業務の体制の検討 

・被災証明に関する知識の共有、区民への周知方法の検討 
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⑩ 要援護者の安否確認に関すること 

 

●区役所が行った対応 

 ・要援護者名簿（区社協への委託により管理している名簿。平時の見守りのため地域への個人情

報の提供に同意している方の名簿を民生委員に提供）による安否確認を民生委員に依頼 

 

●調査票に記載された主な意見 

・地域住民での把握が不可欠。 

・今回は要援護者への対応に関する情報が避難所従事職員へ提供されていなかったように思われ

る。（職員派遣中、当事者の安否確認中など） 

・停電のため、電話がつながらず、民生委員長・民生委員との連絡がなかなか取れなかった。安否

確認が民生委員の業務であると認識されていない方がおられて、安否確認を拒否された。 

・民生委員と連絡がとれなかったり、スムーズな安否確認ができていなかったと感じた。 

・区役所がすべての要援護者に連絡し、状況把握するのは困難である。民生委員に安否確認を依

頼するにしても、民生委員本人の被災状況がひどい場合は対応してもらえない。 

・停電により、集合住宅のＥＶが利用不可な状態での、高齢者や障がい者への対応。 

・団地等、エレベーターが止まった時にどうするのか？移動できる方法がない。安否確認も要援

護者から「ほっといてくれ」と言われた場合はどうするのか？ 

・保健師が把握しているリストにより、スムーズに確認ができたと考えるが、地域が被災してい

る場合は、連絡方法が途絶えている場合もあり、難しいと感じた。 

  ※要援護者の安否確認については【部会（ＷＧ）検討課題】 

 

 

⑪ その他 

●調査票に記載された主な意見 

・動員職員に、防災服・安全靴・ヘルメットを配布してほしい。 

・区役所の窓ガラスが割れないよう対策が必要。 

・停電時にトイレが使用できなかったので、携帯トイレが必要。 

・被害が長引いた時のために、職員用に非常用の水や食べ物、仮眠ができる場所（布団も）が必要

ではないか？体力が持たないと思う。 

・公用車車庫のシャッターについて、手動で開閉は可能であったが、手順を把握できていなかっ

たため、開けられないと判断した。 

・自家発電機の燃料残量について、設備棟設置の燃料メーターが停止し、地下タンクに直接設置

しているメーターで確認する必要があったが、把握しておらず、燃料残量が不明な状態が続い

た。 

（課題内容９）  

・平時の福祉的見守りと災害時の支援を一体化したシステムの構築 

・エレベーター停止時の、高層住宅居住の要援護者に対する安否確認の方法の検討 
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・非常用電源の定期的点検と確認把握。 

・各対応班の細かなマニュアルがあればいいかと思う。 

・台風直撃当日の宿直員への電話が結構かかってきており、苦情の電話などがかかってきている

と、総務課などからどう対応したらいいか説明がないと言っていた。総務の職員にこのことを

伝えて宿直さんへの対応について伝えてくれたみたいだが、１７時３０分以降の宿直員の電話

や窓口対応について、ちゃんと伝えてあげて欲しい。 

・台風被害当日、周辺は大変なことになっているのに、区役所職員のほとんどは、普通に退庁し、

駅まで歩いて帰っていったが、その時こそ、何かできないのか、何かの役に立てないのかと思

った。避難所開設以外にできることなどもっと的確に指示を出して欲しい。（建設局の担当だと

かではなく、自分たちで動かせられそうな折れた枝やトタンなどを交通の邪魔にならないよう

動かすとか、地域を回って情報収集とか。） 

・調査班を担当したが、連絡票に「記録済み」「対処済み」「要確認」等の分類が出来るチェック欄

があればよいと思った。 

・非常用電源の確保に関すること（ＢＣＧワクチン保管用冷蔵庫） 

・各職員が区の災害時対応マニュアルを紙ベースで持っておく必要があると感じた（手元で活用

するため） 

・災害停電時におけるＢＣＧワクチンの保管方法、必要な機材対応者が明確化されていなかった

こと 

・防災無線が聞き取りにくい。扱い方でなく、機種そのものに電波をとらえる感度が弱い気がす

る。大災害のとき、聞き取りにくさで同じことを何度もやり直しすることはできないと思う。 

・地域の防災訓練で、どの程度の防災知識について、情報提供しているのかが気になった。 


