
１８－２ 避難所 
 
避難所とは、災害により住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であり、災害時避難

所、福祉避難所として整備を図る。 

整備にあたっては、避難者の発生規模と避難所等による受入れ人数等について、あらかじめ評価するとともに、
それらが不足した場合、府と連携し、公的施設や民間施設の避難所としての利用拡大、自宅での生活が可能な者に
対する在宅避難への誘導等を行い、受入れの確保を図る。 

法第４９条の７で定める指定避難所については、避難者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やか
に避難者を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、地域的な特性や過去の教訓を踏まえる
とともに、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定
するよう努める。なお、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を
確保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整備されているもの等を指定するよう
努める。なお、指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことについて、日頃から住民等への周知徹底に努める。 

学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮するとともに、避難所としての機
能は応急的なものであることを認識の上、避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部
局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

避難の勧告等を行わない災害においても、自宅での待機に不安をもつ市民からの要望がある場合に、自主避難へ
の対応として、一時的に避難所を開設する。 

 

 

 

（１） 災害時避難所 

区長は、災害により住居等を滅失したため、継続して救助を要する市民等に対し、宿泊、給食等の生活機能を
提供する場である災害時避難所を指定する。 

災害時避難所として指定している施設については、各施設管理者が耐震性の確保及び防災機能の充実を図る。
災害時避難所の要件は、下記のとおりとし、指定にあたっては、区長は関係機関と密接な連携を図り、あらかじ
め所有者、管理者、占有者又は関係者の承諾を得るとともに市民への周知徹底を図る。 

 
ア 災害時避難所の要件 
（ア）地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対する安全性等に配慮した施設で、原則として２㎡につき１人を基

準として50人以上受入できる建物とする。ただし、地域の実状に応じて、受入可能人数が50人未満の施設も
可能とする。 

（イ）学校を災害時避難所とする場合は、下記の有効率から有効面積を算出し、有効面積1.6㎡につき１人とし
て受入可能人数を算出するものとする。 

・普通教室   有効率 70％ 

・廊下     有効率 50％ 

・屋内運動場  有効率 80％ 

（ウ）指定にあたっては公共施設のほか、民間施設の活用も検討する。 

 
 
 
イ 災害時避難所の整備方針 
（ア）安全性の確保 

教育委員会事務局は、災害時避難所の大多数を占める小中学校の校舎や体育館等について、地震時の外壁
材の落下等による事故を防ぐため、計画的に外壁改修を行う等点検に基づく維持管理に努める。 

（イ）防災機能の充実 

教育委員会事務局は、小中学校の校舎の建替えにあたっては、防災機能の向上に配慮したものとするよう
努めるとともに、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、福祉的な整備を推進する。 

また、危機管理室は防災資機材及び備蓄物資の配備を推進する。 

（ウ）環境整備 

危機管理室と教育委員会事務局は、必要に応じて、避難生活の環境を良好に保つために、空調、換気、照
明等の設備の整備に努めるとともに、避難者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ、電話等の機器
の整備を図る。 

ウ 地域における民間施設の災害時避難所の確保 
区役所は、地域住民が主体となって民間施設を確保することに支援や協力を行うなど、地域特性を考慮した

新たな災害時避難所指定の確保に努める。 

また、施設提供の依頼を受けた施設の所有者、管理者、占有者又は関係者は、施設の提供に協力するよう努める。 
エ 福祉避難室 

区役所は、災害時避難所の一部の部屋を、各地域で行われる避難所開設訓練等を通じ、福祉避難室として確
保する。 
 

（２） 福祉避難所 

区役所は、災害時避難所の一部の部屋を、各地域で行われる避難所開設訓練等を通じ、福祉避難室として確保す
る。 

１８－２ 避難所 
 
避難所とは、災害により住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であり、災害時避難

所、福祉避難所として整備を図る。 

整備にあたっては、避難者の発生規模と避難所等による受入れ人数等について、あらかじめ評価するとともに、
それらが不足した場合、大阪府と連携し、公的施設や民間施設の避難所としての利用拡大、自宅での生活が可能な
者に対する在宅避難への誘導等を行い、受入れの確保を図る。 

法第４９条の７で定める指定避難所については、避難者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やか
に避難者を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、地域的な特性や過去の教訓を踏まえる
とともに、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定
するよう努める。なお、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を
確保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整備されているもの等を指定するよう
努める。なお、指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことについて、日頃から住民等への周知徹底に努める。 

学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮するとともに、避難所としての機
能は応急的なものであることを認識の上、避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部
局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

避難の勧告等を行わない災害においても、自宅での待機に不安をもつ市民からの要望がある場合に、自主避難へ
の対応として、一時的に避難所を開設する。 

 さらに、令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など感
染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある。 

 

（１） 災害時避難所 

区長は、災害により住居等を滅失したため、継続して救助を要する市民等に対し、宿泊、給食等の生活機能を
提供する場である災害時避難所を指定する。 

災害時避難所として指定している施設については、各施設管理者が耐震性の確保及び防災機能の充実を図る。
災害時避難所の要件は、下記のとおりとし、指定にあたっては、区長は関係機関と密接な連携を図り、あらかじ
め所有者、管理者、占有者又は関係者の承諾を得るとともに市民への周知徹底を図る。 

 
ア 災害時避難所の要件 
（ア）地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対する安全性等に配慮した施設で、原則として２㎡につき１人を基

準として50人以上受入できる建物とする。ただし、地域の実状に応じて、受入可能人数が50人未満の施設も
可能とする。 

（イ）学校を災害時避難所とする場合は、下記の有効率から有効面積を算出し、有効面積1.6㎡につき１人とし
て受入可能人数を算出するものとする。 

・普通教室   有効率 70％ 

・廊下     有効率 50％ 

・屋内運動場  有効率 80％ 

（ウ）感染症蔓延下における避難所の有効面積については、感染拡大防止に必要な距離等を勘案して設定する。 

 

（エ）指定にあたっては公共施設のほか、民間施設の活用も検討する。 

 
イ 災害時避難所の整備方針 
（ア）安全性の確保 

教育委員会事務局は、災害時避難所の大多数を占める小中学校の校舎や体育館等について、地震時の外壁
材の落下等による事故を防ぐため、計画的に外壁改修を行う等点検に基づく維持管理に努める。 

（イ）防災機能の充実 

教育委員会事務局は、小中学校の校舎の建替えにあたっては、防災機能の向上に配慮したものとするよう
努めるとともに、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、福祉的な整備を推進する。 

また、危機管理室は防災資機材及び備蓄物資の配備を推進する。 

（ウ）環境整備 

危機管理室と教育委員会事務局は、必要に応じて、避難生活の環境を良好に保つために、空調、換気、照
明等の設備の整備に努めるとともに、避難者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ、電話等の機器
の整備を図る。 

ウ 地域における民間施設の災害時避難所の確保 
区役所は、地域住民が主体となって民間施設を確保することに支援や協力を行うなど、地域特性を考慮した

新たな災害時避難所指定の確保に努める。 

また、施設提供の依頼を受けた施設の所有者、管理者、占有者又は関係者は、施設の提供に協力するよう努める。 
エ 福祉避難室 

区役所は、災害時避難所の一部の部屋を、各地域で行われる避難所開設訓練等を通じ、福祉避難室として確
保する。 
 

（２） 福祉避難所 

区長は、高齢者や障がい者など、避難所生活において特別な配慮を必要とする市民等に対し、宿泊、給食等の
生活機能を提供する場である福祉避難所の指定を図る。 



市本部避難行動要支援者支援班は、福祉関係者等の協力も得ながら、受入れを行った要配慮者を適切に介護・
支援できるよう、府と連携し必要な人員を確保する。 

危機管理室及び区役所は、福祉避難所の役割について市民等に周知する。 

施設管理者は、日常生活用具等、備品の整備に努めるとともに、災害時に不足する備品を円滑に供給できるよ
う、市本部避難行動要支援者支援班は、協定等により確保する。 

区役所は、指定した社会福祉施設に対して、地域の自主防災組織への積極的な参画を促す。 

区本部長は、必要な物資を確保し供給する。区において不足するものについては、区本部長の要請を受け市本部
の要支援者支援班が協定等により確保し、福祉避難所へ供給する。 

 
１８－３ 避難場所・避難所の管理 
 
（１）避難所の管理及び避難者の受入  
ア 広域避難場所の管理 
（ア）広域避難場所の災害時における管理者は原則として区本部長とする。なお、複数区が指定している広域避

難場所については、あらかじめ代表の管理者を定めておく。 
（イ）区本部長は、災害時の連絡体制の構築のため、広域避難場所ごとに、あらかじめ広域避難場所の施設管理

者と協議し、施設を管理する職員等のうちから担当者の設定を行うよう努める。 
（ウ）広域避難場所に多くの市民等が避難するような大規模災害が発生した場合、区本部の担当者は、施設の担

当者と連携して、避難状況を把握する。広域避難場所からの避難者の移動など現地での避難者対応が必要な
場合は、区本部は現地に職員を派遣して必要な措置をとる。広域避難場所の施設管理者は、現地での避難状
況の把握や避難者の安全確保など区本部の協力に応じるように努める。 

なお、広域避難場所を避難以外の災害対策活動の拠点等として利用する場合は、それぞれの活動方針に基づき取
り扱うものとする。 

 
 
 
 
 
１８－４ 避難所の開設・運営 
 
（１）避難所の開設・運営  
・区本部長は、区内避難所の開設及び管理にあたる。 
・区本部長は、区内に設置した避難所の管理にあたらせるため、職員の中から避難所主任及び係員を任命配置する。 
・避難所の運営にあたっては、自主防災組織を中心として「避難所運営委員会」を立ち上げ、避難所主任・避難者、
施設管理者とともに避難所運営を円滑に進めるよう努める。 
・災害時に地域住民や自主防災組織等による円滑な避難所開設・運営を実施するため、自主防災組織を中心とした
避難所開設・運営に関する訓練を行う。 
・区本部長は、被災状況や避難者等の状況に応じ、避難所の集約・閉鎖の判断及び決定する。 
 
その他避難所の開設・運営にあたっては、次の事項に留意する。 
なお、詳細については、避難所開設・運営ガイドラインを踏まえ、地域における訓練等によりあらかじめ検討を行
う。 
・要配慮者への配慮 
・多言語支援が必要な避難者に対して、災害時通訳・翻訳ボランティアを活用するなど、生活習慣、文化等の違い
に配慮した運営に努める。 
・避難所の運営における男女共同参画を推進するとともに、高齢者、障がい者、多様な性による男女のニーズの違
い等多様な視点に配慮するものとする。また、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下
着の女性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配付等による避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭
のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 
・指定管理施設が避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を定め
る。 
・災害時に避難所として使用する場所を設定する際には、避難者の人数に応じ、冷暖房設備のある部屋を使用する
など、避難者に配慮した避難所となるように努める。 
・家庭動物のためのスペース確保への努力及び動物飼養者の周辺への配慮の徹底 
 
 
 
 
 
 
（２）その他の災害時避難所の設置 

大規模な災害が発生し、指定した避難所の被害が甚大であるか又は避難者が 多数のため受入能力を超えた場
合、区本部長は臨時の災害時避難所を設営し避難者を受入する。なお、区本部長は危機管理部長と連携をとり、
想定しうる施設の所有者、管理者、占有者又は関係者に事前に承諾を得るものとする。 

市本部避難行動要支援者支援班は、福祉関係者等の協力も得ながら、受入れを行った要配慮者を適切に介護・
支援できるよう、大阪府と連携し必要な人員を確保する。 

危機管理室及び区役所は、福祉避難所の役割について市民等に周知する。 

施設管理者は、日常生活用具等、備品の整備に努めるとともに、災害時に不足する備品を円滑に供給できるよ
う、市本部避難行動要支援者支援班は、協定等により確保する。 

区役所は、指定した社会福祉施設に対して、地域の自主防災組織への積極的な参画を促す。 

区本部長は、必要な物資を確保し供給する。区において不足するものについては、区本部長の要請を受け市本部
の要支援者支援班が協定等により確保し、福祉避難所へ供給する。 

 
１８－３ 避難場所・避難所の管理等 
 
（１）避難場所・避難所の管理及び避難者の受入  
ア 広域避難場所の避難状況の把握 
（ア）広域避難場所の災害時における避難状況の確認は原則として区本部長が行う。なお、複数区が指定してい

る広域避難場所については、あらかじめ代表の区を定めておく。 
（イ）区本部長は、あらかじめ、公園など、広域避難場所ごとに施設管理者と協議し、災害時に避難状況が把握

できるよう連絡体制を構築する。 
（ウ）広域避難場所に多くの市民等が避難するような大規模災害が発生した場合、区本部の担当者は、施設の担

当者と連携して、避難状況を把握する。広域避難場所からの避難者の移動など現地での避難者対応が必要な
場合は、区本部は現地に職員を派遣して必要な措置をとる。広域避難場所の施設管理者は、現地での避難状
況の把握や避難者の安全確保など区本部の協力に応じるように努める。 

なお、広域避難場所を避難以外の災害対策活動の拠点等として利用する場合は、それぞれの活動方針に基づき取
り扱うものとする。 

イ 避難場所・避難所における避難者の受入 
（ア）本市は、避難場所や避難所に避難した避難者について、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れられるよ
う、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努め
る。 
 
１８－４ 避難所の開設・運営 
 
（１）避難所の開設・運営  
（ア）区本部長は、区内避難所の開設及び管理に任ずる。 
（イ）区本部長は、区内に設置した避難所の管理にあたらせるため、職員の中から避難所主任及び係員を任命配

置する。 
（ウ）避難所の運営にあたっては、自主防災組織を中心として「避難所運営委員会」を立ち上げ、避難所主任・

避難者、施設管理者とともに避難所運営を円滑に進めるよう努める。 
（エ）災害時に地域住民や自主防災組織等による円滑な避難所開設・運営を実施するため、自主防災組織を中心

とした避難所開設・運営に関する訓練を行う。 
（オ）区本部長は、被災状況や避難者等の状況に応じ、避難所の集約・閉鎖の判断及び決定する。 
（カ）市本部は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等

を適切に大阪府に報告するよう努める。 
（２）避難所開設・運営にあたっての留意事項 
（ア）要配慮者への配慮 
（イ）多言語支援が必要な避難者に対して、災害時通訳・翻訳ボランティアを活用するなど、生活習慣、文化等

の違いに配慮した運営に努める。 
（ウ）家庭動物のためのスペース確保及び動物飼養者の周辺への配慮を徹底し、獣医師会や動物取扱事業者等の

民間団体から必要な支援が受けられるよう、連携に努める。 
（エ）避難所の運営における男女共同参画を推進するとともに、高齢者、障がい者、多様な性によるニーズの違

い等多様な視点に配慮するものとする。また、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女
性用下着の女性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配付等による避難所における安全性の確保など、女性
や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 

（オ）指定管理施設が避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等
を定める。 

（カ）災害時に避難所として使用する場所を設定する際には、避難者の人数に応じ、冷暖房設備のある部屋を
使用するなど、避難者に配慮した避難所となるようにする。 

（キ）感染症蔓延下における避難所運営については、国その他関係機関の示す対策を講じることで、避難所内
での感染拡大防止に努める。 

（ク）その他、避難所の開設・運営にあたっては、避難所開設・運営ガイドライン等を踏まえ、地域における
訓練等によりあらかじめ検討を行う。 

 
（３）その他の災害時避難所の設置 

大規模な災害が発生し、指定した避難所の被害が甚大であるか又は避難者が 多数のため受入能力を超えた場
合、区本部長は臨時の災害時避難所を設営し避難者を受入する。なお、区本部長は危機管理部長と連携をとり、
想定しうる施設の所有者、管理者、占有者又は関係者に事前に承諾を得るものとする。 



 
（３）区内で避難者の受入が困難な場合の対応 

ア 他の区、又は他都市等への避難の調整 
区域の広範囲において津波浸水被害が発生するなど、区内で利用可能な災害時避難所を開設してもなお、避難

者を受入できない場合、危機管理部長は区本部長からの要請により、他区の災害時避難所への避難の調整を実施
する。ただし、災害想定において上記の状況が想定される区の区長は、他の区の区長とあらかじめ調整しておく。 
さらに、市内の災害時避難所で対応が困難な場合には、市本部は、大阪府や関西広域連合と連携して、他都市

等に避難者の受入を要請する。 
イ 他の区からの避難受け入れ 
他区からの避難者の受入を要請された区本部長は、受入可能な災害時避難所を提供する。 
なお、他区から避難者を受入れる区の住民及び事業者は、受入について理解するとともに、必要に応じ、他区

からの避難者とともに避難所運営等に協力するよう努める。 
 

（４）避難所の早期解消のための取組み等 
府、本市、関係機関が連携して、より効率的・効果的な応急対策に取り組めるよう、避難所に滞在する避難者

の低減、避難所の早期解消に向けた方策を検討する。 
  ア 応急仮設住宅の供与等 

都市整備部は、大阪府や他の公共団体等と十分に連携し、避難者の健全な居住環境の早期確保のために、応
急仮設住宅の迅速な供与及び公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の空き家等利用可能な既存住宅のあっせんを行う
など、避難所の早期解消に努める。 

  イ 自宅の活用 
都市整備部及び区本部は連携して、被災建築物応急危険度判定を迅速に実施する。都市計画部はこれに協力

する。都市計画部は被災宅地危険度判定を迅速に実施する。また、都市整備部は必要に応じて、住宅事業者の
団体と連携し、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進する。さらに区本部
は自宅に戻った避難者へも、避難所における避難物資の供給等に努める。 

 
１８－５ 避難路の整備 
 

避難路は、広域避難場所に通じる道路又は緑道であって、避難圏域内の市民等を広域避難場所に迅速かつ安全に
避難させることを可能とすべく、避難に必要な道路等について、施設の管理者は、施設の耐震性の強化を図るとと
もに、拡幅や沿道の不燃化等の整備を図っていくこととする。 

（１）避難路の整備方針 
指定した避難路に対し、道路整備事業の実施や沿道の不燃化促進事業を推進する。 

ア 道路の整備 

道路管理者（港湾管理者）は、指定した避難路に対し、道路の拡幅や構造物の耐震性の強化、共同溝・電線
共同溝の整備などの道路整備を推進する。 

イ 沿道の不燃化 

都市整備局は、避難路沿道の延焼に対する安全性を確保するため、都市防災不燃化促進事業等を活用するこ
とにより、沿道の不燃化を推進する。 

 

１８－６ 案内板・標識類の整備 
 
広域避難場所を市民等に周知するための案内板と、広域避難場所へ避難誘導するための誘導標識を整備する。ま

た、災害時避難所や津波避難ビルに指定している施設には、市民等に周知するため、避難所であることを示す表示
板を整備する。 

（１）広域避難場所の案内板設置 

危機管理室は、広域避難場所の入口付近に、避難場所の区域、指定目的、避難設備などを市民等に周知するた
めの案内板を設置する。なお、案内板の整備及び更新の際は、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用
して、どの災害の種別に対応した広域避難場所であるかを明示するよう努める。あわせて、災害種別一般図記号
を使った案内板の見方に関する周知に努める。 

また、案内板については、案内図記号（JIS Z8210）の追補 6「災害種別一般図記号」及び図記号を使った表示
方法にかかる「災害種別避難誘導標識システム（JIS Z9098）」を用いる。 

（２）避難路における広域避難場所への誘導標識の設置 

危機管理室は、広域避難場所に至る避難路上に、広域避難場所への誘導標識を設置する。 

（３）災害時避難所 

区役所は、災害時避難所の入口に、避難所であることを示す表示板を設置する。表示は、避難所であることが
ひと目でわかるよう、標準化された防災ピクトグラムなどを用いて表現する。 

（４）津波避難ビル 

区役所は、施設管理者の協力を得て、津波避難ビルの入口付近に、避難場所であること、避難可能時間帯を示
す表示板を設置するよう努める。表示は、避難場所であることがひと目でわかるよう、標準化された防災ピクト
グラムなどを用いて表現する。 

（５）災害時避難所への誘導表示 

区役所は、災害時避難所への誘導表示について、設置箇所等を地域と調整の上整備する。さらに、地域特性に応じ
た誘導方法による災害時避難所への誘導表示を地域と協働する等して整備する。 

 
（４）区内で避難者の受入が困難な場合の対応 

ア 他の区、又は他都市等への避難の調整 
区域の広範囲において津波浸水被害が発生するなど、区内で利用可能な災害時避難所を開設してもなお、避難

者を受入できない場合、危機管理部長は区本部長からの要請により、他区の災害時避難所への避難の調整を実施
する。ただし、災害想定において上記の状況が想定される区の区長は、他の区の区長とあらかじめ調整しておく。 
さらに、市内の災害時避難所で対応が困難な場合には、市本部は、大阪府や関西広域連合と連携して、他都市

等に避難者の受入を要請する。 
イ 他の区からの避難受け入れ 
他区からの避難者の受入を要請された区本部長は、受入可能な災害時避難所を提供する。 
なお、他区から避難者を受入れる区の住民及び事業者は、受入について理解するとともに、必要に応じ、他区

からの避難者とともに避難所運営等に協力するよう努める。 
 

（５）避難所の早期解消のための取組み等 
大阪府、本市、関係機関が連携して、より効率的・効果的な応急対策に取り組めるよう、避難所に滞在する避

難者の低減、避難所の早期解消に向けた方策を検討する。 
  ア 応急仮設住宅の供与等 

都市整備部は、大阪府や他の公共団体等と十分に連携し、避難者の健全な居住環境の早期確保のために、応
急仮設住宅の迅速な供与及び公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の空き家等利用可能な既存住宅のあっせんを行う
など、避難所の早期解消に努める。 

  イ 自宅の活用 
都市整備部及び区本部は連携して、被災建築物応急危険度判定を迅速に実施する。都市計画部はこれに協力

する。都市計画部は被災宅地危険度判定を迅速に実施する。また、都市整備部は必要に応じて、住宅事業者の
団体と連携し、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進する。さらに区本部
は自宅に戻った避難者へも、避難所における避難物資の供給等に努める。 

 

１８－５ 避難路の整備 
 
避難路は、広域避難場所に通じる道路又は緑道であって、避難圏域内の市民等を広域避難場所に迅速かつ安全に

避難させることを可能とすべく、避難に必要な道路等について、施設の管理者は、施設の耐震性の強化を図るとと
もに、拡幅や沿道の不燃化等の整備を図っていくこととする。 

（１）避難路の整備方針 
指定した避難路に対し、道路整備事業の実施や沿道の不燃化促進事業を推進する。 

ア 道路の整備 

道路管理者（港湾管理者）は、指定した避難路に対し、道路の拡幅や構造物の耐震性の強化、共同溝・電線
共同溝の整備などの道路整備を推進する。 

イ 沿道の不燃化 

都市整備局は、避難路沿道の延焼に対する安全性を確保するため、都市防災不燃化促進事業等を活用するこ
とにより、沿道の不燃化を推進する。 

 

１８－６ 案内板・標識類の整備 
 
広域避難場所を市民等に周知するための案内板と、広域避難場所へ避難誘導するための誘導標識を整備する。ま

た、災害時避難所や津波避難ビルに指定している施設には、市民等に周知するため、避難所であることを示す表示
板を整備する。なお、事業者等の協力を得て、デジタルサイネージ等により案内板等の代用ができるものとする。 

（１）広域避難場所の案内板設置 

危機管理室は、広域避難場所の入口付近に、避難場所の区域、指定目的、避難設備などを市民等に周知するた
めの案内板を設置する。なお、案内板の整備及び更新の際は、日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使用
して、どの災害の種別に対応した広域避難場所であるかを明示するよう努める。あわせて、災害種別一般図記号
を使った案内板の見方に関する周知に努める。 

また、案内板については、案内図記号（JIS Z8210）の追補 6「災害種別一般図記号」及び図記号を使った表示
方法にかかる「災害種別避難誘導標識システム（JIS Z9098）」を用いる。 

（２）避難路における広域避難場所への誘導標識の設置 

危機管理室は、広域避難場所に至る避難路上に、広域避難場所への誘導標識を設置する。 

（３）災害時避難所 

区役所は、災害時避難所の入口に、避難所であることを示す表示板を設置する。表示は、避難所であることが
ひと目でわかるよう、標準化された防災ピクトグラムなどを用いて表現する。 

（４）津波避難ビル 

区役所は、施設管理者の協力を得て、津波避難ビルの入口付近に、避難場所であること、避難可能時間帯を示
す表示板を設置するよう努める。表示は、避難場所であることがひと目でわかるよう、標準化された防災ピクト
グラムなどを用いて表現する。 

（５）災害時避難所への誘導表示 

区役所は、災害時避難所への誘導表示について、設置箇所等を地域と調整の上整備する。さらに、地域特性に応じ
た誘導方法による災害時避難所への誘導表示を地域と協働する等して整備する。 



 
第１９節 地下空間の浸水対策等 
 
地下空間への浸水は、人命に関わる深刻な被害につながる可能性が高い。本市においては、ターミナル駅周辺に

おいて地下空間の利用が進んでいることから、大都市特有の災害リスクとして、地下空間における耐震性の確保と
ともに浸水対策の推進を図る。 

東日本大震災を踏まえ、速やかに実施すべき避難対策として、上町台地より西側にある地下街・地下道・地下駅
の所有者又は管理者は、大阪市の要請により、これまでの想定を上回る津波による浸水に備え、避難が可能な接続
ビル（津波避難ビル等）と連携した避難確保計画を作成するとともに、避難訓練等を実施する。 

また、市と所有者等は連携し、これら接続ビル（津波避難ビル等）が様々な都市型災害での避難確保に対応でき
るよう検討する。 

 
１９－１ 地下空間の浸水避難対策等 
 
（１）地下空間の浸水危険性の啓発・広報 

危機管理室及び地下街等の地下空間管理者は、地下空間の浸水危険性等の各種啓発活動や広報活動等を検討す
るとともに、水害ハザードマップ等の活用により、地下空間の存在する区域の浸水危険性の事前周知を図る。 

（２）地下空間浸水対策のための水防体制づくり 

地下街等の地下空間管理者は、利用者や従業員の安全確保のために水防責任者、連絡体制、避難誘導計画等を
定めた浸水被害防止計画（水防マニュアル）を作成し、従業員や関係者に周知徹底するとともに、従業員等への
防災教育・訓練を行う。特に、地下空間に浸水する前に全員が避難できる体制を検討する。 

（３）地下空間管理者や地下空間利用者に対する水害情報の的確かつ迅速な伝達 

本市及び地下街等の地下空間管理者は、地下空間からの避難は浸水前に完了することが望ましいことを考慮
し、地下空間管理者、地下施設利用者等に水害情報等を的確かつ迅速に伝達することができる手法を検討する。 

（４）迅速かつ確実な避難の確保 

 地下街等の地下空間管理者は、迅速かつ確実な避難を確保するために必要な措置を講じる。 

ア 地下空間の安全性確保 

迅速かつ確実に避難するためには、地下空間の安全性確保が求められるため、施設の状況を適切に把握し、
構造物の耐震性及び天井などの非構造部材の安全性の検討、耐震補強工事を行うなど、地下空間の安全性確保
に努める。 

イ 避難口・避難路の明示 

不特定多数の地下空間利用者が迅速かつ確実に避難できるように、さらに分かりやすい避難口・避難路の誘
導表示を行うとともに、その周知に努める。 

ウ 緊急避難用の対策 

地下空間への浸水が生じた場合、流入する水が避難を困難にする。こうした特性を十分に踏まえ、逃げ遅れ
た場合や緊急時のために、緊急避難用施設の設置や非常照明灯の設置等の避難対策を検討する。 

 
１９－２ 地下空間の浸水防止対策 
 
地下街等の管理者は、地下空間の浸水対策として次の対策を行う。 

（１）出入口部や換気口における浸水対策 

地上出入口部のマウンドアップや防水板等による防水対策を進めるとともに、想定される浸水に対して防水機能
及び浸水の遅延機能を十分に発揮できるように、防水堰、防水扉等の設置や自動化、土のう・防水パックの備蓄等
を検討する。 

 また、換気口においては浸水に対して十分な高さを確保するよう努める。 

（２）排水施設からの逆流防止 

構内下水の排水特性等を踏まえた上で、排水施設からの逆流防止対策として逆流防止弁の設置等を検討する。 

 

（３）電源設備等の浸水対策 

電源設備等が浸水しないように地上及び高所への移設、主要設備の耐水化、予備電源の確保等に努める。 

 また、浸水した水を排水するポンプの拡充等に努める。 

 

１９－３ 地下空間の津波対策 
 
民間ビルも含めた地下街、地下駅等の地下空間について、市及び津波浸水想定区域における地下街等の所有者又

は管理者は、水防法に準拠した次の取組みを行うとともに、地下街等の所有者又は管理者は、地下出入口への止水
板の設置、止水扉の設置や電動化等のハード整備を進める。具体的な対策については、国、府、本市、事業者、関
係機関が連携して検討を行う。 

（１） 府の津波浸水想定の結果を踏まえ、浸水想定区域内の地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ
多数の者が利用する施設）で利用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図ることが必要なものは、
本地域防災計画において、当該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、①～③の事項を記載した印刷物の配布その他必要な措置を講じる。 

① 津波に関する情報の伝達方法 

② 避難場所その他津波襲来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 

 
第１９節 地下空間の浸水対策等 
 
地下空間への浸水は、人命に関わる深刻な被害につながる可能性が高い。本市においては、ターミナル駅周辺に

おいて地下空間の利用が進んでいることから、大都市特有の災害リスクとして、地下空間における耐震性の確保と
ともに浸水対策の推進を図る。 

東日本大震災を踏まえ、速やかに実施すべき避難対策として、上町台地より西側にある地下街・地下道・地下駅
の所有者又は管理者は、大阪市の要請により、これまでの想定を上回る津波による浸水に備え、避難が可能な接続
ビル（津波避難ビル等）と連携した避難確保計画を作成するとともに、避難訓練等を実施する。 

また、市と所有者等は連携し、これら接続ビル（津波避難ビル等）が様々な都市型災害での避難確保に対応でき
るよう検討する。 

 
１９－１ 地下空間の浸水避難対策等 
 
（１）地下空間の浸水危険性の啓発・広報 

危機管理室及び地下街等の地下空間管理者は、地下空間の浸水危険性等の各種啓発活動や広報活動等を検討す
るとともに、水害ハザードマップ等の活用により、地下空間の存在する区域の浸水危険性の事前周知を図る。 

（２）地下空間浸水対策のための水防体制づくり 

地下街等の地下空間管理者は、利用者や従業員の安全確保のために水防責任者、連絡体制、避難誘導計画等を
定めた避難確保・浸水防止計画を作成し、従業員や関係者に周知徹底するとともに、従業員等への防災教育・訓
練を行う。特に、地下空間に浸水する前に全員が避難できる体制を検討する。 

（３）地下空間管理者や地下空間利用者に対する水害情報の的確かつ迅速な伝達 

本市及び地下街等の地下空間管理者は、地下空間からの避難は浸水前に完了することが望ましいことを考慮
し、地下空間管理者、地下施設利用者等に水害情報等を的確かつ迅速に伝達することができる手法を検討する。 

（４）迅速かつ確実な避難の確保 

 地下街等の地下空間管理者は、迅速かつ確実な避難を確保するために必要な措置を講じる。 

ア 地下空間の安全性確保 

迅速かつ確実に避難するためには、地下空間の安全性確保が求められるため、施設の状況を適切に把握し、
構造物の耐震性及び天井などの非構造部材の安全性の検討、耐震補強工事を行うなど、地下空間の安全性確保
に努める。 

イ 避難口・避難路の明示 

不特定多数の地下空間利用者が迅速かつ確実に避難できるように、さらに分かりやすい避難口・避難路の誘
導表示を行うとともに、その周知に努める。 

ウ 緊急避難用の対策 

地下空間への浸水が生じた場合、流入する水が避難を困難にする。こうした特性を十分に踏まえ、逃げ遅れ
た場合や緊急時のために、緊急避難用施設の設置や非常照明灯の設置等の避難対策を検討する。 

 
１９－２ 地下空間の浸水防止対策 
 
地下街等の管理者は、地下空間の浸水対策として次の対策を行う。 

（１）出入口部や換気口における浸水対策 

地上出入口部のマウンドアップや防水板等による防水対策を進めるとともに、想定される浸水に対して防水機能
及び浸水の遅延機能を十分に発揮できるように、防水堰、防水扉等の設置や自動化、土のう・防水パックの備蓄等
を検討する。 

 また、換気口においては浸水に対して十分な高さを確保するよう努める。 

（２）排水施設からの逆流防止 

構内下水の排水特性等を踏まえた上で、排水施設からの逆流防止対策として逆流防止弁の設置等を検討する。 

 

（３）電源設備等の浸水対策 

電源設備等が浸水しないように地上及び高所への移設、主要設備の耐水化、予備電源の確保等に努める。 

 また、浸水した水を排水するポンプの拡充等に努める。 

 

１９－３ 地下空間の津波対策 
 
民間ビルも含めた地下街、地下駅等の地下空間について、市及び津波浸水想定区域における地下街等の所有者又

は管理者は、水防法に準拠した次の取組みを行うとともに、地下街等の所有者又は管理者は、地下出入口への止水
板の設置、止水扉の設置や電動化等のハード整備を進める。具体的な対策については、国、大阪府、本市、事業者、
関係機関が連携して検討を行う。 

（１）大阪府の津波浸水想定の結果を踏まえ、浸水想定区域内の地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定
かつ多数の者が利用する施設）で利用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図ることが必要なもの
は、本地域防災計画において、当該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、①～③の事項を記載した印刷物の配布その他必要な措置を講じる。 

① 津波に関する情報の伝達方法 

② 避難場所その他津波襲来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 



③ 地下街等の施設の名称及び所在地 

④ 名称及び所在地を定めたこれらの施設については、当該施設の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成
員に対する津波に関する情報等の伝達方法 

 

（２）地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、以下の事項を定めた避難確保計画（「避難確保・浸水
防止計画」）を作成し、その計画に基づき自衛水防組織を設置し、構成員等について市長に報告、当該計画を
公表するとともに、避難誘導、浸水防止活動等の訓練を実施する。 

① 防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項 

② 浸水の防止のための活動に関する事項 

③ 避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項 

④ 防災教育・訓練に関する事項 

⑤ 自衛水防組織の業務に関する事項 

なお、避難確保・浸水防止計画を作成しようとする場合においては、接続ビル等（地下街等と連続する施設であっ
て、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれがある施設）の管
理者等の意見を聴くよう努める。 
 
第２０節 帰宅困難者対策 
 
本市には、事業所や学校、集客施設等が集中し、約 109 万人（平成 27 年度国勢調査）にのぼる昼間流入人口を

擁しており、加えて買い物客や来阪外国人を含めた観光客等が流入、滞在しているため、大災害により交通機能等
が停止した場合、速やかに帰宅できない帰宅困難者が多数発生することが予想される。 

大阪市域では、ターミナル駅周辺に人が集中して大きな混乱が発生するとともに、一斉帰宅が開始された場合に
は、混雑による集団転倒や沿道建物からの落下物等により、死傷者が発生するおそれがある。また、車道上へ人が
あふれることにより、交通事故の発生、人命救助や緊急輸送等の応急対策活動ができなくなるおそれもある。 

東日本大震災では、首都圏において、多くの帰宅困難者がターミナル駅周辺に集中し、大きな混乱が発生すると
ともに、歩道では徒歩帰宅者による混雑が発生し、また、車道ではタクシーやマイカーによる帰宅者で渋滞し、緊
急車両の通行が困難な状況となった。 

このことから、一斉帰宅や出社の抑制とターミナル駅周辺における混乱防止が、帰宅困難者対策のなかの重要な
要素であり、行政機関のみならず市民等や事業者が主体的に帰宅困難者対策に重点的に取り組む必要がある。 

 
２０－１ 帰宅困難者対策の方針 
 
（１）事業者等との協力 

可能な範囲で地域における「共助」の活動を事業者等に働きかけるとともに、関西広域連合は、構成団体等と連
携して、帰宅困難者の一時的な受け入れ先確保のため、大規模店舗及び大学等に協力を求めるとともに、帰宅者が
無事に帰ることができるように、コンビニエンスストア等の協力を得て、トイレ、水道水等の提供など徒歩帰宅支
援を行う。 

（２）交通事業者等との協力 

国、府、市町村、関西広域連合等は連携して、鉄道の代替としてバス、船舶による輸送が円滑に実施できるよう、
関係機関との情報伝達や運行調整などを行う枠組みの構築を図るほか、徒歩帰宅者への支援を行う。 

なお、具体的な対策については、国、府、市町村、事業者、関係機関が連携して検討を行い、帰宅困難者支援のガ
イドラインを作成するなど、実効性のある帰宅困難者支援の仕組みづくりを行い、それぞれにおいて、広域･基礎自
治体の役割を分担して取り組む。 

 
２０－２ 企業・事業所等における対策の推進 
 
一斉帰宅を抑制するために、企業・事業所などが従業員の保護・情報の収集・宿泊所の確保・食料の備蓄など、

組織での対応に努めるよう、本市は大阪府や関西広域連合、経済団体と連携して、市内の事業者に対して施設内待
機等に係る計画を策定するための働きかけを行う。 

また、発災時間帯別に企業・事業所などが従業員等にとるべき行動を示した計画の策定についても働きかけを行
う。 

 

２０－３ ターミナル駅周辺の滞留者対策 
 
 ターミナル駅が存する区においては、区役所と関係所属が協力してターミナル駅周辺の企業・事業所等の施設管
理者に対し、滞留スペースの提供や滞留者への支援について協力を求め、行政・企業等が帰宅困難者を支援できる
環境づくりに努める。 

 特に、ターミナル駅周辺の帰宅困難者が一時的に滞留することを想定し、各施設管理者は連携して、マップ、標
識等を整備するとともに、これら滞留スペースは様々な都市型災害での避難確保に対応できるよう努める。 

 
２０－４ 交通情報の入手・伝達方法の確立 
 
本市は、大阪府や関西広域連合と連携して、被害状況や道路・鉄道の交通状況等の情報の入手・伝達方法を確立

し、市民等や事業所に対して普及啓発を図るとともに、情報の提供にあたっては、防災関係機関が連携し、利用者

③ 地下街等の施設の名称及び所在地 

④ 名称及び所在地を定めたこれらの施設については、当該施設の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成
員に対する津波に関する情報等の伝達方法 

 

（２）地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、以下の事項を定めた避難確保計画（「避難確保・浸水
防止計画」）を作成し、その計画に基づき自衛水防組織を設置し、構成員等について市長に報告、当該計画を
公表するとともに、避難誘導、浸水防止活動等の訓練を実施する。 

① 防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項 

② 浸水の防止のための活動に関する事項 

③ 避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項 

④ 防災教育・訓練に関する事項 

⑤ 自衛水防組織の業務に関する事項 

なお、避難確保・浸水防止計画を作成しようとする場合においては、接続ビル等（地下街等と連続する施設であっ
て、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれがある施設）の管
理者等の意見を聴くよう努める。 
 
第２０節 帰宅困難者対策 
 
本市には、事業所や学校、集客施設等が集中し、約 109 万人（平成 27 年度国勢調査）にのぼる昼間流入人口を

擁しており、加えて買い物客や来阪外国人を含めた観光客等が流入、滞在しているため、大災害により交通機能等
が停止した場合、速やかに帰宅できない帰宅困難者が多数発生することが予想される。 

大阪市域では、ターミナル駅周辺に人が集中して大きな混乱が発生するとともに、一斉帰宅が開始された場合に
は、混雑による集団転倒や沿道建物からの落下物等により、死傷者が発生するおそれがある。また、車道上へ人が
あふれることにより、交通事故の発生、人命救助や緊急輸送等の応急対策活動ができなくなるおそれもある。 

東日本大震災では、首都圏において、多くの帰宅困難者がターミナル駅周辺に集中し、大きな混乱が発生すると
ともに、歩道では徒歩帰宅者による混雑が発生し、また、車道ではタクシーやマイカーによる帰宅者で渋滞し、緊
急車両の通行が困難な状況となった。 

このことから、一斉帰宅や出社の抑制とターミナル駅周辺における混乱防止が、帰宅困難者対策のなかの重要な
要素であり、行政機関のみならず市民等や事業者が主体的に帰宅困難者対策に重点的に取り組む必要がある。 

 
２０－１ 帰宅困難者対策の方針 
 
（１）事業者等との協力 

可能な範囲で地域における「共助」の活動を事業者等に働きかけるとともに、関西広域連合は、構成団体等と連
携して、帰宅困難者の一時的な受け入れ先確保のため、宿泊施設、大規模店舗及び大学等に協力を求めるとともに、
帰宅者が無事に帰ることができるように、コンビニエンスストア等の協力を得て、トイレ、水道水等の提供など徒
歩帰宅支援を行う。 

（２）交通事業者等との協力 

国、大阪府、市町村、関西広域連合等は連携して、鉄道の代替としてバス、船舶による輸送が円滑に実施できる
よう、関係機関との情報伝達や運行調整などを行う枠組みの構築を図るほか、徒歩帰宅者への支援を行う。 

なお、具体的な対策については、国、大阪府、市町村、事業者、関係機関が連携して検討を行い、帰宅困難者支援
のガイドラインを作成するなど、実効性のある帰宅困難者支援の仕組みづくりを行い、それぞれにおいて、広域･基
礎自治体の役割を分担して取り組む。 

 
２０－２ 企業・事業所等における対策の推進 
 
一斉帰宅を抑制するために、企業・事業所などが従業員の保護・情報の収集・宿泊所の確保・食料の備蓄など、

組織での対応に努めるよう、本市は大阪府や関西広域連合、経済団体と連携して、市内の事業者に対して施設内待
機等に係る計画を策定するための働きかけを行う。 

また、発災時間帯別に企業・事業所などが従業員等にとるべき行動を示した計画の策定についても働きかけを行
う。 

 

２０－３ ターミナル駅周辺の滞留者対策 
 
 ターミナル駅が存する区においては、区役所と関係所属が協力してターミナル駅周辺の企業・事業所等の施設管
理者に対し、滞留スペースの提供や滞留者への支援について協力を求め、行政・企業等が帰宅困難者を支援できる
環境づくりに努める。 

 特に、ターミナル駅周辺の帰宅困難者が一時的に滞留することを想定し、各施設管理者は連携して、マップ、標
識等を整備するとともに、これら滞留スペースは様々な都市型災害での避難確保に対応できるよう努める。 

 
２０－４ 交通情報の入手・伝達方法の確立 
 
本市は、大阪府や関西広域連合と連携して、被害状況や道路・鉄道の交通状況等の情報の入手・伝達方法を確立

し、市民等や事業所に対して普及啓発を図るとともに、情報の提供にあたっては、防災関係機関が連携し、利用者



自らが次の行動を判断できるよう、利用者視点での情報提供に取り組む。 

また、市民等に対し、家族の安否確認の方法について普及啓発を図る。 

 

２０－５ 徒歩帰宅者への支援 
 
職場等にとどまった帰宅困難者等は、被害状況等の情報をもとに、安全に帰宅できると判断された段階で、帰宅

を開始することが想定される。交通機能が停止している場合、多くの人が徒歩で帰宅することになることが予想さ
れることから、安全な徒歩帰宅の支援を充実させる必要がある。 

本市は、民間事業者等との連携のもと進める下記の取組みが十分に機能するよう、引き続き大阪府・関西広域連
合等と連携して対策を進める。 

 

（１）コンビニエンスストア、ファミリーレストラン等における支援 

徒歩帰宅者に対し、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン等（「災害時帰宅支援ステーション」と
呼称）にて、水道水、トイレ、ラジオ等で知り得た道路情報等を提供する協定（「災害時における帰宅困難者支
援に関する協定書」）を、本市の加盟する関西広域連合は各事業者と締結している。帰宅支援ステーションに
は、周知のためのステッカーを掲出する。帰宅支援ステーションについては、関西広域連合と連携し、適宜啓
発ポスター等による周知に努める。 

（２）給油取扱所における支援 

徒歩帰宅者に対し、給油取扱所（「防災・救急ステーション」と呼称）において、水道水、トイレ、ラジオ等で知
り得た道路情報等を提供する協定（「地震災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定」）を、大阪府と
ともに大阪府石油商業組合と締結している。防災・救急ステーションには、周知のためのポスターを掲出する。 
 
 
２０－６ 代替輸送 
 
市本部は、大阪府と連携し、災害発生時における各鉄道・バス事業者の運行状況を把握し、統一的な情報発信を

行う。 
また、市本部は、国や関西広域連合、大阪府と連携し、本市における各鉄道・バス事業者等の輸送機能が早期に

回復できるよう調整を図る。 
なお、市内の鉄道が被災し、当面、運行再開ができない場合は、市本部が警察や道路管理者に道路の通行可否を

確認のうえ、市中心部と市境界付近のバス事業者の営業所やターミナルを結ぶ区間を基本に、バス事業者及び大阪
バス協会と連携して輸送を確保するよう努める。 
府や関西広域連合と連携し、近畿運輸局、道路管理者、交通管理者、鉄道・バス事業者等の関係機関による代替

輸送が円滑に実施されるように努める。 
 
２０－７ 帰宅困難者数の推計 
 
市内滞留者のうちの帰宅困難者数推計数は次のとおり。 

 

表１ 行政区ごとの帰宅困難者発生推計数 
（単位：万人） 

行政区 北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 

帰宅困難者数 25.28 1.82 1.54 1.05 21.03 6.91 

行政区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 淀川区 

帰宅困難者数 1.28 0.97 2.53 1.83 1.27 3.72 

行政区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 

帰宅困難者数 2.31 1.06 1.22 1.06 1.77 0.96 

行政区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区 

帰宅困難者数 1.48 1.74 1.50 1.32 1.93 0.99 

 
第２１節 避難行動要支援者に関する対策 
 

２１－１ 避難行動要支援者避難支援 
 
避難行動要支援者支援については、「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」の定めによる。 

 
ア 避難行動要支援者の取組み（自助） 
（ア）自己の安全確保 

平常時から災害に関する危機意識を持って、家具の固定等自らの住まいの安全確保や医薬品、医療器具、生
活用品等の準備など、自己の安全を確保するよう努める。 

（イ）避難行動の確保 

自らが次の行動を判断できるよう、利用者視点での情報提供に取り組む。 

また、市民等に対し、家族の安否確認の方法について普及啓発を図る。 

 

２０－５ 徒歩帰宅者への支援 
 
職場等にとどまった帰宅困難者等は、被害状況等の情報をもとに、安全に帰宅できると判断された段階で、帰宅

を開始することが想定される。交通機能が停止している場合、多くの人が徒歩で帰宅することになることが予想さ
れることから、安全な徒歩帰宅の支援を充実させる必要がある。 

本市は、民間事業者等との連携のもと進める下記の取組みが十分に機能するよう、引き続き大阪府・関西広域連
合等と連携して対策を進める。なお、具体的な対策としては、関西広域連合が策定した「関西広域帰宅困難者対策
ガイドライン」に基づいて訓練などを行うこととし、実効性を高めていく取組みを行う。 

（１）コンビニエンスストア、ファミリーレストラン等における支援 

徒歩帰宅者に対し、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン等（「災害時帰宅支援ステーション」と
呼称）において、水道水、トイレ、ラジオ等で知り得た道路情報等を提供する協定（「災害時における帰宅困難
者支援に関する協定書」）を、本市の加盟する関西広域連合は各事業者と締結している。帰宅支援ステーション
には、周知のためのステッカーを掲出する。帰宅支援ステーションについては、関西広域連合と連携し、適宜
啓発ポスター等による周知に努める。 

（２）給油取扱所における支援 

徒歩帰宅者に対し、給油取扱所（「防災・救急ステーション」と呼称）において、水道水、トイレ、ラジオ等で知
り得た道路情報等を提供する協定（「地震災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定」）を、本市は大
阪府とともに大阪府石油商業組合と締結している。防災・救急ステーションには、周知のためのポスターを掲出す
る。 
 
２０－６ 代替輸送 
 
危機管理部は、大阪府と連携し、災害発生時における各鉄道・バス事業者の運行状況を把握し、統一的な情報

発信を行う。 
また、危機管理部は、国や関西広域連合、大阪府と連携し、本市における各鉄道・バス事業者等の輸送機能が

早期に回復できるよう調整を図るとともに、近畿運輸局、道路管理者（港湾管理者）、交通管理者、鉄道・バス
事業者等の関係機関による代替輸送が円滑に実施されるように努める。 
なお、市内の鉄道が被災し、当面、運行再開ができない場合は、危機管理部が警察や道路管理者（港湾管理

者）に道路の通行可否を確認のうえ、市中心部と市境界付近のバス事業者の営業所やターミナルを結ぶ区間を基
本に、バス事業者及び大阪バス協会と連携して輸送を確保するよう努める。 
 
 
２０－７ 帰宅困難者数の推計 
 
市内滞留者のうちの帰宅困難者数推計数は次のとおり。 

 

表１ 行政区ごとの帰宅困難者発生推計数 
（単位：万人） 

行政区 北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 

帰宅困難者数 25.28 1.82 1.54 1.05 21.03 6.91 

行政区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 淀川区 

帰宅困難者数 1.28 0.97 2.53 1.83 1.27 3.72 

行政区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 

帰宅困難者数 2.31 1.06 1.22 1.06 1.77 0.96 

行政区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区 

帰宅困難者数 1.48 1.74 1.50 1.32 1.93 0.99 

 
第２１節 避難行動要支援者に関する対策 

 
２１－１ 避難行動要支援者避難支援 
 
避難行動要支援者支援については、「大阪市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画）」の定めによる。 

 
ア 避難行動要支援者の取組み（自助） 
（ア）自己の安全確保 

平常時から災害に関する危機意識を持って、家具の固定等自らの住まいの安全確保や医薬品、医療器具、生
活用品等の準備など、自己の安全を確保するよう努める。 

（イ）避難行動の確保 



災害発生時に自身及び家族で適切な避難行動が行えるよう努めるとともに、平常時から隣近所等、身近な人
たちとのコミュニケーションを大事にし、防災訓練や地域の活動などに積極的に参加するよう努める。 

イ  自主防災組織を中心とした地域の取組み（共助） 
（ア）自主防災活動の企画、立案 

地域の特性を踏まえ優先的に取り組むべき活動の内容を、市民等の参加による話し合いなどを通して決定す
る。 

（イ）避難行動要支援者情報の把握 
自分たちの地域で生活する人はみんなで守っていくということを基本に、平常時から避難行動要支援者情報

の把握に努め、災害時には避難支援等を行うよう努める。 
なお、避難支援者は、第一に本人又は家族等の生命及び身体の安全を守ることが大前提であり、助けようと

しても、助けられない可能性もあることについて、避難行動要支援者の理解を得る必要がある。 
（ウ）自主防災活動の実施 

地域の特性に応じて企画、立案した防災活動を、市民及び事業者との協働により実施していく。また、災害
時に適切に行動できるよう、日頃から避難行動要支援者をはじめとしたより多くの市民等の参加のもとに実践
的な防災訓練を地域ぐるみで実施する。 

ウ  本市の取組み（公助） 
（ア）地域における活動への支援 

地域における避難行動要支援者の避難支援の取組みが効果的に進展するよう、危機管理室及び区役所は、安否
確認等のひな形の提供や先進事例などを地域へ提供し、地域における活動の支援を行う。  

（イ）本市保有情報に基づく避難行動要支援者情報の把握、管理 
大阪市が通常施策を実施するために収集している要配慮者情報を利用して、「大阪市避難行動要支援者名簿※」

をあらかじめ作成、毎年更新し、個人情報の取扱いに関するルールを作成するなど避難行動要支援者支援の基盤が
整った地域からの要請に応じて避難支援等関係者となる自主防災組織へ避難行動要支援者情報（高齢者施設、障が
い児・者施設への長期入所者については、施設管理者など避難支援者が明確であることから除くこととする。）を本
人の同意を得る、又は条例の定めるところにより提供する。 
災害発生又は発生するおそれのあるときは、以下の目安を参考とし、災害状況を判断しながら提供することとす

る。 
□目安 
 ・震度6弱以上 
 ・避難準備・高齢者等避難開始発令時 
□提供先 
 ・地域本部 
 ・その他、区長が認めるもの 
 
【大阪市避難行動要支援者名簿作成基準】 
・要介護３以上の人  
・要介護２以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の人 
・重度障がい者 
    身体障がい者 1・2級 
    知的障がい者 Ａ 

精神障がい者 1級 
・視覚障がい・聴覚障がい 3・4級 
・音声･言語機能障がい 3級 
・肢体不自由（下肢・体幹機能障がい） 3級 
・人工呼吸器装着者等の医療機器への依存度の高い人 
 
【利用する保有個人情報の項目】 
住所、氏名、性別、生年月日、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、その他避難支援等の実
施に関し必要と認める事項 
【名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市町村が求める措置及び市町村が講ずる措置】 
プライバシー保護に配慮した具体的な実施方法を事務取扱要領として別途定める。 
（ウ）災害時の避難行動要支援者支援活動調整体制の整備 

災害時の避難行動要支援者支援活動の初期初動からその後の避難生活支援活動の調整を円滑かつ迅速に実施するた
め、市本部避難行動要支援者支援班の立ち上げ及び調整体制の整備を図る。 
 
第２２節 外国人に関する対策 
 
市域には居住者としての外国人と、観光・ビジネス等の目的で来訪している外国人がみられる。居住する外国人

に対して、日頃からの防災知識の普及・啓発を行い、災害時行動力の向上に努める。来訪者としての外国人に対し
ては、災害時に自国又は次に予定している旅行先などへ安全かつ速やかに移動できるよう、駐日外国公館、宿泊施
設、事業所等と協力した災害情報の提供に努める。また、災害時の多言語による地震情報や災害情報・安否情報・
被災情報提供など災害時における外国人への支援策の充実を図る。 
 

 

災害発生時に自身及び家族で適切な避難行動が行えるよう努めるとともに、平常時から隣近所等、身近な人
たちとのコミュニケーションを大事にし、防災訓練や地域の活動などに積極的に参加するよう努める。 

イ  自主防災組織を中心とした地域の取組み（共助） 
（ア）自主防災活動の企画、立案 

地域の特性を踏まえ優先的に取り組むべき活動の内容を、市民等の参加による話し合いなどを通して決定す
る。 

（イ）避難行動要支援者情報の把握 
自分たちの地域で生活する人はみんなで守っていくということを基本に、平常時から避難行動要支援者情報

の把握に努め、災害時には避難支援等を行うよう努める。 
なお、避難支援者は、第一に本人又は家族等の生命及び身体の安全を守ることが大前提であり、助けようと

しても、助けられない可能性もあることについて、避難行動要支援者の理解を得る必要がある。 
（ウ）自主防災活動の実施 

地域の特性に応じて企画、立案した防災活動を、市民及び事業者との協働により実施していく。また、災害
時に適切に行動できるよう、日頃から避難行動要支援者をはじめとしたより多くの市民等の参加のもとに実践
的な防災訓練を地域ぐるみで実施する。 

ウ  本市の取組み（公助） 
（ア）地域における活動への支援 

地域における避難行動要支援者の避難支援の取組みが効果的に進展するよう、危機管理室及び区役所は、安否
確認等のひな形の提供や先進事例などを地域へ提供し、地域における活動の支援を行う。  

（イ）本市保有情報に基づく避難行動要支援者情報の把握、管理 
大阪市が通常施策を実施するために収集している要配慮者情報を利用して、「大阪市避難行動要支援者名簿※」

をあらかじめ作成、毎年更新し、個人情報の取扱いに関するルールを作成するなど避難行動要支援者支援の基盤が
整った地域からの要請に応じて避難支援等関係者となる自主防災組織へ避難行動要支援者情報（高齢者施設、障が
い児・者施設への長期入所者については、施設管理者など避難支援者が明確であることから除くこととする。）を本
人の同意を得る、又は条例の定めるところにより提供する。 
災害発生又は発生するおそれのあるときは、以下の目安を参考とし、災害状況を判断しながら提供することとす

る。 
□目安 
 ・震度6弱以上 
 ・避難準備・高齢者等避難開始発令時 
□提供先 
 ・地域本部 
 ・その他、区長が認めるもの 
 
【大阪市避難行動要支援者名簿作成基準】 
・要介護３以上の人  
・要介護２以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の人 
・重度障がい者 
    身体障がい者 1・2級 
    知的障がい者 Ａ 

精神障がい者 1級 
・視覚障がい・聴覚障がい 3・4級 
・音声･言語機能障がい 3級 
・肢体不自由（下肢・体幹機能障がい） 3級 
・人工呼吸器装着者等の医療機器への依存度の高い人 
 
【利用する保有個人情報の項目】 
住所、氏名、性別、生年月日、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、その他避難支援等の実
施に関し必要と認める事項 
【名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市町村が求める措置及び市町村が講ずる措置】 
プライバシー保護に配慮した具体的な実施方法を事務取扱要領として別途定める。 
（ウ）災害時の避難行動要支援者支援活動調整体制の整備 

災害時の避難行動要支援者支援活動の初期初動からその後の避難生活支援活動の調整を円滑かつ迅速に実施するた
め、市本部避難行動要支援者支援班の立ち上げ及び調整体制の整備を図る。 
 
第２２節 外国人に関する対策 
 
市域には居住者としての外国人と、観光・ビジネス等の目的で来訪している外国人がみられる。居住する外国人

に対して、日頃からの防災知識の普及・啓発を行い、災害時行動力の向上に努める。来訪者としての外国人に対し
ては、災害時に自国又は次に予定している旅行先などへ安全かつ速やかに移動できるよう、駐日外国公館、宿泊施
設、事業所等と協力した災害情報の提供に努める。また、災害時の多言語による地震情報や災害情報・安否情報・
被災情報提供など災害時における外国人への支援策の充実を図る。 
 

 



２２－１ 防災知識の普及・啓発 
 
災害による被害の軽減を図るためには、地震や災害による被害、防災対策に関する正しい知識を持って行動する

ことが必要であることから、防災知識の普及・啓発活動に努める。 

外国人住民には、区役所は経済戦略局及び公益財団法人大阪国際交流センター（以下「国際交流センター」とい
う。）等と連携し、外国人向けの防災教育や防災訓練等の実施に努め、併せて、危機管理室、国際交流センター等で
作成する外国語版の防災ツールの配布や防災情報のホームページの多言語化や「やさしい日本語」等により情報提
供に努め、防災意識の高揚を図る。 

来阪外国人旅行者には、経済戦略局は大阪観光局と連携し、災害発生に備え、災害に関する知識や情報入手先の
情報の周知に努める。また、災害発生から帰国までの間の来阪外国人旅行者の滞在場所は、滞在又は予約している
宿泊施設が基本となることや、災害時には自国の駐日外国公館等のホームページを確認するよう周知する。 

 

２２－２ 避難場所等の案内板・標識類の整備 
 
危機管理室及び区役所は、広域避難場所・災害時避難所等の案内板や標識類について、多言語化ややさしい日本語
表記を行うとともに、日本人、外国人の区別なく一目で避難所とわかるよう防災ピクトグラムを表示する等、外国
人に配慮した整備を行う。 
 
２２－３ 災害多言語支援センターの設置 
 
経済戦略部は「災害時における外国人市民支援に関する協定」に基づき、必要に応じて災害多言語支援センター

（以下「多言語支援センター」という。）を国際交流センターに設置する。国際交流センターは、経済戦略部の指示
に基づき、多言語支援センターの運営にかかる業務を行う。 

 
２２－４ 情報提供・相談体制 

 
災害時においては、外国語による情報が不足しがちであることから、多言語支援センターは、経済戦略部と連携

し、多言語による外国人住民への情報提供及び相談対応を行う。また、多言語支援センターは、市本部及び本部の
要請に基づき通訳・翻訳等の支援（災害時避難所の巡回）を行う。 

来阪外国人旅行者には、経済戦略部は大阪観光局と連携し、早期帰国等に向けた災害情報等を多言語で提供する
ため、ウェブサイトやＳＮＳ等の様々なツールを活用して、多言語での情報発信に努めるとともに、観光案内所を
はじめ、ターミナル駅周辺における多言語での情報提供の充実に努める。 

また、経済戦略部は、外国人に関わる各種情報について、当該国の駐日外国公館等との連絡調整を図る。 
 
第６章 学校等 

 

第２３節 文教対策 

 
災害発生時における幼児、児童、生徒（以降「児童等」という。）の身体の安全、文教施設の保全応急教育の実施

その他必要な事項を定め、もってこれらの円滑な遂行を図り文教対策の万全を期す。 
学校は、児童・生徒の安全確保や災害被害の未然防止を目的として、毎年防災計画を作成するとともに、登下校

時の対応を含め、適宜、危機管理発生時対処要領（危機管理マニュアル）の見直しを行い、校内防災体制の確立に
努める。 

 
２３－１ 学校園の災害発生時の対策 
 
学校園等は、保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに関するルールをあらかじめ

定める。また、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育所・認定
こども園等の施設との連絡・連携体制の構築を行う。 

（１）授業時間中の対応 
ア 教職員は、災害発生時、直ちに、幼児、児童、生徒（以下「児童等」という）の安全確保のため、必要な措
置を講ずるとともに、負傷した児童等の応急手当や医療施設への連絡等の救護措置を行う。 

イ  校園長は、あらかじめ定められた非常変災時※の措置基準に従い下校措置の判断を行い、教職員が児童等の
保護者に連絡し児童等を下校させる。下校に際しては、保護者の不在、通学路・居住地区の危険性の情報収集
を行い、安全の確認ができない場合は学校園に児童等を保護する。 

 ※自然災害をはじめとする緊急事態全般 

 

（２）授業時間外の対応 
ア 校園長は、あらかじめ定められた非常変災時の措置基準に従い臨時休業措置の判断を行い、教職員をして児
童等の保護者に連絡するとともに、児童等の状況について確認を行う。 

イ 教職員は、あらかじめ定められた計画により学校園に参集し、必要な対応を行う。 
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る。また、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育所・認定こど
も園等の施設との連絡・連携体制の構築を行う。 
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ア 教職員は、災害発生時、直ちに、児童等の安全確保のため、必要な措置を講ずるとともに、負傷した児童等
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 ※自然災害をはじめとする緊急事態全般 

 

（２）授業時間外の対応 
ア 校園長は、あらかじめ定められた非常変災時の措置基準に従い臨時休業措置の判断を行い、教職員をして児
童等の保護者に連絡するとともに、児童等の状況について確認を行う。 

イ 教職員は、あらかじめ定められた計画により学校園に参集し、必要な対応を行う。 

 

 

 



２３－２ 教育施設の応急対策 
 
（１）施設の管理 

施設の長は、被害を最小限に防止するために、消火器、防火シャッター等防災器具及び防災施設の定期点
検、災害時に転倒及び落下するおそれのある物品等の防止対策を講じておくとともに、特に火災・盗難の予
防、停電断水等の事故に対する措置を行う。 

（２）被害状況の報告 
施設の長は、児童等や利用者の人的被害状況、施設等の物的被害状況及び初動体制を把握のうえ、教育部、こ

ども青少年部が別に定める要領によりその状況を教育部、こども青少年部に速報する。 

（３）応急復旧工事の施行 
教育部長、こども青少年部長は、被害状況報告を受け、被害の甚大な施設及び重要な施設について現地調査

を行い、その結果によって応急復旧工事を立案する一方、応急復旧工事を速やかに実施する。 
 

２３－３  応急教育の実施 
 

（１）校園長は、校園施設の全部又は一部が損壊し、もしくはその他の事由により教育を実施する施設の確
保が困難となった場合には、次の応急教育の措置を図る。 

ア  校園施設が使用できない場合は、仮設教室（プレハブ）を建設する等代替施設の確保に努める。 

イ  屋内運動場、特別教室等校園施設の一部が使用できるときは、それら施設を活用する。 

（２）この場合、児童等を守るため被災校舎、通学路等の安全確保を行うとともに、教職員の確保に努め
る。 
（３）災害による授業の中断などで、授業内容の進度に遅れが生じ、計画された教育課程の実施に支障が出
た場合、授業形態の工夫や年間指導計画の見直し等を行い、教育活動のための時間の確保に努める。 

 

２３－４ 教材の調達及び配給対策 
 
（１） 校園長は、児童等の教科書及びその他学用品に被害があった場合、教育部、こども青少年部が別に定める要

領により速やかに報告する。 

（２） 教育部、こども青少年部は、前記の報告に基づき、補給必要数を確認して調達配給する。 

また、災害救助法が適用された場合は、被災児童生徒に対して、同法の規定に基づく学用品の給与を行う。 

 

２３－５ 児童・生徒の健康管理 
 
市教育委員会及び校園長は、被災児童・生徒の体と心の健康管理を図るため、保健所等の専門機関との連携を図

りながら、健康診断、教職員によるカウンセリング、電話相談等を実施する。 

 

２３－６ 学校給食対策 
 
校園長は、学校の給食施設等に被害があった場合には、次の事項に留意して給食実施の可否について教育部と協

議のうえ決定するとともに、学校長、大阪府教育委員会及び大阪市教育委員会は、速やかに学校給食用物資の確保、
給食施設等の復旧などの措置を講ずる。 

（１）被害状況を点検のうえ、できうる限り給食を実施するよう配慮する。ただし被害が甚大で給食の実施が困難
な場合は適切な措置を施し、早期に再開できるように努めること。 

（２）災害時避難所が開設されている学校は、給食施設が避難者炊出し用に利用される場合には、学校給食と避難
者炊出しとの調整に留意すること。 

そのほか、学校長は災害により学校給食の運営が極めて困難となった場合及び給食用物資に著しい被害があ
った場合は、速やかに別に定める要領により教育部あて報告すること。 

 

２３－７ 教職員の確保対策 
 
校園長は、教育部に対し教職員の被害状況報告を別に定める要領により、速やかに提出する。 

教職員の被災により、授業の継続に支障をきたすおそれがある場合には、応急措置として次より教職員の補充や
教育部の職員を派遣するなど円滑な学校運営が確保できるよう必要な措置を講ずる。 

（１）条例定数の範囲内で、できうる限りの専任教職員の補充を行う。 

（２）他の校園に要請し、被災していない教職員を兼務させる。 

（３）非常勤講師の配属を行う。 

（４）上記の措置によっても、なお、補充が十分でないときは、教育部勤務の指導主事を臨時に補充する。 

 

２３－８ 災害時避難所として開設された場合の措置 
 
（１）避難所の管理運営 

ア  教育施設が避難所等として開設された場合は、避難者受入業務実施細目に基づき、区本部長が任命配置した
要員（避難所主任及び係員）が避難所の管理にあたる。避難所主任の到着前において、学校長はその業務を代
行し、市民等への緊急的な対応を行う。 

２３－２ 教育施設の応急対策 
 
（１）施設の管理 

施設の長は、被害を最小限に防止するために、消火器、防火シャッター等防災器具及び防災施設の定期点
検、災害時に転倒及び落下するおそれのある物品等の防止対策を講じておくとともに、特に火災・盗難の予
防、停電断水等の事故に対する措置を行う。 
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（３）災害による授業の中断などで、授業内容の進度に遅れが生じ、計画された教育課程の実施に支障が出
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２３－４ 教材の調達及び配給対策 
 
（１） 校園長は、児童等の教科書及びその他学用品に被害があった場合、教育部、こども青少年部が別に定める要

領により速やかに報告する。 

（２） 教育部、こども青少年部は、前記の報告に基づき、補給必要数を確認して調達配給する。 

また、災害救助法が適用された場合は、被災児童等に対して、同法の規定に基づく学用品の給与を行う。 

 

２３－５ 児童・生徒の健康管理 
 
教育部及び校園長は、被災児童・生徒の体と心の健康管理を図るため、保健所等の専門機関との連携を図りなが

ら、健康診断、教職員によるカウンセリング、電話相談等を実施する。 

 

２３－６ 学校給食対策 
 
学校長は、学校の給食施設等に被害があった場合には、次の事項に留意して給食実施の可否について教育部と協

議のうえ決定するとともに、教育部及び学校長は、速やかに学校給食用物資の確保、給食施設等の復旧などの措置
を講ずる。 

（１）被害状況を点検のうえ、できうる限り給食を実施するよう配慮する。ただし被害が甚大で給食の実施が困難
な場合は適切な措置を施し、早期に再開できるように努めること。 

（２）災害時避難所が開設されている学校は、給食施設が避難者炊出し用に利用される場合には、学校給食と避難
者炊出しとの調整に留意すること。 

そのほか、学校長は災害により学校給食の運営が極めて困難となった場合及び給食用物資に著しい被害があ
った場合は、速やかに別に定める要領により教育部あて報告すること。 

 

２３－７ 教職員の確保対策 
 
校園長は、教育部に対し教職員の被害状況報告を別に定める要領により、速やかに提出する。 

教職員の被災により、授業の継続に支障をきたすおそれがある場合には、応急措置として次より教職員の補充や
教育部の職員を派遣するなど円滑な学校運営が確保できるよう必要な措置を講ずる。 

（１）条例定数の範囲内で、できうる限りの専任教職員の補充を行う。 

（２）他の校園に要請し、被災していない教職員を兼務させる。 

（３）非常勤講師の配置を行う。 

（４）上記の措置によっても、なお、補充が十分でないときは、教育部勤務の指導主事を臨時に補充する。 

 

２３－８ 災害時避難所として開設された場合の措置 
 
（１）避難所の管理運営 

ア  教育施設が避難所等として開設された場合は、区本部長が任命配置した要員（避難所主任及び係員）が避難
所の管理にあたる。避難所主任の到着前において、校園長はその業務を代行し、市民等への緊急的な対応を行
う。 



イ  教職員は、自主防災組織とともに、避難所の運営に協力する。 

（２）避難所内での応急教育の実施 
教育施設の教育機能の早期回復のため、教育施設内に避難者がいる場合でも、学校長が可能である

と判断し次第、一部の教育を再開する。 
また、児童・生徒の転校手続き等の弾力的運用を図る。 
 

第２４節 文化財の応急対策   
２４－１ 文化財の応急対策 
 

指定文化財の所有者又は管理責任者が被災状況を調査し、その結果を府教育委員会に報告する場合に、市教育
委員会はこれに協力する。 

市教育委員会は、被災文化財の被害拡大を防止するため、府教育委員会とともに所有者又は管理責任者に対し、
応急措置をとるように指導・助言を行う。 

 
 

予防応急対策  
第７章 防災教育・訓練 
 
第２５節 防災知識の普及・防災教育 
 

災害による被害の軽減を図るためには、地震や地震被害、その他の災害、防災対策に関する正しい知識と行動力
が不可欠である。また、災害時の災害応急活動を実効性のあるものとするためには、本市職員をはじめ、防災関係
機関の職員、市民等、事業者など広範な人々に防災知識を普及する必要がある。 

災害は場合によっては広範囲にわたり、同時に多数の火災、救助・救急事象が発生するとともに、交通混乱等各
種の被害が予想される。このため防災知識の普及は、まず地震等の災害が発生した場合の起こりうる事象や、防災
対策の基本などの防災情報を正確に理解すること、本市職員をはじめ、各防災関係機関、市民等、事業者が自らの
役割を理解することが重要である。 

大規模地震などの災害の発生直後においては、すべての災害応急対策を防災関係機関だけで実施することは困難
であることから、「自らの命は自らで守る（自助）」「自らの地域は自らで守る（共助）」ために市民等や事業者が平
素から備えるべきこと、防災関係機関と市民組織や企業・団体などが分担・協力して実施すべきこと及び地域にお
ける高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の支援に関すること等について知識の普及、啓発を行うとともに、
高齢者、障がい者、男女のニーズの違いなど多様な視点を踏まえた体制が整備されるよう努める。 

また、防災知識の普及啓発、訓練や研修の実施等、幼児期からその発達段階に応じ学校教育及び社会教育等、
あらゆる機会を通じて、市民等の防災意識の高揚と災害初動対応スキルの習得に努める。 

なお、浸水ハザードマップ等を活用する際には、今後発生する可能性が高いとされている東南海・南海地震
や、南海トラフ巨大地震では、大阪にも津波が来襲することが想定されており、津波浸水区域も視野に入れた
ハザードマップ等を活用し、津波防災に関する知識の普及、啓発も行う。 

 

２５－１ 市職員に対する防災知識の普及啓発 
 

災害は、その発生の季節、時間、地理的な条件により被害状況が異なり、また職員自らが被災者になる可能性
があるなど不確定な要素が多い。特に、夜間や休日などの勤務時間外に災害が発生した場合、初期段階では参集
職員数も限定され、限られた職員で対処せざるを得ない状況も予想される。 

しかし、このような状況下においても、市職員は災害応急活動の実行上の主体として市民等から期待されてお
り、平素から防災に関する知識を十分に習得し、これらの知識に基づく適切な判断力及び行動力を養うことに努
めなければならず、幹部を含めた全職員への防災教育をより一層充実させる。 

（１）市職員に対する防災研修の実施 
危機管理室は、市職員を対象とした防災研修制度を確立し、危機管理意識の醸成、地域防災計画の理解、防災

技術等の習得を行う。 

ア 職員への防災研修 

職員に対する研修において、防災研修のカリキュラムを取り入れ、防災研修を実施する。また、災害発生時
に的確な情報の収集・伝達ができるよう、防災業務の流れも含めた防災情報システムの端末操作研修を定期的
に実施していく。なお、防災研修の一貫として、防災啓発施設等の見学研修を実施するなど、体験的な防災学
習の充実を図っていく。 

また、国や府、関西広域連合が実施する専門的な研修等を活用し、防災担当職員の災害対応能力の向上を図
る。 

イ 緊急本部員等への防災研修 

緊急本部員及び緊急区本部員に対する定期的な防災研修を実施する。 

 

（２）市職員への災害応急対策活動計画の徹底 
本市職員は、災害応急対策活動の実行上の主体として、自らが平素より本市の各種防災マニュアル等の内容を

十分に理解し、災害発生時における適切な判断力及び行動力を養う。 

このため、各所属は、各種マニュアルを必要に応じ見直すとともに、職員参集制度をはじめ、災害応急対策活
動計画の周知徹底を図る。 

イ  教職員は、自主防災組織とともに、避難所の運営に協力する。 

（２）避難所内での応急教育の実施 
教育施設の教育機能の早期回復のため、教育施設内に避難者がいる場合でも、校園長が可能である

と判断し次第、一部の教育を再開する。 
また、児童等の転校手続き等の弾力的運用を図る。 
 

第２４節 文化財の応急対策   
２４－１ 文化財の応急対策 
 

指定文化財の所有者又は管理責任者が被災状況を調査し、その結果を大阪府教育委員会に報告する場合に、市
教育委員会はこれに協力する。 

市教育委員会は、被災文化財の被害拡大を防止するため、大阪府教育委員会とともに所有者又は管理責任者に
対し、応急措置をとるように指導・助言を行う。 

 
 
予防応急対策  
第７章 防災教育・訓練 

 
第２５節 防災知識の普及・防災教育 

 
災害による被害の軽減を図るためには、地震や地震被害、その他の災害、防災対策に関する正しい知識と行動力

が不可欠である。また、災害時の災害応急活動を実効性のあるものとするためには、本市職員をはじめ、防災関係
機関の職員、市民等、事業者など広範な人々に防災知識を普及する必要がある。 

災害は場合によっては広範囲にわたり、同時に多数の火災、救助・救急事象が発生するとともに、交通混乱等各
種の被害が予想される。このため防災知識の普及は、まず地震等の災害が発生した場合の起こりうる事象や、防災
対策の基本などの防災情報を正確に理解すること、本市職員をはじめ、各防災関係機関、市民等、事業者が自らの
役割を理解することが重要である。 

大規模地震などの災害の発生直後においては、すべての災害応急対策を防災関係機関だけで実施することは困難
であることから、「自らの命は自らで守る（自助）」「自らの地域は自らで守る（共助）」ために市民等や事業者が平
素から備えるべきこと、防災関係機関と市民組織や企業・団体などが分担・協力して実施すべきこと及び地域にお
ける高齢者や障がい者などの要配慮者の支援に関すること等について知識の普及、啓発を行うとともに、高齢者、
障がい者、多様な性によるニーズの違いなど多様な視点を踏まえた体制が整備されるよう努める。 

また、防災知識の普及啓発、訓練や研修の実施等、幼児期からその発達段階に応じ学校教育及び社会教育等、
あらゆる機会を通じて、市民等の防災意識の高揚と災害初動対応スキルの習得に努める。 

なお、浸水ハザードマップ等を活用する際には、今後発生する可能性が高いとされている東南海・南海地震
や、南海トラフ巨大地震では、大阪にも津波が来襲することが想定されており、津波浸水区域も視野に入れた
ハザードマップ等を活用し、津波防災に関する知識の普及、啓発も行う。 

 

２５－１ 市職員に対する防災知識の普及啓発 
 

災害は、その発生の季節、時間、地理的な条件により被害状況が異なり、また職員自らが被災者になる可能性
があるなど不確定な要素が多い。特に、夜間や休日などの勤務時間外に災害が発生した場合、初期段階では参集
職員数も限定され、限られた職員で対処せざるを得ない状況も予想される。 

しかし、このような状況下においても、市職員は災害応急活動の実行上の主体として市民等から期待されてお
り、平素から防災に関する知識を十分に習得し、これらの知識に基づく適切な判断力及び行動力を養うことに努
めなければならず、幹部を含めた全職員への防災教育をより一層充実させる。 

（１）市職員に対する防災研修の実施 
危機管理室は、市職員を対象とした防災研修制度を確立し、危機管理意識の醸成、地域防災計画の理解、防災

技術等の習得を行う。 

ア 職員への防災研修 

職員に対する研修において、防災研修のカリキュラムを取り入れ、防災研修を実施する。また、災害発生時
に的確な情報の収集・伝達ができるよう、防災業務の流れも含めた防災情報システムの端末操作研修を定期的
に実施していく。なお、防災研修の一貫として、防災啓発施設等の見学研修を実施するなど、体験的な防災学
習の充実を図っていく。 

また、国や大阪府、関西広域連合が実施する専門的な研修等を活用し、防災担当職員の災害対応能力の向上
を図る。 

イ 緊急本部員等への防災研修 

緊急本部員及び緊急区本部員に対する定期的な防災研修を実施する。 

 

（２）市職員への災害応急対策活動計画の徹底 
本市職員は、災害応急対策活動の実行上の主体として、自らが平素より本市の各種防災マニュアル等の内容を

十分に理解し、災害発生時における適切な判断力及び行動力を養う。 

このため、各所属は、各種マニュアルを必要に応じ見直すとともに、職員参集制度をはじめ、災害応急対策活
動計画の周知徹底を図る。 



ア 危機管理室は、「職員必携防災マニュアル」を庁内ポータルに掲載し、災害発生時の職員の行動指針を徹底
する。また、職員必携防災マニュアルに、自身の参集場所や災害時の役割を自ら記入できるようにして、常に
携帯することを義務付けるなど周知徹底を図る。 

イ 各区役所は、「区別行動マニュアル」により、各区役所の実態に応じた災害応急対策計画の具体化を図り、
区職員・他所属直近参集職員等への徹底と毎年の見直しを実施する。 

ウ 各部局室は、「部局別行動マニュアル」により、各部局室の災害応急対策計画の具体化を図り、各部局室職
員への徹底と毎年の見直しを実施する。 

 

２５－２ 市民等に対する防災知識の普及啓発 
 
大規模地震の発生時には、出火防止、初期消火、救出、応急救護、避難誘導など広範な応急対策が必要となるが、

防災関係機関の対応だけでは極めて困難となることが予想される。 

このため、危機管理室、消防局及び区役所は連携して、市民等に対して、災害への備え、災害時の行動について
普及を図り、それぞれの地域の災害関連情報を周知するとともに「自らの地域は自らで守る（共助）」という自主防
災意識を醸成し、さらに、高齢者や障がい者などの避難行動要支援者に対する支援の必要性、方法等の防災知識の
普及を図る。また、市内に滞在及び通過する市民等に対しても、ハザードマップ等を活用するなど、市域における
災害リスクの周知を図り防災知識の普及啓発に努める。 

また、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、住民主体の取組を支援・強化することにより、
社会全体としての防災意識の向上を図る。 

（１）普及啓発の内容  

  ア 災害等の知識 

（ア）規模の大きな地震の連続発生や各災害が複合的に発生する 

可能性もあること等、様々な災害の態様や危険性 

（イ）各防災関係機関の防災体制及び講ずる措置 

（ウ）地域の地形、危険場所 

（エ）過去の災害から得られた教訓の伝承 

（オ）地域社会への貢献 

（カ）応急対応、復旧・復興に関する知識 

イ 災害への備え 

（ア）最低３日間できれば１週間分以上の飲料水、食料及び、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等
の生活物資の備蓄 

（イ）非常持ち出し品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、食料、飲料水等）の準備 

（ウ）飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備 

（エ）負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具、什器類の固定、家屋・施設・塀・擁壁の予防・安全対策 

（オ）避難場所・避難路・避難所（コンクリート屋内退避所を含む。）、家族との連絡体制等（連絡方法や避難ル
ールの取り決め等）の確認 

（カ）住宅の耐震診断と耐震改修の必要性 

（キ）自主防災組織活動、初期消火・救出訓練をはじめとした防災訓練などへの参加 

（ク）地震保険・共済、火災保険・共済の加入の必要性 

（ケ）警報等発表時や避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）といった避難情報の発令時に
とるべき行動 

（コ）様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行動、避難場所や指定避難所で
の行動 

 

ウ 災害時の行動 

（ア）身の安全の確保方法 

（イ）情報の入手方法 

（ウ）気象予警報や避難情報等の意味 

（エ）緊急地震速報を見聞きした場合に具体的にとるべき行動 

（オ）津波発生時（大きな長い揺れが継続した場合）にとるべき行動 

（カ）地震発生時における自動車運転者が注意すべき事項 

（キ）避難行動要支援者への支援 

（ク）初期消火、救出救護活動 

（ケ）心肺蘇生法、応急手当の方法 

（コ）避難生活に関する知識 

（サ）自らの安全を確保の上、応急対応等の防災活動への参加 

（シ）自らの被害が軽微であった場合の生活物資等の提供等の協力 

（ス）災害緊急事態が布告され、内閣総理大臣から物資の買占めの自粛等の協力要請があった場合の協力 

 

 

（２）普及啓発の方法 

ア 防災啓発施設（阿倍野防災センター）等を活用した防災知識の普及 

ア 危機管理室は、「職員必携防災マニュアル」を庁内ポータルに掲載し、災害発生時の職員の行動指針を徹底
する。また、職員必携防災マニュアルに、自身の参集場所や災害時の役割を自ら記入できるようにして、常に
携帯することを義務付けるなど周知徹底を図る。 

イ 各区役所は、「区別行動マニュアル」により、各区役所の実態に応じた災害応急対策計画の具体化を図り、
区職員・他所属直近参集職員等への徹底と毎年の見直しを実施する。 

ウ 各部局室は、「部局別行動マニュアル」により、各部局室の災害応急対策計画の具体化を図り、各部局室職
員への徹底と毎年の見直しを実施する。 

 

２５－２ 市民等に対する防災知識の普及啓発 
 
大規模地震の発生時には、出火防止、初期消火、救出、応急救護、避難誘導など広範な応急対策が必要となるが、

防災関係機関の対応だけでは極めて困難となることが予想される。 

このため、危機管理室、消防局及び区役所は連携して、市民等に対して、災害への備え、災害時の行動について
普及を図り、ハザードマップ等を活用するなど、それぞれの地域の災害関連情報を周知するとともに「自らの地域
は自らで守る（共助）」という自主防災意識を醸成し、さらに、高齢者や障がい者などの避難行動要支援者に対する
支援の必要性、方法等の防災知識の普及、及び適切な避難行動に関する理解の促進を図る。 

また、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、住民主体の取組を支援・強化することにより、
社会全体としての防災意識の向上を図る。 

 

（１）普及啓発の内容  

  ア 災害等の知識 

（ア）規模の大きな地震の連続発生や各災害が複合的に発生する 

可能性もあること等、様々な災害の態様や危険性 

（イ）各防災関係機関の防災体制及び講ずる措置 

（ウ）地域の地形、危険場所 

（エ）過去の災害から得られた教訓の伝承 

（オ）地域社会への貢献 

（カ）応急対応、復旧・復興に関する知識 

イ 災害への備え 

（ア）最低３日間できれば１週間分以上の飲料水、食料及び、携帯トイレ・簡易トイレ、 

トイレットペーパー等の生活物資の備蓄 

（イ）非常持ち出し品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、食料、飲料水等）の準備 

（ウ）自動車へのこまめな満タン給油 

（エ）飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備 

（オ）負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具、什器類の固定、家屋・施設・塀・擁壁の予防・安全対策 

（カ）避難場所・避難路・避難所（コンクリート屋内退避所を含む。）、家族との連絡体制等（連絡方法や 

避難ルールの取り決め等）の確認 

（キ）住宅の耐震診断と耐震改修の必要性 

（ク）自主防災組織活動、初期消火・救出訓練をはじめとした防災訓練などへの参加 

（ケ）地震保険・共済、火災保険・共済の加入の必要性 

（コ）警報等発表時や避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）といった避難情報の発令時 

にとるべき行動 

（サ）様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行動、避難場所や指定避難所で
の行動 

ウ 災害時の行動 

（ア）身の安全の確保方法 

（イ）情報の入手方法 

（ウ）気象予警報や避難情報等の意味 

（エ）緊急地震速報を見聞きした場合に具体的にとるべき行動 

（オ）津波発生時（強い揺れまたは弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れが継続した場合）にとるべ
き行動 

（カ）地震発生時における自動車運転者が注意すべき事項 

（キ）避難行動要支援者への支援 

（ク）初期消火、救出救護活動 

（ケ）心肺蘇生法、応急手当の方法 

（コ）避難生活に関する知識 

（サ）自らの安全を確保の上、応急対応等の防災活動への参加 

（シ）自らの被害が軽微であった場合の生活物資等の提供等の協力 

（ス）災害緊急事態が布告され、内閣総理大臣から物資の買占めの自粛等の協力要請があった場合の協力 

 

（２）普及啓発の方法 

ア 体験型防災学習施設（阿倍野防災センター）等を活用した防災知識の普及 



地震、津波等についての市民等の防災知識と行動力を高めるため、防災啓発施設・起震車を活用した地震の
模擬体験、地震や津波の発生メカニズムの展示、防火・防災に関する知識の習得、津波発生時（大きな長い揺
れが継続した場合）にとるべき行動、消火技術、応急手当技術などの実践的な行動力の体験を通じて防災知識
の普及啓発を図る。 

イ 講演会、説明会等による防災知識の普及 

防災とボランティアの日、防災の日、春・秋の火災予防運動、高齢者防火推進週間、津波防災の日など、年
間を通じて機会をとらまえ、講演会、説明会、座談会等を実施して、市民等の防災知識の普及を図るほか、視
聴覚教材や各種の訓練施設を使用して体験的に防災行動能力の向上を図る。 

ウ 印刷物による防災知識の普及 

 （ア）市広報物による市民啓発 

 区広報紙などの各種広報印刷物を活用し、防災の日など時機をとらえて防災知識の普及に努める。 

 （イ）市民防災マニュアル・水害ハザートマップの利活用 

 市民等が自発的・主体的に防災活動に取り組むことができるように作成した「市民防災マニュアル」や「水害ハ
ザードマップ」を市民等が対象の研修会やワークショップなどでも積極的に活用し、市民等の防災意識の高揚を図
り、地域における自主防災活動の活性化に努める。 
 
エ インターネットを活用した防災知識の普及 

各局・各区が設けるホームページにおいて防災情報を提供するとともに、適宜、トップページ等において各
情報に効率的なリンクを設定することによって、防災知識の普及に努める。 

オ 緊急地震速報に関する知識の普及 

気象庁が提供している緊急地震速報を市民等が受け取ったときに、適切な対応行動がとれるよう、各種広報手
段により周知に努める。 

 

（３）津波に対する知識の普及啓発 

「津波に強い地域づくり連絡会議」等を活用し、連携しながら、発災時、一人ひとりが主体的に迅速かつ的確
に避難できるよう、津波に対する知識の普及啓発、逃げるために必要な情報提供体制、要配慮者を考慮した避難
誘導を含む防災訓練を一体的に実施するほか、避難場所・避難路の確保等、津波から「逃げる」ための対策に総
合的に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 市民等への普及啓発 

（ア）津波浸水想定の結果を踏まえ、啓発ポータルサイト等を活用した市民等への啓発を行う。 

（イ）当該津波浸水想定を踏まえて避難場所、避難路等を示す津波ハザードマップの整備を行い、市民等に対し
周知する。 

（ウ）津波ハザードマップが市民等の避難に有効に活用されるよう、市民参加型のワークショップを行うなど、
その内容を十分検討する。また、土地取引における活用等を通じて、その内容について理解を得るよう努
める。 

（エ）過去の災害時や今後予想される津波による浸水域や浸水高、避難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階
段の位置などをまちの至る所に示すことや、蓄光石やライトを活用して夜間でもわかりやすく誘導できる
よう表示するなど、市民等が、常に津波災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるよう取組みを行う。 

イ 南海トラフ巨大地震防災対策に係る相談窓口の設置 

南海トラフ巨大地震対策の実施上の相談を受ける窓口を設置する等、具体的に市民等や事業者等が地震対策
を講ずる上で必要とする知識等を提供するための体制の整備についても留意する。 

 
２５－３ 乳幼児・児童・生徒等に対する防火・防災教育 
 
防災意識を高め、それを次世代へ着実に継承していくためには、学校園における防災教育・減災教育が重要であ

る。学校園は、児童・生徒の安全を守るとともに、今後、地域防災の主体を担い、防災活動に大きな役割を果たす
ことができる人材を育成するよう、各教科、道徳、特別活動等の指導における副読本等の教材・資料の作成、避難
訓練や応急措置等の充実を図り、乳幼児・児童・生徒の発達段階や学校園等の実態に応じた防災教育を実施する。 

また、大阪府と必要な情報を共有するなど連携を図り、防災に関する講習会を開催するなどして、学校における
防災教育の充実を図る。 

 

（１）学校園等における安全教育 

地震、津波等についての市民等の防災知識と行動力を高めるため、体験型防災学習施設・起震車を活用した
地震の模擬体験、地震や津波の発生メカニズムの展示、防火・防災に関する知識の習得、津波発生時（大きな
長い揺れが継続した場合）にとるべき行動、消火技術、応急手当技術などの実践的な行動力の体験を通じて防
災知識の普及啓発を図る。 

イ 講演会、説明会等による防災知識の普及 

防災とボランティアの日、防災の日、春・秋の火災予防運動、高齢者防火推進週間、津波防災の日など、年
間を通じて機会をとらまえ、講演会、説明会、座談会等を実施して、市民等の防災知識の普及を図るほか、視
聴覚教材や各種の訓練施設を使用して体験的に防災行動能力の向上を図る。 

ウ 印刷物による防災知識の普及 

 （ア）市広報物による市民啓発 

 区広報紙などの各種広報印刷物を活用し、防災の日など時機をとらえて防災知識の普及に努める。 

 （イ）市民防災マニュアル・水害ハザートマップの利活用 

 市民等が自発的・主体的に防災活動に取り組むことができるように作成した「市民防災マニュアル」や「水害ハ
ザードマップ」を市民等が対象の研修会やワークショップなどでも積極的に活用し、市民等の防災意識の高揚を図
り、地域における自主防災活動の活性化に努める。 
 
エ インターネットを活用した防災知識の普及 

各局・各区が設けるホームページにおいて防災情報を提供するとともに、適宜、トップページ等において各
情報に効率的なリンクを設定することによって、防災知識の普及に努める。 

オ 緊急地震速報に関する知識の普及 

気象庁が提供している緊急地震速報を市民等が受け取ったときに、適切な対応行動がとれるよう、各種広報手
段により周知に努める。 

 

（３）津波に対する知識の普及啓発 

「津波に強い地域づくり連絡会議」等を活用し、連携しながら、発災時、一人ひとりが主体的に迅速かつ的確
に避難できるよう、津波に対する知識の普及啓発、逃げるために必要な情報提供体制、要配慮者を考慮した避難
誘導を含む防災訓練を一体的に実施するほか、避難場所・避難路の確保等、津波から「逃げる」ための対策に総
合的に取り組む。 

 

ア 津波に対する基本的事項 

（ア） 本市の沿岸はどこでも津波が来襲する可能性があり、強い揺れを感じたとき又は弱い揺れで

あっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷うことなく迅速かつ自主的に高い

場所に避難すること 

（イ） 地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること、地震直後に発表される津波警報や津波
到達予想時刻等の精度には、一定の限界があること、指定緊急避難場所、指定避難所として指定された
施設の孤立や被災もありうること等、津波に関する想定・予測の不確実性があること 

 

イ 市民等への普及啓発 

（ア）津波浸水想定の結果を踏まえ、啓発ポータルサイト等を活用した市民等への啓発を行う。 

（イ）当該津波浸水想定を踏まえて避難場所、避難路等を示す津波ハザードマップの整備を行い、市民等に対し
周知する。 

（ウ）津波ハザードマップが市民等の避難に有効に活用されるよう、市民参加型のワークショップを行うなど、
その内容を十分検討する。また、土地取引における活用等を通じて、その内容について理解を得るよう努
める。 

（エ）過去の災害時や今後予想される津波による浸水域や浸水高、避難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階
段の位置などをまちの至る所に示すことや、蓄光石やライトを活用して夜間でもわかりやすく誘導できる
よう表示するなど、市民等が、常に津波災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるよう取組みを行う。 

ウ 南海トラフ巨大地震防災対策に係る相談窓口の設置 

南海トラフ巨大地震対策の実施上の相談を受ける窓口を設置する等、具体的に市民等や事業者等が地震対策
を講ずる上で必要とする知識等を提供するための体制の整備についても留意する。 

 
２５－３ 乳幼児・児童・生徒等に対する防火・防災教育 
 
防災意識を高め、それを次世代へ着実に継承していくためには、学校園における防災・減災教育が重要である。

学校園は、児童・生徒の安全を守るとともに、今後、地域防災の主体を担い、防災活動に大きな役割を果たすこと
ができる人材を育成するよう、各教科、道徳、特別活動等の指導における副読本等の教材・資料の作成、避難訓練
や応急措置等の充実を図り、乳幼児・児童・生徒の発達段階や学校園等の実態に応じた防災・減災教育を実施する。 

また、大阪府と必要な情報を共有するなど連携を図り、防災に関する講習会を開催するなどして、学校における
防災・減災教育の充実を図る。 

 

（１）学校園等における安全教育 



「大阪市では、26（2014）年 10 月に大阪市地域防災計画の修正が行われるとともに、27（2015）年２月に大
阪市防災・減災条例が施行され、学校園現場においてもますます防災・減災教育が重要視されている。これらを
踏まえ、「減災」（災害は止められないが、人間の英知によって被害の低減は可能）、「レジリエンス(resilience)」
（どんなに苦境にあっても立ち上がる力）、「共感」（人と人がつながろうとする意志）という考えを柱とした各
学校園における防災・減災教育のさらなる充実と実践を図る。」（平成 29 年３月 大阪市教育振興基本計画）と
いう立場で実施する。 

ア 学校園等での安全教育 

各校園及び保育所等においては、各教科・道徳（小・中）・日常の保育での安全に関する学習、特別活動の学
級活動（ホームルーム活動）や学校行事など、全教育活動等を通じて安全教育を実施する。 

（ア） 安全学習 
災害発生時に適切に対処できる知識や技能（気象、地震、津波についての正しい知識、防災情報の正しい

知識、気象予警報や避難情報等の意味、身の安全の確保方法、避難場所・避難路・避難所、避難方法、家族・
学校との連絡方法、災害等についての知識、ボランティアについての知識・体験）の習得をめざし、保健や
理科その他関連する教科や領域等で安全学習を行い児童・生徒の発達段階に即した内容に配慮して実施す
る。 

（イ） 安全指導 
児童・生徒等が日常生活の中に存在するいろいろな危険に気付き、的確な判断のもとに適切に対処し、事象
が起こった場合に適切に対応できる実践的な態度や能力の育成をめざし、計画的、継続的な安全指導を、主
としてホームルーム、学校行事等の特別活動において実践する。 

（ウ） 体験学習 
児童・生徒等が、より現実に近い状況を認識できるよう、各消防署や阿倍野防災センター等の施設を活用

したり、防災関係機関との連携や緊急地震速報等、防災に関する科学技術の活用を図った体験学習を取り入
れるなど、防災教育の充実を図る。 

イ 学校園等への防災・減災指導 

校園及び保育所等の乳幼児・児童・生徒に対し、安全教育の一環として避難訓練等の指導や各種催し、自主
防災組織やボランティア等との連携等により、防災意識の普及啓発に努めるため、以下の防災・減災指導を継
続して実施する。 

（ア）災害時の心得について安全教育の一貫として各種訓練を実施 
（イ）小学校の児童に図画の出品を依頼し、一般防災知識を普及啓発 

 

（２）乳幼児・児童・生徒向け防火・防災教材の作成 
乳幼児・児童・生徒の発達段階や本市の地域的条件に応じた防災教材の利用により、効果的な校園及び保育所

等における防災教育を実施する。 

ア 小学校３年生向けの防火に関するパンフレット、文部科学省等の作成する防災教材を配付し、防火・防災教
材としての活用を継続する。 

イ 市民防災マニュアルを配布し、各校園及び保育所等が実施する安全教育への活用に資する。 

 

（３）「防災・減災指導の手引き」の作成・配付 
「子どもの安全を守るための防災・減災指導の手引」を作成し、各校園に配付し、本市で予想される災害や、

その規模、本市の施策等を踏まえ、教職員が有効な防災教育を実施するよう努め、防災教育の充実を図る。 

「子どもの安全を守るための防災・減災指導の手引」の内容は、「幼稚園用」、「小学校用」、「中学校用」及び「高
等学校用」とし、随時内容を見直して追加配付を行う。 

 

（４）教職員等に対する防災教育の実施 
教育委員会事務局、こども青少年局は、校園（所）長、校園及び保育所等の防火管理者、教職員等に対して、

防災研修会、講演会等を実施し、教職員等の防災知識の普及、防災技術の習得を図る。 

災害時の校園及び保育所等の避難計画等の作成指導、救命指導、市地域防災計画の研修、その他防災に関する
講習会等を実施する。 

教育委員会事務局、こども青少年局は、地震・津波に関する正しい知識や各校の実践的な防災教育の事例を含
む研修を実施する。 

 
 
２５－４ 防災上重要な施設管理者に対する教育 
 
消防局は、大規模な災害発生に伴い、危険物施設等広範囲に被害を及ぼす可能性のある施設や、百貨店、地下街

等の不特定多数の利用者が集中する防災上重要な施設管理者に対して、以下の災害に関する知識の普及、及び災害
発生時の防災計画の指導を継続して行う。 

（１）重要な施設管理者への防火・防災教育 

防火管理講習会、防災管理講習会等の機会をとらえ、防火対策の指導とあわせて災害に関する一般的知識のほ
か、各施設管理者の責務、平素からの各施設の点検・改修、災害時の対応策等に関する指導を行う。 

（２）地下街管理者等に対する防火・防災教育 

地下街の効果的な消火、救出活動を行うために施設並びに管理状態等の改善策を管轄消防署で合議し、地下街
関係者に対する指導対策とする。 

また、地下街の関係者、警備保安要員及び店舗従業員等に人命並びに延焼拡大危険度の認識の徹底を図り、当

「大阪市では、26（2014）年 10 月に大阪市地域防災計画の修正が行われるとともに、27（2015）年２月に大
阪市防災・減災条例が施行され、学校園現場においてもますます防災・減災教育が重要視されている。これらを
踏まえ、「減災」（災害は止められないが、人間の英知によって被害の低減は可能）、「レジリエンス(resilience)」
（どんなに苦境にあっても立ち上がる力）、「共感」（人と人がつながろうとする意志）という考えを柱とした各
学校園における防災・減災教育のさらなる充実と実践を図る。」（平成 29 年３月 大阪市教育振興基本計画）と
いう立場で実施する。 

ア 学校園等での安全教育 

各校園及び保育所等においては、各教科・道徳（小・中）・日常の保育での安全に関する学習、特別活動の学
級活動（ホームルーム活動）や学校行事など、全教育活動等を通じて安全教育を実施する。 

（ア） 安全学習 
災害発生時に適切に対処できる知識や技能（気象、地震、津波についての正しい知識、防災情報の正しい

知識、気象予警報や避難情報等の意味、身の安全の確保方法、避難場所・避難路・避難所、避難方法、家族・
学校との連絡方法、災害等についての知識、ボランティアについての知識・体験）の習得をめざし、保健や
理科その他関連する教科や領域等で安全学習を行い児童・生徒の発達段階に即した内容に配慮して実施す
る。 

（イ） 安全指導 
児童・生徒等が日常生活の中に存在するいろいろな危険に気付き、的確な判断のもとに適切に対処し、事象
が起こった場合に適切に対応できる実践的な態度や能力の育成をめざし、計画的、継続的な安全指導を、主
としてホームルーム、学校行事等の特別活動において実践する。 

（ウ） 体験学習 
児童・生徒等が、より現実に近い状況を認識できるよう、各消防署や阿倍野防災センター等の施設を活用

したり、防災関係機関との連携や緊急地震速報等、防災に関する科学技術の活用を図った体験学習を取り入
れるなど、防災・減災教育の充実を図る。 

イ 学校園等への防災・減災指導 

校園及び保育所等の乳幼児・児童・生徒に対し、安全教育の一環として避難訓練等の指導や各種催し、自主
防災組織やボランティア等との連携等により、防災意識の普及啓発に努めるため、以下の防災・減災指導を継
続して実施する。 

（ア）災害時の心得について安全教育の一貫として各種訓練を実施 
（イ）小学校の児童に図画の出品を依頼し、一般防災知識を普及啓発 

 

（２）乳幼児・児童・生徒向け防火・防災教材の作成 
乳幼児・児童・生徒の発達段階や本市の地域的条件に応じた防災教材の利用により、効果的な校園及び保育所

等における防災・減災教育を実施する。 

ア 小学校３年生向けの防火に関するパンフレット、文部科学省等の作成する防災教材を配付し、防火・防災教
材としての活用を継続する。 

イ 市民防災マニュアルを配布し、各校園及び保育所等が実施する安全教育への活用に資する。 

 

（３）「防災・減災指導の手引き」の作成・配付 
「子どもの安全を守るための防災・減災指導の手引」を作成し、各校園に配付し、本市で予想される災害や、

その規模、本市の施策等を踏まえ、教職員が有効な防災・減災教育を実施するよう努め、防災・減災教育の充実
を図る。 

「子どもの安全を守るための防災・減災指導の手引」の内容は、「幼稚園用」、「小学校用」、「中学校用」及び「高
等学校用」とし、随時内容を見直して追加配付を行う。 

 

（４）教職員等に対する防災教育の実施 
教育委員会事務局、こども青少年局は、校園（所）長、校園及び保育所等の防火管理者、教職員等に対して、

防災研修会、講演会等を実施し、教職員等の防災知識の普及、防災技術の習得を図る。 

災害時の校園及び保育所等の避難計画等の作成指導、救命指導、市地域防災計画の研修、その他防災に関する
講習会等を実施する。 

教育委員会事務局、こども青少年局は、地震・津波に関する正しい知識や各校の実践的な防災・減災教育の事
例を含む研修を実施する。 

 
２５－４ 防災上重要な施設管理者に対する教育 
 
消防局は、大規模な災害発生に伴い、危険物施設等広範囲に被害を及ぼす可能性のある施設や、百貨店、地下街

等の不特定多数の利用者が集中する防災上重要な施設管理者に対して、以下の災害に関する知識の普及、及び災害
発生時の防災計画の指導を継続して行う。 

（１）重要な施設管理者への防火・防災教育 

防火管理講習、防災管理講習等の機会をとらえ、防火対策の指導とあわせて災害に関する一般的知識のほか、
各施設管理者の責務、平素からの各施設の点検・改修、災害時の対応策等に関する指導を行う。 

（２）地下街管理者等に対する防火・防災教育 

地下街の効果的な消火、救出活動を行うために施設並びに管理状態等の改善策を管轄消防署で合議し、地下街
関係者に対する指導対策とする。 

また、地下街の関係者、警備保安要員及び店舗従業員等に人命並びに延焼拡大危険度の認識の徹底を図り、当



該地下街の消防計画と共同防火・防災管理体制の強化・充実、通路等の有効幅員の確保、防火・防災教育の充実
徹底、滞在者に対するＰＲ等を行う。 

（３）高層建築物管理者等に対する防火・防災教育 

高層建築物における自衛消防組織の編成を促進し、通報、消火、避難誘導体制を充実強化するとともに、高層
建物火災等の災害特性と、災害発生時の行動要領等について全従業員を教育する。 

 
２５－５ 事業所等における防災教育 
 
（１）事業所等における取組み 

事業者は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との
共生）を十分に認識し、被災による業務中断という事態に積極的に備えていくため、あらかじめ想定されるリス
クが発生した場合に事業者が遂行する重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、運用するよ
う、努める。 

また、東日本大震災では、被災地はもとより、サプライチェーンの寸断により、経済活動への影響が全国に及
ぶなど、経済活動が直接の取引先との間で完結するものでなく、サプライチェーンを通じて、広く連鎖すること
等が明らかとなったことを踏まえ、防災体制の整備、従業員の安否確認体制の整備、必要な物資・資機材の備蓄
や防災用品の整備、防災訓練、事業所の耐震化・耐波化、予想被害からの復旧計画の策定、各計画の点検・見直
し、燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上
の取組みを継続的に実施するなど、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）※の取組みを通じて、企業防災の推進に努
める。 

特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企業は、府及び
市町村との物資等提供の協定締結、地域の防災訓練等の防災施策の実施に協力するよう努める。 

 
 事業継続マネジメント（ＢＣＭ） 

ＢＣＰ策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確保、対策の実施、取組を浸透させるた
めの教育・訓練の実施、点検、継続的な改善などを行う平常時からのマネジメント活動のこと。経営レベル
の戦略的活動として位置付けられる。（引用：内閣府作成事業継続ガイドラインより） 

 
（２）本市の取組み 

本市は、事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施や防災活動を促進
するため、経済団体や企業防災活動を支援する団体等とも協力し、広報・啓発や必要な情報提供等の支援に努め
るとともに、大阪産業創造館等において主に中小企業向けに研修会の実施や必要な助言を行う。また、事業者に
よる従業員の防災意識の高揚を図る取組みを支援する。 

 
２５－６ 防災教育環境の充実 
 
(1) 計画の目的 

危機管理室は、必要に応じて区役所、消防局と連携して、「災害に強い人づくり」のため、各種の防災教育や防
災訓練、防災マニュアル教材の作成等の企画・実施に努める。 

(2) 計画の内容 

ア 防災研修の企画・実施 

市職員（緊急本部員、緊急区本部員を含む）、地域防災リーダー、ボランティアリーダー等に対する防災研修
等の企画、実施に努める。 

イ 防災訓練の企画・実施 

本市が実施する各種防災訓練の企画、調整を行う。また、各区や地域の自主防災組織が実施する各種防災訓
練の企画に際し助言する。 

ウ 市民向け、児童・生徒向け防災教育用教材等の企画・作成 

市民向けや企業向け、避難行動要支援者や外国人向けなどの各種防災マニュアルの企画や作成、乳幼児・児
童・生徒向けの発達年齢に応じた防災教材の企画や作成、また市職員の防災研修用資料等の企画・作成に努め
る。 

エ 防災イベント等の企画・実施 

本市が実施する各種防災イベントの企画、調整を行うとともに、各区や地域の自主防災組織が実施する各種
防災イベント等に対して助言する。 

オ 防災啓発施設（阿倍野防災センター）、研修施設の活用 

阿倍野防災拠点において、市民等の防災意識や災害対応能力を向上させるため、防災に関する知識、体験学
習による啓発を行うとともに、自主防災組織の中核となる地域防災リーダー等を対象とした高度な防災に関す
る研修を実施する。 

 

２５－７ 災害教訓の伝承 
 
危機管理室は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に関する調査

分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般に閲覧できるよう公
開に努める。また、災害に関する石碑やモニュメント等のもつ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

 

該地下街の消防計画と共同防火・防災管理体制の強化・充実、通路等の有効幅員の確保、防火・防災教育の充実
徹底、滞在者に対するＰＲ等を行う。 

（３）高層建築物管理者等に対する防火・防災教育 

高層建築物における自衛消防組織の編成を促進し、通報、消火、避難誘導体制を充実強化するとともに、高層
建物火災等の災害特性と、災害発生時の行動要領等について全従業員を教育する。 

 
２５－５ 事業所等に対する防災教育 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

経済戦略局は、事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施を促進するた
め、経済団体との連携体制を構築し、広報・啓発や必要な情報提供等の支援に努めるとともに、大阪産業創造館等
において主に中小企業向けに研修会の実施や必要な助言を行う。 
 

 
２５－６ 防災教育環境の充実 
 
(1) 計画の目的 

危機管理室は、必要に応じて区役所、消防局と連携して、「災害に強い人づくり」のため、各種の防災教育や防
災訓練、防災マニュアル教材の作成等の企画・実施に努める。 

(2) 計画の内容 

ア 防災研修の企画・実施 

市職員（緊急本部員、緊急区本部員を含む）、地域防災リーダー、ボランティアリーダー等に対する防災研修
等の企画、実施に努める。 

イ 防災訓練の企画・実施 

本市が実施する各種防災訓練の企画、調整を行う。また、各区や地域の自主防災組織等が実施する各種防災
訓練の企画に際し助言する。 

ウ 市民向け、児童・生徒向け防災教育用教材等の企画・作成 

市民向けや企業向け、避難行動要支援者や外国人向けなどの各種防災マニュアルの企画や作成、乳幼児・児
童・生徒向けの発達年齢に応じた防災教材の企画や作成、また市職員の防災研修用資料等の企画・作成に努め
る。 

エ 防災イベント等の企画・実施 

本市が実施する各種防災イベントの企画、調整を行うとともに、各区や地域の自主防災組織等が実施する各
種防災イベント等に対して助言する。 

オ 体験型防災学習施設（阿倍野防災センター）、研修施設の活用 

阿倍野防災拠点において、市民等の防災意識や災害対応能力を向上させるため、防災に関する知識、体験学
習による啓発を行うとともに、自主防災組織の中核となる地域防災リーダー等を対象とした高度な防災に関す
る研修を実施する。 

 

２５－７ 災害教訓の伝承 
 
危機管理室は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に関する調査

分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般に閲覧できるよう公
開に努める。また、災害に関する石碑やモニュメント等のもつ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

 



 
第２６節 防災訓練の実施 
 
防災知識や防災技術は、普段の訓練の積み重ねで実際に体を動かすことにより災害発生時などの緊急時に大きな

期待ができる。実践的な防災訓練は、計画を熟知し災害時の対応能力を高め、市民等・事業者・防災関係機関・ボ
ランティア及び行政機関の連携協調体制を確立するのに大きな効果があるほか、市民等に対する防災知識の普及や
防災対応行動力の向上の効果が期待できる。 

本市においては、大阪府やその他の関係機関と協力した防災訓練をはじめ、市や区を中心とした防災訓練、自主
防災組織を中心とした防災訓練を実施する。そのなかで、災害実態を考慮した新しい形態による実践的な訓練を積
極的に実施する。 

各種防災訓練においては、市民等・事業者・行政機関、その他の防災関係機関が協力して参加し、災害時におけ
る各々の防災的な役割について相互に理解するとともに防災技術の習得、広範な市民等への防災意識の啓発を行
う。また、訓練結果の分析評価を行い、防災対策の充実を図る。 

特に、自主防災組織を中心とした防災訓練は、市民等自らの発意により企画、実施ができる体制を推進し、き
め細かく実践的な訓練やイベント性を取り入れた楽しい訓練などにより広範な市民等の参加を求め、「自らの地
域は自らで守る」という意識の高揚と具体的な防災知識・技術の習得を目指す。実施にあたっては、訓練の目的
を具体的に設定した上で、各種災害に関する被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定した訓練成果
が得られるように訓練参加者、使用する器材及び実施時間の訓練環境などについて具体的な設定を行うなど実践
的な内容とする。訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題を明らかにし、必要に応じ防災組織体制の改善を行う
とともに、次回の訓練に反映させる。 

 

２６－１ 本市における防災訓練の実施 
 
（１）大阪市総合防災訓練 

 ９月１日の「防災の日」を中心とした時期に、市域内において、地震災害・風水害等の広域複合災害が発生
した場合を想定して、避難誘導、初期消火、救出・救護、消防・警察・自衛隊による合同訓練、ライフライン復
旧訓練等を内容とした「大阪市総合防災訓練」を実施する。 

この訓練は、行政機関、公共機関等の防災関係機関及び自主防災組織等が参加し、災害発生時における各関係
機関の相互協力関係を確認する。 

また、研修を受けた地域防災リーダーは、日頃の成果を発揮するため、この訓練において市民を指導するとと
もに、防災関係機関と一体となった初期消火、救出・救護、避難誘導訓練等を実施する。 

 

（２）大阪市震災総合訓練  

１月１７日の「防災とボランティアの日」を中心とした時期に、大地震が発生したとの想定のもと、
勤務時間外の場合に備えての、職員の非常参集や災害対策本部の設置運用の訓練等を内容とした「大
阪市震災総合訓練」を実施する。 

この訓練では、大地震が発生したとの想定のもと、緊急本部員、緊急区本部員をはじめ、全所属を対
象として徒歩等による非常参集訓練と市本部や区本部の設置訓練、さらに防災情報システムや防災行
政無線等を活用し、市本部と各部、各区本部、防災関係機関等との事前のシナリオにとどまらない内
容の情報の収集伝達訓練を実施する。また、災害対策本部での総合的な情報分析、意思決定訓練を行
い、災害発生の初期初動体制の確実な立ち上げ、各機関等の連携の確認と本部員等の意思決定方法の
習熟を図る。 

 
（３）区防災訓練 

発災初期及び災害応急対策初期における支援を要する人や被災者の人命の安全確保・生命の維持に重点を置
き、区民等を中心とした「区防災訓練」を全区で実施する。 

「区防災訓練」には広く地域住民等の参加を求め、地域防災リーダーを中心とした訓練や地域に配備した資機
材や無線機を活用した訓練を取り入れる。 

また、区役所、消防、警察、防災関係機関が連携して、できるだけ高齢者や障がい者等の支援を要する者も参
加できるよう配慮したうえで、多くの地域住民等が直接参加する以下の内容の実践に即した訓練を実施し、かつ
地域防災リーダーが日頃の訓練成果を発揮するため地域住民等を指導することにより、区本部や自主防災組織の
防災活動の円滑化と地域住民等の連帯感の形成と熟練を図ることに努める。 

 
（４）津波防災訓練  

大阪府に大津波警報や津波警報、高潮警報が発表された場合を想定し、民間鉄扉管理者にも参加を呼びかけて
防潮扉等の閉鎖訓練等を行うとともに、防潮扉及び水門を迅速かつ確実に閉鎖できるよう「津波等防災訓練」を
実施する。 

この訓練では、民間鉄扉管理者を含めた防潮扉等の閉鎖訓練、情報伝達・収集訓練、無線訓練、救出・救助訓
練、医療救護訓練、住民参加による実働型の避難訓練を実施し、防潮扉及び水門を迅速かつ確実に閉鎖できるよ
うに初期初動体制の充実を図るとともに、非常時の連絡、協力体制の確立を図る。 

 
（５）緊急本部員、緊急区本部員に対する訓練 

緊急本部員及び緊急区本部員として指名された職員は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合
に迅速的確に初期初動体制の確立を図り、災害対策本部長及び災害対策区本部長を補佐する業務に習熟するた

 
第２６節 防災訓練の実施 
 
防災知識や防災技術は、普段の訓練の積み重ねで実際に体を動かすことにより災害発生時などの緊急時に大きな

期待ができる。実践的な防災訓練は、計画を熟知し災害時の対応能力を高め、市民等・事業者・防災関係機関・ボ
ランティア及び行政機関の連携協調体制を確立するのに大きな効果があるほか、市民等に対する防災知識の普及や
防災対応行動力の向上の効果が期待できる。 

本市においては、大阪府やその他の関係機関と協力した防災訓練をはじめ、市や区を中心とした防災訓練、自主
防災組織を中心とした防災訓練を実施する。そのなかで、災害実態を考慮した新しい形態による実践的な訓練を積
極的に実施する。 

各種防災訓練においては、市民等・事業者・行政機関、その他の防災関係機関が協力して参加し、災害時におけ
る各々の防災的な役割について相互に理解するとともに防災技術の習得、広範な市民等への防災意識の啓発を行
う。また、訓練結果の分析評価を行い、防災対策の充実を図る。 

特に、自主防災組織を中心とした防災訓練は、市民等自らの発意により企画、実施ができる体制を推進し、き
め細かく実践的な訓練やイベント性を取り入れた楽しい訓練などにより広範な市民等の参加を求め、「自らの地
域は自らで守る」という意識の高揚と具体的な防災知識・技術の習得を目指す。実施にあたっては、訓練の目的
を具体的に設定した上で、各種災害に関する被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定した訓練成果
が得られるように訓練参加者、使用する器材及び実施時間の訓練環境などについて具体的な設定を行うなど実践
的な内容とする。訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題を明らかにし、必要に応じ防災組織体制の改善を行う
とともに、次回の訓練に反映させる。 

 

２６－１ 本市における防災訓練の実施 
 
（１）大阪市総合防災訓練 

 ９月１日の「防災の日」を中心とした時期に、市域内において、地震災害・風水害等の広域複合災害が発生
した場合を想定して、避難誘導、初期消火、救出・救護、消防・警察・自衛隊による合同訓練、ライフライン復
旧訓練等を内容とした「大阪市総合防災訓練」を実施する。 

この訓練は、行政機関、公共機関等の防災関係機関及び自主防災組織等が参加し、災害発生時における各関係
機関の相互協力関係を確認する。 

また、研修を受けた地域防災リーダーは、日頃の成果を発揮するため、この訓練において市民を指導するとと
もに、防災関係機関と一体となった初期消火、救出・救護、避難誘導訓練等を実施する。 

 

（２）大阪市震災総合訓練  

１月１７日の「防災とボランティアの日」を中心とした時期に、大地震が発生したとの想定のもと、勤務
時間外の場合に備えての、職員の非常参集や災害対策本部の設置運用の訓練等を内容とした「大阪市震災総
合訓練」を実施する。 

この訓練では、大地震が発生したとの想定のもと、緊急本部員、緊急区本部員をはじめ、全所属を対象と
して徒歩等による非常参集訓練と市本部や区本部の設置訓練、さらに防災情報システムや防災行政無線等を
活用し、市本部と各部、各区本部、防災関係機関等との事前のシナリオにとどまらない内容の情報の収集伝
達訓練を実施する。また、災害対策本部での総合的な情報分析、意思決定訓練を行い、災害発生の初期初動
体制の確実な立ち上げ、各機関等の連携の確認と本部員等の意思決定方法の習熟を図る。 

 
 
（３）区防災訓練 

発災初期及び災害応急対策初期における支援を要する人や被災者の人命の安全確保・生命の維持に重点を置
き、区民等を中心とした「区防災訓練」を全区で実施する。 

「区防災訓練」には広く地域住民等の参加を求め、地域防災リーダーを中心とした訓練や地域に配備した資機
材や無線機を活用した訓練を取り入れる。 

また、区役所、消防、警察、防災関係機関が連携して、できるだけ高齢者や障がい者等の支援を要する者も参
加できるよう配慮したうえで、多くの地域住民等が直接参加する以下の内容の実践に即した訓練を実施し、かつ
地域防災リーダーが日頃の訓練成果を発揮するため地域住民等を指導することにより、区本部や自主防災組織の
防災活動の円滑化と地域住民等の連帯感の形成と熟練を図ることに努める。 

 
（４）津波防災訓練  

大阪府に大津波警報や津波警報、高潮警報が発表された場合を想定し、民間鉄扉管理者にも参加を呼びかけて
防潮扉等の閉鎖訓練等を行うとともに、防潮扉及び水門を迅速かつ確実に閉鎖できるよう「津波等防災訓練」を
実施する。 

この訓練では、民間鉄扉管理者を含めた防潮扉等の閉鎖訓練、情報伝達・収集訓練、無線訓練、救出・救助訓
練、医療救護訓練、住民参加による実働型の避難訓練を実施し、防潮扉及び水門を迅速かつ確実に閉鎖できるよ
うに初期初動体制の充実を図るとともに、非常時の連絡、協力体制の確立を図る。 

 
（５）緊急本部員、緊急区本部員に対する訓練 

緊急本部員及び緊急区本部員として指名された職員は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合
に迅速的確に初期初動体制の確立を図り、災害対策本部長及び災害対策区本部長を補佐する業務に習熟するた



め、次の訓練等に参加し防災技術等を習得する。 

 

ア 大阪市震災総合訓練への参加 

非常参集、災害対策本部設置運用等の非常参集訓練及び、避難所の開設、被害状況の把握、避難誘導等の大
阪市震災総合訓練に参加する。 

イ 通信訓練への参加 

総合防災情報システム、防災行政無線、無線ファクシミリを使用した一斉通報、個別通信等の通信訓練に参
加する。  

ウ 区震災訓練への参加 

市内において大規模な被害が発生したことを想定し、防災関係機関及び地域住民等が一体となった区の震災
訓練に参加する。 

エ その他 

その他危機管理監が指定する講習会、講演会等に参加し、災害応急対策上必要な知識及び技術を習得する。 

 

（６）業務（事業）継続計画（BCP）の検証訓練 

各所属は、業務（事業）継続計画（ＢＣＰ）の実効性を高めるために、業務資源の有用性や非常時優先業務の
実行可能性等が検証できる訓練を行う。 

 

（７）計画停電への対応訓練 

東日本大震災での事例を踏まえ、万が一の不測の事態が発生した場合に、万全の対策を講じることができるよ
うマニュアルを作成し、計画停電対応訓練を実施する。 

 

２６－２ 市民等・事業所における防災訓練の実施 
 
（１）地域の防災訓練 

地域の防災訓練は、地域防災リーダーが中心となり地域での防災訓練を行い、一人でも多くの地域内の人々が
防災活動に必要な知識や技術の習得を図るために実施する。 

事業所は地域社会の一員として、積極的に自らの施設や財産、従業員等の生命や身体の安全の確保と周辺地域
の防災のため、全従業員が協力して被害の軽減と二次災害の防止を図るため、防災訓練を実施する。 

 

ア 避難所開設・運営訓練 

 発災当初から自主防災組織を中心に避難所の開設と自主運営を円滑に行えるよう避難所開設・運営訓練を実施す
る。 

イ 情報交換訓練 

 地域防災リーダー等が防災行政無線を使用した、区本部との情報交換訓練を実施する。 

ウ 消火・救出訓練 

 地域に配備された消火、救出救護用資器材を利用した訓練を実施する。 

エ 給食・給水訓練 

 地域防災リーダー等が行政機関等から提供された飲料水や炊出しによる食料の配給訓練を実施する。 
 
第８章 社会基盤施設の耐震化等 
 
第２７節 市設建築物の耐震化・不燃化及び応急対策 
 
阪神・淡路大震災では、公共建築物も多くの被害を受け、災害応急対策活動や行政サービスの提供にも重大な支

障が生じたという事例や、建築物の構造体には被害はなかったが、ライフライン施設の被害により設備が機能せず、
同様の支障が生じたという事例もあった。 

公共建築物の多くは、災害時に種々の災害応急対策活動を迅速、的確に実施するための防災活動拠点としての役
割を果たす必要があるため、市設建築物の整備にあたっては、耐震性・不燃性の確保やライフライン途絶への対応
等、総合的な防災機能の向上を図る。 

 
２７－１ 市設建築物の耐震化・不燃化の促進 
 
施設を所管する各局・区は、建替や新築にあたっては、建物の不燃化を進めるとともに、「市設建築物の耐震計画

技術指針」に基づき、防災活動拠点としての役割や建物の用途に応じて、耐震性の確保及び通信手段の多重化や非
常用電源の確保、雑用水や消火用の貯水槽の設置等、ライフライン途絶への対応を進める。また、地盤の液状化に
より施設の機能が損なわれるおそれがある場合には、適切な措置を講じるものとする。改修にあたっても、構造体
や設備の耐震性向上とともに、ライフライン途絶対策も含めた検討を行う。 

災害時に重要な役割を担う市設建築物（災害対策施設等）のうち、耐震性が不十分であるものについては、「大阪
市耐震改修促進計画」に沿って早期の耐震化完了をめざす。 

市営住宅については、一定の年限を経過し、老朽化した中層住宅等の建て替えを進めるとともに、耐震診断の結
果に基づき、耐震性の向上を図る。 

また、災害時避難所や庁舎、ボランティアセンター等から先行して、特定天井の脱落対策を進めるなど、施設の
役割や用途等に応じて、非構造部材の落下対策や、屋内収容物の転倒対策に取り組むほか、ブロック塀等の安全対

め、次の訓練等に参加し防災技術等を習得する。 

 

ア 大阪市震災総合訓練への参加 

非常参集、災害対策本部設置運用等の非常参集訓練及び、避難所の開設、被害状況の把握、避難誘導等の大
阪市震災総合訓練に参加する。 

イ 通信訓練への参加 

総合防災情報システム、防災行政無線、無線ファクシミリを使用した一斉通報、個別通信等の通信訓練に参
加する。  

ウ 区震災訓練への参加 

市内において大規模な被害が発生したことを想定し、防災関係機関及び地域住民等が一体となった区の震災
訓練に参加する。 

エ その他 

その他危機管理監が指定する講習会、講演会等に参加し、災害応急対策上必要な知識及び技術を習得する。 

 

（６）業務（事業）継続計画（BCP）の検証訓練 

各所属は、業務（事業）継続計画（ＢＣＰ）の実効性を高めるために、業務資源の有用性や非常時優先業務の
実行可能性等が検証できる訓練を行う。 

 

（７）計画停電への対応訓練 

東日本大震災での事例を踏まえ、万が一の不測の事態が発生した場合に、万全の対策を講じることができるよ
うマニュアルを作成し、計画停電対応訓練を実施する。 

 

２６－２ 市民等・事業所における防災訓練の実施 
 
（１）地域の防災訓練 

地域の防災訓練は、自主防災組織等が中心となり地域での防災訓練を行い、女性や子ども、高齢者を含めた一
人でも多くの地域内の人々が防災活動に必要な知識や技術の習得を図るために実施する。 

事業所は地域社会の一員として、積極的に自らの施設や財産、従業員等の生命や身体の安全の確保と周辺地域
の防災のため、全従業員が協力して被害の軽減と二次災害の防止を図るため、防災訓練を実施する。 

 

ア 避難所開設・運営訓練 

 発災当初から自主防災組織を中心に避難所の開設と自主運営を円滑に行えるよう避難所開設・運営訓練を実施す
る。 

イ 情報交換訓練 

 自主防災組織等が防災行政無線を使用した、区本部との情報交換訓練を実施する。 

ウ 消火・救出訓練 

 地域に配備された消火、救出救護用資器材を利用した訓練を実施する。 

エ 給食・給水訓練 

 自主防災組織等が行政機関等から提供された飲料水や炊出しによる食料の配給訓練を実施する。 
 
第８章 社会基盤施設の耐震化等 
 
第２７節 市設建築物の耐震化・不燃化及び応急対策 
 
阪神・淡路大震災では、公共建築物も多くの被害を受け、災害応急対策活動や行政サービスの提供にも重大な支

障が生じたという事例や、建築物の構造体には被害はなかったが、ライフライン施設の被害により設備が機能せず、
同様の支障が生じたという事例もあった。 

公共建築物の多くは、災害時に種々の災害応急対策活動を迅速、的確に実施するための防災活動拠点としての役
割を果たす必要があるため、市設建築物の整備にあたっては、耐震性・不燃性の確保やライフライン途絶への対応
等、総合的な防災機能の向上を図る。 

 
２７－１ 市設建築物の耐震化・不燃化の促進 
 
施設を所管する各局・区は、建替や新築にあたっては、建物の不燃化を進めるとともに、「市設建築物の耐震計画

技術指針」に基づき、防災活動拠点としての役割や建物の用途に応じて、耐震性の確保及び通信手段の多重化や非
常用電源の確保、雑用水や消火用の貯水槽の設置等、ライフライン途絶への対応を進める。また、地盤の液状化に
より施設の機能が損なわれるおそれがある場合には、適切な措置を講じるものとする。改修にあたっても、構造体
や設備の耐震性向上とともに、ライフライン途絶対策も含めた検討を行う。 

災害時に重要な役割を担う市設建築物（災害対策施設等）のうち、耐震性が不十分であるものについては、「大阪
市耐震改修促進計画」に沿って早期の耐震化完了をめざす。 

市営住宅については、一定の年限を経過し、老朽化した中層住宅等の建て替えを進めるとともに、耐震診断の結
果に基づき、耐震性の向上を図る。 

また、災害時避難所や庁舎、ボランティアセンター等から先行して、特定天井の脱落対策を進めるなど、施設の
役割や用途等に応じて、非構造部材の落下対策や、屋内収容物の転倒対策に取り組むほか、ブロック塀等の安全対



策や屋外設置物の落下・転倒被害軽減のために適切な維持管理を行う。さらに、エレベーターの閉じ込め防止につ
いては、機器更新等の機会を捉えて、対策を講じる。 

長周期地震動対策については、国の動向等を踏まえて、必要となる対策の検討を行う。 

 

２７－２ 市設建築物の応急対策 
 

本市の管理施設は広範囲にわたりその機能も多岐にわたり、常時不特定多数の利用者を受入する施設もある。
従って、地震時においては、施設の被害状況を十分に把握して、適切な対応をとる必要がある。 

（１）基本方針 
施設を所管する各局・区は、各施設の実際の管理者と日常より相互に緊密な連携をとり、災害発生時に備

え、あらかじめ具体的な諸活動にかかる対策を定めておく。 
また、各施設の特殊性等を考慮して情報収集及び伝達、利用者の安全確保、施設保全、被害状況把握等の適

切な対応を迅速かつ効果的に行う。 
 

（２）活動体制 

ア 所管各局・区 

施設を所管する各局・区は、災害情報等を関係施設に伝達するとともに、各施設の被害状況、避難者、利用
者の状況をとりまとめ、市本部に報告する。 

イ 各施設 

各施設は、利用者や避難者、施設所在地等の個々の状況を考慮して、速やかに被害状況の調査を行い、施設
所管の局・区に対して報告する。 

特に、支援を要する者に対しては、避難誘導、連絡等が円滑に行われるように留意する。 

また、応急対策を講じたとき又は講じる必要があり、資器材、人員等の応援が必要なときは、直ちに所管各
局・区に報告するとともに、各局所管施設にあっては所在区の区本部にも報告する。 

 

（３）施設別の応急対策 
詳細な応急対策については、それぞれの所管する各局・区の応急対策計画の定めるところによる。 

 
第２８節 公共土木施設の耐震化及び応急対策 
 
災害によって道路・橋梁、鉄道、河川・港湾施設等の公共土木施設に被害が生じると、避難や、災害応急対策活

動の障害になるばかりでなく、市民等の社会・経済的活動に計り知れない影響を及ぼす。災害時において、避難、
救援、復旧活動等に重要な公共土木施設については、被害を最小限にとどめ、十分にその機能を果たすように災害
予防対策を図る。 
なお、緊急交通路など防災活動上重要な役割を果たす施設については、被害の軽減を図り、機能の確保につとめ

るよう優先的な応急対策を図るとともに、ネットワークの強化や相互補完できる施設の構築など、都市全体として
防災性を向上させていくことも基本とする。 
また、河川・港湾地域の防潮堤等の損壊による浸水等は、住民生活、都市活動に長期間にわたって重大な被害を及
ぼすものであり、日常的な施設の点検、維持管理に努めることはもとより、それらの施設等の耐震化を図る。 
各施設管理者は上記の基本時考え方に基づき、所管施設における災害予防及び応急対策の具体計画を定める。 
 
資料編/１７その他/ 

２. 道路・棟梁等の耐震化及び応急対策（本市、高速道）等 
３. 鉄道施設の耐震化及び応急対策 
４. 河川・港湾施設等の耐震化及び応急対策 

のとおり 
 
第２９節 ライフライン施設の耐震化及び応急対策 
 
ライフライン施設は、市民等の日常生活や都市活動を支える基盤として不可欠のものである。地震によりライフ

ラインに支障が生じると、平常の市民生活が困難となるほか、救援や復旧活動への大きな障害ともなる。したがっ
て、各ライフライン施設が震災時においても十分に機能し、市民生活への影響を最小限にとどめるよう耐震化を図
る。 

ライフライン施設の耐震化は、震災時における機能維持と早期復旧を目標とし、各ライフライン施設の特性に応
じて、基幹施設や管路等の耐震化を進めるとともに、多重性・代替性のあるネットワークを形成するため、市域に
おける供給単位の適正なブロック化に努め、主要な防災活動拠点に対する上水道、下水道等のライフラインについ
てもその重要性を考慮して信頼性の向上を図る。 

また、応急対策は、ライフラインの各事業者の相互協力による効率的な応急対応・復旧を行い、早期に市民生活
の安定を図るものとする。なお、危機管理部は、震災時の水道、下水道、電気、ガス、電話などのライフラインの
被害情報・復旧情報を各事業者から収集し、各事業者から市民等への広報と並行して、総合的な情報を広報する。 

 
 
 

策や屋外設置物の落下・転倒被害軽減のために適切な維持管理を行う。さらに、エレベーターの閉じ込め防止につ
いては、機器更新等の機会を捉えて、対策を講じる。 

長周期地震動対策については、国の動向等を踏まえて、必要となる対策の検討を行う。 

 

２７－２ 市設建築物の応急対策 
 

本市の管理施設は広範囲にわたりその機能も多岐にわたり、常時不特定多数の利用者を受入する施設もある。
従って、地震時においては、施設の被害状況を十分に把握して、適切な対応をとる必要がある。 

（１）基本方針 
施設を所管する各局・区は、各施設の実際の管理者と日常より相互に緊密な連携をとり、災害発生時に備

え、あらかじめ具体的な諸活動にかかる対策を定めておく。 
また、各施設の特殊性等を考慮して情報収集及び伝達、利用者の安全確保、施設保全、被害状況把握等の適

切な対応を迅速かつ効果的に行う。 
 

（２）活動体制 

ア 所管各局・区 

施設を所管する各局・区は、災害情報等を関係施設に伝達するとともに、各施設の被害状況、避難者、利用
者の状況をとりまとめ、市本部に報告する。 

イ 各施設 

各施設は、利用者や避難者、施設所在地等の個々の状況を考慮して、速やかに被害状況の調査を行い、施設
所管の局・区に対して報告する。 

特に、支援を要する者に対しては、避難誘導、連絡等が円滑に行われるように留意する。 

また、応急対策を講じたとき又は講じる必要があり、資器材、人員等の応援が必要なときは、直ちに所管各
局・区に報告するとともに、各局所管施設にあっては所在区の区本部にも報告する。 

 

（３）施設別の応急対策 
詳細な応急対策については、それぞれの所管する各局・区の応急対策計画の定めるところによる。 

 
第２８節 公共土木施設の耐震化及び応急対策 
 
災害によって道路・橋梁、鉄道、河川・港湾施設等の公共土木施設に被害が生じると、避難や、災害応急対策活

動の障害になるばかりでなく、市民等の社会・経済的活動に計り知れない影響を及ぼす。災害時において、避難、
救援、復旧活動等に重要な公共土木施設については、被害を最小限にとどめ、十分にその機能を果たすように災害
予防対策を図る。 
なお、緊急交通路など防災活動上重要な役割を果たす施設については、被害の軽減を図り、機能の確保につとめ

るよう優先的な応急対策を図るとともに、ネットワークの強化や相互補完できる施設の構築など、都市全体として
防災性を向上させていくことも基本とする。 
また、河川・港湾地域の防潮堤等の損壊による浸水等は、住民生活、都市活動に長期間にわたって重大な被害を及
ぼすものであり、日常的な施設の点検、維持管理に努めることはもとより、それらの施設等の耐震化を図る。 
各施設管理者は上記の基本時考え方に基づき、所管施設における災害予防及び応急対策の具体計画を定める。 
 
資料編/１７その他/ 

２. 道路・棟梁等の耐震化及び応急対策（本市、高速道）等 
３. 鉄道施設の耐震化及び応急対策 
４. 河川・港湾施設等の耐震化及び応急対策 

のとおり 
 
第２９節 ライフライン施設の耐震化及び応急対策 
 
ライフライン施設は、市民等の日常生活や都市活動を支える基盤として不可欠のものである。地震によりライフ

ラインに支障が生じると、平常の市民生活が困難となるほか、救援や復旧活動への大きな障害ともなる。したがっ
て、各ライフライン施設が震災時においても十分に機能し、市民生活への影響を最小限にとどめるよう耐震化を図
る。 

ライフライン施設は、災害時における機能維持と早期復旧を目標とし、各ライフライン施設の特性に応じ
て、基幹施設や管路等の改良を進めるとともに、多重性・代替性のあるネットワークを形成するため、市域に
おける供給単位の適正なブロック化に努め、主要な防災活動拠点に対する上水道、下水道等のライフラインに
ついてもその重要性を考慮して信頼性の向上を図る。 
また、応急対策は、ライフラインの各事業者の相互協力による効率的な応急対応・復旧を行い、早期に市民

生活の安定を図るものとする。 
ライフラインの各事業者は上記の基本時考え方に基づき、各施設の災害予防対及び応急対策の計画を定め

る。 
なお、危機管理部は、災害時の水道、下水道、電気、ガス、電話などのライフラインの被害情報・復旧情報

を各事業者から収集し、各事業者から市民等への広報と並行して、総合的な情報を広報する。 



 
２９－１ 上水道施設の耐震化及び応急対策 

（１）上水道施設の耐震化 

ア 基本方針 

上水道は生活の基幹となる施設であることから、震災時においても、迅速かつ円滑な給水が可能な水道シス
テムの構築をめざす。 

イ 対策内容 

以下に示す震災対策を行っていく。 

（ア）基幹施設の耐震性強化 

取・浄・配水場等の土木構造物については、震災時の全面停止及び広域的な断水を回避するため、耐震化
すべき浄水系統を設定し、効率的に耐震化を実施する。 

管路施設については、管路全体のうち、送水管・配水幹線・防災拠点に至るルートを優先的に耐震化する
とともに、更新する管路については、全て耐震性能の高い鋼管あるいは離脱防止継手を有するダクタイル鋳
鉄管とする。 

事業所については、想定地震に対しても機能を保全するための耐震化を実施し、震災後の緊急対策に係る
中枢機能を確保する。 

（イ）給・配水拠点ネットワークの整備 

水需要に応じた適切な浄・配水場拠点を配置するとともに、応急活動基地として必要な整備を併せて行う。 

（ウ）配水系統間の相互融通性向上 

震災発生時にも、弾力的な配水運用を可能とするため、市内配水系統間の連絡管整備等による幹線ネット
ワークの強化を図るとともに、隣接する水道事業体との緊急時用連絡管の整備により、給水の安定性向上を
図る。 

（エ）停電対策 

想定地震に対しても取・浄・配水場運用に不可欠な電力を安定して確保するため、受電回路の複数化によ
る設備の信頼性強化や、施設運転用の自家発電設備の整備など送電停止対策を行う。 

（オ）資材保有体制の維持 

震災後の応急対策を円滑に進めるため、市内にバランスよく配置された資材格 納施設に、災害時避難所
等への拠点応急給水や医療施設等への運搬応急給水に必要となる「応急給水用資器材」及び管路の応急復旧
に必要な「応急復旧用資機材」を確保しており、震災時にも確実に使用できるよう維持管理を行う。 

（カ）情報通信システムの信頼性強化 

震災後における組織的な即応体制の発動や水道施設の被害状況の早期把握等、一連の震災対策を円滑に行
うための情報通信手段の安定確保を図る。 

（キ）津波対策 

津波浸水による水道供給機能の低下を回避するため、浄・配水場においては、防潮扉の設置、換気口のか
さ上げや重要機器を高所へ移設するなど浸水対策を行う。 

 

（２）上水道施設の災害応急対策  

ア 市本部への情報連絡 
災害発生直後は、できる限り速やかに飲料水確保の状況等、次の内容について市本部へ情報連絡を行う。 

（ア）浄・配水場施設の被害・稼働状況 

（イ）市域の断水状況 

（ウ）管路の被害状況 

（エ）応急対策の基本方針 

応急対策開始後は、次の内容について市本部へ情報連絡を行う。 
① 応急給水状況（拠点給水・運搬給水の箇所数等） 

② 復旧方針及び復旧状況（浄・配水場施設、管路等） 

③ 市民等への広報状況（協力要請及び衛生状態を含む） 

イ 上水道施設に関する応急復旧活動 
（ア）基本方針 

水道施設の復旧については、応急給水体系や以下に示す応急給水目標と整合した復旧優先順位を考慮し、
段階的な復旧目標期間を設定して行う。 

 [応急給水目標] 
<震災後３日間>  

・飲料水、医療用水等、生命維持のための必要最低限の水を確保 
<震災後４日目～１か月間> 

・生活用水、都市活動用水を順次増量確保 
<震災後１か月> 

・通常量を確保 
（イ）復旧対策 

 ① 管路施設等に関する応急復旧活動 
ａ．導・送・配水管路の被害調査 

 
(2) 資料編/１７その他/ 

５.    上水道施設の耐震化及び応急対策  

６.    下水道施設の耐震化及び応急対策 
７.    電気施設の耐震化及び応急対策 
８.    ガス施設の耐震化及び応急対策 
９.    電話施設の耐震化及び応急対策 
１０. 放送施設の耐震化及び応急対策 

のとおり 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



災害発生後、速やかに被害調査を実施し、漏水、道路陥没等の有無及びその状況を把握する。また、
あわせて復旧活動の支障の有無を判断するための地上構造物の被害状況などの把握に努める。 

ｂ．緊急措置 
被害箇所の応急復旧着手までの間の緊急措置として、漏水による道路陥没等の二次災害発生のおそれ
がある場合及び被害の拡大するおそれがある場合にあっては、速やかに緊急断水等の危険防止の措置
を講ずる。 

ｃ．応急復旧 
復旧は、あらかじめ定めた復旧目標を基本としながら、浄・配水場の稼働状況、被害管路の程度及び
復旧の難易度等を考慮して、可能な限り断水区域を限定し、配水を継続しながら実施する。 
なお、復旧用材料の調達状況、復旧体制及び復旧の緊急度を勘案し、必要に応じて仮配管、路上配管
等による復旧を行う。 

〔復旧目標〕 
・広域避難場所に至る管路 
震災後３日以内の復旧をめざす 
・災害時避難所、病院等重要施設に至る管路 

震災後 10日以内の復旧をめざす 
・近隣の都市公園に至る管路 

震災後 15日以内の復旧をめざす 
 
また、管路部給水管の復旧は、配水管の復旧及び通水と並行して行う。配水管の通水に支障となる
もの、道路上の漏水で二次災害が発生するおそれのあるもの等その重要度に応じた応急復旧を実施
する。 

ｄ．復旧用資機材の調達 
管路施設の応急復旧に必要な材料については、資材格納施設等に備蓄しているものを優先使用し、
不足する場合には、緊急調達や他水道事業体への応援要請を行う。 

ｅ．管路情報の整備 
管路施設の応急復旧に必要となる管路情報（配水管設備図（1:3000）・水道管理図（1:1000））につ
いては、あらかじめ分散配置をしておく。 

 
② 取・浄・配水場施設に関する応急復旧活動 

災害発生時、各浄水場の浄水管理班は、所管施設の被害状況を点検し、応急措置を行う。 
ａ．取水施設 

取水塔（取水口）の亀裂、管渠の陥没等を調査し、被害箇所については、当該系統を遮断し、他の系
統への切替等必要な措置を講ずる。 
また、地震発生後、津波が来襲するおそれのある場合は、情報収集を行い、淀川への津波遡上に備
え、事前に定めたマニュアルに基づき、取水地点までの津波到達の有無を判定したうえで、塩水等に
よる水処理に対する被害の未然防止等影響を最小限にすべく、津波到達時間内に取水停止等の必要な
措置を講ずる。 

ｂ．取水ポンプ設備 
取水ポンプ圧力異常警報が出た場合、被害箇所を速やかに確認し、被害管路を制水弁で切替等必要な
措置を講じる。 

ｃ．池状構造物 
沈でん池に大規模な被害が生じた場合、浸水等の二次災害を及ぼすので速やかに流入、流出弁操作に
よる排水等、必要な緊急措置を講じる。 
ろ過池の亀裂あるいは配管類の破損により配管廊が浸水している場合、必要箇所の閉弁を行うととも
に、水中ポンプにより排水を行う。 
配水池上部に陥没が認められた場合、当該池の流入、流出弁を全閉し浄水の汚染を防止する。 

ｄ．配水ポンプ設備 
浄・配水場構内及びその周辺において、漏水による二次災害発生のおそれがある場合や被害の拡大す
るおそれがある場合を除き、あらかじめ定めた方法により送・配水ポンプ運転を継続するとともに、
必要に応じて配水系統の切り替えを行うなど給水継続に努める。 

（ウ）被害想定に基づく復旧計画 
①大阪市内の施設概要（平成 28 年度末現在） 

浄水場               ３箇所 
配水場               10箇所 
導・送・配水管延長   約 5,231km                         

②施設被害の想定 

導・送・配水管（配水細管含む）： 

想定地震 被害件数 

上町断層帯地震 約 7,600 件 

生駒断層帯地震 約 6,300 件 

有馬高槻断層帯地震 約 1,600 件 

中央構造線断層帯地震 約  300 件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



東南海・南海地震 約 1,100 件 

南海トラフ巨大地震 約 1,970 件 

 
③機能被害の想定 

想定地震 減・断水率 

上町断層帯地震 約 77% 

生駒断層帯地震 約 68% 

有馬高槻断層帯地震 約 20% 

中央構造線断層帯地震 約 4% 

東南海・南海地震 約 13% 

南海トラフ巨大地震 約 51% 

 
④復旧計画 

想定地震 復旧期間 

上町断層帯地震 約１ヶ月 

生駒断層帯地震 約１ヶ月 

有馬高槻断層帯地震 約２週間 

中央構造線断層帯地震 約１週間 

東南海・南海地震 約１週間 

南海トラフ巨大地震 約 40 日 

 
２９－２ 下水道施設の耐震化及び応急対策 

（１）下水道施設の耐震化 

ア 基本方針 

下水道施設は、震災などにより下水道の機能が停止した場合、トイレの使用ができなくなる他、公共用水域
への未処理下水の流出による公衆衛生の悪化や避難場所等で浸水被害の二次災害などにより市民生活に大き
な影響を与え、安全で衛生的な生活環境確保のためには不可欠な施設であり、住民生活を支える重要なライフ
ラインのひとつである。 

地震発生時には、下水道が有する最低限の機能確保として、流下機能の確保、排水機能の確保及び緊急交通
路などの交通機能を確保するため、下水道施設の耐震化を図っていく。 

イ 対策内容 

対策の実施にあたっては、下水道施設の耐震化及び下水道施設の防災施設としての活用を基本方針として
次の施策を実施していく。 

（ア）管路施設の耐震化 

管路施設の耐震化は、避難場所などでのトイレの使用を確保するため、広域避難場所、一時避難場所等
の避難場所と下水処理場を結ぶ管渠の耐震化、緊急交通路などの交通機能を確保するため、緊急輸送路及
び避難路並びに軌道の下に布設されている管渠の耐震化を重点的に実施していく。 

（イ）下水処理場・抽水所の耐震化 

下水処理場・抽水所の耐震化は、下水道が有すべき最低限の下水処理・雨水排除機能を確保し、公共用
水域の汚染や浸水などの二次災害を防止する。 

地震発生時に下水処理機能の確保として建築物の耐震化、停電時の機能の確保として自家発電施設の整
備、また、下水道機能のバックアップ対策として、下水処理場間のネットワーク化を図っていく。なお、
最低限の下水処理や雨水排除機能を確保するため、改築・更新を基本とした耐震対策を検討していく。 

建築物については、昭和 56 年以前に建築された主な建物について、耐震診断を実施した結果を踏まえて
耐震改修実施計画を策定し、平成 14 年度から耐震改修を実施している。今後は、市設建築物耐震改修計画
に基づき、計画的に耐震性の向上を図っていく。 

（ウ）防火・生活雑用水供給設備の整備 

下水処理場で高度処理された水の再利用として、消防用水として利用するとともに、市民等の生活雑用水
として提供できる処理水供給設備の整備を行う。 

全下水処理場１２施設のうち、平成 23 年度までに８処理場において整備を行っており、残る４下水処理
場については、高度処理施設の整備に併せて順次整備を図っていく。 

（エ）マンホールトイレの整備 

災害時に避難者のトイレ使用を確保するため、広域避難場所にマンホールトイレの整備を行う。 

マンホールトイレの整備は、広域避難場所 33 箇所のうち、平成 25 年度末現在 26 箇所（1,380 個）の設
置を行っており、残り８箇所の広域避難場所については、関係機関と調整を行い協議が整い次第整備を図っ
ていく。また、広域避難場所以外においても 179 個のマンホールトイレの設置を行っており、災害時避難所
周辺のマンホールについてもマンホールトイレとして利用できるように、関係先と協議を行っていく。 

 

（オ）津波対策 

津波の到達が予想される場合には、影響のある下水処理場、抽水所は防潮扉を閉鎖する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



また、放流堰が防潮提より低い場所については、放流ゲートを全閉し津波の進入を防止する。 

（カ）バックアップ体制 

地震時等の災害時において、職員のみでは十分な対応ができない場合を想定し、必要に応じて協力業者等
への協力を依頼する。なお、下水道施設の調査や応急措置等の災害支援対策として各種団体と下記の協定を
締結している。 

・災害時における応援復旧対策の協力に関する協定 

      締結相手：社団法人日本建設業連合会関西支部 

            社団法人大阪建設業協会 

            社団法人日本下水道管路管理業協会関西支部 

・仮設トイレ汚水受入れ施設の設置に関する協定書 

         締結相手：社団法人日本建設業連合会関西支部 

・下水道台帳システムの防災対策に関する覚書 

         締結都市：札幌市・京都市・広島市・福岡市 

・下水道災害時おける大都市間の連絡・連携体制に関するルール 

       締結都市：東京都及び政令指定都市 

 

（２）下水道施設の災害応急対策 

ア 基本方針 
地震による被害が発生し、又は災害が発生するおそれのある場合においては、市民生活に与える影響が大き

いため、被災状況を迅速かつ的確に把握し、関係機関との調整を図り、仮排水ポンプや仮設消毒など下水道の
機能を維持するために必要な緊急措置や応急復旧を講じ、本復旧により下水道施設の速やかな復旧に努める。 
イ 復旧対策（震災復旧の手順参照） 
（ア）緊急点検・調査、緊急措置 

地震発生直後に行う点検・調査であり、人的被害につながる二次災害の未然防止と安全確保を目的とす
る。 
① 管路施設 

道路施設等が他施設に与える影響を主として地表から目視調査し、必要に応じて二次被害防止のため
陥没等の緊急措置を実施する。 

・マンホールと路面の段差を解消 
・管路施設被害による陥没箇所の土砂投入 
・危険箇所への安全柵設置 

② 処理場、抽水所 
重大な機能障害等による二次災害の未然防止と、安全確保を目的として緊急点検を行う。また、被害

の状況に応じて緊急措置を行うこととする。 

緊急措置は、以下のとおりとする。 
・安全柵等の設置 
・重大な機能障害に対する措置 
・二次災害等の危険性に対する措置 
・下水道施設の使用制限の検討 
なお、水質監視は下水処理場流入下水及び放流水について、別に定める緊急試験項目により行う。また、

市内事業場において、有害物質の保管・管理状況について緊急調査を行う。緊急調査により、危険性のあ
る被害に対しては緊急措置を行う。 

（イ）一次調査・応急復旧 
緊急措置後、調査範囲を拡大し一次調査を実施する。なお、調査は迅速かつ的確に把握する必要がある

ため、本市だけで対応できない場合は支援組織や関係機関と協議・調整を図り対応する。 

応急復旧は本復旧までの期間において、施設の被害拡大が想定される場合下記の通り実施する。 

① 管路施設 
必要に応じて下水管内、マンホール内の清掃、仮排水設備の設置等の応急復旧を行う。 
・管路施設内への土砂流入によりマンホール、管渠内清掃 
・降雨時の浸水被害防止のため仮排水ポンプの設置 
・マンホールトイレの確保 

 ② 処理場、抽水所 
処理場、抽水所施設の最小限の機能を確保させるため、重要度の高いものから優先的に調査を実施し、

応急復旧を実施する。 
（ウ）二次調査・本復旧 

一次調査の結果により、本復旧を必要とする場合において工法や数量を確定させるためテレビカメラ
や、計測資料等により詳細な二次調査を実施する。 

本復旧実施にあたっては、将来計画や復興計画を考慮に入れ、他の災害関連先とも調整の上、本復旧を
実施する。 

① 管路施設 
被害箇所を確実に把握する必要があるため、目視調査での写真撮影、テレビカメラによる管内調査を

実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



② 処理場、抽水所 
機能回復までの期間を短縮するため、一次調査に引き続き詳細調査を実施する。 

ウ 被害想定及び復旧手順 

（ア）大阪市内の施設概要（平成 25 年度末現在） 

管渠施設：約 4,900km 

処理場：12 箇所(ほか汚泥処理施設の舞洲スラッジセンター1 箇所) 

抽水所：58 箇所 

（イ）施設被害の想定（平成 18 年度、平成 25 年度） 

① 管路施設 

想定地震 被害延長 

上町断層帯地震 約 920km 

生駒断層帯地震 約 320km 

有馬高槻断層帯地震 － 

中央構造線断層帯地震 約 270km 

東南海・南海地震 約 150km 

南海トラフ巨大地震 約 171km（大阪府想定） 

 

 

② 処理場 

想定地震 被害状況 

上町断層帯地震 液状化などによる被害：12箇所 

生駒断層帯地震 
液状化などによる被害：10箇所 
軽微な被害：2箇所 

有馬高槻断層帯地震 － 

中央構造線断層帯地震 
液状化などによる被害：8箇所 
軽微な被害：4箇所 

東南海・南海地震 軽微な被害：12 箇所 

南海トラフ巨大地震 
軽微な被害：3箇所（大阪府想
定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                   

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 復旧の手順（下水道施設） 

 

２９－３ 電気施設の耐震化及び応急対策 

（１）電気施設の耐震化（関西電力株式会社） 

ア 基本方針 

阪神・淡路大震災や東日本大震災を踏まえて耐震診断等を行い、必要な対策を講じるとともに、万
一被災しても、早期復旧が可能な設備づくりをめざす。 

イ 対策内容 
（ア）耐震化 

   各設備の耐震化は、概ね達成しており、今後の設備の新設等においても、以下のとおり耐震設計を行う。 

① 火力発電設備 

機器の耐震は、発電所設備の重要度、その地域で予想される地震動等を勘案するほか、発電用火力設
備に関する技術基準等に基づいて設計を行う。 

また、建物については、建築基準法による耐震設計を行う。 

    ② 送・配電設備 

         電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上回るため、同基準に基づき設
計を行う。 

         地中送・配電線路は、地盤条件に応じて、可とう性のある継手や可とう性のある管路を採用するなど、
耐震性を配慮した設計を行う。 

       ③ 変電設備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         機器の耐震は、変電所設備の重要度、その地域で予想される地震動等を勘案した設計を行う。 

 （イ）耐水化（津波対策） 

    ① 送・配電設備 

         地中送・配電線路については、ケーブルヘッドの位置の適正化等による防水対策を実施する。 

       ② 変電設備 

浸冠水のおそれのある箇所は、床面のかさあげ、窓の改造、出入口の角落し、防水扉の取付け、ケー
ブルダクト密閉化等を行うが、建物の構造上、上記防水対策の不可能な箇所では屋内機器のかさあげを
実施する。 

   また、屋外機器は、基本的にかさあげを行うが、かさあげが困難なものについては、防水・耐水構造
化、又は防水壁等を組み合わせて対処する。 

（ウ）多重化 

電力供給系統については、被害を受けた場合にも他の健全な設備を活用して再送電できるようなネット
ワーク状の設備とする。 

また、コンピューターシステムについては、重要データファイルの多重化や分散保管、復旧処理方法等
のバックアップ体制の整備を図る。 

（エ）維持保全・更新 

電気設備については、常に技術基準に適合するよう維持することおよび事故の未然防止を図ることを目
的として、それぞれの設備実態等に応じて計画を作成し、巡視、点検および検査を行う。 

また、巡視、点検および検査において、技術基準に適合しない事項、又は各設備の健全な運転継続等に
支障となる事項等保安上改善を要する事項を発見した場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、必要
に応じて引き続き恒久的な対策を検討、実施する。 

（オ）バックアップ体制 

他電力会社等と協調し、電力、要員、資材、輸送力等の相互融通等、災害時における相互応援体制を整
備する。 

（カ）その他 

各事業所は、災害に備え、平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保や衛星携帯電話の配備など情
報通信手段の多様化を図るとともに、災害対策用資機材等の輸送計画を樹立し、車両、舟艇、ヘリコプタ
ー等による輸送力確保に努める。 

また、情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順の熟知、並
びに防災意識の高揚を図るため、最大クラスの災害である南海トラフ巨大地震も想定した各種訓練を計
画的に実施する。 

（２）電気施設の災害応急対策（関西電力株式会社） 

ア 基本方針 

（ア）災害対策組織をあらかじめ定めておく。また、災害により拠点が被災した場合の災害対策活動拠点につい
てもあらかじめ定めておく。 

（イ）対策要員の動員体制を整備する。 

（ウ）重要施設への電力を確保するため、優先復旧についてあらかじめ計画を策定する。 

（エ）平時から地方防災会議への参加により災害時の情報提供、収集など相互連携体制を整備しておく。 

（オ）防災関係機関との連携強化により平時の各種訓練の相互参画、定期的な会議及び情報交換の実施、災害発
生時の連絡体制の確立、相互協力を行う。 

イ 復旧対策 

（ア） 災害時における災害に関する情報の収集および伝達に関する事項 

① 災害時には非常災害対策組織を設置し、被害状況等災害に関する的確な情報の収集と検討を行う。 

② 災害時には、情報通信手段を確保し、被害状況等の情報をあらかじめ定められた情報伝達方法により迅
速に社内外に伝達する。 

（イ） 災害時における広報に関する事項 

① 非常災害対策組織において、電力施設の被害状況や復旧見通し等についての適切な情報発表文を作成す
る。 

② 災害発生後、関係官公庁、防災関係機関に対して被害状況等の迅速な情報報告を行う。 

③ 災害時においては、市民等に対し、断線、電柱倒壊・折損等による公衆感電事故および電気火災を未然
に防止するため、電気施設および電気機器使用上の注意等の広報を、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関
およびインターネット等を通じて行うほか、状況に応じて、広報車等により直接当該地域へ周知する。 

（ウ） 災害復旧要員の確保に関する事項 

① 災害発生時に、迅速に災害復旧要員を確保できるよう非常呼出し体制を確立し、社内情報連絡および緊
急参集体制を整備する。 

② 請負契約により協力会社等の災害復旧要員を確保する。 

③ 災害規模に応じて他電力会社と相互協力し迅速な復旧に努める。 

（エ） 災害復旧用資材等の確保に関する事項 

① 災害時には速やかに保有資材の確認および在庫量の把握を行う。 

② 災害時には速やかに各種施設、設備の被害状況の把握を行う。 

③ 調達を必要とする復旧資機材を迅速に手配し、必要箇所に輸送する。 

④ 災害復旧用資機材を速やかに調達できるよう、あらかじめ、合理的に配置しておく。 

（オ） 災害時における応急復旧工事に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



恒久的復旧工事との関連および情勢の緊急度を勘案し、次のとおり実施する。 

① 共通機器および流用可能備品、貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。 

② 送電設備 

共通機器、流用可能備品および貯蔵品ならびにヘリコプター、車両等機動力を活用した応急復旧措置を
行う。 

③ 変電設備 

機器損壊事故に対し、系統の一部変更又は移動用機器の活用による応急措置を行う。 

④ 配電設備 

発電機車による応急送電等、非常災害仮復旧により、迅速確実な応急措置を行う。 

⑤ 通信設備 

ａ．応急対策資材の整備による効率的応急復旧を行う。 

ｂ．可搬型電源、移動無線機等の活用により通信連絡を確保する。 

（カ） 災害時における危険予防措置に関する事項 

電力需要の実態にかんがみ、災害時においても原則として送電を継続するが、感電等の二次的災害のおそ
れがある場合で、関西電力が必要と認めた場合又は警察、消防機関から送電停止の要請があった場合には、
適切な危険予防措置を講ずる。 

（キ） 災害時における電力の融通 

災害により電力が不足するときは、各電力会社と締結した「全国融通電力受給契約」及び、「二社融通電力
受給契約」に基づき電力の確保を図る。 

ウ 被害想定に基づく復旧計画 
以下に示す電気施設の被害想定ならびに復旧計画については、大阪府自然災害総合防災対策検討委員会（平
成 17 年度から 18年度）における検討結果のうち、大阪市内における数値を抜粋したものである。 

（ア）大阪市内の施設概要（平成 19年度末現在） 
   ①発電設備：火力発電所    １箇所 

   ②電設備：変電所   約 110 箇所 

   ③配電設備：支持物  約 675,000 基（※大阪府内のデータ） 

（イ）施設被害の想定 
      電力設備については、地震の規模等により一時的に何らかの設備被害を受け機能喪失（停電）する可能性

がある。 

 

 

（ウ）停電被害の想定 

表 大阪市内の停電被害想定（発災直後） 

想定地震 停電軒数 停電率 

上町断層帯地震 約 983 千軒 約 64％ 

生駒断層帯地震 約 105 千軒 約 7％ 

有馬高槻断層帯地震   約 10 千軒 約 1％ 

中央構造線断層帯地震 約 1 千軒 約 0.1％ 

東南海・南海地震 約 26 千軒 約 2％ 

（エ）応急復旧計画 
      想定される地震により生ずる電気施設の応急復旧については、復旧期間（阪神・淡路大震災時の復旧人員

と支障回線単位の復旧ペースをもとに現時点の復旧人員から類推したもの）を目安として、「２ 復旧対策」
の各施策を実施するとともに、災害発生直後は、速やかに送電系統の切替操作等を行い、長時間の停電を防
止する。 

     また、行政機関、警察および消防等の防災機関と密接に連携を図りながら、早期復旧に取り組む。 

表 復旧の目安 

想定地震 復旧目安 

上町断層帯地震 約１週間 

生駒断層帯地震 約６日 

有馬高槻断層帯地震 約２日 

中央構造線断層帯地震 約１日 

東南海・南海地震 約１日 

 

２９－４ ガス施設の耐震化及び応急対策 
大阪ガス株式会社では、予防対策と発災後の緊急、復旧対策を組み合わせた総合的な対策を推進している。地震

防災レベルの継続的な向上のため、長期間にわたって着実に対策を実行し、総合的な地震防災力の改善・向上を行
い、二次災害防止、早期復旧を基本目標としてガス設備の強化と保全に努めることとしている。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 予防対策と緊急・復旧対策 

 

 

 

（１） ガス施設の耐震化（大阪ガス株式会社） 

ア ポリエチレン管の普及促進 

導管については、昭和 54 年からポリエチレン管を導入してきた。ポリエチレン管は土中に埋設しても腐食
せず、さらに可とう性も高い耐久性に優れた、半永久的な寿命を持つ導管材料である。現在、大阪市内のポリ
エチレン管の敷設延長は約 1,300 ㎞となり、大阪ガス全体での耐震導管の比率は約 83％に至っている。（平成
26 年 3 月末現在） 

 イ マイコンメーターの普及促進 

マイコンメーターについては、震度５弱相当以上のゆれを感知するとガスを自動的に遮断する。ほぼ 100％
のお客さま宅に設置済みである。 

ウ その他の耐震化対策 

（ア）災害によるガスの漏洩を防止するため、ガス設備の強化と保全に努める。 

ａ．ガス設備（製造所・供給所等）について、各種災害に耐え得る十分な強度の確保を図る。 

ｂ．高圧・中圧・低圧のそれぞれのガス導管、継手には、耐震性の高い管材料及び伸縮可動性継手の使用
に努める。また、適切な導管材料の備蓄に努める。 

ｃ．東南海・南海地震および南海トラフ巨大地震の発生時には津波が発生すると予測されており、この津
波対策についても各行政機関の整合を図りながら、対策を進める。 

 

（２）ガス施設の災害応急対策（大阪ガス株式会社） 

ア 二次災害の防止 

（ア） 情報収集機能の強化 

地震情報、気象情報を収集し、一斉無線連絡装置等により直ちに各事業所へ伝達する。 

ａ．供給区域内の主要地点に地震計を設置し、地震情報を収集する。 

ｂ．気象情報システムにより、地震情報を収集する。 

ｃ．整圧器遠隔監視システムにより、圧力・流量データ等を収集する。 

（イ） 供給停止システムの構築 

ａ．地震発生時に、ガスによる二次災害の防止と復旧活動の迅速化のため、導管網のブロック化を行う。 

ｂ．感震自動ガス遮断方式及び遠隔ガス遮断方式によって導管網のブロック単位でガス供給を遮断するシ
ステムの活用により、被災地区の供給停止の迅速化を図る。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪主な地震対策≫ 

 

地震に強い設備 

ガス設備の耐震性のさらなる向上 

・ポリエチレン管の普及促進 

・マイコンメーターの普及促進 

二次災害の防止 

予防対策 

緊急時対応

情報収集機能の強化 

・地震計の設置 

・整圧器遠隔監視システムの構築 

供給停止システムの構築 

  ・ブロック化 

  ・整圧器遮断装置の設置 

通信システムの強化 

  ・中央指令サブセンターの設立 

  ・ポータブル衛星通信設備の配置 

早期の 

供給再開報告 

 

復旧対策 

復旧セクターの設定 

マニュアルの整備 

受付機能・広報活動の強化 

臨時供給対応（仮供給） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 供給停止システム 
 

 

 

（ウ）通信システムの強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 無線通信網 
 

ａ．災害発生時に、主要事業所間の通信手段を確保するため、無線通信網の充実を図る。 

ｂ．事業所管内の諸条件を把握するため、工作車等に陸上移動局を配置して無線連絡の確保を図る。 

ｃ．対策本部を設ける事業所には、停電時対策として非常電源装置を設置する。 
ｄ．本社指令機能が停止した場合に備えて、本社と同じ機能を保有する中央指令サブセンターを京都に設立

した（平成 10年 3 月）。 
（エ）関係機関との協力等 

ａ．災害による事故発生の場合は、関係機関と協力して二次災害防止のための措置を講 ずる。特に、特定
地下街又は地下室に対する応急措置として、緊急の場合には、地下街等に設けた緊急遮断弁又は地上操
作弁等によりガスの供給を停止する応急措置を行う。 

 
イ 早期の供給再開 

供給施設の災害復旧については、被害箇所の修繕を行い、安全を確認したうえで、ガス供給を再開する。災
害復旧計画の策定及び実施にあたっては、人命にかかわる箇所及び救助救急活動の拠点となる場所を原則とし
て優先するなど、災害状況、各設備の被害状況及   び被害復旧の難易を勘案して、供給上復旧効果の高い
ものから行う。 

 （ア）復旧セクターの設定 

ａ．低圧導管網を予め 3,000 戸～4,000 戸単位で復旧ブロック化 し、その単位ごとに順次復旧する。 

（イ）マニュアルの整備 

ａ．災害発生時には、社内マニュアル等に基づき、地域防災機関と密接に連携して社内各部門の連絡協力の
もと、復旧対策を実行する。 

（ウ）復旧体制の整備 

ａ．災害の発生が予測される場合又は発生した場合は、社員と関連会社を対象に、待機及び非常招集に基づ
き動員を行う。また、迅速な出社を行うために自動呼出装置を活用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地震発生とほぼ同時
（マイコンメーター遮断）

地震発生とほぼ同時
（第一次緊急停止）

地震発生後速やかに
（第二次緊急停止）

震度５弱以上の地震を感知した場
合、マイコンメーターがお客さま宅の
ガスを直ちに止めます。

地震計の値が一定以上になった地
域は、約５万戸単位で整圧器（ガス
の圧力を変える装置）がガスを自動
的に止めます。すべての中圧B整圧
器がこの機能を持っています。

ガス管に被害が出て、緊急にガス
停止が必要な地域は、約１０万戸単
位で大阪ガスから遠隔操作でガス
を止めます。すべての中圧A整圧器
がこの機能を持っています。



ｂ．大規模な災害により自社のみでは早期復旧が困難と考えられる場合、（社）日本ガス協会の「地震・洪
水等非常事態における救援措置要綱」に基づき、被害をまぬがれたガス事業者からの協力体制を活用す
る。 

（エ）受付機能、広報活動の強化 

ａ．災害規模に応じて電話受付機能を増強する。 

ｂ．被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。加えて、大
阪ガス株式会社のホームページ上に供給停止エリア、復旧状況など掲載することで幅広い情報伝達に努め
る。 

（オ）臨時供給対応（仮供給） 

ａ．病院や防災拠点などの社会的に重要な施設に対して、都市ガス供給が復旧するまでの間、代替エネルギ
ーをより早く、計画的に届けられるよう体制を整えている。 

（カ）防災訓練の実施 

ａ．情報収集蓮絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応、応急復旧の手順の熟知、並びに防災
意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。 

 

 

 

２９－５ 電話施設の耐震化及び応急対策 

（１）電話施設の耐震化（西日本電信電話株式会社大阪支店） 

ア 基本方針 
災害による通信の途絶を防止するため、電気通信設備及びその付帯設備（建物を含む。以下、「電気通信設備

等」という。）の強化と保全に努める。 

イ 対策内容 

（ア）耐震化 

主要な電気通信設備等について耐震化済み。電力設備関連で予備電源としての発電装置の冷却水槽等の耐
震対策を実施。 

（イ） 耐水化（津波対策等） 

① 豪雨、洪水、高潮又は津波のおそれがある地域の電気通信設備等について耐水構造化を行う。水防設備
の必要な局舎等については防水板、防水扉の設置・更改を行う。 

② 電気通信設備等の高信頼化(防災設計)で暴風のおそれがある地域については、耐風構造化を行い、火災
に備えて耐火構造化を行う。 

（ウ）多重化 

① 主要な伝送路を多ルート構成又はループ構造とする。 

② 主要な中継交換機を分散設置する。 

（エ）維持保全・更新 

① 大都市において、とう道(共同溝を含む)網を構築する。 

② 通信ケーブルの地中化を推進する。 

（オ）バックアップ体制 

① 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。 

② 重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を確保するため、２ルート
化を推進する。 

（カ）その他 

電気通信設備の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通信システム等のファイル類について、
災害時における滅失又は損壊を防止するため、保管場所の分散、耐火構造容器への保管等の措置を講ずる。 

 

（２）電話設備の災害応急対策（西日本電信電話株式会社大阪支店） 

ア 基本方針 
大規模災害によって電気通信設備に甚大な被害を受けた場合は、被災全容を迅速に把握するとともに、サー

ビス復旧、設備復旧等効果的な復旧活動に努める。 
イ 復旧対策 
（ア）対策内容、回線の復旧順位等 

① 通信の非常そ通措置災害等に際し、次により臨機に措置を行 い、通信輻輳の緩和及び重要通信の確保
を図る。 

ａ．応急回線の作成、網措置等そ通確保の措置を行う。 

ｂ．通信のそ通が著しく困難となり、重要通信を確保するための措置が必要な場合は、臨機に利用制限等
の措置を行う。 

ｃ．非常・緊急通話又は非常・緊急電報は、一般の通話又は電報に優先して取り扱う。 

ｄ．災害時における電話の輻輳緩和を図るため、安否確認、見舞い、問い合わせなどの情報を録音、再生
できる災害用伝言ダイヤル１７１、ご家族の安全がインターネット上で確認できる災害用伝言板（web

１７１）を提供する。 

② 被災地域特設公衆電話の設置災害救助法が適用された場合等には、避難場所に特設公 衆電話の設置に
努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



③ 設備の応急復旧災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的な設備復旧工事との関連並びに情勢の
緊急度を勘案して、迅速・適切に実施する。 

ａ．被災した電気通信設備等の応急復旧は､サービス回復を第一義として速やかに実施する。 

ｂ．必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先して、復旧工事に要する要員・資材及び
輸送の手当てを行う。 

ｃ．復旧にあたっては、回線復旧順位表に基づき、行政機関、ライフライン事業者と連携し、早期復旧に
努める。 

 

 

 

表 回線の復旧順位 

 重要通信を確保する機関 

第１順位 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察

機関、防衛機関、輸送の確保に直接関係のある機関、

通信の確保に直接関係のある機関、電力の供給の確保

に直接関係のある機関 

第２順位 ガス・水道の供給の確保に直接関係のある機関、選挙

管理機関、預貯金業務を行う金融機関、新聞社、通信

社、放送事業者、及び第１順位以外の国又は、地方公

共団体 

第３順位 第１順位、第２順位に該当しないもの 

④ 広報 

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧においては、通信のそ通及び利用制限の措置状況並びに被災した
電気通信設備等の応急復旧の状況等の広報を行い、通信のそ通ができないことによる社会不安の解消に努
める。 

ウ 被害想定に基づく復旧計画 
（ア） 大阪市内の設備概要 

① 交換所： 39 交換所 

② 電柱 ：約 19 万本 

（イ） 設備被害の想定 
所内設備については、商用電源停止に伴い予備電源等への切り替えにより運用し、通信不能は発生しない。

所外設備については、建物の倒壊等により何らかの設備被害を受け通信不能となる。 

また、地震直後には安否確認等の被災地への着信通話が数十倍のコールとなり、交換機輻輳を避けるため
に通信規制を実施すると共に、災害用伝言ダイヤル１７１、災害用伝言板（Ｗｅｂ１７１）を開設する。 

（ウ） 機能障害の想定 

     ① 通信不能 

表 固定電話被害の機能障害（通信不能） 

想定地震 被災回線数 被災率 

上町断層帯地震 約 52 万回線 13.2％  

生駒断層帯地震 約 6 万回線 1.6％  

有馬高槻断層帯地震 約 3 万回線 0.9％  

中央構造線断層帯地震 約 1 万回線 0.2％  

東南海・南海地震 －  －  

 

② 輻輳 

表 固定電話の機能障害（輻輳） 

想定地震 輻輳地域 状況 かかりに 

くい地域 

輻輳回復 

上町断層帯地震Ａ 近畿全域 緊急・重要通信、

安否確認等のコ

ールが殺到し、ピ

ーク時では平常

時の約５０倍と

なる。 

06, 

072, 

073, 

074, 

075, 

077, 

078, 

079 

約 5 日 

上町断層帯地震Ｂ 近畿全域 約 3 日 

生駒断層帯地震 近畿全域 約 3 日 

有馬高槻断層帯 

地震 

近畿全域 約 1 日 

中央構造線断層帯 

地震 

近畿全域 約 1 日 

（近畿南部 

は約 7 日） 

東南海・南海地震 近畿全域 ピーク時では平

常時をはるかに

超える。 

当日～翌日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

図 輻輳状況の想定推移（上町断層帯地震Ａの場合） 
 

 

（エ） 復旧計画 

① 通信不能 

表 固定電話機能障害（通信不能）の復旧計画 

想定地震 復旧期間 

上町断層帯地震 約１４日 

生駒断層帯地震 約１４日 

有馬高槻断層帯地震 約１４日 

中央構造線断層帯地震 約６日 

東南海・南海地震 －   

 

② 輻輳 

表 固定電話機能障害（輻輳）の復旧計画 

想定地震 輻輳地域 輻輳回復 

上町断層帯地震Ａ 近畿全域 約 5 日 

上町断層帯地震Ｂ 近畿全域 約 3 日 

生駒断層帯地震 近畿全域 約 3 日 

有馬高槻断層帯地震 近畿全域 約 1 日 

中央構造線断層帯地震 近畿全域 約 1 日 

（近畿南部は約 7

日） 

東南海・南海地震 近畿全域 当日～翌日 

 

２９－６ 放送施設の耐震化及び応急対策 

（１）放送事業者の予防計画 

日本放送協会大阪放送局は、日本放送協会防災業務計画に基づき、災害時における放送送出を確保するため、
放送施設・設備の被害を未然に防止し、又はその被害を最小限にとどめるため防災施設・設備の整備拡充を図る。
また、あわせて災害応急・復旧対策に必要な資材の備蓄、整備を図る。 

 

（２）放送事業者の災害応急対策 

日本放送協会大阪放送局は、災害時において、放送施設に障害が生じたとき、日本放送協会防災業務計画に基
づき、次の措置を実施し、放送送出の確保に努める。また避難所へ受信機を貸与するなど、放送受信の確保に努
める。 

ア 放送施設対策 

（ア） 放送機等障害時の措置 
放送機などの障害により一部の放送系統による放送送出が不可能となったときは、他の放送系統により臨機

に番組を変更あるいは他の番組を切り替え、災害関連番組の放送継続に努める。 

（イ） 中継回線障害時の措置 

一部中継回線が断絶したときは、常置以外の必要機器の仮設等により、無線又は他の中継回線等を利用して
放送の継続に努める。 

（ウ） 演奏所障害時の措置 

災害のため放送局の演奏所から放送継続が不可能となったときは、他の臨時の演奏所を開設し、放送の継続
に努める。 

イ 受信対策 
災害時における受信の維持、確保のため次の対策を講じる。 
 

（ア）避難所等での放送受信の確保 

避難所その他の有効な場所での災害関連放送の受信を確保するため、受信機の貸与・設置などの対策を講じ
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（イ） 受信設備の復旧 

被災した受信設備の取り扱いについて、告知放送のほか、状況によりチラシ又は新聞等の部外広報機関を利
用して周知するとともに、関連団体および関係機関との連携により、受信相談等を行って、被災者に対して災
害情報を迅速かつ適正に提供できるよう努める。 

ウ 災害復旧                                                
被災した施設及び設備等については、迅速、的確にその被害状況を調査し、これに基づき速やかに

復旧計画を作成する。 
復旧の順位は放送の送出に重大な影響を及ぼすと認められる施設、設備を優先するものとし、復旧

工事の実施にあたっては、人員、資材等を最大限に活用して復旧作業を迅速に推し進め、全般的な早
期復旧を図る。 

 
 
第９章 市街地の防災性向上 
 
第３０節 市街地の防災性向上 
 
わが国においては、阪神・淡路大震災（平成７年）以降も、新潟県中越地震（平成１６年）、東日本大震災（平成

２３年））、熊本地震（平成２８年）、北海道胆振東部地震（平成３０年）といった最大震度７クラスの大きな地震が
発生している。さらに平成３０年に、大阪市内において最大震度 6 弱を観測した大阪北部を震源とする地震が発生
した。 

本市においては、上町断層帯による直下型地震や、東南海・南海地震、南海トラフ巨大地震といった海溝型地震
の発生が今後 30 年以内に 70%から 80%と云われており、「自然災害に対する安全性を高める」とともに、「住宅を
良好に維持・更新し、次の世代へ引き継ぐこと」により、「災害に強いまちづくり」を積極的に推進していくことが
一層必要となっている。 

「災害に強いまちづくり」を推進していくにあたっては、市街地の特性を十分に踏まえた上で、各種整備を実施
することが重要である。本市においては、計画的なまちづくりを進めるために道路等の都市基盤施設を先行的、総
合的に整備する必要のある地域や、都市基盤施設の整備が不十分なまま市街化が進行し防災性の向上の観点から総
合的な再整備が必要な地域が存在している。 

それらの整備が必要と判断される地域に対し、それぞれの地域特性を考慮した上で、道路や公園等の都市基盤施
設の整備を進めるとともに、建築物の耐震化及び不燃化の推進等を行い、総合的なまちづくりを実施することが必
要である。特に防災面での課題を多く抱える密集住宅市街地においては、地域住民等とも連携しながら、安全で安
心して暮らせる魅力あるまちの実現に向け、各種事業の積極的な実施により、市域全体の防災性の向上を図るもの
とする。 

なお、道路や公園等の都市基盤施設は、震災時には災害応急対策活動を実施するための空間、あるいは被害軽減
のための空間としての役割を担うオープンスペースとして機能することが期待され、これらに資する空間を整備・
拡大することが、都市の防災性の向上を図る施策となる。ただし、それら整備された空間は、災害発生後の時間の
経過とともに、災害応急対策活動上の利用の形態が変化することを考慮して、それらの役割を担うにたる空間の整
備を推進することとする。 

また、密集住宅市街地以外の再整備が必要な地域に対しても、事業環境が整った地区から順次整備を実施してい
く（｢市街地整備の推進｣）。加えて、本市の全域を対象とした都市基盤施設の整備にも努める（｢防災空間の整備・
拡大｣）とともに、臨海地域等においても市街地形成への開発（｢新たなる防災空間の整備｣）を推進していく。 

 
 
 
 
 

３０－１ 密集住宅市街地の防災性向上の推進 
 

市内には、老朽木造住宅がなお多く存在しているが、それらの多くはＪＲ大阪環状線外周部の戦災を免れた地
域を中心に分布しており、防災性や住環境面で様々な課題を抱えた密集住宅市街地を形成している。こうした面
的な災害の可能性の高い市街地を「防災性向上重点地区（約 3,800ha）」と位置づけられている。 

地震時等に大きな被害が想定される危険な密集市街地については、国において期間を定めて最低限の安全性を
確保するという方針が示され、大阪府においても「大阪府密集市街地整備方針（平成 30年 3 月改定）」を策定し、
平成 32年度までに「地震時等に著しく危険な密集市街地」を解消することを目指し、燃えにくいまち、避難でき
るまちの形成を積極的に進めるとともに、災害に強い都市構造の形成に向けて、地区内の延焼遮断帯や地域拠点
等の整備促進を図ることが示されている。 
本市においてもこのような密集住宅市街地の整備を進めるにあたり、「特に優先的な取り組みが必要な密集住

宅市街地（以下「優先地区」という。）（約 1,300ha）」を中心に、平成 26 年 4 月に策定した「密集住宅市街地重
点整備プログラム」に基づく目標の達成に向け、所管局は、地域住民等とも連携しながら、民間老朽木造住宅の
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く（｢市街地整備の推進｣）。加えて、本市の全域を対象とした都市基盤施設の整備にも努める（｢防災空間の整備・
拡大｣）とともに、臨海地域等においても市街地形成への開発（｢新たなる防災空間の整備｣）を推進していく。 

さらに、本市は、平常時より空き家等の所有者等の特定を図り、当該所有者等の責任において家屋等の適切な管
理が行われるよう意識啓発に努め、必要に応じて空き家等の所有者等を探索し、当該所有者等に家屋等の危険度を
周知し、倒壊等の二次災害の防止に努める。 

 
３０－１ 密集住宅市街地の防災性向上の推進 
 
市内には、老朽木造住宅がなお多く存在しているが、それらの多くはＪＲ大阪環状線外周部の戦災を免れた地域

を中心に分布しており、防災性や住環境面で様々な課題を抱えた密集住宅市街地を形成している。こうした面的な
災害の可能性の高い市街地を「防災性向上重点地区（約 3,800ha）」と位置づけられている。 

地震時等に大きな被害が想定される危険な密集市街地については、国において期間を定めて最低限の安全性を確
保するという方針が示され、大阪府においても「大阪府密集市街地整備方針（令和 3年 3 月改定）」を策定し、令和
12 年度までに「地震時等に著しく危険な密集市街地」を解消することを目指し、「まちの防災性の向上」「地域防災
力のさらなる向上」「魅力あるまちづくり」の 3 本柱により、取組みを推進することが示されている。 
本市においてもこのような密集住宅市街地の整備を進めるにあたり、「密集住宅市街地整備プログラム（令和 3 年

3 月策定）」に基づく目標の達成に向け、所管局は、「重点対策地区（約 640ha）」において、延焼危険性及び避難困
難性に対する最低限の安全性の確保を早期に図るため、各種施策を集中的に展開するとともに、「対策地区（約
3,800ha）」において、市街地の不燃化を図るため、老朽住宅の除去・建替えを促進する。 



建替え等を促進するとともに、民間活力を最大限引き出すために規制誘導手法を活用し、災害時における延焼拡
大の遅延や、避難・消防活動の円滑化を図る。 

 
３０－２ 市街地整備の推進 
 

施策には具体的に整備事業を実施するもの（市街地再開発事業、土地区画整理事業）と、制度として災害に強
い市街地の形成を誘導するもの（地区計画、都市再生特別地区、防火地域・準防火地域）がある。それらを有効
に活用していくことにより効果的な整備を進め、市街地の防災構造化の促進を図っていく。 

 
３０－３ 防災空間の整備・拡大 
 

公園、緑地、道路、河川等の管理者又は所管する機関は、事業を推進するにあたって、災害応急対策活動の円
滑な実施、避難場所や避難路の確保、火災の延焼防止等の機能や活動に資することに留意して整備に努める。 

（１） 都市公園の整備 
都市公園は広域避難場所や一時避難場所、身近な救護・支援活動の場となる空間となるとともに、延焼の遮

断帯を形成するこのため、それら空間の拡大や機能の充実を図るため、社会資本整備重点計画に沿って、都市
防災に資する都市公園の整備を推進していく。 

 

（２）港湾緑地の整備  
災害応急対策活動に資するために設けられた港湾地域での緑地は、一時避難場所、緊急物資の集積・配送拠

点等の場となる空間を提供するものであることから、その立地特性を活かす機能の充実を図るため、大阪港港
湾計画に基づき、災害応急対策活動に資する緑地を港湾地域で確保していく。 

 

（３）道路の整備 
道路は震災時の避難・救援活動を支える緊急交通路や避難路、火災の延焼を抑える防災空間、ライフライン

の収容空間などの役割を果たす。このため、新設・拡幅による良好な道路網の充実や機能の向上を図るため、
社会資本整備重点計画に沿って幹線道路網の形成、鉄道の立体交差化、橋梁等の耐震対策、共同溝・電線共同
溝の整備等の道路整備を推進する。 

 

（４）水辺整備 
河川等の水辺空間は災害応急対策活動に資する場であるとともに、延焼の遮断帯を形成する。このため、そ

れら機能にも配慮した水辺整備を実施するため、社会資本整備重点計画に沿って市域の河川、運河において、
防災に寄与する水辺を創出することに努める。 

 

（５）墓園の整備 
墓園は延焼の遮断帯等に資する空間として機能する貴重なオープンスペースであることから、その空間の保

全確保を図ることを目的として市内の墓園の整備に努める。 

 

（６）農地の保全 
市域の農地は、農産物の供給だけでなく、農業体験・学習・交流の場の提供、防災、環境保全等の多面的な

機能を有している。 

  経済戦略局は、延焼の遮断帯や避難空間などの防災空間としての機能の重要性を考慮し、その適正な保全に
努め、防災協力農地登録制度の推進などにより、その空間の活用を図る。 

 

３０－４ 新たなる防災空間の整備 
 

港湾地域の開発においては、新たな防災空間を創出しうることも期待される。防災機能の付加・充実を考慮し
た整備に努めることとする。 

港湾管理者は、広域避難場所や一時避難場所、身近な救護・救援活動の場となる空間として活用することが可能と
なるよう、咲洲、舞洲、夢洲の新臨海部において、大阪の持続的な発展に寄与する新たな都市機能の集積を図ると
ともに、在来臨海部において、港湾機能と連携しながら防災空間の充実を図る。 
 
第３１節 民間建築物の耐震化・不燃化 
 
市民等の生命や財産を守り、災害に強いまちづくりを目指すため、新築建築物の耐震性の向上・不燃化の促進を

図るとともに耐震性が不十分である民間建築物の改修や建替の促進を図る。 

阪神・淡路大震災においては、木造・非木造併せて約 68 万棟の建築物に倒壊や一部損壊等の被害が発生し、特に
昭和 56 年以前に建築された建築物の被害が大きかったことから、このような既存建築物については「建築物の耐
震改修の促進に関する法律」に基づき策定した大阪市耐震改修促進計画※により、耐震診断・改修や建替えを促進す
る。また、新築建築物にあっては耐震性が確保されるよう努める。 

また、既存民間建築物については、その所有者が個人の生命・財産に及ぼす影響はもとより、周辺地域に及ぼす
影響についても十分に認識することが重要であり、所有者が自主的に行う耐震化の取り組みに対し、支援や普及啓
発等を積極的に行う。 

 
 
 
３０－２ 市街地整備の推進 
 

施策には具体的に整備事業を実施するもの（市街地再開発事業、土地区画整理事業）と、制度として災害に強
い市街地の形成を誘導するもの（地区計画、都市再生特別地区、防火地域・準防火地域）がある。それらを有効
に活用していくことにより効果的な整備を進め、市街地の防災構造化の促進を図っていく。 

 
３０－３ 防災空間の整備・拡大 
 

公園、緑地、道路、河川等の管理者又は所管する機関は、事業を推進するにあたって、災害応急対策活動の円
滑な実施、避難場所や避難路の確保、火災の延焼防止等の機能や活動に資することに留意して整備に努める。 

（１） 都市公園の整備 
都市公園は広域避難場所や一時避難場所、身近な救護・支援活動の場となる空間となるとともに、延焼の遮

断帯を形成するこのため、それら空間の拡大や機能の充実を図るため、社会資本整備重点計画に沿って、都市
防災に資する都市公園の整備を推進していく。 

 

（２）港湾緑地の整備  
災害応急対策活動に資するために設けられた港湾地域での緑地は、一時避難場所、緊急物資の集積・配送拠

点等の場となる空間を提供するものであることから、その立地特性を活かす機能の充実を図るため、大阪港港
湾計画に基づき、災害応急対策活動に資する緑地を港湾地域で確保していく。 

 

（３）道路の整備 
道路は震災時の避難・救援活動を支える緊急交通路や避難路、火災の延焼を抑える防災空間、ライフライン

の収容空間などの役割を果たす。このため、新設・拡幅による良好な道路網の充実や機能の向上を図るため、
社会資本整備重点計画に沿って幹線道路網の形成、鉄道の立体交差化、橋梁等の耐震対策、共同溝・電線共同
溝の整備等の道路整備を推進する。 

 

（４）水辺整備 
河川等の水辺空間は災害応急対策活動に資する場であるとともに、延焼の遮断帯を形成する。このため、そ

れら機能にも配慮した水辺整備を実施するため、社会資本整備重点計画に沿って市域の河川、運河において、
防災に寄与する水辺を創出することに努める。 

 

（５）墓園の整備 
墓園は延焼の遮断帯等に資する空間として機能する貴重なオープンスペースであることから、その空間の保

全確保を図ることを目的として市内の墓園の整備に努める。 

 

（６）農地の保全 
市域の農地は、農産物の供給だけでなく、農業体験・学習・交流の場の提供、防災、環境保全等の多面的な

機能を有している。 

  経済戦略局は、延焼の遮断帯や避難空間などの防災空間としての機能の重要性を考慮し、その適正な保全に
努め、防災協力農地登録制度の推進などにより、その空間の活用を図る。 

 

３０－４ 新たなる防災空間の整備 
 
港湾地域の開発においては、新たな防災空間を創出しうることも期待される。防災機能の付加・充実を考慮した

整備に努めることとする。 

港湾管理者は、広域避難場所や一時避難場所、身近な救護・救援活動の場となる空間として活用することが可能
となるよう、咲洲、舞洲、夢洲の新臨海部において、大阪の持続的な発展に寄与する新たな都市機能の集積を図る
とともに、在来臨海部において、港湾機能と連携しながら防災空間の充実を図る。 
 
第３１節 民間建築物の耐震化・不燃化 
 
市民等の生命や財産を守り、災害に強いまちづくりを目指すため、新築建築物の耐震性の向上・不燃化の促進を

図るとともに耐震性が不十分である民間建築物の改修や建替の促進を図る。 

阪神・淡路大震災においては、木造・非木造併せて約 68 万棟の建築物に倒壊や一部損壊等の被害が発生し、特に
昭和 56 年以前に建築された建築物の被害が大きかったことから、このような既存建築物については「建築物の耐
震改修の促進に関する法律」に基づき策定した大阪市耐震改修促進計画※１により、耐震診断・改修や建替えを促進
する。また、新築建築物にあっては耐震性が確保されるよう努める。 

また、既存民間建築物については、その所有者が個人の生命・財産に及ぼす影響はもとより、周辺地域に及ぼす
影響についても十分に認識することが重要であり、所有者が自主的に行う耐震化の取り組みに対し、支援や普及啓
発等を積極的に行う。 



 

大阪市耐震改修促進計画 

南海トラフ巨大地震及び上町断層帯地震による人的被害や経済被害の軽減を図るため、令和 2年度における多
数の者が利用する民間建築物※の耐震化率 95%及び令和７年度における住宅の耐震化率 95％を目標に、耐震化の
促進に取り組む。 

 

多数の者が利用する民間建築物 

  耐震改修促進法で定められている学校、病院、ホテル、事務所等一定規模以上で多数の者が利用する民間建
築物のこと。 

 

３１－１ 耐震化の促進に向けた取り組み 
 

都市整備局は、耐震改修や建替支援として以下の取り組みを進める。ただし、（４）については、経済
戦略局において、取り組みを進める。 

（１）木造戸建住宅等の耐震化の促進を図るため、市民向け相談窓口を運営するほか、大阪市耐震改修支援機構や
建築関係団体との連携により、様々な普及啓発や情報提供の実施により、耐震化を促進。 

（２）木造戸建住宅等の耐震診断費・耐震改修設計費や耐震改修工事費に対する補助により、耐震化を促進。 
（３）民間老朽住宅の建替に対する建設費補助、従前居住者家賃補助や建設資金融資などの支援。 
（４）中小企業向け各種制度融資の活用。 

（５）耐震診断が義務付けられている不特定多数の者が利用する大規模建築物及び避難に特に配慮を要する者が主
として利用する大規模建築物等（要緊急安全確認大規模建築物※）の耐震診断結果の報告内容の公表等や耐震
改修設計費及び耐震改修工事費に対する補助により、耐震化を促進。 

（６） 耐震診断が義務付けられている大阪府が指定した「優先して耐震化に取り組む路線」の沿道建築物（要安全
確認計画記載建築物※）について、耐震診断結果の報告内容の公表等により、耐震化を促進。 

 

 要緊急安全確認大規模建築物 

   病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び小・中学校、保育所、老人ホーム等の避難に特
に配慮を要する者が主として利用する大規模建築物であって、昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工し、地震に対す
る安全性が明らかでない建築物。 

 

要安全確認計画記載建築物 

   大阪府が広域緊急交通路のうち、「優先して耐震化に取り組む路線」として指定した耐震診断義務化対象路線
（大阪市内 9 路線 約 48 ㎞）の沿道にある建築物。昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工し、地震に対する安全性
が明らかでない建築物で倒壊時に道路を閉塞するおそれのあるものが対象となる。 

 

３１－２ 建築物の不燃化促進 
 
建築物の不燃化促進のため以下の取り組みを行う。 

（１） 都市計画法に基づく防火地域・準防火地域の指定とともに、平成 16年度から、建ぺい率の緩和とあわせた
防火規制の強化による建築物の不燃化を実施してきており、今後、構造等の規制による建築物の不燃化につ
いて検討を行う。 

（２） 避難路沿道の不燃化促進のため、都市防災不燃化促進事業により耐火建築物等の建設を促進する。 
 
３１－３ 非構造部材の脱落防止等の落下対策 
 
天井等の非構造部材の脱落防止等の落下物対策、屋内収容物の転倒対策、ブロック塀等の倒壊対策、屋外設置物

の適切な維持管理、エレベーターの耐震対策、閉じ込め防止対策及びエスカレーターの脱落防止措置について、普
及啓発を図る。 

 
３１－４ 長周期地震動対策等 
 
長周期地震動対策等について、国による法整備等に基づく対策の普及啓発を図る。 
 
第１０章 津波対策 
 
第３２節 津波警報等 

 
３２－１ 津波警報等 
 
気象庁は、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生してから約３分を目標に次の表のよう

に津波警報等（大津波警報、津波警報、津波注意報)を発表する。 
なお、津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。 
また、津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、津波

の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さが津波注意報の

 

※１大阪市耐震改修促進計画 

南海トラフ巨大地震及び上町断層帯地震による人的被害や経済被害の軽減を図るため、令和７年までに民間住
宅の耐震化率を 95％及び多数の者が利用する民間建築物※２で耐震性の不足するものを概ね解消を目標に、耐震
化の促進に取り組む。 

 

※２多数の者が利用する民間建築物 

  耐震改修促進法で定められている学校、病院、ホテル、事務所等一定規模以上で多数の者が利用する民間建
築物のこと。 

 

３１－１ 耐震化の促進に向けた取り組み 
 
都市整備局は、耐震改修や建替支援として以下の取り組みを進める。ただし、（３）については、経済戦略局に

おいて、取り組みを進める。 
（１）木造戸建住宅等の耐震化の促進を図るため、市民向け相談窓口を運営するほか、大阪市耐震改修支援機構や

建築関係団体との連携により、様々な普及啓発や情報提供の実施により、耐震化を促進。 
（２）木造戸建住宅等の耐震診断費・耐震改修設計費や耐震改修工事費、耐震除却工事費に対する補助により、耐
震化を促進。 
（３）中小企業向け各種制度融資の活用。 

（４）耐震診断が義務付けられている不特定多数の者が利用する大規模建築物及び避難に特に配慮を要する者が主
として利用する大規模建築物等（要緊急安全確認大規模建築物※１）の耐震診断結果の報告内容の公表等や耐震
改修設計費及び耐震改修工事費に対する補助により、耐震化を促進。 

（５） 耐震診断が義務付けられている大阪府が指定した「優先して耐震化に取り組む路線」の沿道建築物（要安全
確認計画記載建築物※２）について、耐震診断結果の報告内容の公表等により、耐震化を促進。 

 

 ※１要緊急安全確認大規模建築物 

   病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び小・中学校、保育所、老人ホーム等の避難に特
に配慮を要する者が主として利用する大規模建築物であって、昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工し、地震に対す
る安全性が明らかでない建築物。 

 

※２要安全確認計画記載建築物 

   大阪府が広域緊急交通路のうち、「優先して耐震化に取り組む路線」として指定した耐震診断義務化対象路線
（大阪市内 9 路線 約 48 ㎞）の沿道にある建築物。昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工し、地震に対する安全性
が明らかでない建築物で倒壊時に道路を閉塞するおそれのあるものが対象となる。 

 

３１－２ 建築物の不燃化促進 
 
建築物の不燃化促進のため以下の取り組みを行う。 

（１） 都市計画法に基づく防火地域・準防火地域の指定とともに、平成 16年度から、建ぺい率の緩和とあわせた
防火規制の強化による建築物の不燃化を実施してきており、今後、構造等の規制による建築物の不燃化につ
いて検討を行う。 

（２） 避難路沿道の不燃化促進のため、都市防災不燃化促進事業により耐火建築物等の建設を促進する。 
 
３１－３ 非構造部材の脱落防止等の落下対策 
 
天井等の非構造部材の脱落防止等の落下物対策、屋内収容物の転倒対策、ブロック塀等の倒壊対策、屋外設置物

の適切な維持管理、エレベーターの耐震対策、閉じ込め防止対策及びエスカレーターの脱落防止措置について、普
及啓発を図る。 

 
３１－４ 長周期地震動対策等 
 
長周期地震動対策等について、国による法整備等に基づく対策の普及啓発を図る。 
 
第１０章 津波対策 
 
第３２節 津波警報等 

 
３２－１ 津波警報等 
 
気象庁は、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生してから約３分を目標に次の表のよう

に津波警報等（大津波警報、津波警報、津波注意報)を発表する。 
なお、津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。 
また、津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、津波

の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さが津波注意報の



発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。 
 

表 津波警報等の種類と発表される津波の高さ※等 

津波警報 

等の種類 
発表基準 

津波の高さ 

予想の区分 

発表される 

津波の高さ 想定される被害と

取るべき行動 数値で 

の発表 

定性的表現

での発表注１ 

大津波警報 

（特別警報）注２ 

予想される津

波の高さが高

いところで３

ｍを超える場

合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超 

巨大 

木造家屋が全壊・流

出し、人は津波によ

る流れに巻き込ま

れる。沿岸部や川沿

いにいる人は、ただ

ちに高台や津波避

難ビルなど安全な

場所へ避難する。警

報が解除されるま

で安全な場所から

離れない。 

５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ 

津波警報 

予想される津

波の高さが高

いところで１

ｍを超え、３

ｍ以下の場合 

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い 

標高の低いところ

では津波が襲い、浸

水被害が発生する。

人は津波による流

れに巻き込まれる。

沿岸部や川沿いに

いる人はただちに

高台や津波避難ビ

ルなど安全な場所

へ避難する。警報が

解除されるまで安

全な場所から離れ

ない。 

津波注意報 

予想される津

波の高さが高

い と こ ろ で

0.2ｍ以上、１

ｍ以下の場合

であって、津

波による災害

のおそれがあ

る場合 

0.2ｍ≦高さ≦１

ｍ 
１ｍ 

（表記 

なし） 

海の中では人は速

い流れに巻き込ま

れ、また、養殖いか

だが流出し小型船

舶が転覆する。海の

中にいる人はただ

ちに海から上がっ

て、海岸から離れ

る。海水浴や磯釣り

は危険なので行わ

ない。 

注意報が解除され

るまで海に入った

り海岸に近付いた

りしない。 

（大阪市の津波予報区は「大阪府」） 
※津波の高さ 
津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位と、その時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であ
って、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 
 
注１：予想される津波の高さは通常は数値で発表するが、マグニチュードが８を超えるような巨大地震に対して発
表される最初の津波警報等の際には、精度のよい地震規模をすぐに求めることが困難であるため、予想される津波
の高さは定性的表現で発表する。予想される津波の高さを定性的表現で発表した場合は、地震の規模が精度よく求
められた時点で津波警報等を更新し、津波情報では予想される津波の高さも数値で発表する。 
注２：以下の現象についても特別警報に位置付ける。 
 
 
 
 
 
 
 

発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。 
 

表 津波警報等の種類と発表される津波の高さ※等 

津波警報 

等の種類 
発表基準 

津波の高さ 

予想の区分 

発表される 

津波の高さ 想定される被害と

取るべき行動 数値で 

の発表 

定性的表現

での発表注１ 

大津波警報 

（特別警報）注２ 

予想される津

波の高さが高

いところで３

ｍを超える場

合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超 

巨大 

木造家屋が全壊・流

出し、人は津波によ

る流れに巻き込ま

れる。沿岸部や川沿

いにいる人は、ただ

ちに高台や津波避

難ビルなど安全な

場所へ避難する。警

報が解除されるま

で安全な場所から

離れない。 

５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ 

津波警報 

予想される津

波の高さが高

いところで１

ｍを超え、３

ｍ以下の場合 

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い 

標高の低いところ

では津波が襲い、浸

水被害が発生する。

人は津波による流

れに巻き込まれる。

沿岸部や川沿いに

いる人はただちに

高台や津波避難ビ

ルなど安全な場所

へ避難する。警報が

解除されるまで安

全な場所から離れ

ない。 

津波注意報 

予想される津

波の高さが高

い と こ ろ で

0.2ｍ以上、１

ｍ以下の場合

であって、津

波による災害

のおそれがあ

る場合 

0.2ｍ≦高さ≦１

ｍ 
１ｍ 

（表記 

なし） 

海の中では人は速

い流れに巻き込ま

れ、また、養殖いか

だが流出し小型船

舶が転覆する。海の

中にいる人はただ

ちに海から上がっ

て、海岸から離れ

る。海水浴や磯釣り

は危険なので行わ

ない。 

注意報が解除され

るまで海に入った

り海岸に近付いた

りしない。 

（大阪市の津波予報区は「大阪府」） 
※波の高さ 
津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位と、その時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であ
って、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 
 
注１：予想される津波の高さは通常は数値で発表するが、マグニチュードが８を超えるような巨大地震に対して発
表される最初の津波警報等の際には、精度のよい地震規模をすぐに求めることが困難であるため、予想される津波
の高さは定性的表現で発表する。予想される津波の高さを定性的表現で発表した場合は、地震の規模が精度よく求
められた時点で津波警報等を更新し、津波情報では予想される津波の高さも数値で発表する。 
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） 

 
 
３２－２ 津波予報 
 
気象庁は地震発生後に津波によって災害の起きるおそれがない場合に、次の表のように津波予報を発表する。 
表 津波予報の発表基準及び内容 

種類 発表基準 内  容 

津
波
予
報 

津波が予想されないとき。 

（地震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表。 

0.2 メートル未満の海面変動が予想

されたとき。（津波に関するその他の

情報に含めて発表） 

高いところでも 0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配

はなく、特段の防災対応の必要がない旨を発表。 

津波警報等解除後も海面変動が継続

するとき。（津波に関するその他の情

報に含めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する

可能性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴な

どに際しては十分な留意が必要である旨を発表。 

（大阪市の津波予報区は「大阪府」） 

 
３２－３ 津波情報 
 
気象庁は、津波警報等を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどを次の表のように津
波情報として発表する。 
表 津波情報の種類と発表内容 

種

類 
情報の種類 発表内容 

津
波
情
報 

津波到達予想時刻注１・

予想される津波の高さ
注２に関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さを５段

階の数値（メートル単位）又は２種類の定性的表現で発表 

［発表される津波の高さの値は、「津波警報等の種類と発表される津

波の高さ等」参照］ 

各地の満潮時刻・津波

到達予想時刻注３に関

する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報
注４ 

沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表※１ 

沖合の津波観測に関す

る情報注５ 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される

沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表※2 

津波に関するその他の

情報 
津波に関するその他必要な事項を発表 

（大阪市の津波予報区は「大阪府」、津波予想地点は「大阪天保山」） 
 
注１：津波到達予想時刻は津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ予報区のなかでも場所に
よっては、この時刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れて津波が襲ってくることがある。 
注２：津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局所的に予想される津波
の 高さより高くなる場合がある。 
注３：津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合がある。 
注４：津波による潮位変化（第１波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることが
あり、場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそれがある。 
注５：津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなる。 
   津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波が到達するまで５分
とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情報の発表が津波の到達に間に合わない場合もある。 

 
 

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） 

 
 
３２－２ 津波予報 
 
気象庁は地震発生後に津波によって災害の起きるおそれがない場合に、次の表のように津波予報を発表する。 

表 津波予報の発表基準及び内容 

種類 発表基準 内  容 

津
波
予
報 

津波が予想されないとき。 

（地震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表。 

0.2 メートル未満の海面変動が予想

されたとき。（津波に関するその他の

情報に含めて発表） 

高いところでも 0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配

はなく、特段の防災対応の必要がない旨を発表。 

津波警報等解除後も海面変動が継続

するとき。（津波に関するその他の情

報に含めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する

可能性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴な

どに際しては十分な留意が必要である旨を発表。 

（大阪市の津波予報区は「大阪府」） 

 
３２－３ 津波情報 
 
気象庁は、津波警報等を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどを次の表のように津
波情報として発表する。 

表 津波情報の種類と発表内容 

種

類 
情報の種類 発表内容 

津
波
情
報 

津波到達予想時刻注１・

予想される津波の高さ
注２に関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さを５段

階の数値（メートル単位）又は２種類の定性的表現で発表 

［発表される津波の高さの値は、「津波警報等の種類と発表される津

波の高さ等」参照］ 

各地の満潮時刻・津波

到達予想時刻注３に関

する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報
注４ 

沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表※１ 

沖合の津波観測に関す

る情報注５ 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される

沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表※2 

津波に関するその他の

情報 
津波に関するその他必要な事項を発表 

（大阪市の津波予報区は「大阪府」、津波予想地点は「大阪天保山」） 
 
注１：津波到達予想時刻は津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ予報区のなかでも場所に
よっては、この時刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れて津波が襲ってくることがある。 
注２：津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局所的に予想される津波
の 高さより高くなる場合がある。 
注３：津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合がある。 
注４：津波による潮位変化（第１波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることが
あり、場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそれがある。 
注５：津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなる。 
   津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波が到達するまで５分
とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情報の発表が津波の到達に間に合わない場合もある。 



 
※１：津波観測に関する情報の発表内容について 
沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波の観測時刻と高さを発表する。 
最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそれ
があるため、当該津波予報区において大津波警報又は津波警報が発表中であり観測された津波の高さが低い間は、
数値ではなく、次の表のとおり「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 
※２：沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 
沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の観測時刻と高さを観測点ごとに、
及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値（第１波の到達時刻、最大波の到達時刻と高さ）を津波予
報区単位で発表する。 
最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の高さが低い段階で数値を発表す
ることにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報又は津波警報が発表中であり
沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく、次の表のとおり「観測中」（沖合での観測値）又は「推定
中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 
ただし、沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、予報区との対応付けが困難となるため、沿岸
での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が
到達中であることを伝えます。 
 

表 最大波の観測値の発表内容 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 
観測された津波の高さ＞1 ｍの場合 数値で発表 

観測された津波の高さ≦１ｍの場合 「観測中」と発表 

津波警報 
観測された津波の高さ≧0.2 ｍの場合 数値で発表 

観測された津波の高さ＜0.2 ｍの場合 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
数値で発表（津波の高さがごく小さい場

合は「微弱」と表現） 

 
表 沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値※）の発表内容 

 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 

沿岸で推定される津波の高さ＞３ｍの場合 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦３ｍの場合 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での

推定値は「推定中」と発表 

津波警報 

沿岸で推定される津波の高さ＞１ｍの場合 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦１ｍの場合 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での

推定値は「推定中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

 
※沿岸からの距離が 100㎞を超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難しいため、沿岸での推
定値は発表しません。また、最大波の観測値については数値ではなく「観測中」の言葉で発表し津波が到達中であ
ることを伝えます。 
 
第３３節 港湾等における津波防災対策 
 
港湾部及び水防関係機関は、津波来襲に備えた防ぎょ実施体制を整備し、あくまでも施設管理者、操作担当者等

自身の避難時間を確保したうえで、水門等の津波防災施設の操作を的確に行う。 

また、津波災害対策の検討に当たっては、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波を
想定したうえで２つのレベルの津波に分けて対策を講じる。 

 
３３－１ 津波に対する基本方針 
 

（１）レベル１の津波（百数十年に一度発生する規模の津波であり、津波高は低いものの大きな被害をもたらす
津波）に対して 

  人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保
全施設等の整備を進める。 

 
※１：津波観測に関する情報の発表内容について 
沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波の観測時刻と高さを発表する。 
最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそれ
があるため、当該津波予報区において大津波警報又は津波警報が発表中であり観測された津波の高さが低い間は、
数値ではなく、次の表のとおり「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 
※２：沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 
沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の観測時刻と高さを観測点ごとに、
及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値（第１波の到達時刻、最大波の到達時刻と高さ）を津波予
報区単位で発表する。 
最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の高さが低い段階で数値を発表す
ることにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報又は津波警報が発表中であり
沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく、次の表のとおり「観測中」（沖合での観測値）又は「推定
中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 
ただし、沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、予報区との対応付けが困難となるため、沿岸
での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が
到達中であることを伝えます。 
 

表 最大波の観測値の発表内容 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 
観測された津波の高さ＞1 ｍの場合 数値で発表 

観測された津波の高さ≦１ｍの場合 「観測中」と発表 

津波警報 
観測された津波の高さ≧0.2 ｍの場合 数値で発表 

観測された津波の高さ＜0.2 ｍの場合 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
数値で発表（津波の高さがごく小さい場

合は「微弱」と表現） 

 
表 沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値※）の発表内容 

 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 

沿岸で推定される津波の高さ＞３ｍの場合 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦３ｍの場合 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での

推定値は「推定中」と発表 

津波警報 

沿岸で推定される津波の高さ＞１ｍの場合 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦１ｍの場合 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での

推定値は「推定中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

 
※沿岸からの距離が 100㎞を超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難しいため、沿岸での推
定値は発表しません。また、最大波の観測値については数値ではなく「観測中」の言葉で発表し津波が到達中であ
ることを伝えます。 
 
第３３節 港湾等における津波防災対策 
 
大阪港湾部及び水防関係機関は、津波来襲に備えた防ぎょ実施体制を整備し、あくまでも施設管理者、操作担当

者等自身の避難時間を確保したうえで、水門等の津波防災施設の操作を的確に行う。 

また、津波災害対策の検討にあたっては、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波を
想定したうえで２つのレベルの津波に分けて対策を講じる。 

 
３３－１ 津波に対する基本方針 
 

（１）レベル１の津波（百数十年に一度発生する規模の津波であり、津波高は低いものの大きな被害をもたらす
津波）に対して 

  人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保
全施設等の整備を進める。 



（２）レベル２の津波〈千年に一度以下の頻度で発生する規模の津波であり、発生すれば甚大な被害をもたらす
最大クラスの津波）に対して 

住民等の生命を守ることを最優先として、避難を軸に、そのための住民の防災意識の向上及び海岸保全施
設等の整備、浸水を防止する機能を有する交通インフラなどの活用、土地のかさ上げ、避難場所・津波避難ビ
ル等や避難路・避難階段の整備・確保などの警戒避難体制の整備、津波浸水を踏まえた土地利用・建築規制な
どを組み合わせるとともに、臨海部の産業・物流機能への被害軽減など、地域の実情に応じた総合的な対策を
講じる。 

なお、大阪は、多くの人口が集積するとともに、東京と並ぶ日本の経済活動の拠点の一つであり、機能不
全に陥ると、日本全国にも多大な影響を与えることが懸念されることから、防潮堤対策等については、管理
者は、レベル１＋αのハード対策に取り組む。 

また、津波が防潮堤を越えても直ぐには倒壊しない「粘り強い構造」に向けた防潮堤の補強対策を進める
一方、住民の避難行動を支援するため、防潮水門の閉鎖の迅速化や遠隔操作化の施設整備を行うとともに、
確実に閉鎖できるよう通信経路の二重化など信頼性確保に努めるものとする。さらに、防潮水門及び内水排
除施設が津波の襲来後にも、速やかに機能復帰できるよう電気設備等の耐水機能の確保に努めるものとす
る。 

また、防潮堤からの溢水による長期湛水に備え、関係機関は、防潮堤の仮締切やポンプ場の機能確保やポ
ンプ車による排水等、早急な復旧策についての検討を進める。 

 

３３－２ 津波防ぎょ実施体制 
 
（１）初動体制 

気象庁では大津波警報、津波警報、又は津波注意報（以下「津波警報等」とする。）等を地震発生後速やか
に発表することになっているが、沿岸に近い海域で発生した地震では発生直後に津波が到達する場合があるの
で、全沿岸地域において日常の津波についての教育のほか、震度４以上の揺れを感じた場合又は弱い揺れであ
っても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合は、緊急に次の自衛処置をとるものとする。 
ア 気象台からなんらかの通報が届くまでは安全な高台等で海面状態を監視する。 
イ 各地域では、津波警報等を迅速に知るためにテレビ・ラジオ等報道機関の情報を聴取し情報収集に努め、万
全の対策がとれるようにする。 

（注）ＮＨＫは、放送終了後でも臨時に放送することとなっている。 

 

（２）津波注意報の発表時（勤務時間内・勤務時間外） 
大阪府に勤務時間内、勤務時間外を問わず、津波注意報が発表されたときは、港湾部及び水防関係機関は、

迅速に対象水門・防潮扉を閉鎖できる体制を整えるとともに、必要な水門・防潮扉の閉鎖を行う。 
 

（３）大津波警報・津波警報の発表時（勤務時間内） 
大津波警報又は津波警報（大阪府）が勤務時間内に発表されたときは、次によるものとする。ただし、あく

までも作業員自身の避難時間を確保したうえで、的確に行う。 
ア 港湾部及び水防関係機関は、迅速に水門及び防潮扉の閉鎖を行う。 
イ 危機管理部は、同報無線等を活用するとともに防災関係機関の協力を得て、海及び河川上にある者並びに
その付近にある者に対して、避難の指示などを行う。 

ウ 港湾部は、港長が発した避難勧告に基づき、関係機関と協力し、在港船舶に対して沖合へ移動を求める。 

 

（４）大津波警報・津波警報の発表時（勤務時間外） 
大津波警報又は津波警報（大阪府）が勤務時間外に発表されたときは、次によるものとする。ただし、あく

までも作業員自身の避難時間を確保したうえで、的確に行う。 
ア 防潮扉閉鎖要員及び水防関係機関は、動員が発令されたものとして、指定された場所に自動参集し、迅速
に水門及び防潮扉の閉鎖を行う。 

イ 危機管理部は、同報無線等を活用するとともに防災関係機関の協力を得て、海及び河川上にある者並びに
その付近にある者に対して、避難の指示などを行う。 

ウ 港湾部は、港長が発した避難勧告に基づき、関係機関と協力し、在港船舶に対して沖合へ移動を求める。 

 

３３－３ 防潮扉・水門等の津波防災施設の操作 
 
大阪市湾岸部への津波来襲に備え、水門等の津波防災施設の操作体制の強化を図る。 

（１）水門等の津波防災施設操作マニュアルの作成と習熟 

水門等の津波防災施設を操作する機関(港湾局及び水防関係機関)は、大阪市湾岸への津波来襲に備え、津波到
達時間内に安全かつ迅速・的確に施設操作ができるよう、連絡員・防潮扉閉鎖要員の参集に要する時間や経路等
を考慮した人員配置計画を定めた水門等の津波防災施設の操作マニュアルを作成し、防潮扉閉鎖要員や民間の防
潮扉管理者に周知する。防潮扉閉鎖要員や民間の防潮扉管理者は、日頃から津波に対する心構えをもち、迅速な
防ぎょ活動に努める。 

 

（２）迅速かつ確実な施設操作（勤務時間内） 

（２）レベル２の津波〈千年に一度以下の頻度で発生する規模の津波であり、発生すれば甚大な被害をもたらす
最大クラスの津波）に対して 

住民等の生命を守ることを最優先として、避難を軸に、そのための住民の防災意識の向上及び海岸保全施
設等の整備、浸水を防止する機能を有する交通インフラなどの活用、土地のかさ上げ、避難場所・津波避難ビ
ル等や避難路・避難階段の整備・確保などの警戒避難体制の整備、津波浸水を踏まえた土地利用・建築規制な
どを組み合わせるとともに、臨海部の産業・物流機能への被害軽減など、地域の実情に応じた総合的な対策を
講じる。 

なお、大阪は、多くの人口が集積するとともに、東京と並ぶ日本の経済活動の拠点の一つであり、機能不
全に陥ると、日本全国にも多大な影響を与えることが懸念されることから、防潮堤対策等については、管理
者は、レベル１＋αのハード対策に取り組む。 

また、津波が防潮堤を越えても直ぐには倒壊しない「粘り強い構造」に向けた防潮堤の補強対策を進める
一方、住民の避難行動を支援するため、防潮水門の閉鎖の迅速化や遠隔操作化の施設整備を行うとともに、
確実に閉鎖できるよう通信経路の二重化など信頼性確保に努めるものとする。さらに、防潮水門及び内水排
除施設が津波の襲来後にも、速やかに機能復帰できるよう電気設備等の耐水機能の確保に努めるものとす
る。 

また、防潮堤からの溢水による長期湛水に備え、関係機関は、防潮堤の仮締切やポンプ場の機能確保やポ
ンプ車による排水等、早急な復旧策についての検討を進める。 

 

３３－２ 津波防ぎょ実施体制 
 
（１）初動体制 

気象庁では大津波警報、津波警報、又は津波注意報（以下「津波警報等」とする。）等を地震発生後速やか
に発表することになっているが、沿岸に近い海域で発生した地震では発生直後に津波が到達する場合があるの
で、全沿岸地域において日常の津波についての教育のほか、震度４以上の揺れを感じた場合又は弱い揺れであ
っても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合は、緊急に次の自衛処置をとるものとする。 
ア 気象台からなんらかの通報が届くまでは安全な高台等で海面状態を監視する。 
イ 各地域では、津波警報等を迅速に知るためにテレビ・ラジオ等報道機関の情報を聴取し情報収集に努め、万
全の対策がとれるようにする。 

（注）ＮＨＫは、放送終了後でも臨時に放送することとなっている。 

 

（２）津波注意報の発表時（勤務時間内・勤務時間外） 
大阪府に勤務時間内、勤務時間外を問わず、津波注意報が発表されたときは、大阪港湾部及び水防関係機関

は、迅速に対象水門・防潮扉を閉鎖できる体制を整えるとともに、必要な水門・防潮扉の閉鎖を行う。 
 

（３）大津波警報・津波警報の発表時（勤務時間内） 
大津波警報又は津波警報（大阪府）が勤務時間内に発表されたときは、次によるものとする。ただし、あく

までも作業員自身の避難時間を確保したうえで、的確に行う。 
ア 大阪港湾部及び水防関係機関は、迅速に水門及び防潮扉の閉鎖を行う。 
イ 危機管理部は、同報無線等を活用するとともに防災関係機関の協力を得て、海及び河川上にある者並びに
その付近にある者に対して、避難の指示などを行う。 

ウ 大阪港湾部は、港長が発した避難勧告に基づき、関係機関と協力し、在港船舶に対して沖合へ移動を求め
る。 

（４）大津波警報・津波警報の発表時（勤務時間外） 
大津波警報又は津波警報（大阪府）が勤務時間外に発表されたときは、次によるものとする。ただし、あく

までも作業員自身の避難時間を確保したうえで、的確に行う。 
ア 防潮扉閉鎖要員及び水防関係機関は、動員が発令されたものとして、指定された場所に自動参集し、迅速
に水門及び防潮扉の閉鎖を行う。 

イ 危機管理部は、同報無線等を活用するとともに防災関係機関の協力を得て、海及び河川上にある者並びに
その付近にある者に対して、避難の指示などを行う。 

ウ 大阪港湾部は、港長が発した避難勧告に基づき、関係機関と協力し、在港船舶に対して沖合へ移動を求め
る。 

 

３３－３ 防潮扉・水門等の津波防災施設の操作 
 
大阪市湾岸部への津波来襲に備え、水門等の津波防災施設の操作体制の強化を図る。 

（１）水門等の津波防災施設操作マニュアルの作成と習熟 

水門等の津波防災施設を操作する機関(大阪港湾局及び水防関係機関)は、大阪市湾岸への津波来襲に備え、津
波到達時間内に安全かつ迅速・的確に施設操作ができるよう、連絡員・防潮扉閉鎖要員の参集に要する時間や経
路等を考慮した人員配置計画を定めた水門等の津波防災施設の操作マニュアルを作成し、防潮扉閉鎖要員や民間
の防潮扉管理者に周知する。防潮扉閉鎖要員や民間の防潮扉管理者は、日頃から津波に対する心構えをもち、迅
速な防ぎょ活動に努める。 

 

（２）迅速かつ確実な施設操作（勤務時間内） 



港湾部及び水防関係機関は、大阪府に大津波警報・津波警報、津波注意報が勤務時間内に発表された場合は、
指定された水門及び防潮扉へ速やかに急行し、港湾防災センターと緊密な情報交換を行って、確実な施設操作に
努める。 

施設の操作体制が確保できた時点で直ちに施設操作を実施し、市民等の安全を確保する。操作完了後は、水防
本部や管理者等にその旨を報告する。 

なお、施設操作員の選定に際しては、津波到達時間内に現地到着が可能なこと、施設操作に熟練していること、
迅速かつ安全な操作ができる人員を確保すること等に留意する。 

 

（３）迅速かつ確実な施設操作（勤務時間外） 

防潮扉閉鎖要員及び港湾部、水防関係機関は、大阪府に大津波警報・津波警報、津波注意報が勤務時間外に発
表された場合は、参集指令及び水門等の津波防災施設の操作指令が発令されたものとして、自主的に参集し、操
作することになっている者は速やかに現地又は集合場所に急行し、港湾防災センターと緊密な情報交換を行っ
て、確実な施設操作に努める。 

施設の操作体制が確保できた時点で直ちに施設操作を実施し、市民等の安全を確保する。操作完了後は、水防
本部や管理者等にその旨を報告する。 

なお、施設操作員の選定に際しては、津波到達時間内に現地到着が可能なこと、施設操作に熟練していること、
迅速かつ安全な操作ができる人員を確保すること等に留意する。 

勤務時間外における港湾局所管の津波防災施設の操作に当る防潮扉閉鎖要員を次のとおり危機管理監が任命
する。 対象は、職種区分に関わらず、水門等の津波防災施設近傍に居住する各局室の職員とする。 

※ 大津波警報・津波警報発表時：防潮扉閉鎖要員、水防関係機関 

津波注意報発表時：港湾部、水防関係機関 

（４）施設の閉鎖確認体制の確立 

津波の到達までに水門等の津波防災施設の操作の完了を確認するため、津波防災施設管理者毎に確認体制を確
立する。確認の方法としては、集中監視システムによる開閉の確認、職員や水防団員による現地パトロールによ
る確認、各操作者からの閉鎖完了報告による。 

また、閉鎖状況については、津波防災施設が設置されている区役所においてもモニタリングできる体制を確立
する。 

 

（５）防潮扉の閉鎖作業の省力化・迅速化 

防潮扉の敷居高さがレベル１津波高さを下回るものなどについて、電動化を実施した。今後、他の防潮扉につ
いても、省力化・迅速化に努める。 
 

３３－４ 防潮扉・水門等の津波防災施設の維持管理の徹底 
 
水門等の津波防災施設の維持管理の徹底を図り、津波来襲時に津波防ぎょ施設がその機能を果たすことができる

よう努める。 

（１）水門等の津波防災施設の維持管理  

水門等の津波防災施設の管理者あるいは施設操作を担う機関は、津波発生時に防ぎょ施設を安全かつ迅速・的
確に操作できるよう、試運転や整備点検を実施するとともに、日頃から操作に支障となる障害物の有無をチェッ
クする等に努め、施設操作に万全を期する。 

 

（２）民間の防潮扉管理者への指導 

民間の事業者が管理している防潮扉については、作業終了後の閉鎖の徹底を図るべく指導を行う。 

 

（３）津波注意看板の整備 

港湾局は、防潮扉周辺において、必要に応じて津波注意看板を設置し、港湾関係者に荷役終了後の防潮扉閉鎖、
堤外地へ車両・物品を残さないことを啓発するとともに、市民等も迅速に避難の対応ができるように日頃から周
知する。 

なお、津波注意看板は、津波への注意事項がひと目でわかるよう、標準化された防災ピクトグラムなどを用い
て表現する。 

 
３３－５ 船舶の津波防災体制  
 
東南海・南海地震により発生する津波に対して、船舶の防災体制を強化する必要があり、津波により想定される

被害の把握及び大阪港に在港している船舶の適切な避難等のマニュアル（防災計画）の作成・配布を港湾局は、行
った。なお、今後、東南海・南海地震、南海トラフ巨大地震により発生する津波見直しが行われた場合には、適宜、
改訂を実施して配布する。 

 
３３－６ 木材の流出防止対策  

東南海・南海地震、南海トラフ巨大地震により発生する津波に対して、貯木場及び木材整理場内の木材の流
出災害の防止のため、関係機関は大阪港木材対策協議会※を活用して次の対策を協議する。 

ア 木材整理場の出入口及び住吉川正平橋下流については、木材流出防止用「アバ」により閉鎖する。 

大阪港湾部及び水防関係機関は、大阪府に大津波警報・津波警報、津波注意報が勤務時間内に発表された場合
は、指定された水門及び防潮扉へ速やかに急行し、港湾防災センターと緊密な情報交換を行って、確実な施設操
作に努める。 

施設の操作体制が確保できた時点で直ちに施設操作を実施し、市民等の安全を確保する。操作完了後は、水防
本部や管理者等にその旨を報告する。 

なお、施設操作員の選定に際しては、津波到達時間内に現地到着が可能なこと、施設操作に熟練していること、
迅速かつ安全な操作ができる人員を確保すること等に留意する。 

 

（３）迅速かつ確実な施設操作（勤務時間外） 

防潮扉閉鎖要員及び大阪港湾部、水防関係機関は、大阪府に大津波警報・津波警報、津波注意報が勤務時間外
に発表された場合は、参集指令及び水門等の津波防災施設の操作指令が発令されたものとして、自主的に参集し、
操作することになっている者は速やかに現地又は集合場所に急行し、港湾防災センターと緊密な情報交換を行っ
て、確実な施設操作に努める。 

施設の操作体制が確保できた時点で直ちに施設操作を実施し、市民等の安全を確保する。操作完了後は、水防
本部や管理者等にその旨を報告する。 

なお、施設操作員の選定に際しては、津波到達時間内に現地到着が可能なこと、施設操作に熟練していること、
迅速かつ安全な操作ができる人員を確保すること等に留意する。 

勤務時間外における大阪港湾局所管の津波防災施設の操作に当る防潮扉閉鎖要員を次のとおり危機管理監が
任命する。 対象は、職種区分に関わらず、水門等の津波防災施設近傍に居住する各局室の職員とする。 

※ 大津波警報・津波警報発表時：防潮扉閉鎖要員、水防関係機関 

津波注意報発表時：大阪港湾部、水防関係機関 

（４）施設の閉鎖確認体制の確立 

津波の到達までに水門等の津波防災施設の操作の完了を確認するため、津波防災施設管理者毎に確認体制を確
立する。確認の方法としては、集中監視システムによる開閉の確認、職員や水防団員による現地パトロールによ
る確認、各操作者からの閉鎖完了報告による。 

また、閉鎖状況については、津波防災施設が設置されている区役所においてもモニタリングできる体制を確立
する。 

 

（５）防潮扉の閉鎖作業の省力化・迅速化 

防潮扉の敷居高さがレベル１津波高さを下回るものなどについて、電動化を実施した。今後、他の防潮扉につ
いても、省力化・迅速化に努める。 
 

３３－４ 防潮扉・水門等の津波防災施設の維持管理の徹底 
 
水門等の津波防災施設の維持管理の徹底を図り、津波来襲時に津波防ぎょ施設がその機能を果たすことができる

よう努める。 

（１）水門等の津波防災施設の維持管理  

水門等の津波防災施設の管理者あるいは施設操作を担う機関は、津波発生時に防ぎょ施設を安全かつ迅速・的
確に操作できるよう、試運転や整備点検を実施するとともに、日頃から操作に支障となる障害物の有無をチェッ
クする等に努め、施設操作に万全を期する。 

 

（２）民間の防潮扉管理者への指導 

民間の事業者が管理している防潮扉については、作業終了後の閉鎖の徹底を図るべく指導を行う。 

 

（３）津波注意看板の整備 

大阪港湾局は、防潮扉周辺において、必要に応じて津波注意看板を設置し、港湾関係者に荷役終了後の防潮扉
閉鎖、堤外地へ車両・物品を残さないことを啓発するとともに、市民等も迅速に避難の対応ができるように日頃
から周知する。 

なお、津波注意看板は、津波への注意事項がひと目でわかるよう、標準化された防災ピクトグラムなどを用い
て表現する。 

 
３３－５ 船舶の津波防災体制 
  
東南海・南海地震により発生する津波に対して、船舶の防災体制を強化する必要があり、津波により想定される

被害の把握及び大阪港に在港している船舶の適切な避難等のマニュアル（防災計画）の作成・配布を大阪港湾局は、
行った。なお、今後、東南海・南海地震、南海トラフ巨大地震により発生する津波見直しが行われた場合には、適
宜、改訂を実施して配布する。 

 
３３－６ 木材の流出防止対策  

東南海・南海地震、南海トラフ巨大地震により発生する津波に対して、貯木場及び木材整理場内の木材の流出災
害の防止のため、関係機関は大阪港木材対策協議会※を活用して次の対策を協議する。 

ア 木材整理場の出入口及び住吉川正平橋下流については、木材流出防止用「アバ」により閉鎖する。 



イ 貯木場（第１号～第５号）については、水門の締切りを行う。 

※大阪港木材対策協議会 

官公庁側メンバー 

大阪海上保安監部、近畿運輸局、大阪税関、神戸植物防疫所大阪支所、大阪府（環境農林水産部） 

大阪府警察（大阪水上警察署）、大阪市（港湾局、建設局） 

民間業界側メンバー 

大阪港輸入木材協議会（木材輸入業者、筏協会） 
 

第３４節 大阪港地震・津波対策アクションプラン 
 

３４－１ 大阪港地震・津波対策アクションプラン  
 

東南海・南海地震、南海トラフ巨大地震の発生に伴う大阪港臨海部における津波被害について、防災・減災を
図るために策定した「大阪港地震・津波対策アクションプラン」※を推進する。 

なお、今後、被害想定の見直しにより、被害（人的被害・経済的被害）が変動する場合は、速やかに対策の目
標を修正するとともに、本プランの改訂を実施する。 

 

※大阪港地震・津波対策アクションプラン 

東南海・南海地震津波、南海トラフ巨大地震津波に対する大阪港の緊急の課題への対策を示した総合的かつ戦
略的なアクションプランであり、「計画期間」を明示している。 

また、関係行政機関、港湾関係事業者及び、市民等と協働して推進するため、津波対策の実施方針として「基
本理念」「減災目標」「施策の方向性」を設定し、実効性のある津波対策を図ることとしている。 

 
第１１章 危険物対策 

第３５節 危険物の災害予防対策 

 
危険物等に起因する、火災、爆発、流出事故等の災害を未然に防止するための対策について定めるものである。 

 

３５－１ 危険物の災害予防対策 
 

危険物安全週間、春・秋の火災予防運動をはじめあらゆる機会を利用して次により未然防止に努めるものとす
る。 

（１）立入検査の実施 

各対象物について、その位置、構造、設備及び管理の状況が関係法令に適合し、火災予防上危険がないかを厳
重に検査し、不備事項の違反是正等を行う。 

なお、災害発生が予測されるときは、上記検査以外随時立入検査を実施し、災害防止に万全を期する。 

（２）移動タンク貯蔵所等の街頭取締 

危険物の運搬中に横転、衝突等の事故により火災等の事故が発生した場合、その影響が極めて大きいことが予
測されるので、交通管理者等へ要請し、危険物を輸送するタンクローリー車及び貨物自動車の一斉取締りを実施
し、事故の未然防止に努める。 

（３）危険物取扱者等に対する指導教育 

危険物取扱者等関係者に対し適宜、講習会を開催し法令の説明、危険物の貯蔵取扱い等その保守管理に誤りの
ないよう指導するとともに、災害発生時における危険物取扱者としての処置方法についても指導し、事故の未然
防止と被害の局限化に努める。 

（４）危険物防火協議会の育成 

危険物関係事業所の相互連絡協調と火災予防の実効をあげるため結成されたこの協議会の活動を通し、施設責
任者の火災予防に関する自覚を促し、設備の維持管理と法令遵守の徹底を期するものとする。 

（５）屋外タンク貯蔵所からの流出事故防止対策等 
ア 保守、点検の実施 
（ア）定期保安検査 容量 10,000kl 以上のタンクは定期的に保安検査を実施する。 
（イ）臨時保安検査 容量 1,000kl 以上のタンクで、タンクの直径に対する当該タンクの不等沈下の数値の割合

が 100分の１以上となったものについては、その都度保安検査を実施する。 
（ウ）定期点検 

① 外部点検 指定数量の 200 倍以上のタンクは１年に１回以上事業者自らが点検し、点検記録を作成、保存
する。 

② 内部点検 上記点検に加えて、容量 1,000kl 以上のタンクについては定期的に内部点検を実施する。 
イ 沈下測定の実施 

イ 貯木場（第１号～第５号）については、水門の締切りを行う。 

※大阪港木材対策協議会 

官公庁側メンバー 

大阪海上保安監部、近畿運輸局、大阪税関、神戸植物防疫所大阪支所、大阪府（環境農林水産部） 

大阪府警察（大阪水上警察署）、大阪市（大阪港湾局、建設局） 

民間業界側メンバー 

大阪港輸入木材協議会（木材輸入業者、筏協会） 
 

第３４節 大阪港地震・津波対策アクションプラン 
 

３４－１ 大阪港地震・津波対策アクションプラン  
 

東南海・南海地震、南海トラフ巨大地震の発生に伴う大阪港臨海部における津波被害について、防災・減災を図
るために策定した「大阪港地震・津波対策アクションプラン」※を推進する。 

なお、今後、被害想定の見直しにより、被害（人的被害・経済的被害）が変動する場合は、速やかに対策の目標
を修正するとともに、本プランの改訂を実施する。 

 

※大阪港地震・津波対策アクションプラン 

東南海・南海地震津波、南海トラフ巨大地震津波に対する大阪港の緊急の課題への対策を示した総合的かつ戦
略的なアクションプランであり、「計画期間」を明示している。 

また、関係行政機関、港湾関係事業者及び、市民等と協働して推進するため、津波対策の実施方針として「基
本理念」「減災目標」「施策の方向性」を設定し、実効性のある津波対策を図ることとしている。 

 
第１１章 危険物対策 

第３５節 危険物の災害予防対策 

 
危険物等に起因する、火災、爆発、流出事故等の災害を未然に防止するための対策について定めるものである。 

 

３５－１ 危険物の災害予防対策 
 
危険物安全週間、春・秋の火災予防運動をはじめあらゆる機会を利用して次により未然防止に努めるものとする。 

 

（１）立入検査の実施 

各対象物について、その位置、構造、設備及び管理の状況が関係法令に適合し、火災予防上危険がないかを厳
重に検査し、不備事項の違反是正等を行う。 

なお、災害発生が予測されるときは、上記検査以外随時立入検査を実施し、災害防止に万全を期する。 

（２）移動タンク貯蔵所等の街頭取締 

危険物の運搬中に横転、衝突等の事故により火災等の事故が発生した場合、その影響が極めて大きいことが予
測されるので、交通管理者等へ要請し、危険物を輸送するタンクローリー車及び貨物自動車の一斉取締りを実施
し、事故の未然防止に努める。 

（３）危険物取扱者等に対する指導教育 

危険物取扱者等関係者に対し適宜、講習会を開催し法令の説明、危険物の貯蔵取扱い等その保守管理に誤りの
ないよう指導するとともに、災害発生時における危険物取扱者としての処置方法についても指導し、事故の未然
防止と被害の局限化に努める。 

（４）危険物防火協議会の育成 

危険物関係事業所の相互連絡協調と火災予防の実効をあげるため結成されたこの協議会の活動を通し、施設責
任者の火災予防に関する自覚を促し、設備の維持管理と法令遵守の徹底を期するものとする。 

（５）屋外タンク貯蔵所からの流出事故防止対策等 
ア 保守、点検の実施 
（ア）定期保安検査 容量 10,000kl 以上のタンクは定期的に保安検査を実施する。 
（イ）臨時保安検査 容量 1,000kl 以上のタンクで、タンクの直径に対する当該タンクの不等沈下の数値の割合

が 100分の１以上となったものについては、その都度保安検査を実施する。 
（ウ）定期点検 

① 外部点検 指定数量の 200 倍以上のタンクは１年に１回以上事業者自らが点検し、点検記録を作成、保存
する。 

② 内部点検 上記点検に加えて、容量 1,000kl 以上のタンクについては定期的に内部点検を実施する。 
イ 沈下測定の実施 



上記（ウ）①の外部点検時には必ずタンクの沈下状況について精査、記録させ、必要に応じて消防職員が立
会い確認する。 

ウ 基礎修正 

上記イの不等沈下の認められたタンクは原則として基礎を修正することにより、不等沈下を是正させ、保安
の確保に努める。なお、指定数量の 200倍以上で容量 1,000kl 未満のタンクについても、タンクの直径に対す
る当該タンクの不等沈下の数値の割合が 50分の１以上となったものについては、前記同様の措置をさせる。 

エ 敷地外流出防止対策 

防油堤の適正な維持管理に加え、油槽基地等タンクが群立する事業所においては、万一危険物が流出しても
敷地外への流出を防止するためのせき止め、又は土のう等の準備、有事の際の排水経路の遮断措置の設置等を
するよう強力に指導する。 

 

３５－２ 指定可燃物の災害予防対策 
 
指定可燃物貯蔵取扱場についても危険物同様全施設の立入検査を実施し、集積場所の区分及び設備等の管理状況

が関係法令に適合し、火災予防上危険がないかを厳重に検査し、事故の未然防止に努める。 

 

３５－３ 高圧ガスの災害予防対策 
 
高圧ガス保安法、及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液化石油ガス法」とい

う。）をはじめ関係法令の周知徹底・規制を行うとともに、高圧ガス取扱事業所等における自主保安体制の確立、
保安意識の高揚を図る。 

 

３５－４ 火薬類の災害予防対策 
 
大阪府警察と連携し、火薬類の盗難及び災害を防止するため、火薬類取締法をはじめ関係法令の周知徹底・規制

を行うとともに、火薬類取扱事業所等における自主保安体制の確立、保安意識の高揚を図る。 

 

 

３５－５ 劇物毒物の災害予防対策 
 
毒物及び劇物取締法はじめ関係法令の周知徹底・規制を行うとともに、危害防止体制の確立、危害防止意識の高

揚を図る。 

 
３５－６ 管理化学物質の災害予防対策 
 
管理化学物質として大阪府生活環境の保全等に関する条例（以下「生活環境保全条例」という）で定められた有

害物質を取扱う事業者に対し、生活環境保全条例に基づく規制を行うとともに、生活環境保全条例はじめ関係法令
の周知徹底を行い、管理体制の確立、管理化学物質による災害発生の未然防止について意識の高揚を図る。 

 

３５－７ 石油コンビナート等の災害予防対策 
 
石油コンビナート等災害防止法に定める特別防災区域に存在する危険物タンクの火災や高圧ガスタンクの爆発

等により、特別防災区域を超えて、周辺住民の避難を伴う大きな被害が発生する場合に備え、大阪府石油コンビナ
ート等防災計画との整合性を図りつつ、府、市町村、特定事業者、関係機関が連携して必要な検討を行い、周辺住
民の避難対策等に取り組む。 

 

（１）事業所の防災体制の強化 

事業所に対し、次の事項を履行するように指導する。 

ア 異常現象が発生した場合、消防機関へ迅速かつ適確に通報すること。 

イ 自衛消防組織等が発災時に有効な初動体制をとれるように、隊員に対する教育、訓練を充実・強化すること。 

ウ 夜間及び休日における防災体制を確立すること。 

エ 防災資機材等について、定期的に点検を実施し、適正な維持管理を行うこと。 

（２）隣接事業所等と災害予防に関する連絡協調体制の確立 

災害発生の未然防止と災害の拡大を防止するため、あらかじめ隣接事業所はお互いに連絡協調体制を整えてお
くよう指導する。 

 
第３６節 危険物の応急対策 
 

災害発生後、直ちに関係法令に基づく予防規程及び防災規程等により定められた計画に基づき、被害を最小限
に止めるため以下の活動を行う。 

 
 
 
 

上記（ウ）①の外部点検時には必ずタンクの沈下状況について精査、記録させ、必要に応じて消防職員が立
会い確認する。 

ウ 基礎修正 

上記イの不等沈下の認められたタンクは原則として基礎を修正することにより、不等沈下を是正させ、保安
の確保に努める。なお、指定数量の 200倍以上で容量 1,000kl 未満のタンクについても、タンクの直径に対す
る当該タンクの不等沈下の数値の割合が 50分の１以上となったものについては、前記同様の措置をさせる。 

エ 敷地外流出防止対策 

防油堤の適正な維持管理に加え、油槽基地等タンクが群立する事業所においては、万一危険物が流出しても
敷地外への流出を防止するためのせき止め、又は土のう等の準備、有事の際の排水経路の遮断措置の設置等を
するよう強力に指導する。 

 

３５－２ 指定可燃物等の災害予防対策 
 
指定可燃物等貯蔵取扱場についても危険物同様全施設の立入検査を実施し、集積場所の区分及び設備等の管理状

況が関係法令に適合し、火災予防上危険がないかを厳重に検査し、事故の未然防止に努める。 

 

３５－３ 高圧ガスの災害予防対策 
 
高圧ガス保安法、及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液化石油ガス法」とい

う。）をはじめ関係法令の周知徹底・規制を行うとともに、高圧ガス取扱事業所等における自主保安体制の確立、
保安意識の高揚を図る。 

 

３５－４ 火薬類の災害予防対策 
 
大阪府警察と連携し、火薬類の盗難及び災害を防止するため、火薬類取締法をはじめ関係法令の周知徹底・規制

を行うとともに、火薬類取扱事業所等における自主保安体制の確立、保安意識の高揚を図る。 

 

 

３５－５ 劇物毒物の災害予防対策 
 
毒物及び劇物取締法はじめ関係法令の周知徹底・規制を行うとともに、危害防止体制の確立、危害防止意識の高

揚を図る。 

 
３５－６ 管理化学物質の災害予防対策 
 
管理化学物質として大阪府生活環境の保全等に関する条例（以下「生活環境保全条例」という）で定められた有

害物質を取扱う事業者に対し、生活環境保全条例に基づく規制を行うとともに、生活環境保全条例はじめ関係法令
の周知徹底を行い、管理体制の確立、管理化学物質による災害発生の未然防止について意識の高揚を図る。 

 

３５－７ 石油コンビナート等の災害予防対策 
 
石油コンビナート等災害防止法に定める特別防災区域に存在する危険物タンクの火災や高圧ガスタンクの爆発

等により、特別防災区域を超えて、周辺住民の避難を伴う大きな被害が発生する場合に備え、大阪府石油コンビナ
ート等防災計画との整合性を図りつつ、大阪府、市町村、特定事業者、関係機関が連携して必要な検討を行い、周
辺住民の避難対策等に取り組む。 

 

（１）事業所の防災体制の強化 

事業所に対し、次の事項を履行するように指導する。 

ア 異常現象が発生した場合、消防機関へ迅速かつ適確に通報すること。 

イ 自衛消防組織等が発災時に有効な初動体制をとれるように、隊員に対する教育、訓練を充実・強化すること。 

ウ 夜間及び休日における防災体制を確立すること。 

エ 防災資機材等について、定期的に点検を実施し、適正な維持管理を行うこと。 

（２）隣接事業所等と災害予防に関する連絡協調体制の確立 

災害発生の未然防止と災害の拡大を防止するため、あらかじめ隣接事業所はお互いに連絡協調体制を整えてお
くよう指導する。 

 
第３６節 危険物の応急対策 
 
災害発生後、直ちに関係法令に基づく予防規程及び防災規程等により定められた計画に基づき、被害を最小限に

止めるため以下の活動を行う。 

 
 
 
 



３６－１ 危険物の災害応急対策 
 

（１）危険物の漏洩及び火災等のおそれのある作業及び移送を停止するとともに、火気及び電源を遮断す
る。 
（２）危険物施設の被災状況を確認し、危険物の漏洩、火災その他の災害が発生した場合は、防災機関へ通
報するとともに広報・避難誘導等、従業員及び付近住民の安全確保の措置を講じる。 
（３）危険物の漏洩があった場合は、流出、拡散及び出火防止の措置を講じる。 
（４）事前に定められた計画に基づき、自衛消防組織等による消火、救出、救護その他必要な活動を行う。 

 

３６－２ 石油等排出による海上災害応急対策 
 

（１）海上等に排出した油類の種類、周囲の状況等を的確に判断して適切な措置を講じる。 

（２）漏洩箇所の応急修理及び土のうなどにより海上排出を防止し、あわせて排出油の海面等への拡散防止の措置
を講じる。 

（３）油類等が海上等に排出した場合、潮流、風向等により広範囲にわたり二次的災害の危険性があるので、沿岸
施設等への迅速な連絡と広域的防護対策を講じる。 

（４）排出油に毒性がある場合は、火災の発生等に関係なく上記の避難誘導を優先して行うとともに、毒性の確認
と必要な措置を講じる。 

 

３６－３ 大阪北港地区（石油コンビナ－ト等特別防災区域）における災害応急対策 
 
前記１及び２によるほか、大阪北港地区内において災害が発生した場合は、石油コンビナ－ト等災害防止法に基づ
く各特定事業所の防災規程、大阪北港地区共同防災組合の共同防災規程及び大阪府石油コンビナ－ト等防災計画、
大阪府石油コンビナート特別防災区域津波避難計画の定めるところにより、当該事業所の自衛防災組織、共同防災
組織、消防機関及びその他関係行政機関による総合的な防災体制のもとに災害応急対策等を講じる。 
 

第１２章 消防体制 
 
第３７節 火災対策 
 

地震火災による被害を軽減するため、平素からの出火防止対策を推進するとともに、出火に至った場合の初期消
火体制の充実・強化を図っていく。また、阿倍野防災センターにおいては、地震の発生から安全に避難するまでの
一連の行動について体験学習をして頂き、更に、起震車等の地震体験装置等の活用及び啓発パンフレットの配付等、
防災の観点から火災予防に関する知識の普及、啓発を図り、防火教育等を積極的に推進する。 

 
３７－１ 出火防止 
 
消防局は、地震火災を未然に防ぐため、出火防止のための広報活動を実施し、市民等の防火意識の向上を図るほ

か、火災予防について立入検査、住宅等の防火指導、自衛消防訓練等を通じて指導を行う。 

 

（１）市民等の火気取扱いに係る意識の向上 

出火防止の啓発として、春･秋の火災予防運動、高齢者防火推進週間･危険物安全週間の展開、女性防火クラブ
などへの育成・指導、住宅等の防火指導の実施、防火管理者、防災管理者及び一般関係者に対する講習会の開催、
説明会、研究会等を開催し、防火・防災知識の向上を図るとともに、自衛消防組織による訓練を実施してその強
化を図る。  

（２）火気使用設備・器具の安全化及び周囲の可燃物の整理 

火気使用器具の転倒防止措置の促進、ストーブ等の火気器具の周囲にある可燃物除去を指導する。 

（３）電気設備の安全化 

変電設備、自家発電設備、蓄電池設備等の電気設備の点検、整備の励行のほか、避難の際にはブレーカー遮断
等の措置を行うよう指導する。 

（４）危険物取扱設備等の安全化 

危険物等の安全取扱いと適正管理についての事業者等に対する指導を実施する。 

（５）化学薬品等取扱施設の安全化 

化学実験室、薬局等において危険物等の物品を貯蔵又は取扱う場合は、火災予防上必要な措置を講ずるよう指
導する。 

（６）百貨店や多量の火気を使用する事業者に対しての指導 

火気使用設備・器具の固定、転倒・落下防止措置、発震時における関係者の対応要領について指導する。 

 

３７－２ 初期消火 
 
消防局は、地震により出火に至った場合においても初期のうちに消火することができるように、器具等の普及な

どを図るとともに、訓練等による指導を行う。 

３６－１ 危険物の災害応急対策 
 
（１）危険物の漏洩及び火災等のおそれのある作業及び移送を停止するとともに、火気及び電源を遮断する。
（２）危険物施設の被災状況を確認し、危険物の漏洩、火災その他の災害が発生した場合は、防災機関へ通報する 

とともに広報・避難誘導等、従業員及び付近住民の安全確保の措置を講じる。 
（３）危険物の漏洩があった場合は、流出、拡散及び出火防止の措置を講じる。 
（４）事前に定められた計画に基づき、自衛消防組織等による消火、救出、救護その他必要な活動を行う。 
 

 

３６－２ 石油等排出による海上災害応急対策  
 

（１）海上等に排出した油類の種類、周囲の状況等を的確に判断して適切な措置を講じる。 

（２）漏洩箇所の応急修理及び土のうなどにより海上排出を防止し、あわせて排出油の海面等への拡散防止の措置
を講じる。 

（３）油類等が海上等に排出した場合、潮流、風向等により広範囲にわたり二次的災害の危険性があるので、沿岸
施設等への迅速な連絡と広域的防護対策を講じる。 

（４）排出油に毒性がある場合は、火災の発生等に関係なく上記の避難誘導を優先して行うとともに、毒性の確認
と必要な措置を講じる。 

 

３６－３ 大阪北港地区（石油コンビナ－ト等特別防災区域）における災害応急対策 
 
前記１及び２によるほか、大阪北港地区内において災害が発生した場合は、石油コンビナ－ト等災害防止法に基

づく各特定事業所の防災規程、大阪北港地区共同防災組合の共同防災規程及び大阪府石油コンビナ－ト等防災計
画、大阪府石油コンビナート特別防災区域津波避難計画の定めるところにより、当該事業所の自衛防災組織、共同
防災組織、消防機関及びその他関係行政機関による総合的な防災体制のもとに災害応急対策等を講じる。 
 
第１２章 消防体制 

 
第３７節 火災対策 

 
地震火災による被害を軽減するため、平素からの出火防止対策を推進するとともに、出火に至った場合の初期消

火体制の充実・強化を図っていく。また、阿倍野防災センターにおいては、地震の発生から安全に避難するまでの
一連の行動について体験学習をして頂き、更に、起震車等の地震体験装置等の活用及び啓発パンフレットの配付等、
防災の観点から火災予防に関する知識の普及、啓発を図り、防火教育等を積極的に推進する。 

 
３７－１ 出火防止 
 
消防局は、地震火災を未然に防ぐため、出火防止のための広報活動を実施し、市民等の防火意識の向上を図るほ

か、火災予防について立入検査、住宅等の防火指導、自衛消防訓練等を通じて指導を行う。 

 

（１）市民等の火気取扱いに係る意識の向上 

出火防止の啓発として、春･秋の火災予防運動、高齢者防火推進週間･危険物安全週間の展開、女性防火クラブ
などへの育成・指導、住宅等の防火指導の実施、防火管理者、防災管理者及び一般関係者に対する講習会の開催、
説明会、研究会等を開催し、防火・防災知識の向上を図るとともに、自衛消防組織による訓練を実施してその強
化を図る。  

（２）火気使用設備・器具の安全化及び周囲の可燃物の整理 

火気使用器具の転倒防止措置の促進、ストーブ等の火気器具の周囲にある可燃物除去を指導する。 

（３）電気設備の安全化 

変電設備、自家発電設備、蓄電池設備等の電気設備の点検、整備の励行のほか、避難の際にはブレーカー遮断
等の措置を行うよう指導する。 

（４）危険物取扱設備等の安全化 

危険物等の安全取扱いと適正管理についての事業者等に対する指導を実施する。 

（５）化学薬品等取扱施設の安全化 

化学実験室、薬局等において危険物等の物品を貯蔵又は取扱う場合は、火災予防上必要な措置を講ずるよう指
導する。 

（６）百貨店や多量の火気を使用する事業者に対しての指導 

火気使用設備・器具の固定、転倒・落下防止措置、発震時における関係者の対応要領について指導する。 

 

３７－２ 初期消火 
 
消防局は、地震により出火に至った場合においても初期のうちに消火することができるように、器具等の普及な

どを図るとともに、訓練等による指導を行う。 



（１）家庭等への消火器具の普及  

火災予防運動等の機会を通じて、家庭等で初期消火に必要な消火器具の普及啓発を図る。 

（２）消防用設備等の耐震性の保持 

関係法令に定められた基準に基づく指導を行い、消防用設備等の耐震性の保持に努める。 

（３）市民及び事業所の火災警戒及び初期消火体制の充実強化 

地域における消防訓練等、事業所における自衛消防訓練を通じて、火災警戒、出火時における初期消火につい
て指導する。 

 

３７－３ 防火教育 
 
消防局は、火災予防に関する知識の普及、啓発を図るため、防災啓発施設（阿倍野防災センター）等を活用して、

市民等、事業所の関係者等に対して防火教育等を推進する。 

（１）市民等に対する啓発 

防火防災講演、防火教室、移動消防展の開催、啓発用パンフレットの作成、報道機関に対する広報等を積極的
に推進し、住宅防火の普及、啓発を図る。 

（２）重要な施設管理者に対する教育 

百貨店、地下街等の不特定多数の人が出入りする施設、多量の危険物を貯蔵、取扱う施設の管理者等に対して、
火災予防等に関する知識の普及、啓発を図る。 

ア 防火管理者、防災管理者などに対する教育の推進 
イ 自衛消防協議会、公衆集合場防火協議会、危険物防火協議会の育成 

 

第３８節 消防体制の充実強化 
 
地震災害は発生直後から多数の火災をはじめ、救助・救急事案の発生が予測されるほか、道路、水道等の機能障

害なども伴う広域複合災害につながるため、災害初期の段階から効率的な消防活動を展開し得る消防体制の確保
が必要である。 

そのため消防局は、消火・救助・救急体制の充実はもとより、情報収集・伝達機能の強化等、総合的な消防体制
の整備を図るとともに、大規模災害時には広域的な応援活動が不可欠なことから緊急消防援助隊をはじめとする
他都市の応援隊の受援体制の充実にも努める。 

一方、地域における初期消火等の防災活動は極めて重要なことから、自主防災組織、事業所の自衛消防組織など
の育成と連携に努めるほか、平素から防災関係機関との連携強化も図る。 

 

３８－１ 消防庁舎の耐震化の推進 
 
消防局庁舎及び消防署所庁舎は震災時において市民等の生命、身体、財産を守るための速やかな消火活動等、防

災活動の拠点であることから、耐震性能の確保とともに機能強化を図る。 

 

３８－２ 消防活動体制の整備 
 
地震災害発生時の効果的な消防活動の展開のためには初期の災害即応体制の強化が重要であり、防災活動全般の

根幹となる災害初期の迅速・的確な被害情報の収集体制の整備とともに、何事にも優先して行わなければならない
消火、人命救助、救急活動等、初動体制の強化を図る。 

（１）情報収集・伝達体制の強化 

消防無線等を活用した情報収集・伝達体制を構築するとともに、消防情報システム「ＡＮＳＩＮ」の
機能強化を図る。 

（２）初期消火体制の充実 

自主防災組織等、市民等による初期消火とともに、道路通行障害時に消防隊も活用できるよう可搬式ポンプの
適正な維持管理に努める。 

（３）救助・救急体制の充実 

大規模地震時には多数の要救助者の発生とともに有毒ガスの漏洩等の特異な災害なども同時に発生すること
が予想されるため、救助隊の訓練、研修をはじめ、高度救助資器材の整備など救助体制の充実強化に努める。 

また、多数の負傷者の発生に備えて、救急救命士の計画的な養成を推進するとともに、救急隊の訓練、研修を
はじめ、救急救命処置用資器材の整備など救急体制の充実強化に努める。 

（４）震災対策消防計画の充実 

大規模地震発生時における効率的な消防活動を実施するため、消防職員の活動を具体的に規定した「震災対策
消防計画」の見直しを必要に応じて実施するとともに、その充実を図り、震災時の活動に万全を期する。 

（５）大阪市消防局災害活動支援隊の充実強化 
消防局及び消防署が行う消防活動を支援することを任務とする大阪市消防局災害活動支援隊と連携した訓練

を定期的に実施し、震災時の消防活動体制の強化を図る。 
（６）関係機関との相互連携 

大阪府、大阪府警察、第五管区海上保安本部及び自衛隊とともに、活動エリア・内容・手順，情報通信手段

（１）家庭等への消火器具の普及  

火災予防運動等の機会を通じて、家庭等で初期消火に必要な消火器具の普及啓発を図る。 

（２）消防用設備等の耐震性の保持 

関係法令に定められた基準に基づく指導を行い、消防用設備等の耐震性の保持に努める。 

（３）市民及び事業所の火災警戒及び初期消火体制の充実強化 

地域における消防訓練等、事業所における自衛消防訓練を通じて、火災警戒、出火時における初期消火につい
て指導する。 

 

３７－３ 防火教育 
 
消防局は、火災予防に関する知識の普及、啓発を図るため、体験型防災学習施設（阿倍野防災センター）等を活

用して、市民等、事業所の関係者等に対して防火教育等を推進する。 

（１）市民等に対する啓発 

防火防災講演、防火教室、移動消防展の開催、啓発用パンフレットの作成、報道機関に対する広報等を積極的
に推進し、住宅防火の普及、啓発を図る。 

（２）重要な施設管理者に対する教育 

百貨店、地下街等の不特定多数の人が出入りする施設、多量の危険物を貯蔵、取扱う施設の管理者等に対して、
火災予防等に関する知識の普及、啓発を図る。 

ア 防火管理者、防災管理者などに対する教育の推進 
イ 自衛消防協議会、公衆集合場防火協議会、危険物防火協議会の育成 

 

第３８節 消防体制の充実強化 
 
地震災害は発生直後から多数の火災をはじめ、救助・救急事案の発生が予測されるほか、道路、水道等の機能障

害なども伴う広域複合災害につながるため、災害初期の段階から効率的な消防活動を展開し得る消防体制の確保
が必要である。 

そのため消防局は、消火・救助・救急体制の充実はもとより、情報収集・伝達機能の強化等、総合的な消防体制
の整備を図るとともに、大規模災害時には広域的な応援活動が不可欠なことから緊急消防援助隊をはじめとする
他都市の応援隊の受援体制の充実にも努める。 

一方、地域における初期消火等の防災活動は極めて重要なことから、自主防災組織、事業所の自衛消防組織など
の育成と連携に努めるほか、平素から防災関係機関との連携強化も図る。 

 

３８－１ 消防庁舎の耐震化の推進 
 
消防局庁舎及び消防署所庁舎は震災時において市民等の生命、身体、財産を守るための速やかな消火活動等、防

災活動の拠点であることから、耐震性能の確保とともに機能強化を図る。 

 

３８－２ 消防活動体制の整備 
 
地震災害発生時の効果的な消防活動の展開のためには初期の災害即応体制の強化が重要であり、防災活動全般の

根幹となる災害初期の迅速・的確な被害情報の収集体制の整備とともに、何事にも優先して行わなければならない
消火、人命救助、救急活動等、初動体制の強化を図る。 

（１）情報収集・伝達体制の強化 

消防無線等を活用した情報収集・伝達体制を構築するとともに、消防情報システム「ＡＮＳＩＮ」の
機能強化を図る。 

（２）初期消火体制の充実 

自主防災組織等、市民等による初期消火とともに、道路通行障害時に消防隊も活用できるよう可搬式ポンプの
適正な維持管理に努める。 

（３）救助・救急体制の充実 

大規模地震時には多数の要救助者の発生とともに有毒ガスの漏洩等の特異な災害なども同時に発生すること
が予想されるため、救助隊の訓練、研修をはじめ、高度救助資器材の整備など救助体制の充実強化に努める。 

また、多数の負傷者の発生に備えて、救急救命士の計画的な養成を推進するとともに、救急隊の訓練、研修を
はじめ、救急救命処置用資器材の整備など救急体制の充実強化に努める。 

（４）震災対策消防計画の充実 

大規模地震発生時における効率的な消防活動を実施するため、消防職員の活動を具体的に規定した「震災対策
消防計画」の見直しを必要に応じて実施するとともに、その充実を図り、震災時の活動に万全を期する。 

（５）大阪市消防局災害活動支援隊の充実強化 
消防局及び消防署が行う消防活動を支援することを任務とする大阪市消防局災害活動支援隊と連携した訓練

を定期的に実施し、震災時の消防活動体制の強化を図る。 
（６）関係機関との相互連携 

大阪府、大阪府警察、第五管区海上保安本部及び自衛隊とともに、活動エリア・内容・手順，情報通信手段



等について、部隊間の情報共有及び活動調整等、相互に連携を図りつつ、迅速かつ的確に救助・救急活動を実
施する。また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図りつつ、連携
して活動する。 

 
３８－３ 消防水利の確保 
 
震災時における消防水利の確保を図るため、消火栓が使用できない場合に備えて、消火栓以外の消防水利として、

耐震性貯水槽の設置をはじめ、プール、下水処理水等の活用、さらには海、河川等の自然水利の有効活用を図るな
ど、消防水利の多様化に努める。 

（１）指定水利の確保 
大規模地震発生時に活用できる指定水利の確保を継続して実施するとともに、既存の耐震性貯水槽の補修整

備及び都市開発整備などに伴う増設に努める。  
（２）遠距離大量送水システムの整備 

海や河川等の自然水利を利用して、一分間に 3,000 リットルの水量を１km 先まで送水できるシステムの適正
な維持・整備に努める。 

 

３８－４ 広域消防応援に係る受援体制の確立 
 
地震災害の規模やその態様等によっては、広域消防応援による消防活動が不可欠であることから、受援に関する

計画を策定し、迅速な情報連絡体制の確立を図るとともに、緊急消防援助隊、大阪府下広域消防相互応援協定等で
出動する応援隊の集結場所等、充実した受入体制の整備に努める。 

 

３８－５ 警防訓練等の実施 
 
地震災害対応能力を高めるため、各種警防訓練を実施するとともに、訓練施設の充実に努める。また、消防職員

が円滑な応急活動を実施するため必要な地震防災教育等を推進し、消防職員の資質の向上を図る。 

 

３８－６ 地域との連携強化と自主救護能力の向上 
 
震災時に地域防災の核として活動する地域防災組織等との連携強化により、地域防災力の向上を図るとともに、

消防訓練の実施をはじめ、応急手当の技術や知識等の普及啓発により、市民等の自主救護能力の向上に努める。 

（１）自主防災組織 

大規模地震発生時における自主防災組織が効果的に活動できるよう、知識、技術の習得のための研修や訓練を
実施する。 

（２）事業所の自衛消防組織  

自衛消防体制の充実強化の推進と、地域の一員として近隣の災害防ぎょ活動に寄与できるよう、防災訓練等を
通じて地域との連携強化に努める。 

（３）女性防火クラブ 

平素の火災予防はもとより、震災時における住宅からの出火防止や初期消火の知識技術の普及活動及び、近
隣への情報提供活動等に寄与できるようクラブ員の防災知識・技術の維持向上に努める。  

（４）応急手当の普及啓発の推進 

震災時における市民等相互の応急処置活動を効果的に行えるよう、応急手当の知識・技術の普及のため講習会
を実施し、各種救命講習受講者の養成、拡充に努める。  

 

３８－７ 防災関係機関等との連携強化  
 
円滑な応急活動を実施するため、防災関係機関、民間事業者と災害時における連絡体制や活動分担等について事

前に調整を行うなど、一層の連携・協力体制の充実に努める。 

警察、ライフライン事業者等との連絡体制の充実強化に努めるとともに、大阪市患者等搬送事業者協会などの民
間事業者との協力体制の充実に努める。 

 

第３９節 消防活動 
 
３９－１ 震災警防体制 
 
（１）組織 

消防活動を実施するため消防局に警防本部を、消防署に所轄大隊本部を置き、消防局長を警防本部長、消防署
長を大隊本部長とする。 
なお、震災時の警防本部及び所轄大隊本部の組織、任務等については「震災対策消防計画」に定める。 

（２）非常警備  
大規模地震が発生した場合、警防本部長は、次の基準により非常警備を発令し、警防体制の強化を図る。  

ア 本市域において震度４以上を観測したとき  
イ 大阪市災害対策警戒本部が設置されたとき 
ウ その他、警防本部長が必要と認めたとき  

等について、部隊間の情報共有及び活動調整等、相互に連携を図りつつ、迅速かつ的確に救助・救急活動を実
施する。また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図りつつ、連携
して活動する。 

 
３８－３ 消防水利の確保 
 
震災時における消防水利の確保を図るため、消火栓が使用できない場合に備えて、消火栓以外の消防水利として、

耐震性貯水槽の設置をはじめ、プール、下水処理水等の活用、さらには海、河川等の自然水利の有効活用を図るな
ど、消防水利の多様化に努める。 

（１）指定水利の確保 
大規模地震発生時に活用できる指定水利の確保を継続して実施するとともに、既存の耐震性貯水槽の補修整

備及び都市開発整備などに伴う増設に努める。  
（２）遠距離大量送水システムの整備 

海や河川等の自然水利を利用して、一分間に 3,000 リットルの水量を１km 先まで送水できるシステムの適正
な維持・整備に努める。 

 

３８－４ 広域消防応援に係る受援体制の確立 
 
地震災害の規模やその態様等によっては、広域消防応援による消防活動が不可欠であることから、受援に関する

計画を策定し、迅速な情報連絡体制の確立を図るとともに、緊急消防援助隊、大阪府下広域消防相互応援協定等で
出動する応援隊の集結場所等、充実した受入体制の整備に努める。 

 

３８－５ 警防訓練等の実施 
 
地震災害対応能力を高めるため、各種警防訓練を実施するとともに、訓練施設の充実に努める。また、消防職員

が円滑な応急活動を実施するため必要な地震防災教育等を推進し、消防職員の資質の向上を図る。 

 

３８－６ 地域との連携強化と自主救護能力の向上 
 
震災時に地域防災の核として活動する地域防災組織等との連携強化により、地域防災力の向上を図るとともに、

消防訓練の実施をはじめ、応急手当の技術や知識等の普及啓発により、市民等の自主救護能力の向上に努める。 

（１）自主防災組織 

大規模地震発生時における自主防災組織が効果的に活動できるよう、知識、技術の習得のための研修や訓練を
実施する。 

（２）事業所の自衛消防組織  

自衛消防体制の充実強化の推進と、地域の一員として近隣の災害防ぎょ活動に寄与できるよう、防災訓練等を
通じて地域との連携強化に努める。 

（３）女性防火クラブ 

平素の火災予防はもとより、震災時における住宅からの出火防止や初期消火の知識技術の普及活動及び、近
隣への情報提供活動等に寄与できるようクラブ員の防災知識・技術の維持向上に努める。  

（４）応急手当の普及啓発の推進 

震災時における市民等相互の応急処置活動を効果的に行えるよう、応急手当の知識・技術の普及のため講習会
を実施し、各種救命講習受講者の養成、拡充に努める。  

 

３８－７ 防災関係機関等との連携強化  
 
円滑な応急活動を実施するため、防災関係機関、民間事業者と災害時における連絡体制や活動分担等について事

前に調整を行うなど、一層の連携・協力体制の充実に努める。 

警察、ライフライン事業者等との連絡体制の充実強化に努めるとともに、大阪市患者等搬送事業者協会などの民
間事業者との協力体制の充実に努める。 

 
第３９節 消防活動 
 
３９－１ 震災警防体制 
 
（１）組織 

消防活動を実施するため消防局に警防本部を、消防署に所轄大隊本部を置き、消防局長を警防本部長、消防署
長を大隊本部長とする。 
なお、震災時の警防本部及び所轄大隊本部の組織、任務等については「震災対策消防計画」に定める。 

（２）非常警備  
警防本部長は、次の基準により非常警備を発令し、警防体制の強化を図る。  

ア 本市域において震度４以上を観測したとき  
イ 大阪市災害対策警戒本部が設置されたとき 
ウ 大阪府域に大津波警報、津波警報又は津波注意報が発表されたとき 


