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（令和４年４月一部改定） 

 

大 阪 市 港 区 



機　　関　　名 所　　在　　地 電話番号

港区役所 港区市岡一丁目15-25 ６５７６－９８８１

港区保健福祉センター 港区市岡一丁目15-25 ６５７６－９８８２

港消防署 港区弁天一丁目4-1 ６５７３－０１１９

水上消防署 港区築港三丁目1-47 ６５７４－０１１９

港警察署 港区市岡一丁目6-22 ６５７４－１２３４

水上警察署 港区海岸通一丁目5-1 ６５７５－１２３４

水道局西部水道センター 西区南堀江四丁目12-26 ６４５８－１１３２

建設局市岡工営所 港区市岡二丁目15-74 ６５７６－０７６１

下水道施設（クリアウォーターOSAKA株式
会社　市岡管路管理センター） 港区市岡二丁目15-74 ６５７６－０７００

建設局八幡屋公園事務所 港区田中三丁目１ ６５７１－０５５２

建設局河川・渡船管理事務所 西区南堀江四丁目33-27 ６５３６－５２９５

環境局西部環境事業センター 大正区小林西一丁目20-29 ６５５２－０９０１

大阪港湾局計画課 住之江区南港北二丁目1-10 ６６１５－７７７７

大阪港湾局海務課（防災保安） 港区海岸通三丁目4-28 ６５７２－２６９１

環境局西部環境保全監視グループ 港区市岡一丁目15-25 ６５７６－９２４７

資料１－１　（１）　区内防災関係機関連絡先一覧表
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機　　関　　名 所　　在　　地 電話番号

Osaka Metro・シティバス案内コール 西区九条南一丁目12-62
６５８２－１４００

０５７０－０６－５８７１（時間外）

淀川左岸水防事務組合防潮本部 港区市岡一丁目15-25 ６５７２－２３００

港区医師会 港区夕凪一丁目5-25 ６５７２－３３３５

ＪＲ弁天町駅（ＪＲ西日本お客様センター） 港区波除三丁目11-6 ０５７０－００－２４８６

大阪府トラック協会港支部 港区磯路三丁目19-4 ６５７６－０８９５

大阪ガス大阪導管部 西区千代崎三丁目南2-37 ０１２０－０－１９４２４

関西電力送配電 西区九条南一丁目11-18 ０８００－７７７－３０８１

NTT西日本大阪支店 中央区博労町二丁目5-15
１１３

（０１２０－４４４１１３）
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設置先 台数 設置先 台数

区役所（本部用） 5 自主防災組織（11地域） 11

区役所（各避難所用） 9

区役所（建設局連絡用） 1

保健福祉センター 2

デジタル簡易無線機

設置先 台数 設置先 台数

区役所 14 自主防災組織（11地域） 96

関係官公署 2

公共交通機関 4

大型集客施設等 4

福祉避難所 8

ＩＰ無線機

設置先 台数 設置先 台数

区役所 4 自主防災組織（11地域） 12

資料１－１（２）港区　MCA無線機設置一覧表

資料１－１（３）港区関連　独自無線機設置一覧表

令和3年12月1日現在

令和3年12月1日現在

令和3年12月1日現在
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一時避難 受入避難

避難所名 可能人員 可能人員 所　　在　　地 電　話

（人） （人）

市岡高等学校 10,000 530 市岡元町二丁目12-12 6582-0330 0ｍ

港　高等学校 7,290 1,330 波　除二丁目3-1 6583-1401 0ｍ

市　岡中学校 7,760 1,100 磯　路一丁目5-21 6572-7231 0ｍ

市岡東中学校 4,000 780 市岡元町三丁目2-18 6582-8580 0ｍ

港　　中学校 1,440 870 池　島一丁目5-35 6572-4461 1ｍ

港　南中学校 7,230 820 三　先一丁目5-28 6573-0051 1ｍ

築　港中学校 12,580 810 築　港一丁目2-41 6575-3092 1ｍ

波　除小学校 3,590 810 波　除三丁目6-8 6583-0790 1ｍ

弁　天小学校 7,490 1,240 弁　天二丁目9-35 6573-5812 1ｍ

磯　路小学校 3,210 870 磯　路三丁目7-7 6571-0355 0ｍ

南市岡小学校 3,620 570 南市岡二丁目6-35 6582-0390 ₋１ｍ

市　岡小学校 2,130 550 市　岡三丁目2-24 6571-0550 ₋１ｍ

田　中小学校 3,300 500 田　中二丁目10-34 6573-0031 1ｍ

三　先小学校 4,500 670 三　先二丁目6-32 6571-0019 1ｍ

池　島小学校 3,000 400 池　島二丁目5-47 6571-4354 1ｍ

八幡屋小学校 2,680 1,400 八幡屋三丁目3-5 6571-0013 1ｍ

港　晴小学校 2,750 650 港　晴一丁目3-12 6574-6636 1ｍ

築　港小学校 4,750 610 築　港一丁目10-38 6573-2445 1ｍ

一時避難 受入避難

避難所名 可能人員 可能人員 所　　在　　地 電　話

（人） （人）

抱月小公園 400 　    　－　　波　除四丁目6

抱 月 公 園 3,790 　    　－　　波　除二丁目2

波 除 公 園 14,960 　    　－　　波　除五丁目5

市岡小公園 810 　    　－　　市岡元町二丁目9

市岡元町公園 6,040 　    　－　　市岡元町三丁目12

弁天東公園 530 　    　－　　弁　天五丁目12

弁天埠頭公園 1,240 　    　－　　弁　天六丁目7

海　抜

資料１－２　（１）災害時避難所一覧表

資料１－２　（２）一時避難場所一覧表
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弁天西公園 670 　    　－　　弁　天二丁目4

一時避難 受入避難

避難所名 可能人員 可能人員 所　　在　　地 電　話

（人） （人）

弁 天 公 園 1,560 　    　－　　弁　天三丁目5

磯路中央公園 15,920 　    　－　　磯　路二丁目17

南市岡公園 260 　    　－　　南市岡二丁目7

南市岡西公園 1,130 　    　－　　南市岡二丁目12

市岡中央公園 1,990 　    　－　　市　岡一丁目3

市岡西公園 420 　    　－　　市　岡一丁目15

市岡浜公園 690 　    　－　　市　岡四丁目2

市 岡 公 園 4,480 　    　－　　市　岡四丁目6

石 田 公 園 1,520 　    　－　　田　中一丁目7

東田中公園 990 　    　－　　田　中一丁目1

夕 凪 公 園 2,070 　    　－　　夕　凪二丁目6

港 南 公 園 1,140 　    　－　　三　先一丁目5

三 先 公 園 3,610 　    　－　　三　先二丁目3

池 島 公 園 7,000 　    　－　　池　島二丁目4

入 舟 公 園 6,320 　    　－　　八幡屋一丁目4

入舟南公園 910 　    　－　　八幡屋三丁目4

八幡屋南公園 530 　    　－　　八幡屋四丁目3

港晴北公園 530 　    　－　　港　晴四丁目17

港晴南公園 1,030 　    　－　　港　晴二丁目8

港晴東公園 870 　    　－　　港　晴三丁目11

天保山公園 14,220 　    　－　　築　港三丁目2

築港南公園 2,830 　    　－　　築　港一丁目2

一時避難場所　４８カ所

災害時避難所　１８カ所

注）学校等を災害時避難所とする場合は、下記のア、イにより受入人員を算出する。
　　　　　ア　受入可能面積
　　　　　　　　普通教室　　１教室　　　６３㎡　　有効率７０％　　有効面積　４４㎡
　　　　　　　　廊下　　　　１教室につき２０㎡　　有効率５０％　　有効面積　１０㎡
　　　　　　　　屋内運動場　　　　　　　　　　　　有効率８０％
　　　　　イ　受入可能人員　　　有効面積１．６㎡につき１人とする。

名　　　称

資料１－３　広域避難場所

八幡屋公園

連絡所設置予定場所

計 189,780 14,510

八幡屋公園事務所

5



法人名 施設名 施設所在地 施設の種類 指定種類

大阪市港区社会福祉協議会 港区在宅デイサービスセンターひまわり 弁天２－１５－１ 区社会福祉協議会 福祉避難所

秀生会 ザイオン 市岡１－５－３０ 特別養護老人ホーム 緊急入所施設

秀生会 ザイオン　デイサービスセンター 市岡１－５－３０ デイサービス 福祉避難所

波除福祉会 ケアハウス　なみよけ 波除５－４－７ 軽費老人ホーム 福祉避難所

波除福祉会 デイサービスセンターさくら 波除５－４－７ デイサービス 福祉避難所

みなと寮 第２愛港園 八幡屋４－８－１ 特別養護老人ホーム 緊急入所施設

みなと寮 第２みなとデイサービスセンター 八幡屋４－８－１ デイサービス 福祉避難所

平成福祉会 特別養護老人ホーム平成みなと苑 弁天２－８－１６ 特別養護老人ホーム 緊急入所施設

平成福祉会 ショートステイ平成みなと苑 弁天２－８－１６ ショートステイ 福祉避難所

秀生会 ザイオン大阪港 築港１－９－７ 特別養護老人ホーム 緊急入所施設

大阪市障害児・者連絡協議会加盟施設及び関連施設

法人名 施設名 施設所在地 施設の種類 指定種類

秀生会 ザイオン身体障害者デイサービスセンター 市岡１－５－３０ デイサービス 福祉避難所

大阪市手をつなぐ育成会 港育成園 波除６－４－５ 生活介護 福祉避難所

大阪市手をつなぐ育成会 港第二育成園 波除６－４－５ 自立訓練、就労移行支援 福祉避難所

大阪市手をつなぐ育成会 大阪市育成会地域生活支援センター 波除６－４－１４ 自立訓練 福祉避難所

大阪市手をつなぐ育成会 ワークスいけじま 池島３－６－１５ 就労継続支援 福祉避難所

愛徳福祉会 あさしお園 夕凪２－５－３ 肢体不自由児通園施設 福祉避難所

愛徳福祉会 ゆうなぎ園 夕凪２－５－３ 難聴幼児通園施設 福祉避難所

ゆうのゆう デーセンター音・ｏｎ 市岡元町１－２－２０ 生活介護 福祉避難所

上記以外の施設

法人名 施設名 施設所在地 施設の種類 指定種類

医療法人英皐会 港さつき苑 弁天４－１６－１８ 介護老人保健施設 福祉避難所

三協グループ株式会社 デイサービスセンターやすらぎ 弁天５－１４－３ デイサービス 福祉避難所

三協グループ株式会社 グループホームやすらぎ 弁天５－１４－３ グループホーム 福祉避難所

三協グループ株式会社 第２グループホームやすらぎ 弁天５－１２－８ グループホーム 福祉避難所

三協グループ株式会社 第３グループホームやすらぎ 弁天５－１１－２０ グループホーム 福祉避難所

みなと寮 こうせいみなと 田中３－１－１３０ 救護施設 福祉避難所

みなと寮 愛港園 八幡屋４－８－１ 特別養護老人ホーム 緊急入所施設

みなと寮 みなとデイサービスセンター 八幡屋４－８－１ デイサービス 福祉避難所

SOMPOケア ラヴィーレ弁天町 市岡１－２－２４ 介護老人保健施設 福祉避難所

みなと寮 グループホームときめき 八幡屋４－８－１ グループホーム 福祉避難所

有限会社あおぞら 小規模多機能あおぞら 三先１－１－１９ 小規模多機能施設 福祉避難所

SOMPOケア そんぽの家弁天町 南市岡２－５－９ 介護老人保健施設 福祉避難所

資料１－４　福祉避難所等一覧表

大阪市老人福祉施設連盟加盟施設及び関連施設

令和3年12月1日現在
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備蓄物資 数 量 保管場所 備考

ペットボトル水
（一本500ml） 6,700本

ビスケット 1,750食

毛布 330枚

防水シート 80枚

アルファ化米 　4,650食

白粥 400食

マッシュポテト 50食

粉ミルク 54缶

哺乳ビン 120本

バスタオル 100枚

トイレットペーパー 1,000個

大人用紙オムツ 110個

幼児用紙オムツ 120個

生理用品 700個

肌着（男性用） 600枚

肌着（女性用） 600枚

ゴム長靴 140足

ヘルメット 40個

合羽 20着

簡易トイレ 16基

簡易トイレ（消耗品） 3,500枚

特設公衆電話 3台

プライベートルーム 4個

災害用エアーベッド 4個

消毒用マット・消毒液 1個

サーキュレーター 2台

ポータブル蓄電池 5台

資料２－１　区役所内備蓄物資一覧表

港区役所
防災物品備蓄倉庫
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災害時避難所名称 備蓄物資 数 量 保管場所 備考

ペットボトル水(500ml） 1,600本

毛布 300枚

ブランケット  50個

防水シート 120枚

ラジオ 10台

懐中電灯 20個

アルファ化米 300食

白粥 100食

ビスケット 250食

簡易トイレ ８基

簡易トイレ（消耗品） 1,200枚

特設公衆電話 3台

担架 1台

プライベートルーム 1個

エアーマット 12枚

マスク 700枚

フェイスシールド 11個 小学校のみ

手袋 180枚

ガウン(雨合羽) 50枚

ワンタッチテント 5個

非接触型体温計 2個

次亜塩素酸ナトリウム 10ℓ

レジ袋 300枚

ゴミ袋（大）70ℓ 350枚

ゴミ袋（小）20ℓ 5,800枚

薬用ハンドソープ(250ml) 20個

ペーパータオル(２００枚入) 400枚

ペダル式ゴミ箱(60ℓ) 5個

災害用エアーベッド 2個

消毒マット・消毒液 1個 小学校のみ

サーキュレーター 1台

区内

小学校　１１校

中学校　　５校

高等学校　２校

資料２－２　災害時避難所内備蓄物資一覧表

校内

備蓄倉庫等
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救助資器材 数量 保 管 場 所 備 考

救助資器材セット 1 区役所　５階会議室

災害時避難所 数量 保 管 場 所 備 考

市岡高等学校 1 体育館１階

港高等学校 1 ２階正面玄関前

市岡東中学校 1 講堂兼体育館２階

波除小学校 1 講堂２階倉庫

弁天小学校 1 講堂４階倉庫

市岡中学校 1 １号館３階倉庫

磯路小学校 1 体育館２階倉庫

南市岡小学校 1 講堂２階倉庫

市岡小学校 1 給食室階段下倉庫

田中小学校 1 ３号館３階

港南中学校 1 体育館前

三先小学校 1 北門西側倉庫、３階旧音楽室

港中学校 1 校舎５階倉庫（ＰＨ）

池島小学校 1 校舎１階更衣室前

八幡屋小学校 1 校舎３階倉庫

港晴小学校 1 ３号館３階倉庫

築港中学校 1 校舎４階倉庫

築港小学校 1
３号校舎３階階段上倉庫内、旧築港学校業
務サービスセンター倉庫

（注）救助用資器材は、バール（３本）、シャベル（４本）、救急セット（１セット）、のこぎり

　　（３本）、ロープ（４０ｍ、１本）、布担架（１台）、ジャッキ（２台）、かけや（１本）、

　　手斧（２本）が配備されている。

資料２－３　区役所内救助資器材保管場所一覧表

資料２－４　災害時避難所内救助資器材保管場所一覧表
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1 波除3-6-8 1,882 1,176

2 市岡元町3-2-18 1,836 1,147

3 波除2-3-1 3,687 2,304

4 市岡元町2-12-12 2,129 1,330

5 波除3-11-6 2,426 1,516

6 波除2-2-19 1,213 758

7 波除1-5 237 148

8 波除4-5 323 202

9 波除4-7 710 444

10 波除1-6 437 273

11 波除1-2 2,018 1,261

12 波除1-6-6 970 606

13 波除4-8 560 350

14 波除4-8 720 450

15 弁天2-9-35 2,349 1,467

16 弁天1-1-6 1,200 750

17 弁天1-4-18 686 428

18 磯路3-7-7 1,388 867

19 磯路1-5-21 1,627 1,017

20 南市岡2-6-35 1,211 756

21 市岡3-2-24 1,729 1,080

22 田中2-10-34 1,127 704

24 田中3-1-128 2,589 1,260

25 田中3-1-4 2,240 1,400

26 三先2-6-32 1,372 857

27 三先1-5-28 2,482 1,551

28 三先2-17 2,416 1,510

29 池島2-5-47 1,894 1,183

30 池島1-5-35 1,994 1,215

31 池島3-8 1,707 1,067

32 池島3-3 2,073 1,295

33 池島3-1-2 2,752 1,720

34 八幡屋3-3-5 1,453 908

35 八幡屋3-10 3,077 1,923

36 港晴1-3-12 1,185 740

37 港晴1-6-1 701 438

38 港晴2-5 494 309

39 港晴2-3-1 473 295

40 築港1-10-38 1,040 650

41 築港1-2-41 1,793 1,120

42 築港2-4-1 432 270

43 築港2-4-2 984 615

44 築港4-5-1 1,184 740

45 築港4-10-3 1,200 750

46 築港3-5-9 2,061 1,288

73,461 45,513

Osaka Metro中央線大阪港駅

八幡屋宝町第1住宅

一条通住宅１号館

コーシャハイツ港

コーシャハイツ港(2号棟）

田中3-1-40

築港小学校

築港中学校

池島住宅１号館

協定済施設（公的施設）

No 避難所名 所在地
避難可能
面積㎡

避難可能人数（人）

令和3年12月1日現在

波除小学校

市岡東中学校

府立港高等学校

府立市岡高等学校

Osaka Metro中央線弁天町駅

弁天小学校

教育センター

磯路小学校

市岡中学校

コーシャハイツ弁天

3,375

大阪市立港スポーツセンター

田中小学校

23
丸善インテックアリーナ大阪
（中央体育館）屋上緑地部

5,400

Osaka Metro中央線朝潮橋駅

三先小学校

港南中学校

池島小学校

港中学校

池島南住宅

合計

資料３－１　港区津波避難ビル（その１）

八幡屋小学校

大阪港湾合同庁舎

港晴小学校

八幡屋宝町第3住宅

八幡屋宝町第2住宅

波除住宅1号館

波除第2住宅3号館

波除第2住宅1号館

波除第2住宅2号館

波除第2住宅4号館

波除第2住宅5号館

波除第2住宅6号館

波除第2住宅7号館

波除第2住宅8号館

三先住宅10号館

池島住宅２号館

八幡屋第2住宅4号館

南市岡小学校

市岡小学校
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所在地

1 波除4-1-37

2 波除4-5-7

3 市岡元町1-3-18

4 市岡元町1-4-5

5 市岡元町1-6-28

6 弁天1-2-24

7 弁天3-1-8

8 弁天4-16-18

9 弁天5-15-13

10 弁天5-17-27

11 弁天6-1-3

12 弁天6-1-5

13 弁天1-2-1他

14 石田1-3-16

15 磯路1-9-25

16 磯路2-23-27

17 磯路3-3-4

18 磯路3-9-15

19 磯路3-14-2

20 南市岡3-1-12

21 南市岡3-2-15

22 南市岡3-6-20

23 南市岡3-11-23

24 市岡1-21-41

25 市岡2-5-10

26 市岡3-3-5

27 市岡3-11-14

28 市岡4-6-69

29 夕凪2-3-5

30 夕凪2-15-5

31 三先1-11-18

32 三先2-20-1、2

33 福崎1-1-62

34 福崎1-3-30

35 福崎1-4-14

36 福崎3-1-111

37 八幡屋4-8-1

38 港晴2-7

39 港晴2-9-21

キコーナ市岡店 2650 10時～23時（営業日）

日本郵便輸送（株）近畿支社 250

500

アソカ学園

友宗電気㈱本社ビル

150

9時～21時（平日）
8時～18時（土日曜日 祝日）

40

8時30分～17時30分（平日）

8時～18時（平日）50

サンラフレ朝潮橋（ＵＲ）

850 営業時間帯

プレサンスロジェ弁天町 200

900 8時～18時

2,000

140

協定済み施設（民間等）

30

太陽ファスナー㈱

2,750

津波避難ビル 避難可能人数（人）

日本交通株式会社

ライフ弁天町

8時30分～17時30分(平日）

8時40分～17時15分(平日）

8時30分～17時30分(平日）

8時～18時（平日）

みなと生協診療所

8時～16時50分（平日）

（株）オンワード樫山 港オペレーションセンター

（株）八木製作所

2,000

備考

HRCビル（AIAIおおさか） 140 8時～20時（平日）

㈱ツガワ工場 40

㈱小林産業本社ビル

170

ホームセンターコーナン弁天町店

介護老人保健施設　港さつき苑

大綱㈱本社ビル

梅田精密本社ビル

8時30分～17時30分（平日）

100 9時～18時（平日）

㈱日本電商西営業所ビル 30

9時30分～21時（月～土曜日）
9時～21時（日曜日、祝日）

30

123弁天町店

40

8時30分～24時（業務時間）

300

奥村ナイスワークビル

大阪ベイタワー

㈱山櫻大阪西支店 9時～17時30分（平日）

30

100

港大阪祭典 100

50

100 6時～20時（営業日）

100 月～土 8時30分～20時30分

9時～18時（平日）

80

200

がんこフードサービス商品センター

天保山テキサスビル（駐車場）

438

奥村組土木興業本社ビル

9時～17時（平日）

ファミリープラザ朝潮橋1号館、2号館

特別養護老人ホーム愛港園

資料３－１　港区津波避難ビル（その２）

200

大塚倉庫本社ビル

メゾンシルク 30

8時～18時00分（営業日）

9時20分～18時10分（平日）

1,800
10時～22時

（定休日：第2・4木曜日）

クローバーハイツ市岡

8時45分～19時（業務時間）

キングスクエアランドレックス

エスリード弁天町南

エトワール山村

　

200
7時30分～20時（平日）

7時30分～12時30分（土曜日）

9時00分～17時00分（平日）

大阪みなとドライビングスクール 200

港友マンション

430

令和3年12月1日現在

1770

ヤマト工業（株）市岡社員寮

2,710
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所在地津波避難ビル 避難可能人数（人） 備考

40 港晴3-1-12

41 港晴3-2-10

42 港晴4-18-29

43 築港1-9-1

44 築港2-6-7

45 築港4-1-1

46 築港4-11-9

47 海岸通1-5-15

48 海岸通1-5-22

49 海岸通1-5-29

50 海岸通2-7-23

51 海岸通3-4-55

※この表には記載されていない津波避難ビルあり（11施設）（非公開）

ティアラ港 40

（一社）日本貨物検数協会 大阪本社 86

（株）間口 本社ビル

ホテルシーガルてんぽーざん大阪

4時30分～9時（平日）
4時30分～15時（土曜日）

40

㈱メロスビル 200

パークシティ朝潮橋

（株）辰巳商會ビル 300

200

9時～18時（平日）

530

海岸通ハウス

80中谷ビル（中谷運輸㈱）

200 8時30分～17時30分（平日）

9時～18時（平日）

7時～18時（平日）

日本通運㈱中央国際物流センター 100

50

7時～19時（平日）

計 23,784

ポートサイド築港（ＵＲ）

大阪港湾福利厚生協会みなと住宅 60 9時～17時（平日）
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令和3年12月1日現在

企業・事業所
・店舗等名

所在地 協力内容

不二梅田興産 有限会社 北区芝田1-4-14 芝田町ビル9Ｆ ・食料品、飲料水、日用品等物資の提供

学校法人 みなと幼稚園 港区市岡1-3-29
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供
　　(1,500平方メートル)

前田公認会計士事務所 福島区海老江5-5-10 ・労務、技術の提供

株式会社 明豊 松原市丹南3-2-15 ・労務、技術の提供

株式会社 アワーズ 松原市丹南3-2-15
・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品等物資の提供
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供

株式会社 丸末 松原市丹南3-2-15 ・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供

日本流通システム 株式会社
中央区北浜東1-8
　北浜東森田ビル2F

・労務、技術の提供（人材）

トータルカーサービスNKS 堺市南区片蔵686
・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品等物資の提供
・資機材等の提供（一般車両）

株式会社 坂井商会 守口市南寺方東通1-10-6
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供
・資機材等の提供（ブルーシート等）

株式会社 どりむ社
北区天神西町8-17
 テンマセントラルビル３F

・労務、技術の提供

山崎梱包 株式会社 北区大淀中2-6-15 ・食料品、飲料水、日用品等物資の提供（ダンボール）

稲次啓介税理士事務所 河内長野市千代田南町7-12 ・労務、技術の提供(災害減免法等の情報提供）

株式会社 ヨドック
淀川区西中島5-14-10 サムティ
新大阪フロントビル10F

・労務、技術の提供

株式会社 アンテナ 中央区本町4-4-16 ・労務、技術の提供

サンフォレスト 株式会社 西区立売堀1-8-1米澤ビル第2本町5F ・労務、技術の提供

刀祢工務店株式会社 八尾市志紀町南2-28 ・労務、技術の提供

有限会社クオリス
尼崎市武庫之荘8-17-8
　キューブAMX1F

・労務、技術の提供

株式会社オオモリ 城東区関目６-１０-１０ ・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供(客室の提供)

松栄株式会社 港区南市岡２－１０－１７ ・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供

株式会社もりを建築ＰＲＯ．
浪速区日本橋西２－２－１５
　三河ビル２０１

・労務、技術の提供
・資材等の提供（電動工具）

株式会社　内本商會 大正区三軒家東２－１１－３６

・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品等物資の提供
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供
・資機材等の提供
・その他災害対策に必要な協力、支援

不動警備株式会社 八尾市田井中４－１７４－１
・労務、技術の提供（警備員１０名程度）
・資材等の提供（カラーコーン等）

企業・事業所
・店舗等名

所在地 協力内容

がんこフードサービ
ス 株式会社

港区市岡4-6-69

・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品等物資の提供
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供
・資機材等の提供
・その他災害対策に必要な協力、支援
　上記の全てについてケースバイケースで対応

資料４－１（１）　港区 防災サポーター登録企業・事業所・店舗等一覧表

大阪青年会議所会員企業等

（注）公表を希望しない登録企業等は掲載していない。

港区内の企業等

13



企業・事業所
・店舗等名

所在地 協力内容

明治ロジテック 株式
会社港営業所

港区市岡4-6-69

・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品等物資の提供
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供
・資機材等の提供
・その他災害対策に必要な協力、支援
　上記の全てについてケースバイケースで対応

株式会社 アールドラ
イバーズ西北

港区磯路3-9-15
・駐車場、教室の使用
・教習車両（2輪、4輪）の使用

有限会社 森下重機建
設

港区磯路2-22-20-207
・移動式クレーン操縦者
・移動式クレーン他

有限会社 境川薬局 港区八幡屋1-3-16
・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品
・駐車場等オープンスペース提供

株式会社 間口 港区海岸通1-5-29
・労務、技術の提供（車両による搬送業務）
・資材等の提供（車両）

株式会社 大栄建設工
業

港区弁天3-23-27 ・労務、技術の提供

株式会社　大惠 港区波除3-12-6
・労務、技術の提供
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供
・その他（廃棄物の収集処理）

セーフティープラン
ニング株式会社

港区磯路3-14-2
・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品等物資の提供

株式会社 ベイサイド
リアルター

港区八幡屋2-9-14 ・労務、技術の提供

大和木材株式会社 港区磯路3-18-26
・労務、技術の提供
・資機材等提供（フォークリフト、ユニック、２トントラック）

株式会社　大都 港区海岸通2-1-11
・労務、技術の提供
・資材等の提供

鴻池運輸株式会社
大阪港支店

港区築港2-1-23
・労務、技術の提供
・駐車場、オープンスペースの提供
・資機材等の提供（社用車、小型船舶等）

鴻池運輸株式会社
安治川倉庫営業所

港区石田1-5-34
・労務、技術の提供
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供
・資機材等の提供（フォークリフト）

増永産業株式会社 港区弁天5-11-20
・労務、技術の提供(車両による搬送業務）
・資材等の提供（4トン、2トントラック）

株式会社 Ｈ・Ｒ・Ｃ
港区波除4-1-37 H・R・Cビル３
階

・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品等物資の提供
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供（会議室の提
  供）
・資機材等の提供（ジャッキ、バール）
・その他災害対策に必要な協力、支援

前川酒店 港区八幡屋3-9-13

・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品等物資の提供
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供
・資機材等の提供
・その他災害対策に必要な協力、支援

小規模多機能
あおぞら

港区三先1-1-19 ・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供

西明寺 港区市岡2-1-4
・日用品等物資の提供（毛布・シーツ等）
・オープンスペース等の施設の提供（トイレ）

株式会社市林鐵工所 港区福崎2-9-2 ・労務、技術の提供

株式会社タダシ製作
所

港区福崎3-1-100
・労務、技術の提供
・資機材等の提供

株式会社オンワード樫山
港オペレーションセン
ター

港区福崎1-4-14 ・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供

株式会社 杉村倉庫 港区福崎1-1-57
・労務、技術の提供
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供
・資機材等の提供

日本郵便輸送株式会
社 近畿支社

港区福崎1-3-30

・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品等物資の提供
・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供
・資機材等の提供

森電化サービス 港区福崎1-1-65 ・労務、技術の提供(電気、電力、設備等の安全点検など）
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企業・事業所
・店舗等名

所在地 協力内容

成光精密株式会社 港区波除1-4-35 ・駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の提供

大阪シティ信用金庫
港支店

港区三先1-10-28 ・駐車場スペースの提供

株式会社かふうの風
児童デイサービス・
アニマートべんてん
ちょう

港区田中1-15-1 プラザ1 1階103 ・労務、技術の提供(近隣の方の移動支援等）

有限会社リング 港区市岡元町1-1-33

・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品等物資の提供
・資機材等の提供
・災害対策に必要な物品の提案

株式会社あんしん壱
番

港区南市岡1-7-24
・労務、技術の提供
・食料品、飲料水、日用品等物資の提供
・資機材等の提供

（協力要請）
第２条 　甲(港区役所）及び乙（港区内郵便局）は、港区内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場
　合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供（車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。）
(2) 地方公共団体又は当社が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者が同意の上で作成した避難者リスト等の
　　情報の相互提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策
　　ア　災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
　　イ　被災者が差し出す郵便物の料金免除
　　ウ　被災地あて救助用郵便物等の料金免除
　　エ　被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の地方公共団体等への情報提供
(6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置
(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いについて、各社から要請があった場
　　合の取扱い
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項

（注）公表を希望しない登録企業等は掲載していない。

資料４－１（２）　災害発生時における港区役所と港区内郵便局の協力に関する協定書(抜粋）

15



 

16 

資料５－１ 大阪市災害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）大阪市災害対策警戒本部の組織は上図に準じるものとする。 
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大阪市災害対策本部長（市本部長） 

大阪市災害対策副本部長（市副本部長） 

大阪市危機管理監 

大阪市災害対策本部員（市本部員） 

大阪市災害対策本部連絡員（市本部連絡員） 
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大
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（
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本
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長
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副
本
部
長
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急
区
本
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庶 務 班 

調 査 班 

救助・教育班 

保健福祉班 

避難受入班 

消 防 班 

危機管理部各班 

政策企画部各班 

議会部各班 

市民部各班 

人事部各班 

総務部各班 

ＩＣＴ戦略部各班 

財政部各班 

契約管財部各班 

都市計画部各班 

都市交通部各班 

福祉部各班 

健康部各班 

こども青少年部各班 

経済戦略部各班 

市場部各班 

環境部各班 

都市整備部各班 

建設部各班 

港湾部各班 

会計部各班 

消防部各班 

水道部各班 

教育部各班 

協力部各班 



【関係機関】

　○警察署

　○医師会、歯科医師会、薬剤師会

　○関西電力㈱

　○大阪ガス㈱

　○ＮＴＴ西日本

　　　　　　　　　　等

【港区災害対策本部】

避難受入班

消　防　班

 ○　区副本部長

保健福祉班

資料５－２　港区災害対策本部の組織図

 ○　区本部長

庶　務　班

調　査　班

救助・教育班
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資料５－３ 港区本部の班名称及び分掌事務（震災） 

 

名 称 事 務 分 掌 

本部（付） 
１ 区本部運営に関すること 

２ 各班の連絡調整に関すること 

庶 務 班 

 

 

  

庶務記録係  

 

 

１ 職員の安否、動員状況、勤怠に関すること 

２ 予算計理に関すること 

３ 義援金品の受付及び保管に関すること 

４ 災害記録（写真・映像含む）に関すること 

５ 庁舎管理に関すること 

６ ボランティアの調整に関すること 

７ 広聴に関すること（安否確認への対応） 

８ 他の班の所管に属さないこと 

情報連絡係 

  

１ 関係機関への応援協力要請に関すること 

２ 市災害対策本部との連絡に関すること 

３ 情報の収集及び伝達に関すること 

４ 広報に関すること 

５ 広聴に関すること（安否確認への対応を除く） 

協 力 係 １ 各班への応援・協力・支援に関すること 

調 査 班 １ 被害状況の調査・対応に関すること 

２ 応急仮設住宅に関すること 

３ がれきの撤去（民有地部分）の受付・立会業務 

４ 損壊車両等の受付・立会業務 

５ 津波避難ビルの損壊状況の把握 

【津波発生に伴う避難指示・勧告発令時】 

住民等の避難誘導に関すること 

救助・教育班 

  

１ 被災者の応急救助に関すること 

２ 救援物資の調達保管及び配給に関すること 

３ 罹災証明書その他の被災証明書の発行に関すること 

４ 義援金品の配分に関すること 

５ 団体等の協力活動の連絡調整に関すること 

６ 遺体仮収容（安置）所の設置及び管理運営に関すること 

７ 来庁者の避難誘導 

８ 学校園との連絡調整に関すること 

【津波発生に伴う避難指示・勧告発令時】 

住民等の避難誘導に関すること 
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保健福祉班 １ 医療防疫に関すること 

２ 医療物資・薬剤の管理、配給に関すること 

３ 避難所及び浸水家屋等の衛生管理に関すること 

４ 消毒用薬剤の配付に関すること 

５ 食品衛生業・食品販売業者への特別指導に関すること 

６ 被災者のための炊き出し場の指導に関すること 

７ 要援護者に関すること 

８ 区３師会との連絡調整に関すること 

９ 福祉避難所との連絡調整に関すること 

1０ 遺体安置に関すること 

避難受入班 １ 被災者の救助援助全般に関すること 

（住民等の避難誘導、被災者の受入れ ほか） 

２ し尿の処理に関すること 

消 防 班  

※ 区本部長は、特に必要が認められるときは、この分担表と異なる編成をとることができる。 

この場合においては、遅滞なく市本部長に報告しなければならない。 

なお、消防班は消防部としての任務に重大な支障のない場合に限り上記編成に従う。 

 



　発災

 ３０分

資料６－１　職員参集フロー(震災） 

区において業務計画策
定（業務の優先順位決
定）

緊急区本部員の指名
（２４区）

注②

緊急本部員の指名
（市庁舎
＋阿倍野防災拠点）

注①

緊急区本部員の参集 緊急本部員の参集

注③
各部局：所属参集者
の参集

注③
○所属参集者の参集
注④
○直近参集者の参集

市本部長、市副本部

長、市危機管理監、

市本部員、市本部連

絡員の参集

市本部に

よる要員

派遣調整

参集者バラツキ発生

参集者バラツキ解消

注①・勤務時間外に市本部が設置される場合、市庁舎及び阿倍野防災拠点へ徒歩等により30分以内に
出勤可能な職員から市長が指名する職員

注②・勤務時間外に区本部が設置される場合、区本部へ徒歩等により30分以内に出勤可能な職員から
区長が指名する職員

注③・災害対策活動を行う上で、発災時からすぐに必要とする職員
・自己の勤務する場所等に参集する。

注④・区役所の所属参集者による防災体制が確保されるまでの間、参集先の区本部長などの指揮の下、
初期初動対策にあたる職員

初 期 初 動
体 制 の 確 立

災 害 対 策 業 務 の 充 実 ・ 強 化

20



 　　　　　 参集途中の被害状況を把握  　　　　　　参集途中の被害状況を把握

　　　　　　市本部連絡員の派遣 　　　　　　 市本部連絡員の派遣

 ４  区（警戒）本部の設置

 １  火災予防の措置

 ２  庁舎の被害状況調査

     電気・ガス・水道・エレベ－タ－・非常発電

 ３  通信の確保（有線・無線機器の点検）

資料６－２　災害発生時における区役所の業務概要(震災）

区　役　所　到　着

初　動　措　置

   ⑸　関係機関との連絡・調整

   ⑷  救助事案に対する措置

   ⑶  被害状況に応じ、災害時避難所の開設準備

（災害情報ﾏｯﾌﾟ掲出と被害発生状況等の表示)

   ⑵  区内の被害情報の収集等

   ⑴  市（警戒）本部等へ第一報（情報連絡体制の確立）

災　害　初　動　活　動　体　制　の　確　立

 １  区（警戒）本部の活動体制の編成（計画による班・隊の編成）

 ２  被害状況の調査収集 (建物被害･火災･道路の陥没･ライフラインの被害･避難状況等)

   ⑻　市（警戒）本部へ第二報

   ⑺　災害事務用品の準備(参集者名簿､被害状況調書､避難者名簿)

   ⑹  参集職員の受付

   ⑴  区独自による被害調査（職員の目視による被害実態の調査）

   ⑵  防災関係機関からの被害状況の収集（警察・関電・大阪ガス・ＮＴＴ・鉄道機関等）

   ⑶  自主防災組織等市民からの被害通報の受理

   ⑷  情報の総括と共有化

 ３  避難所の開設・運営

   ⑴　避難所の状況把握（開設場所・名称、受入人員等）

   ⑵  避難者名簿の作成

 ４  避難誘導

 ５  災害関連情報の収集・連絡

 ６  災害対策活動実態の把握

時　間　経　過　後　の　災　害　対　策　活　動

 １  市（警戒）本部、防災関係機関との連絡

 ２  災害関係情報の収集・伝達・広報・公聴（臨時相談所の開設等）

 ３  災害対策活動の応援要請

 ４  被災者・り災者の援助活動

 ８  り災証明書その他被災証明の発行

 ９  義援金品の受付、保管、配分

     受入施設の確保、飲料水・食料等の配分等

 ５　遺体仮収容（安置）所の設置と管理等

 ６  自主防災組織、市民に対する協力依頼

 ７  被害状況の詳細把握

２号動員

緊急区本部員の自動参集

地震発生（震度５強以上） 地震発生（震度４以上）地震発生（震度５弱以上）

１号～２号動員
直近参集者の自動参集

緊急区本部員の自動参集
３号動員

参集途中の被害状況を把握
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７　被害状況の詳細把握

８　被災証明書その他の発行

１　市本部、防災関係機関との連絡

２　災害関係情報の収集・伝達・広報・公聴

３　災害応急対策活動の応援要請

４　被災者・罹災者の援助活動

５　死体仮収容（安置）所の設置及び管理等

６　自主防災組織、市民に対する協力依頼

５．避難所の開設

６．救助等事案に対する措置

↓

時間経過後の災害対策活動

２．市本部への報告

３．区本部室の確保

４．避難の指示・勧告・緊急広報

Ⅷ　動　員　参　集

↓

Ⅸ　災害対策活動

１．通信機能の確保

６．その他

↓

Ⅶ　市本部／区本部の設置決定

↓

３．関係機関等との連絡

４．災害事務用品等の準備

５．災害時避難所開設の準備

↓

Ⅵ　初　動　措　置

１．通信機能の確保

２．市警戒本部への報告

Ⅳ　市警戒本部／区警戒本部の設置決定

↓

Ⅴ　動　員　参　集

↓

Ⅱ　情報連絡要員の参集

↓

Ⅲ　災害関係情報の収集・連絡

資料６－３　災害発生時における区役所の業務概要（風水害）

風水害発生または発生のおそれ

↓

Ⅰ　災害情報の把握

↓
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地震発生（震度３以下の地震または遠地地震に
より津波が発生するおそれがある場合）

Ⅰ　災害情報の収集・連絡

Ⅱ　情報連絡要員の参集

Ⅲ　本部等の設置決定

①津波注意報の場合→各局区情報連絡体制（4
号動員）
②津波警報の場合→市災害対策本部/区災害対
策本部（津波避難対象区）（2号動員）
③大津波警報の場合→市災害対策本部/区災害
対策本部（1号動員）

Ⅳ　動　員　参　集

Ⅴ　初　動　措　置

 １　通信機能の確保

 ２　市本部等への報告

 ３　関係機関との連絡・調整

 ４　災害事務用品等の準備

 ５　避難誘導、広報

 ６　避難所の開設準備

 　　災害発生・相当規模の被害発生

 　　震災対策編による活動を実施

資料６－４　災害発生時における区役所の業務概要
（震度３以下の地震または遠地地震により津波が発生するおそれがある場合）
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