
 

 

1部 総 則 
 防災 

プラン 
市防災
計画  

第 1節 計画の方針    

 

１－１ 計画の目的    
１－２ 基本理念    
１－３ 地区防災計画    
１－４ 用語等の定義    
１－５ 法令等との整合    
１－６ 計画の修正    
１－７ 計画の習熟および推進    
１－８ 計画の進捗状況の把握    

第 2節 区域の概況    

 
２－１ 地勢    
２－２ 住之江区に影響を与える地震    

第 3節 災害想定・被害想定    

 ３－１ 災害想定・被害想定 変更  浸水想定の変更 

第 4節 区民等・事業者・区役所の責務と役割    

 
４－１ 区民等の責務・役割    
４－２ 事業者の責務・役割 新規   

４－３ 区役所の責務・役割 新規   

 
 

第 2部 災害予防・応急対策 
 防災 

プラン 
市防災
計画  

第 1章 活動体制    

 

第 1節 組織体制    

 

１－１ 災害対策本部 変更 拡充 遺体対応班の設置 

１－２ 災害対策緊急本部 新規   

１－３ 災害対策警戒本部 新規   

［別表１－１］住之江区災害対策本部班別分掌業務一覧 
（初期初動～概ね 3日） 

拡充 
 ・分掌事務の見直し 

・初期初動～３日と 

3日以降に編成 
［別表１－２］住之江区災害対策本部班別分掌業務一覧 
        （概ね 3日以降）  

第 2節 動員体制    

 
２－１ 動員基準    

２－２ 動員    

第 3節 防災活動体制の整備    

 
３－１ 区災害対策本部運用計画の強化    

３－２ 初期初動体制の強化    

第 4節 災害情報の収集・伝達    

 
４－１ 情報収集体制と伝達系統の確立    

４－２ 収集すべき情報 新規  参集時の情報収集 

第 5節 通信の整備    

 
５－１ 無線通信  拡充 住之江区独自の無線の

整備 

５－２ 情報の優先順位    

住之江区防災プラン・大阪市地域防災計画との比較 



 

 

 

 防災 
プラン 

市防災
計画  

第 2章 協働・協力体制    

 

第 6節 自主防災活動    

 

６－１ 自主防災組織の活動 

変更 

 

地域防災リーダーの 
役割等の明確化 

６－２ 地域防災リーダーの育成  

６－３ 地域防災リーダーへの研修・訓練  

６－４ 地域への無線機の配備  

６－５ 地域防災リーダーへの防災装備の配備  

６－６ 地域防愛リーダーの保険への加入  

６－７ 避難行動要支援者への支援対策  

第 7節 災害対策要員の確保    

 ７－１ 自主防災組織との協働    

第 8節 ボランティア    

 
８－１ ボランティアの活動拠点 

変更 
 区社協（ボラセン）の 

役割の明確化 ８－２ 災害時におけるボランティアの調整  

第 3章 災害広報    

 

第 9節 広報活動    

 

９－１ 広報の体制    

９－２ 広報の内容    

９－３ 緊急広報の方法    

９－４ 一般広報の方法    

９－５ 災害記録等の作成    

第 4章 避難・安全確保    

 

第 10節 避難対策    

 
10－１ 避難の誘導・移送  

拡充 
【風水害編】 
避難勧告時等の対応の
追加 10－２ 津波からの避難対策  

第 11節 避難施設    

 

11-1 避難場所    

11-2 避難所    

11-3 避難場所・避難所の管理    

「避難者受入業務実施細目    

別表１ 広域避難場所・一時避難場所    

別表２ 津波避難ビル    

別表３ 災害時避難所    

第 12節 帰宅困難者対策    

第 13節 避難行動要支援者に対する対策    

 13－１ 避難行動要支援者避難支援対策    

第 5章 防災教育・訓練    

 

第 14節 防災知識の普及・防災教育    

 

14－１ 職員に対する防災知識の普及啓発    

14－２ 区民等に対する防災知識の普及啓発    

14－３ 児童・生徒等に対する防災・減災教育    

14－４ 事業所等における防災教育    

第 15節 防災訓練の実施    

 15－１ 区役所における防災訓練の実施  拡充 住之江区全職員災害対
応訓練の実施 

 15―２ 区民等・事業所における防災訓練の実施    



 

 

 

 防災 
プラン 

市防災
計画  

第 6章 生活物資    

 

第 16節 生活物資の確保    

 

16－１ 飲料水等の確保    

16－２ 生活雑用水確保    

16－３ 食料の確保    

16－４ 生活必需品の確保    

16－５ し尿処理に関する事前準備    

16－６ 家庭・職場における備蓄    

第 17節 供給体制    

 
17－１ 応急給水 

新規 

 
避難所外の避難者への
支援 17－２ 食料の供給  

17－３ 生活物資の供給  

第 7章 遺体対策 新規   

 

第 18節 遺体対応    

 
18－１ 遺体の仮収容（安置）所の設置    

18－２ 遺体の収容    

18－３ 遺体対策・身元確認等    

第 8章 広聴 新規   

 
第 19節 広聴    

 
19－１ 広聴体制    

19－２ 要望等の処理    

第 9章 義援金品 新規   

 
第 20節 義援金品    

 
20－１ 義援金    

20－２ 義援品    

第 10章 被災・罹災の証明 新規   

 第 21節 被災・罹災の証明    

 


