
【資料１】 

住吉区地域防災リーダー設置要綱 

 

（目的） 

第１条 本要綱は、住吉区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同す

ることにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するため、『大阪市地域防災計画』に定められている、

自主防災組織の中心となって消火活動や救出救護活動などを実施する住吉区地域防災リーダー（以下「地域防

災リーダー」という。）を認定するにあたり必要な事項を定めるものとする。 

 

（活動内容） 

第２条 地域防災リーダーは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

 （１） 地域における防災知識の普及に関すること 

 （２） 防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること 

 （３） 災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対

策に関すること 

 （４） その他、災害発生時に備えた予防等に関すること 

 

（地域防災リーダーの認定の手続き） 

第３条 地域防災リーダーは、当該地域の地域活動協議会長、および連合赤十字奉仕団長（以下、「地域の代表者等」

という。）が住吉区長（以下、「区長」という。）に対し推薦を行い、区長が認定するものとする。 

２ 前項の認定にあたっては、地域の代表者等が様式１、もしくは様式２の推薦書を、地域防災リーダーの認定

を受ける者が様式３の推薦に対する承諾書を区長に提出する。 

 

（組織編成及び定員数） 

第４条 地域防災リーダーの構成は、区内各地域活動協議会単位とし、隊長１名のもと、情報班、初期消火班、

救出救護班、避難誘導班、給食給水班の５班を編成し、各班ごとに班長、副班長を設けることを基本とする。 

２ 住吉区における地域防災リーダーの定員の数は、 

・隊長   １名 

・班長  各１名 

・副班長 各３名（救出・救護班は４名）の合計 22名とする。 

なお、地域の実情等を勘案のうえ、若干の増減を認めるものとする。 

 

（認定要件） 

第５条 地域防災リーダーの認定を受けることができる者は次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 

 （１） 住吉区民もしくは住吉区内の事業所に勤務する者 

 （２） 地域防災リーダーの役割を十分理解し、その任を果たすうえで意欲及び体力を有する者 

 

２ 前項の要件を満たさなくなった地域防災リーダーは、当該地域防災リーダーを推薦した地域の代表者と相談

および協議のうえ、地域防災リーダーの認定を取り消す場合がある。 

 

（任期） 

第６条 地域防災リーダーの任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 

２ 任期内に地域防災リーダーに変更があった場合における後任の地域防災リーダーの任期は、前任者の残任期

間とする。 

３ 第１項の再任を行う場合は任期が終了するまでに、また、前項の変更があった場合は速やかに第３条第１項

の認定手続きを行うものとする。 



 

（装備品の支給等） 

第７条 区長は、認定を受けた地域防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を支給する。 

 （１） 防災服（上下、帽子、ベルト付） 一式 

 （２） 防雨衣（上下セット）      一式 

 （３） 手袋              一双 

 （４） 長靴              一足 

 （５） ヘルメット（フリーサイズ）   一個 

２ 区長は、認定を受けた地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための

保険に加入し、そのための経費を負担する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関し必要な事項は別途定める。 

 

 

本要綱は平成２７年１２月１日より施行する。 

本要綱は令和２年４月１日より施行する。 

本要綱は令和３年２月 1日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 一時避難場所・災害時避難所・福祉避難所一覧表                  【資料２】 

 

一時避難場所 

避難所名 所在地 
一時避難 

可能人員（人） 
救助資器材 

遠沢公園 清水丘２－２ 2,500   〇 

清水丘公園 清水丘２－２２ 2,000    

清水丘ふれあい公園 清水丘３－８ 1,000  〇 

遠里小野公園 遠里小野５－１９ 450    

おりおの南公園 遠里小野７－５ 3,000  〇 

神ノ木公園 帝塚山東５－３ 2,000    

南万領公園 万代東４－２ 600    

万領中央公園 万代東３－１ 5,000    

住吉一二三公園 住吉１－７ 500  〇 

万代池公園 万代３－７ 2,000  〇 

万代東公園 万代東１－１ 6,700    

西長居公園 長居西１－１４ 3,000  〇 

我孫子公園 我孫子５－２ 4,000  〇 

杉本町公園 杉本２－６ 2,000  〇 

浅香中央公園 浅香１－６ 34,400    

浅香町公園 浅香２－１ 1,500    

庭井公園 庭井２－１８ 1,500    

沢之町公園 南住吉３－１５ 10,000  〇 

山之内北公園 山之内１－１ 3,350  〇 

山之内中央公園 山之内３－１７ 1,520  〇 

山之内公園 山之内５－２ 2,000  〇 

苅田どんぐり公園 苅田３－４ 1,000    

苅田中公園 苅田６－１６ 800  〇 

苅田南公園 苅田９－５ 1,500  〇 

苅田北公園 苅田２－１１ 800  〇 

鶴ヶ丘児童遊園 長居１－１０ 990  〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



災害時避難所 

避難所名 所在地 電話 
一時避難可能 

人員（人） 

避難受入可能 

人員（人） 
備蓄物資・救助資器材 

墨江小学校 墨江２－３－４６ ６６７８－７６０１ 1,000 1,739 〇 

清明学院高等学校 墨江２－４－４ ６６７３－８１８１ 1,500 289 〇 

墨江丘中学校 墨江４－１５－３４ ６６７４－３６１２ 5,400 1,679 〇 

英明幼稚園住吉 清水丘１－２４－１０ ６６７３－４５６７ 1,000 203 △ 

清水丘小学校 清水丘２－９－４１ ６６７３－１１０１ 1,500 1,400 〇 

住吉区老人福祉センター 遠里小野１－１－３１ ６６９４－１４１６ 0 227 〇 

英明幼稚園遠里小野 遠里小野１－２－２５ ６６９１－３６６３ 600 103 △ 

遠里小野小学校 遠里小野６－６－２７ ６６９２－５６７１ 800 1,296 〇 

大和川中学校 遠里小野２－１１－４ ６６９４－０００５ 8,000 1,576 〇 

東粉浜小学校 東粉浜２－３－２６ ６６７２－０３１３ 3,290 1,502 〇 

住吉中学校 帝塚山西３－５－６ ６６７２－３１１５ 2,000 2,899 〇 

住吉小学校 帝塚山西４－１－３５ ６６７２－６００１ 1,500 2,725 〇 

帝塚山学院（第２体育館） 帝塚山中３－１０－５１ ６６７２－１１５１ 4,800 535 〇 

大領小学校 大領３－３－５ ６６９４－１１００ 1,200 1,680 〇 

大領中学校 大領４－３－２５ ６６９５－３６１１ 5,000 1,468 〇 

大阪学芸高等学校 長居１－４－１５ ６６９３－６３０１ 1,200 382 〇 

長居小学校 長居東３－３－４０ ６６９８－８７８７ 1,500 2,026 〇 

長居幼稚園 長居東３－８－３２ ６６９１－０１９０ 300 116 △ 

依羅小学校 我孫子４－１１－４８ ６６９１－０７７１ 4,000 2,557 〇 

我孫子南中学校 浅香１－８－５５ ６６９８－６３１０ 10,000 2,238 〇 

三稜中学校 千躰１－５－２２ ６６９１－２１３１ 4,000 1,699 〇 

住吉区民センター 南住吉３－１５－５６ ６６９４－６１００ 0 522 〇 

南住吉小学校 南住吉３－５－１ ６６９３－３９４１ 1,900 1,898 〇 

大空小学校 我孫子西１－６－１２ ６６０６－７１８１ 2,000 1,314 〇 

浪速中学校・高等学校 山之内２－１３－５７ ６６９３－４０３１ 1,000 394 〇 

山之内小学校 山之内２－１７－３９ ６６９３－０００１ 2,500 1,706 〇 

府立大阪南視覚支援学校 山之内１－１０－１２ ６６９３－３４７１ 2,990 399 ○ 

苅田小学校 苅田３－５－３４ ６６９９－２９０１ 2,540 1,848 〇 

苅田南小学校 苅田１０－１－３５ ６６０７－０５１１ 3,500 1,616 〇 

阪南高等学校 庭井２－１８－８１ ６６９２－０３５６ 2,940 2,115 〇 

我孫子中学校 我孫子東１－４－３２ ６６９７－８１６１ 1,600 3,078 〇 

苅田北小学校 苅田１－１１－３９ ６６９７－２２２４ 1,500 1,474 〇 

東我孫子中学校 苅田１－１６－２ ６６９８－０００１ 2,000 2,661 〇 

大阪府教育センター附属高等学校 苅田４－１－７２ ６６９２－０００６ 12,800 400 〇 

大阪公立大学（第２体育館） 杉本３－３－１３８ ６６０５－２０１１ 0 850 ○ 

大阪府教育センター 苅田４－１３－２３ ６６９２－１８８２ 0 108 ○ 

住吉武道館 住吉２－９－８９ ６６７８－２４２２ 0 240 ○ 

※ △については備蓄物資のみ配備。 

  ※ コロナ禍においては避難受入可能人員が大幅に減少します。 

    また、住吉区民センター及び住吉区老人福祉センターは濃厚接触者専用の避難所として開設します。 



福祉避難所 

避難所名 所在地 電話 区分 指定の区分 受入可

能人員 

備考 

墨江丘地域在宅ＳＳル・ロゼイ 清水丘3-15-3 6672-1280 高齢者 福祉 ２０  

ケアハウス帝塚山 帝塚山東2-1-35 4701-7021 高齢者 福祉 ２４  

大領地域の家であい 大領5-6-2 4700-2010 
高齢者・

障がい者 

福祉・緊

急 
１０  

グルメ杵屋社会貢献 大領の家 大領2-8-20 6699-3100 高齢者 福祉 １８  

特別養護老人ホーム なごみ 帝塚山東5-10-15 6676-0753 高齢者 緊急 １２  

帝塚山特別養護老人ホーム 玲風苑 帝塚山東2-1-35 4701-1121 高齢者 緊急 ８４  

介護老人保健施設 聖和苑 帝塚山東2-1-35 4701-7011 高齢者 緊急 ９７  

住吉総合福祉センター 帝塚山東5-8-3 6678-7572 
高齢者・

障がい者 

福祉・緊

急 
２０  

養護老人ホーム 阪和櫻美苑 帝塚山東2-1-41 4701-1161 高齢者 福祉 ９  

特別養護老人ホーム 阪和帝塚山苑 帝塚山東2-1-41 4701-1151 高齢者 緊急 ４０  

長居西地域在宅ＳＳ ながいの里 長居西3-1-6 6695∸6645 高齢者 福祉   

長居保育園 長居東4∸11-16 6691∸3669 乳幼児 福祉 ４０  

長居保育園乳児センター 長居東4-11-16 6691∸3669 乳幼児 福祉 １８  

ウィル（生活介護） 清水丘2-16-5 6673-8841 障がい者 福祉 ２２  

ライフ・ネットワーク（生活介護） 長居東3-8-25 6607-8260 障がい者 福祉 １８  

リカバリハウス いちご 長居 長居東4-6-15-30

2 

070-5268-2633 障がい者 福祉 ２  

特別養護老人ﾎｰﾑ ウェルネスあびこ 我孫子西1-2-15 6608-3000 高齢者 緊急 １３  

介護老人保健施設 錦秀苑 南住吉1-22-17 6605-5221 高齢者 緊急 １２  

特別養護老人ﾎｰﾑ・ｱｯﾌﾟﾘｹｱ・ﾎｰﾑ 浅香1-8-38 6696-1177 高齢者 緊急 ２５  

小規模多機能ホーム 夢家 浅香2-3-39 7896-1001 高齢者 福祉 ５  

ケアハウス アップリケア・ハウス 浅香1-8-38 6696-1177 高齢者 福祉   

浅香障がい者会館 浅香1-6-26 6608-1251 障がい者 福祉 ４  

はぁとらんど浅香 浅香1-7-15 4700-0810 障がい者 福祉 ３  

ひよこ作業所 我孫子4-10-24 6608-0406 障がい者 福祉 ９  

グループホーム ゆうけいスマイル 遠里小野2-7-20 6609-6816 高齢者 福祉   

養護老人ﾎｰﾑ ゆうけいハートフル 遠里小野2-7-20 6609-6816 高齢者 福祉   

特別養護老人ホーム ゆうけい創和 遠里小野2-7-20 6609-6816 高齢者 緊急 ４５  

大和川地域在宅SS アンパス住吉 山之内3-4-9 4700-1234 高齢者 福祉 ２８  

よさみ野障害者作業所 山之内4-12-31 6699-7767 障がい者 福祉 ７  

さんらく苑 苅田5-16-10 6606-3100 高齢者 緊急   

我孫子地域在宅SS 一隅苑 我孫子東1-4-37 4700-1000 高齢者 福祉 １８  

東我孫子地域在宅SS ふれ愛の館 しおん 苅田4-3-15 6608-2110 高齢者 福祉 ９  

ふれ愛の館しおん 地域密着型特別養護老人ホーム 苅田4-3-9 6608-2110 高齢者 緊急 １４  

四恩るり保育園 苅田4-3-15 6608-2110 乳幼児 福祉 １７  

すずのね 我孫子1-5-35 6699-0271 障がい者 福祉 ６  



【資料３－１】 

区役所内備蓄物資一覧表                        
 

備蓄物資 数量 保管場所 備考（鍵の常置場所等） 

 アルファ化米 １５，０００ 食 

区役所 東側  

１階災害倉庫等 
地域課 

 ビスケット ６，７００ 食 

 ようかん ３００ 食 

 粉ミルク ６ 缶 

 飲料水 ８，３００ 本 

 給水袋 ５００ 枚 

 毛布 ４１１ 枚 

 日用品セット  ２４０セット 

布担架 ７９ 枚 

哺乳瓶 １２０ 本 

 バスタオル ３２０ 枚 

トイレットペーパー １，１７５ 個 

大人用おむつ ２４５ 枚 

子ども用おむつ ２３４ 枚 

生理用品 １，３２２セット 

 アルコール消毒液 ８ 缶 

 ラジオ １０ 台 

 懐中電灯 １０２ 個 

 フェイスシールド ３０ 枚 

 マスク １，８５０ 枚 

 簡易トイレ（本体） １８ 基 

簡易トイレ（消耗品セット） ４８セット 

計量カップ ３００ 個 

 救助資器材セット ２セット 

 防災服（上・下） ６８ 着 

 帽子 ６０ 個 

 雨合羽 ４０ 着 

 ゴム長靴 ９６ 足 

 作業用安全靴 ５６ 足 

 ヘルメット ５５ 個 

 腕章 １９０ 枚 

 ハンドマイク ３５ 個 

 防水シート ３６０ 枚 

 
 
 
 



【資料３－２】  

災害時避難所内備蓄物資・救助資器材一式・その他 

 １ 飲食料 

種  別 数  量 備  考 

アルファ化米 １００食 １箱５０食用      

お粥 １００食 １箱５０食（個食）   

ビスケット １００食 １箱５０食      

保存水 １，８００本 ５００㎖ペットボトル      

 
 

２ 感染対策物資 

種 別 数 量 備 考 種 別 数 量 備 考 種 別 数 量 備 考 

非接触型体温計 3本  ※ビニール手袋 900枚  ※アルコール容器 20個  

マスク(大人用) 700枚  ゴミ箱 4個  容器補充用ポンプ 2本  

マスク(子供用) 50枚  除菌マット 4枚  ペーパータオル 10箱 100枚／箱 

※フェイスシールド 35枚  除菌マット用消毒液 4本 4ℓ／本 液体ハンドソープ 7本 250㎖／本 

防護服 50枚  手指消毒用アルコール 4缶 17ℓ／缶 ※アイソレーションガウン 44着  

 
 
 

 ３ その他物資 

種 別 数 量 種 別 数 量 種 別 数 量 種 別 数 量 

バール 3本 組立式簡易テント 12張 LEDソーラーライト 8台 ブルーシート 50枚 

のこぎり 3本 ※簡易プライベートルーム 1張 LEDランタン 6台 防水シート 120枚 

ジャッキ 2台 折り畳みベッド 12台 ※ヘッドライト 4台 巻尺 2個 

シャベル 4本 毛布 300枚 懐中電灯 20台 ホワイトボードシート 2本 

ロープ 1本 ｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 60枚 ※ポータブルテレビ 1台 PPロープ 2巻 

かけや 1本 エアーマット 12枚 ラジオ 10台 クリップボード 10枚 

布担架 ２台 熱中症計 2台 ※ドラムコード 2台 コンテナボックス 2個 

手斧 2本 台車 1台 ※特設公衆電話 3台 ガスボンベ 11本 

※立て看板 1セット ※階段避難車 1台 卓上ガスコンロ 2台 軍手 6双 

折り畳みヘルメット 5個 ※車いす 1台 ※ビブス(黄色)) 10枚 ゴミ袋 100枚 

災害時支援バンダナ 30枚 ※空気入れ 1台 ※ビブス(橙色) 10枚 レジ袋 500枚 

簡易トイレ 12基 発電機 2台 養生テープ 30巻 筆記用具 1セット 

※障がい者用簡易トイレセット 1セット エンジンオイル 2本 給水袋 100枚 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ 1個 

汚物処理袋セット 1,600個 投光器(ｽﾀﾝﾄﾞ付) 2セット レジャーシート 150枚   

※の物資については、避難所の規模等によって配備していない避難所や数量が異なる避難所があります。 

 



【資料４】 

可搬式ポンプ収納庫内救助資器材保管場所一覧表 
 
 

地 域 施 設 名  住  所 貯水槽・指定水利 

墨 江 墨江小学校 墨江２－３－４６ プール 

清水丘 
遠沢公園 清水丘２－２ 貯水槽 

清水丘ふれあい公園 清水丘３－３－１３ 貯水槽 

遠里小野 おりおの南公園 遠里小野７－５ 貯水槽 

東粉浜 
東粉浜小学校 東粉浜２－３－２６ プール 

東粉浜公園 東粉浜３－１３ 貯水槽 

住 吉 

住吉小学校 帝塚山西４－１－３５ プール 

万代池 万代３－７ 池 

住吉大社 住吉２－９－８９ 池 

住吉一二三公園 住吉１－７－３１ 貯水槽 

帝塚山小公園 帝塚山２－２－２４ 貯水槽 

万代消防出張所西側中央分離帯 万代東４－１－２３ 貯水槽 

長 居 
西長居公園 長居西１－１４ 貯水槽 

鶴ヶ丘児童遊園 長居１－１０ 貯水槽 

依 羅 

我孫子公園 我孫子５－２ 貯水槽 

杉本町公園 杉本２－６ 貯水槽 

我孫子東公園 我孫子東２－９ 貯水槽 

南住吉 
区役所(沢之町公園)別ポンプ庫 南住吉３－１５ 貯水槽 

細江川中央帯      南住吉２－７ 貯水槽 

山之内 

山之内北公園 山之内１－１ 貯水槽 

山之内中央公園 山之内３－１７ 貯水槽 

山之内公園 山之内５－２ 貯水槽 

山之内小学校 山之内２－１７－３９ プール 

苅 田 苅田中公園 苅田６－６ 貯水槽 

苅田南 

苅田南公園 苅田９－５ 貯水槽 

庭井公園 庭井２－１８ 貯水槽 

苅田消防出張所敷地内 苅田９－１－１９ 貯水槽 

苅田北 
苅田北公園 苅田２－１１－２６ 貯水槽 

苅田北小学校 苅田１－１１－３９ プール 

 
 
（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（４

０ｍ、１本）、布担架（１台）、ジャッキ（２台）、かけや（１本）が配備されている。  



【資料５－１】  

区防災行政無線一覧表 

種別 設置場所 基数 備考 

固定系（電話型） 
総務課（庶務） 

地域課           

１基 

１基 

 

 

指令局 

（デジタルMCA） 
地域課        １基 

 

携帯型移動機  

（デジタルMCA） 

地域課    １６基  

市会議員 

各地域 

各小学校 

５基 

１２基 

１４基 

 

 

 

 
住吉消防署    

住吉警察署    

１基 

 １基 

 

 住之江工営所 ６基 
 

 大阪市立大学 ２基 
 

 
住吉区医師会 

沢之町休日急病診療所 

１基 

１基 

 

同報系 

区役所   

小学校  

大阪市立大学  

苅田南公園 

山之内北公園 

山之内西公園 

住吉区子ども子育てプラザ 

市営我孫子第７住宅 

１ 

１３ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

 

 

 

  



【資料５－２】  

デジタル簡易無線一覧表 

種別 設置場所 基数 備考 

携帯型アンテナ短 

各地域（各町会配布） １３５  

地域課 １５ 
 

携帯型アンテナ長 各避難所 ３７  

再
送
信
シ
ス
テ
ム 

据置型 地域課 ２ 

 
携帯型 

アンテナ長 

地域課 ３１ 

各福祉避難所 ３３ 

住吉区社会福祉協議会 ２ 

大阪市立大学 １ 

住吉区医師会 １ 

大阪急性期・総合医療センター １ 

 

 
 

 


