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１．五条地域で想定される地震被害
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■ 五条小学校区に想定される地震被害

地震の名称 上町断層帯地震 東南海地震
南海トラフ巨大地震
※区全体の数値

地震の規模
（マグニチュード）

7.5～7.8 7.9～8.6 9.0～9.1

最大震度 6弱～７ 5弱～5強 6弱

物的被害

全壊棟数 857棟 4棟
※52棟（揺れによる倒壊数）
※449棟（液状化による倒壊数）

半壊棟数 309棟 12棟
※714棟（揺れによる倒壊数）
※891棟（液状化による倒壊数）

人的被害

死者数
（最大）

111人 － ※3人

負傷者数
（最大）

163人 12人 ※144人

避難者数
（最大）

1,898人 19人 ※11,418人

ライフラ
イン被害

停電率
100％

区全体の数値
0％

区全体の数値
※0.2％

区全体の数値

電話回線
被災率

13.5％
区全体の数値

0％
区全体の数値

※7.7％
区全体の数値

水道
断水率

83.5％
市全体の数値

10.5％
市全体の数値

※100％
区全体の数値

ガス供給
停止率

80.5％
市全体の数値

0％
市全体の数値

※82.2％
区全体の数値
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町会エリア 集合場所（チェックポイント） 災害時避難所（避難場所）

真法院西 五条小学校 正門前

五条小学校
・

夕陽丘高等学校
・

大阪ビジネスフロンティ
ア高等学校

・
夕陽丘中学校

真法院中 中町会掲示板前

勝一西 真法院前駐車場

小宮住宅 五条小学校 北門前

小宮町
五条小学校 西門前

夕陽丘高校 グラウンド

松ヶ鼻町 夕陽丘高校 グラウンド

真法院東 五条グラウンド北西側

烏ヶ辻町 五条会館前

東勝一 勝山通ほか各交差点（チェックポイント）

５．町会エリア災害対策本部の設置と活動

■ 町会エリア災対本部での活動
○ 町会エリア災対本部の役割にあたっている方（町会役員・災害救助青年部）は、個人の避難準備

をしたのち、指定された集合場所に参集し、町会エリア災害対策本部を設置します。

○ 町会エリア災害対策本部では、

①町会の被災状況の把握
②住民の安否確認（必要に応じて）
③消火・救護活動、応急手当
④避難誘導などを 行います。

○上記の情報を、地域災害対策本部へ報告します。

■ 安否確認
① 隣近所や町会の班単位で協力し、安否確認を行ないます。

② 安否確認の結果を町会エリア災対本部の「責任者（町会長、副会長）」が取りまとめます。

③ 「責任者」は、確認結果を集計し「地域災対本部」に報告します。

④ 「責任者」は、安否確認が出来ていない家などがある場合は、手分けして安否確認を行うよう指示します。

・安否確認は、事前に作成している「要支援者リスト」に掲載されている避難行動要支援者から順に行います。

・応急対応も考え、複数人で行動します。

・不明者がいる場合は、可能な範囲で捜索します。

⑤ 明らかになった安否情報は、随時、町会エリア災対本部「責任者」に伝え、地域災対本部に報告します。

■ 町会エリアの集合場所

※マンションの集合場所については、各マンションで決めている場所とします（ピロティや駐車場など）

※チェックポイントとは、隣近所の方と集まって次の行動（避難や救助など）を実施するポイントとします。





７－１．「五条小学校」
災害時避難所概要
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■ 概要

施

設

所在地 小宮町9-28

電話番号 6772-4831

管理者 校長

使用方法 一時避難場所 災害時避難所

避難可能人
員

1,900人 856人

使用箇所 運動場等（3,196㎡） 講堂(856㎡)、普通教室（20室）

その他 マンホールトイレ（1箇所）

避難予定地域
（町会エリア）

五条地域ほか

鍵の保管者 連合会長、災青代表、災青副代表

MCA無線番号 1295



７－２．「夕陽丘高等学校」
「大阪ビジネスフロンティア高等学校」

災害時避難所概要
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■ 夕陽丘高等学校 概要

施

設

所在地 北山町10-10

電話番号 6771-0665

管理者 校長

使用方法 一時避難場所 災害時避難所

避難可能人員 2,967人 540人

使用箇所 運動場（10,698㎡） 講堂等(1,080㎡)

その他 マンホールトイレ（1箇所）

避難予定者等 五条地域、桃陽地域ほか

鍵の保管者
（五条地域） 松ヶ鼻町会長、真法院東町会長、
（桃陽地域） 細工谷南町会長

無線機 ハイパワー無線（チャンネル ＣＨ10－ＡＬＬ）

■ ＯＢＦ高等学校 概要

施

設

所在地 烏ヶ辻二丁目9-26

電話番号 ６７７２－７９６１

管理者 学校長

使用方法 一時避難場所 災害時避難所

避難可能人員 6,400人 540人

使用箇所 運動場（10,698㎡） 講堂等(1,080㎡)

その他 マンホールトイレ（1箇所）

避難予定者等 聖和地域、五条地域 ほか

鍵の保管者 （聖和地域）町会長

無線機 ハイパワー無線（チャンネル ＣＨ10－ＡＬＬ）



８－１．「五条小学校」 「大阪ビジネスフロンティア高等学校」
災害時避難所の運営と組織
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■ 避難所の運営
○ 避難者が予想される場合は、速やかに災害時避難所を開設します。

○ 避難所運営委員会の組織を立ち上げ、区災害対策本部の避難所担当職員、

避難所施設管理者と連携し、避難所を運営します。

■ 五条小学校 避難所運営委員会 組織構成

避
難
所
運
営
委
員
会

（委員長、副委員長、総務・情報班）
★避難所の連絡調整・指揮・統括
・施設管理者や区役所（職員）との連携

（担当者）

五条地域
町会役員ほか（避難者受付班）

・避難者の把握、避難者等の入出所管理

（施設管理班）
・施設・設備の管理、避難スペースの配分・誘導
・防犯警備、ごみの集約・清掃等

（救護班）
・傷病者の救護・把握及要支援者への対応等

（食糧班）
・飲料水の確保、食糧の炊き出し配給等

（物資班）
・救援物資・調達物資の集約及び配給

■ ＯＢＦ高校 避難所運営委員会 組織構成

避
難
所
運
営
委
員
会

（委員長、副委員長、総務・情報班）
★避難所の連絡調整・指揮・統括
・施設管理者や区役所（職員）との連携

（担当者）

聖和地域
避難予定エリア
町会役員ほか

五条地域
町会役員ほか

（避難者受付班）
・避難者の把握、避難者等の入出所管理

（施設管理班）
・施設・設備の管理、避難スペースの配分・誘導
・防犯警備、ごみの集約・清掃等

（救護班）
・傷病者の救護・把握及要支援者への対応等

（食糧班）
・飲料水の確保、食糧の炊き出し配給等

（物資班）
・救援物資・調達物資の集約及び配給



８－２．「夕陽丘高等学校」
災害時避難所の運営と組織
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■ 避難所の運営
○ 避難者が予想される場合は、速やかに災害時避難所を開設します。

○ 避難所運営委員会の組織を立ち上げ、区災害対策本部の避難所担当職員、

避難所施設管理者と連携し、避難所を運営します。

■ 夕陽丘高等学校 避難所運営委員会 組織構成

避難所
運営委員会

委員長 避難所の連絡調整・指揮・統括
・企画、運営
・避難所内各班との連絡調整
・地域本部、町会本部との連絡調整
・施設管理者や区役所（職員）との連携

町会長（松ヶ鼻町）

副委員長

副会長（真法院東）

災害担当（烏ヶ辻町）

総務、情報班

副会長（烏ヶ辻町、真法院東）

総務部長（松ヶ鼻町）

避難者受付班 ・避難者の把握、リストの作成
・避難者等の入出所管理

女性部長
（烏ヶ辻町、真法院東、松ヶ鼻町）

施設管理班 ・避難スペースの配分、誘導
・防犯警備
・ごみの集約・清掃等
・施設・設備の管理

社会福祉部長（松ヶ鼻町）
環境衛生部長（真法院東）
総務部（烏ヶ辻町）

救護班 ・応急救護所の確保、
・傷病者の救護・把握及要支援者への対
応等

女性副部長、看護師（松ヶ鼻町）
社会福祉部長
（烏ヶ辻町、真法院東）

食糧班 飲料水の確保、食糧の炊き出し配給等

女性副部長（真法院東）
会計監査（烏ヶ辻町）
見守り隊（松ヶ鼻町）
物資班 救援物資・調達物資の集約及び配給

副会長（真法院東）
会計（烏ヶ辻町）
青少年指導員（松ヶ鼻町）



９－１．災害時避難所の配置図
（五条小学校）
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■ 避難所のカギ使用箇所、防災倉庫・備蓄倉庫の場所









10．災害時の連絡先
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関 係 機 関 名 電 話 番 号

天王寺区役所（天王寺区災害対策本部） 
６７７４－９９８６
６７７２－１１３１

天王寺消防署 ６７７１－０１１９

天王寺警察署 ６７７３－１２３４

電柱の倒壊、停電など

関西電力扇町営業所 ０８００－７７７－８０１２

関西電力難波営業所 ０８００－７７７－８０２１

ガス漏れ

大阪ガス（ガス漏れ専用） ０１２０－０１９４２４

水道

 

下水道

田島管路管理センター(下水) ６７５１－５０４８

道路の補修

建設局 田島工営所 ６７５１－５０００

建設局 上之宮出張所 ６７７３－３０９５

建設局宿日直センター ６９４７－７９８１

ごみの処理

環境局 中部環境事業センター ６７１４－６４１１

災害伝言ダイヤル（１７１）

伝言の録音 １７１＋１＋市外局番から電話番号

伝言の再生 １７１＋２＋市外局番から電話番号

■ 災害時連絡先一覧

水道局お客様センター ６４５８－１１３２


