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 ８．「大江小学校」 
   災害時避難所の概要 

施 

設 

 所在地  四天王寺一丁目9-18 

 電話番号         6771-2425 

 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 1,000人 619人 

 使用箇所 運動場等（1,700㎡） 講堂(512㎡)、普通教室（11室） 

 その他  マンホールトイレ（2箇所） 

避難予定地域 
（町会エリア） 

 上八、上九、上汐、上綿屋町、椎寺元町、 
 東門町、夕陽丘セントポリア町会エリア ほか 

    鍵の保管者  連合会長、上綿屋町会長、椎寺元町町会長 

MCA無線機（番号）  デジタルMCA無線機（1293） 

■ 概要                     



■ 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。 

 ９．「大江小学校」 
    災害時避難所の運営と組織 

■ 大江小学校 避難所運営委員会 組織構成 
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 10.「大江小学校」 
   災害時避難所の平面図 

■ 避難所のカギ使用箇所、防災倉庫・備蓄倉庫の場所 
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 11.「大江小学校」 
   災害時避難所の配置図（案） 
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 12.「大江小学校」 
   災害時避難所 備蓄物資 

市 

配
備
分 

品名 保管場所 数量 

区 

配
備
分 

品名 保管場所 数量 

 水（7年ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）24本入 体育館舞台下 50  リヤカー １F防災倉庫 １ 

   （5年ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ）24本入 体育館舞台下 25  発電機 １F防災倉庫 １ 

 アルファ米（50食） 体育館舞台下 ３  LED投光機（三脚付） １F防災倉庫 ２ 

 アルファ米（50食） 体育館舞台下 ３  やかん（10㍑） 体育館舞台下 ３ 

 毛布 
体育館東側２Fパイ

プシャフト 
300  カセットガスコンロ 体育館舞台下 ３ 

 ブランケット 体育館舞台下 50  折畳式ヘルメット １F防災倉庫 20 

 懐中電灯 体育館舞台下 10  折畳式アルミマット １F防災倉庫 ４ 

 ラジオ 体育館舞台下 10  折畳式テント １F防災倉庫 20 

 ブルーシート 
体育館舞台下 
防災倉庫 

６ 
 災害用プライベート 
 ルームテント 

１F防災倉庫 ２ 

 日用品セット 
体育館東側２Fパイ

プシャフト 
120  アルコール消毒液   １ 

 簡易トイレ 体育館舞台下奥 ４  救急セット １F防災倉庫 １ 

 トイレ用（消耗品） 体育館舞台下奥 ８セット  防災伝言シート １F防災倉庫 ２ 

 エアーマット １F防災倉庫 12  スタンド看板 １F防災倉庫 ３ 

 担架 １F防災倉庫 １ 
 手力充電式 
 ラジオ付ライト 

体育館舞台下 10 

 救助用資器材＊ 下記に記載    乾電池（単一） １F防災倉庫 １0 

 ＊救助用資器材の内容      簡易トイレ 体育館舞台下 20 

 バール １F防災倉庫 ３  トイレ用（消耗品） 体育館舞台下 500 

 シャベル １F防災倉庫 ４  LEDソーラーランタン １F防災倉庫 20 

 救急セット 体育館舞台下 １  折り畳み式簡易ベッド １F防災倉庫 ２ 

 のこぎり 体育館舞台下 ３  避難者受入セット １F防災倉庫 １ 

 ロープ 体育館舞台下 １  事務用品セット １F防災倉庫 １ 

 布担架 体育館舞台下 １ 

 ジャッキ １F防災倉庫 ２ 

 手斧 体育館舞台下 2 

 かけや １F防災倉庫 １ 



■ 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。 
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 13.「大阪夕陽丘学園」 
   災害時避難所の概要と運営と組織 

施 
 
 

設 

 所在地  生玉寺町7-72 

 電話番号  6771-3316 

 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 1,824人 639人 

 使用箇所 運動場（3,040㎡） 講堂等(1,349㎡) 

 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 

 生玉寺町、夕陽丘町、大岸町、逢阪伶人町、上汐町会 

鍵の保管者  生玉寺町、夕陽丘町、大岸町の３町会長 

大阪夕陽丘学園 
避難所運営委員会 

組織構成 

 本部（所長、副所長） 
生玉寺町会長 
夕陽丘町会長、大岸町会長 

 情報班 ５町会の災害救助青年部ほか 

 被災者管理班 
逢阪伶人町会長、上汐町会長 
５町会の町会役員ほか 

施設管理班 5町会の町会役員ほか 

食糧物資班 ５町会の町会役員ほか 

保健衛生班 ５町会の町会役員ほか 

女性班 ５町会の女性部ほか 

無線機（番号）  ハイパワー無線（チャンネル ＣＨ10－ＡＬＬ） 

■ 概要                     
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 15.「大阪夕陽丘学園」 
   災害時避難所の備蓄物資 

市 

配
備
分 

品名 保管場所 数量 

 水（7年ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） 
   24本入 

B1備蓄倉庫 25箱 

  （5年ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） 
   24本入 

B1備蓄倉庫 25箱 

  （5年ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） 
   24本入 

B1備蓄倉庫 25箱 

 アルファ米（50食） B1備蓄倉庫 4箱 

 アルファ米（50食） B1備蓄倉庫 ２箱 

 白がゆ（50食） B1備蓄倉庫 ２箱 

 ビスケット（50食） B1備蓄倉庫 ３箱 

 毛布 映写室 300枚 

 懐中電灯 B1備蓄倉庫 10個 

 ラジオ B1備蓄倉庫 10台 

 ブルーシート 映写室 120枚 

 日用品セット 映写室 120枚 

 簡易トイレ B1備蓄倉庫 ４台 

 トイレ用（消耗品） B1備蓄倉庫 ８セット 

 エアーマット B1備蓄倉庫 12枚 

区 

配
備
分 

品名 保管場所 箱数 

 リヤカー 
ラウンジ横 
倉庫 

１ 

 発電機 
ラウンジ横 
倉庫 

１ 

 LED投光機 
 （三脚付） 

B1備蓄倉庫 ２ 

 やかん（10㍑） B1備蓄倉庫 ３ 

 カセットガスコンロ B1備蓄倉庫 ３ 

 折畳式 
 アルミマット 

B1倉庫 ５ 

 折畳式テント B1備蓄倉庫 ４ 

 災害用プライベート  
 ルームテント 

映写室 ２ 

 防災伝言シート B1備蓄倉庫 ２ 

 スタンド看板 
ラウンジ横 
倉庫 

３ 

 手力充電式 
 ラジオ付ライト 

B1備蓄倉庫 １ 

 簡易トイレ B1備蓄倉庫 ２ 

 トイレ用（消耗品） B1備蓄倉庫 ５ 

 LED 
 ソーラーランタン 

B1備蓄倉庫 １ 

 折り畳み式 
 簡易ベッド 

B1備蓄倉庫 １ 

 避難者受入セット B1備蓄倉庫 １ 

 事務用品セット B1備蓄倉庫 １ 
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■ 災害時連絡先一覧 

 18.災害時の連絡先 

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 

水道局 お客さまセンター  ６４５８－１１３２ 

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 


