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修 正 箇 所 新 旧 対 照 表 

NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

60 第 1章 第 1節 1 1 第１章 災害に強いまちづくり  

第１節 都市の防災機能の強化 

 

１ 災害に強い都市構造の形成  

(1) 面的な整備事業の推進 

市は、災害に強いまちづくりを促進するた

め、老朽木造住宅が密集し、道路・公園など

防災関連施設が整っていない地域などについ

ては、市民の理解と協力を得ながら、街なみ

環境整備方針の策定等を進めるとともに、土

地区画整理事業や市街地再開発事業等による

面的都市基盤整備を推進し、地域の環境改善

や防災性の向上を図る。また、空き家等の適

正な管理を促進する。 

 

第１章  災害に強いまちづくり  

第１節 都市の防災機能の強化 

 

１ 災害に強い都市構造の形成  

(1) 面的な整備事業の推進 

市は、災害に強いまちづくりを促進するた

め、老朽木造住宅が密集し、道路・公園など防

災関連施設が整っていない地域などについて

は、市民の理解と協力を得ながら、土地区画整

理事業や市街地再開発事業等による面的都市基

盤整備を推進し、地域の環境改善や防災性の向

上を図る。 

 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 

 

61 第 1章 第 1節 2 2 ２ 防災空間の整備 

(1) 都市公園等の整備 

(中略) 

 イ 一時避難場所となる都市公園の整備  

近隣の住民が避難する面積１ ha以上の都市公

園の整備に努める。 

ウ 災害救援活動の拠点となる都市公園の整

  備 

災害発生時に、自衛隊や消防機関、ボランテ

ィア等の広域的な救援救護活動や救援物資輸

送の中枢基地等の機能を発揮する都市公園

（後方支援活動拠点、地域防災拠点となる都

市公園）の整備に努める。  

エ その他防災に資する身近な都市公園の整

  備 

緊急避難の場所となる街区公園・広場等の

整備に努める。 

 

２ 防災空間の整備 

(1) 都市公園等の整備 

(中略) 

イ 災害救援活動の拠点となる都市公園の整  

  備 

災害発生時に、自衛隊や消防機関、ボラン

ティア等の広域的な救援救護活動や救援物資

輸送の中枢基地等の機能を発揮する都市公園

（後方支援活動拠点、地域防災拠点となる都

市公園）の整備に努める。  

ウ その他防災に資する身近な都市公園の整  

  備 

緊急避難の場所となる街区公園・広場等の

整備に努める。 

 

 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 

・項目番号の修正 

 



総則・災害予防対策編 第２部 予防対策 

-35- 

NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

62 第 1章 第 1節 3 3 ３ 都市基盤施設の防災機能の強化  

(4) ため池等農業水利施設の防災機能の強化  

ア ため池耐震対策の推進 

 

３ 都市基盤施設の防災機能の強化  

(4) ため池等農業水利施設の防災機能の強化  

ア ため池耐震対策の推進・統廃合 

想定される大規模地震動に対して、堤体が損

傷を受けても決壊しないよう、「土地改良施設

耐震対策計画（平成 19年１月）」に基づき計画

的に耐震対策を実施する。また、必要に応じ、

農業用施設の統廃合を進める。  

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

63 第 1章 第 1節 4 3 ４ 密集住宅地区の整備促進 

防災性の向上を図るべき密集住宅地区として

位置付けた「災害に強いすまいとまちづくり促進

区域」（萱島東地区、池田・大利地区、香里地区）

のうち、延焼の危険性や避難の困難性を踏まえ絞

り込んだ重点的に改善を図る地区である「地震時

に著しく危険な密集市街地」において、府は、早

急かつ確実に安全性を確保するための方向性等

を「大阪府密集市街地整備方針」（平成27年３月

策定）において下記のとおり示している。 

市は、府が示す下記取組みの方向性に基づき、具体

的な実行計画として、整備アクションプログラムを策

定（平成27年６月）し、着実に建物の不燃化・耐震化

の促進や公共施設の整備等（寝屋川地区住宅市街地総

合整備事業）を図ることにより、平成32年度までに最

低限の安全性を確保する。 

 

４ 密集住宅地区の整備促進 

防災性の向上を図るべき密集住宅地区として位

置付けた「災害に強いすまいとまちづくり促進区

域」（萱島東地区、池田・大利地区、香里地区）の

うち、延焼の危険性や避難の困難性を踏まえ絞り

込んだ重点的に改善を図る地区である「地震時に

著しく危険な密集市街地」において、府は、早急か

つ確実に安全性を確保するための方向性等を、平

成26年３月に策定した「大阪府密集市街地整備方

針」（令和３年３月改定）等を踏まえ、防災性の向

上に重点を置きながら、地域の魅力を向上させる

等、以下の取組みを進めることとしている。また、

これらの取組みにより、新たな住民を呼び込み、

まちが活性化するという流れを生み出し、住民や

民間による土地活用や自主防災等の取組みが進

み、地域の防災性の向上にもつながるといった好

循環を目指すとしている。 

市は、府が示す下記取組みの方向性に基づき、また、

「木造密集市街地における防災性向上ガイドライン」

等も踏まえ、具体的な実行計画として、整備アクショ

ンプログラムを策定（令和３年３月改定）し、着実に

建物の不燃化の促進や公共施設の整備等（寝屋川地区

住宅市街地総合整備事業）を図ることにより、令和７

年度までに最低限の安全性を確保する。 

 

・関係計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

64 第 1章 第 1節 4 3 (1) 著しく危険な密集市街地の解消 

ア 防災性向上を図る上で必要性の高い地区公                

共施設（道路・公園）を重点的に事業実施する。 

イ 燃えやすく、壊れやすい老朽木造住宅を減   

らすため、除却の補助制度や住宅税制を活用し

て除却促進する。 

ウ 防火地域、準防火地域の指定に加え、小規模

建物を不燃化する地区計画等を導入し防火規制

の強化を図る。 

市における防火地域は、原則として商業地域

について指定し現況は約26haである。また、準

防火地域は、防火地域を除く市街化区域全域を

指定しており、市における準防火地域指定の現

況は約2,136haである。また、住宅密集地区を対

象として防災街区整備地区計画及び関係条例を

施行し、小規模建物を不燃化する防火規制を導

入した。（平成28年7月15日現在） 

エ 地域への働きかけの強化や負担の少ない改修方法

による耐震改修の促進強化 

 

(1) まちの不燃化等 

ア 老朽建築物等の除却促進の強化 

イ 地区公共施設（道路・公園）の重点的整備 

ウ 除却跡地を活用した公園・緑地の確保 

・関連計画の内容に基

づく修正 

 

65 第 1章 第 1節 4 4 (2) 防災性の向上とともに成長を支える魅力あるまちづ

くり 

エ 広幅員の道路の整備を早期化し、密集市街     

地対策としての遮断効果を確保 

オ 地域のポテンシャルを活かした防災拠点の整

備や大規模道路沿道の土地利用転換等を誘導 

(3) まちの危険度情報や対策等に関する地域住民等への

周知を徹底し、地域の防災意識の向上を図り、自助・

共助の防災活動や密集事業等への事業協力を促進 

 

(2) 延焼遮断帯の整備 

ア 密集市街地内の広幅員道路等の整備の早期化 

イ 無電柱化の推進 

(3) 地域防災力の向上 

ア 地域住民等への防災啓発の強化・地域の防災まち

づくり活動への支援 

イ 消防・大学と連携した防災力向上等の取組み 

ウ 民間と連携した防災啓発の実施 

(4) 暮らしやすいまちづくり 

ア 民間主体によるまちの再生 

イ 公共用地等の活用や道路整備を契機とした、将来

的な視点に立った魅力あるまちづくり 

 (5) 密集事業の見える化 

各地区のまちの安全性・事業進捗の見える化 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

66 第 1章 第 1節 6 5  ６ 空き家等の対策 

市は、平常時より空き家等の所有者等の特定を図り、

当該所有者等の責任において空き家等の適切な管理が

行われるよう意識啓発に努める。 

府は、不動産、建築、法律等の専門家団体との連携に

より、空き家等の適正管理に係る相談窓口体制を整備

し、市とともに、相談窓口の普及啓発に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

67 第 1章 第 1節 6 5 ６ ライフライン災害予防対策 

(1) 上水道・工業用水道（市、大阪広域水道企業団） 

災害による断水、減水を防止するため、施設設備の

強化と保全に努める。 

ア 上水道施設については、「水道施設設計指針」「水

道施設耐震工法指針」（日本水道協会）に基づき、

また、工業用水道については「工業用水道施設設

計指針」（日本工業用水道協会）に基づき、各種災

害に耐えうる十分な強度の確保に努める。 

７ ライフライン災害予防対策 

(1) 水道・工業用水道（市、大阪広域水道企業団） 

災害による断水、減水を防止するため、施設設備の強

化と保全に努める。 

ア 水道施設については、「水道施設設計指針」「水道

施設耐震工法指針」（日本水道協会）に基づき、ま

た、工業用水道については「工業用水道施設設計指

針」（日本工業用水道協会）に基づき、各種災害に

耐えうる十分な強度の確保に努める。 

 

・字句の修正 

・項目番号の修正 

 

68 第 1章 第 1節 6 5 (3) 電力（関西電力株式会社） 

災害による電気の供給停止を防止するため、電力施

設設備の強化と保全に努める。 

(3) 電力（関西電力送配電株式会社） 

災害による電気の供給停止を防止するため、電力施

設設備の強化と保全に努める。 

 

・字句の修正  

69 第 1章 第 1節 6 6  (5) 電気通信（西日本電信電話株式会社、ＫＤＤＩ株

式会社（関西総支社）等） 

災害による通信の途絶を防止するため、電気

通信設備及びその附帯設備（建物を含む。以下、

「電気通信設備等」という。）の強化と保全に

努める。 

ア 電気通信設備等の高信頼化（防災設計） 

(ｱ) 豪雨、洪水のおそれのある地域にある電気通

信設備等について耐水構造化を行うととも

に、建物内への浸水防止のため水防板、水防

扉の更改を実施する。 

 

(5) 電気通信（西日本電信電話株式会社等、ＫＤＤＩ  

株式会社（関西総支社）、ソフトバンク株式会社） 

災害による通信の途絶を防止するため、電気

通信設備及びその附帯設備（建物を含む。以下、

「電気通信設備等」という。）の強化と保全に努

める。 

ア 電気通信設備等の高信頼化（防災設計） 

(ｱ) 豪雨、洪水のおそれのある地域にある電気通

信設備等について耐水構造化を行うとともに、

建物内への浸水防止のため水防板、水防扉の更

改を実施する。 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・字句の修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

70 第 1章 第 1節 6 6 イ 電気通信システムの高信頼化 

（中略） 

(ｲ) 主要な中継交換機を分散設置とする。 

(ｳ) 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設

置する。 

市等の重要加入者については、当該加入者との協議

により加入者系伝送路の信頼性を確保するため２ルー

ト化を推進する。 

イ 電気通信システムの高信頼化 

（中略） 

(ｲ) 主要な中継交換機を分散設置とするとともに、安

全な設置場所を確保する。 

(ｳ) 電気通信設備について、非常用電源を整備する。 

市等の重要加入者については、当該加入者との協

議により加入者系伝送路の信頼性を確保するため２

ルート化を推進する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

71 第 1章 第 1節 7 7 ７ 災害発生時の廃棄物処理体制の確保 

  (1) し尿処理 

   エ 災害時における上水道、下水道、電力等ライフラ

インの被害想定等を勘案し、し尿の収集処理見込み

量及び仮設トイレの必要数を把握する。 

８ 災害発生時の廃棄物処理体制の確保 

   (1) し尿処理 

   エ 災害時における水道、下水道、電力等ライフライ

ンの被害想定等を勘案し、し尿の収集処理見込み量

及び仮設トイレの必要数を把握する。 

・項目番号の修正 

・字句の修正 

 

72 第 1章 第 1節 7 7  (2) ごみ処理 

ア ごみ処理施設の整備に当たっては、あらか

じめ耐震性・浸水対策等に配慮した施設整備

に努める。 

イ 既存のごみ処理施設についても、耐震診断

を実施するなどし、必要に応じて施設の補強

等による耐震性の向上、不燃堅ろう化、浸水

対策等に努める。 

ウ 災害時のごみ処理施設における人員計画、

連絡体制、復旧対策も含めた災害対応マニュ

アルを整備するとともに、補修等に必要な資

機材や通常運転に必要な資材（燃料、薬剤等）

を一定量確保するよう努める。 

エ あらかじめ一時保管場所の候補地を検討し

ておく。また、一時保管場所の衛生状態を保

持するため、殺虫剤、消臭剤等の備蓄に努め

る。 

オ ごみ処理施設等が被災した場合に備え、周

辺市町等との協力体制の整備に努める。 

 

 (2) ごみ処理 

ア ごみ処理施設の整備に当たっては、あらかじ

め耐震性・浸水対策等に配慮した施設整備に努

める。 

イ 既存のごみ処理施設についても、必要に応じ

て施設の補強等による耐震性の向上、不燃堅ろ

う化、浸水対策等に努める。 

ウ 災害時のごみ処理施設における人員計画、連

絡体制、復旧対策も含めた災害対応マニュアル

を整備するとともに、補修等に必要な資機材や

通常運転に必要な資材（燃料、薬剤等）を一定

量確保するよう努める。 

エ あらかじめ一時保管場所の候補地を検討し

ておく。また、一時保管場所の衛生状態を保持

するため、殺虫剤、消臭剤等の備蓄に努める。 

オ ごみ処理施設等が被災した場合に備え、周辺

市町等との協力体制の整備に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・上位計画の改訂に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

73 第 1章 第 1節 7 8 (3) 災害廃棄物等処理 

ア 災害廃棄物の処理にかかる指針に基づき、

適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処理でき

るよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方

針、一般廃棄物（避難所ごみや仮設トイレの

し尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処

理体制、周辺市町等との連携・協力の在り方

等について、寝屋川市災害廃棄物処理計画等

において示す。 

イ 寝屋川市災害廃棄物処理計画に基づき、あらか

じめ災害の発生を想定して、具体的な実施項目を

示した「寝屋川市災害廃棄物処理手順」の策定に

努める。また、災害発生時には「寝屋川市災害廃

棄物処理実行計画」を策定し、災害廃棄物の適正

かつ迅速な対応を行う。 

(3) 災害廃棄物等処理 

ア 災害廃棄物の処理にかかる指針に基づき、円

滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災

害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄

物（指定避難所のごみや仮設トイレのし尿等）

の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周

辺市町等との連携・協力の在り方等について、

寝屋川市災害廃棄物処理計画等において示す。 

イ 寝屋川市災害廃棄物処理計画に基づき、あら

かじめ災害の発生を想定して、具体的な実施項

目を示した「寝屋川市災害廃棄物処理手順」に

示す。また、災害発生時には「寝屋川市災害廃

棄物処理実行計画」に沿った、災害廃棄物の適

正かつ迅速な対応を行う。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

 

74 第 1章 第 1節 7 8 ウ 周辺市町や民間事業所等との協力体制の整

備に努める。また、遠方の市町村等広域的な

災害廃棄物処理体制の整備や民間連携の促進

に努める。 

 

ウ 周辺市町や民間事業所等との協力体制の整

備に努める。また、遠方の市町村等広域的な災

害廃棄物処理体制の整備や民間連携の促進に

努める。 

エ 災害廃棄物からのアスベスト等の飛散による環 

境汚染に備えて、あらかじめモニタリング体制を

整備しておく。 

オ 災害廃棄物に関する情報及び災害廃棄物処理支 

援ネットワーク（D.Waste Net ）や地域ブロック

協議会の取組み等に関して、ホームページ等にお

いて公開する等、周知に努める。 

カ 市社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、

被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等

に係る連絡体制を構築する。また、地域住民やＮＰ

Ｏ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方

法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボラン

ティア活動の環境整備に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

75 第 1章 第 2節 1 9 第２節 建築物の安全強化 

 

１ 建築物の耐震対策の促進 

市は、「第二期寝屋川市住宅・建築物耐震改修

促進計画（平成29年３月）」に基づき、昭和56年

６月の新耐震基準適用以前の構造基準で設計・建

築された既存建築物で、住宅、特定既存耐震不適

格建築物及び公共建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進に努める。 

また、建築物の新築に際しても防災上の重要度等に

応じた耐震対策を実施する。 

 

 

 

 

第２節 建築物の安全強化 

 

１ 住宅・建築物の耐震対策等の促進 

市は、「第二期寝屋川市住宅・建築物耐震改修促

進計画（平成29年３月）」に基づき、「寝屋川市 

住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を毎

年度策定し、昭和56年６月の新耐震基準適用以前

の構造基準で設計・建築された既存建築物で、住

宅、特定既存耐震不適格建築物及び公共建築物の

耐震診断及び耐震改修の促進に努める。 

また、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪（建築

物の耐震改修の促進に関する法律による耐震改修

促進計画）」に基づき、地震に対する安全性が明

らかでない住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修

等の促進と、ブロック塀等の安全対策や家具の転

倒防止の促進について、さらなる取組み強化を図

るとともに、天井等の２次構造部材の脱落防止等

の落下物対策についても、適切に実施する。市の

耐震改修促進計画については、「住宅建築物耐震

10ヵ年戦略・大阪」を踏まえて見直しを行い、地

域特性に応じた施策の展開や計画的な公共建築物

の耐震化を図る。 

建築物の新築に際しても、防災上の重要度等に応じ

た耐震対策を実施する。 

 

・関係計画の改訂に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

76 第 1章 第 2節 1 9 イ 市 

(ｱ) 所有者等に対して、防災意識の向上と耐震化

の支援施策を講じる。また、住宅の耐震化に対

する理解を深めるため確実な普及啓発に取り

組む。 

(ｲ) 所有者等にとって耐震診断・耐震改修を行い

やすい環境の整備や負担軽減のための費用の補

助制度の実施等、耐震診断・耐震改修の促進に

必要な施策を講じる。 

(ｳ) 様々な理由により建物全体の耐震化が困難な

場合は、最低限「命を守る」ための改修等を促

進する。 

(ｴ) 市営住宅に入居されている方の安全・安心の

観点から、順次耐震診断を実施する。また、耐

震診断結果や耐震改修による経済的効果等を

考慮して、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の空き

家ストック等を活用した借上住宅の供給を推

進する。 

 

イ 市 

(ｱ) 所有者等に対して、防災意識の向上と耐震化

の支援施策を講じる。また、住宅の耐震化に対す

る理解を深めるため、旧耐震基準で建築された

住宅を対象に相談会等を実施し、確実な普及啓

発に取り組む。 

(ｲ) 所有者等にとって耐震診断・耐震改修を行い

やすい環境の整備や負担軽減のための費用の補

助制度の実施等、耐震診断・耐震改修の促進に必

要な施策を講じる。 

(ｳ) 様々な理由により建物全体の耐震化が困難な

場合は、最低限「命を守る」ための改修等を促進

する。 

(ｴ) 市営住宅に入居されている方の安全・安心の

観点から、耐震診断結果や耐震改修による経済

的効果等を考慮して、公的賃貸住宅や民間賃貸

住宅の空き家ストック等を活用した借上住宅の

供給を推進する。 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

77 第 1章 第 3節 1 10 (2) 特定既存耐震不適格建築物（民間）の耐震診 

断・耐震改修 

 
 

特定既存耐震不適格建築物とは 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、「耐震改修促進法」という）第 14条で

次のとおり規定されている。 

○ １号特定既存耐震不適格建築物 

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームそ

の他多数の者が利用する建築物で一定規模以上のもの（耐震改修促進法第 14 条

第１号、耐震改修促進法施行令第６条） 

○ ２号特定既存耐震不適格建築物 

火薬類、石油類その他政令で定める危険物の一定数量以上のものの貯蔵場又は

処理場の用途に供する建築物（耐震改修促進法第 14 条第２号、耐震改修促進法

施行令第７条） 

○ ３号特定既存耐震不適格建築物 

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を

妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物（耐震

改修促進法第14条第３号） 

平成32年度における住宅（戸建て住宅、共同住

宅）の耐震化率の目標値を95％とする。 

(2) 特定既存耐震不適格建築物（民間）の耐震診 

断・耐震改修 

 

 

 

 

特定既存耐震不適格建築物とは 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、「耐震改修促進法」という）第 14条で

次のとおり規定されている。 

○ １号特定既存耐震不適格建築物 

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人

ホームその他多数の者が利用する建築物で一定規模以上のもの（耐震改修促進法

第 14条第１号、耐震改修促進法施行令第６条） 

○ ２号特定既存耐震不適格建築物 

火薬類、石油類その他政令で定める危険物の一定数量以上のものの貯蔵場又は

処理場の用途に供する建築物（耐震改修促進法第 14 条第２号、耐震改修促進法

施行令第７条） 

○ ３号特定既存耐震不適格建築物 

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を

妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物（耐震

改修促進法第 14条第３号） 

令和２年度における住宅（戸建て住宅、共同住

宅）の耐震化率の目標値を95％とする。 

・関連計画の内容に基

づく修正 

 

78 第 1章 第 3節 1 10 イ 市 

 (ｳ) 広域緊急交通路沿道建築物については、道路    

 機能を確保するため、平成30年度までに、全ての 

対象建築物の耐震改修等の終了を目指す。 

イ 市 

 (ｳ) 広域緊急交通路沿道建築物については、道路

機能を確保するため、令和７年度までに、全ての

対象建築物の耐震改修等の終了を目指す。 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

79 第 1章 第 3節 1 14 第３節 水害予防対策の推進 

 

１ 河川対策 

(1) 河川の改修 

(ｱ) 国土交通大臣管理河川の改修（近畿地方整

備局） 

a  200年に一度発生する可能性のある降雨 

による洪水を対象として、計画的な河道改

修やダムの建設を実施する。 

b  河道改修やダムの建設の他に、流域貯留 

施設の整備や雨水の流出抑制など、総合治

水対策を進める。 

c  堤防が計画規模を上回る洪水により破堤した

場合の甚大な被害を避けるため、淀川で高規格

堤防（スーパー堤防）の整備を進める。 

第３節 水害予防対策の推進 

 

１ 河川対策 

(1) 河川の改修 

(ｱ) 国土交通大臣管理河川の改修（近畿地方整備

局） 

a  200年に一度発生する可能性のある降雨に

よる洪水を対象として、計画的な河道改修

やダムの建設を実施する。 

b 河道改修やダムの建設のほかに、流域貯留

施設の整備や雨水の流出抑制など、総合治

水対策を進める。 

 C 堤防が計画規模を上回る洪水により破堤した

場合の甚大な被害を避けるため、淀川で高規格

堤防（スーパー堤防）の整備を進める。 

 

・字句の修正  

80 第 1章 第 3節 2 15 市管理河川等 

古川、北谷川、宇谷川、楠根川、用排水路 

市管理河川等 

古川水路、北谷川、宇谷川、楠根川、用排水路 

・字句の修正  

81 第 1章 第 3節 2 15  ２ 雨水出水対策 

市は、市街地における浸水被害の軽減を図るた

め、下水道の整備による雨水対策に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

82 第 1章 第 3節 3 15 ２ 水害減災対策 

洪水及び雨水出水に対する事前の備えと洪水時の

迅速かつ的確な情報提供・避難により、水災の軽減を

図るため、洪水予報、水位周知河川の洪水特別警戒水

位(氾濫危険水位)到達情報の発表、水防警報の発表、

想定しうる最大規模の降雨による浸水想定区域の指

定・公表、洪水リスクの開示、避難体制の整備を行う 

 

３ 水害減災対策 

洪水及び雨水出水に対する事前の備えと洪水時の迅

速かつ的確な情報提供・避難により、水災の軽減を図

るため、洪水予報、水位周知河川の洪水特別警戒水位

(氾濫危険水位)到達情報の発表、水防警報の発表、想

定しうる最大規模の降雨による浸水想定区域の指定・

公表、洪水リスクの開示、避難体制の整備を行う 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・項目番号の修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

83 第 1章 第 3節 3 15 (1) 洪水予報及び水防警報等 

ア 洪水予報 

(ｱ) 近畿地方整備局は、二以上の府県の区域にわた

る河川その他の流域面積が大きく洪水により重大

な損害を生ずるおそれのあるものとして指定した

河川について、気象庁と共同して洪水予報を行い、

市及び府に通知するとともに、報道機関の協力を

求めて市民に周知する。 

 

洪水予報河川（近畿地方整備局） 

淀  川 

 

(ｱ) 府は、管理河川のうち、流域面積が大きく洪水

により重大な損害を生ずるおそれのあるものとし

て指定した河川について、気象庁と共同して洪水

予報を行い、水防管理者等に通知するとともに、

報道機関の協力を求めて市民に周知する。 

 

洪水予報河川（府） 

寝屋川、古川 
 

(1) 洪水予報及び水防警報等 

ア 洪水予報 

近畿地方整備局は、二以上の府県の区域にわたる

河川その他の流域面積が大きく洪水により重大な損

害を生ずるおそれのあるものとして指定した河川に

ついて、大阪管区気象台と共同して洪水予報を行い、

市及び府に通知するとともに、報道機関の協力を求

めて市民に周知する。 

 

洪水予報河川（近畿地方整備局） 

淀  川 

 

(ｱ) 府は、管理河川のうち、流域面積が大きく洪水に

より重大な損害を生ずるおそれがあるものとして

指定した河川について、大阪管区気象台と共同し

て洪水予報を行い、水防管理者等に通知するとと

もに、報道機関の協力を求めて市民に周知する。 

 

洪水予報河川（府） 

寝屋川、古川 

 

 (ｳ) 府及び近畿地方整備局は、市長による洪水時に

おける避難勧告等の発令に資するよう、市長へ河

川の状況や今後の見通し等を直接伝えるよう努め

る。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・字句の修正 

差し替え 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

84 第 1章 第 3節 3 16 イ 特別警戒水位の設定及び到達情報の発表 

府は、洪水予報河川以外の管理河川で、洪水により

府民経済上、相当な損害が生じるおそれがある河川を

水位周知河川（水位情報周知河川）として指定し、洪

水特別警戒水位（氾濫危険水位）、警戒水位（氾濫注意

水位）を超える水位であって洪水による災害の発生を

特に警戒すべき水位を設定し、当該河川の水位がこれ

に達した場合は、その旨を水防管理者等に通知すると

ともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて市民に周

知する。 

 

水位周知河川（水位情報周知河川） 

市には該当河川なし 

 

また、市又は府は、各々が管理する公共下水道

等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生

ずるおそれがあるものとして下水道（水位周知下

水道）を指定した場合、雨水出水による災害の発

生を特に警戒すべき水位（雨水出水特別警戒水位）

を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したと

きは、水防管理者等に通知するとともに、必要に

応じ報道機関の協力を求めて市民に周知する。 

  

イ 特別警戒水位の設定及び到達情報の発表 

府は、洪水予報河川以外の管理河川で、洪水により府

民経済上、相当な損害が生じるおそれがある河川を水

位周知河川として指定し、洪水特別警戒水位（氾濫危険

水位）、警戒水位（氾濫注意水位）を超える水位であっ

て洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位を設定

し、当該河川の水位がこれに達した場合は、その旨を水

防管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関

の協力を求めて市民に周知する。 

また、その他の河川についても、役場等の所在地

に係る河川については、雨量の情報を活用する等、

河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、市等へ河

川水位やカメラ画像等の情報を提供するよう努め

る。 

府は、市長による洪水時における避難勧告等の発

令に資するよう、市長へ河川の状況や今後の見通し

等を直接伝えるよう努める。 

 

水位周知河川 

市には該当河川なし 

 

また、市又は府は、各々が管理する公共下水道等

の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ず

るおそれがあるものとして下水道（水位周知下水

道）を指定した場合、雨水出水による災害の発生を

特に警戒すべき水位（雨水出水特別警戒水位）を定

め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、

水防管理者等に通知するとともに、必要に応じ報

道機関の協力を求めて市民に周知する。 

 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・字句の修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

85 第 1章 第 3節 3 17 オ 浸水想定区域の指定・公表 

(ｲ) 府は、水防法第 14 条第１項の規定により洪水

予報河川及び水位周知河川（水位情報周知河川）

が氾濫した場合に浸水が予想される区域を浸水

想定区域に指定し、その区域及び浸水した場合

に想定される水深等を公表している。 

淀川水系寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、

平野川分水路、古川、楠根川浸水想定区域図（平

成16年３月、平成18年３月、府が公表：寝屋川、

第二寝屋川、恩智川、平野川、平野川分水路、古

川、楠根川の外水氾濫による浸水）は、洪水防御

に関する計画(淀川水系寝屋川ブロック河川整

備計画)の基本となる降雨（昭和32年６月に八尾

で観測した戦後最大実績降雨、寝屋川流域の日

雨量311.2mm）を想定して作成されている。これ

は寝屋川総合治水対策の計画降雨となってい

る。 

 

オ 浸水想定区域の指定・公表 

(ｲ) 府は、想定し得る最大規模の降雨により、洪水

予報河川及び水位周知河川が氾濫した場合に浸

水が予想される区域を洪水浸水想定区域に指定

し、その区域及び浸水した場合に想定される水

深、浸水継続時間等を公表している。 

 淀川水系寝屋川・第二寝屋川・恩智川・平野

川・平野川分水路・古川・楠根川・城北川洪水

浸水想定区域図（平成 31 年３月、大阪府寝屋川

水系改修工営所が作成）は、大阪府管理河川に

ついて、水防法の規定（一部準用）に基づき、

想定最大規模及び計画規模の降雨により想定さ

れる浸水深、想定最大規模降雨に伴う浸水継続

時間、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生

が想定される区域を表示した図面であり、河川

が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーショ

ンにより予測したものである。最大規模の降雨

は、京橋地点上流域の 24 時間総雨量 683mm、１

時間最大雨量 138.1mm である。また、計画規模

の降雨は、京橋地点上流域の 24 時間総雨量

311.2mm、１時間最大雨量 62.9mm としており、

これは、洪水防御に関する計画(淀川水系寝屋川

ブロック河川整備計画)の基本となる降雨（昭和

32 年６月に八尾で観測した戦後最大実績降雨、

寝屋川流域の日雨量 311.2mm）である。また、こ

れは寝屋川総合治水対策の計画降雨となってい

る。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

86 第 1章 第 3節 3 18 (ｳ) 府は、「今後の治水対策の進め方（平成 22 年６

月）」に基づき、府管理の全 154 河川について、

様々な降雨を想定し、氾濫による地先の「危険度

（浸水深と氾濫水の流体力で評価）」等を洪水リ

スク表示図として平成 24 年３月に公表している。

想定降雨は、1/10 確率降雨（概ね 50mm/hr）、1/30

確率降雨（概ね 65mm/hr）、1/100 確率降雨（概ね

80mm/hr）及び 1/200 確率降雨（概ね 90mm/hr）と

している。 

 

(ｳ) 府は、「今後の治水対策の進め方（平成 22 年６

月）」に基づき、府管理の全 154 河川について、

様々な降雨を想定し、氾濫による地先の「危険度

（浸水深と氾濫水の流体力で評価）」等を洪水リス

ク表示図として平成 24 年３月に公表している。想

定降雨は、1/10 確率降雨（おおむね 50mm/hr）、

1/30 確率降雨（おおむね 65mm/hr）、1/100 確率降

雨（おおむね 80mm/hr）及び 1/200 確率降雨（おお

むね 90mm/hr）としている。 

 

・字句の修正  

87 第 1章 第 3節 3 18  カ 浸水被害軽減地区の指定 

水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣

接し、又は近接する区域を含み、河川区域（河川法

第六条第一項に規定する河川区域をいう。）を除

く。）内にある輪中堤防等盛土構造物が浸水の拡大

を抑制する効用があると認めたときには、河川管

理者から必要な情報提供及び助言等を受けつつ、

浸水被害軽減地区に指定することができる。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

88 第 1章 第 3節 3 18 カ 洪水リスクの開示 

（中略） 

 (ｲ) 洪水リスクの周知及び利用 

市及び府は、市民に分かりやすい洪水リスクの開示

に努める。また、公表された洪水リスクを市民に周知

させるため、説明会・講習会等の必要な措置を採るよ

うに努めるとともに、洪水時の円滑で迅速な避難の確

保を図るために必要な措置に関する計画を策定する際

に参考とする。 

 

※ 浸水想定区域図と洪水リスク表示図の相違点 

例えば「寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、平野

川分水路、古川、楠根川浸水想定区域図」は、戦後最

大実績降雨を想定して、現状での浸水域、浸水深を表

示している。（外水氾濫） 

一方、「洪水リスク表示図」は様々な降雨（10 年、30

年、100年、200年に一度の規模の降雨）を想定し、現

状及び治水対策実施後における浸水域、浸水深を表示

している。（寝屋川流域においては外水に加え、内水氾

濫も考慮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 洪水リスクの開示 

（中略） 

 (ｲ) 洪水リスクの周知及び利用 

市及び府は、公表された洪水リスクを分かりやす

く市民に周知するとともに、災害時にとるべき行動に

ついて普及啓発するため、説明会・講習会等の必要な措

置を採るように努めるとともに、洪水時の円滑で迅速

な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画を

策定する際に参考とする。 

市は、ハザードマップ等の作成に当たっては、早期の

立退き避難が必要な区域を明示し、加えて、避難時に活

用する道路において冠水が想定されていないか市民等

に確認を促すよう努める。また、ハザードマップ等の配

布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや

住宅の条件等を考慮した上でとるべき行動や適切な避

難先を判断できるよう周知に努めるとともに、安全な

場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避

難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてある

こと、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべ

きこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努

める。 

※ 浸水想定区域図と洪水リスク表示図の相違点 

例えば「寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、平野

川分水路、古川、楠根川浸水想定区域図」は、戦後最

大実績降雨を想定して、現状での浸水域、浸水深を表

示している。（外水氾濫） 

一方、「洪水リスク表示図」は様々な降雨（10 年、30

年、100年、200年に一度の規模の降雨）を想定し、現

状及び治水対策実施後における浸水域、浸水深を表示

している。（寝屋川流域においては外水に加え、内水氾

濫も考慮） 
 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

89 第 1章 第 3節 3 19 キ 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避 難の

確保 

市は、上記の淀川、寝屋川、古川の各浸水 想

定区域に、洪水時の避難予定場所（指定避難所・

指定緊急避難場所）などを示した洪水ハザードマ

ップを市民に配布している。 

(ｱ) 市は、浸水想定区域の指定があった場合は、市地

域防災計画において、当該浸水想定区域ごとに、次

に掲げる事項について定め、洪水ハザードマップ等

により市民に周知し、上記の淀川水系浸水想定区域

図、寝屋川浸水想定区域図に基づく対応を定める。 

ａ 洪水予報等の伝達方法 

① 広報車 

② 防災行政無線 

③ 電話、ＦＡＸ 

④ 電子メール等 

 

ク 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確

保 

市は、上記の淀川、寝屋川、古川の各浸水想定区

域に、洪水時の避難予定場所（指定避難所・指定緊

急避難場所）などを示した洪水ハザードマップを

市民に配布している。 

(ｱ) 市は、浸水想定区域の指定があった場合は、市地域

防災計画において、当該浸水想定区域ごとに、次に掲

げる事項について定め、洪水ハザードマップ等によ

り市民に周知し、上記の淀川水系浸水想定区域図、寝

屋川浸水想定区域図に基づく対応を定める。 

ａ 洪水予報等の伝達方法 

① 広報車 

② 防災行政無線（戸別受信機を含む。） 

③ 電話、ＦＡＸ 

④ 電子メール等 

 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

・項目番号の修正 

 

90 第 1章 第 3節 3 20 ｃ 浸水想定区域内にある次の施設の名称と所在地 

① 地下施設（地下に設けられた不特定かつ多数

の者が利用する施設をいう。）で洪水時に利用者

の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を

図ることが必要なもの 

② 要配慮者利用施設（主として避難行動要支援

者等、特に防災上の配慮を要する者が利用する

施設）で洪水時に利用者の円滑かつ迅速な避難

の確保を図ることが必要なもの 

③ 大規模工場等（大規模な工場その他地域の社会

経済活動に重大な影響が生じる施設）の所有者

又は管理者から申出があった施設で洪水時に浸

水の防止を図る必要があるもの 

ｃ 浸水想定区域内にある次の施設の名称と所在地 

① 地下施設（地下に設けられた不特定かつ多数

の者が利用する施設をいう。）等で洪水時等に利

用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防

止を図ることが必要なもの 

② 要配慮者利用施設（主として避難行動要支援

者等、特に防災上の配慮を要する者が利用する

施設）で洪水時等に利用者の円滑かつ迅速な避

難の確保を図ることが必要なもの 

③ 大規模工場等（大規模な工場その他地域の社

会経済活動に重大な影響が生じる施設）の所有者

又は管理者から申出があった施設で洪水時等に

浸水の防止を図る必要があるもの 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

91 第 1章 第 3節 3 20 (ｲ) 上記ｃにより市地域防災計画にその名称及び

所在地を定められた地下施設等、要配慮者利用

施設、大規模工場等の所有者又は管理者は、次

の措置を採る。 

① 地下施設等の所有者又は管理者 

地下施設等の所有者又は管理者は、単独で又は

共同して、防災体制に関する事項、避難誘導に関

する事項、浸水の防止のための活動に関する事項、

避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整

備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自

衛水防組織の業務に関する事項等を定めた避難確

保計画（「避難確保・浸水防止計画」）を作成する

とともに、避難確保・浸水防止計画に基づき自衛

水防組織を設置する。作成した避難確保・浸水防

止計画、自衛水防組織の構成員等について市長に

報告するとともに、当該計画を公表する。なお、避

難確保・浸水防止計画を作成しようとする場合に

おいては、接続ビル等（地下施設等と連続する施

設であって、当該地下施設等の利用者の洪水時等

の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼ

すおそれのある施設）の管理者等の意見を聴くよ

う努める。 

 

(ｲ) 上記ｃにより市地域防災計画にその名称及び

所在地を定められた地下施設等、要配慮者利用

施設、大規模工場等の所有者又は管理者は、次の

措置を採る。 

① 地下施設等の所有者又は管理者 

浸水想定区域内に位置する地下施設等又は主と

して防災上の配慮を有する者が利用する社会福祉

施設、学校、医療施設等の所有者又は管理者は、単

独で又は共同して、防災体制に関する事項、避難誘

導に関する事項、浸水の防止のための活動に関する

事項、避難の確保及び浸水の防止を図るための施設

の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、

自衛水防組織の業務に関する事項等を定めた計画

（「避難確保・浸水防止計画」）を作成するととも

に、避難確保・浸水防止計画に基づき自衛水防組織

を設置する。作成した避難確保・浸水防止計画、自

衛水防組織の構成員等について市長に報告すると

ともに、当該計画を公表する。なお、避難確保・浸

水防止計画を作成しようとする場合においては、接

続ビル等（地下施設等と連続する施設であって、当

該地下施設等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速

な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのある

施設）の管理者等の意見を聴くよう努める。また、

当該計画に基づき、避難誘導、浸水防止活動等の訓

練を実施し、その訓練結果を市長に報告する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

92 第 1章 第 3節 3 20 ② 要配慮者利用施設の所有者又は管理者 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係

機関の協力を得て、防災体制に関する事項、避難

誘導に関する事項、避難の確保を図るための施設

の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事

項、自衛水防組織の業務に関する事項等を定めた

計画（「避難確保計画」）の作成、当該計画に基づ

く自衛水防組織の設置に努めるものとし、作成し

た計画及び自衛水防組織の構成員等について市長

に報告する。また、当該計画に基づき、避難誘導等

の訓練の実施に努める。 

 

② 要配慮者利用施設の所有者又は管理者 

浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設の

所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、防災

体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難の

確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教

育・訓練に関する事項、水防法に基づき設置した自

衛水防組織の業務に関する事項等を定めた計画

（「避難確保計画」）を作成する。また、作成した

計画及び自衛水防組織の構成員等について市長に

報告するとともに、当該計画に基づき、避難誘導等

の訓練を実施する。 

 

・法令の改正、制定に基

づく修正 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

93 第 1章 第 3節 3 20 ③ 大規模工場等の所有者又は管理者 

大規模工場等の所有者又は管理者は、防災体制

に関する事項、浸水の防止のための活動に関する

事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組

織の業務に関する事項等を定めた計画（「浸水防

止計画」）の作成及び浸水防止計画に基づく自衛

水防組織の設置に努めるものとし、作成した浸水

防止計画、自衛水防組織の構成員等について市長

に報告する。また、当該計画に基づき、浸水防止

活動等の訓練の実施に努める。 

 

③ 大規模工場等の所有者又は管理者 

浸水想定区域内に位置する大規模工場等の所有者又

は管理者は、防災体制に関する事項、浸水の防止のため

の活動に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自

衛水防組織の業務に関する事項等を定めた計画（「浸水

防止計画」）の作成及び浸水防止計画に基づく自衛水防

組織の設置に努めるものとし、作成した浸水防止計画、

自衛水防組織の構成員等について市長に報告する。ま

た、当該計画に基づき、浸水防止活動等の訓練の実施に

努める。 

・法令の改正、制定に基

づく修正 

 

94 第 1章 第 3節 3 21 

 

 

 

 

 

(ｳ) 市及び府は、要配慮者利用施設の避難確保に関

する計画や避難訓練の実施状況等について、定期

的に確認するよう努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

95 第 1章 第 3節 3 21 （3） 短時間強雨と内水氾濫対策 

近年、１時間降水量50mm以上の短時間強雨（局地

的大雨や集中豪雨）の降る回数は、過去30年で見る

と増加傾向にある。そのため、１時間降雨量50mmを

基準として整備されている排水路や下水道では排

水不良となり雨水があふれ出すため、短時間で特

定の地区が浸水する。 

都市部での雨水の排出は、下水道や暗渠となっ

た小河川に頼っているため、地下の水量を確認す

る手だてがなく、外水氾濫のように氾濫危険水位

等の所定の水位への到達により避難するという対

応ができない。 

また、局地的大雨・集中豪雨をもたらす積乱雲

が、いつ、どこの地域に発生し、どれくらいの降雨

があるのかが予測困難という問題もある。 

局地的大雨・集中豪雨によって起こる内水氾濫

に的確に対処するためには、どの程度の強さの雨

で、どこが、どれくらいの時間で、どれくらい冠水

するか、ということが事前に把握されている必要

があり、シミュレーションに基づいた寝屋川市内

水ハザードマップによる事前の対策の検討を行

う。 

 

(2)  短時間強雨と内水氾濫対策 

近年、１時間降水量50mm以上の短時間強雨（局地

的大雨や集中豪雨）の降る回数は、過去30年で見る

と増加傾向にある。そのため、１時間降雨量50mmを

基準として整備されている排水路や下水道では排

水不良となり雨水があふれ出すため、短時間で特定

の地区が浸水する。 

都市部での雨水の排出は、下水道や暗渠となった

小河川に頼っているため、地下の水量を確認する手

だてがなく、外水氾濫のように氾濫危険水位等の所

定の水位への到達により避難するという対応がで

きない。 

また、局地的大雨・集中豪雨をもたらす積乱雲が、

いつ、どこの地域に発生し、どれくらいの降雨があ

るのかが予測困難という問題もある。 

局地的大雨・集中豪雨によって起こる内水氾濫に

的確に対処するためには、どの程度の強さの雨で、

どこが、どれくらいの時間で、どれくらい冠水する

か、ということが事前に把握されている必要があ

り、シミュレーションに基づいた寝屋川市内水ハザ

ードマップによる事前の対策の検討を行う。 

 

・項目番号の修正  



総則・災害予防対策編 第２部 予防対策 

-52- 

NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

96 第 1章 第 3節 4 21 ３ 地下空間浸水災害対策の強化 

 

４ 地下空間浸水災害対策の強化 

  

・項目番号の修正  

97 第 1章 第 3節 5 21 ４ 浸水対策 

(4) 雨水の流出抑制 

浸水は、集中豪雨等による雨水が、河川や水

路等へ急激に流入するため発生する。これを防

止するため、市・府及び国は次のような雨水の

流出抑制対策を推進する。 

（中略） 

オ 校庭公園貯留浸透施設などの雨水貯留施

設の整備 

 

５ 浸水対策 

(4) 雨水の流出抑制 

浸水は、集中豪雨等による雨水が、河川や水路等へ

急激に流入するため発生する。これを防止するため、

市・府及び国は次のような雨水の流出抑制対策を推

進する 

（中略） 

オ 公園貯留浸透施設などの雨水貯留施設の整備 

・項目番号の修正 

・字句の修正 

 

98 第 1章 第 3節 6 23 ５ 防災訓練の実施・指導 

 

６ 防災訓練の実施・指導 

 

・項目番号の修正  

99 第 1章 第 3節 6 23 (2) 地下空間等の防災訓練 

ア 市地域防災計画に名称及び所在地を定めら

れた地下空間等の所有者又は管理者は、洪水時

の避難確保及び浸水防止に関する計画に基づ

き、避難誘導、浸水防止活動等の訓練を実施す

る。 

イ 市地域防災計画に名称及び所在地を定めら

れた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、

洪水時の避難確保に関する計画に基づき、避難

誘導等の訓練の実施に努める。 

ウ 市地域防災計画に名称及び所在地を定めら

れた大規模工場等の所有者又は管理者は、洪水

時の浸水防止に関する計画に基づき、浸水防止

活動等の訓練の実施に努める。 

 

(2) 地下空間等の防災訓練 

ア 市地域防災計画に名称及び所在地を定められ

た地下空間等の所有者又は管理者は、洪水時の

避難確保及び浸水防止に関する計画に基づき、

避難誘導、浸水防止活動等の訓練を実施する。 

イ 市地域防災計画に名称及び所在地を定められ

た要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、洪

水時の避難確保に関する計画に基づき、避難誘

導等の訓練の実施に努める。 

    また、市及び府は、要配慮者利用施設の避難確保

に関する計画の策定状況や避難訓練の実施状況等に

ついて、定期的に確認するよう努める。 

ウ 市地域防災計画に名称及び所在地を定められ

た大規模工場等の所有者又は管理者は、洪水時

の浸水防止に関する計画に基づき、浸水防止活

動等の訓練の実施に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 



総則・災害予防対策編 第２部 予防対策 

-53- 

NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

100 第 1章 第 3節 7 23  ７ 水防と河川管理等の連携 

(1) 府は、水防計画の策定に当たっては、洪水・雨水出

水の発生時における水防活動その他の危険を伴う水

防活動に従事する者の安全の確保を図るよう配慮す

るとともに、必要に応じて、河川管理者又は下水道管

理者の同意を得た上で、河川管理者等の協力につい

て水防計画に定め、当該計画に基づく河川又は下水

道に関する情報の提供等水防と河川管理等の連携を

強化する。 

(2) 市及び府は、国や府が組織する複合的な災害にも

多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させるた

めのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進

することを目的とした「淀川管内水害に強い地域づ

くり協議会」及び「府内各地域の水防災連絡協議会」

等を活用し、国、河川管理者、水防管理者等の多様な

関係者で、密接な連携体制を構築する。 

(3) 水防管理者は、委任を受けた民間事業者が水防活

動を円滑に実施できるよう、あらかじめ、災害協定等

の締結に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

101 第 1章 第 3節 8 24  ８ 水防団の強化 

市及び府は、水防団及び水防協力団体の研修・訓練 

や、災害時における水防活動の拠点となる施設の整備

を図り、水防資機材の充実を図る。また、青年層・女性

層の団員への参加促進、処遇の改善等により、水防団

の活性化を推進するとともに、ＮＰＯ、民間事業者 、

自治会等多様な主体を水防協力団体として指定するこ

とで水防活動の担い手を確保し、その育成、強化を図

る。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

102 第 1章 第 3節 9 24  ９ ため池の治水活用 

府は、台風や局地的豪雨時の流域における洪水発 

生の防止や浸水被害の軽減など、地域の安全安心を確

保するため、ため池の持つ洪水調節機能を活用した余

水吐の改良等の整備を行う。 

市は、府及びため池管理者等関係機関と連携して、

その機能の保全に努める。 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

103 第 1章 第 3節 10 24 ６ ため池等農業用水利施設の総合的な防災・減災対       

策 

(1) ため池防災対策 

ア おおむね 200 年に一度発生する可能性のある降雨

に対して、ため池の安全を保てるよう計画的に改修

を進める。 

イ 想定される直下型地震、海溝型地震の地震動に対

して、堤体が損傷を受けても決壊しないよう計画的

に耐震整備を進める。 

ウ 危険箇所の早期発見や適正な維持管理を進める。

（ため池補強事業の推進） 

市は、主要なため池について調査の上、危険度の

高いため池について、各ため池管理者に対し、その

対策について啓発指導に当たるとともに、危険なた

め池について、ため池管理者と協議を行い、補強事

業の推進を図る。 

 

10 ため池等農業用水利施設の総合的な防災・減災対   

策 

(1) ため池防災対策 

ア おおむね 200 年に一度発生する可能性のある降

雨に対して、ため池の安全を保てるよう計画的に

改修を進める。 

イ 危険箇所の早期発見や適正な維持管理を進め

る。（ため池補強事業の推進） 

市は、主要なため池について調査の上、危険度の

高いため池について、各ため池管理者に対し、その

対策について啓発指導に当たるとともに、危険な

ため池について、ため池管理者と協議を行い、補強

事業の推進を図る。 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 

・項目番号の修正 

 

104 第 1章 第 3節 10 24 (2) ため池の減災対策 

ア 耐震性の調査・診断 

想定される大規模地震動に対する堤体の安全性に

ついて、計画的に調査・診断を進める。 

イ 防災意識の向上と体制整備 

ハザードマップの作成、情報伝達・連絡体制整備

を進める。 

ウ 水防監視体制の強化 

(ｱ) ため池管理者は、随時ため池を巡視して危険箇所

の把握に努め、立札等により市民の注意を促すとと

もに、毎年出水期に先立ち、門扉の操作に支障がな

いよう整備点検及び監視体制を強化する。 

(ｲ) 市は、気象状況及びため池管理者の報告等により、

災害発生のおそれがある場合には、水利組合・消防

団・地域住民の協力を得て巡視など監視体制の強化

を図る。 

エ ため池水防資機材 

ため池管理者は、ため池水防上の必要度に応じて、

所要の資機材を整備する。 

 

(2) ため池の減災対策 

ア 防災意識の向上と体制整備 

ハザードマップの作成、情報伝達・連絡体制整備を

進める。 

イ 水防監視体制の強化 

(ｱ) ため池管理者は、随時ため池を巡視して危険箇所

の把握に努め、立札等により市民の注意を促すとと

もに、毎年出水期に先立ち、門扉の操作に支障がない

よう整備点検及び監視体制を強化する。 

(ｲ) 市は、気象状況及びため池管理者の報告等により、

災害発生のおそれがある場合には、水利組合・消防

団・地域住民の協力を得て巡視など監視体制の強化

を図る。 

ウ ため池水防資機材 

ため池管理者は、ため池水防上の必要度に応じて、所

要の資機材を整備する。 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 

・項目番号の修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

105 第 1章 第 3節 11 25 ７ 地盤沈下対策 

市域は、地下水の汲み上げによる土地の低下や

堤防の沈下などの地盤沈下により台風や大雨によ

る災害が発生しないよう、工業用水法（第３条第

１項）及び大阪府生活環境の保全に関する条例（第

70条第１項）に基づく規制区域に指定されており、

地下水の採取規制を行っている。 

11 地盤沈下対策 

市域は、地下水の汲み上げによる土地の低下や堤

防の沈下などの地盤沈下により台風や大雨による災

害が発生しないよう、工業用水法（第３条第１項）及

び大阪府生活環境の保全等に関する条例（第70条第

１項）に基づく規制区域に指定されており、地下水の

採取規制を行っている。 

 

・項目番号の修正  

106 第 1章 第 4節 1 26 第４節 土砂災害予防対策の推進 

 

１ 土石流対策（砂防） 

(3) 市及び府は、「土石流危険渓流及び危険区域」の把

握・周知に努める。 

(4) 市・府及び関係機関は、災害情報の収集及び伝達、

避難、救助等の活動が迅速かつ的確に遂行されるよ

う警戒避難体制の整備に努める。 

 

第４節 土砂災害予防対策の推進 

 

１ 土石流対策（砂防） 

(3) 府は、特に、土砂・流木による被害の危険性が高い

渓流において、土砂・流木補足効果の高い透過型砂防

堰堤等の整備に努める。 

(4) 市及び府は、「土石流危険渓流及び危険区域」の把

握・周知に努める。 

(5) 市・府及び関係機関は、災害情報の収集及び伝達、

避難、救助等の活動が迅速かつ的確に遂行されるよ

う警戒避難体制の整備に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・項目番号の修正 

 

 

107 第 1章 第 4節 3 27 ３ 土砂災害警戒区域等における防災対策 

(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指

定 

府は、土砂災害により被害のおそれのある地域の

地形、地質、降水及び土地利用状況等についての基

礎調査を行い、市町村長の意見を聴きながら、土砂

災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定（土

砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律第７条、第９条）し、その範囲を示し

た図面を公表する。 

市においては、土砂災害警戒区域が 42区域、土砂

災害特別警戒区域が 41区域指定されている。土砂災

害警戒区域のうち、特別警戒区域が指定されていな

い区域についても特別警戒区域の指定を府が行う。

（平成 28年 9月公表） 

 

３ 土砂災害警戒区域等における防災対策 

(1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指

定 

府は、土砂災害により被害のおそれのある地域の

地形、地質、降水及び土地利用状況等についての基礎

調査を行い、市町村長の意見を聴きながら、土砂災害

警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定（土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第７条、第９条）し、その範囲を示した図面

を公表する。 

市においては、土砂災害警戒区域が 43区域、土砂

災害特別警戒区域が 42区域指定されている。土砂災

害警戒区域のうち、特別警戒区域が指定されていな

い区域についても特別警戒区域の指定を府が行う。

（令和元年 12月公表） 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

108 第 1章 第 4節 3 28 (3)  建築物の構造規制 

府は、土砂災害特別警戒区域において、建築物の構

造が安全なものとなるように構造規制を行う。市は、

同区域内に住宅を新設若しくは建替えを行う際には、

想定される外力に耐えうる構造であるかの建築確認を

行う。 

 

(3)  建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進 

府は、土砂災害特別警戒区域において、建築基準法に

基づく構造規制を踏まえ、建築物の構造を安全なもの

とする。同区域内に住宅を新設若しくは建替えを行う

際には、想定される外力に耐えうる構造であるかの建

築確認を行う。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

109 第 1章 第 4節 3 28 (4) 建築物の移転等の勧告 

府は、土砂災害特別警戒区域において、土砂災害

時に著しい危害が生じるおそれのある建築物の

所有者等に対し、移転等の勧告を行う 

(4) 建築物の移転等の勧告 

府は、土砂災害特別警戒区域において、土砂災害発生

時に著しい危害が生じるおそれのある建築物の所有者

等に対し、移転等の勧告を行う。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

110 第 1章 第 4節 5 28 (5) 警戒避難体制等 

 エ 国土交通省令で定めるところにより、土砂災害に

関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれ

がある場合の避難場所に関する事項その他警戒区域

における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項

を市民に周知させるため、これらの事項を記載した

印刷物（ハザードマップ等）の配布その他の必要な

措置を採る。 

オ 土砂災害に関する実践的な避難訓練の実施等によ

る市民の意識啓発、避難範囲の事前指定の検討、土

砂災害等の危険度を応急的に判断する技術者の養成

等を推進する。 

(5) 警戒避難体制等 

エ 市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配

慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力

を得て、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事

項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、

防災教育・訓練に関する事項等を定めた計画（「避難確

保計画」）を作成する。また、作成した計画は市長に報

告するとともに、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練

を実施する。 

市及び府は、要配慮者利用施設の避難確保に関する

計画や避難訓練の実施状況等について、定期的に確認

するように努める。 

オ 国土交通省令で定めるところにより、土砂災害に関

する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがあ

る場合の避難場所に関する事項その他警戒区域におけ

る円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を市民に

周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザ

ードマップ等）の配布その他の必要な措置を採る。 

カ 土砂災害に関する実践的な避難訓練の実施等による

市民の意識啓発、避難範囲の事前指定の検討、土砂災害

等の危険度を応急的に判断する技術者の養成等を推進

する。 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・項目番号の修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

111 第 1章 第 4節 4 29 ４ 土砂災害警戒情報等の作成・発表 

(1) 土砂災害警戒情報・土砂災害警戒準備情報 

大阪管区気象台と府は連携し、大雨による土

砂災害の危険度が高まった際、市長が防災活動

や市民への避難勧告等の災害予防対応を適切

に行うことができるよう、土砂災害警戒情報を

作成・発表し、市長等に通知及び市民へ周知す

るとともに、避難勧告等の発令対象地域を特定

するための参考情報として、土砂災害警戒情報

を補足する情報の提供に努める。 

また、土砂災害警戒情報の事前情報として土  

砂災害警戒準備情報（避難の準備の目安）を府

独自で発表する。 

(2) 土砂災害の防災情報 

府は、常時、土砂災害警戒情報を補足するた

めの情報として次の情報を公表している。 

ア 全域危険度判定状況 

イ 地域危険度判定状況 

ウ 市町村内危険度判定状況 

エ 雨量観測所危険度判定状況 

オ 雨量レーダー情報 

 

４ 土砂災害警戒情報の作成・発表 

(1) 土砂災害警戒情報 

大阪管区気象台と府は連携し、大雨による土砂

災害の危険度が高まった際、市長が防災活動や市

民への避難勧告等の災害予防対応を適切に行う

ことができるよう、土砂災害警戒情報を作成・発

表し、市長等に通知及び市民へ周知するととも

に、避難勧告等の発令対象地域を特定するための

参考情報として、土砂災害警戒情報を補足する情

報の提供に努める。 

 (2) 土砂災害の防災情報 

府は、常時、土砂災害警戒情報を補足するため

の情報として次の情報を公表している。 

ア 全域危険度判定状況 

イ 地域危険度判定状況 

ウ 市町村内危険度判定状況 

エ 雨量観測所危険度判定状況 

オ 雨量レーダー情報 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・字句の修正 

文章削除 

112 第 1章 第 4節 5 29 ５ 宅地防災対策 

(4) 市は、大規模盛土造成地マップを作成・公表し、

市民等に対して周知を図る。また、滑動崩落のおそ

れが大きく、かつ宅地の災害で相当数の居住者その

他の者に危害を生じるおそれが大きいと判断する

ものについて、「造成宅地防災区域」の指定等の検

討を行う。 

 

５ 宅地防災対策 

(4) 市は、大規模造成地の位置や規模を示した、大規模

盛土造成地マップを公表し、市民の防災意識を高め

るとともに、宅地の安全性の把握及び耐震化を実施

するよう努める。また、滑動崩落のおそれが大きく、

かつ宅地の災害で相当数の居住者その他の者に危害

を生じるおそれが大きいと判断するものについて、

「造成宅地防災区域」の指定等の検討を行う。 

(5) 市は、液状化発生の危険性を示した液状化ハザー

ドマップを作成・公表するよう努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

113 第 1章 第 5節 1 31 第５節 危険物等災害予防対策の推進 

 

府及び枚方寝屋川消防組合は、消防法始め関係

法令の周知徹底、規制を行うとともに、危険物施

設における自主保安体制の確立、保安意識の高揚

を図る。 

１ 危険物災害予防対策 

  （中略） 

第５節 危険物等災害予防対策の推進 

 

枚方寝屋川消防組合及び関係機関は、消防法を始め

関係法令の周知徹底、規制を行うとともに、危険物等施

設における自主保安体制の確立、保安意識の高揚を図

る。 

事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸水想

定区域及び土砂災害警戒区域等の該当性並びに被害想

定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危

険物等災害の拡大が想定される場合は、防災のための

必要な措置の検討や、応急対策に係る計画の作成等の

実施に努める。 

１ 危険物災害予防対策 

  枚方寝屋川消防組合及び関係機関は、各種危険物

による災害の発生を防止するため、危険物施設事業

所の保安体制の強化、法令に定めるところによる適

正な保安措置の指導を行うとともに、保安教育及び

訓練の徹底並びに自衛消防組織の育成及び防災意

識の高揚を図る。 

危険物施設事業所の管理責任者は、関係機関と連携

して保安体制の強化及び法令に定めるところによ

る適正な保安措置を講ずるとともに、保安意識の高

揚並びに自衛消防組織の強化・育成に努める。 

 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

 

114 第 1章 第 5節 2 32 ２ 高圧ガス災害予防対策 

 府及び枚方寝屋川消防組合は、高圧ガス保安法、液

化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律を始め関係法令の周知徹底・規制を行うととも

に、事業所等における自主保安体制の確立、保安意識

の高揚を図る 

 

２ 高圧ガス災害予防対策 

 枚方寝屋川消防組合及び府は、高圧ガス保安法、

液化石油ガスの保安確保及び取引の適正化に関す

る法律を始め関係法令の周知徹底・規制を行うとと

もに、事業所等における自主保安体制の確立、保安

意識の高揚を図る。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

115 第 1章 第 5節 3 32 ３ 火薬類災害予防対策 

府及び枚方寝屋川消防組合は、府警察と連携し、

盗難防止対策を含めた火薬類の災害を防止するた

め、火薬類取締法を始め関係法令の遵守徹底・規

制を行うとともに、火薬類取扱事業所等における

自主保安体制の確立、保安意識の高揚を図る。 

(1) 規制 

立入検査及び保安検査により、法令上の技術

基準を遵守徹底するよう指導する。 

(2) 指導 

ア 危害予防規程の策定を指導する。 

イ 火薬類取扱事業所等における保安教育や自

主保安検査の実施を指導する。 

(3) 自主保安体制の確立 

ア 大阪府火薬類保安協会が実施する火薬類取

扱従事者に対する保安講習の方法等を指導

する。 

イ 事故発生時の緊急出動連絡体制として大阪

府火薬類保安協会に設置された防災対策委

員制度を活用するよう指導する。 

(4) 啓発 

危害予防週間（６月）において、保安講習の開

催、立入検査の実施、啓発ポスタ－の配布等によ

り、関係者の保安意識の高揚を図る。 

３ 火薬類災害予防対策 

枚方寝屋川消防組合及び府は、府警察と連携し、

盗難防止対策を含めた火薬類の災害を防止するた

め、火薬類取締法を始め関係法令の遵守徹底・規制

を行うとともに、火薬類取扱事業所等における自

主保安体制の確立、保安意識の高揚を図る。 

(1) 規制 

立入検査及び保安検査により、法令上の技術基

準を遵守徹底するよう指導する。 

(2) 指導 

ア 危害予防規程の策定を指導する。 

イ 火薬類取扱事業所等における保安教育や自

主保安検査の実施を指導する。 

(3) 自主保安体制の確立 

ア 大阪府火薬類保安協会が実施する火薬類取

扱従事者に対する保安講習の方法等を指導す

る。 

イ 事故発生時の緊急出動連絡体制として大阪

府火薬類保安協会に設置された防災対策委員

制度を活用するよう指導する。 

(4) 啓発 

危害予防週間（６月）において、保安講習の開

催、立入検査の実施、啓発ポスタ－の配布等によ

り、関係者の保安意識の高揚を図る。 

 

・字句の修正  
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

116 第 1章 第 5節 4 32 ４ 毒物劇物災害予防対策 

毒物及び劇物取締法を始め関係法令の周知徹底・規

制を行うとともに、危害防止体制の確立、危害防止意

識の高揚を図る。 

(1)規制 

ア 立入検査により、法令上の技術基準の遵守が徹

底されるよう指導する。 

イ 危害防止規程の策定を指導する。 

(2) 指導 

ア 立入検査を実施し、毒物劇物の貯蔵量に対応す

る設備にするよう指導する。 

イ 学校、研究所等の実験、検査用毒物劇物につい

ては、落下等のおそれのない場所に保管するとと

もに、漏洩による危険を防止するよう指導する。 

ウ 営業者等に対し、毒物劇物の飛散等により市民

の生命及び保健衛生上に危害を生じさせるおそれ

があるときには、保健所、寝屋川警察署又は枚方

寝屋川消防組合への届出及び危害防止のための応

急措置を採るよう、関係機関と連携して指導する。 

(3) 危害防止体制の整備 

営業者に対して、危害防止体制の整備を指導する。 

(4) 啓発 

毒物劇物に関する知識の普及など関係者の危害防止

意識の高揚を図る。 

４ 毒物劇物災害予防対策 

市、府及び枚方寝屋川消防組合は、毒物及び劇物取締

法を始め関係法令の周知徹底・規制を行うとともに、危

害防止体制の確立、危害防止意識の高揚を図る。 

(1) 規制・指導 

ア 市及び府は、毒劇物営業者への立入検査を実施

し、法令を遵守するよう指導する。 

イ 市及び府は、毒劇物による事故を起こした事業

者に対し、再発防止の指導を行う。 

ウ 枚方寝屋川消防組合は、消防法第９条の３の規

定による届出の状況を把握し、災害発生時の消防

活動の障害とならないよう維持管理について指導

する。 

(2) 危害防止体制の整備 

市及び府は、毒劇物営業者に対して、危害防止体制

の整備を指導する。 

(3) 啓発  

市、府及び関係機関は、毒劇物に関する知識の普及

など関係者の危害防止意識の高揚を図る。 

 

・中核市移行に伴う事

務の反映 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

117 第 2章 第 1節 1 35 第２章 災害応急対策・復旧対策への備え  

第１節 総合的防災体制の整備 

 

１ 防災中枢組織体制の整備 

市は、市域における総合的な防災対策を推進す

るため、平常時から防災にかかる中枢体制の整備・

充実を図るとともに、災害応急対策活動を迅速か

つ的確に実施できるよう職員の配備体制・勤務時

間外における参集体制の整備を図る。 

(1) 市の組織体制の整備 

ア 危機管理連絡会議 

市地域防災計画に基づき、市の防災対策を総合

的かつ効果的に推進するために必要な調整等を

行うため設置を検討する。 

イ 緊急即応体制 

大雨警報又は洪水警報、暴風警報が発表さ

れ、危機管理監が必要と判断したときに設置

する。 

 

第２章 災害応急対策・復旧対策への備え  

第１節 総合的防災体制の整備 

 

１ 防災中枢組織体制の整備 

市は、市域における総合的な防災対策を推進するた

め、平常時から防災にかかる中枢体制の整備・充実を図

る。また、災害応急対策活動を迅速かつ的確に実施でき

るよう職員の配備体制・勤務時間外における参集体制

の整備を図るとともに、災害対策本部事務局の拠点の

設置や防災関係機関の現地情報連絡員を含めた情報共

有の仕組みを構築する等、運営方法の整備に努める。 

市は、市と府が災害情報を一元的に把握し、共有するこ

とができる体制の下、適切な対応がとれるよう努める。 

(1) 市の組織体制の整備 

ア 危機管理連絡会議 

市地域防災計画に基づき、市の防災対策を総

合的かつ効果的に推進するために必要な調整等

を行うため設置を検討する。 

イ 緊急即応体制 

大雨警報又は洪水警報、暴風警報が発表さ

れ、危機管理監が必要と判断したときに設置

する。 

 

・市の組織体制の変更

に基づく修正 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

118 第 2章 第 1節 1 35 ウ 災害警戒本部 

災害発生のおそれがあるが、時間・規模等の推

測が困難なとき、市域に局地的災害の発生が予想

されるとき、発生したとき、東海地震にかかる警

戒宣言が発せられたとき、震度４が観測されたと

き、震度４未満が観測され、警戒活動を必要とし

たとき、その他市長が必要と認めたときにおいて、

災害情報の収集、災害予防及び災害応急対策を実

施するために設置する。 

エ 災害対策本部 

中規模以上の災害が発生したとき、震度５ 弱

以上を観測したとき、その他市長が必要と認めた

ときにおいて、災害予防及び災害応急対策を実施

するために設置する。 

なお、府が現地災害対策本部を設置した場合は、府

現地災害対策本部と連携して、災害応急対策を実施す

る。 

 

ウ 災害警戒本部 

災害発生のおそれがあるが、時間・規模等の推測

が困難なとき、市域に局地的災害の発生が予想さ

れるとき、発生したとき、東海地震にかかる警戒宣

言が発せられたとき、南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震注意）が発表されたとき、震度４が観測され

たとき、震度４未満が観測され、警戒活動を必要と

したとき、その他市長が必要と認めたときにおい

て、災害情報の収集、災害予防及び災害応急対策を

実施するために設置する。 

エ 災害対策本部 

中規模以上の災害（大規模な事故等による災害

を含む）が発生したとき、震度５弱以上を観測した

とき、特別警報が発表されたとき、その他市長が必

要と認めたときにおいて、災害予防及び災害応急

対策を実施するために設置する。 

なお、府が現地災害対策本部を設置した場合は、府現

地災害対策本部と連携して、災害応急対策を実施する。 

 

・機構・組織改変に伴う

修正 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

119 第 2章 第 1節 1 35 (2) 市の動員体制の整備 

災害時の組織体制の整備と併せて、災害時の応

急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよう、職

員の動員及び参集体制の整備に努める。 

（中略） 

イ 動員の伝達と参集方法 

(ｱ) 勤務時間内の伝達 

動員の伝達は、災害警戒本部設置前は市長（副

市長）の指示を受け、危機管理監が各部長に伝

達し、各部長は各部局総務担当課長、所属部局

課長を経て各職員に伝達する。災害警戒本部設

置後は、本部員（副本部長）が各本部員に伝達

し、各本部長は各部局総務担当課長等を経て各

職員に伝達する。伝達には、口頭、庁内放送、戸

別受信機を用いる。 

(ｲ) 勤務時間外の伝達 

ａ 地震災害時の自主参集 

市域に震度４を観測する可能性がある場合

は、災害警戒本部の配備体制の職員が、震度５

弱を観測した場合には、災害対策本部Ｂ号配

備の職員が、また、震度５強以上を観測した場

合には全職員が勤務場所の自席へ自主参集す

る。 

ｂ 風水害等のときの伝達 

危機管理監（不在の時は、危機管理室長）は、

災害に関する情報連絡を気象情報等収集体制

の対応職員から受け、その情報を確認した上

で市長及び副市長等に連絡する。市長が指示

する配備指令を各部長へ伝達し、各部長は各

部局総務担当課長、所属部局課長を経て各職

員に、定められた部内連絡網に従い伝達する。 

参集場所は、勤務場所の自席とする。ただ

し、各部長の判断により、特に必要と認めた場

合は、動員の伝達時に場所を指定して参集さ

せ、職務に就かせることができる。 

(2) 市の動員体制の整備 

災害時の組織体制の整備と併せて、災害時の応

急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよう、災

害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用

できる人材を確保し、即応できる動員体制の整備

に努める。 

（中略） 

イ 動員の伝達と参集方法 

(ｱ) 勤務時間内の伝達 

動員の伝達は、災害警戒本部設置前は市長（副

市長）の指示を受け、危機管理監が各部長に伝達

し、各部長は各部局総務担当課長、所属部局課長

を経て各職員に伝達する。災害警戒本部設置後

は、本部長（副本部長）が各本部員に伝達し、各

本部員は各部局総務担当課長等を経て各職員に

伝達する。伝達には、口頭、庁内放送、戸別受信

機を用いる。 

(ｲ) 勤務時間外の伝達 

ａ 地震災害時の自主参集 

市域に震度４を観測する可能性がある場合

は、災害警戒本部の配備体制の職員が、震度５

弱を観測した場合には、災害対策本部Ｂ号配

備の職員が、また、震度５強以上を観測した場

合には全職員が勤務場所の自席へ自主参集す

る。 

ｂ 風水害等のときの伝達 

危機管理監（不在の時は、防災を担当する課

長等）は、災害に関する情報連絡を気象情報等

収集体制の対応職員から受け、その情報を確

認した上で市長及び副市長等に連絡する。市

長が指示する配備指令を各部長へ伝達し、各

部長は各部局総務担当課長、所属部局課長を

経て各職員に、定められた部内連絡網に従い

伝達する。 

参集場所は、勤務場所の自席とする。ただ

し、各部長の判断により、特に必要と認めた場

合は、動員の伝達時に場所を指定して参集さ

せ、職務に就かせることができる。 

・機構・組織改変に伴う

修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

120 第 2章 第 1節 4 36 ２ 枚方寝屋川消防組合の組織動員体制の整備 

 (3) 参集義務 

ア 非常招集の命を受けた職員は、直ちに指定

された場所に参集する。 

ただし、交通機関の途絶等により、指定する場所

に参集することができない場合は、直近の署所

に参集とする。 

２ 枚方寝屋川消防組合の組織動員体制の整備 

(3) 参集義務 

ア 非常招集の命を受けた職員は、直ちに指定さ

れた場所に参集する。 

ただし、交通機関の途絶等により、指定する場所

に参集することができない場合は、勤務先等に連

絡し、指示を仰ぐものとする。 

 

・関係計画の改訂に基

づく修正 

 

121 第 2章 第 1節 4 37 ４ 防災中枢機能等の確保、充実 

(2) 災害対策本部等の機能確保 

ア 庁舎 

庁舎の立地場所、耐震性、通信基盤の点検・整

備を推進する。 

 

４ 防災中枢機能等の確保、充実 

(2) 災害対策本部等の機能確保 

ア 庁舎 

庁舎の立地場所、耐震性、通信基盤の点検・

整備、非構造部材の脱落防止を推進する。 

 

・関係計画の改訂に基

づく修正 

 



総則・災害予防対策編 第２部 予防対策 

-65- 

NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

122 第 2章 第 1節 4 38 ５ 防災拠点の整備 

 大規模災害時において災害種別に応じて適切な災

害応急活動が実施できるよう市域をブロック化し、

活動拠点及び備蓄拠点を計画的に整備する。 

（中略） 

 (3) 災害拠点病院の整備 

府は、重症患者の救命医療を行うための高度な

診療、医薬品等の備蓄、医療救護班の派遣・受入れ、

広域患者搬送への対応機能をもつ災害拠点病院を

整備する。 

(4) 地域防災拠点の整備 

市は、市域における応援部隊の受入れ及び活動

拠点、備蓄拠点、物資輸送拠点として、広域防災拠

点及び後方支援活動拠点と連携した地域防災拠点

の整備に努める。 

ア 応援部隊の受入活動拠点（寝屋川公園、初本

町公園） 

応援部隊の受入活動拠点については、必要に

応じて災害時用臨時ヘリポートの選定・整備に

努める。 

イ 備蓄拠点（「備蓄物資一覧表（資料編 資料

７－２）」参照） 

各小中学校又はその他の学校教室等を利用

しての備蓄拠点を整備する。 

ウ 物資輸送拠点（市民体育館） 

物資輸送拠点については、搬入・搬出・仕分

け作業等の円滑化について配慮する。 

５ 防災拠点の整備 

 大規模災害時において災害種別に応じて適切な災

害応急活動が実施できるよう、浸水想定区域及び土砂

災害警戒区域等に配慮しつつ、市域をブロック化し、

活動拠点及び備蓄拠点を計画的に整備する。また、防

災拠点の自家発電設備等の整備を図り、十分な期間

（最低３日間）の発電が可能となるよう燃料の備蓄等

を行い、平常時から点検、訓練等に努める。 

（中略） 

(3) 災害拠点病院の整備 

府は、重症患者の救命医療を行うための高度な診

療、医薬品等の備蓄、保健医療活動チームの派遣・

受入れ、広域患者搬送への対応機能をもつ災害拠点

病院を整備する。 

(4) 地域防災拠点の整備 

市は、市域における応援部隊の受入れ及び活動拠

点、備蓄拠点、物資輸送拠点として、広域防災拠点

及び後方支援活動拠点と連携した地域防災拠点の

整備に努める。 

ア 応援部隊の受入活動拠点（寝屋川公園、初本

町公園） 

応援部隊の受入活動拠点については、必要に

応じて災害時用臨時ヘリポートの選定・整備に

努める。 

イ 備蓄拠点（「備蓄物資一覧表（資料編 資料

７－２）」参照） 

各小中学校又はその他の学校教室、防災備蓄

センター等を利用しての備蓄拠点を整備する。 

ウ 物資輸送拠点（市民体育館） 

物資輸送拠点については、搬入・搬出・仕分

け作業等の円滑化について配慮する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

123 第 2章 第 1節 6 39 ６ 装備資機材等の確保 

防災関係機関は、災害応急対策及び応急復旧に、迅

速に対応するため、必要な人材、装備・資機材等の確

保、整備に努める。 

６ 装備資機材等の確保 

防災関係機関は、災害応急対策及び応急復旧に、

迅速に対応するため、必要な人材、燃料、発電機、

建設機械等の装備・資機材等の確保、整備に努める。

なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者

と、燃料の優先供給について協定の締結を推進する

とともに、平時から受注機会の増大などに配慮する

よう努める。特に、３次医療機関等の人命に関わる

重要施設、電気、通信等のライフライン施設につい

ては、早期に復旧できるよう体制等を強化する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

124 第 2章 第 1節 7 40 ７ 防災訓練の実施 

 市、府及び防災関係機関は、地域防災計画や防災業務

計画等の習熟、連携体制の強化、市民の防災意識の向上

及び災害時の防災体制に万全を期することを目的とし

て、要配慮者や女性の参画を含め多くの市民の参加を得

た各種災害に関する訓練を民間事業所等と連携しながら

実施する。実施に当たっては、訓練の目的を具体的に設

定した上で、各種災害に関する被害の想定を明らかにす

るとともに、あらかじめ設定した訓練成果が得られるよ

うに訓練参加者、使用する器材及び実施時間の訓練環境

などについて具体的な設定を行うなど実践的な内容とす

る。 

また、業務継続計画（ＢＣＰ）を作成した際には、そ

の実効性を高めるために、業務資源の有効性や非常時優

先業務の実行可能性等が検証できる訓練を行う。 

(1) 総合的防災訓練の実施 

市及び府等は、関係機関及び自主防災組織等

市民の協力を得て、組織動員、避難、通信、消火・

救助・救急、医療、ライフライン対応、緊急輸送、

緊急地震速報対応等の総合的訓練、水防、林野火

災、危険物等の災害別対策訓練、避難所開設・運

営訓練、地震直後の風水害等の複合災害に備え

た訓練、などの防災訓練を実施する。 

その際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産

婦等の要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮

者を支援する体制が整備されるよう努めるととも

に、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点

に十分配慮するよう努める。 

 

７ 防災訓練の実施 

  市、府及び防災関係機関は、地域防災計画や防災業務

計画等の習熟、連携体制の強化、市民の防災意識の向上

及び災害時の防災体制に万全を期することを目的とし

て、要配慮者や女性の参画を含め多くの市民の参加を

得た各種災害に関する訓練を民間事業所等と連携しな

がら実施する。 

(1) 総合的防災訓練の実施 

市及び府等は、関係機関及び自主防災組織等市

民の協力を得て、組織動員、避難、通信、消火・

救助・救急、医療、ライフライン対応、緊急輸送、

緊急地震速報対応等の総合的訓練、水防、林野火

災、危険物等の災害別対策訓練、避難所開設・運

営訓練、地震直後の風水害等の複合災害に備えた

訓練などの防災訓練を実施する。 

 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

文章削除 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

125 第 2章 第 1節 7 40  (4) 留意事項 

ア 実施に当たっては、訓練の目的を具体的に設定し

た上で、各種災害に関する被害の想定を明らかにす

る。 

イ あらかじめ設定した訓練成果が得られるように訓

練参加者、使用する器材及び実施時間の訓練環境等

について具体的な設定を行うなど実践的な内容とす

る。 

ウ 業務（事業）継続計画（ＢＣＰ）の実効性を高める

ために、業務資源の有用性や非常時優先業務の実行

可能性等が検証できる訓練を行う。 

エ 高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配

慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援す

る体制が整備されるよう努める。 

オ 被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点

に十分配慮するよう努める。 

カ 訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題等を明ら

かにし、必要に応じ防災組織体制等の改善を行うと

ともに、次回の訓練に反映させるよう努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

126 第 2章 第 1節 8 40 ８ 人材の確保・育成 

市、府を始め防災関係機関は、各々の防災体制の強

化と併せて、災害対応力の向上を図るため、幹部を含

めた職員への防災教育をより一層充実するとともに、

第一線で活動する消防吏員及び消防団員の専門教育を

強化する。 

 

８ 人材の確保・育成 

市、府を始め防災関係機関は、各々の防災体制の強化

と併せて、災害対応力の向上を図るため、幹部を含めた

職員への防災教育をより一層充実するとともに、第一

線で活動する消防吏員及び消防団員の専門教育を強化

する。 

市は、防災に関する研修等を実施するとともに、国や

府の実施する研修を活用し、市長や幹部職員の災害対

応能力の向上に努める。 

また、男女共同参画の視点から、平常時及び災害時に

おける男女共同参画に関する各部局の役割について、

関係部局が連携して明確化しておくよう努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

127 第 2章 第 1節 9 41 ９ 防災に関する調査研究の推進 

市は、災害の未然防止と被害の軽減を図り、かつ総

合的、計画的な防災対策を推進するため、防災アセス

メントを定期的に実施するなど災害の要因、被害想定

及び防災体制等について、最新の情報に基づいた調査

研究の実施に努める。 

また、コンピュータシステム（防災ＧＩＳ）の導入

などを検討し、市の保有する情報を一元化し、被害想

定、災害復旧時の円滑な情報交換等に役立てる。 

９ 防災に関する調査研究の推進 

市は、災害の未然防止と被害の軽減を図り、かつ総合

的、計画的な防災対策を推進するため、防災アセスメン

トを定期的に実施するなど災害の要因、被害想定及び

防災体制等について、最新の情報に基づいた調査研究

の実施に努める。 

また、コンピュータシステム（防災ＧＩＳ）の導入な

どを検討し、市の保有する情報を一元化し、被害想定、

災害復旧時の円滑な情報交換等に役立てる。 

さらに、情報通信技術の発達を踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、

クラウド、ＳＮＳなど、ＩＣＴの防災施策への積極的な

活用に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

128 第 2章 第 1節 10 41 10 広域防災体制の整備 

市、府を始め防災関係機関は、平常時から、大

規模災害をも視野に入れ、広域的な視点に立った

防災体制の整備を図る。 

また、市域における大規模災害発生時において、

市が府及び防災関係機関に対し広域的な応援を要

請する際に備え、府及び関係機関との災害対応に

関するコミュニケーションを強化し、円滑な受入

体制を整備する。 

 

10 広域防災体制の整備 

市、府を始め防災関係機関は、平常時から、大規

模災害をも視野に入れ、訓練等を通じて、発災時の

連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確

保に留意しながら、広域的な視点に立った防災体

制の整備を図る。 

また、市域における大規模災害発生時において、

市が府及び防災関係機関に対し広域的な応援を要

請する際に備え、府及び関係機関との災害対応に

関するコミュニケーションを強化し、円滑な受入

体制を整備する。 

 

・上位計画及び府計画

の改訂に基づく修正 

・字句の修正 

 

129 第 2章 第 1節 10 42 (4) 災害相互応援体制の整備 

市は、隣接市等と、災害時における人的及び物的な

相互支援について、あらかじめ協定し、受入体制及び

派遣等についての調整を図る。 

広域災害を想定し、寝屋川市と同時に被災しない市

町村等との応援体制の整備を推進する。また、津波に

よる被災市町村を支援する体制を整備する。 

 

(4) 災害相互応援体制の整備 

市は、隣接市等と、災害時における人的及び物的な相

互支援について、あらかじめ協定し、受入体制及び派遣

等についての調整を図る。 

広域災害を想定し、寝屋川市と同時に被災しない市

町村等との応援体制の整備を推進する。また、津波によ

る被災市町村を支援する体制を整備する。 

土木・建築職などの技術職員が不足している被災市

町村への中長期派遣等による支援を行うため、技術職

員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努める。 

 

・上位計画の改訂に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

130 第 2章 第 1節 10 42 (5) 民間事業所等との災害時応援体制の整備、強化 

災害時等において民間事業所等との多種多様な

協力体制の整備を推進する。 

民間事業所等に対しては、地域貢献が可能な分野を

あらかじめ公開するなど自主的な協力体制を構築する

よう求める。また、民間事業所等に委託可能な災害対

策にかかる業務（被災情報の整理、支援物資の管理・

輸送等）については、あらかじめ民間事業所等との間

で協定を締結するなど、協力体制の構築を図る。 

 

(5) 民間事業所等との災害時応援体制の整備、強化 

災害時等において民間事業所等との多種多様な

協力体制の整備を推進する。 

民間事業所等に対しては、地域貢献が可能な分野を

あらかじめ公開するなど自主的な協力体制を構築する

よう求める。また、民間事業所等に委託可能な災害対策

にかかる業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送

等）については、あらかじめ民間事業所等との間で協定

を締結するなど、協力体制の構築を図る。 

なお、協定締結等の連携強化に当たっては、訓練等を

通じて、発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うな

ど、実効性の確保に留意する。 

また、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理

する施設の把握に努める。 

さらに、随意契約の活用による速やかな災害応急対

策ができるよう、建設業団体等との災害協定の締結を

推進するとともに、災害応急対策への協力が期待され

る建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・字句の修正 

 



総則・災害予防対策編 第２部 予防対策 

-71- 

NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

131 第 2章 第 1節 10 43 (7) 市町村等からの受援計画の整備 

災害時に備えて、他の自治体等からの支援部隊

の受入場所の選定、業務継続計画を踏まえた受援

内容をあらかじめ定め、今後、災害時における受

援計画を策定する。 

円滑な受入・受援のために、平常時から相互に交流

を深めておく。 

 

(7) 応援・受援体制の整備 

市は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に

他の自治体等から応援を受けることができるよう、応

援・受援計画の策定に努め、応援・受援に関する手順、

応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制、資機

材等の準備及び輸送体制等について必要な準備を整え

る。 

ア 応援・受援計画は、支援を要する業務や受入体制な

どを定め、計画としてまとめておくことで、大規模

災害発生時に、自らの行政機能だけでは対応できな

い事態に他の自治体等、多方面からの支援を最大限

活かすことを目的とする。 

計画に定める主な内容は、以下のとおりである。 

(ｱ) 組織体制の整備 

(ｲ) 他の自治体等から応援のために派遣される職員

による人的応援の要請・受入れ 

(ｳ) 人的応援に係る担当部局との調整 

(ｴ) 災害ボランティアの受入れ 

(ｵ) 人的支援等の提供の調整 

(ｶ) 全国の自治体等に対する物的応援の要請・受入      

れ 

(ｷ) 人的・物的資源の管理及び活用 

 

イ 円滑な応援・受援のために、平常時から相互に交流

を深めておく。 

ウ 他の自治体等からの応援職員等を迅速・的確に受

け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体

制の整備に努める。特に、庁内全体及び各業務担当部

署における受援担当者の選定や応援職員等の執務ス

ペースの確保を行う。 

エ 訓練等を通じて、被災区市町村応援職員確保シス

テムを活用した応援職員の受入れについて、活用方

法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努め

る。 

 

・項目番号の修正 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

132 第 2章 第 1節 12 43 １２ 被災による行政機能の喪失又は著しい低下等へ

の対応 

(1) 防災施設、職員の被災を想定した業務継続計画

（ＢＣＰ）の策定・運用 

南海トラフ巨大地震や生駒断層帯地震等の大規

模地震が発生した際に予想される市の通常業務及

び災害応急対策業務の機能停止・低下を最小限に

抑えるため、行政自身が被災することで人的・物的

資源に制約があることを前提に、優先して遂行す

る通常業務と災害応急対策業務を効果的に実施す

る上で必要な資源の準備や対応方針を定めたＢＣ

Ｐを策定し、適切に運用する。 

 

１２ 被災による行政機能の喪失又は著しい低下等への

対応 

(1) 防災施設、職員の被災を想定した業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）の策定・運用 

大規模地震が発生した際に予想される市の通常業

務及び災害応急対策業務の機能停止・低下を最小限

に抑えるため、行政自身が被災することで人的・物的

資源に制約があることを前提に、優先して遂行する

通常業務と災害応急対策業務を効果的に実施する上

で必要な資源の準備や対応方針を定めたＢＣＰを策

定し、適切に運用する。 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

文章削除 

133 第 2章 第 1節 12 44 (ｲ) 市の行政機能が一部停止することによる市民生

活や経済活動等への支障を最小限にとどめるため、

市長不在時の明確な代行順位、庁舎が使用できなく

なった場合の代替庁舎の特定、市が保有するコンピ

ューターシステムや重要な行政データのバックアッ

プ対策を講じるとともに、中断が許されない通常業

務の継続・早期再開に努める。 

(ｲ) 市の行政機能が一部停止することによる市民生活

や経済活動等への支障を最小限にとどめるため、市

長不在時の明確な代行順位、庁舎が使用できなくな

った場合の代替庁舎の特定、市が保有するシステム

や重要な行政データのバックアップ対策を講じると

ともに、中断が許されない通常業務の継続・早期再開

に努める。 

 

・字句の修正  

134 第 2章 第 1節 12 44 (3) 被災者支援システムの導入・活用 

市は、被災者支援システムを導入しており、シス

テムを構築し動作検証を行うなど災害時での活用に

備える。 

※ 行政機能は、市役所だけでなく消防署、市災害医療

センター等が機能しなければならない。これらの施設

においても、どのような災害であっても必要最低限の

機能が維持できるようそれぞれの事前対策を講じる。 

 

(3) 被災者支援システムの導入・活用 

市は、被災者支援システムを導入しており、システ

ムを構築し動作検証を行うなど災害時での活用に備

える。 

※ 行政機能は、市役所だけでなく消防署、保健所等が機

能しなければならない。これらの施設においても、どの

ような災害であっても必要最低限の機能が維持できる

ようそれぞれの事前対策を講じる。 

・字句の修正  
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

135 第 2章 第 2節 1 46 第２節 情報収集伝達体制の整備 

 

市、府及び防災関係機関は、災害発生時に、被害

情報を迅速に収集するとともに、相互の連絡が円

滑に行えるよう、平常時から、情報収集伝達体制の

確立に努める。また、災害の未然防止及び被害の軽

減のため、気象等観測体制の整備に努める。 

さらに、全国瞬時警報システム（J-ALERT）と市防

災行政無線を接続すること等により、災害情報等

を瞬時に伝達するシステムを構築しており、今後

も情報収集伝達体制の強化に努める。 

 

１ 災害情報収集伝達システムの基盤整備 

（中略） 

(3) 通信施設の整備 

緊急時の応急活動にかかる情報通信の重要性

に鑑み、通信施設の整備及び運用体制の強化を

図る。（「地震災害応急対策・復旧対策編 第１

部第１章第２節 災害情報の収集伝達」参照） 

ア 市防災行政無線（移動系・同報系）の整備

充実、総デジタル化 

イ 災害時優先取扱電話、衛星携帯電話等の非

公開の外線番号を有した機器の確保及び保

守管理の徹底 

ウ 消防無線のデジタル化 

エ 緊急速報メールなど様々なシステムを利用した

市民への情報伝達体制の整備 

第２節 情報収集伝達体制の整備 

 

市、府及び防災関係機関は、災害発生時に、被害

情報を迅速に収集するとともに、相互の連絡が円滑

に行えるよう、平常時から、大規模停電時も含めた

情報収集伝達体制の確立に努める。また、災害の未

然防止及び被害の軽減のため、気象等観測体制の整

備に努める。 

さらに、全国瞬時警報システム（J-ALERT）と市防災

行政無線を接続すること等により、災害情報等を瞬

時に伝達するシステムを構築しており、今後も情報

収集伝達体制の強化に努める。 

 

１ 災害情報収集伝達システムの基盤整備 

（中略） 

(3) 通信施設の整備 

緊急時の応急活動にかかる情報通信の重要性

に鑑み、通信施設の整備及び運用体制の強化を図

る。（「地震災害応急対策・復旧対策編 第１部

第１章第２節 災害情報の収集伝達」参照） 

ア 市防災行政無線（移動系・同報系）の整備充

実、総デジタル化 

イ 災害時優先取扱電話、衛星通信等の非公開の

外線番号を有した機器の確保及び保守管理の

徹底 

ウ 消防無線のデジタル化 

エ  緊急速報メールなど様々なシステムを利用し

た市民への情報伝達体制の整備 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・字句の修正 

・上位計画の改訂に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

136 第 2章 第 2節 2 47 ２ 情報収集伝達体制の強化 

市、府及び防災関係機関は、次のとおり情報収

集伝達体制の強化に努める。 

（中略） 

 (4) 防災行政無線、全国瞬時警報システム（J-

ALERT）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送

を含む）、ポータルサイトのホームページ、おおさ

か防災ネット、ＳＮＳ（フェイスブック）、メール

ねやがわ（安心・安全メール一斉配信サービス）、

携帯電話（緊急速報メール機能を含む）、ワンセグ

等を用いた伝達手段の多重化・多様化を図る。 

(5) 災害情報システム等の整備を推進する。 

(6) Ｌ-アラート（災害情報共有システム）、固定カ

メラ等による画像情報の収集・連絡システム、無

線通信ネットワーク等の新たな情報収集伝達手

段を検討する。 

(7) 災害後の情報システムにかかる当面の業務継続

や復旧体制などを含む業務継続計画（ＢＣＰ）を策

定する。 

(8) 職員の情報分析力の向上を図る。 

(9) 土砂災害に関し、地域住民と連携した情報伝達

体制の整備を推進する。 

(10) 勤務時間外の情報収集伝達を迅速に行うため、

守衛室を通じ防災担当への情報伝達体制を確立

する。 

 

２ 情報収集伝達体制の強化 

市、府及び防災関係機関は、次のとおり情報収集

伝達体制の強化に努める。 

（中略） 

(4) 防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬時警報

システム（J-ALERT）、テレビ、ラジオ（コミュニティ

ＦＭ放送を含む）、市ホームページ、ポータルサイト

のホームページ、おおさか防災ネット、ＳＮＳ（フェ

イスブック、ツイッター）、メールねやがわ（安心・

安全メール一斉配信サービス）、携帯電話（緊急速報

メール機能を含む）、ワンセグ、フルセグ等を用いた

伝達手段の多重化・多様化を図る。 

(5) 情報の地図化等による伝達手段の高度化に努め

る。 

(6) 災害情報システム等の整備を推進する。 

(7) Ｌ-アラート（災害情報共有システム）、固定カメラ

等による画像情報の収集・連絡システム、無線通信ネ

ットワーク、無人航空機（ドローン）、ＩＰ通信網等

の活動等の新たな情報収集伝達手段を検討し、災害

情報を被災者等へ速やかに伝達する手段の確保に努

める。 

(8) 災害時の情報システムにかかる当面の業務継続や

復旧体制などを含む業務継続計画（ＢＣＰ）を策定す

る。 

(9) 職員の情報分析力の向上を図るとともに、被害情

報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を

迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため、最

新の情報通信関連技術の導入に努める。 

(10) 土砂災害に関し、地域住民と連携した情報伝達体

制の整備を推進する。 

(11) 勤務時間外の情報収集伝達を迅速に行うため、守

衛室を通じ防災担当への情報伝達体制を確立する。 

 

・法令の改正、制定に基

づく修正 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

・関係計画等の改訂に

基づく修正 

・文章体裁の修正 

・字句の修正 

・項目番号の修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

137 第 2章 第 2節 3 47 ３ 災害広報体制の整備 

放送事業者、通信事業者等は、被害に関する情

報、被災者の安否情報等について、情報の収集及

び伝達にかかる体制の整備に努める。その際、被

災者や救助作業等への配慮に努める。 

市及び府は、国等と連携し、安否情報の確認の

ためのシステム（消防庁）が効果的・効率的に活

用されるよう、市民に対する普及啓発に努める。   

また、市は府及び防災関係機関と連携し、被災者

に対する生活情報の伝達体制の強化に努める。 

市及び府は、国等と連携し、安否情報の確認の

ためのシステム（消防庁）が効果的・効率的に活

用されるよう、市民に対する普及啓発に努める。   

また、市は府及び防災関係機関と連携し、被災者

に対する生活情報の伝達体制の強化に努める。 

 

３ 災害広報体制の整備 

放送事業者、通信事業者等は、被害に関する情

報、被災者の安否情報、被災者に対する生活情報等

について、大規模停電時も含め、常に情報の収集及

び伝達ができるよう、体制及び施設・設備の整備に

努める。その際、被災者や救助作業等への配慮に努

める。また、通信の仕組みや代替通信手段の提供等

について、利用者への周知に努めるとともに、通信

障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体

制の整備を図る。 

市及び府は、国等と連携し、安否情報の確認のた

めのシステム（消防庁）が効果的・効率的に活用さ

れるよう、市民に対する普及啓発に努める。   

また、市は府及び防災関係機関と連携し、被災者に

対する生活情報の伝達体制の強化に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

・字句の修正 

 

138 第 2章 第 2節 3 47 (1) 広報体制の整備 

ウ 広報文案の事前準備 

(ｱ) 地震の規模、津波、余震、気象、水位等の

状況     

(ｲ) 市民の不安感の払拭、適切な対応の呼び掛 

け 

(ｳ) 出火防止、初期消火の呼び掛け 

(ｴ)要配慮者への支援の呼び掛け 

(ｵ) 災害応急活動の窓口及び実施状況 

(1) 広報体制の整備 

ウ 広報文案の事前準備 

(ｱ) 地震情報（震度、震源、地震活動等）、津波、

気象、水位等の状況     

(ｲ) 市民の不安感の払拭、適切な対応の呼び掛 

け 

(ｳ) 出火防止、初期消火の呼び掛け 

(ｴ) 要配慮者への支援の呼び掛け 

(ｵ) 災害応急活動の窓口及び実施状況 

 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

・字句の修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

139 第 2章 第 2節 3 48 (2) 広報媒体の整備 

ア マスメディアの利用 

イ 通信機器による広報 

ウ 航空機、車両の利用 

エ 巡回等による広報 

オ 地域協働協議会（防災に関する部会）等市民

団体の協力 

カ チラシ、ポスター等による広報 

 

(2) 広報媒体の整備 

ア マスメディアの利用 

イ 通信機器による広報（防災行政無線（戸別受 

信機を含む。）、テレビ・ラジオ、インターネッ

トホームページやＳＮＳ、携帯電話のメール・ア

プリ等） 

ウ 航空機、車両の利用 

エ 巡回等による広報 

オ 地域協働協議会（防災に関する部会）等市民団

体の協力 

カ チラシ、ポスター等による広報 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

140 第 2章 第 2節 3 48 

 

(3) 災害時の広聴体制の整備 

市民等から寄せられる被害状況及び安否情報並

びに災害応急対策状況等に関する問い合わせ、要

望、意見等に対して適切に対応できるよう、専用

電話や専用ファクシミリ、相談窓口などの体制を

整備する。 

(3) 災害時の広聴体制の整備 

市、府及びライフライン事業者は、市民等から寄

せられる被害状況及び安否情報並びに災害応急対

策状況等に関する問い合わせ、要望、意見等に対し

て適切に対応できるよう、専用電話や専用ファク

シミリ、相談窓口などの体制を整備する。 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 

 

141 第 2章 第 2節 3 48  (4) 停電時の市民への情報提供 

市、府及び電気事業者は、停電時にインターネット等

を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係

る体制の整備に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

142 第 2章 第 2節 5 49 ５ 避難指示（緊急）等の市民への迅速かつ的確な伝達

体制、手段等 

(2) 伝達手段 

 

５ 避難指示（緊急）等の市民への迅速かつ的確な伝達体

制、手段等 

(2) 伝達手段 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 

次の表を修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

143 災害時の情報収集手段 

 

災害時の情報伝達手段 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

144 第 2章 第 4節 6 58 第４節 消火・救助・救急体制の整備 

 

６ 広域消防応援体制の整備 

 

第４節 消火・救助・救急体制の整備 

 

６ 広域消防応援体制の整備 

(2) 消防組織法に基づく消防相互応援協定締結状 

況 

ケ 枚方市、枚方寝屋川消防組合、生駒市消防相

互応援協定 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

145 第 2章 第 5節 1 59 第５節 災害時医療救護体制の整備 

 

市及び府は、災害時に迅速かつ適切な医療が行え

るよう、医療関係機関と連携しながら、医療情報の収

集伝達体制、医療救護班の整備、災害医療の拠点の確

保、医薬品の確保等を図り、災害時の医療体制を整備

する。 

１ 災害医療組織等の整備 

（中略） 

(2) 市災害医療センター 

市保健福祉センター１階休日診療所を市災害医

療センターと位置付ける。 

(3) 災害時医療対策本部 

市災害医療センターに災害時医療対策本部を設

置し、医師会・歯科医師会・薬剤師会と協力し、各

医療救護所の被災状況及び被災者の受入状況を把

握し、枚方寝屋川消防組合へ情報提供する。 

また、災害時医療コーディネーターとも連携し、

災害時医療が適切に提供できるよう体制を整え

る。 

災害時医療対策本部の役割は次のとおり。 

 

(4) 災害時医療コーディネーターの設置 

災害時医療コーディネーターは救急指定病院の

院長及び医師会（市内在住の常務理事以上の者）を

充て、歯科医師会（市内在住の常務理事以上の者）

及び薬剤師会（寝屋川市在住の理事以上の者）がこ

れを補佐する。 

災害時医療コーディネーターの役割は、災害時

医療対策本部長と連携し、寝屋川市内の災害医療

が適切に供給されるよう人・物・情報の提供を行

う。 

 

第５節 災害時医療救護体制の整備 

 

市及び府は、災害時に迅速かつ適切な医療が行え

るよう、医療関係機関と連携しながら、医療情報の

収集伝達体制、市保健医療調整本部の整備、災害医

療の拠点の確保、医薬品の確保等を図り、災害時の

医療体制を整備する。 

１ 災害医療組織等の整備 

（中略） 

(2) 市災害医療センター 

市立保健福祉センター１階休日診療所を市災

害医療センターと位置付ける。 

(3)市保健医療調整本部 

市保健所に市保健医療調整本部を設置し、医師

会・歯科医師会・薬剤師会・病院協会との協力の

下、各医療救護所の被災状況及び被災者の受入状

況を把握し、広域災害・救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ）の入力状況の確認等を行い、市内の状況

を速やかに府と共有する。また、枚方寝屋川消防

組合へ情報提供する。 

また、災害時医療コーディネーター（災害時小

児周産期リエゾンなどを含む。以下同じ）とも連

携し、災害時医療が適切に提供できるよう体制を

整える。 

医療救護体制における市保健医療調整本部の

役割は次のとおり。 

 

(4) 災害時医療コーディネーターの設置 

災害時医療コーディネーターは救急指定病院

の院長及び医師会（市内在住の常務理事以上の

者）を充て、歯科医師会（市内在住の常務理事以

上の者）及び薬剤師会（寝屋川市在住の理事以上

の者）がこれを補佐する。 

災害時医療コーディネーターの役割は、市保健

医療調整本部長と連携し、寝屋川市内の災害医療

が適切に供給されるよう人・物・情報の提供を行

う。 

 

・中核都市移行に伴う

修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

146 第 2章 第 5節 1 59 (5) 医師会・歯科医師会・薬剤師会災害対策本部の

設置 

  医師会・歯科医師会・薬剤師会の役員は、発災

後すみやかに各事務局に参集し、各会ごとに災害

対策本部を立ち上げる。 

医師会・歯科医師会・薬剤師会災害対策本部の

役割は次のとおり。 

 

ウ 薬剤師会災害対策本部 

(ｱ) 各会員の被災状況を確認し、調剤可能かど

うかの確認をする。 

(ｲ) 医療救護所及び市内医療機関の医薬品の充

足状況を確認し、医薬品卸売り業者と連絡調

整を行い、医療機関へ配達の手配を行う。 

(ｳ) 薬剤師会役員は、災害時医療コーディネー

ターを補佐する。 

 

(5) 医師会・歯科医師会・薬剤師会・病院協会災害対

策本部の設置 

  医師会・歯科医師会・薬剤師会・病院協会の役員

は、発災後すみやかに各事務局に参集し、各会ごと

に災害対策本部を立ち上げる。 

医師会・歯科医師会・薬剤師会・病院協会災害対

策本部の役割は次のとおり。 

 

ウ 薬剤師会災害対策本部 

(ｱ) 各会員の被災状況を確認し、医療救護所への

薬剤師の派遣、医薬品等の供給及び調剤の可否

について確認する。 

(ｲ) 医療救護所及び市内医療機関の医薬品の充

足状況を確認し、求めに応じて市保健医療調整

本部を通じて、府薬務課へ医薬品等の要請を行

う。 

(ｳ) 薬剤師会役員は、災害時医療コーディネーター

を補佐する。 

エ 病院協会災害対策本部 

  (ｱ) 市内の所属病院の被災状況を確認する。 

  (ｲ) 市の要請等に応じて各所属病院に医療救護所を

設置する。 

・中核都市移行に伴う

修正 

・機構・組織改変に伴う

修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

147 第 2章 第 5節 2 60 ２ 災害医療の基本的考え方 

災害時医療救護活動は、災害のため医療機関等

が混乱し、被災地の市民が医療の途を失った場合、

医療等を提供し被災者の保護を図るための活動で

ある。 

この際死亡者を一人でも少なくすることを目標

に状況に応じて、被災地域の内外を問わず、以下の

点に留意し、市を始め大阪府内の全ての医療機関

が救命医療を最優先とした最大限の活動を実施す

る。 

また、大規模災害時においては、刻々と変化する

現地医療ニーズを的確に把握・分析の上、必要な医

療救護班を組織し派遣するなど、中長期にわたる

医療救護活動を実施する。 

(1) 現地医療活動 

ア 活動及び活動場所の分類 

(ｱ) 医療救護所での医療活動 

市は、病院協会所属の医療機関を、医療救護

所とし中等度及び軽症者への医療を提供する。

ただし、医療機関が被災し施設内での診療が不

可能な場合は、応急救護所を設置し応急救護所

での診療に切り替え、医療機関の職員に加えて

府等から派遣される医療救護班とともに診療

を行う。 

応急救護所の設置基準、設置場所は、「地震

災害応急対策・復旧対策編 第１部第１章第９

節 医療救護活動」に定めている。 

 

２ 災害医療の基本的考え方 

災害時医療救護活動は、災害のため医療機関等が

混乱し、被災地の市民が医療の途を失った場合、医

療等を提供し被災者の保護を図るための活動であ

る。 

この際死亡者を一人でも少なくすることを目標

に状況に応じて、被災地域の内外を問わず、以下の

点に留意し、市を始め大阪府内の全ての医療機関が

救命医療を最優先とした最大限の活動を実施する。 

また、大規模災害時においては、刻々と変化する

現地医療ニーズを的確に把握・分析の上、必要な保

健医療活動チームを組織し派遣するなど、中長期に

わたる医療救護活動を実施する。 

(1) 現地医療活動 

ア 活動及び活動場所の分類 

(ｱ) 医療救護所での医療活動 

市は、病院協会所属の医療機関を、医療救護

所とし中等度及び軽症者への医療を提供する。

ただし、医療機関が被災し施設内での診療が不

可能な場合は、応急救護所を設置し応急救護所

での診療に切り替え、医療機関の職員に加えて

府等から派遣される保健医療活動チームとと

もに診療を行う。 

応急救護所の設置基準、設置場所は、「地震

災害応急対策・復旧対策編 第１部第１章第９

節 医療救護活動」に定めている。 

・機構・組織改変に伴う

修正 
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148 第 2章 第 5節 3 61 ３ 医療情報の収集伝達体制の整備  

(1) 広域災害・救急医療情報システムの整備 

府は、災害時の医療情報を迅速かつ的確に把握

し、発信できるよう、市及び医療関係機関などに、

広域災害・救急医療情報システム（EMIS）を的確に

活用できるよう入力操作等の研修や訓練を定期的

に行うとともに、その拡充に努める。 

 (2) 連絡体制の整備 

（中略） 

(3) その他 

ア 市は、医療機関及び医療救護班との情報連絡手

段を確保するために、市職員１～２名を災害時医

療情報連絡員として医療救護所へ派遣し、災害時

医療対策本部との連絡調整を行う。また、医療救

護所と災害時医療対策保健医療調整本部との連絡

を確保するために様々な通信器具を確保し、医療

救護所に指定された医療機関に配置する。 

各医療救護所へ派遣された市職員の役割は以下

のとおりとする。 

(ｱ) 医療救護所の被災状況を確認し、災害時医療対

策本部に報告する。 

(ｲ) 医療救護所へのトリアージ要員の状況を確認

し、人員不足の場合は災害時医療対策本部に報告

する。 

(ｳ) 医薬品の補充等について状況を把握し、災害時

医療対策本部に報告する。 

イ 各医療機関は、市災害医療センター及び枚方寝屋

川消防組合との連絡を確保するために災害時優先

電話回線等、多様な通信手段を確保する。 

発災後30分以内にまず医療機関の被災状況及び重

症度別の受入可能人数の情報発信を行い、以後一定

時間ごとに各医療機関の重症度別の受入可能人数の

情報発信を行う。（報告様式は資料編参照） 

３ 医療情報の収集伝達体制の整備  

(1) 広域災害・救急医療情報システムの整備 

府は、災害時の医療情報を迅速かつ的確に把握し、

発信できるよう、市及び医療関係機関などに、広域災

害・救急医療情報システム（EMIS）を的確に活用でき

るよう入力操作等の研修や訓練を定期的に行うとと

もに、その拡充に努める。 

   また、市、府及び医療機関は、災害時の医療機関の

機能を維持し、広域災害・救急医療情報システム等の

稼働に必要なインターネット接続を確保するため、

非常用通信手段の確保に努める。 

 (2) 連絡体制の整備 

（中略） 

(3) その他 

ア 市は、医療機関及び保健医療活動チームとの情

報連絡手段を確保するために、必要時市職員１～

２名を災害時医療情報連絡員（リエゾン）として医

療救護所へ派遣し、市保健医療調整本部との連絡

調整を行う。また、医療救護所と市保健医療調整本

部との連絡を確保するために様々な通信器具を確

保し、医療救護所に指定された医療機関に配置す

る。 

各医療救護所へ派遣された市職員の役割は以下

のとおりとする。 

(ｱ) 医療救護所の被災状況を確認し、市保健医療調

整本部に報告する。 

(ｲ) 医療救護所へのトリアージ要員の状況を確認

し、人員不足の場合は市保健医療調整本部に報告

する。 

(ｳ) 医薬品の補充等について状況を把握し、市保健

医療調整本部に報告する。 

 イ 各医療機関は、市保健医療調整本部、市災害医療セ

ンター及び枚方寝屋川消防組合との連絡を確保する

ために災害時優先電話回線等、多様な通信手段を確

保する。 

発災後直ちに医療機関の被災状況及び重症度別の

受入可能人数等をＥＭＩＳ等で入力し、以後一定時

間ごとに各医療機関の重症度別の受入可能人数等の

情報発信を行う。（報告様式は資料編参照） 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・関連計画の内容に基

づく修正 

・機構・組織改変に伴う

修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

149 第 2章 第 5節 4 62 ４ 現地医療体制の設備 

 (1) 災害医療センター 

市は、災害時に市保健福祉センター１階休日診療

所に市災害医療センターを開設するための物品を整

備する。 

(2) 医療救護所 

ア 市は、病院協会所属の医療機関を、医療救護所

とし、中等度及び軽症者への医療を提供する。 

イ 病院災害マニュアルの作成 

医療救護所となる病院協会所属の医療機関は、各

病院に応じた災害時医療救護所マニュアルを整備

する。 

 

 (3) 医療救護班の整備 

市は、病院協会所属の医療機関が被災し施設内での

診療が不可能な場合は、応急救護所を設置し応急救護

所での診療に切り替え、医療機関の職員に加えて府等

から派遣される医療救護班とともに診療を行う。 

ア 医療救護班の種類と構成 

市、府及び医療関係機関は、災害の種類や時間経

過に伴い変化する疾病傷病に対応できるよう、診療

科目・職種別に医療救護班を構成する。 

(ｱ) 緊急医療班 

災害発生直後に災害拠点病院が派遣する救急医

療従事者で医療救護班を構成し、被害状況を早期

に把握するとともに救護所等で主に現場救急活動

を行う。 

緊急医療班の中には、災害の急性期に活動でき

る機動性を持った、専門的な訓練を受けた災害派

遣医療チーム（DMAT）を含む。 

(ｲ) 診療科別医療班 

外科系、内科系、小児科、精神科及びその他の

診療科目別の医療従事者で構成する医療班を編成

し、救護所等で主に臨時診療活動を行う。ただし、

各医療班は、必要に応じて専門外の診療にも対応

する。 

(ｳ) 歯科医療班 

歯科医療従事者で構成し、救護所等で活動する。 

(ｴ) 薬剤師班 

薬剤師で構成し、救護所、災害拠点病院及び広

域防災拠点などで診療医療班及び歯科医療班と連

携し活動する。 

（次ページに続く） 

４ 現地医療体制の設備 

 (1) 市災害医療センター 

市は、災害時に市立保健福祉センター１階休日診

療所に市災害医療センターを開設するための物品を

整備する。 

(2) 医療救護所 

ア 市は、病院協会所属の医療機関に医療救護所の

設置を要請し、中等度及び軽症者への医療を提供

する。 

イ 病院災害マニュアルの作成 

医療救護所となる病院協会所属の医療機関は、各

病院ごとに応じた災害時医療救護所マニュアルを

整備する。 

(3)保健医療活動チームの受入れ及び配置調整 

府等から派遣される災害派遣医療チーム（DMAT）等

の保健医療活動チームの受入れ及び救護所への配置

調整を行う体制・窓口を、市保健医療調整本部に整備

し、災害時医療コーディネーターと連携し、活動す

る。 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・関連計画の内容に基

づく修正 

・機構・組織改変に伴う

修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

150     イ 医療救護班の編制基準 

医療救護班の編制数、構成、参集場所、派遣方法

等は、「地震災害応急対策・復旧対策編 第１部第１

章第９節 医療救護活動」に定めている。 

ウ 救護所の設置 

救護所の設置場所・基準、運営方法等は、「地震災

害応急対策・復旧対策編 第１部第１章第９節 医

療救護活動」に定めている。 

エ 医療救護班の受入れ、派遣及び配置調整 

府等から派遣される災害派遣医療チーム（DMAT）

等の医療救護班の受入れ及び救護所への配置調整を

行う体制・窓口を、災害時医療対策本部に整備し、

災害時医療コーディネーターの指示の下、活動する。 

 

   

151 第 2章 第 5節 1 62 ５ 後方医療体制の整備 

 (1) 災害医療機関の整備 

  ア 災害拠点病院 

   (ｲ) 地域災害拠点病院 

重症患者の救命医療を行うために高度な

診療医療を有するとともに、医薬品及び医

療用資器材の備蓄機能、医療救護班の受入

機能、災害派遣医療チーム（DMAT）の派遣

機能、広域患者搬送への対応機能を有する

地域災害拠点病院を整備する。 

 

５ 後方医療体制の整備 

(1) 災害医療機関の整備 

  ア 災害拠点病院 

  (ｲ) 地域災害拠点病院 

重症患者の救命医療を行うために高度な 

診療医療を有するとともに、医薬品及び医療

用資器材の備蓄機能、保健医療活動チームの

受入機能、災害派遣医療チーム（DMAT）の派

遣機能、広域患者搬送への対応機能を有する

地域災害拠点病院を整備する。 

・機構・組織改変に伴う

修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

152 第 2章 第 5節 1 63 ７ 患者等搬送体制の確立 

市及び府は、災害時における患者、医療救護班及び

医薬品等の大量かつ迅速・適切な搬送のため、陸路・

海路・空路を利用した搬送手段の確保と搬送体制の確

立を図る。 

(1) 患者搬送 

市及び府は、特定の医療機関へ患者が集中しないよ

う、広域災害・救急医療情報システム（EMIS）の受入

可能病床情報等及び各医療機関に派遣した災害時医療

情報連絡員からの情報に基づく適切な搬送体制を確立

する。 

(2) 医療救護班の搬送 

市、府及び医療関係機関は、救護所等における医療

救護活動を行うための医療救護班の派遣手段・方法を

確立する。 

(3) 医薬品等物資の搬送 

医薬品の受入れは、薬剤師会の協力の下、市災害医

療センターで一括して行い、各医療救護所へ配送する。 

７ 患者等搬送体制の確立 

市及び府は、災害時における患者、保健医療活動チー

ム及び医薬品等の大量かつ迅速・適切な搬送のため、陸

路・海路・空路を利用した搬送手段の確保と搬送体制の

確立を図る。 

(1) 患者搬送 

市及び府は、特定の医療機関へ患者が集中しないよ

う、広域災害・救急医療情報システム（EMIS）の受入可

能病床情報等及び各医療機関に派遣した災害時医療情

報連絡員からの情報に基づく適切な搬送体制を確立す

る。 

(2)保健医療活動チームの搬送 

市、府及び医療関係機関は、救護所等における医療救

護活動を行うための保健医療活動チームの派遣手段・

方法を確立する。 

(3) 医薬品等物資の搬送 

医薬品の受入れは、薬剤師会の協力の下、府薬務課を

通じて卸売販売業救護班より各救護所等へ配送する。 

 

・機構・組織改変に伴う

修正 

 

153 第 2章 第 5節 1 64 ９ 関係機関協力体制の確立 

市及び府は、地域保健医療協議会を活用し、災害時

の医療救護方策の検討や訓練の実施など、地域の実状

に応じた災害時医療体制を構築する。 

９ 関係機関協力体制の確立 

市及び府は、連絡会議等を活用し、災害時の医療救護

方策の検討や訓練の実施など、地域の実状に応じた災

害時医療体制を構築する。 

 

・字句の修正  
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

154 第 2章 第 6節 1 65 第６節 緊急輸送体制の整備 

 

災害発生時に救助、救急、医療、消火並びに緊急

物資の供給を迅速、的確に実施するため、緊急輸送

体制の整備に努める 

１ 陸上輸送体制の整備 

(2) 緊急交通路等の整備 

道路管理者は、あらかじめ選定された緊急交通路

を整備するとともに、多重性、代替性を確保するよ

う、効率的な緊急輸送ネットワークの整備に努める。 

河川管理者（国土交通大臣）は、緊急交通路の補

完的機能を果たし、河川（淀川）における船着場と

一体的に機能する緊急用河川敷道路の整備に努め

る。 

また、市は防災関連施設を連絡するため、幹線道

路から区画道路に至る機能的なネットワークの形成

に努める。 

 （中略） 

第６節 緊急輸送体制の整備 

 

災害発生時に救助、救急、医療、消火並びに緊急物

資の供給を迅速、的確に実施するため、緊急輸送体制

の整備に努めるとともに、災害発生時の緊急輸送活動

のために確保すべき道路等の輸送施設及びトラック

ターミナル、体育館等の輸送拠点について把握・点検

する。 

１ 陸上輸送体制の整備 

(2) 緊急交通路等の整備 

道路管理者は、あらかじめ選定された緊急交通路

を整備するとともに、多重性、代替性を確保するよ

う、効率的な緊急輸送ネットワークの整備に努める。 

河川管理者（国土交通大臣）は、緊急交通路の補完

的機能を果たし、河川（淀川）における船着場と一体

的に機能する緊急用河川敷道路の整備に努める。 

また、市は防災関連施設との連絡を確保するため、

幹線道路から区画道路に至る機能的なネットワーク

の形成に努める。 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

 

155 第 2章 第 6節 1 66  (6) 重要物流道路の指定等 

国土交通大臣は、災害時も含めた安定的な輸送を

確保するため、府及び道路管理者と協議の上、物流

上重要な道路輸送網を重要物流道路として指定し、

機能強化及び重点支援を実施する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

156 第 2章 第 7節 3 71 第７節 避難収容体制の整備 

 

３ 指定避難所・指定緊急避難場所の選定、整備 

市は、施設管理者と協力し、家屋の損壊、滅失、

浸水、流失により避難を必要とする市民を臨時に

受け入れることのできる指定避難所・指定緊急避

難場所を選定、整備する。また、各指定避難所及

び指定緊急避難場所における受入可能人数等の評

価を行い、収容可能な避難者が不足するときは、

他の受入場所等の確保に努める。 

(1) 指定避難所・指定緊急避難場所の選定 

指定避難所は、自治会等単位での避難行動を

考慮した上で、避難圏域ごとに選定する。指定

避難所・指定緊急避難場所の選定に当たっては、

被害想定に基づき、災害種別ごとに安全な指定

避難所・指定緊急避難場所を指定する。なお、指

定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなさ

れていること及び避難の際には発生するおそれ

のある災害に適した指定緊急避難場所を避難先

として選択すべきであることについて、日頃か

ら市民等への周知徹底に努めるものとする。特

に、指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼

ねる場合においては、特定の災害においては当

該施設に避難することが不適当である場合があ

ることを日頃から市民等への周知徹底に努め

る。 

また、民間施設などの把握及び管理者との協

議により、大規模災害時に備えた避難受入施設

の確保に努める。 

さらに、他の市町村からの広域一時滞在の用

に供することが可能な施設の指定に努める。 

指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うこと

については、日頃から市民等への周知徹底に努める。 

 

第７節 避難収容体制の整備 

 

３ 指定避難所・指定緊急避難場所の選定、整備 

市は、施設管理者と協力し、家屋の損壊、滅失、

浸水、流失により避難を必要とする市民を臨時に

受け入れることのできる指定避難所・指定緊急避

難場所を選定、整備する。また、各指定避難所及び

指定緊急避難場所における受入可能人数等の評価

を行い、収容可能な避難者が不足するときは、府と

連携し、公的施設や民間施設の指定避難所として

の利用拡大、応急住宅としての空き家・空き室の活

用、自宅での生活が可能な者に対する在宅避難へ

の誘導等を行い、受入場所の確保を図る。 

(1) 指定避難所・指定緊急避難場所の選定 

指定避難所は、自治会等単位での避難行動を考

慮した上で、避難圏域ごとに選定する。指定避難

所・指定緊急避難場所の選定に当たっては、地域

的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏ま

え、その管理者の同意を得た上で、災害種別ごと

に安全な指定避難所・指定緊急避難場所を指定す

る。なお、指定緊急避難場所は災害種別に応じて

指定がなされていること及び避難の際には発生

するおそれのある災害に適した指定緊急避難場

所を避難先として選択すべきであることについ

て、日頃から市民等への周知徹底に努めるものと

する。特に、指定緊急避難場所と指定避難所が相

互に兼ねる場合においては、特定の災害において

は当該施設に避難することが不適当である場合

があることを日頃から市民等への周知徹底に努

める。 

また、民間施設などの把握及び管理者との協議

により、大規模災害時に備えた避難受入施設の確

保に努める。 

さらに、他の市町村からの広域一時滞在の用に

供することが可能な施設の指定に努める。 

指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うこと

については、日頃から市民等への周知徹底に努める。 

 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

・関連計画の内容に基

づく修正 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

157 第 2章 第 7節 3 71 (2) 指定避難所の整備 

市は、施設の管理者と協力し、非構造部材も含

めた耐震化・不燃化の促進、非常用自家発電設備

の確保等、避難の実施に必要な設備機器の整備に

努める。 

ア 中長期の停電に対応できる非常用自家発電

設備を確保するとともに、非常用自家発電設

備の稼働持続時間の把握と燃料確保体制の

整備に努める。 

イ 非常用自家発電設備、移動系防災行政無線、

衛星電話等の通信機器等のほか、空調、換気、

照明、洋式トイレなどの整備に努める。さら

に、テレビ、ラジオ等被災者による災害情報

の入手に資する機器の整備を図る。 

ウ 指定された避難所又はその付近で備蓄施設を確

保し、水、食料、常備薬、炊き出し用具、毛布等

避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。 

(2) 指定避難所の整備 

市は、施設の管理者と協力し、非構造部材も含め

た耐震化・不燃化の促進、非常用自家発電設備の確

保等、避難の実施に必要な設備機器の整備に努め

る。 

ア 中長期の停電に対応できる非常用自家発電

設備を確保するとともに、非常用自家発電設備

の稼働持続時間の把握と燃料確保体制の整備

に努める。また、必要に応じ、指定避難所の電

力容量の拡大に努める。 

イ 非常用自家発電設備、移動系防災行政無線、

衛星電話等の通信機器等のほか、良好な生活環

境を確保するために、空調、換気、照明、洋式

トイレなどの整備に努める。さらに、テレビ、

ラジオ等被災者による災害情報の入手に資す

る機器の整備を図る。 

ウ 指定された避難所又はその付近で備蓄施設を確

保し、水、食料、常備薬、炊き出し用具、毛布等避

難生活に必要な物資等の備蓄に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・関連計画の内容に基

づく修正 

・字句の修正 

 

158 第 2章 第 7節 3 72  オ 新型コロナウィルス感染症を含む感染症対策に

ついて、感染症患者が発生した場合の対応を含め、

平常時から関係部局が連携して、必要な場合には、

ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努

める。 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

159 第 2章 第 7節 3 72 (3) 指定避難所の運営管理体制の整備 

府が示した「避難所運営マニュアル作成指針」

を踏まえて、指定避難所の管理運営マニュアルを

あらかじめ作成するなどにより、指定避難所の運

営管理体制を整備するとともに、マニュアルの作

成、訓練等を通じて、市民等に対し、あらかじめ、

指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普

及に努める。この際、市民等への普及に当たって

は、市民等が主体的に指定避難所を運営できるよ

うに配慮するよう努める。 

また、指定避難所の開設・運営等に関する訓練（特

に避難者の受入れ、配置に関する訓練）の実施に努め

る。 

 

(3) 指定避難所の運営管理体制の整備 

府が示した「避難所運営マニュアル作成指針」を

踏まえて、指定避難所の管理運営マニュアルをあ

らかじめ作成することなどにより、指定避難所の

運営管理体制を整備するとともに、マニュアルの

作成、訓練等を通じて、市民等に対し、あらかじめ、

指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普

及に努める。この際、市民等への普及に当たって

は、市民等が主体的に指定避難所を運営できるよ

うに配慮するよう努める。 

特に、新型コロナウィルス感染症の蔓延期にお

ける避難所生活に備え、「新型コロナウィルス感染

症対策に基づく寝屋川市避難所運営指針」の市民

への普及に努める。 

また、指定避難所の開設・運営等に関する訓練（特に

避難者の受入れ、配置に関する訓練）の実施に努める。 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 

 

160 第 2章 第 7節 3 72 ア 指定避難所の管理者不在時の開設体制（地域住

民等関係者・団体と指定避難所の鍵の管理や指定

避難所の開設方法に関する事前の取決め） 

イ 指定避難所を管理するための責任者の派遣 

ウ 災害対策本部との連絡体制 

エ 自治会、地域協働協議会（防災に関する部会）、

施設管理者との協力体制 

オ 地域と多様な主体が連携する避難所運営体制 

カ ペット同伴避難に関するルールの事前取決め 

 

ア 指定避難所の管理者不在時の開設体制（地域住

民等関係者・団体と指定避難所の鍵の管理や指定

避難所の開設方法に関する事前の取決め） 

イ 指定避難所を管理するための責任者の派遣 

ウ 災害対策本部との連絡体制 

エ 自治会、地域協働協議会（防災に関する部会）、

施設管理者との協力体制 

オ 地域と多様な主体が連携する避難所運営体制 

カ ペット同行避難に関するルールの事前取決め、「ペッ

トとの同行避難について」の市民への周知 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

161 第 2章 第 7節 5 73  ５ 避難勧告等の事前準備 

市は、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難

指示（緊急）、災害発生情報といった避難情報について、

河川管理者、水防管理者、気象台等の協力を得つつ、洪

水、土砂災害、高潮等の災害事象の特性、収集できる情

報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達方法、警

戒レベルに対応した避難行動や避難の際の留意点等を

明確にした「避難勧告等の判断・伝達マニュアル(寝屋

川市)」について市民に周知し、意識啓発に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・関連計画の内容に基

づく修正 

 

162 第 2章 第 7節 5 73  (1) 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの改訂 

内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン（平成 31

年３月改訂）」に基づき、また、近年の都市型豪雨等に

対応するため、タイムライン等の最新の知見を参考に

するなど、適宜、マニュアルを改訂する。 

特に、土砂災害については、面積の広さ、地形、地域

の実情等に応じて市をいくつかの地域に分割した上

で、土砂災害に関するメッシュ情報等を用い、危険度の

高まっている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害

警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令できるよ

う、発令範囲をあらかじめ具体的に設定する。 

(2) 市民への周知・意識啓発 

避難勧告や避難指示（緊急）、災害発生情報が発令さ

れた際、既に周囲で水害や土砂災害が発生している等、

遠方の指定避難所等への立退き避難はかえって命に危

険を及ぼしかねないと市民自身で判断した場合には、

近隣のより安全な建物等の緊急的な退避場所への避難

や、屋内でもより安全な場所へ移動する安全確保措置

をとることも避難行動とすることを市民へ平時から周

知しておく。 

土砂災害については、危険な急傾斜地から離れる方

向に速やかに避難する訓練を行うなど、実践的な避難

訓練の実施等による市民の意識啓発に努める。 

 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 



総則・災害予防対策編 第２部 予防対策 

-91- 

NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

163  避難勧告等により立退き避難が必要な住民等に求める行動 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

164  注１）津波災害は、危険区域からの一刻も早い避難が必要であることから、「避難準備・高齢者等避難開始」

「避難勧告」は発令せず、基本的には「避難指示（緊急）」のみ発令する 。 

注２）市町村は、住民に対して避難勧告等を発令するに当たり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、

避難勧告、避難指示（緊急）及び災害発生情報を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりや

すい時間帯における避難準備・高齢者等避難開始の発令に努める。 

注３）市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、警戒レベル

相当情報が出されたとしても発令されないことがある。 

注４）大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）、府が提供する土砂災害危険度を

より詳しく示した情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。 

注５）※１土砂災害に関するメッシュ情報（極めて危険）については、現行では避難指示（緊急）の発令を判

断するための情報であるが、今後、技術的な改善を進めた段階で、 警戒レベルへの位置付けを改めて検討

する。 

注６）※２の大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が

極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報［洪水］や警戒レベル５相当情報［土砂災害］として運用す

る。ただし、市町村長は警戒レベル５の災害発生情報の発令基準としては用いない。 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

165 第 2章 第 7節 6 75 ５ 避難誘導体制の整備 

(1) 市 

ア 発災時の避難誘導にかかる計画をあらかじ

め作成する。また、防災訓練の実施や防災マ

ップ及び洪水ハザードマップの作成・配布等

により、その内容の市民等に対する周知徹底

を図るための措置を採ることとし、周知に当

たっては、要配慮者・避難行動要支援者に配

慮する。その際、水害と土砂災害、複数河川

の氾濫等、複合的な災害が発生することを考

慮するよう努める。なお、防災マップ及び洪

水ハザードマップの作成に当たっては市民

参加型等の工夫をすることにより、災害から

の避難に対する市民等の理解の促進を図る

よう努める。 

 

６ 避難誘導体制の整備 

(1) 市 

ア 発災時の避難誘導にかかる計画をあらかじ

め作成する。また、防災訓練の実施や防災マッ

プ及び洪水ハザードマップの作成・配布等に

より、その内容の市民等に対する周知徹底を

図るための措置を採ることとし、周知に当た

っては、要配慮者・避難行動要支援者に配慮す

る。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫

等、複合的な災害が発生することを考慮する

よう努める。なお、防災マップ及び洪水ハザー

ドマップの作成に当たっては市民参加型等の

工夫をすることにより、災害からの避難に対

する市民等の理解の促進を図るよう努める。

また、ハザードマップ等の配布に際しては、居

住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考

慮した上でとるべき行動や適切な避難先を判

断できるよう周知に努めるとともに、安全な

場所にいる人まで避難場所に行く必要がない

こと、避難先として安全な親戚・知人宅等も選

択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な

場所から全員避難」すべきこと等の避難に関

する情報の意味の理解の促進に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

・関連計画の内容に基

づく修正 

 

 

166 第 2章 第 7節 6 76  ケ  指定緊急避難場所や指定避難所に避難したホーム

レスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受け

入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等に

ついて勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策につ

いて定めるよう努める。 

 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

 

 

 

167 第 2章 第 7節 7 76 ６ 広域避難体制の整備 

市及び府は、円滑な広域避難が可能となるよう、他

の自治体との広域一時滞在にかかる応援協定締結や

被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等

との協定締結、発災時の具体的な避難・受入方法を含

めた手順等をあらかじめ定めるよう努める。 

７ 広避難体制の整備 

市及び府は、円滑な広域避難が可能となるよう、他の

自治体との広域一時滞在にかかる応援協定締結や被災

者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協

定締結、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順

等をあらかじめ定めるよう努める。 

 

・項目番号の修正  
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

168 第 2章 第 7節 8 77 ７ 応急危険度判定体制の整備 

  市及び府は、市民の安全確保を図るため、建築関係

団体と協力し、地震により被災した建築物等の二次災

害を防止するための危険度判定体制を整備する。 

(1) 被災建築物応急危険度判定体制の整備 

（中略） 

イ 実施体制の整備 

市は、判定主体として、資機材の整備、被災建

築物応急危険度判定士受入体制の整備など実施体

制の整備を図る。府は、応急危険度判定士の派遣

体制の整備を図るとともに、都道府県の相互支援

体制の整備を図る。 

(2) 被災宅地危険度判定体制の整備 

（中略） 

イ 実施体制の整備 

府は、被災宅地危険度判定士の派遣体制の整備

を図るとともに、都道府県の相互支援体制の整備

を図る。 

 

８ 危険度判定体制の整備 

  市及び府は、市民の安全確保を図るため、建築関係団

体と協力し、地震により被災した建築物等の二次災害

を防止するための危険度判定体制等を整備する。 

(1) 被災建築物応急危険度判定体制の整備 

（中略） 

イ 実施体制の整備 

市は、判定主体として、資機材の整備、被災建築

物応急危険度判定士受入体制の整備など実施体制

の整備を図る。府は、被災建築物応急危険度判定士

の派遣体制の整備を図るとともに、都道府県の相

互支援体制の整備を図る。 

(2) 被災宅地危険度判定体制の整備 

（中略） 

イ 実施体制の整備 

市は、判定主体として、資機材の整備、被災宅地

危険度判定士受入体制の整備など実施体制の整備

を図る。府は、被災宅地危険度判定士の派遣体制の

整備を図るとともに、都道府県の相互支援体制の

整備を図る。 

ウ 被災宅地危険度判定制度の普及啓発 

市及び府は、建築関係団体と協力し、市民に対し

て、制度の趣旨について理解が得られるよう普及

啓発に努める。 

 

・項目番号の修正 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

169 第 2章 第 7節 9 77 ８ 応急仮設住宅等の事前準備 

市は、各種災害に対する安全性に配慮しつつ、

候補地として、建設可能な都市計画公園、小中学

校運動場（応急仮設住宅建設候補地（資料編 資

料 11-8））を充てるとともに、大規模災害の発生

により、建設用地が不足する場合は府及び他の市

町村に建設用地提供について応援を求める。なお、

学校の敷地を応急仮設住宅の用地等とする場合に

は、学校の教育活動に十分配慮する。 

また、災害時における被災者用の住居として利用可

能な公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の借上げが可能な

空き家ストック等の把握に努め、災害時に迅速にあっ

せんできる体制の整備に努める。 

 

９ 応急仮設住宅等の事前準備 

市は、各種災害に対する安全性に配慮しつつ、候

補地として、建設可能な都市計画公園、小中学校運

動場（応急仮設住宅建設候補地（資料編 資料 11-

8））を充てるとともに、大規模災害の発生により、

建設用地が不足する場合は府及び他の市町村に建

設用地提供について応援を求める。なお、学校の敷

地を応急仮設住宅の用地等とする場合には、学校

の教育活動に十分配慮する。 

また、災害時における被災者用の住居として利用可

能な公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の借上げが可能な空

き家ストック等の把握に努め、災害時に迅速にあっせ

んできる体制の整備に努める。 

 

・項目番号の修正 

 

 

170 第 2章 第 7節 10 77 ９ 斜面判定制度の活用 １０ 斜面判定制度の活用 

 

・項目番号の修正  
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

171 第 2章 第 7節 11 78 10 り災証明書の発行体制の整備 

市は、災害時にり災証明書の交付が遅滞なく

行われるよう、住家被害の調査の担当者の育成、

他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締

結、り災証明発行業務のシステム化等を計画的

に進めるなど、り災証明書の交付に必要な業務

の実施体制の整備に努める。 

府は、市に対し、住家被害の調査の担当者のため

の研修機会の拡充等により、災害時の家屋被害認定

の迅速化を図る。 

 

11 り災証明書の発行体制の整備 

市は、災害時にり災証明書の交付が遅滞なく

行われるよう、住家被害の調査やり災証明書の

交付の担当部局を定め、家屋被害認定調査員の

育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協

定の締結、り災証明発行業務のシステム化、住家

被害認定調査及びり災証明書発行業務の要員名

簿の作成等を計画的に進めるなど、り災証明書

の交付に必要な業務の実施体制の整備に努め

る。 

また、住家被害の調査やり災証明書の交付の

担当部局と応急危険度判定担当部局とが非常時

の情報共有体制についてあらかじめ検討し、必

要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実

施計画や判定結果を活用した住家被害の調査・

判定を早期に実施できるよう努める。 

さらに、被災建築物の応急危険度判定調査、被

災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、

住宅に関する各種調査が個別の目的を有してい

ることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実

施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等

について、被災者に明確に説明できるよう、関係

者の知識の習熟に努める。 

府は、市におけるり災証明書の交付が遅滞なく行

われるよう、市に対し、家屋認定調査員のための研修

機会の拡充等により、災害時の家屋被害認定の迅速

化を図るとともに育成した調査の担当者の名簿への

登録、他の都道府県や民間団体との応援協定の締結

等により、応援体制の強化を図る。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・項目番号の修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

172 第 2章 第 8節 - 79 第８節 緊急物資確保体制の整備 

１ 飲料水等の確保 

府、市及び府内水道（用水供給）事業体大阪広域

水道企業団は、相互に協力して、発災後３日間は１

日１人当り３リットルの飲料水を供給し、それ以

降は順次供給量を増加できるよう体制の整備に努

める。 

（中略） 

(2) 応急給水拠点等の整備 

ア 震災時には被害状況に応じて、大阪広域水

道企業団あんしん給水栓を応急給水拠点とし

て活用する。また、近畿運輸局大阪運輸支局内

に設置されているあんしん給水栓について

は、車両で応急給水を受けに来ることができ

る体制の整備を行う。 

イ 配水場等に応急給水所及び給水拠点を設置

し、配水場等を基地とする応急給水体制の整

備を図る。 

（中略） 

(5) 相互応援体制の整備 

迅速かつ的確な給水活動等に必要な情報を収集し、

総合調整、指示、支援を行うために、市、府及び大阪

広域水道企業団は相互に協力して大阪広域水道震災対

策中央本部体制を整備する。 

 

第８節 緊急物資確保体制の整備 

１ 飲料水等の確保 

市、府及び府内水道（用水供給）事業体は、相互

に協力して、発災後３日間は１日１人当り３リット

ルの飲料水を供給し、それ以降は順次供給量を増加

できるよう体制の整備に努める。 

（中略） 

(2) 応急給水拠点等の整備 

ア 震災時には被害状況に応じて、大阪広域水道

企業団あんしん給水栓を応急給水拠点として

活用する。また、近畿運輸局大阪運輸支局内に

設置されているあんしん給水栓については、車

両で応急給水を受けに来ることができる拠点

として車両誘導を含めた給水体制の整備を行

う。 

イ 配水場等に給水拠点を設置し、楠根配水場を

給水車への給水拠点とする応急給水体制の整

備を図る。 

（中略） 
(5) 相互応援体制の整備 

ア 迅速かつ的確な給水活動等に必要な情報を収集

し、総合調整、指示、支援を行うために、大阪府水

道災害調整本部を設置し、関係機関と連携した体

制を整備する。 

イ 都道府県域を超えた広域的相互応援体制を整備

する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

173 第 2章 第 8節 2 79 ２ 食料及び生活必需品の確保 

 (ｲ) その他用品の確保 

a 精米、即席麺などの主食（食物アレルギ

ーに対応した食料を含む。） 

b 災害用備蓄水 

c 野菜、漬物、菓子類などの副食 

d 被服（肌着等） 

e 炊事道具・食器類（鍋、炊飯用具等） 

f 光熱用品（LPガス、LPガス用品、簡易コ

ンロ、乾電池、懐中電灯、マッチ、ライタ

ー、固形燃料等） 

g 日用品（石鹸、タオル、ちり紙、歯ブラ

シ、ラップ等） 

h 医薬品等(常備薬、救急セット) 

i 感染症予防用品（マスク、手指消毒液等） 

j 仮設風呂・仮設シャワー 

k 高齢者、障害者等用介護機器、補装具、

日常生活用具等（車いす、トイレ、盲人用

つえ、補聴器、点字器、高齢者用紙おむ

つ、妊婦用・介護用の下着や衣類等） 

l 携帯トイレ等の災害用トイレ 

m 簡易ベッド、間仕切りなど 

n 棺桶、遺体袋など 

 

２ 食料及び生活必需品の確保 

(ｲ) その他用品の確保 

a 精米、即席麺などの主食（食物アレルギー 

に対応した食料を含む。） 

        b 液体ミルク（乳アレルギーに対応したものを

含む。） 

c 災害用備蓄水 

d 野菜、漬物、菓子類などの副食 

e 被服（肌着等） 

f 炊事道具・食器類（鍋、炊飯用具等） 

g 光熱用品（LPガス、LPガス用品、簡易コン   

ロ、乾電池、懐中電灯、マッチ、ライター、 

固形燃料等） 

h 日用品（石鹸、タオル、ちり紙、歯ブラシ、    

ラップ等） 

i 医薬品等(常備薬、救急セット) 

j 感染症予防用品（マスク、手指消毒液等） 

k ブルーシート、土のう袋 

l 仮設風呂・仮設シャワー 

m 高齢者、障害者等用介護機器、補装具、日

常生活用具等（車いす、トイレ、視覚障害

者用つえ、補聴器、点字器、高齢者用紙お

むつ、妊婦用・介護用の下着や衣類等） 

n 携帯トイレ等の災害用トイレ 

o 簡易ベッド、間仕切りなど 

p 棺桶、遺体袋など 

 

・関係計画等の策定に

基づく修正 

・字句の修正 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

174 第 2章 第 8節 2 81 (2) 備蓄・供給体制の整備 

市は、大規模な地震が発生した場合には、物資

の調達や輸送が平常時のようには実施できないと

いう認識に立って初期の対応に十分な量を備蓄す

るほか、速やかに物資等を輸送、提供するため、

分散備蓄などの体制整備に努めるとともに、民間

事業所等との協定等により物資の確保を図る。ま

た、必要に応じて近隣市町との共同備蓄や備蓄の

相互融通を行う。 

府は、災害の規模等に鑑み、市が自ら物資の調

達・輸送を行うことが困難な場合にも、被災者に

物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要

請体制・調達体制・輸送体制の整備を図る。また、

防災拠点等での管理・仕分け、輸送について、専

門性を有する民間事業所等との連携及び民間事業

所等の物流施設の活用により、迅速かつ効率的に

集配できるよう体制を整備する。 

 

(2) 備蓄・供給体制の整備 

市は、大規模な地震が発生した場合には、物資の

調達や輸送が平常時のようには実施できないとい

う認識に立って初期の対応に十分な量を備蓄する

ほか、速やかに物資等を輸送、提供するため、分散

備蓄などの体制整備に努めるとともに、民間事業

所等との協定等により物資の確保を図る。また、必

要に応じて近隣市町との共同備蓄や備蓄の相互融

通を行う。 

府は、災害の規模等に鑑み、市が自ら物資の調

達・輸送を行うことが困難な場合にも、被災者に物

資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要請

体制・調達体制・輸送体制の整備を図る。また、防

災拠点等での管理・仕分け、輸送について、専門性

を有する民間事業所等との連携及び民間事業所等

の物流施設の活用により、迅速かつ効率的に集配

できるよう体制を整備するとともに、輸送拠点と

して利用可能な民間事業者の管理する施設を把握

しておく。 

市及び府は、物資調達・輸送調整等支援システム

を活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資調達の登録

に努める。また、大規模な災害発生のおそれがある

場合には、事前に物資調達・輸送調整等支援システ

ムを用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あら

かじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに

開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡

先や開設手段を関係者間で共有するなど、備蓄物

資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備

に努める。 

市、府及び電気事業者等は、所有する電源車や発

電機等の配備状況等を確認の上、リスト化するよ

う努める。また、市及び府は、災害応急対策に係る

重要施設の管理者に対して、燃料備蓄の補給状況

等、災害に備えた事前の準備状況の確認を行う。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

・・関連計画の内容に基

づく修正 

・字句の修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

175 第 2章 第 8節 2 81 ア できる限り指定避難所及びその周辺での備蓄倉

庫の確保 

イ 備蓄物資の点検及び更新 

ウ 民間事業所等との協定の推進 

(ｱ) 主食、副食、日用品等の関係業者と協議し、事

前に調達に関する協定を締結する。 

(ｲ) 事前に調達に関する協定を締結した場合、定期

的な物資保有数量報告による在庫量の確認、協

定先の見直しを行い、事情の変化に対応する。 

(ｳ) 輸送協定を締結した民間事業所等に対して、緊

急通行車両標章交付のための事前届出を周知す

る。 

エ 定期的な流通在庫量の調査の実施 

オ 供給体制の整備 

カ 備蓄品目、所在、配布方法の市ホームページや

広報等による事前公開 

 

ア できる限り指定避難所及びその周辺での備蓄倉

庫の確保 

イ 備蓄物資の点検及び更新 

ウ 民間事業所等との協定の推進 

(ｱ) 主食、副食、日用品等の関係業者と協議し、事

前に調達に関する協定を締結する。 

(ｲ) 事前に調達に関する協定を締結した場合、定

期的な物資保有数量報告による在庫量の確認、

協定先の見直しを行い、事情の変化に対応する。 

(ｳ) 輸送協定を締結した民間事業所等に対して、

緊急通行車両標章交付のための事前届出を周知

する。 

エ 定期的な流通在庫量の調査の実施 

オ 供給体制の整備（共同備蓄や相互融通を含む。） 

カ 市物資拠点から各指定避難所への物資の配送及び支

給体制の整備 

キ 備蓄品目、所在、配布方法の市ホームページや広

報等による事前公開 

ク 平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や輸送手

段の確認、災害協定を締結した民間事業者等の発災時

の連絡先及び要請手続等の確認の実施 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

176 第 2章 第 8節 2 81 (3) その他防災関係機関 

ア 農林水産省 

応急用食料品の調達・供給体制の整備及び米穀

の備蓄 

イ 近畿農政局（大阪支局） 

応急用食料品の調達・供給体制に関する連絡・

調整 

ウ 近畿経済産業局 

生活必需品等の調達に関する情報の収集及 び

伝達 

エ 日本赤十字社大阪府支部 

毛布、日用品などの備蓄 

 

(3) その他防災関係機関 

ア 農林水産省 

応急用食料品の調達・供給体制の整備及び調整

並びに米穀の備蓄 

イ 近畿農政局（大阪府拠点） 

応急用食料品の調達・供給体制に関する連絡 

ウ 近畿経済産業局 

生活必需品等の調達に関する情報の収集及び伝

達 

エ 日本赤十字社大阪府支部 

毛布、日用品などの備蓄 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

177 第 2章 第 9節 1 83 第９節 ライフライン確保体制の整備 

 

１ 上水道・工業用水道施設 

上水道・工業用水道施設は市民生活の営みを支

え、地域産業の振興や快適な都市機能を維持する

ための基幹的施設である。 

このため、上水道・工業用水道施設は災害によ

る被害を未然に防ぐため、今後も施設整備を進

め、より災害に強い水道づくりを目指す。 

(1) 施設の整備 

ア 送配水施設については平常時から巡回点

検を、幹線配水管については配水場等で給

水量及び水位点検（記録）を実施し、事故

の早期発見に努める。 

イ 地震による水道管路の被害を最小限にお

さえるため、口径75mm以上の送配水管につ

いて、耐震性を考慮した管材料を使用す

る。 

ウ 単一管路で給水されている区域について

は、配水本管、配水支管の新規布設により

管路のループ化を検討する。 

(2) 給水車等の整備点検 

災害時における水道施設の被災により一時的

に配水不能になったり、あるいは水道水の汚染

等により飲料に適する水を得ることができなく

なる事態に備えて、平常時から月１回の給水車

及び給水タンクを点検整備する。 

(3) 資材の確保 

災害により被災した上水道施設を迅速に応急

復旧できるよう、平常時から一定量の復旧資材

を調達確保する。 

 

第９節 ライフライン確保体制の整備 

 

１ 水道・工業用水道施設 

水道・工業用水道施設は市民生活の営みを支

え、地域産業の振興や快適な都市機能を維持する

ための基幹的施設である。 

このため、水道・工業用水道施設は災害による

被害を未然に防ぐため、今後も施設整備を進め、

より災害に強い水道づくりを目指す。 

(1) 施設の整備 

ア 送配水施設については平常時から巡回点

検を、幹線配水管については配水場等で給

水量及び水位点検（記録）を実施し、事故

の早期発見に努める。 

イ 地震による水道管路の被害を最小限にお

さえるため、口径75mm以上の送配水管につ

いて、耐震性を考慮した管材料を使用す

る。 

ウ 単一管路で給水されている区域について

は、配水本管、配水支管の新規布設により

ループ管の整備を行う。 

(2) 給水車等の整備点検 

災害時における水道施設の被災により一時的

に配水不能になったり、あるいは水道水の汚染

等により飲料に適する水を得ることができなく

なる事態に備えて、平常時から月１回の給水車

及び給水タンクを点検整備する。 

(3) 資材の確保 

災害により被災した水道施設を迅速に応急復

旧できるよう、平常時から一定量の復旧資材を

調達確保する。 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

178 第 2章 第 9節 1 83 (4) 応急復旧体制の強化 

ア 上水道施設の被害状況等を迅速に把握

し、復旧活動等及びその支援を的確に行う

ための情報通信システムの整備により、情

報連絡体制を強化する。 

イ 受水管の多重化等によりバックアップ機

能を強化する。 

ウ 関係協力団体との協力体制を整備する。 

エ 応急復旧活動マニュアル等を整備する。 

オ 管路図等の管理体制を整備する。 

(5) 防災訓練の実施 

情報連絡体制及び他機関との協力体制の充実

強化、緊急対応、応急・復旧の手順の熟知、並

びに防災意識の高揚を図るため、計画的に訓練

を実施する。 

(6) 相互応援体制の確立 

上水道においては、災害時に迅速な復旧活動

等に必要な情報を収集し、総合調整、指示、支

援を行うために、市、府及び大阪広域水道企業

団は相互に協力して大阪広域水道震災対策中央

本部体制を整備する。 

 

(4) 応急復旧体制の強化 

ア 水道施設の被害状況等を迅速に把握し、

復旧活動等及びその支援を的確に行うため

の情報通信システムの整備により、情報連

絡体制を強化する。 

イ 受水管の多重化等によりバックアップ機

能を強化する。 

ウ 関係協力団体との協力体制を整備する。 

エ 応急復旧活動マニュアル等を整備する。 

オ 管路図等の管理体制を整備する。 

(5) 防災訓練の実施 

情報連絡体制及び他機関との協力体制の充実

強化、緊急対応、応急・復旧の手順の熟知、並

びに防災意識の高揚を図るため、計画的に訓練

を実施する。 

(6) 相互応援体制の確立 

水道においては、災害時に迅速な復旧活動等

に必要な情報を収集し、総合調整、指示、支援

を行うために、市、府及び大阪広域水道企業団

は相互に協力する。 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 

 

179 第 2章 第 9節 2 84 ２ 下水道施設 

(4) 応急復旧体制の強化 

ア 被害状況の迅速な把握及び円滑な復旧を図

るため、損傷の可能性が高い施設を把握する

とともに施設管理図書を複数箇所に保存・整

備する。 

イ 関係協力団体との協力体制を整備する。 

 

２ 下水道施設 

(4) 応急復旧体制の強化 

ア 被害状況の迅速な把握及び円滑な復旧を図

るため、損傷の可能性が高い施設を把握すると

ともに施設管理図書を複数箇所に保存・整備す

る。 

イ 関係協力団体との協力体制を整備する。 

ウ 下水道に関する事業業務継続計画（ＢＣＰ）を策

定する。 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

180 第 2章 第 9節 3 85 ３ 電力（関西電力株式会社） 

(1) 応急復旧体制の強化 

ア 被害状況を迅速かつ的確に把握する体制、

システムの整備に努める。 

イ 災害対策組織をあらかじめ定めておく。ま

た、災害により拠点が被災した場合の災害対

策活動拠点についてもあらかじめ定めてお

く。 

ウ 対策要員の動員体制を整備する。 

エ 重要施設への電力を確保するため、優先復

旧についてあらかじめ計画を策定する。 

オ 平常時から防災会議への参加により災害時

の情報提供、収集など相互連携体制を整備し

ておく。 

カ 防災関係機関との連携強化により平常時の各

種訓練の相互参画、定期的な会議及び情報交換の

実施、災害発生時の連絡体制の確立、相互協力を

行う。 

 

３ 電力（関西電力送配電株式会社） 

(1) 応急復旧体制の強化 

ア 被害状況を迅速かつ的確に把握する体制、シ

ステムの整備・強化に努める。 

イ 災害対策組織をあらかじめ定めておく。ま

た、災害により拠点が被災した場合の災害対策

活動拠点についてもあらかじめ定めておく。 

ウ 対策要員の動員体制を整備する。 

エ 重要施設への電力を確保するため、優先復旧

についてあらかじめ計画を策定する。 

オ 平常時から防災会議への参加により災害時

の情報提供、収集など相互連携体制を整備して

おく。 

カ 防災関係機関との連携強化により平常時の各種

訓練の相互参画、定期的な会議及び情報交換の実

施、災害発生時の連絡体制の確立、相互協力を行

う。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

 

181 第 2章 第 9節 3 85 (2) （災害対策用資機材の整備、点検 

ア 災害復旧用資機材の確保体制を整備する。 

イ 災害対策用設備（移動用変圧機等）を整備す

る。 

ウ 災害対策車両（発電機車等）を整備する。 

エ 資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を確

保する。 

オ 衛星携帯電話の配備など情報通信手段の多様化を

図る。 

 

(2) 災害対策用資機材の整備、点検 

ア 災害復旧用資機材の確保体制を整備する。 

イ 災害対策用設備（移動用変圧機等）を整備す

る。 

ウ 災害対策車両（発電機車等）を整備する。 

エ 資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を確

保する。 

オ 衛星通信の配備など情報通信手段の多様化を図

る。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

182 第 2章 第 9節 3 56 (4) 協力応援体制の整備 

単独復旧が困難な場合に備え、他の事業者から協力

を得る体制を整備する。 

ア 復旧用資機材、要員について、電力会社相互の応

援体制を整備する。 

イ 災害時の一時的な供給力不足に対応するため、他

電力会社との電力融通体制を確保する。 

 

(4) 協力応援体制の整備 

単独復旧が困難な場合に備え、他の事業者から協力

を得る体制を整備する。 

ア 復旧用資機材、要員について、電力会社及び電源開

発株式会社等と相互の応援体制を整備する。 

イ 災害時の一時的な供給力不足に対応するため、「二

社間融通電力需給契約」及び電力広域的運営推進機

関の指示に基づき他電力会社との電力融通体制を確

保する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

183 第 2章 第 9節 5 86 ５ 電気通信（西日本電信電話株式会社、ＫＤＤＩ株式

会社（関西総支社）等） 

 

５ 電気通信（西日本電信電話株式会社等、ＫＤＤＩ株式

会社（関西総支社）、ソフトバンク株式会社） 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

184 第 2章 第 9節 6 88  ６ 倒木等への対策 

府、電気事業者及び電気通信事業者は、倒木等により

電力供給網、通信網に支障が生じることへの対策とし

て、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や

災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡

大に努める。なお、事前伐採等の実施に当たっては、市

との協力に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

185 第 2章 第 9節 7 88 ６ 市民への広報 

ライフラインに関わる事業者は、災害時の対応につ

いて広報活動を実施し、利用者の意識の向上を図る。 

(1) 市及び、府は、飲料水の備蓄の重要性、節水並び

に水質汚濁防止や非常時の下水排除の制限等につい

て広報する。 

(2) 関西電力株式会社並びに大阪ガス株式会社は、感

電、漏電、ガスの漏洩、爆発、出火等の二次災害を

防止するため、災害時における注意事項等について

広報する。 

 

７ 市民への広報 

ライフラインに関わる事業者は、災害時の対応につ

いて広報活動を実施し、利用者の意識の向上を図る。 

(1) 市、府及び大阪広域水道企業団は、飲料水の備蓄の

重要性、節水並びに水質汚濁防止や非常時の下水排

除の制限等について広報する。 

(2) 関西電力送配電株式会社並びに大阪ガス株式会社

は、飛散物による停電の拡大や、感電、漏電、ガスの

漏洩、爆発、出火等の二次災害を防止するため、災害

時における注意事項等について広報する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

186 第 2章 第 11節 - 91 第11節 帰宅困難者支援体制の整備 

 

帰宅困難者が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、

混雑による集団転倒や火災、沿道建物からの落下

物等により死傷する危険性があるとともに、救助・

救急活動や緊急輸送活動など災害応急対策活動が

妨げられるおそれもある。 

このため、市は、府、事業者、関係機関と連携

して、帰宅困難者支援体制の整備に努めるととも

に、可能な範囲で地域における「共助」の活動を

事業者等に働きかける。また、大規模な集客施設

等の管理者に対して、利用者の誘導体制の整備等

について働きかけを行う。 

 

 

第11節 帰宅困難者支援体制の整備 

 

帰宅困難者が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、

混雑による集団転倒や火災、沿道建物からの落下

物等により死傷する危険性があるとともに、救助・

救急活動や緊急輸送活動など災害応急対策活動が

妨げられるおそれもある。 

このため、市は、府や関西広域連合と連携して、

一斉帰宅の抑制を図るため、「むやみに移動を開始

しない」という基本原則の広報等を行うとともに、

事業所に対して、交通機関の運行が停止した際に

従業員や観光客等を待機させることや、その際に

必要となる備蓄等を促す。大規模な集客施設等の

管理者に対しては、利用者の誘導体制の整備等に

ついて働きかけを行うとともに、帰宅者が無事に

帰ることができるように、関西広域連合と協定を

締結しているコンビニエンスストア等の事業者の

協力を得て、トイレ、水道水等の提供等、徒歩帰宅

支援を行う。 

また、市は、可能な範囲で地域における「共助」

の活動を事業者等に働きかけるとともに、帰宅困

難者を受け入れるため、宿泊施設、大規模店舗及び

大学等に協力を求め、必要に応じて、一時滞在施設

の確保を図る。 

市、国、府、関西広域連合等は連携して、鉄道の

代替としてバス、船舶による輸送が円滑に実施で

きるよう、関係機関との情報伝達や運行調整等を

行う枠組みの構築を図るほか、徒歩帰宅者への支

援を行う。 

なお、具体的な対策としては、関西広域連合が策

定した「関西広域帰宅困難者対策ガイドライン」に

基づき実施される訓練などを通じ、実効性のある

帰宅困難者支援の仕組みづくりを行う。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

187 第 2章 第 11節 1 91 １ 帰宅困難者対策の普及・啓発 

災害発生時、従業員等がむやみに移動を開始し

て二次災害が発生することを防止するため、市は、

府に協力して、企業等に対して次のことについて

普及啓発を行う。 

(1) むやみに移動を開始することは避ける。 

(2) 企業等内に滞在するために必要な物資の確保 

(3) 従業員等に対する情報入手、伝達方法の周知 

(4) 従業員等が家族等の安否確認を行う手段の確認

（家族間であらかじめ決定） 

(5) これらを確認するための訓練の実施 

 

１ 帰宅困難者対策の普及・啓発 

災害発生時、従業員等がむやみに移動を開始し

て二次災害が発生することを防止するため、市は、

府に協力して、企業等に対して次のような施設内

待機等に係る計画を策定するための働きかけを行

う。 

(1) むやみに移動を開始することは避ける。 

(2) 発災時間帯別に企業等が従業員等にとるべき行動 

(3) 企業等内に滞在するために必要な物資の確保 

(4) 従業員等に対する情報入手、伝達方法の周知 

(5) 従業員等が家族等の安否確認を行う手段の確認

（家族間であらかじめ決定） 

(6) これらを確認するための訓練の実施 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

188 第 2章 第 11節 3 92 ３ 道路・鉄道情報共有の仕組みの確立と啓発 

市は、府及び関係機関と連携して主要幹線道路

の情報や鉄道の運行状況を関係者で情報共有する

仕組みを確立するとともに、市民に対しこれらの

情報入手方法について普及啓発を図る。 

３ 道路・鉄道情報共有の仕組みの確立と啓発 

市は、府及び関係機関と連携して主要幹線道路

の情報や鉄道の運行状況を関係者で情報共有する

仕組みを確立するとともに、市民に対しこれらの

情報入手方法について普及啓発を図る。 

また、情報の提供に当たっては、防災関係機関が

連携し、利用者自らが次の行動を判断できるよう、

利用者視点での情報提供に取り組む。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

189 第 2章 第 11節 5 92 ５ 徒歩帰宅者への支援 

(1) 給油取扱所における徒歩帰宅者への支援 

大阪府域で地震による災害が発生し、交通が

途絶した場合に、大阪府石油商業組合の組合員

は、徒歩帰宅者支援「協力店」のポスターを表示

したそれぞれの給油取扱所（「防災・救急ステー

ション」と呼称）において、徒歩帰宅者に対し、

次のような支援を行う。 

ア 一時休憩所として、水道水、トイレ等の提供 

イ 地図等による道路等の情報、ラジオ等で知

り得た通行可能な歩道に関する情報の提供 

 (2) コンビニエンスストア・外食事業者による徒歩帰

宅者への支援 

  ア 一時休憩所として、水道水、トイレ等の提供 

５ 徒歩帰宅者への支援 

(1) 給油取扱所における徒歩帰宅者への支援 

大阪府域で地震による災害が発生し、交通が途

絶した場合に、大阪府石油商業組合の組合員は、

徒歩帰宅者支援「協力店」のポスターを表示した

それぞれの給油取扱所（「防災・救急ステーショ

ン」と呼称）において、徒歩帰宅者に対し、次の

ような支援を行う。 

ア 一時休憩所として、飲料水、トイレ等の提供 

イ 地図等による道路等の情報、ラジオ等で知り

得た通行可能な歩道に関する情報の提供 

(2) コンビニエンスストア・外食事業者による徒歩帰

宅者への支援 

 ア 一時休憩所として、飲料水、トイレ等の提供 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・字句の修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

190 第 3章 第 1節 - 94 第３章 地域防災力の向上 

第１節 防災意識の高揚 

 

市、府を始め防災関係機関は、防災知識の普及

啓発、訓練や研修の実施などにより、幼児期から

その発達段階に応じ、学校教育及び社会教育等、

あらゆる機会を通じて市民の防災意識の高揚と災

害初動対応スキルの習得に努める。これらの実施

に当たっては、要配慮者の多様なニーズに配慮す

るとともに、地域において支援し、被災時の男女

のニーズの違い等、男女双方の視点を踏まえた体

制が整備されるよう努める。 

 

 

第３章  地域防災力の向上 

第１節 防災意識の高揚 

 

市、府を始め防災関係機関は、防災知識の普及啓

発、訓練や研修の実施などにより、幼児期からその

発達段階に応じ、学校教育及び社会教育等、あらゆ

る機会を通じて市民の防災意識の高揚と災害初動

対応スキルの習得に努める。これらの実施に当た

っては、要配慮者の多様なニーズに配慮するとと

もに、地域において支援し、被災時の男女のニーズ

の違い等、男女双方の視点を踏まえた体制が整備

されるよう努める。 

また、行政主導のソフト対策のみでは限界がある

ことを前提とし、市民主体の取組を支援・強化する

ことにより、社会全体としての防災意識の向上を図

る。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

191 第 3章 第 1節 1 94 １ 防災知識の普及啓発 

市、府を始め防災関係機関は、地震・津波災害

時のシミュレーション結果等を示しながら、その

危険性を周知するとともに、市民が、災害に対す

る備えを心掛け、災害時においては自発的な防災

活動を行うよう教育機関のみならず、地域コミュ

ニティにおける多様な主体の関わりの中で防災

に関する教育の普及推進を図る  

１ 防災知識の普及啓発 

市、府を始め防災関係機関は、地震・津波災害

時のシミュレーション結果等を示しながら、そ

の危険性を周知するとともに、市民が、災害に

対する備えを心掛け、災害時においては自発的

な防災活動を行うよう教育機関のみならず、地

域コミュニティにおける多様な主体の関わりの

中で防災に関する教育の普及推進を図る。  

特に、被害の防止、軽減の観点から、市民に対

して、「自らの命は自らが守る」という意識を持

ち自らの判断で避難行動をとること及び早期避

難の重要性を周知し、市民の理解と協力を得る

よう取り組む。 

また、防災（防災・減災への取組実施機関）と

福祉（地域包括支援センター・ケアマネジャー

等）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行

動に関する理解の促進を図る。  

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

192 第 3章 第 1節 1 94 (1) 普及啓発の内容 

ア 災害の知識 

(ｱ) 規模の大きな地震の連続発生等、様々な災

害の態様や危険性 

(ｲ) 各防災関係機関の防災体制及び講ずる措置 

(ｳ) 地域の地形、危険場所等、その土地の災害

リスク情報 

(ｴ) 過去の災害から得られた教訓の伝承 

(ｵ) 地域社会への貢献 

(ｶ) 応急対応、復旧・復興に関する知識 

(ｷ)被災地支援に関する方法 

 

(1) 普及啓発の内容 

ア 災害の知識 

(ｱ) 規模の大きな地震の連続発生や各災害が複

合的に発生する可能性もあること等、様々な災

害の態様や危険性 

(ｲ) 各防災関係機関の防災体制及び講ずる措置 

(ｳ) 地域の地形、危険場所等、その土地の災害 

リスク情報 

(ｴ) 過去の災害から得られた教訓の伝承 

(ｵ) 地域社会への貢献 

(ｶ) 応急対応、復旧・復興に関する知識 

(ｷ)被災地支援に関する方法 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・・関連計画の内容に基

づく修正 

・上位計画の改訂に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

193 第 3章 第 1節 1 94 イ 災害への備え 

(ｱ) 最低３日間分、できれば１週間分以上の水、食

料及び携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペー

パー等の生活物資の備蓄 

(ｲ) 非常持ち出し品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、

乾電池等）の準備 

(ｳ) 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避

難所での飼養についての準備 

(ｴ) 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・

什器類の固定、家屋・設備・塀・擁壁の予防・安

全対策 

(ｵ) 避難場所、避難路、指定避難所・指定緊急避難

場所、福祉避難所及び家族との連絡体制等（連絡

方法や避難ルールの取決め等）の確認 

(ｶ) 住宅の耐震診断と状況に応じた耐震改修の必

要性 

(ｷ) 自主防災組織活動、初期消火・救出訓練を始め

とした防災訓練などへの参加 

(ｸ) 地震保険、火災保険の加入の必要性 

(ｹ) 警報等発表時や避難指示（緊急）、避難勧告、

避難準備・高齢者等避難開始の発令時に採るべき

行動 

(ｺ) 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で

災害発生時に採るべき行動、避難場所や指定避難所で

の行動 

 

 

イ 災害への備え 

(ｱ) 最低３日間分、できれば１週間分以上の水、食

料及び携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペー

パー等の生活物資の備蓄 

(ｲ) 非常持ち出し品（貴重品、救急箱、懐中電灯、

ラジオ、乾電池等）の準備 

(ｳ) 自動車へのこまめな満タン給油 

(ｴ) 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避

難所での飼養についての準備 

(ｵ) 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・

什器類の固定、家屋・設備・塀・擁壁の予防・安

全対策 

(ｶ) 避難場所、避難路、指定避難所・指定緊急避難

場所、福祉避難所及び家族との連絡体制等（連絡

方法や避難ルールの取決め等）の確認 

(ｷ) 住宅の耐震診断と状況に応じた耐震改修の必

要性 

(ｸ) 自主防災組織活動、初期消火・救出訓練を始め

とした防災訓練などへの参加 

(ｹ) 地震保険・共済、火災保険・共済の加入の必要性 

(ｺ) 警報等発表時や避難指示（緊急）、避難勧告、

避難準備・高齢者等避難開始の発令時に採るべ

き行動 

(ｻ) 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で

災害発生時に採るべき行動、避難場所や指定避難所

での行動 

(ｼ) 避難時に活用する道路について、水害時の冠水等、

災害時の安全性の事前確認 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

・項目番号の修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

194 第 3章 第 1節 1 95 ウ 災害時の行動 

(ｱ) 身の安全の確保方法 

(ｲ) 初期消火、救出救護活動 

(ｳ) 心肺蘇生法、応急手当の方法 

(ｴ) 情報の入手方法 

(ｵ) 気象予警報や避難指示（緊急）等の意味 

(ｶ) 地震発生時における自動車運転者が注意すべ

き事項 

(ｷ) 要配慮者への支援 

(ｸ) 避難生活に関する知識 

(ｹ) 緊急地震速報を見聞きした場合に具体的に採

るべき行動 

(ｺ) 津波発生時（大きな長い揺れが継続した場合）

に採るべき行動 

(ｻ) 自らの安全を確保の上、応急対応等の防災活

動への参加 

(ｼ) 自らの被害が軽微であった場合の生活物資等

の提供等の協力 

(ｽ) 災害緊急事態が布告され、内閣総理大臣から物資

の買い占めの自粛等の協力要請があった場合の協

力 

 

ウ 災害時の行動 

(ｱ) 身の安全の確保方法 

(ｲ) 初期消火、救出救護活動 

(ｳ) 心肺蘇生法、応急手当の方法 

(ｴ) 情報の入手方法 

(ｵ) 気象予警報や避難情報、5 階段の警戒レベル等

の意味 

(ｶ) 地震発生時における自動車運転者が注意すべ

き事項 

(ｷ) 要配慮者への支援 

(ｸ) 避難生活に関する知識 

(ｹ) 緊急地震速報を見聞きした場合に具体的に採

るべき行動 

(ｺ) 津波発生時（強い揺れ又は弱い揺れであって

も長い時間ゆっくりとした揺れが継続した場

合）に採るべき行動 

(ｻ) 自らの安全を確保の上、応急対応等の防災活

動への参加 

(ｼ) 自らの被害が軽微であった場合の生活物資等

の提供等の協力 

(ｽ) 災害緊急事態が布告され、内閣総理大臣から物資

の買い占めの自粛等の協力要請があった場合の協力 

(ｾ) 災害時、被災地への不要不急の通信を控えること 

 

・上位計画の改訂に基

づく修正 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

195 第 3章 第 1節 1 95 (2) 普及啓発の方法 

イ 活動等を通じた啓発 

防災週間、防災とボランティアの週間を始め防災

に関する諸行事に合わせた講演会等の開催、市民参

加型防災訓練の実施、地域社会活動等の促進・活用

による普及啓発を実施する。 

 

(2) 普及啓発の方法 

イ 活動等を通じた啓発 

水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活

用を図りつつ、防災週間、防災とボランティアの週間

を始め防災に関する諸行事に合わせた講演会等の開

催、市民参加型防災訓練の実施、地域社会活動等の促

進・活用による普及啓発を実施する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

196 第 3章 第 1節 2 97 ２ 防災訓練 

市及び防災関係機関は、市民の防災意識の高揚

を図るため、市民、自治会、地域協働協議会（防

災に関する部会）及びその他関係団体の協力を得

て、各種災害に関する訓練を実施する。 

訓練の実施後は、訓練の結果を十分評価検討し、

それに基づいて防災体制の改善等を行う。 

(1) 総合訓練 

防災計画の習熟、防災関係機関の協力体制の確

立及び市民の防災意識の高揚を図るため、市及び

防災関係機関は、市民と一体となり組織動員訓練、

水防訓練、消防訓練、避難訓練、避難所開設・運営

訓練、通信訓練、交通規制訓練、広域訓練等の各種

訓練を総合的に実施する。 

２ 防災訓練 

市及び防災関係機関は、市民の防災意識の高揚

を図るため、市民、自治会、地域協働協議会（防災

に関する部会）及びその他関係団体の協力を得て、

女性や要配慮者の参画を含め、多くの市民等の参

加を得た各種災害に関する訓練を民間事業者等と

連携しながら実施する。 

訓練の実施後は、訓練の結果を十分評価検討し、

それに基づいて防災体制の改善等を行う。 

(1) 総合訓練 

防災計画の習熟、防災関係機関の協力体制の確立

及び市民の防災意識の高揚を図るため、市及び防災

関係機関は、市民と一体となり組織動員訓練、水防訓

練、消防訓練、避難訓練、避難所開設・運営訓練、通

信訓練、交通規制訓練、広域訓練等の各種訓練、災害

種別訓練、地震直後の風水害等の複合災害に備えた

訓練等の防災訓練を総合的に実施する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

197 第 3章 第 1節 2 98  (4) 留意事項 

ア 実施に当たっては、訓練の目的を具体的に設定

した上で、各種災害に関する被害の想定を明ら

かにする。 

イ あらかじめ設定した訓練成果が得られるよう

に訓練参加者、使用する器材及び実施時間の訓

練環境等について具体的な設定を行うなど実践

的な内容とする。 

ウ 業務（事業）継続計画（ＢＣＰ）の実効性を高

めるために、業務資源の有用性や非常時優先業

務の実行可能性等が検証できる訓練を行う。 

エ 高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等に

十分配慮し、地域において要配慮者を支援する

体制が整備されるよう努める。 

オ 被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視

点に十分配慮するよう努める。 

カ 訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題等を明

らかにし、必要に応じ防災組織体制等の改善を

行うとともに、次回の訓練に反映させるよう努

める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

198 第 3章 第 1節 3 98 ３ 多様な防災教育の展開 

学校教育を始め、地域や事業所等における様々

な生涯学習の場において、幅広い防災知識が得ら

れる教育機会を提供するなど、災害等に対する市

民の行動力の向上に努める。 

(1) 学校（園）における防災教育の充実 

園児・児童・生徒が災害に適切に対処できる能力

を育成し、「生命尊重」「思いやり」の心を育て、「互

いに助け合う」態度を育むため、学校教育活動全体

を通じ、園児・児童・生徒の発達段階に合わせて防

災教育を実施する。また、今後、地域防災の主体を

担い、防災活動に大きな役割を果たすことができる

人材として育成するよう努める。 

 

３ 多様な防災教育の展開 

学校教育を始め、地域や事業所等における様々

な生涯学習の場において、幅広い防災知識が得ら

れる教育機会を提供するなど、災害等に対する市

民の行動力の向上に努める。 

(1) 学校（園）における防災教育の充実 

園児・児童・生徒が災害に適切に対処できる能力を

育成し、「生命尊重」「思いやり」の心を育て、「互い

に助け合う」態度を育むため、学校教育活動全体を通

じ、園児・児童・生徒の発達段階に合わせて防災教育

を実施する。また、今後、地域防災の主体を担い、防

災活動に大きな役割を果たすことができる人材とし

て育成するよう努める。 

また、市及び府は、必要な情報を共有するなど互い

に連携を図り、防災に関する講習会を開催するなど

して、学校における防災教育の充実を図る。 特に、

水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難

訓練と合わせた防災教育の実施に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

199 第 3章 第 1節 3 99 ア 教育の内容 

(ｱ) 気象、地震、津波についての正しい知識 

(ｲ) 防災情報の正しい知識 

(ｳ) 気象予警報や避難指示（緊急）等の意味 

(ｴ) 身の安全の確保方法、避難場所・避難路・指

定避難所、避難方法、家族・学校（園）との連絡

方法 

(ｵ) 災害等についての知識 

(ｶ) ボランティアについての知識・体験、地域社会の

一員としての自覚の育成 

ア 教育の内容 

(ｱ) 気象、地震、津波についての正しい知識 

(ｲ) 防災情報の正しい知識 

(ｳ) 気象予警報や避難情報等の意味 

(ｴ) 身の安全の確保方法、指定緊急避難場所・避 

難路・指定避難所、避難方法、家族・学校（園）

との連絡方法 

(ｵ) 災害等についての知識 

(ｶ) ボランティアについての知識・体験、地域社会の一

員としての自覚の育成 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

200 第 3章 第 1節 3 99 ウ 教職員の研修 

教育庁は、地震・津波に関する正しい知識や各

校の実践的な防災教育の事例を含む研修を実施す

る。 

エ 学校における防災教育の手引き 

「学校における防災教育の手引き」などを 通じ

て防災教育を充実する。 

オ 校（園）内防災体制の確立 

学校及び幼稚園は、園児・児童・生徒の安全確保や

災害被害の未然防止を目的として、毎年、防災計画を

作成するとともに、適宜、危機等発生時対処要領（危

機管理マニュアル）等の見直しを行い、校（園）内防

災体制の確立に努める 

ウ 教職員の研修 

市は、地震・津波に関する正しい知識や各校の実

践的な防災教育の事例を含む研修を実施する。 

エ 学校における防災教育の手引き 

「学校における防災教育の手引き」などを 通じ

て防災教育を充実する。 

オ 校（園）内防災体制の確立 

学校及び幼稚園は、園児・児童・生徒の安全確保や災

害被害の未然防止を目的として、毎年、防災計画を作成

するとともに、登下校時の対応を含め、適宜、危機等発

生時対処要領（危機管理マニュアル）等の見直しを行

い、校（園）内防災体制の確立に努める 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

201 第 3章 第 1節 3 99  (4) 災害時の備蓄品の整備 

学校は、児童・生徒が在校中の災害の発生により

一時的に帰宅困難となった場合に備え、学校の実

情に合わせて食料や飲料水、携帯トイレ等の備蓄

品を整備する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

202 第 3章 第 1節 3 99 (4) 消防団等による防災教育 

市及び府は、消防団が消防本部等と連携を図り

つつ、小学校等において防災教育や訓練を行うこ

とにより、市民の防災意識の高揚、災害時の対応

力の強化ができるよう支援する。 

(5) 消防団等による防災教育 

市及び府は、消防団が消防本部等と連携を図り

つつ、小学校等において防災教育や訓練を行うこ

とにより、市民の防災意識の高揚、災害時の対応力

の強化ができるよう支援する。 

 

・項目番号の修正  
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

203 第 3章 第 2節 1 101 第２節 要配慮者対策 

 

１ 社会福祉施設等における対策 

(3) 施設、設備等の安全点検 

災害発生時に施設自体が倒壊したり、火災が

発生したりすることのないよう施設や附属危

険物を常時点検する。また、火気については、

日頃より安全点検を行う。 

浸水想定区域内の社会福祉施設等については、

新設又は改修する際に２階建て以上にするなど、

浸水時の屋内での一時避難が可能なよう配慮す

る。 

(4) 地域との連携 

社会福祉施設等の入居者や通所者は、自力での

避難が困難である者が多く、災害発生時の避難に

当たっては、施設職員だけでは不十分である。そ

のため、常に施設と地域社会との連携を密にし、

災害時には地域住民の協力が得られる体制づく

りをする。 

 

第２節 要配慮者対策 

 

１ 社会福祉施設等における対策 

(3) 施設、設備等の安全点検 

災害発生時に施設自体が倒壊したり、火災が発

生したりすることのないよう施設や附属危険物

を常時点検する。また、火気については、日頃よ

り安全点検を行う。 

浸水想定区域内の社会福祉施設等については、新

設又は改修する際に２階建て以上にするなど、浸水

時の屋内での一時避難が可能なよう配慮する。 

また、発災後72時間の事業継続が可能となる非常

用電源を確保するよう努める。 

(4) 地域との連携 

社会福祉施設等の入居者や通所者は、自力での避

難が困難である者が多く、災害発生時の避難に当た

っては、施設職員だけでは不十分である。そのため、

常に施設と地域社会との連携を密にし、災害時には

地域住民の協力が得られる体制づくりをする。 

 

・上位計画の改訂に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

204 第 3章 第 2節 2 101 ２ 在宅で介護が必要な者への対策 

(1) 避難行動要支援者名簿の作成及び活用 

市は要配慮者のうち、災害時の避難行動に支

援が必要な者の名簿を手上げ方式により作成

し、定期的に更新を行うなど適正な管理に努め

る。なお、要支援者名簿を活用し、避難支援等の

取組について地域と連携して実施する。作成し

た避難行動要支援者名簿については、寝屋川市

避難行動要支援者名簿取扱要領（平成28年6月）

に則って取り扱うものとする。 

ア 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

イ 避難行動要支援者名簿に掲載する情報 

ウ 避難行動要支援者名簿作成に必要な個人情

報及びその入手方法 

エ 避難支援等関係者の範囲 

オ 避難支援等関係者への名簿情報の提供 

カ 避難行動要支援者名簿の更新 

キ 避難行動要支援者名簿情報の提供に際し情

報漏えいを防止するために市が求める措置

及び市が講ずる措置 

ク  避難支援等関係者の安全確保 

 

２ 在宅で介護が必要な者への対策 

(1) 避難行動要支援者名簿の作成及び活用 

市は要配慮者のうち、災害時の避難行動に支援

が必要な者の名簿を手上げ方式により作成して

おり、今後も定期的に更新を行うとともに、庁舎

の被災等の事態が生じた場合においても名簿の

活用に支障が生じないよう、名簿情報の適正な管

理に努める。なお、要支援者名簿を活用し、避難

支援等の取組について地域と連携して実施する。

避難行動要支援者名簿については、寝屋川市避難

行動要支援者名簿取扱要領（平成31年4月）に則

って取り扱うものとする。 

ア 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

イ 避難行動要支援者名簿に掲載する情報 

ウ 避難行動要支援者名簿作成に必要な個人情

報及びその入手方法 

エ 避難支援等関係者の範囲 

オ 避難支援等関係者への名簿情報の提供 

カ 避難行動要支援者名簿の更新 

キ 避難行動要支援者名簿情報の提供に際し情

報漏えいを防止するために市が求める措置及

び市が講ずる措置 

ク  避難支援等関係者の安全確保 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

205 第 3章 第 2節 2 102 (4) 支援体制の整備 

事前に把握した避難行動要支援者の情報を基

に、安否確認や避難誘導、指定避難所での支援な

どを円滑に実施するため、自治会や地域協働協議

会（防災に関する部会）、民生委員・児童委員、福

祉サービス事業者等と連携し、支え合う仕組みづ

くりに取り組むとともに、必要な支援体制の整備・

充実に努める。また、府と連携して、避難行動要

支援者の避難を支援するため、地域防災リーダー

等支援者の育成を図る。 

(4) 支援体制の整備 

事前に把握した避難行動要支援者の情報を基に、安

否確認や避難誘導、指定避難所での支援などを円滑に

実施するため、自治会や地域協働協議会（防災に関する

部会）、民生委員・児童委員、福祉サービス事業者、ボ

ランティア団体等と連携し、支え合う仕組みづくりに

取り組むとともに、必要な支援体制の整備・充実に努め

る。また、府と連携して、避難行動要支援者の避難を支

援するため、地域防災リーダー等支援者の育成を図る。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

206 第 3章 第 2節 2 103 (9) 福祉サービスの継続と関係機関の連携 

 福祉サービスの災害時における運用方針等に関し、

府や国と密接に連絡を取るとともに、介護・医療的ケ

アなどの福祉サービスの継続に必要な体制を確立す

る。 

  他の地方公共団体等からの広域的な応援派遣・受入れ

も活用しつつ、発災後も福祉・医療関係部局や福祉サ

ービス提供施設等に必要な人員を確保し、関係者と密

接な連携を図る。 

(9) 福祉サービスの継続と関係機関の連携 

 福祉サービスの災害時における運用方針等に関し、府

や国と密接に連絡を取るとともに、介護・医療的ケアな

どの福祉サービスの継続に必要な体制を確立する。 

 他の地方公共団体等からの広域的な応援派遣・受入れ

も活用しつつ、発災後も福祉・医療関係部局や福祉サー

ビス提供施設等に必要な人員を確保し、関係者と密接な

連携を図る。 

 また、避難所の設置を継続するような規模の災害が発

生した場合に府から派遣される大阪府災害派遣福祉チー

ム（大阪 DWAT）の受入れ体制を整備する。 

・関連計画の内容に基

づく修正 

 

207 第 3章 第 2節 3 103 ３ 福祉避難所の選定 

市は、府と連携を図りながら、社会福祉施設等の管

理者との協議により、避難行動要支援者が相談や介護・

医療的ケアなどの必要な生活支援が受けられるなど、

安心して生活ができる体制を整備した、福祉避難所（二

次的避難施設）の選定に努めるとともに、福祉避難所

の役割について市民に周知する。 

 

３ 福祉避難所の指定 

市は、府と連携を図りながら、社会福祉施設等の管理

者との協議により、指定避難所内の一般避難スペース

では生活することが困難な要配慮者のため、福祉避難

所を指定する。また、要配慮者の円滑な利用を確保する

ための措置が講じられており、災害が発生した場合に

おいて要配慮者が相談等の支援を受けることができる

体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるため

に必要な居室が可能な限り確保される施設を、福祉避

難所として指定するとともに、福祉避難所の役割につ

いて市民に周知する。 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

208 第 3章 第 2節 4 104 ４ 外国人への対策 

(1) 災害関連情報の外国人等への広報 

宿泊施設等への防災関連情報の広報手段（ポスタ

ー、パンフレット等）を検討する。多言語、やさしい

日本語表記、ルビふり等を行い、来訪外国人旅行者に

対しては、災害情報等を提供するためのポータルサイ

トを多言語で開設する等、外国人に配慮した支援に努

める。 

４ 外国人への対策 

(1) 災害関連情報の外国人等への広報 

宿泊施設等への防災関連情報の広報手段（ポスタ

ー、パンフレット等）を検討する。防災・気象情報が

確実に伝達できるよう、ウェブサイトやＳＮＳ等の

様々なツールを活用し、多言語、やさしい日本語表

記、ルビふり等を行い、来訪外国人旅行者に対して

は、早期帰国等に向けた災害情報等を提供するため

のポータルサイトを多言語で開設する等、外国人に

配慮した支援に努める。また、観光案内所を始め、駅

周辺における多言語での情報提供の充実に努める。 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

209 第 3章 第 2節 4 104 (3) 通訳ボランティアの確保 

災害発生時に各拠点の指定避難所に通訳ボランティ

アが派遣できるよう、事前にボランティアの登録を行

うなど通訳ボランティアの確保に努める。 

(3) 通訳ボランティアの確保 

災害発生時に各拠点の指定避難所に通訳ボランティ

アが派遣できるよう、事前にボランティアの登録を行

うなど災害時通訳・翻訳ボランティアの確保に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

210 第 3章 第 2節 4 104  (5) 災害時外国人支援情報コーディネーターの育成 

関係機関と連携し、研修を通じて、災害時に行政等か

ら提供される災害や生活支援等に関する情報を整理

し、指定避難所等にいる外国人被災者のニーズとのマ

ッチングを行う災害時外国人支援情報コーディネータ

ーの育成を図る。 

 

・関連計画の内容に基

づく修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

211 第 3章 第 3節 1 106 第３節 自主防災体制の整備 

 

１ 地区防災計画の策定等 

市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業

所を有する事業者（以下、「地区居住者等」とい

う。）は、当該地区における防災力の向上を図る

ため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、

高齢者等の避難支援体制の構築等、自発的な防災

活動の推進に努める。この場合、必要に応じて、

当該地区における自発的な防災活動に関する計画

を作成し、これを地区防災計画の素案として市防

災会議に提案するなど、市と連携して防災活動を

行う。 

市は、市地域防災計画に地区防災計画を位置付

けるよう、地区居住者等から提案を受け、必要が

あると認めるときは、市地域防災計画に地区防災

計画を定めることとし、策定に当たっては、高齢

者や障害者、女性、ボランティア団体等、多様な

主体の参画の促進に努める。 

なお、市は、市地域防災計画に、地域防災力の

充実強化に関する事項を定め、その実施に努める

こととし、地区防災計画を定めた地区は、地区居

住者等の参加の下、具体的な事業に関する計画を

定めることとする。地区防災計画が定められた地

区の地区居住者等は、市に対し、当該地区の実情

を踏まえて、事業に関する計画の内容の決定又は

変更をすることを提案することができる。 

地区防災計画を定めた地区居住者等は、防災訓練

の検証結果等を踏まえ、地区防災計画の定期的な

評価や見直しを行うものとする。 

第３節 自主防災体制の整備 

 

１ 地区防災計画の策定等 

市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業

所を有する事業者（要配慮者利用施設や地下施設

等の施設管理者を含む。）（以下、「地区居住者等」

という。）は、当該地区における防災力の向上を図

るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、

高齢者等の避難支援体制の構築等、自発的な防災

活動の推進に努める。この場合、必要に応じて、当

該地区における自発的な防災活動に関する計画を

作成し、これを地区防災計画の素案として市防災

会議に提案するなど、市と連携して防災活動を行

う。 

市防災会議は、市地域防災計画に地区防災計画

を位置付けるよう、地区居住者等から提案を受け、

必要があると認めるときは、市地域防災計画に地

区防災計画を定めることとし、策定に当たっては、

高齢者や障害者、女性、ボランティア団体等、多様

な主体の参画の促進に努める。 

なお、市防災会議は、市地域防災計画に、地域防

災力の充実強化に関する事項を定め、その実施に

努めることとし、地区防災計画を定めた地区は、地

区居住者等の参加の下、具体的な事業に関する計

画を定めることとする。地区防災計画が定められ

た地区の地区居住者等は、市防災会議に対し、当該

地区の実情を踏まえて、事業に関する計画の内容

の決定又は変更をすることを提案することができ

る。 

地区防災計画を定めた地区居住者等は、防災訓練の

検証結果等を踏まえ、地区防災計画の定期的な評価や

見直しを行うものとする。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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NO. 章 節 項目 頁 旧 新 根拠 備考 

212 第 3章 第 4節 - 109 

 

第４節 ボランティアの活動環境の整備 

 

ボランティアは、日頃から地域コミュニティの活性

化に寄与するとともに、災害発生時には各地域に長期

的に関わり、物質的な支援だけではなく、被災者の精

神的な支援にも寄与するなど重要な活動を行ってい

る。また、ＮＰＯ等の有償ボランティア活動との連携

やボランティアのネットワーク化等を通じて、更なる

地域防災力の充実・強化が図られる。大規模な災害の

発生時には、国内、国外から多くの支援申し入れが予

想され、災害時のボランティアによる医療、巡回相談、

炊き出し、物資搬送、建築物の危険度判定など幅広い

分野での協力を必要とする。そのため、市、府、日本

赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、市社会

福祉協議会、その他ボランティア活動推進機関は、府

の「災害時におけるボランティア活動支援制度」等を

活用し、活動分野の需要の把握や受入れ及び連携を図

る体制整備を推進し、ボランティア活動環境の整備に

努める。 

第４節 ボランティアの活動環境の整備 

 

ボランティアは、日頃から地域コミュニティの活性

化に寄与するとともに、災害発生時には各地域に長期

的に関わり、物質的な支援だけではなく、被災者の精神

的な支援にも寄与するなど重要な活動を行っている。

また、ＮＰＯ等の有償ボランティア活動との連携やボ

ランティアのネットワーク化等を通じて、更なる地域

防災力の充実・強化が図られる。大規模な災害の発生時

には、国内、国外から多くの支援申し入れが予想され、

災害時のボランティアによる医療、巡回相談、炊き出

し、物資搬送、建築物の危険度判定など幅広い分野での

協力を必要とする。そのため、市、府、日本赤十字社大

阪府支部、大阪府社会福祉協議会、市社会福祉協議会、、

ボランティア団体、ＮＰＯ及びその他ボランティア活

動推進機関は、府の「災害時におけるボランティア活動

支援制度」等を活用して、活動分野の需要の把握や受入

れ及び連携を図る体制整備を推進し、また、中間支援組

織（ボランティア団体・ＮＰＯ等の活動支援やこれらの

異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制

の構築を図り、ボランティア活動環境の整備に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

213 

 

第 3章 第 4節 2 109  ２ 平常時の連携 

(5) 情報共有会議の整備・強化 

市及び府は、ＮＰＯ・ボランティア等の三者

で連携し、平常時の事前登録、研修制度、災害

時における防災ボランティア活動の受入れや調

整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の

確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情

報提供方策等について意見交換を行う情報共有

会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進

する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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214 第 3章 第 5節 1 111 第５節 企業防災の促進 

 

事業者は、災害時に企業の果たす役割（生命の

安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢

献・地域との共生）を十分に認識し、被災による

業務中断という事態に積極的に備えていくため、

あらかじめ想定されるリスクが発生した場合に事

業者が遂行する重要業務を継続するための事業継

続計画（ＢＣＰ）を策定し、運用するよう、努め

る。 

また、東日本大震災では、被災地はもとより、

サプライチェーンの寸断により、経済活動への影

響が全国に及ぶなど、経済活動が直接の取引先と

の間で完結するものでなく、サプライチェーンを

通じて、広く連鎖すること等が明らかとなったこ

とを踏まえ、防災体制の整備、従業員の安否確認

体制の整備、必要な物資・資機材の備蓄や防災用

品の整備、防災訓練、事業所の耐震化、予想被害

からの復旧計画の策定、各計画の点検・見直し、

燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への

対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事

業継続上の取組を継続的に実施するなど、事業継

続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて、企業

防災の推進に努める。 

特に、水、食料、生活必需品を提供する事業者

など災害応急対策等にかかる業務に従事する企業

は、市及び府との物資等提供の協定締結、地域の

防災訓練等の防災施策の実施に協力するよう努め

る。 

市及び府は、こうした事業者の事業継続計画(ＢＣＰ)

の策定、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施や防

災活動を促進するため、経済団体や企業防災活動を支

援する団体等とも協力し、広報・啓発や必要な情報提

供等の支援に努めるとともに、研修会の実施や必要な

助言を行う。また、事業者による従業員の防災意識の

高揚を図る取組を支援する。 

 

第５節 企業防災の促進 

 

事業者は、災害時に企業の果たす役割（生命の安

全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・

地域との共生）を十分に認識し、自らの自然災害リ

スクを把握するとともに、リスクに応じたリスク

コントロールとリスクファイナンスの組み合わせ

によるリスクマネジメントの実施に努める。 

また、市及び府は、事業者の防災活動を促進する

ため、広報・啓発や必要な情報提供等の支援に努め

る。 

１ 事業者 

(1) 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 

被災による業務中断という事態に積極的に備

えていくため、あらかじめ想定されるリスクが発

生した場合に事業者が遂行する重要業務を継続

するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、運

用するよう努める。 

(2) 事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施 

東日本大震災では、被災地はもとより、サプラ

イチェーンの寸断により、経済活動への影響が全

国に及ぶなど、経済活動が直接の取引先との間で

完結するものでなく、サプライチェーンを通じ

て、広く連鎖すること等が明らかとなったことを

踏まえ、次に示すような事業継続上の取組を継続

的に実施するなど、事業継続マネジメント（ＢＣ

Ｍ）の取組を通じて、企業防災の推進に努める。 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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215 第 3章 第 5節 1 111  ア 防災体制の整備 

イ 従業員の安否確認体制の整備 

ウ 必要な物資・資機材の備蓄や防災用品の整備 

エ 防災訓練 

オ 事業所の耐震化 

カ 損害保険等への加入や融資枠の確保等による資

金の確保 

キ 予想被害からの復旧計画の策定 

ク 各計画の点検・見直し 

ケ 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への

対応 

コ 取引先とのサプライチェーンの確保 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

216 第 3章 第 5節 1 111  

特に、水、食料、生活必需品を提供する事業者

など災害応急対策等にかかる業務に従事する企業

は、市及び府との物資等提供の協定締結、地域の

防災訓練等の防災施策の実施に協力するよう努め

る。 

(3) その他 

ア 食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者な

ど災害応急対策等にかかる業務に従事する企業

は、市及び府との物資等提供の協定締結、地域の

防災訓練等の防災施策の実施に協力するよう努

める。 

イ 事業者は、地震発生時における施設の利用者等

の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防

止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的

活用を図るよう努める。 

ウ 事業者は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な

状態であるときに従業員等が屋外を移動するこ

とのないよう、テレワークの実施、時差出勤、計

画的休業など不要不急の外出を控えさせるため

の適切な措置を講ずるよう努める。 

エ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設

ごとの規定（介護保険法等）や、災害に対応する

ための災害ごとの規定（水防法等）により、自然

災害からの避難を含む計画を作成する。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

217 第３章 第５節 2 112  ２ 重要施設及び災害応急対策に係る機関 

病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に

関わる重要施設の管理者は、発災後72時間の事業継

続が可能となる非常用電源を確保するよう努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 
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218 第 3章 第 5節 3 112  

市及び府は、こうした事業者の事業継続計画(Ｂ

ＣＰ)の策定、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の

実施や防災活動を促進するため、経済団体や企業防

災活動を支援する団体等とも協力し、広報・啓発や

必要な情報提供等の支援に努めるとともに、研修会

の実施や必要な助言を行う。また、事業者による従

業員の防災意識の高揚を図る取組を支援する。 

３ 市及び府 

市及び府は、こうした事業者の事業継続計画(Ｂ

ＣＰ)の策定、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実

施や防災活動を促進するため、経済団体や企業防災

活動を支援する団体等との連携体制を構築し、広

報・啓発や必要な情報提供等の支援に努めるととも

に、研修会の実施や必要な助言を行う。また、事業

者による従業員の防災意識の高揚を図る取組を支

援する。 

市は、商工会・商工会議所と連携し、中小企業等

による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・

減災対策の普及を促進するため、事業継続力強化支

援計画の策定に努める。 

 

・府計画の改訂に基づ

く修正 

 

 

 

 


