地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁

該当箇所

素案の頁

修正箇所

修正理由

1 総則-1

《総則・災害予防対策》第２編 災害予防対策 「第１章 都市の防災機能の強
化」参照）

総則-1

第２編

災害予防対策 「第１章 都市の防災機能の強化」参照）

体系の再構築

2 総則-1

《総則・災害予防対策》第２編 災害予防対策 「第２章 防災体制の確立」参 総則-1
照
《総則・災害予防対策》第２編 災害予防対策 「第３章 地域防災力の向上」 総則-1
参照
《地震災害応急対策・復旧対策》、《風水害等応急対策・復旧対策》参照
総則-2

第２編

災害予防対策 「第２章

防災体制の確立」参照

体系の再構築

第２編

災害予防対策 「第３章

地域防災力の向上」参照

体系の再構築

5 総則-3

この計画は、「総則・災害予防対策」、「地震災害応急対策・復旧対策」、
「風水害等応急対策・復旧対策」及び「資料」で構成する。

総則-3

体系の再構築

6 総則-3

第１

総則-3

この計画は、「本編」、「災害対応マニュアル編」及び「資料編」で構成す
る。
なお、「本編」の掲載内容はできるだけ簡素化し、具体的な活動内容や基準等
は、「災害対応マニュアル編」や「資料編」にとりまとめる。
第１ 本編

7 総則-3

この計画の基礎や前提となる市及び関係機関の業務大綱や想定される災害等を
総則に定める。
また、各種災害に備えるための措置や対策など、予防対策について定める。

総則-3

本編は、災害対策基本法に基づき、市域に係る災害対策に関し、市及び関係機
関の処理すべき事項を含めた総合的かつ基本的な内容を記載する。
なお、本編の構成は、総則、災害予防、災害応急対策、事故等災害応急対策、
災害復旧・復興の５編とする。

体系の再構築

8 総則-3

地震災害に対応するため、応急対策及び復旧・復興対策について定める。
また、付編１において大規模地震対策特別措置法に基づく東海地震の警戒宣言

総則-3

また、付編１において南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合及び大
規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言

新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）

9 総則-3

１ 地震災害応急対策
地震発生直後の人命救助からその後の被災者の生活支援に重点を置き、市及び
関係機関に求められる活動内容を初動期、応急復旧期に分け時系列に定める。

総則-3

３ 災害応急対策
災害発生のおそれがあるとき又は災害が発生したあとに実施すべき措置や対策
等について時系列に定める。

体系の再構築

10 総則-4

２

事故等災害応急対策

総則-3

４

事故等災害応急対策

体系の再構築

11 総則-4

３

風水害等災害復旧・復興対策

総則-3

５

災害復旧・復興対策

体系の再構築

12 総則-4

３ 東海地震関連情報に伴う対策
東海地震注意情報が発表された場合並びに東海地震予知情報が発表された場合
及び大規模地震対策特別措置法に基づく東海地震の警戒宣言が発せられた場合
における適切な対応措置などについて定める。

総則-3

６ 南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合の対応計画
南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合及び大規模地震対策特別措置
法に基づく警戒宣言が発せられた場合における適切な対応措置などについて定
める。

新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）

13 総則-4

４

総則-4

７

体系の再構築

14 総則-4

（記述なし）

総則-4

第２ 災害対応マニュアル編
通常業務にはない災害時特有の手順、基準等を具体的に定める。

体系の再構築

15 総則-4

第４ 資料
「総則・災害予防対策」、「地震災害応急対策・復旧対策」、「風水害等応急
対策・復旧対策」を実施するうえで、参照すべき資料、付表・付図、様式及び
マニュアルについて記載する。

総則-4

第３ 資料編
本編や災害対応マニュアル編に関連するデータ、資料、付表・付図、様式等を
記載する。

体系の再構築

16 総則-5

今般、市独自の地震被害想定の結果及び府による南海トラフ巨大地震に伴う被
害想定の結果に基づき、災害対策の一層の充実強化を進めていくこととする。

総則-5

17 総則-5

(2) 災害応急段階の対応
的確な避難誘導や要配慮者の保護はもとより、被害規模を可能な限り早期に把
握し、正確で詳細な情報収集を行う。

総則-5

今般、市独自の地震被害想定の結果及び府による南海トラフ巨大地震に伴う被 府計画との整合
害想定の結果に基づくとともに、平成28年熊本地震における大規模な地震の連
続発生や平成30年に発生した大阪府北部を震源とする地震等、様々な自然災害
が発生していることから、災害対策の一層の充実強化を進めていくこととす
る。
(2) 災害応急段階の対応
府計画（ｈ31.1）の反映
正確で詳細な情報収集を行い、被害規模を可能な限り早期に把握する。

18 総則-9

市の気候は、大阪湾からの海風の影響を受けて比較的温暖である。過去５年間
（平成23年（2011年）～平成27年（2015年））の気象をみると、平均気
温16.8℃（最高39.0℃、最低-3.2℃）、平均湿度63％、平均風速2.4m/s、
平均降水量1,375.7mmである。（観測地点：西消防署 出典：吹田市統計書
（H27））

総則-9

3 総則-1
4 総則-2

総則・災害予防対策

南海トラフ地震防災対策推進計画

第３編 災害応急対策

参照

南海トラフ地震防災対策推進計画

体系の再構築

体系の再構築

市の気候は、大阪湾からの海風の影響を受けて比較的温暖である。過去５年間 数値の更新
（平成25年（2013年）～平成29年（2017年））の気象をみると、平均気温
17.0℃（最高39.2℃、最低-4.3℃）、平均湿度63％、平均風速2.2m/s、平
均降水量1,319.8mmである。（観測地点：西消防署 出典：吹田市統計書
（H29））
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番号 現行計画頁

該当箇所

素案の頁

修正箇所

修正理由

19 総則-10

市の人口は、平成27年（2015年）の調査では人口365,587人、世帯数
165,540世帯で一世帯当たり2.2人、人口密度は10,130人／ｋ㎡である。

総則-10

市の人口は、平成29年（2017年）の調査では人口370,365人、世帯数
169,790世帯で一世帯当たり2.2人、人口密度は10,262人／ｋ㎡である。

数値の更新

20 総則-10

総人口における65歳以上の人口は年々増加し、平成27 年（2015年）９月末
の住民基本台帳人口で22.8％の人口比率（高齢者比率）を占めている。（出
典：吹田市統計書（H27））

総則-10

総人口における65歳以上の人口は年々増加し、平成29年（2017年）９月末
の住民基本台帳人口で23.5％の人口比率（高齢者比率）を占めている。（出
典：吹田市統計書（H29））

数値の更新

21 総則-10

都市計画基礎調査では、平成22年（2010年）10月１日現在、市域面積
総則-10
36.09ｋ㎡のうち市街地が63.3％、普通緑地が20.5％、農地が1.9％、山林・
水面・道路・鉄道などが14.3％になっており、市域の大部分が都市的土地利用
で占められている。

平成27年(2015年)の調査では、平成27年（2015年）10月１日現在、市域 数値の更新
面積36.09ｋ㎡のうち市街地が63.9％、普通緑地が20.1％、農地が1.8％、山
林・水面・道路・鉄道などが14.2％になっており、市域の大部分が都市的土地
利用で占められている。

22 総則-11

（記述なし）

総則-11

また、以下の各災害が複合的に発生する可能性を考慮するものとする。

府の指摘

23 総則-13

上町断層帯地震についての市による被害想定、府による被害想定の結果の相違
は､ボーリングデータの取り方､データの把握方法及びメッシュの取り方等を原
因とするものであると考えられる。

総則-13

(1) 上町断層帯地震
上町断層帯地震についての市による被害想定、府による被害想定の結果の相違
は､概ね次の条件の相違に起因するものであると考えられる。
ア 計算上の破壊開始点の違い
イ 採用しているボーリングデータの違い
ウ 評価（計算）単位（メッシュ）の違い
エ 基礎データ（建物棟数、人口等）の違い
(2) 南海トラフ地震

内容の明確化

24 総則-15

市域の全ため池について災害が想定されるが、府により、公共上およぼす影響
の程度を考慮して水防ため池が４箇所定められている。

総則-15

市域の全ため池について災害が想定されるが、府により、公共上およぼす影響
の程度を考慮して水防ため池が３箇所定められている。
・釈迦ヶ池：吹田市岸部北４丁目地内
・馬池
：吹田市原町２丁目地内
・王子池 ：吹田市山田西４丁目地内

数値の更新
場所の明記

25 総則-15

３ 土砂災害
市域の土砂災害危険箇所は、府によって「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」に基づいて土砂災害警戒区域、土砂災害特別
警戒区域が指定されている。

総則-15

３ 土砂災害
府によって「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」に基づいて土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域が指定されている。

記述の修正

26 総則-20
ほか
27 総則-20

８

総則-20
ほか
総則-20

８

組織名称の変更

28 総則-21
ほか
29 総則-23
ほか
30 総則-24

大阪市交通局

総則-21
ほか
総則-23
ほか
総則-24

大阪市高速電気軌道株式会社、大阪シティバス株式会社

組織名称の変更

・地域の要配慮者への支援に関すること。

用語の統一

災害による被害を最小限にとどめるためには、公助に加え、自分の命は自分で
守る「自助」と、共に助け合い自分たちの地域を守る「共助」による防災活動
を推進し、社会全体で防災意識を醸成させていくことが重要である。
市民及び事業者は、自助、共助の理念のもと、平常時より災害に対する備えを
進めるとともに、多様な機関と連携・協力して様々な防災活動に取り組み、地
域防災力の向上に努めなければならない。

府計画（ｈ31.1）の反映

31 総則-24

事業者は、災害時に果たす役割（従業員や利用者の安全確保、二次災害の防
総則-24
止、事業の継続、地域への貢献）を十分に認識し、各事業者において、災害時
に重要業務を継続するための事業継続計画（Business Continuity Plan、以下
「ＢＣＰ」という。）を作成するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災
訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し
等を実施するなど防災活動の推進に努めなければならない。

１０

大阪ガス株式会社（導管事業部北東部導管部）
関西電力株式会社（大阪北電力部北摂技術ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ）

・地域の要援護者、高齢者、障がい者及び外国人被災者への支援に関するこ
と。
市及び関係機関が実施する防災対策には限界があることから、市民及び事業者
は、災害対策基本法第７条「住民等の責務」に基づき積極的に防災に寄与する
ように努めなければならない。

１０

大阪ガス株式会社（ネットワークカンパニー北東部導管部）
関西電力株式会社（大阪北電力本部北摂配電営業所）

組織名称の変更

事業者は、自助、共助の理念のもと、災害時に果たす役割を十分に認識し、災 府計画（ｈ31.1）の反映
害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ：Business
Continuity Plan）を策定し、企業防災を推進するとともに、地域の防災活動等
に協力・参画するように努めなければならない。
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地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁
32 総則-25

該当箇所
１ 自己管理
災害発生に備えて防災体制の充実を図り、事業所内の従業員、利用者等の安全
確保に努める。

素案の頁
総則-25

２ 地域への協力
積極的に地域の防災対策に協力し、地域の防災に寄与するよう努める。
３ 市及び関係機関への協力
市及び関係機関が実施する防災に関する事業及び災害発生時の救助・救援等の
応急対策活動に協力する。

33 総則-25

（記述なし）

総則-25

修正箇所
１ 災害等の知識の習得
(1) 従業員に対する防災教育、防災訓練の実施
(2) 地域の地形、危険場所等の確認
２
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

災害への備え
事業継続計画（ＢＣＰ）の策定や非常時マニュアル等の整備
事業所の耐震化、設備等の転倒・落下防止
避難場所、避難経路の確認
従業者及び利用者等の安全確保
従業員の安否確認方法の確認
最低３日分の生活必需品等の備蓄

３
(1)
(2)
(3)
(4)

出勤及び帰宅困難者への対応
発災時のむやみな移動開始の抑制
出勤及び帰宅困難者の一時的な受入れへの協力
外部の帰宅困難者用の生活必需品等の備蓄
災害時に必要な情報の入手・伝達方法の確認

４
(1)
(2)
(3)

地域防災活動への協力等
地域の防災活動等への積極的な協力・参画
初期消火、救出救護活動への協力
国、府、市が実施する防災・減災対策への協力

第３節

ボランティアやＮＰＯ等多様な機関との連携

修正理由
府計画（ｈ31.1）の反映

府計画（ｈ31.1）の反映

市民及び事業者は、ボランティアやＮＰＯ等多様な機関と連携・協力して、防
災訓練や防災講習等を実施することで、災害時の支援体制を構築し、地域防災
の担い手を確保するとともに、避難行動要支援者の安否確認や自主的な避難所
運営等の災害対応を円滑に行えるよう努めなければならない。
34 予防-3

予防-3

１ 道路の安全確保
特に、市管理の緊急交通路については、耐震診断に基づき補強計画を策定し
て、耐震性の強化を図る。

記述の修正

西日本電信電話㈱（大阪支店）

組織名称の変更

（記述なし）

予防-4
ほか
予防-7

また、天井等の二次構造部材の脱落防止等の落下物対策、超高層建築物等にお
ける長周期地震動対策等を適切に実施する。

府計画（ｈ31.1）の反映

37 予防-7

（記述なし）

予防-7

(6）公共建築物について、老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつ
けて計画的に安全確保対策を進める。

府計画（ｈ31.1）の反映

38 予防-9

３ 高層建築物等の防災計画書作成指導
高度な防災性能が要求される高層建築物に対する防災計画書の作成指導によ
り、総合的な防災安全性の確保に努める。

予防-9

削除

要綱の廃止

39 予防-12

大阪府（茨木土木事務所、西大阪治水事務所）

予防-12

大阪府（茨木土木事務所、池田土木事務所、西大阪治水事務所）

大阪府の指摘

40 予防-12

（記述なし）

予防-12

その他の河川についても、市役所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、市等へ河川水位等
の情報を提供するよう努める。

府計画（ｈ31.1）の反映

41 予防-12

本市では、淀川、神崎川、安威川、高川、山田川、正雀川が該当する。

予防-12

本市では、淀川、神崎川、安威川、高川、山田川、正雀川、糸田川、上の川が
該当する。

大阪府の指摘

42 予防-13

（記述なし）

予防-13

市長は、洪水予報河川等に指定されていない中小河川について、河川管理者か
ら必要な情報提供及び助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したとき
は、これを公表する。

府計画（ｈ31.1）の反映

35 予防-4
ほか
36 予防-7

１ 道路の安全確保
落石等による道路災害の未然防止を図るため、発生が予想される道路を調査
し、危険箇所には落石防止棚の整備や法面保護等の必要な対策を講じる。特
に、市管理の緊急交通路については、耐震診断に基づき補強計画を策定して、
耐震性の強化を図る。
西日本電信電話㈱

以下番号繰上げ
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該当箇所
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43 予防-13

（記述なし）

予防-13

なお、ハザードマップ等の作成にあたっては、早期の立退き避難が必要な区域
を明示する。

府計画（ｈ31.1）の反映

44 予防-14

（記述なし）

予防-14

府計画（ｈ31.1）の反映

45 予防-14

雨水の貯留・浸透方式の改善を推進する。

予防-14

９ 水防と河川管理等の連携
(1) 市及び府は、国や府が組織する洪水氾濫による被害を軽減するためのハー
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。
(2) 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。
雨水の貯留・浸透施設の設置を推進する。

46 予防-23

放射線同位元素取扱事業者

予防-23

放射性同位元素取扱事業者

誤字の訂正

47 予防-29

（記述なし）

予防-29

男女共同参画の視点から必要と
される取組みの反映

48 予防-29

（記述なし）

予防-29

なお、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域
の防災力向上を図るため、防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・
方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障がい者などの参画を拡
大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制の確立に努め
る。
なお、必要に応じて、各室課の意見調整を行うため、防災対策推進会議開催前
に防災対策推進会議準備会を組織することができる。

49 予防-29

（記述なし）

予防-29

また、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。
市と府は、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もと、適
切な対応がとれるよう努める。

府計画（ｈ31.1）の反映

50 予防-33

○会計管理者

予防-33

○会計管理者

記載漏れ

51 予防-33

動員班
4 災害派遣職員の受入れ及び配置に関すること。

予防-33

受援動員班
4 災害派遣職員等の応援要請、受入れ及び配置に関すること。

受援計画及び検討部会結果の反
映

52 予防-34

調達班
1 災害対策従事者の食料の調達に関すること。
2 災害対策に係る物品、応急資機材の調達・賃借及び工事等の契約に関するこ
と。

予防-34

受援計画及び検討部会結果の反
映

53 予防-34
ほか
54 予防-34
ほか
55 予防-34

要援護者

予防-34
ほか
予防-34
ほか
予防-34

調達班
1 物資の調達要請に関すること。
2 災害対策従事者の食料の調達に関すること。
3 災害対策に係る物品、応急資機材の調達・賃借及び工事等の契約に関するこ
と。
要配慮者
罹災証明

用語の統一

相談班
市民総務室
人権平和室
交流活動館
男女共同参画室
男女共同参画センター

担当室課の記載誤り修正

56 予防-34

6 受援計画の物的支援に関すること。
7 要配慮者の救援・救護対策に関すること。

予防-34

6 受援計画の物的支援に関すること。
7 要配慮者の救援・救護対策に関すること。
8 所管施設の被害状況の集約及び報告に関すること。

受援計画及び検討部会結果の反
映

57 予防-35

生活福祉課

予防-35

生活福祉室

組織名称の変更

り災証明
相談班
市民総務室
人権平和室
交流活動館
男女共同参画室
男女共同参画センター
市民自治推進室
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防災対策推進会議準備会の明記

用語の統一
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58 予防-36

庶務班
◎都市計画室
○総務交通室
○下水道経営室

予防-36

庶務班
◎都市計画室
○総務交通室
○下水道経営室
○計画調整室

受援計画との整合

59 予防-39

4 避難者の避難状況の総括的把握及び報告に関すること。

予防-39

4 避難所の総括的な状況把握及び報告に関すること。

検討部会結果の反映

60 予防-40

２ 勤務時間外における参集体制の整備
迅速な初動活動を確保するため、勤務時間外における職員の参集場所の周知徹
底を図るとともに、初動活動期に参集可能な職員の把握に努める。ただし、緊
急防災要員については、統括部で把握するため除く。

予防-40

２ 勤務時間外における参集体制の整備
迅速な初動活動を確保するため、職員の参集場所の周知徹底を図り、初動活動
期に参集可能な職員の把握に努める。なお、緊急防災要員については、統括部
で把握する。

記述の修正

61 予防-40

あらかじめ職員に参集場所を指定するとともに、周知徹底を図る。

予防-40

あらかじめ職員に参集場所を指定し、周知徹底を図る。

記述の修正

62 予防-40

勤務時間外における情報伝達機能を確保するため、各部は「災害時の緊急連絡
系統図」を作成し、伝達方法を整備する。ただし、緊急防災要員については、
統括部で整備するため除く。

予防-40

各部は、迅速かつ的確な緊急連絡体制を確保するため、「災害時の緊急連絡系
統図」を作成し、勤務時間外における伝達方法を整備する。なお、緊急防災要
員については、統括部で整備する。

記述の修正

63 予防-41

１ 連絡責任者の指名
迅速かつ的確な緊急連絡を実施するため、各部（局）ごとの連絡責任者を指名
する。
各部（局）の連絡責任者は、資料編を参照のこと。
（記述なし）

予防-41

１ 連絡責任者の指名
各部（局）ごとに連絡責任者を指名する。
各部（局）の連絡責任者は、資料編を参照のこと。

記述の修正

予防-42

また、市は、府が行う市の幹部職員等を対象とした研修に参加し、市の災害対
応能力の向上に努める。

府計画（ｈ31.1）の反映

65 予防-43

迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため、防災中枢機能等の整備、充実に
努めるとともに、活動目的に応じた、活動拠点及び備蓄拠点を計画的に整備す
る。

予防-43

迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため、非構造部材を含む耐震化を推進
する等、防災中枢機能等の整備、充実に努めるとともに、活動目的に応じた、
活動拠点及び備蓄拠点を計画的に整備する。

府計画（ｈ31.1）の反映

66 予防-44

（記述なし）

予防-44

また、応援協定を締結している事業者と災害時に輸送拠点として施設を利用す
る際の方法等をあらかじめ定めるとともに、緊急時に円滑な情報交換が図れる
よう相互の連絡体制を整備する。

新たな災害応援協定の締結に伴
う内容の反映

67 予防-46

市及び関係機関は、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。

予防-46

市及び関係機関は、平常時から、大規模災害をも視野に入れ、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。

府計画（ｈ31.1）の反映

68 予防-47

応援を受ける必要があると想定される業務は標準化を図るとともに、発災後の
時間経過毎に必要となる業務内容を明らかにした各対策毎（各部局毎）の受援
計画の作成を進める。

予防-47

受援計画に基づき、災害時受援体制の整備に努めるほか、応援を受ける必要が
あると想定される業務は標準化を図る。

受援計画の作成に伴う記述の更
新

69 予防-48

（記述なし）

予防-48

特に、耐災害性に優れている衛星系ネットワークは、大規模災害発生時におけ
る輻輳の回避に留意しつつ、国〔消防庁〕、府、市、消防本部等を通じた一体
的な整備を図る。

府計画（ｈ31.1）の反映

70 予防-48

防災行政無線

予防-48

防災行政無線（戸別受信機を含む。）

府計画（ｈ31.1）の反映

71 予防-49

また、職員の情報分析力の向上を図るなど、情報収集伝達体制の強化を進め
る。

予防-49

府計画（ｈ31.1）の反映

72 予防-50

総務部、福祉部、教育委員会

予防-50

また、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など、情報収集伝達体制の強化を進め
る。
総務部、市民部、福祉部、児童部、都市魅力部、教育委員会

73 予防-50

（記述なし）

予防-50

災害広報責任者は、平時から災害時に発信する情報の整理様式を作成するとと
もに、災害広報手段の確保に努める。

検討部会結果の反映

74 予防-50

ア

予防-50

ア

府計画（ｈ31.1）の反映

64 予防-43

地震の震源・規模・余震・気象・水位等の状況

地震情報（震度、震源、地震活動等）・気象・水位等の状況
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75 予防-50

(1) 市ホームページの災害時用ページを準備し、災害時に必要な情報を優先的に 予防-50
発信する。

(1) 市ホームページに災害時用ページを準備し、災害時に必要な情報を優先的に 記述の修正
発信する。

76 予防-51

災害情報を各部（局）で共有することによって、災害応急対策を迅速かつ的確
に実施できるよう、災害対応防災システムの構築を検討する。

予防-51

災害情報を各部（局）で共有することによって、災害応急対策を迅速かつ的確
に実施できるよう、災害対応防災システムを活用する。

記述の修正

77 予防-57

ア 医療機関を、状況に応じて「救護所」と位置づけ、医療救護班・物資の供
給を行う。

予防-57

ア 医療機関を、状況に応じて「救護所」と位置づけ、医療救護班の派遣及び
物資の供給を行う。

記述の修正

78 予防-57

救護所では対応できない患者の二次医療から三次医療を、災害医療機関を中心
に被災を免れた（被災地内と被災地外を含め）全ての病院で実施する。

予防-57

救護所では対応できない患者の二次医療から三次医療を、災害医療機関を中心
に被災を免れた（被災地域内と被災地域外を含め）全ての病院で実施する。

府計画（ｈ31.1）の反映

79 予防-58

（記述なし）

予防-58

また、府、市及び医療機関は、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。

府計画（ｈ31.1）の反映

80 予防-59

応急救護所、医療救護所の設置場所・基準、運営方法等は、「地震災害応急対
策 第２章 第５節 応急医療対策」、「風水害応急対策 第２章 第５節
応急医療対策」に定めている。

予防-59

応急救護所、医療救護所の設置場所・基準、運営方法等は、「第３編
急対策 第３章 第２節 応急医療対策」に定めている。

体系の再構築

81 予防-61

（記述なし）

予防-61

第１０

災害応

保健衛生活動体制の確立

府計画（ｈ31.1）の反映

《実施担当》
健康医療部、市立吹田市民病院、大阪府吹田保健所、
吹田市医師会、吹田市歯科医師会、吹田市薬剤師会
発災後迅速に保健活動が行えるよう、災害時の公衆衛生医師、保健師、管理栄
養士等の派遣・受入が可能となる体制の整備、災害時の保健活動マニュアルの
整備及び研修・訓練の実施等体制整備に努める。
82 予防-62

災害発生時に救助・救急、医療、消火及び緊急物資の供給を迅速かつ的確に実
施するため、緊急輸送体制の整備に努める。

予防-62

災害発生時に救助・救急、医療、消火及び緊急物資の供給を迅速かつ的確に実
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等の輸送拠点
について把握・点検する。

府計画（ｈ31.1）の反映

83 予防-64

災害時における道路施設の破損・欠壊等交通が危険であり応急復旧を必要とす
る場合に、

予防-64

災害時における道路施設の破損・欠壊等により応急復旧を必要とする場合、

記述の修正

84 予防-66

災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有するも
のを指定する。

予防-66

災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な管理体制等を有するも
のを指定する。

府計画（ｈ31.1）の反映

85 予防-66

(1) 一時避難地
予防-66
地震時の余震や火災等による二次災害に備えて、住民が一時的に自主避難でき
る、概ね１ha以上の空地（小中学校のグラウンド等）を一時避難地として指定
する。

(1) 一時避難地
大規模地震の後の地震活動や火災等による二次災害に備えて、住民が一時的に
自主避難できる、概ね１ha以上の空地（小中学校のグラウンド等）を一時避難
地として指定する。

記述の修正

86 予防-68

避難所は、地震によって住家が全半壊、全半焼した場合や風水害時に、市が必
要に応じて開設できる場所を避難所として選定し指定するとともに、住民への
周知徹底を図る。

予防-68

避難所は、地震によって住家が全半壊、全半焼した場合や風水害時に、地域的
な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、市が必要に応じて開設でき
る場所を避難所として選定し指定するとともに、住民への周知徹底を図る。

府計画（ｈ31.1）の反映

87 予防-70

（記述なし）

予防-70

第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）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、伝達方法及び避難の際の留意点等を明確にしたマニュアルを作
成・活用し、住民への周知及び意識啓発に努める。

府計画（ｈ31.1）の反映
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地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁

該当箇所

素案の頁

修正箇所

修正理由

88 予防-70

（記述なし）

予防-70

１ 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成
府計画（ｈ31.1）の反映
(1) 市域の河川特性等を考慮し、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）を踏まえ、洪水、土砂災害に対する「避難勧告等の判断・伝
達マニュアル」を改訂する。
(2) 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。
(3) 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。
(4) 「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」の改訂にあたり、府から技術的専門
的な助言を得ることができる。
(5) 躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべ
き業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、
全庁をあげた体制の構築に努める。

89 予防-70

（記述なし）

予防-71

２ 住民への周知・意識啓発
府計画（ｈ31.1）の反映
(1) 避難勧告や避難指示（緊急）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
ぼしかねないと住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住民へ平時から周知しておく。
(2) 土砂災害の避難方法等について、住民の意識啓発に努める。

90 予防-70

（記述なし）

予防-71

避難勧告等により立退き避難が必要な居住者等に求める行動
（表省略）

91 予防-70

第５ 洪水避難対策の強化
総務部、福祉部

予防-72

第６ 洪水避難対策の強化
総務部、福祉部、児童部

92 予防-71

（記述なし）

予防-72

３ 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成
浸水想定区域内に位置し、資料編において名称及び所在地を掲載した要配慮者
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。

府計画（ｈ31.1）の反映

93 予防-71

第６
第７
第８

予防-73

第７
第８
第９

第５の挿入に伴う番号繰下げ

広域避難体制の整備
応急仮設住宅対策
り災証明書の発行体制の整備

広域避難体制の整備
応急仮設住宅対策
罹災証明書の発行体制の整備
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新たな「避難勧告等に関するガ
イドライン」（ｈ31.3：内閣
府）の反映
要配慮者利用施設の避難確保計
画に関する内容追加による

地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁
94 予防-72

該当箇所
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、中長期にわたる被災者支援を総合的かつ効率的に実施するため、初期対
応となる応急危険度判定を始めとして、個々の被災者の被害状況や支援状況、
配慮事項を一元的に集約できるような台帳の整備も検討する。

素案の頁
予防73,74

修正箇所
災害時に罹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等を計画的に進める
など、罹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、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、住民に周知する。
さらに、中長期にわたる被災者支援を総合的かつ効率的に実施するため、初期
対応となる応急危険度判定を始めとして、個々の被災者の被害状況や支援状
況、配慮事項を一元的に集約できるような被災者台帳の整備も検討する。

《実施担当》
関係各部

修正理由
検討部会結果の反映

《実施担当》
市民部、税務部、都市計画部、行政経営部、関係各部
95 予防-73

応急危険度判定

予防-75

被災建築物応急危険度判定

用語の統一

96 予防-73

府から派遣された被災宅地危険度判定士受入れ体制の整備など、判定主体とし
て、実施体制の整備を図る。

予防-75

資器材の整備や府から派遣された被災宅地危険度判定士受入れ体制の整備な
ど、判定主体として、実施体制の整備を図る。

府計画（ｈ31.1）の反映

97 予防-74

水道部、統括部

予防-76

水道部、総務部

平常時の担当部への記載修正

98 予防-74

大規模な災害が発生した場合に必要となる、食料及び生活必需品を確保するた
め、府と協力して備蓄に努めるとともに、民間業者との協定締結を推進する。

予防-76

大規模な災害が発生した場合に必要となる、食料及び生活必需品を確保するた
め、府と協力して備蓄に努めるとともに、民間業者との協定締結を推進する。
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を把握しておく。

府計画（ｈ31.1）の反映

99 予防-75

③粉ミルク

予防-77

③粉ミルク（乳アレルギーに対応したものを含む。）

府計画（ｈ31.1）の反映

100 予防-75

災害が発生した場合、迅速に備蓄品を使用、円滑に供給できるような備蓄計画
の作成に努める。

予防-77

吹田市備蓄計画にしたがい、災害が発生した場合、迅速に備蓄品を使用、円滑
に供給できるように計画的な備蓄を推進する。

備蓄計画の作成に伴う記述の更
新

101 予防-76

また、定期的に流通在庫量の調査を実施するなど、供給体制の整備に努めるほ
か、他市町村との共同備蓄や相互融通の検討を行う。

予防-78

また、定期的に流通在庫量の調査を実施するなど、供給体制の整備に努めるほ
か、他市町村との共同備蓄や相互融通の検討を行う。
さらに、物資集積拠点や搬送方法、搬送ルートなどの物資供給体制の仕組みを
検討する。

検討部会結果の反映

102 予防-78

(1) 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。

予防-80

(1) 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。 府計画（ｈ31.1）の反映

103 予防-82

関西電力株式会社及び大阪ガス株式会社は、感電、漏電、ガスの漏洩、爆発、
出火等の二次災害の未然防止を図るため、災害発生時における注意事項等につ
いて広報する。

予防-84

関西電力株式会社及び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、出火等の二次災害の未然防止を図るため、災害発生
時における注意事項等について広報する。

104 予防-85

（記述なし）

予防-87

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府計画（ｈ31.1）の反映
Net）や地域ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開す
る等、周知に努める。

105 予防-87

（記述なし）

予防-89

第１１節

予防-89

災害により多数発生する死者を一時的に安置し、円滑に火葬するために必要と
なる遺
体安置所や火葬場等を確保し、公衆衛生上の危害発生の防止に努める。
なお、火葬場については、府と連携して、広域的な応援協力体制の整備に努め
第１ 遺体安置所の確保

106 予防-87

（記述なし）

遺体安置所、火葬場等の確保

《実施担当》
都市魅力部、行政経営部
災害時に遺体安置所として利用可能な公共施設等をあらかじめ選定するととも
に、施設管理者と災害時の施設利用条件等を調整する。
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府計画（ｈ31.1）の反映

検討部会結果の反映

検討部会結果の反映

地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁
107 予防-87

該当箇所
（記述なし）

素案の頁
予防-89

修正箇所
第２

火葬に関する応援協力体制の確立

修正理由
検討部会結果の反映

《実施担当》
福祉部、環境部
災害により死者が多数発生または火葬場が被災し、利用できない場合に備え、
府と連携して、大阪府広域火葬計画に基づく応援協力体制の整備に努める。
また、災害時に応援協力可能な葬祭業者等を把握し、応援協定を締結するなど
協力体制を整備するとともに、必要となる燃料、ドライアイス、柩等の資機材
の在庫状況の把握、確保に努める。
108 予防-87

第１１節

109 予防-87

予防-90

第１２節

総務部、行政経営部、福祉部、市民部、児童部、学校教育部、健康医療部

予防-90

総務部、行政経営部、福祉部、市民部、児童部、学校教育部、健康医療部、都
市魅力部

外国人等情報伝達に関する要配
慮者の担当の記述

110 予防-88
ほか
111 予防-88

災害時要援護者名簿

予防-91
ほか
予防-91

災害時要援護者（避難行動要支援者）名簿

用語の統一

要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅
速な避難の確保を図ることを目的とし、

記述の修正

112 予防-88

（記述なし）

予防-91

名簿は、定期的に更新するとともに、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、名簿情報の適切な管理に努める。

府計画（ｈ31.1）の反映

113 予防-89

１ 福祉避難所の指定
市が所有する福祉施設や民間の社会福祉施設等を対象に、福祉避難所として求
められる機能を備え、利用が可能なものについて、福祉避難所として指定す
る。
（記述なし）

予防-92

１ 福祉避難所の指定
市が所有する福祉施設や民間の社会福祉施設等を対象に、福祉避難所として求
められる機能を備え、利用が可能なものを福祉避難所として指定する。

記述の修正

予防-93

第６ 外国人に対する支援体制整備
１ 情報発信等による支援
市は、府が行う府内在住外国人や来阪外国人旅行者に対する支援に協力する。

府計画（ｈ31.1）の反映

114 予防-90

要配慮者対策

要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅
速な避難の確保を図るため、

要配慮者対策

節の挿入に伴う番号修正

予防-94

２ 避難所における支援
府は、避難所を運営する市が円滑に多言語支援を行えるよう、大阪府国際交流
財団（OFIX）と連携し、災害時通訳・翻訳ボランティアの確保・育成に努め
る。
また、市は、災害時通訳・翻訳ボランティアの受入れができるよう府及び大阪
府国際交流財団と連携する。
第１３節 帰宅困難者支援体制の整備

総務部、福祉部、水道部、環境部、大阪府

予防-94

総務部、都市魅力部、福祉部、水道部、環境部、大阪府

外国人等情報伝達に関する要配
慮者の担当の記述

117 予防-90

（記述なし）

予防-94

(2) 発災時間帯別に企業等が従業員等にとるべき行動

118 予防-92

第１３節

広域一時滞在

予防-96

第１４節

広域一時滞在

府計画（ｈ31.1）の反映
以下番号繰下げ
節の挿入に伴う番号修正

119 予防-93

第１４節

広域避難の受入れ

予防-97

第１５節

広域避難の受入れ

節の挿入に伴う番号修正

120 予防-93

原子力災害に係る広域避難ガイドラインに基づき、府はカウンターパートとし
て、滋賀県からの広域避難の受入れを行うこととし、広域避難が円滑に行われ
るよう受入体制を整備する。
市は、高島市から1,925名を受入れる想定とする。
詳細は下表のとおり（平成30年４月現在）

予防-97

原子力災害に係る広域避難ガイドラインに基づき、府はカウンターパートとし
て、滋賀県からの広域避難の受入れを行うこととし、広域避難が円滑に行われ
るよう受入体制を整備する。
市は、高島市から1,925名を受入れる想定とする。
詳細は下表のとおり（平成30年４月現在）

115 予防-90

第１２節

116 予防-90

帰宅困難者支援体制の整備

（表省略）
121 予防-95

ク

地震保険、火災保険の加入の必要性

122 予防-95

教育委員会、総務部、消防本部

節の挿入に伴う番号修正

原子力災害に係る広域避難 ガイ
ドライン（ｈ31.3：関西広域連
合）の反映

（表省略）
予防-99

ク

地震保険・共済、火災保険・共済の加入の必要性

予防-99

教育委員会、児童部、総務部、消防本部
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府計画（ｈ31.1）の反映
実施担当の修正

地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁

該当箇所

素案の頁

123 予防-95

（記述なし）

予防-99

124 予防-97

(1) 人命救助や避難誘導に際し、

125 予防-97

修正箇所

修正理由
府計画（ｈ31.1）の反映

予防-102

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。
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糧や飲料水、携帯トイレ等の備蓄品を整備
する。
(1) 人命救助や避難誘導に際しては、

事業者に対して、

予防-102

事業者に対しては、

記述の修正

126 予防-98

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。

予防-103

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、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。

府計画（ｈ31.1）の反映

127 予防-98

（記述なし）

予防-103

（1）事業者
ア 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用

府計画（ｈ31.1）の反映

128 予防-98

（記述なし）

予防-103

イ

府計画（ｈ31.1）の反映

129 予防-98

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（供給連鎖）の確保等の事業継続上の取組
みを継続的に実施するなど、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組みを通じ
て、防災活動の推進に努める。

予防-103

次に示すような事業継続上の取組みを継続的に実施するなど、事業継続マネジ
メント（ＢＣＭ）の取組みを通じて、防災活動の推進に努める。
・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
・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

府計画（ｈ31.1）の反映

予防-104

ウ その他
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係る業務に
従事する企業は、府及び市町村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。協定締結等の連携強化にあたって
は、実効性の確保に留意する。
また、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。
さらに、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、自然災害からの避難を含む
非常災害に関する具体的計画を作成する。

府計画（ｈ31.1）の反映

予防-104

（2）市及び府
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。市は、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。

府計画（ｈ31.1）の反映

130 予防-98
特に、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係る
業務に従事する企業は、府及び市町村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。

131 予防-99
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。

事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施

記述の修正

132 予防-100

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

予防-105

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
用施設や地下街等の施設管理者を含む。）

府計画（ｈ31.1）の反映

133 予防-103

ボランティア活動を行う人材の育成のため、

予防-107

ボランティア活動を行う人材を育成するため、

記述の修正

応急-1

第１章

体系の再構築

134 震災応急-1 第１章

応急活動組織
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活動体制の確立

地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁

該当箇所

素案の頁

修正箇所

修正理由

135 震災応急-1 総務部長－（防災会議）
風水応急-1 行政経営部長○（防災会議）
会計管理者－（防災対策推進会議）、－（災害対策本部会議）
市民部長－（防災会議）
環境部長－（防災会議）
（表省略）

応急-1、2 総務部長○（防災会議）
行政経営部長－（防災会議）
会計管理者○（防災対策推進会議）、○（災害対策本部会議）
市民部長○（防災会議）
環境部長○（防災会議）
（表省略）

本部員等の修正

136 震災応急-2 第１節

応急-3

第１節

体系の再構築

137 震災応急-2 災害対策本部を中層棟４階全員協議会室（当該場所に設置できない場合は、高
層棟４階特別会議室）に設置する。

応急-3

災害対策本部を中層棟４階全員協議会室（当該場所に設置できない場合は、低
層棟３階研修室）に設置する。

災害対策本部の代替場所の見直
し

138 震災応急-2 （記述なし）

応急-3

139 震災応急-5 第２節

応急-6

なお、災害対策本部を設置した際は、業務継続計画に基づいた業務実施体制と
する。
第２節 地震時の動員体制

業務継続計画の作成に伴う記述
の追加
体系の再構築

活動組織の設置

動員体制

地震時の活動組織の設置

140 震災応急-5 迅速かつ的確な職員の動員配備を実施するため、勤務時間内外に対応した各部
緊急連絡網によって連絡・参集を行い、参集の報告をする。

応急-6

迅速かつ的確な職員の動員配備を実施するため、勤務時間内外に対応した各部
緊急連絡網や様々な方法によって連絡・参集を行い、参集の報告をする。

現状に即した記述に見直し

141 風水応急10
142 風水応急11

第２節

応急-7

第３節

体系の再構築

災害対策本部を中層棟４階全員協議会室（当該場所に設置できない場合は、高
層棟４階特別会議室）に設置する。

応急-8

災害対策本部を中層棟４階全員協議会室（当該場所に設置できない場合は、低
層棟３階研修室）に設置する。

災害対策本部の代替場所の見直
し

143 風水応急13
144 風水応急13

第３節

応急-10

第４節

体系の再構築

迅速かつ的確な職員の動員配備を実施するため、勤務時間内外に対応した各部
緊急連絡網により、連絡・参集を行い、参集報告をする。

応急-10

迅速かつ的確な職員の動員配備を実施するため、勤務時間内外に対応した各部
緊急連絡網や様々な方法により、連絡・参集を行い、参集報告をする。

現状に即した記述に見直し

145 震災応急15
146 震災応急15

第３節

応急-11

第５節

体系の再構築

市単独では十分に被災者に対する救助等の応急措置が実施できない場合は、速
やかに府及び他の市町村並びに関係機関に対し、応援を要請するとともに、受
入れ体制を整備し、災害応急対策に万全を期する。

応急-11

市単独では十分に被災者に対する救助等の応急措置が実施できない場合は、受
援計画に基づき、速やかに府及び他の市町村並びに関係機関に対し、応援を要
請するとともに、受入れ体制を整備し、災害応急対策に万全を期する。

受援計画の作成に伴う記述の追
加

147 震災応急15ほか
148 震災応急16ほか
149 震災応急18

動員班

応急-11
ほか
応急-12
ほか
応急-13

受援動員班

受援計画の反映

災害発生時

体系の再構築

市長は、自衛隊による応援措置が必要であると認める場合は、知事あてに派遣
要請の要求を文書で行う。通信の途絶等により、知事に対して要請の要求がで
きない場合は、直接陸上自衛隊第３師団長に災害の状況を通知する。なお、こ
の通知をした場合は、その旨を速やかに知事に通知する。

府計画（ｈ31.1）の反映

応急-14

第２章
第１節

体系の再構築

151 風水応急-2 統括部（本部班、広報班）、消防部、吹田警察署、大阪府

応急-14

統括部（本部班、情報収集・記録班、広報班）、消防部、吹田警察署、大阪府

現状に即した実施担当に見直し

152 風水応急-2 （記述なし）

応急-14

府計画（ｈ31.1）の反映

153 風水応急-3 大阪管区気象台と府は、共同で土砂災害警戒情報を発表する。
府は、土砂災害警戒準備情報を発表する。

応急-14

154 風水応急-4 ☆印は警報のみ

応急-16

その際、早期より警戒を呼びかける情報や、危険度やその切迫度を伝える情報
を分かりやすく提供することで、気象特別警報、警報及び注意報を適切に補足
する。
大阪管区気象台と府は、大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害
発生の危険度が更に高まったとき、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判
断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける土砂災害警
戒情報を共同発表する。また、これを補足する土砂災害に関するメッシュ情報
を発表する。市は、土砂災害警戒情報に基づき避難勧告等必要な措置を講じ
る。
☆印は特別警報、警報のみ

活動組織の設置

動員体制

応援の要請・受入れ

地震発生時
市長は、自衛隊による応援措置が必要であると認める場合は、知事あてに派遣
要請の要求を文書で行う。

150 風水応急-2
第１節

気象予警報等の伝達
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風水害時等の活動組織の設置

風水害時等の動員体制

応援の要請・受入れ

情報収集伝達・警戒活動
警戒期の情報伝達

府計画（ｈ31.1）の反映

府計画（ｈ31.1）の反映

地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁
155 風水応急4、8

該当箇所
放送事業者とは、朝日放送株式会社、株式会社毎日放送、読売テレビ株式会
社、関西テレビ株式会社、株式会社エフエム大阪、株式会社日経ラジオ社大阪
支社、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社テレビ岸和田、箕面ＦＭまちそ
だて放送株式会社の９社である。

素案の頁

修正箇所

修正理由

応急-16、 放送事業者とは朝日放送株式会社、株式会社毎日放送、読売テレビ放送株式会
19
社、関西テレビ放送株式会社、株式会社エフエム大阪、株式会社日経ラジオ社
大阪支社、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社テレビ岸和田、箕面ＦＭま
ちそだて放送株式会社、テレビ大阪株式会社、株式会社FM802
（FMCO.CO.LO）の11社である。
応急-16
：緊急速報メールは、気象等（大雨、暴風、大雪または暴風雪）に関する特別
警報が市に初めて発表されたときに、気象台から携帯電話事業者を通じて関係
するエリアに配信される。

府計画（ｈ31.1）の反映

157 風水応急-9 統括部庶務班

応急-20

統括部本部班

担当班の記述違い

158 風水応急-9 市は、住民に対して予警報等を伝達するとともに、予想される事態とそれに対
してとるべき措置について周知する。

応急-20

市は、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、広報車、警鐘などを利用し、住
民、要配慮者利用施設や地下街等の施設管理者等に対して予警報等を伝達する
とともに、予想される事態とそれに対してとるべき措置について周知する。

府計画（ｈ31.1）の反映

159 風水応急14
160 風水応急20

応急-21

第２節

体系の再構築

応急-24

第５ 自主避難への対応
●災マ「２－２ 警戒活動」
《実施担当》
統括部（本部班）、避難所施設管理者、関係各部（庶務班）
台風の接近・上陸のおそれがあるときなど、市民からの問合せ状況等を勘案し
て、適切な施設を選定し、自主避難所を開設する。

検討部会結果の反映

地震水防応急対策

応急-24

第６

体系の再構築

情報の収集・伝達

応急-25

第３節

163 震災応急-6 防災行政無線

応急-25

防災行政無線（戸別受信機を含む。）

府計画（ｈ31.1）の反映

164 震災応急-9 各実施担当者は、被害規模を把握するために被害の概況を把握する。把握した
被害情報は、統括部情報収集・記録班に報告する。

応急-27

各実施担当者は、把握した被害情報を統括部情報収集・記録班に報告する。

記述の修正

165 震災応急-9 その後の応急対策の方針を決めるため、時間の経過とともに変化する避難及び
応急対策の実施状況をなるべく詳細に把握する。

応急-27

応急対策の方針を決めるため、時間の経過とともに変化する避難及び応急対策
の実施状況をなるべく詳細に把握する。

記述の修正

166 震災応急11

統括部情報収集・記録班は、各部及び関係機関から報告を受けた被害状況を集
約する。
統括部情報収集・記録班は、集約した状況を常に整理し、各部や関係機関に速
やかに報告できるよう準備する。

応急-29

統括部情報収集・記録班は、各部及び関係機関から報告を受けた被害状況を集
約するとともに、集約した状況を常に整理し、各部や関係機関に速やかに報告
できるよう準備する。

記述の修正

167 震災応急11

市単独では災害応急対策が困難であると判断された場合、統括部本部班は、府
に対して応援要請を行う。

応急-29

市単独で災害応急対策が困難と判断された場合、統括部本部班は、府に対して
応援要請を行う。

記述の修正

168 震災応急11

（記述なし）

応急-30

府計画（ｈ31.1）の反映

169 震災応急13

情報不足による混乱の発生を防止するため、災害情報、支援情報、ライフライ
ン復旧情報等の市民向けの広報活動を実施する。

応急-31

また、行方不明者として把握した者が，他の市町村に住民登録を行っているこ
とが判明した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅
行者など住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使
館等）に連絡する。
情報不足による混乱の発生を防止するため、また、自らの判断で適切な行動が
とれるよう、災害情報、支援情報、ライフライン復旧情報等の市民向けの広報
活動を実施する。

170 震災応急13

情報不足による混乱の発生を防止するため、報道機関と連携して総合的な災害
情報を提供する。

応急-31

報道機関と連携して総合的な災害情報を提供する。

記述の修正

171 震災応急19

応急-33
消火・救助対策

第３章
第１節

消火、救助、救急、医療救護
消火・救助対策

体系の再構築

第４節
第５節

応急医療対策

応急-35

第２節

応急医療対策

体系の再構築

156 風水応急-4 （記述なし）

第４節

（記述なし）

161 震災応急- 第８節
30
162 震災応急-6 第１節

172 震災応急21

警戒活動

警戒活動

地震時の水防活動
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発災直後の情報の収集・伝達

府計画（ｈ31.1）の反映

体系の再構築

府計画（ｈ31.1）の反映

地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁

該当箇所

素案の頁

修正箇所

修正理由

173 震災応急22

保健医療部保健医療班は、消防部、市立吹田市民病院、大阪府吹田保健所及び
医療関係機関と密接な連携のうえ、医療機関情報システムや電話等で人的被
害・医療機関の被害状況や空床状況、活動状況及び被災地医療ニーズについて
把握し、速やかに府へ報告する。

応急-35

保健医療部保健医療班は、消防部、市立吹田市民病院、大阪府吹田保健所及び
医療関係機関と密接な連携のうえ、医療機関情報システムや電話等で人的被
害・医療機関の被害状況や活動状況及び被災地医療ニーズ、患者受入れ情報に
ついて把握し、速やかに府へ報告する。

記述の修正

174 震災応急22

２ 医療救護所の設置・運営
保健医療部保健医療班は、医療救護所の設置・運営を行う。

応急-35

２ 医療救護所の設置・運営
保健医療部保健医療班は、災害の状況に応じて速やかに医療救護所の設置・運
営を行う。

記述の修正

175 風水応急18

応急-37

第４章
第１節

体系の再構築

第５節

その際、危険の切迫性・地域の特性等に応じて避難勧告等の伝達文の内容を工
夫すること、その対象者を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動が
わかるように伝達することなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努め
る。
地震の発生又は気象予警報等が発表され、

府計画（ｈ31.1）の反映

応急避難対策

避難行動
応急避難対策

176 風水応急18

（記述なし）

応急-37

177 風水応急19
178 風水応急19

気象予警報等が発表され、

応急-37

（記述なし）

応急-38

なお、避難のための立退きを行うことにより、かえって人の生命又は身体に危
険が及ぶおそれがあると認めるときは、地域の居住者等に対し、屋内での待避
その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置を指示する。

府計画（ｈ31.1）の反映

179 風水応急19

周知にあたっては、要配慮者に配慮する。
大雨・洪水時には、統括部本部班は、府又は気象台や河川管理者（淀川河川事
務所、茨木土木事務所、西大阪治水事務所）に、避難勧告・避難指示（緊急）
の発令について助言を求めることができる。

応急-38

また、周知にあたっては、要配慮者に配慮する。
なお、大雨・洪水時には、統括部本部班は、府又は気象台や河川管理者（淀川
河川事務所、茨木土木事務所、西大阪治水事務所）に、避難勧告・避難指示
（緊急）の発令について助言を求めることができる。

記述の修正

180 風水応急19
181 震災応急39

また、関係部と連携し被災により援護の必要な災害時における要配慮者の迅速
な発見、保護に努める。
避難が長期化する場合（概ね１週間以上）は、管理責任者、施設管理者、自主
防災組織の長、自治会長、ボランティア等と連携した自主運営組織を結成し、
自主的な活動によって避難所を運営する。

応急-39

また、関係部と連携し被災により援護の必要な災害時の要配慮者の迅速な発
見、保護に努める。
避難が長期化する場合（概ね１週間以上）は、管理責任者、施設管理者、自主
防災組織の長、自治会長、ボランティア、ＮＰＯ等と連携した自主運営組織を
結成し、自主的な活動によって避難所を運営する。

記述の修正

182 震災応急39

（記述なし）

応急-40

指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に
避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努める。
各避難所の運営者とともに、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のため
に、専門家等との定期的な情報交換に努める。

府計画（ｈ31.1）の反映

183 震災応急44
184 震災応急44

第５節

応急-42

第３節

体系の再構築

福祉部（救護班）、児童部（庶務班）、吹田市社会福祉協議会
市民部（庶務班）、教育部（庶務班）

応急-42

福祉部（救護班）、児童部（庶務班）、吹田市社会福祉協議会
市民部（庶務班）、教育部（庶務班）、保健医療部（保健医療班）

担当班の見直し（災害時要援護
者避難支援プランとの整合）

185 震災応急45

福祉部（救護班）、児童部（庶務班・救援班）

応急-42

福祉部（救護班）、児童部（庶務班・救援班）、保健医療部（保健医療班）

担当班の見直し（災害時要援護
者避難支援プランとの整合）

応急-44

第５章
第１節

体系の再構築

186 震災応急31

第９節

災害時における要配慮者への支援

応急-40

緊急輸送対策

災害時における要配慮者への支援

交通対策、緊急輸送活動
緊急輸送対策

記述の修正

府計画（ｈ31.1）の反映

187 震災応急31

（記述なし）

応急-44

４ 物資輸送拠点の設置
統括部本部班は、避難所までの物資の輸送効率を上げるため、必要に応じて、
協定締結民間業者等の協力を得て、物資輸送拠点を設置する。

新たな災害応援協定の締結に伴
う内容の反映

188 震災応急32
189 震災応急35
190 震災応急49

４

応急-45

５

項の挿入に伴う番号修正

応急-47

第２節

交通の安全確保

体系の再構築

応急-48

第３節

交通の機能確保

体系の再構築

災害時における車両の移動等

第１１節
第８節

交通の安全確保
交通の機能確保

災害時における車両の移動等
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地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁
191 震災応急49
192 震災応急27

該当箇所
各鉄軌道施設管理者は、社内に災害対策本部等を設置し、輸送の確保に努め
る。
各鉄軌道施設管理者は、列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行うとと
もに、あらかじめ定められた復旧計画に基づき段階的な復旧を行う。

素案の頁
応急-48

応急-49
第７節

二次災害の防止対策

修正箇所

修正理由

各鉄軌道施設管理者は、社内に災害対策本部等を設置し、輸送の確保に努め
る。
また、列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行うとともに、あらかじめ
定められた復旧計画に基づき段階的な復旧を行う。
第６章 二次災害防止、ライフライン確保
第１節 二次災害の防止対策

記述の修正

体系の再構築

193 震災応急28

都市基盤部建築調査班は、危険箇所等の被害状況を調査する。
都市基盤部建築調査班は、二次災害の防止のため、必要に応じ、府に斜面判定
士の派遣を要請する。

応急-49

都市基盤部建築調査班は、危険箇所等の被害状況を調査し、二次災害の防止の
ため、必要に応じ、府に斜面判定士の派遣を要請する。

記述の修正

194 震災応急34
195 震災応急47
196 震災応急51
197 震災応急51
198 震災応急36
199 震災応急36
200 震災応急36

第１０節

応急-52

第２節

ライフラインの緊急対応

体系の再構築

201 震災応急36

ライフラインの緊急対応

第７節

ライフラインの応急対策

応急-53

第３節

ライフラインの応急対策

体系の再構築

第９節

農業関係応急対策

応急-55

第４節

農業関係応急対策

体系の再構築

社団法人日本種苗協会

応急-55

一般社団法人日本種苗協会

組織名称の変更

（記述なし）

応急-56

第７章

被災者の生活再建支援

体系の再構築

第１節

応急-56

第１節

災害救助法の適用等

記述の修正

（記述なし）

応急-56

また、同法が適用されない場合においても、円滑に災害対応を実施するため応
急的な財政措置を行う。

検討部会結果の反映

（記述なし）

応急-56

第２ 災害発生時の応急財政措置
統括部財務班は、災害が発生した場合は、速やかに災害対策に必要な資金需要
額を把握し、予備費や財政調整基金等の活用を検討するなど、早期にその財源
確保に努める。

検討部会結果の反映

災害救助法の適用

《実施担当》
統括部（財務班）
202 震災応急40
203 震災応急40

第３節

応急-57

第２節

市民部物資班は、生活必需品供給の対象者数から必要な品目、数量を把握のう
え、供給計画を作成し、計画に基づき、備蓄品や協定業者等からの調達によっ
て確保、供給する。

応急-57

市民部物資班は、生活必需品供給の対象者から必要な品目、数量を把握のう
え、供給計画を作成し、同計画に基づき、備蓄品や協定業者等から調達によっ
て確保、供給する。

記述の修正

204 震災応急52
205 震災応急52
206 震災応急52

第１０節

応急-59

第３節

体系の再構築

応急-59

第１

市民部調査班は、統括部建築施設班及び都市基盤部建築調査班の協力を得て判
定会議を招集し、判定会議において調査要員の動員体制及び調査方法並びに判
定の方針を定める。被災地域を対象として、災害現場担当部と協力のうえ、外
観目視によって調査・判定する。第一次調査が物理的に不可能及び第一次調査
の結果に不服のあった住家等について、再調査を実施する。

応急-59

207 震災応急54

応急仮設住宅

応急-60

市民部調査班は、必要に応じて外観目視により概括的被害状況調査を実施し、
調査要員の動員体制を定める。罹災証明書の交付を目的とした被害認定調査は
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき行い、住家の被害の程度
を判定する。第１次調査は、外観の損傷状況等を調査し、住家の被災者から申
請があった場合には、外観調査及び内部立入調査による第２次調査を実施す
る。
調査実施後、判定結果に不服のあった住家等については、統括部建築施設班及
び都市基盤部建築調査班の協力を得て、判定会議を実施し、必要に応じて再調
査を実施する。
建設型仮設住宅

第１

緊急物資の供給

建築物・住宅応急対策

住家等被災判定の実施

緊急物資の供給

建築物・住宅応急対策
住家等被災調査・判定の実施
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体系の再構築

現状に即した記述に見直し
現状に即した記述に見直し

府計画（ｈ31.1）の反映

地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁

該当箇所

素案の頁

修正箇所

修正理由

208 震災応急54

（記述なし）

応急-60

第５ 応急仮設住宅の借上げ
民間賃貸住宅の空家等が存在する地域における比較的規模の小さい災害や、建
設型仮設住宅の供与のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような
大規模災害の発生時には、民間賃貸住宅を借り上げて供与する応急仮設住宅
（以下「借上型仮設住宅」という。）を積極的に活用する。

府計画（ｈ31.1）の反映

209 震災応急54

第５ 公共住宅の一時使用
統括部建築施設班及び都市基盤部住宅施設班は、応急仮設住宅の建設状況に応
じ、被災者の住宅を確保するため、府・市営住宅、住宅供給公社・都市再生機
構住宅等の空き家への一時入居の措置を講ずる。

応急-61

第６ 公共住宅の一時使用
統括部建築施設班及び都市基盤部住宅施設班は、建設型仮設住宅及び借上型仮
設住宅の活用状況に応じ、被災者の住宅を確保するため、府・市営住宅、住宅
供給公社・都市再生機構住宅等の空き家への一時入居の措置を講ずる。

府計画（ｈ31.1）の反映

210 震災応急54

第６
第７

応急-61

第７
第８

項の挿入に伴う番号修正

211 震災応急55
212 震災応急55

第１１節

応急-62

第４節

教育部学校教育班は、施設の応急復旧の状況、教員・園児・児童・生徒及びそ
の家族の被災程度、避難者の収容状況、交通機関、道路の復旧状況その他を勘
案して、応急教育を実施する。

応急-62

教育部学校教育班及び児童部救援班は、施設の応急復旧の状況、教員・園児・
児童・生徒及びその家族の被災程度、避難者の収容状況、交通機関、道路の復
旧状況その他を勘案して、応急教育を実施する。

現状に即した記述に見直し

213 震災応急55

災害を受けるおそれが解消した場合は、学校再開にあわせ速やかに学校給食が
実施できるよう措置を講じる。ただし、被災状況等によって完全給食の実施が
困難な場合は、簡易給食を実施する、又は学校給食を一時中止する。

応急-62

災害を受けるおそれが解消した場合は、学校再開にあわせ速やかに学校給食が
実施できるよう措置を講じる。ただし、被災状況等によって完全給食の実施が
困難な場合は、簡易給食を実施、又は学校給食を一時中止する。

記述の修正

214 震災応急56
215 震災応急63
216 震災応急63

教育部（庶務班）

応急-63

教育部（庶務班）、児童部（救援班）

現状に即した実施担当に見直し

第１４節

応急-65

第５節

体系の再構築

府、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、吹田市社会福祉協議会
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、ボランティアが被災者のニーズに応えて円滑に活動で
きるよう適切に対処する。

応急-65

府、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、吹田市社会福祉協議
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、相互に協力・連携
するとともに、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
ンティアが被災者のニーズに応えて円滑に活動できるよう適切に対処する。

府計画（ｈ31.1）の反映

217 震災応急64

（記述なし）

応急-65

統括部広報班は、義援物資の募集をホームページで実施するほか、メール配信
やSNSを活用して本部長（市長）からのメッセージを伝達するなど、なるべく
早く、広く周知する。

受援計画との整合

応急-67

第８章
第１節

社会環境の確保
保健衛生活動

体系の再構築

応急-68

第２節

廃棄物の処理

体系の再構築

218 震災応急42

市が管理する施設の応急対応
住宅に関する相談窓口の設置等

第４節

応急教育等

自発的支援の受入れ

保健衛生活動
廃棄物の処理

市が管理する施設の応急対応
住宅に関する相談窓口の設置等
応急教育等

自発的支援の受入れ

体系の再構築

219 震災応急60
220 震災応急61

第１３節

（記述なし）

応急-69

損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、産業廃棄物処理業者、建設業
者等と連携した解体体制を整備する。

府計画（ｈ31.1）の反映

221 震災応急61
222 震災応急61

環境部（防疫班、清掃班）、大阪府吹田保健所、関係機関

応急-69

環境部（防疫班、清掃班）、関係機関

現状に即した実施担当に修正

放浪動物の保護収容等の対策については、大阪府吹田保健所、府獣医師会、動
物愛護団体・一般ボランティア等と連携・協力して行う。

応急-69

放浪動物の保護収容等の対策については、府獣医師会、動物愛護団体・一般ボ
ランティア等と連携・協力して行う。

現状に即した実施担当に修正

223 震災応急58
224 震災応急58
225 震災応急46

第１２節

応急-70

第３節

体系の再構築

応急-70

福祉部（救護班）、統括部（調達班）、市立吹田市民病院、吹田警察署、関係
機関
第４節 社会秩序の維持

遺体の取扱い

福祉部（救護班）、市民部（物資班）、市立吹田市民病院、吹田警察署、関係
機関
第６節 社会秩序の維持

応急-71
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遺体の取扱い

検討部会結果の反映
体系の再構築

地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁
226 事故等-1

該当箇所
防災行政無線

素案の頁

修正箇所

修正理由

事故等-1

防災行政無線（戸別受信機を含む）

府計画（ｈ31.1）の反映

227 震災復旧-3 《実施担当》
市民部（庶務班）、関係各部

復旧-3

《実施担当》
市民部（庶務班、調査班）、統括部（庶務班）、福祉部（救護班）、児童部
（庶務班）

検討部会結果の反映

228 震災復旧-4 (7) 災害時要援護者であるときは、その旨及び災害時要援護者に該当する事由

復旧-4

(7) 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由

用語の統一

229 震災復旧-6 市に代わって工事を行う。

復旧-6

府計画（ｈ31.1）の反映

230 震災復旧10

復旧-10

市に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、市に対する支援を
行う。
３ 公営住宅法（昭和26年法律第193号）による公営住宅の復旧
都市基盤部住宅施設班は、地震により公営住宅が減少し、又は著しく損傷した
場合は、公営住宅を復旧する。

３ 民間賃貸住宅の建設支援（大阪府民間賃貸住宅建設資金利子補給制度等）
住宅金融支援機構を利用し、府が定める基準を満たした優良な民間賃貸住宅を
建設する者に対して利子補給を行い、被災者の住宅としても活用できる賃貸住
宅の供給を図る。

府計画（ｈ31.1）の反映

４ 災害復興住宅資金の貸付
独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅資金の融資等が迅速かつ円滑に
行われるよう、府や独立行政法人住宅金融支援機構等と調整を図るとともに、
相談体制の確立に努める。

４ 公営住宅法（昭和26年法律第193号）による公営住宅の復旧
都市基盤部住宅施設班は、地震により公営住宅が減少し、又は著しく損傷した
場合は、公営住宅を復旧する。

５ 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の適用申請
建物の復興に伴い借地・借家関係をめぐる混乱が相当予想され、被災者の住
居、営業等の生活の安定が阻害されるおそれのある場合は、府を通じて国に法
の適用申請を行う。
231 震災復旧14
232 震災復旧14

復旧予定時期を明示した

復旧-14

復旧予定時期の目安を明示した

府計画（ｈ31.1）の反映

加えて、各事業者等のホームページ上に復旧状況等を掲載することで幅広い情
報伝達に努める。

復旧-14

加えて、利用者に対し、各事業者等のホームページ等様々な手段を用いて、復
旧状況等の広報に努める。

府計画（ｈ31.1）の反映

233 －

（記述なし）

南海情報-1 第１章

総則

第１節 計画の目的
この計画は、国が南海トラフ大規模地震の発生可能性が高まったと評価し、気
象庁から南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合に、市が対応する事
項等を定めるとともに、その情報を活用して被害軽減を図ることを目的とす
る。
第２節 市域での予想震度
気象庁から南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合に、防災対応を検
討する対象地域は、南海トラフ地震防災対策推進地域が基本とされる。
なお、本市は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、震源が陸
側ケースとなる南海トラフ地震が発生した場合、市域では震度６弱程度の揺れ
が予想されている。
第３節 対応方針
南海トラフ地震が発生し、本市に震度４以上の地震が観測されたときは、「第
３編 災害応急対策」に基づいて行動する。
一方、南海トラフの東側で地震が発生して、後発地震に対して備える必要があ
る場合や南海トラフ沿いで大規模地震に比べて一回り小さい地震（マグニ
チュード７クラス）が発生した場合等、南海トラフ地震に関連する情報が発表
されたこと、または、警戒宣言が発せられたことを受けての対策は、警戒態勢
を整備すること及び市民に社会的混乱を来たさないことに重点を置く。
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新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）

地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁
234 －

該当箇所
（記述なし）

素案の頁

修正箇所

南海情報-2 第２章

応急対策活動

修正理由
新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）

第１節 南海トラフ地震に関連する情報発表時の措置
市及び防災関係機関は、南海トラフ地震に関連する情報が発表された際の情報
収集・連絡体制の整備や、住民への広報、所管する防災上重要な施設等がある
場合には必要に応じ、これらの点検、大規模地震発生後の災害応急対応の確認
など、地震への備えを徹底する。
《対策の展開》
第１ 南海トラフ地震に関連する情報の伝達
《実施担当》
統括部（本部班、広報班）、消防部
１ 南海トラフ地震に関連する情報について
南海トラフ沿いで発生した異常な現象の観測結果や分析結果について、気象庁
が以下の情報を発表したとき、市は、情報収集・連絡体制の整備や住民への広
報、防災上重要な施設等の点検、地震発生後の災害応急対応の確認など、地震
への備えを徹底する。
（表省略）
235 －

（記述なし）

南海情報-3 ２ 伝達系統
(1) 南海トラフ地震に関連する情報
（図省略）
(2) 関係省庁災害警戒会議の情報
（図省略）
(3) 大阪府防災・危機管理指令部会議の情報
（図省略）

新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）

236 －

３ 伝達事項
(1) 南海トラフ地震に関連する情報
第１章第１節による気象庁が発表する情報

南海情報-3 ３ 伝達事項
(1) 南海トラフ地震に関連する情報
第１章第１節による気象庁が発表する情報

新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）

237 －

(2) 関係省庁災害警戒会議の情報
関係省庁災害警戒会議の開催結果の情報

(2) 関係省庁災害警戒会議の情報
関係省庁災害警戒会議の開催結果の情報

(3) 大阪府防災・危機管理指令部会議の情報
府が南海トラフ沿いの大規模な地震発生に備え、今後の対応を検討した情報

(3) 大阪府防災・危機管理指令部会議の情報
府が南海トラフ沿いの大規模な地震発生に備え、今後の対応を検討した情報

（記述なし）

南海情報-4 第２ 警戒態勢の確立
《実施担当》
災害対策本部体制下の各部

新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）

市は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、南海トラフ地震に関連する情
報が発表された場合、国・府からの情報収集、防災関係機関等への情報伝達、
留意事項の周知を行うとともに、必要な体制等の準備を行う。
238 －

（記述なし）

南海情報-4 １ 設置基準及び廃止基準
南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合（ただし、南海トラフ地震が
発生し、市域が震度４以上のときは除く）、その他危機管理監が必要と認めた
場合は、吹田市防災対策会議を設置する。
危機管理監が市域において災害警戒体制が概ね不要と認めた場合、その他危機
管理監が必要ないと認めた場合は、吹田市防災対策会議を廃止する。
２ 組織及び運営
吹田市防災対策会議は、次に定める構成とし、防災対策会議で協議・決定され
た活動体制をとる。
災害警戒本部又は災害対策本部を設置する場合は、危機管理監の進言を受けて
市長が決定する。
（表省略）
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新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）

地域防災計画（素案）修正箇所一覧
番号 現行計画頁

該当箇所

素案の頁

修正箇所

修正理由

239 －

（記述なし）

南海情報-4 第３ 警戒活動
《実施担当》
統括部（本部班、広報班）
市は、府が設置する「大阪府防災・危機管理指令部」と連絡体制を確保し、国
や府の情報を受けて、今後の対応を検討するとともに、大規模地震発生後の災
害応急対応の確認、防災上重要な施設及び必要な資器材等の準備、点検を行
い、地震への備えを徹底する。
また、地震への備えについて、住民等に対して再確認を目的とした呼びかけや
混乱防止のための広報を行う。

新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）

240 東海-3

東海地震

南海情報-5 南海トラフ地震

241 東海-4

ただし、東海地震と東南海･南海地震が同時又は連続して発生するおそれもある 南海情報-5 ただし、警戒解除宣言が発せられた後も、南海トラフに関連する情報等を踏ま
ため、その場合に生じる危険について市民に周知し、東海地震発生後や警戒解
え、状況により必要と認められる場合は、警戒態勢を継続するものとする。
除宣言が発せられた後も、状況により必要と認められる場合は、警戒態勢を継
続するものとする。

新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）
新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）

242 南海情報-6 (1) 東海地震予知情報等の収集と伝達

南海情報-6 (1) 南海トラフ地震に関連する情報等の収集と伝達

243 南海トラフ 総括部（本部班）
-3
244 南海トラフ 総括部（本部班）
-3
245 南海トラフ 統括部（本部班）、消防部
-3

南海トラフ 統括部（受援動員班）
-3
南海トラフ 統括部（本部班）
-3
南海トラフ 統括部（受援動員班）、消防部
-3
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新たな制度（南海トラフ地震に
関連する情報の発表）
受援計画の反映
記載誤りの修正
受援計画の反映

