
非常災害対策計画

児童発達支援・放課後等デイサービス 育 海老江教室



Ⅰ 想定される災害

1.目的

2.施設の立案条件と災害予測

・河川の氾濫に注意

・地震の際にやや揺れやすい

・液状化のリスクがある

・沿岸部では高潮に注意

3.災害に関する情報入手方法

※防災スピーカーが聞き取れなかった場合：防災行政無線テレホンサービス（06-6210-3899）

・緊急速報メール

・おおさか防災ネット

・防災情報メール

・Yahoo!防災速報アプリ

・大阪市危機管理室Twitter

※別紙にURLあり

4. 施設設備の対策

①調理室等において、火気を扱う調理器具等が固定されていることを十分確認する。

②鉢植えや室外の物等飛散するものをなるべく置かない。

(2)  防災設備等の整備点検

この計画は、育(はぐくみ)における防災対策について必要な事項を定め、利用者及び職員の安全

を確保し、防災のための体制整備や被害の防止と軽減を図ることを目的とする。

事業所が所在する大阪市福島区海老江西地区の七丁目、八丁目は住宅密集市街地で古い建物が多く、また

狭隘な道路に囲まれており、地震などの被害が大きくなる可能性がある。地震の揺れによる家屋倒壊の危

険性が高く、道路がふさがれて、消化活動や家屋の下敷きになった住民の救助が困難になると想定され

る。また、この付近は平坦な土地で、北は淀川に面しており、浸水による被害や液状化が起こりやすい地

域となっているため注意しなければならない。

(1) 施設内外の遊具や調理用具等の落下や倒壊を防止し、被害を最小限に抑えるよう対策すると

ともに、児童の安全な避難経路を確保する。

③窓ガラスには飛散防止フィルム等で予防し、周辺には転倒する物を置かないようにする。

消火器について、消防法に基づく法定資格者による定期的な点検を受け、異常があるものは適切

な整備を行う。



5. 体制整備

(1) 職員間や関係機関との連絡体制

① 防災連絡体制一覧表(別紙②)及び緊急連絡綱(別紙③）を作成し、年に１回更新する。

② 電話やメールによる参集連絡文案を定型文にしておき、連絡の迅速化を図る。

例１ 「〇〇です。今△△にいます。後□□分で到着します。」

例２ 「〇〇です。今××の理由により参集できません。◇◇にて待機します。」

④ 関係機関等緊急連絡先一覧表

機関

避難所

06-6464-9986（平日）

06-6464-9982（夜間・休日）

119

06-6465-0119

06-6465-1234

06-6462-3919（平日）

06-6947-7981（夜間・休日）

水道

道路

ガス

電気

ひかり電話・携帯電話からは 0120-444113

NTT西日本　電話の故障 113

NTT西日本　災害用伝言ダイヤル 171

ごみ

気象

0800-777-8011

電話

西北環境事業センター 06-6477-1621

気象情報 気象予報 177

ライフライン

下水道 海老江管路管理エンター

北部水道センター 06-6391-6301

野田工営所 06-6466-2157

大阪ガス（ガス漏れ） 0120-019424

関西電力九条営業所（停電）

福島区役所

消防署 福島消防署（火災・救急）

警察署 福島警察署（事件・事故）
110

情報 機関名 電話番号

行政情報

海老江小学校 06-6451-3300

市
大阪市福祉局障がい者施策部

障がい支援課
06-6208-8015

区

③ 非常時の連絡手段として非常時伝言ダイヤルにて安否確認等を行う。(震度6弱以上の地震な

ど、大規模な災害が発生した場合に利用が可能になる。）



6．災害発生時の組織体制

(1) 職員参集基準

配置体制

(2) 役割分担表

※総括責任者不在時は、その日のリーダーが総括責任者となる。

・被害状況の把握

・避難先、避難の実施方法の決定

・避難経路の安全確認後、避難指示

・災害情報の収集

・関係機関への連絡

・保護者への連絡

・施設内に残る児童がいないか確認

・負傷者の救出

・負傷者の応急処置

・児童の安全確保

・児童への指示

・人数確認

・避難の誘導

・非常品の持ち出し（緊急時連絡票・食料品など）

・出火防止措置（ガス元栓のか確認など）

・初期消火活動

避難誘導

安否確認班
指導員

消化班 指導員

総括責任者 管理者

情報収集

連絡班
指導員

救出

救護班
指導員

その他の職員は本人や家族の安全が確

保され次第出勤
④府下に津波災害が発生し、又は津波災害の発生がする恐れがあ

るとき

災害が起きた場合に備え、総括責任者(原則として「管理者」とする）の下に情報収集・連絡班、

救出・救護班、避難誘導・安否確認班、消化班を定め、役割分担表(別紙①)を作成し、年に１回

更新する。

名称 担当者 主な対応

警戒配備

体制

①大雨、暴風、高潮、洪水注意報が1以上発表されたとき

統括責任者は施設へ出勤②府下に震度4又は震度５弱の地震が発生したとき

③府下に津波警報が発表されたとき

災害対策

本部体制

①地域に相当規模の災害の発生が予測され、その対策を要すると

き
総括責任者は施設へ出勤

②地域に災害が発生し、その規模及び範囲等から早急な対策を要

するとき

③府下に震度５以上の地震が発生したとき

配置基準 出勤区分

注意配備

体制

①大雨、高潮、洪水注意報が1以上発表されたとき
総括責任者は自宅で待機し、常に出勤

できるようにする
②府下に震度３の地震が発生したとき

③府下に津波注意報が発表されたとき



(3) 救護用児童一覧

② 災害時に児童に身につける名札を用意しておく。

7. 避難場所・避難経路

(1) 災害時の避難場所

地震：海老江西小学校　大阪市海老江8丁目1-10　06-6451-3300

火災：海老江公園

(2) 避難経路

(3) 避難方法

① 移動可の場合：徒歩にて避難場所へ移動

② 移動不可の場合：自動車にて搬送

(4) 避難開始時期

全児童、職員は緊急避難場所へ避難行動を開始する。

避難準備
避難行動に時間を要する児童は、緊急避難場所へ避難を開始する。

家族との連絡、非常用持ち出し品の用意、避難準備を開始する。

避難勧告

避難指示
未だ避難していない者は,直ちに避難行動に移るとともに、生命を守る最低限の行

動をとる。

① 避難時にすぐに持ち出しできるように、保護者からは毎年４月に携帯等の緊急時連絡先を聴取

するとともに、緊急連絡先一覧 の確認と訂正を行い、事業所において非常持ち出しができるよう

整理集約をする。

浸水：本マンション （ストークマンション野田阪神）３階～7階廊下、階段踊場へ避難する。

（淀川が氾濫した場合の予想される浸水被害は 3.0～5.0ｍ）

ストークマンション



6. 非常持ち出し品の準備

・持ち出し袋 ・ビニール袋 ・救急医療品セット

・連絡表・引き渡しカード ・ビニールシート ・使い捨てカイロ

・飲料水 ・軍手 ・毛布

・筆記用具 ・タオル

・懐中電灯 ・ウエットティッシュ

・携帯電話 ・ティッシュ

※非常用ナップザックに上記の物を収容しておく。

7. 保護者へ引き渡しの準備

(1) 引き渡し場所

地震：海老江西小学校

浸水：本マンション （ストークマンション野田阪神）３階～7階

(2) 引き渡し方法

(3) 引き渡しを行う時期

(4) 保護者等への連絡体制の整備

①安否情報を書いた張り紙を、施設入口に設置する。

②災害時伝言ダイヤルで適宜内容を更新し、状況を伝える。

８.防災訓練等の実施

⑴ 防災訓練

⑵ 防災教育の実施

⑶ 防災計画の見直し

災害が収束していない間に引き渡しを行うと、その後児童や保護者等に危険が及ぶ可能性が高く

なるため、警報が解除されてから引き渡しを行う。

災害が起こったときに迅速に行動するために、年に２回実施する。防災訓練は、災害の種類や規

模等を考えた訓練を実施するものとする。

災害が起こったときに、職員があらかじめ定められた役割分担のもと行動できるよう、また臨機

応変に行動できるように、防災や災害の基礎知識等について研修を実施する。

防災訓練を実施した結果や防災教育等で培った知識・情報等を踏まえ、随時、見直しを行う。

児童の引き渡しは、管理者の指示によって行う。可能な限り、児童は保護者に引き渡す。代理人

の場合は、指導員と管理者の立ち合いの元で、その代理人の本人確認と署名をしてもらい、引き

渡すこととする。



Ⅲ　火災への対応

1.火災発生時の対応

⑴ 大声で周囲に知らせる。 

⑵ 現場に急行する際は、消火器を携行する。

⑶ 消防通報装置の作動や１１９番通報する。

2.初期消火

3.避難誘導等

⑴ 方法

① 施設内の設備等を使って火災の発生を知らせ避難誘導を行う。

② 避難場所を決定し、火元から近い人を優先し避難を開始する。

⑵ 避難状況等の確認

① 避難場所に着いたら、避難完了者、負傷者等を確認する。

② 消防へ「出火場所」「避難状況」「逃げ遅れた利用者」等の情報を提供する。

⑶ 負傷者の手当・病院への搬送

Ⅳ 風水害（大雨・台風等）への対応

1.風水害への対応

⑴ 事前の準備

① 鉢植え等、転倒すると危険なものは予め倒したり、撤去する。

② 出入口の窓をしっかり閉鎖し、必要に応じて外部面の窓ガラスを保護する。

③ 浸水の恐れがある建物は、必要に応じて土嚢や止水板を設置する。

2.警戒体制等の確立

⑴ 責任者は、あらかじめ定めた組織編制に従って、体制を確保する。 

⑵ 救護活動や備蓄してある物資の点検を行い、避難の準備を行う。

3.避難

⑴ 避難の決定

④ テレビ、ラジオ、インターネットなどで気象庁が発表する大雨や台風に関する気象情報を収集

する。

⑶ 施設周辺を見回り、水かさの増加や土砂災害の前兆現象がないか注意する。風雨が激し い段

階では職員の安全に配慮し、見回りは控える。

管理者は、施設の状態、施設周辺の状況、外部からの情報等を総合的に判断し、避難を決 定す

る。施設内に避難する場合は、利用可能な器具、備蓄品等を利用して、利用者の安全 を確保す

る。

消火器や屋内消火栓設備等を使って初期消火を行う。ただし、消火できないと判断したと きは、

火災となっている部屋の扉を閉めて避難する。

利用者がケガ等をしていないか、体調を崩していないか確認し、応急処置等を行なう。病院等の

受診が必要と思われる者については、病院への搬送を行う。



⑵ 避難の実施

⑶ 避難状況等の確認

難場所に着いたら、避難完了者、負傷者等の人数を確認する。

⑷ 負傷者の手当・病院への搬送

⑸ 家族等への連絡・引き渡し

⑹ 施設の再開

施設や施設周辺の安全性を確認し、施設の早期再開を目指す。

Ⅴ 地震への対応

1.地震発生時の対応

⑴ 揺れがおさまるまでは、身の安全の確保に努める。

⑶ 火元の点検やガスの元栓を閉めるなど出火防止のための措置をとる。

⑷ 建物や設備の損壊状況を確認し、危険箇所等があれば立ち入らないように指示する。

2.利用者・職員の安否確認等

3.体制の確保等

⑴ ラジオ・テレビ、インターネット等から正確な情報を入手する。 

⑵ 管理者は、あらかじめ定めた組織編制に従って、体制を確保する。

⑶ 救護活動や備蓄してある物資の点検を行い、避難の準備を行う。

4.避難

⑴ 避難の決定

⑵ 避難の実施

⑶ 避難状況等の確認

難場所に着いたら、避難完了者、負傷者等の人数を確認する。

⑵ 揺れがおさまったら、利用者が安全に避難できるように窓や戸を開け、出口を確保する など

速やかに行動をとる。

管理者は、その所在を職員に明らかにし、利用者の安否確認を行ないながら、利用者の体調等の

確認を行なう。

管理者は、施設の状態、施設周辺の状況、外部からの情報等を総合的に判断し、避難を決 定す

る。

あらかじめ定められた避難場所・避難経路の中から最も安全な場所・経路を決定し避難を 開始す

る。避難を開始したら、再び施設内には戻らない。

あらかじめ定められた避難場所・避難経路の中から最も安全な場所・経路を決定し避難を 開始す

る。避難を開始したら、再び施設内には戻らない

利用者がケガ等をしていないか、体調を崩していないか確認し、応急処置等を行なう。病院等の

受診が必要と思われる者については、病院への搬送を行う。

被害予想に基づき、施設復旧の見通し、利用者の状態などを判断し、家族等への 引き渡しについ

て検討する。



⑷ 負傷者の手当・病院への搬送

⑸ 家族等への連絡・引き渡し

⑹ 施設の再開

施設や施設周辺の安全性を確認し、施設の早期再開を目指す。

附則

この計画は、2021 年 12 月 1 日から施行する

利用者がケガ等をしていないか、体調を崩していないか確認し、応急処置等を行なう。病院等の

受診が必要と思われる者については、病院への搬送を行う。

被害予想に基づき、施設復旧の見通し、利用者の状態などを判断し、家族等への 引き渡しについ

て検討する。


