
地震に関する取り組み一覧 平成30年12月21日

■府民のみなさまへ（支援策など）

部局名 項　目 内　容
本項目が掲載されているリンク先

(報道提供資料、所属ＨＰ等） 連絡先

福祉部 義援金の第四次配分について 全国から寄せられた地震義援金の第四次配分を決定しました。
http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu
/gienkin/gienkin4.html

義援金配分相談窓口（福祉総務課）
電話 06-6944-7917
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6659
メール
fukusokikaku3@gbox.pref.osaka.lg.jp

住宅まちづくり部
大阪版被災住宅無利子融資制度につい
て

被災住宅の早期復旧に資することを目的に、金融機関の協力のもと、損壊した住宅の補修工事に対する無利子
融資制度を開始します。「一部損壊」など「り災証明書」の交付を受けているなど一定の条件を満たす被災住宅の
所有者又は居住者に対して、住宅の補修等の工事を対象に、取扱金融機関から利子負担の無い融資を受けるこ
とができます。
（融資限度額）200万円以内（全壊・大規模半壊・半壊の場合は300万円以内）　　（返済期間）10年以内

http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/mu
rishiyuushi/index.html

都市居住課
管理調整グループ
電話 06-6210-9709
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9712
メール toshikyoju-
g06@gbox.pref.osaka.lg.jp

「住宅金融支援機構　お客さまコールセ
ンター（災害専用ダイヤル）」
※りそな銀行の大阪府内の各支店等で
も受付
　電話　0120-086-353（通話無料）
・大阪シティ信用金庫　審査部
　電話　06-6201-2889
・大阪信用金庫　融資部
　電話　06-6775-6584

住宅まちづくり部
「被災者向け住まいの相談専用ダイヤ
ル」の開設について

被害を受けた住宅の所有者、入居者に対し、住宅の損壊の状況や持ち家、借家の種別に応じて復旧や再建に関
する相談や情報提供を無料で行う専用ダイヤルを開設しました。（6月25日午前10時～継続中）

http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/su
mai_jyoho_teikyou/index.html

都市居住課
安心居住支援グループ
電話 06-6210-9707
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9712
メール toshikyoju-
g01@gbox.pref.osaka.lg.jp

住宅まちづくり部 ブロック塀に関する相談窓口について
通学路のブロック塀が倒壊し、尊い人命が犠牲となったことを受けて、大阪府ではブロック塀に関する相談窓口を
開設しました。
（6月20日～継続中）

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shins
a/burokkubei_soudan/index.html

建築指導室
審査指導課
確認・検査グループ
電話 06-6210-9724
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9719
メールkenchikushido-
g06@sbox.pref.osaka.lg.jp

商工労働部
中小企業・小規模事業者に対する支援
について

商工会、商工会議所をはじめとした各支援機関や国等の支援措置を情報提供しています。（6月19日～継続中）
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/h
300618/index.html

経営支援課 企画調整グループ
電話 06-6210-9499
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9504
メール chushoshien@sbox.pref.osaka.lg.jp

危機管理室 応急仮設住宅（借上型）の提供について
住家の全壊、半壊であっても住み続けることが困難や避難指示の長期化が見込まれる世帯に対して、災害救助法
に基づく応急仮設住宅を提供します。
※受付は各市町で行います。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/
osaka_jishin/jishinshiensaku.html

危機管理室災害対策課
電話　06-6944-6021
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6654
メール kikikanri-17@gbox.pref.osaka.lg.jp

危機管理室 大阪版みなし仮設住宅の提供について

住家の半壊や一部損壊など、罹災証明書をお持ちの方で、避難所から自宅に帰ることが困難な方等、市町村が認
める世帯に対して、大阪府と市町村が共同で府営住宅、府公社賃貸住宅、ＵＲ賃貸住宅、民間賃貸住宅を「大阪
版みなし仮設住宅」として提供します。
※受付は実施市町で行います。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/
osaka_jishin/jishinshiensaku.html

危機管理室災害対策課
電話　06-6944-6021
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6654
メール kikikanri-17@gbox.pref.osaka.lg.jp

住宅まちづくり部 被災住宅の応急修理について

災害救助法に基づき、同法の適用区域内において住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受けた世帯に対し、被災
した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、一定の範囲内で応急的に修理する
制度を実施します。
※受付は、各市町で行います。

http://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keika
ku/news_sonota/oukyuusyuurijizen.html

公共建築室
計画課
推進グループ
電話 06-6210-9786
ファクシミリ 06-6210-9784
メール kokyokenchiku-
g09@sbox.pref.osaka.lg.jp

【府税の軽減措置等に関するホーム
ページ】
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte
/keigenn-ooame.html

徴税対策課 納税グループ
電話 06-6210-9134
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9933

【府税事務所のお問合せ先一覧】
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte
/otoiawase2.html#chizu

メール
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/
input.do?tetudukiid=2008100013

商工労働部 労働保険料等の納付猶予について
大阪労働局において、地震で被災された事業主の方に対する、労働保険料等の納付猶予についてご案内します。
申請期限については、大阪労働局ホームページをご参照ください。

【大阪労働局ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
roudoukyoku/news_topics/topics/3006
281444.html

労政課　労政・労働福祉グループ
電話 06-6210-9518
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6360-4751
メール rosei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp

○日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftyne
t/saigai.html
○JAバンク大阪
http://www.jabankosaka.or.jp/ja/
※近畿農政局（参考）
http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/keie
ishien/kinyusochi/kinyu_sochi_osaka.ht
ml

福祉部 生活福祉資金貸付事業について
・大阪府社会福祉協議会が実施主体となり実施する貸付制度です。
・低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立
等を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としたものです。

【大阪府社会福祉協議会ホームページ】
http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu
/index.html

地域福祉推進室　地域福祉課
企画推進グループ
電話 06-6944-7109
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6681
メール chiikifukushi-
g03@gbox.pref.osaka.lg.jp

財務部
被災者に対する府税の軽減措置等につ
いて

府税に関しては、災害により被害を受けられた方について、申告・納付等の期限延長、減免、納入義務
免除及び納税の猶予の制度があります。
※詳しくは府税事務所及び大阪自動車税事務所までお問い合わせください。
○中央府税事務所　　　電話 06-6941-7951　ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6942-6151
○なにわ北府税事務所　電話 06-6362-8611　ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6362-6760
○なにわ南府税事務所　電話 06-6775-1414　ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6775-1362
○三島府税事務所　　　電話 072-627-1121　ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-623-6344
○豊能府税事務所　　　電話 072-752-4111　ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-753-5882

環境農林水産部
農林漁業者等の金融上の支援等につい
て

地震で被災された農林漁業者等の方に対する、日本政策金融公庫やJAバンク大阪（大阪府信用農業協同組合連
合会及びＪＡ）の金融上の支援についてご案内します。
【支援の概要】
　・農地や農業施設の復旧資金の融資に関すること
　・借受金の返済猶予等の措置に関すること
　・預貯金の払出し手続きの特例に関すること　などについて日本政策金融公庫大阪支店や大阪府信用農業協同
組合連合会又はお近くのJAにご相談いただけます。

検査指導課
総務・金融グループ
電　話 06-6210-9546
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9545
メール kensashido@sbox.pref.osaka.lg.jp
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健康医療部 こころのケアについて こころのケアが必要な方に対する電話相談等を大阪市、堺市と連携し実施しています。（6月19日～継続中）
http://www.pref.osaka.lg.jp/kokoronoke
nko/soudan/index.html

地域保健課
精神保健グループ
電話 06-6944-7524
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-4792-1722
メール chiikihoken-
g02@gbox.pref.osaka.lg.jp

府民文化部
災害に便乗した悪質商法に関する注意
喚起について

・災害に便乗した悪質商法に関する注意喚起や消費者ホットライン188などについて、センターホームページや大
阪府の広報ＳＮＳ等で周知しています。（6月19日～継続中）
・消費者ホットライン188の啓発チラシを各避難所に掲示するよう府内市町村に依頼しました。（6月22日）

http://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/tyui
kanki/index.html

大阪府消費生活センター
事業グループ
電話 06-6612-7500
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6612-0090
メール shohiseikatsu-
center@sbox.pref.osaka.lg.jp

環境農林水産部 ペット動物に関する相談窓口について

被災時におけるペットの飼い方に関する相談を受け付けています。
また、迷子になったペットの情報を集約し、ペットが迷子になった飼い主等へその情報を提供することで、本来の飼い主を探すなどの対応を
行います。

〔大阪市にお住まいの方〕　大阪市動物管理センター
電話 06-6685-3700　ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6686-4507
〔堺市にお住まいの方〕　堺市動物指導センター
電話 072-228-0168　ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-228-8156
〔高槻市にお住まいの方〕　高槻市保健所
電話 072-661-9333　ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-661-1800
〔東大阪市にお住まいの方〕　東大阪市動物指導センター
電話 072-963-6211　ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-963-1644
〔豊中市にお住まいの方〕　豊中市保健所
電話 06-6152-7320　ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6152-7328
〔枚方市にお住まいの方〕　枚方市保健所
電話 072-807-7624　ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-845-0685
〔八尾市にお住まいの方〕　八尾市保健所
電話 072-994-6643　ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-922-4965

大阪府動物愛護管理センター
電話 072-958-8212　ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-956-1811
メール dobutsuaigokanri-c@sbox.pref.osaka.lg.jp
※下記２支所に係る土日祝の対応については、動物愛護管理センターで行っております。
〔箕面市、吹田市、茨木市、摂津市、島本町にお住まいの方〕
　動物愛護管理センター箕面支所
　電話 072-727-5223　ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-727-4379
　メール dobutsuaigokanri-cm@gbox.pref.osaka.lg.jp
〔交野市、寝屋川市、守口市、四條畷市にお住まいの方〕
　動物愛護管理センター四條畷支所
　電話 072-862-2170　ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-862-2180
　メール dobutsuaigokanri-cs@gbox.pref.osaka.lg.jp

http://www.pref.osaka.lg.jp/doaicenter/
doaicenter/madoguchi.html

大阪府動物愛護管理センター
電話 072-958-8212
ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-956-1811
メール dobutsuaigokanri-
c@sbox.pref.osaka.lg.jp

【大阪府国際交流財団ホームページ】
http://www.ofix.or.jp/index.html

【大阪府外国人情報コーナー（大阪府国
際交流財団ホームページ）】
http://www.ofix.or.jp/life/index.html
【大阪府国際交流財団facebook】
https://www.facebook.com/osakafound
ation

健康医療部
災害時の感染症対策に係るホームペー
ジの更新について

災害時の感染症対策を掲載している府ホームページ「災害と感染症」において、被災地における感染症対策の参
考となる情報を更新しました。（7月12日）
府内保健所及び市町村保健医療主管部局へ情報提供しました。

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakak
ansensho/saigaikannsennsyou.html

医療対策課
感染症グループ
電話 06-6944-9157
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6941-9323
メール iryotaisaku-
g03@gbox.pref.osaka.lg.jp

住宅まちづくり部
被災住宅の補修工事等に関するリ
フォーム事業者団体のご案内について

被災した住宅の補修工事等に関してリフォーム事業者等をお探しの方向けに、「大阪府住宅リフォームマイスター
制度」登録団体と「国土交通省住宅リフォーム事業者団体登録制度」登録団体の情報を提供しています。

http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/hr/
index.html

都市居住課
空家対策推進グループ
電話　06-6210-9708
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6210-9712
メール　toshikyoju-
g05@gbox.pref.osaka.lg.jp

府民文化部
大阪観光局から府の災害情報の発信に
ついて

大阪観光局のホームページにおいて多言語による緊急情報を発信しています。（6月18日～継続中）
https://osaka-info.jp/page/news-
earthquake-osaka

都市魅力創造局
企画・観光課
観光振興グループ
電話 06-6210-9313
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9316
メール kanko-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

健康医療部
被災者（国保・後期高齢者医療）の受診
について

被災した国保・後期高齢者医療の被保険者が被保険者証等を保険医療機関等に提示できない場合の取扱いに
ついてウェブページで情報提供しました。（6月21日～7月5日）

―

国民健康保険課
総務企画グループ
電話 06-6944-7049
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6684
メール kokuho@sbox.pref.osaka.lg.jp

府民文化部
大阪府災害時多言語支援センターにつ
いて

・大阪府災害時多言語支援センター（大阪府国際交流財団内）の設置・運営を行いました。（6月18日～7月9日）
・大阪府国際交流財団ホームページ・ｆacebookにおいて、多言語による災害情報の発信を行いました。（6月18日
～7月9日）
・多言語による電話・メールでの相談対応を行いました。（6月18日～7月9日）
・市町村での多言語対応の支援を行いました。（6月18日～7月9日）

なお、地震に関する多言語での相談については、大阪府外国人情報コーナー（大阪府国際交流財団が運営）にお
いて、引き続き行っております。

都市魅力創造局
国際課
国際化推進グループ
電話 06-6210-9309
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9316
メール kokusai@sbox.pref.osaka.lg.jp
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■市町村等への支援

部局名 項　目 内　容
本項目が掲載されているリンク先

(報道提供資料、所属ＨＰ等） 連絡先

危機管理室 物的支援について
ブルーシート、食料（アルファ化米など）、段ボールベッド、間仕切り、弾性ストッキング、スポットクーラー・扇風機、
カラーコーン・コーンバー等を提供しています。（6月19日～継続中）

http://www.osaka-
bousai.net/pref/index.html

危機管理室
防災企画課
電話 06-6944-6021
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6654
メール kikikanri@sbox.pref.osaka.lg.jp

総務部
大阪府行政書士会による被災者対象無
料相談会の実施について

・市町村に対し、府と大阪府行政書士会との協定に基づく大阪府行政書士会からの支援（被災者対象の罹災証明
申請等の各種行政手続きに係る無料相談会）について通知しました。（6月22日）
・市町村からの要請に基づく、大阪府行政書士会の無料相談会等の実施は終了しました。（12月18日）

－

市町村課　行政グループ
電話 06-6944-9109
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6099
メール shichoson-
g22@sbox.pref.osaka.lg.jp

総務部
大阪弁護士会による被災者対象無料法
律相談の実施について

・市町村に対し、府と大阪弁護士会との協定に基づく大阪弁護士会からの支援（被災者対象無料法律相談）につ
いて通知しました。（6月22日）
・市町村からの要請に基づく、大阪弁護士会の無料相談会等の実施は終了しました。（8月31日）

－

法務課　訟務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進グループ
電話 06-6944‐6129
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944‐6094
メール homu@sbox.pref.osaka.lg.jp

府民文化部 市町村等への情報提供について 市町村（国際担当課、地域国際化協会）及び在関西（総）領事館へ情報提供を行いました。（6月19日～7月9日） －

都市魅力創造局国際課
国際化推進グループ
都市外交グループ
電話 06-6210-9309
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9316
メール　kokusai@sbox.pref.osaka.lg.jp

府民文化部
市町村消費生活相談窓口の開設状況確
認について

・市町村に対し各市町村の消費生活相談窓口の開設状況を確認しました。（6月18日･19日）
・窓口を開設できない市町村については、大阪府消費生活センターが消費生活相談を代替しています。（6月18日）

－

大阪府消費生活センター
事業グループ
電話 06-6612-7500
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6612-0090
メール shohiseikatsu-
center@sbox.pref.osaka.lg.jp

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/ji
ritu_top/hisaijyokyo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/k
aigo/anpikakunin.html

福祉部 発達障がい児者支援について
リーフレット「災害時の発達障害児・者支援について」（大阪版）（発達障害情報・支援センター作成）を市町村発達
障がい児者支援担当課あて発出しました。（6月20日）

－

障がい福祉室 地域生活支援課
発達障がい児者支援グループ
電話 06-6944-6689
ﾌｧｸｼﾐﾘ  06-6944-2237
メール
chiikiseikatsu@sbox.pref.osaka.lg.jp

健康医療部 こころのケアについて
市町村に対して、災害時におけるこころのケア等について提示しました。（リーフレットを活用して周知。（6月19
日））

－

地域保健課
精神保健グループ
電話 06-6944-7524
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-4792-1722
メール chiikihoken-
g02@gbox.pref.osaka.lg.jp

健康医療部
避難所における妊産婦等への注意喚起
要請について

被災地を含む全市町村へ、避難所等で避難している妊産婦、乳幼児等に対する注意点等をまとめたリーフレットを
周知し、避難所運営時の注意喚起を要請しました。（6月18日）

－

（妊産婦等支援）
地域保健課
母子グループ
電話 06-6944-6698
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-4792-1722
メール chiikihoken-
g03@gbox.pref.osaka.lg.jp

（アレルギー疾患対策）
地域保健課
疾病対策・援護グループ
電話 06-6944-669７
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6941-6606
メール chiikihoken-
g01@gbox.pref.osaka.lg.jp

危機管理室
防災企画課

http://www.osaka-
bousai.net/pref/index.html

　高槻市、茨木市、枚方市、箕面市、摂津市、寝屋川市に対して、大阪府、府内市町村、関西広域連合、鳥取県か
ら職員を派遣しました。(6月18日～7月31日）

人的支援について危機管理室

在宅高齢者等への安全確認・被災状況等の把握について、市町村に対し依頼文を発出しました。（6月18日）福祉部

福祉総務課 企画グループ
電話 06-6944-6686
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-6659
メール

在宅高齢者等への安全確認・被災状況
等の把握について
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地震に関する取り組み一覧 平成30年12月21日

健康医療部
避難所に対する保健医療活動状況につ
いて

・避難所の状況を被災市から確認しました。
・引き続き避難所について状況や医療・保健ニーズを確認しています。
・市の要請に基づき、6月21日から枚方市、6月22日に高槻市にそれぞれ府保健師等を派遣しています。
・6月20日～6月21日に高槻市へ府内DEHEAT（災害時健康危機管理支援チームを派遣しました。
・6月24日に茨木市の避難所（３か所）にこころのケア活動のためケースワーカー２人を派遣しました。
・6月25日～6月29日にこころのケア活動支援、避難所巡回のため、ケースワーカー、保健師を茨木市域に派遣し
ました。
・各市町村に避難者への健康管理に関する助言を実施しました。

－

健康医療総務課
保健所・事業推進グループ
電話 06-6944-3288
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6263
メール hokenjyo@gbox.pref.osaka.lg.jp

健康医療部 職員の派遣について
茨木市こころのケアセンター運営支援のため、地域保健課精神保健グループ及び大阪府こころの健康総合セン
ターよりケースワーカーの職員を派遣しました。（6月29日）

－

地域保健課
精神保健グループ
電話 06-6944-7524
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-4792-1722
メール chiikihoken-
g02@gbox.pref.osaka.lg.jp

住宅まちづくり部 被災宅地危険度判定について
被災宅地危険度判定を実施する市町村の支援及び依頼に応じて、判定士の資格を持つ行政職員等を派遣しま
す。
島本町で6月23日及び6月25日に判定を実施しました。（今後も依頼があれば実施する予定です。）

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikak
u/kikaku_bousai/takuchi_hantei.html

建築指導室
建築企画課
調整グループ
電話 06-6210-9720
ファクシミリ 06-6210-9714
メール
kenchikushido@sbox.pref.osaka.lg.jp

住宅まちづくり部 被災建築物応急危険度判定について

被災建築物応急危険度判定を実施する市町村に対し、判定士の資格を持つ他の行政職員や民間ボランティアの
派遣により支援します。なお、市町の危険度判定の終了に伴い、判定士の派遣は、大阪市（6月19～24日）、茨木
市（6月19日～28日）、高槻市（6月20日～27日）、箕面市（6月21日～22日）、摂津市（6月22日～27日）、島本町（6
月25日）で終了しました。

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikak
u/kikaku_bousai/oukyuu_kenchiku.html

建築防災課
耐震グループ
電話 06-6210-9716
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9809
メールkenchikubosai-
g02@gbox.pref.osaka.lg.jp

住宅まちづくり部
「住まいのケア・専門家チーム」の派遣に
ついて

地震で被災した府民からの住まいの専門的な相談に現地で対応するため、住宅（設計、リフォーム）、法律、金融
等の専門家により構成する「住まいのケア・専門家チーム」を編成し、被災市が市役所等で開催する個別相談会に
派遣しました。（7月18日の枚方市で終了した。）
○派遣先
茨木市（6月29日、7月1日）、高槻市（6月30日、7月8日）、大阪市（7月3日）、摂津市（7月7日）、豊中市（7月6日、同
7日）、寝屋川市（7月11日）、枚方市（7月15日、同18日）

-

都市居住課
空家対策推進グループ
電話　06-6210-9708
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6210-9712
メール　toshikyoju-
g05@gbox.pref.osaka.lg.jp

教育庁 通学時の安全確保について 児童生徒の登下校の安全確保について、府立学校及び市町村教育委員会に対し文書通知しました。（6月18日） －

保健体育課　保健・給食グループ
電話 06-6944-9365
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6941-4815
メール hokentaiiku-
01@gbox.pref.osaka.lg.jp

教育庁 通学時の安全確保について 児童生徒の登下校の安全確保について、私立学校園に対して通知しました。（6月19日）
http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/info
/h30_tenken.html

【小中高校】
私学課　小中高振興グループ
電話 06-6210-9274
メール shigakudaigaku-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

【専修学校・各種学校】
私学課　総務・専各振興グループ
電話 06-6210-9272
メール shigakudaigaku-
g03@sbox.pref.osaka.lg.jp

【幼稚園、認定こども園】
私学課　幼稚園振興グループ
電話 06-6210-9273
メール shigakudaigaku-
g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9276

教育庁
警報等の発表に伴う安全の確保につい
て

地震の影響により、広範囲に地盤の緩み等が危惧されているため、府立学校に対し、大雨警報等の発令時の対
応について通知しました。（6月19日）

http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.
php?site=fumin&pageId=31327

【府立高等学校】
高等学校課　学事グループ
電話 06-6944-6887
メール kotogakko-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6888

【府立支援学校】
支援教育課　学事・教務グループ
電話 06-6941-0618
メール kyoikushinko-
g05@sbox.pref.osaka.lg.jp
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6888

【安全教育に関すること】
保健体育課　保健・給食グループ
電話 06-6944-9365
メールhokentaiiku-
01@gbox.pref.osaka.lg.jp

教育庁
警報等の発表に伴う安全の確保につい
て

地震の影響により、広範囲に地盤の緩み等が危惧されているため、私立学校園に対し、大雨警報等の発令時の
対応について通知しました。（6月19日）

http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/info
/h30_anzenkakuho.html

【小中高校】
私学課　小中高振興グループ
電話 06-6210-9274
メール shigakudaigaku-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

【専修学校・各種学校】
私学課　総務・専各振興グループ
電話 06-6210-9272
メール shigakudaigaku-
g03@sbox.pref.osaka.lg.jp

【幼稚園、認定こども園】
私学課　幼稚園振興グループ
電話 06-6210-9273
メール shigakudaigaku-
g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6210-9276

教育庁 心のケアについて
地震被害による児童生徒等への心のケアが必要な市町村小中学校へ臨床心理士を追加派遣しました。（6月21
日）

－

小中学校課　生徒指導グループ
電話 06-6944-3820
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-3826
メール shochu-
seito@gbox.pref.osaka.lg.jp

教育庁 常勤講師等の配置について
地震被害による児童の学習保障や心のケア等へ対応するため、教職員の負担が大きい小学校へ常勤講師等を
配置しました。
（常勤講師：7月4日～7月31日、養護助教諭：7月6日～7月31日）

－

教職員人事課　小中学校人事グループ
電話 06-6944-6894
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6897
メール kyoshokuin-
g13@sbox.pref.osaka.lg.jp
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地震に関する取り組み一覧 平成30年12月21日

■福祉・健康医療・衛生に関する取り組み

部局名 項　目 内　容
本項目が掲載されているリンク先

(報道提供資料、所属ＨＰ等） 連絡先

福祉部 障がい福祉事業所について 事業所の被災状況について、報告を依頼しています。（6月18日　HPに掲載～継続中）
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/ji
ritu_top/hisaijyokyo.html

障がい福祉室 生活基盤推進課
指定指導グループ
電話  06-6944-9174
ﾌｧｸｼﾐﾘ  06-6944-6674
メール
seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部 高齢者施設について 高齢者施設における被災状況の確認中です。（6月18日～8月10日） －

高齢介護室 介護事業者課
施設指導グループ
電話 06-6944-7106
ﾌｧｸｼﾐﾘ  06-6944-6670
メール　koreikaigo-
08@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部 保育施設について 保育施設における被災状況を確認しています。（6月18日～継続中） －

子ども室 子育て支援課 認定こども園・
保育グループ
電話　06-6944-6678
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
子ども・子育て支援に係る災害対応につ
いて

子ども・子育て支援に係る災害対応についての国通知を市町村に発出しました。（6月20日） －

子ども室 子育て支援課 認定こども園・
保育グループ
電話　06-6944-6678
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
社会福祉施設（隣保館）等の耐震対策及
び安全点検の状況の確認について（通
知）

隣保館におけるブロック塀等の安全点検等及び状況の確認についての通知を発出しました。（6月27日） －

地域福祉推進室 地域福祉課 調整グ
ループ
電話　06-6944-9167
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-6681
メール
chiikifukushi@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
社会福祉施設（救護施設）等の耐震対策
及び安全点検の状況の確認について
（通知）

救護施設におけるブロック塀等の安全点検等及び状況の確認についての通知を発出しました。（6月27日） －

地域福祉推進室 社会援護課 生活保護
調整グループ
電話　06-6944-6667
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6941-0227
メール  shakaiengo@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
児童福祉施設等におけるブロック塀等の
安全点検等状況調査

市町村並び府所管施設に対して、厚労省通知に基づくブロック塀点検調査を依頼。（7月27日） -

子ども室 子育て支援課 企画調整グ
ループ
電話　06-6944-6677
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
保育所等におけるブロック塀等の安全点
検等及び通所時の安全確保について
（通知）

保育所等におけるブロック塀等の安全点検等及び通所時の安全確保についての通知を発出しました。（6月21日） －

子ども室 子育て支援課 認定こども園・
保育グループ
電話　06-6944-6678
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
コンクリートブロック塀等の点検票の提出
について

コンクリートブロック塀等の点検票の提出についての通知を市町村及び認可外保育施設設置者・管理者あて依頼
しました。（6月22日）

－

子ども室 子育て支援課 認定こども園・
保育グループ
電話　06-6944-6678
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
社会福祉施設等の耐震対策及び安全点
検の状況の確認について

社会福祉施設等の耐震対策及び安全点検の状況の確認についての通知を市町村及び認可外保育施設設置者・
管理者あて通知しました。（6月25日）

－

子ども室 子育て支援課 認定こども園・
保育グループ
電話　06-6944-6678
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
について【対象：児童福祉施設】

市町村に対し、今回の地震により保育所等が受けた被害に対する災害復旧（工事）について、一定の条件を満た
し近畿厚生局の査定により認められた場合には「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」により、経費の一部が
補助される場合がある旨を通知しました。（6月26日）

－

子ども室 子育て支援課 認定こども園・
保育グループ
電話　06-6944-6678
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
学校施設等におけるブロック塀等の安全
点検等状況調査について

学校施設等におけるブロック塀等の安全点検等状況調査について、市町村及び認可外保育施設設置者・管理者
あて依頼しました。（市町村あて7月5日、認可外保育施設あて7月10日）

－

子ども室 子育て支援課 認定こども園・
保育グループ
電話　06-6944-6678
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
放課後児童クラブ、児童館、地域子育て
支援拠点について

放課後児童クラブ、児童館、地域子育て支援拠点における被災状況を確認しています。（6月18日～継続中） －

子ども室 子育て支援課 推進グループ
電話 06-6944-6984
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部 放課後児童クラブについて 市町村へ放課後児童クラブにおけるブロック塀等の安全点検にかかる通知を発出しました。（6月21日） －

子ども室 子育て支援課 推進グループ
電話 06-6944-6984
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部 放課後児童クラブについて 市町村へ施設の維持管理等にかかる通知を発出しました。（6月22日） －

子ども室 子育て支援課 推進グループ
電話 06-6944-6984
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点
事業所、児童厚生施設について

各市町村及び府立大型児童館ビッグバンの指定管理者に対して、耐震対策及び安全点検の状況の確認について
通知を発出しました（6月25日）

－

子ども室 子育て支援課 推進グループ
電話 06-6944-6984
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
について【対象：児童厚生施設、地域子
育て支援拠点事業所、放課後児童クラ
ブ】

市町村に対して「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」の事前協議書の提出依頼を発出しました。（6月26日） －

子ども室 子育て支援課 推進グループ
電話 06-6944-6984
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
放課後児童クラブにおけるブロック塀
等の安全点検等状況調査について

市町村に対して「放課後児童クラブにおけるブロック塀等の安全点検等状況調査について（依頼）」を発
出しました。（7月2日）

－

子ども室 子育て支援課 推進グルー
プ
電話 06-6944-6984
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-3052
メール　kosodateshien-

福祉部 児童福祉施設について
児童養護施設、児童心理治療施設、自立援助ホーム、里親ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ、乳児院、児童自立支援施設、母
子生活支援施設、婦人保護施設における被災状況を確認しました。（6月19日）

－

子ども室 家庭支援課
育成グループ
電話 06-6944-6318
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-6680
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部 児童福祉施設について
児童養護施設等におけるブロック塀等の安全点検にかかる通知を発出しました。（6月21日）
厚生労働省からの依頼に基づき、児童養護施設等におけるブロック塀等の安全点検等状況調査を行いました。（7
月23日）

－

子ども室 家庭支援課
育成グループ
電話 06-6944-6318
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-6680
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
について【対象：児童福祉施設】

大阪府所管の児童養護施設等に対し、今回の地震により受けた被害に対する災害復旧（工事）について、一定の
条件を満たし近畿厚生局の査定により認められた場合には「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」により、経
費の一部が補助される場合がある旨をお知らせしました。

－

子ども室 家庭支援課
育成グループ
電話 06-6944-6318
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-6680
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部 児童相談所について 各子ども家庭センターにおける被災状況を確認しました。（6月18日） －

子ども室 家庭支援課
相談支援グループ
電話 06-6944-6675
ﾌｧｸｼﾐﾘ　06-6944-6680
メール　kosodateshien-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
について【対象：障がい関係施設】

・このたびの地震により被害を受けた社会福祉施設等の災害復旧（工事）については、一定の条件を満たし、近畿
厚生局の査定により認められた場合、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」により、経費の一部が補助され
る場合があります。
・８月３日までにご連絡をお願いしていたところであり、受付は終了しています。

－

福祉部　障がい福祉室生活基盤推進課
整備グループ
電話 06-6944-2295
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6674
メール
seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp

福祉部
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
について【対象：高齢福祉施設】

・このたびの地震により被害を受けた社会福祉施設等の災害復旧（工事）については、一定の条件を満たし、近畿
厚生局の査定により認められた場合、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」により、経費の一部が補助され
る場合があります。
・補助を希望される場合は、所定の書類を提出いただく必要があります。
・詳細については、右記URLをご確認ください。
（受付終了）

http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisets
u/seibijyouhou/saigaifukyu.html

福祉部　高齢介護室介護事業者課　整
備調整グループ
電話 06-6944-7104
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6670
メール koreikaigo-
g07@sbox.pref.osaka.lg.jp

5 / 8 ページ

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/hisaijyokyo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/hisaijyokyo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/seibijyouhou/saigaifukyu.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/seibijyouhou/saigaifukyu.html


地震に関する取り組み一覧 平成30年12月21日

福祉部
ブロック塀等を含む耐震対策及び安全点
検について

ＨＰにて障がい福祉サービス指定事業者、障がい児支援指定事業者に対し、ブロック塀等を含む耐震対策及び安
全点検の実施を依頼するとともに、同内容をメールで送信しています。(6月26日～継続中）

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikats
u/syougaijisien/burokkubeitou.html

障がい福祉室 生活基盤推進課
指定指導グループ
電話  06-6944-6026
ﾌｧｸｼﾐﾘ  06-6944-6674
メール
seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp

健康医療部 医薬品の安定供給について

医薬品の製造所や卸売販売業者等の被災状況の確認を実施しました。（6月20日）
※現状、安定供給に大きな支障は生じていません。
稼働を停止していた医薬品の製造所のうち主に処方箋医薬品を製造する製造所全ての再稼働を確認しました。（7
月3日）
稼働を停止していた医薬品・医薬部外品の製造所全ての再稼働を確認しました。（7月5日）

－

薬務課
総務企画グル-プ
電話 06-6944-6700
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6701
メール yakumu-g21@sbox.pref.osaka.lg.jp

健康医療部 害虫対策について

日本家庭用殺虫剤工業会（アース製薬（株））から無償提供を受けた殺虫剤・忌避剤等3製品を高槻市、枚方市、
茨木市に配付し、着荷を確認しました。（6月24日）
日本家庭用殺虫剤工業会（住化エンバイロメンタルサイエンス（株）、フマキラー（株）、ライオンケミカル（株）、大日
本除虫菊（株））から支援可能な品目等を確認し、各市に情報提供しました。（6月25日）

－

薬務課
総務企画グル-プ
電話 06-6944-6700
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6701
メール yakumu-g21@sbox.pref.osaka.lg.jp

健康医療部 食品製造施設の被害状況について 主な食品製造施設の被害状況等の確認を行いました。（6月18日） －

食の安全推進課
監視指導グル-プ
電話 06-6944-6967
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6942-3910
メール
shokunoanzen@sbox.pref.osaka.lg.jp

健康医療部 避難所の食品衛生監視について 避難所の食品提供情報への注視と必要に応じた監視を実施しています。（6月18日） －

食の安全推進課
監視指導グル-プ
電話 06-6944-6967
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6942-3910
メール
shokunoanzen@sbox.pref.osaka.lg.jp

健康医療部 乳幼児救護用調整粉乳について 非常時災害乳幼児救護用調整粉乳の確保委託業者に対し、被害状況を確認しました。（6月18日） －

食の安全推進課
食品安全グル-プ
電話 06-6944-6705
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6942-3910
メール
shokunoanzen@sbox.pref.osaka.lg.jp

健康医療部 水道の状況について
全ての市町村で断水が解消され、復旧していることを確認しました。（6月19日）
断水、濁水等のため実施されていた応急給水についても全て終了しています。（6月20日）

－

環境衛生課
水道・生活排水グル-プ
電話 06-6944-9181
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6707
問合せフォーム
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/
input.do?tetudukiid=2008100061
※水道の状況の詳細については各市
町・大阪広域水道企業団へお問い合わ
せください。

【災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣】
・必要に応じたＤＭＡＴ等の派遣調整を行いました。（6月18日～6月19日）

健康医療部
【ＤＭＡＴ・医療救護班】
医療対策課

－保健医療調整本部の運営について
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■学校・府営住宅などの安全確認等

部局名 項　目 内　容
本項目が掲載されているリンク先

(報道提供資料、所属ＨＰ等） 連絡先

危機管理室
府立消防学校について
（寮、訓練施設等を含む。）

校舎建物及び電気、電話、ガス、給排水、エレベーター等設備の状況を点検・復旧作業を行いました。 －

大阪府立消防学校　総務課
電話 072-872-7151
ﾌｧｸｼﾐﾘ 072-872-0100
メール shobogakko@sbox.pref.osaka.lg.jp

総務部
大手前庁舎について
（本館・別館・新別館他）

庁舎建物及び電気、電話、ガス、給排水、エレベーター等設備について、点検・復旧作業を行いました。建物に被
害はありません。(6月18日～平常通り)

－

庁舎室
庁舎管理課 庁舎管理グループ
電話 06-6944-6079
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6944-6601
メール choshakanri@sbox.pref.osaka.lg.jp

総務部 咲洲庁舎について
庁舎建物及び電気、電話、ガス、給排水、エレベーター等設備について、点検・復旧作業を行いました。建物に被
害はありません。(6月19日～平常通り)

－

庁舎室
庁舎管理課 咲洲庁舎管理グループ
電話 06-6615-6103
ﾌｧｸｼﾐﾘ 06-6615-6124
メール choshakanri@sbox.pref.osaka.lg.j
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