
警戒レベル - 警戒レベル１ 警戒レベル２ 警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル5

時　間 平常時 最接近の3日前から2日前 24～12時間前
台風＋前線の場合、36∼24時間前

12～６時間前
台風＋前線の場合、24∼6時間前 6～３時間前 ３時間前～台風最接近～６時間後

・記録的短時間大雨情報
☆土砂危険度分布（薄紫メッシュ出現）
☆土砂危険度分布（濃紫メッシュ出現）
☆洪水危険度分布（薄紫メッシュ出現）
・担当レベルのホットライン　気象台⇔自治体

☆大雨特別警報（浸水害）発表
☆大雨特別警報（土砂災害）発表
・記録的な大雨に関する大阪府気象情報　発表
・大雨特別警報の発表のお知らせメール
・ホットライン　気象台次長⇒首長
・大雨特別警報発表に関する記者会見
・台風上陸情報

態勢・行動 ・防災啓発の実施
・府民等への注意喚起（おおさか防災ネッ
ト等）
・台風説明会⇒市町村への映像配信

・各施設休館、イベント等行事の中止検討
・配備体制の確認

・災害警戒本部会議開催
・災害モード宣言
・台風説明会⇒市町村への映像配信

・災害対策本部会議開催
・救助活動の応援要請の措置

態勢 ・本部・松原建設事業所　警戒配備

行動
・各種研修・訓練
・管内点検
・資機材点検

・所内注意喚起（事前活動の依頼）
・通行規制看板準備
・ライト、発電機等準備
・公用車燃料補給
・ウィークポイント現場確認
・交通整理員確保
・占用者（工事中）への注意喚起
・職員配備体制の検討、連絡
・狭山池ダム事前放流の連絡

・気象情報、雨量、水位情報の把握
・石川パトロール（堰転倒に伴う急な増水の注意喚起）
・水防警報発表【石川（上・中・下）・西除川（上・下）・東除
川】
　（水防団待機水位到達・氾濫注意水位到達）
・単契業者及び請負業者へ待機指示
・公園指定管理者及び来園者への注意喚起
・職員配備体制の連絡
・狭山池ダム事前放流実施

・狭山池ダム洪水情報・洪水警報
・水防警報発表
　【石川（上・中・下）・西除川（上・下）・東除川】
・石川洪水予報のホットライン発信①②④⑤⑦⑧
☆水位到達情報発表（避難判断水位）
　（西除川上流）⇒ホットライン発信⑥
　（西除川下流）⇒ホットライン発信③
　（東除川）⇒ホットライン発信③④⑤
・土砂メッシュの監視
・狭山池ダム事前放流終了
・暴風警報による３公園閉鎖（指定管理者）

・石川洪水予報のホットライン発信①②④⑤⑦⑧
☆水位到達情報発表（氾濫危険水位）
　（西除川上流）⇒ホットライン発信⑥
　（西除川下流）⇒ホットライン発信③
　（東除川）⇒ホットライン発信③④⑤
・土砂災害警戒情報発表　⇒ホットライン発信
・土砂メッシュの監視強化
・土砂災害警戒情報＋土砂危険度分布（濃紫）
　⇒ホットライン発信①②④⑥⑦⑧⑨

・河川カメラ監視強化
☆石川洪水予報発表
　（氾濫発生情報）⇒ホットライン発信①②④⑤⑦⑧
☆水位到達情報発表（氾濫発生情報）
　（西除川上流）⇒ホットライン発信⑥
　（西除川下流）⇒ホットライン発信③
　（東除川）⇒ホットライン発信③④⑤
・異常気象時通行規制区間⇒通行注意・通行止め

判断・意思決定
情報連絡

・職員配備体制の構築
・活動分担表の確認
・災害関係のマニュアルの整備

・職員の配備体制の確認
・対策会議を開催
・台風接近を広報
・気象情報の収集

・対策会議を開催
・台風接近を広報
・気象情報を収集
・職員配備体制の確認

・災害警戒本部又は災害対策本部の設置運営
・大阪府への情報提供（Ｏ-Dis，Ｌアラート）
・市民からの相談や通報受付
・消防・警察・近隣市町村との連携

・災害警戒本部又は災害対策本部の設置運営
・大阪府への情報提供（Ｏ-Dis，Ｌアラート）
・市民からの相談や通報受付

・災害警戒本部又は災害対策本部の設置運営
・大阪府への情報提供（Ｏ-Dis，Ｌアラート）
・報道機関対応
・市民からの相談や通報受付

避難誘導の実施
避難所の運営

・消防団との連携
・備蓄等確認

・水防団、消防団等への注意喚起
・庁内各部局に応援職員依頼
・配備職員控室・車両の確保
・HP・Facebook等による住民への注意
喚起

・HP・Facebook等による住民への注意喚起
・配備職員控室・車両の確保

・防災無線を使った広報
・避難情報、避難所開設情報を連絡
　（町会・自治会・民生委員・自主防災組織・福祉施設）
・福祉避難所体制確認

・防災無線を使った広報
・避難情報、避難所開設情報を連絡
　（町会・自治会・民生委員・自主防災組織・福祉施設）

・防災無線を使った広報
・避難情報、避難所開設情報を連絡
　（町会・自治会・民生委員・自主防災組織・福祉施設）

要配慮者の支援 ・要支援者名簿の整理
・緊急連絡網の整備 ・支援者及び要支援者情報の確認共有 ・災害リスク内支援者及び要支援者へ連絡 ・避難行動要支援者避難対応

・ボランティアセンター（社会福祉協議会）体制確認
・避難行動要支援者避難対応
・福祉避難所体制確認

・避難行動要支援者避難対応
・要支援者の安否確認

小中学校 ・児童、生徒、教職員への防災啓発・学校への注意喚起
・青色パトロール情報発信依頼

・学校への注意喚起
・臨時休校対応準備

・学校への注意喚起・情報提供
・児童、生徒/施設の安全確保

・学校への注意喚起・情報提供
・児童、生徒/施設の安全確保

・学校への注意喚起・情報提供
・児童、生徒/施設の安全確保

現場対応

・各種研修・訓練
・管内点検
・資機材点検
・車両の点検
・パトロール地点の見直し

・水防資機材の点検準備
・消防水利施設の巡視
・土のうの事前配布
・過去の浸水箇所の点検・清掃
・所管工事箇所への注意喚起
・管理施設の暴風・大雨対策の確認

・消防水利施設の巡視
・土のうの事前配布
・ため池・桶門の確認
・過去の浸水箇所の点検・清掃
・所管工事箇所への注意喚起
・管理施設の暴風・大雨対策の確認

・河川状況現場確認 ・河川状況現場確認

・河川状況現場確認
・危険箇所周辺のパトロール
・被害箇所の応急処理
・断水地域の給水活動

避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告・避難指示（緊急）
大阪広域水道企業団
（南部水道事業所） 情報収集メンバーの選定 被害情報交換（他の事業所等と） インターネットで河川水位の確認

気象情報を随時確認する
被害状況の把握と復旧等の立案

関西電力㈱
大阪支社 態勢・行動

・電力設備の巡視
・情報連絡訓練の実施
・非常時連絡先の確認

・飛散物の防止処置と注意喚起
・復旧資機材の準備

・警戒本部設置
・情報収集体制確立の確認

・非常対策本部開設
 ・復旧体制の確認 ・設備被害、停電情報把握・共有 ・被害情報および道路情報の把握・共有

・復旧応援体制の見直し

西日本電信電話㈱
大阪支店

・設備維持の強化
・情報収集の体制確立

・通信設備、機器の点検
・緊急時の連絡体制の整備
・防災訓練への参加
・社内防災訓練の実施
・災害用伝言ダイヤル171の体験
・設備アラームの監視

・パトロール班の検討
・設備復旧班の検討
・情報連絡室の設置
・気象情報の収集（継続）

・ＮＴＴ通信ビルの水防版設置
・情報連絡室から災害対策本部へ移行
・ＮＴＴホームページでの情報提供

・交通機関、道路状況等ライフラインの情報収集（継続）

・移動電源車の出動準備
・ポータブル衛星車の出動準備
・特設公衆Ｗｉ－ｆｉの設置検討
・停電情報の収集
・避難所設置情報の把握

・リエゾンの派遣
・被害状況の把握
・回線輻輳状況の把握
・トラヒックコントロールの検討、実施
・故障受付体制の強化
・災害用伝言ダイヤル１７１の開放

大阪ガス㈱
導管事業部 態勢・行動 各種研修・訓練 要員・体制の確認 気象庁発表に基づき、本社対策室及び地区対策本部を設置 被害の発生が予想される設備の点検・措置 本社対策室及び地区対策本部要員参集 当社規定降雨量に到達時、巡視点検活動を実施（指定の点検箇所）

近畿日本鉄道㈱ 態勢・行動 ・動員体制・要員の確保
・施設・資機材等の事前点検

・警戒監視の開始
・ダイヤ乱れ・運休可能性の予告 ・警戒配置の開始

・安全対策措置の実施
・鉄道の徐行・運行停止
・浸水対策の実施
・お客様避難誘導
・鉄道運行従事者の退避
・運行再開のための巡回・点検
・運行再開に向けた運行計画検討
・被災箇所の応急復旧

南海電鉄㈱ 態勢・行動 ・動員体制・要員の確保
・施設・資機材等の事前点検

・警戒監視の開始
・ダイヤ乱れ・運休可能性の予告 ・警戒配置の開始

・安全対策措置の実施
・鉄道の徐行・運行停止
・浸水対策の実施
・運行再開のための巡回・点検
・運行再開に向けた運行計画検討
・被災箇所の応急復旧

★は警戒レベルに対応する情報　　☆は警戒レベル相当情報
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鉄道
事業者
（参考）

ライフライン
事業者

南河内
市町村

・台風説明会資料
　⇒事務所・各市町村へ配信

・警戒配備指令
☆石川洪水予報発表
　　（氾濫注意水位到達）

・第1、第2非常配備指令
☆石川洪水予報発表
（避難判断水位到達）

台風・気象情報など ・各種研修・訓練

・台風説明会⇒報道機関・大阪府
・テレビ会議⇒市町村・消防
★早期注意情報（警報級の可能性）
・大阪府気象情報

★大雨注意報
★洪水注意報
☆土砂危険度分布（黄メッシュ出現）
☆洪水危険度分布（黄メッシュ出現）
・強風注意報

☆大雨警報（土砂災害）
☆洪水警報
☆土砂危険度分布（赤メッシュ出現）
☆洪水危険度分布（赤メッシュ出現）
・暴風警報

☆石川洪水予報発表
　（氾濫危険水位到達）
☆土砂災害警戒情報発表

☆石川洪水予報発表（氾濫発生）
態勢・行動 ・各種研修・訓練

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・本部・松原建設事業所　第1、第2非常配備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・狭山池ダム　洪水警戒体制配備

実施機関

住民避難

大阪管区気象台

大阪府　水防本部

　①富田林市
　②河内長野市
　③松原市
　④羽曳野市
　⑤藤井寺市
　⑥大阪狭山市
　⑦太子町
　⑧河南町
　⑨千早赤阪村

大阪府
富田林土木事務所

大阪府　災害対策本部


