
【令和４年１２月】

想定される危機事象 対応マニュアル等の名称 部局名 担当課名

テロの発生 NBC等大量殺傷型テロ対処現地関係機関の連携指針 災害対策課 

武力攻撃事態等
大阪府国民保護計画
大阪府国民保護措置実施マニュアル
（緊急対処事態(NBCテロ対処)措置実施マニュアル）

災害対策課

地震、風水害、鉄道災害等
大阪府地域防災計画（基本対策編）
大阪府災害等応急対策実施要領

防災企画課
災害対策課

原子力災害
大阪府地域防災計画（原子力災害対策編）
大阪府災害等応急対策実施要領（再掲）
大阪府緊急時モニタリング計画、同実施要領

防災企画課
災害対策課
防災企画課

地震、風水害、大火災等

緊急消防援助隊大阪府大隊等応援等実施計画
大阪府緊急消防援助隊受援計画
大阪府緊急消防援助隊航空部隊受援計画
大阪府消防応援活動調整本部運営マニュアル

消防保安課

石油コンビナート等災害
大阪府石油コンビナート等防災計画
コンビナート等事故発生時の初動マニュアル

消防保安課

重大事件 重大事件発生時初動対応マニュアル 治安対策課

守衛大全集 庁舎室庁舎管理課 

本庁舎非常事態措置要綱 庁舎室庁舎管理課 

停電時対応マニュアル 庁舎室庁舎管理課

情報システム・コンピュータ・ネット
ワークへの脅威

情報セキュリティに関する基本要綱
CSIRTの設置

スマートシティ戦略部 デジタル行政推進課

不審郵便物による被害 不審郵便物等の取扱いについて 府政情報室

万博記念公園における
地震・風水害・災害・事件・事故等

広域避難場所・後方支援活動拠点・北部広域防災拠点となる万博記念
公園初動マニュアル

日本万国博覧会記念公園
事務所企画課

社会福祉施設等における地震防災対策マニュアル（入所施設版） 福祉総務課

社会福祉施設等における地震防災対策マニュアル（通所施設版） 福祉総務課

社会福祉施設等における感染症及び食中毒対策マニュアル

社会援護課／福祉人材・法人指
導課／自立支援課／地域生活支
援課／生活基盤推進課／子育て
支援課／家庭支援課

社会福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症発生防止対策マ
ニュアル

社会援護課／福祉人材・法人指
導課／自立支援課／地域生活支
援課／生活基盤推進課／子育て
支援課／家庭支援課

防犯に係る安全確保に関するマニュアル 生活基盤推進課

介護保険施設等における地震防災対策マニュアル作成の推進につい
て

介護事業者課

有料老人ホームにおける地震防災対策マニュアル作成の推進につい
て

介護事業者課

大阪府立障がい者自立センター緊急時対応マニュアル 地域生活支援課

大阪府立障がい者自立センター感染症・食中毒対策マニュアル 地域生活支援課

大阪府立障がい者自立センター災害等応急対策実施要領 地域生活支援課

大阪府立障がい者自立センター危機管理マニュアル（不審者侵入編） 地域生活支援課

砂川厚生福祉センター感染症予防対策マニュアル 地域生活支援課

大阪府立砂川厚生福祉センター災害等応急対策実施要領 地域生活支援課

砂川厚生福祉センター不審者対応マニュアル 地域生活支援課

大阪府障がい者自立相談支援センター災害等応急対策実施要領 地域生活支援課

障がい者自立相談支援センター災害等応急関連避難マニュアル 地域生活支援課

大阪府障がい者自立相談支援センター消防計画 地域生活支援課

大阪府子ども家庭センター危機管理マニュアル 家庭支援課

府立施設入所者、来所者の健康被
害、地震被害、火災被害、犯罪被害 福祉部

想定される危機事象と対応マニュアル等

府民文化部

社会福祉施設等入所者、来所者の健
康被害、地震被害、犯罪被害

政策企画部

総務部

本庁舎における事故・事件



想定される危機事象 対応マニュアル等の名称 部局名 担当課名
大阪府中央子ども家庭センター「なにわプラット」 防災計画（防災マ
ニュアル）

家庭支援課

大阪府立修徳学院消防計画 家庭支援課

大阪府立修徳学院危機管理対応マニュアル 家庭支援課

大阪府立子どもライフサポートセンター医療対応マニュアル 家庭支援課

大阪府立子どもライフサポートセンター 大阪府中央子ども家庭セン
ター保護第一課 消防計画

家庭支援課

大阪府立子どもライフサポートセンター緊急時対応マニュアル 家庭支援課

大阪府健康危機管理基本指針 健康医療総務課 

大阪府保健所危機管理マニュアル 健康医療総務課

大阪府保健医療調整本部活動ガイドライン 健康医療総務課

大阪府保健所災害対策マニュアル 健康医療総務課

広域的救急医療事案の発生 大阪府災害時医療救護活動マニュアル（基本編） 医療対策課 

原子力事業所での放射線事故 大阪府緊急被ばく医療活動マニュアル 医療対策課 

医療施設における事故 医療事故防止対策ガイドライン 保健医療企画課 

大阪府感染症対策マニュアル 感染症対策企画課

鳥インフルエンザ等対応指針～ヒト感染症対策編～ 感染症対策企画課

ウエストナイル熱対応指針 感染症対策企画課

天然痘対策マニュアル（第１版） 感染症対策企画課

大阪府蚊媒介感染症対策・対応マニュアル 感染症対策企画課

エボラ出血熱患者移送手順書（暫定版） 感染症対策企画課

旅館及び公衆浴場の入浴施設におけるレジオネラ属菌検出時及び患
者発生時の対応指針

環境衛生課 

大阪府新型インフルエンザ対策行動計画 感染症対策企画課

新型インフルエンザ発生時の保健所の初動体制について（第３版） 感染症対策企画課

新型インフルエンザの患者移送マニュアル（第１版） 感染症対策企画課

こころの健康被害 大阪ＤＰＡＴ活動マニュアル 地域保健課 

医薬品等による健康被害 医薬品等健康危機管理実施要領 薬務課 

毒物・劇物による健康被害 毒物・劇物事故対応マニュアル 薬務課 

健康食品による健康被害 健康食品等による健康被害相談の処理手順 薬務課／食の安全推進課

大阪府食中毒対策要綱 食の安全推進課 

大阪府災害時食品衛生監視活動マニュアル 食の安全推進課 

大阪府におけるBSE発生時の措置マニュアル 食の安全推進課 

大規模食鳥処理場における高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性
鳥インフルエンザ対応マニュアル

食の安全推進課 

大阪府管内のと畜場および大規模食鳥処理場における家畜伝染病対
応要領

食の安全推進課

大阪府食肉衛生検査所口蹄疫対応要領 食の安全推進課

食の安全安心推進条例第１９条にかかる運用指針
（飲食に起因する衛生上の健康被害発生の拡大防止）

食の安全推進課 

飲料水による健康被害 大阪府飲料水健康危機管理実施要領 環境衛生課 

セアカゴケグモによる健康被害 セアカゴケグモによる咬傷時の対応方策 環境衛生課 

健康危機事象

健康医療部

感染症による健康被害

新型インフルエンザの発生

食中毒等食に関わる健康被害

府立施設入所者、来所者の健康被
害、地震被害、火災被害、犯罪被害

福祉部



想定される危機事象 対応マニュアル等の名称 部局名 担当課名

府立高等職業技術専門校等における生徒の安全の確保に関する指針 人材育成課 

不審者・不審物等の対応マニュアル
大阪府立北大阪高等職業
技術専門校

不審者・不審物等の対応マニュアル
大阪府立東大阪高等職業
技術専門校

大阪府立南大阪高等職業技術専門校
生徒の安全確保等実施要領

大阪府立南大阪高等職業
技術専門校

夕陽丘高等職業技術専門校
危機管理マニュアル

大阪府立夕陽丘高等職業
技術専門校

大阪障害者職業能力開発校
危機管理マニュアル

大阪障害者職業能力開発
校

電力需給ひっ迫による計画停電・大
規模停電

大阪府電力需給ひっ迫対応マニュアル 脱炭素・エネルギー政策課

府民の森等における事故・事件 大阪府民の森等事件・事故対応マニュアル みどり企画課

林野火災 大阪府林野火災応急対策実施マニュアル 森づくり課

ヒアリによる刺傷事故の発生 ヒアリ危機管理対応マニュアル みどり企画課

有害産業廃棄物の不法投棄による健
康被害

循環型社会推進室危機管理マニュアル 産業廃棄物指導課 

大気汚染による健康被害 環境管理室危機管理マニュアル
事業所指導課／環境保全
課

北大阪流通業務団地充填所における
緊急事態への対応

 〃 環境保全課

有害化学物質による健康被害  〃
事業所指導課／環境保全
課

地下水質汚濁による健康被害  〃
事業所指導課／環境保全
課

土壌汚染による健康被害  〃
事業所指導課／環境保全
課

河川での大規模な異常水質事故  〃
事業所指導課／環境保全
課

 〃
事業所指導課／環境保全
課

油流出事故対策マニュアル 水産課 

不適正な農薬販売・農薬使用 農薬の不適正な販売・使用発生時における対応マニュアル 農政室推進課

花の文化園災害発生時等 大阪府立花の文化園災害発生時等の危機管理マニュアル 農政室推進課

有害・有毒プランクトンによる被害 大阪府赤潮・貝毒原因プランクトン対策マニュアル 水産課 

サメによる被害 サメ出現時対応マニュアル 水産課 

牛海綿状脳症（BSE)の発生 ＢＳＥ検査陽性牛発生時の対応マニュアル（第７版） 動物愛護畜産課 

家畜伝染病の発生 特定家畜伝染病発生時の対応マニュアル（第６版） 動物愛護畜産課 

口蹄疫の発生 大阪府口蹄疫防疫対策要領（第３．２版） 動物愛護畜産課 

野生鳥獣（クマ等）による被害 大型野生獣の出没等緊急対応マニュアル 動物愛護畜産課 

危険動物による事故 危険な動物等事故発生時の対応マニュアル（第１０版） 動物愛護畜産課 

高病原性鳥インフルエンザの発生
大阪府高病原性鳥インフルエンザ及び
低病原性鳥インフルエンザ防疫対策要領（第６版）

動物愛護畜産課 

豚熱の発生 大阪府豚熱防疫対策要領 動物愛護畜産課 

災害時等における愛玩動物の救護 大阪府災害時等動物救護活動ガイドライン 動物愛護畜産課 

狂犬病の発生 大阪府狂犬病発生時対応マニュアル 動物愛護畜産課 

災害時の食料(精米)の確保 災害発生時の食料(精米)の確保における初動体制について 流通対策室

食品危害の発生 生鮮食料品の供給にかかる危機管理マニュアル 中央卸売市場

滝畑ダムが有する機能を阻害又は阻
害する恐れがある場合

大阪府滝畑ダム危機管理要領
南河内農と緑の総合事務
所

大阪南部地域での異臭事象 大阪南部異臭事象発生時における通報連絡要領 泉州農と緑の総合事務所

環境農林水産部

大阪湾での大規模な油等汚染事故

技術専門校の生徒への危害 商工労働部



想定される危機事象 対応マニュアル等の名称 部局名 担当課名

都市整備部の休日・時間外緊急連絡
都市整備総務課／事業調整
室

都市整備部所管工事等に係る工事
事故

事業調整室

地震 事業調整室

風水害 事業調整室

府管理道路におけるトランス油等の
油漏れ事故

道路室

府営公園における危機事象の発生 公園課

自然災害 事業調整室

自然災害 事業調整室

建築物及び宅地に関する危機管理マニュアル 住宅建築局建築指導室

工事現場の防火管理対応マニュアル 住宅建築局公共建築室

住宅施設点検マニュアル 住宅建築局住宅経営室施設保全課

遊具等安全点検マニュアル 住宅建築局住宅経営室施設保全課

応急仮設住宅建設マニュアル 住宅建築局住宅経営室住宅整備課

地震災害初動体制マニュアル 住宅建築局居住企画課

大阪府建築部業務継続計画（地震災害編） 住宅建築局居住企画課

地震災害初動手順マニュアル 住宅建築局居住企画課

住まい情報提供室設置マニュアル 住宅建築局居住企画課

大阪府災害時民間賃貸住宅借上制度マニュアル 住宅建築局建築指導室

被災した住宅の応急修理実施マニュアル（案） 住宅建築局公共建築室

地震災害初動手順マニュアル 住宅建築局公共建築室

地震・津波時初動マニュアル 総務企画課

箕面森町災害等応急対策実施要領 戦略拠点開発課

彩都災害等対策実施要領 戦略拠点開発課

タウン推進課災害等対策実施要領 タウン推進課

大阪港湾局の休日・時間外緊急連絡 総務運営課

風水害 総務運営課

地震 総務運営課

学校における児童生徒等の安全を確保するために 保健体育課 

重篤な事象に対する緊急対応マニュアル 小中学校課

宿泊を伴う教育活動実施における事
故

宿泊を伴う教育活動実施上の留意事項 高等学校課

海外修学旅行実施に係る事故 海外修学旅行実施上の留意事項 高等学校課

府総合体育大会等での事故 大阪府総合体育大会危機管理マニュアル 保健体育課 

学校における食物アレルギー 学校における食物アレルギー対応ガイドライン 保健体育課 

新型インフルエンザの発生 新型インフルエンザ対応マニュアル 保健体育課 

弾道ミサイル発射 Ｊアラートによるミサイル発射情報に対するガイドライン 保健体育課 

私立学校における事故・事件等 私学課危機管理対応マニュアル 私学課

図書館における事件・事故 危機安全管理基本マニュアル 中央図書館

府施設における事故・事件 府施設管理関係マニュアル（構成例）

府主催イベント時の事故・事件 府主催イベント開催関係マニュアル（構成例）

自然災害、事故・事件

大阪都市計画局

全部局共通

港湾緊急情報（府）の発信・共有について
水防非常勤務要領
大阪港湾局業務継続計画～津波災害編～

大阪港湾局

児童・生徒等に対する危害

教育庁

都市整備部

建築物及び住宅に係る事故

府営住宅施設に係る事故

自然災害、事故・事件

危機管理対応

マニュアル

（都市整備部）

【 緊急時の情報伝達について】

【大阪府都市整備部業務継続計画～地震災害編～】

【都市整備部地震時初動マニュアル（震災対策本部編）】

【水防非常勤務要領（水防本部編）】

【大阪府管理道路におけるトランス油等の油漏れ事故対策マニュアル(案)】

【府営公園管理要領】

判定士参集マニュアル

【建築物判定班（被災建築物応急危険度判定支援本部）業務活動マニュアル】


