
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 9 月 

大阪府 住宅まちづくり部 建築防災課 

 

 

大阪府内で地震が発生したとき   の、

判定士参集マニュアル 
 

被災建築物応急危険度判定活動および 

被災宅地危険度判定活動に必要なマニュアル 

! 





 

 
 

 

 

 

 

 

大阪府内で地震が発生したときは、 

ご自身やご家族の安全が確認できたら、

まず、地震の最大震度を確認してください。 

 

これらが確認できたら、 

次ページへ進んでください。 

 

 

  

! 
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危険度判定について 
○危険度判定をおこなう目的とは 

建築物においては余震等による倒壊や部材の落下等から生じる二次災害の防止、宅地においては大規

模かつ広範囲に被災した場合に被害状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定を実施することにより二

次災害の防止又は軽減することにより、住民の安全確保を図ることを目的とします。 

 

○判定活動に従事する際の注意 

判定士は、「大阪府被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」「大阪府被災宅地危険度判定制度

のしおり」を遵守し、P6【判定士の参集行動基準】に則り、迅速かつ誠実に判定業務を行ってく

ださい。 

 

 

大阪府と建築団体との関係について 
○建築団体とは 

平成23 年度に、大阪府と「大規模災害発生時における被災建築物応急危険度判定・被災宅地危険度判定

活動に必要な判定士の派遣協力に関する協定書」を締結した下記の４つの建築団体のことです。 
 

（公社）大阪府建築士会       

（一社）大阪府建築士事務所会 

（公社）日本建築家協会（近畿支部）   

（一社）日本建築協会

 

○建築団体の役割について 

  上記の各団体は、大阪府からの判定士の派遣要請を受け、団体所属の判定士に対して、危険度判定活動へ

の派遣要請の連絡をおこないます。（P4【2】参集の方法（1）待機フロー参照）判定士は、所属団体から派遣要

請の連絡があった場合は、「参集できるか、できないか」について所属団体に回答してください。なお、

複数の所属団体から派遣要請の連絡があった場合は、いずれか１つの団体を決めて回答してください。 

ただし、震度 6 弱以上の地震が観測された市町村内に居住する判定士へは、派遣要請の連絡はあり

ません。（P5【2】参集の方法（2）自動参集フロー参照） 

 

○大阪府および建築団体への届出について 

判定士は、転居等により登録している居住地に変更があった場合や、届け出ている連絡先に変更があ

った場合は、所属している建築団体に速やかに届け出ると共に、登録事項の変更届を大阪府へ提出して

ください。  

 

  



 

2 

【１】地震発生の初動期対応 

（1）まずは、判定活動への参加が可能かどうかを判断する。 

判定士は、原則として大阪府の派遣要請を受け、ご家族や勤務先の了承のもと、判定活動への参加

が可能な場合に、判定業務を行ってください。 

自ら判定業務に従事することを希望する場合は、必ず所属団体の指示に従い行動してください。 

 

 

（2）次に、発生した地震の最大震度別の対応を次の表で確認する。 

大阪府内で地震が発生した場合は、下表のとおり、発生した地震の最大震度によって対応が異なり

ます。 

 

容 内 応 対 度震の震地  

 
○判定士は、各団体から 
連絡がとれるようにしておく。 

 

→P4「【２】参集の方法 （1）待機フロー」へ進む 

 

○判定士は、各団体からの派遣要請があれば 
参集できるよう、具体的な準備をする。                      

 

 

→P4「【２】参集の方法 （1）待機フロー」へ進む 

 
（参考）

大阪府外で

地震が発生

した場合 

大阪府外で地震が発生した場合も、P4「【2】参集の方法（1）待機フロー」と同じ流れで、

各団体を通じて派遣要請を行う場合があります。 
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○地震の最大震度が６弱以上の場合、下のア．又はイ．に分かれます。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

【ア．震度６弱以上が自分の居住している市町村   で観測された場合】 

 

 

 

○ 判定士は、P9・P10【別表１】・P11【別表２】（建築物か宅地かで表が異なります。）

を確認し、居住地の市町村に自動参集（※）してください。 

○ 被災建築物応急危険度判定士・被災宅地危険度判定士両方の資格を持つ判定士は、

それぞれの参集日時等を考慮し、どちらかを選んで自動参集を行ってください。 

 

→P5「【２】参集の方法 （2）自動参集フロー」へ進む 

 

※自動参集とは：震度６弱以上の地震発生時には、連絡手段が寸断されることが想定され

るため、各団体からの連絡はありませんが、各自の判断で参集をおこなう

ことです。 

 

 

 

【イ．震度６弱以上が自分の居住している市町村  で観測された場合】 

 

 

 

 

○ 判定士は、各団体からの派遣要請があれば参集できるよう、具体的な準備をする。 

→P4「【２】参集の方法 （1）待機フロー」へ進む 

 

【ア.およびイ.の例示】 

震度６弱以上

の地域 

：あなたの居住地 

【アの場合】 自動参集する 

【イの場合】 待機する 

震
度 
の
場
合
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【２】参集の方法 

（1）待機フロー 

○ 派遣要請を行う場合は、大阪府から各団体を通じて、判定士へ連絡があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○判定士のすること 

上図のとおり、所属団体から連絡があれば、参集の可否を回答してください。 

 

→P6～P8を読み、所属団体への参集の可否の回答と、参集のための準備をしてください。

 

 

大阪府 建築防災課 

（一社）大阪府建築士事務所協会 

（公社）日本建築家協会（近畿支部）

応援要請 応援回答 派遣決定の連絡 

（公社）大阪府建築士会 

（一社）日本建築協会 

被災市町村実施本部 

応援要請 応援回答 派遣決定の連絡 

判 定 士（ あ な た ）  

待機して連絡を待つ 

①派遣要請 
 
自分の所属団体から、 
判定士へ、派遣要請の連
絡があります。 

②回答 
 
判定士は、所属団体へ、 
参集の可否を回答してく
ださい。 

③派遣決定の連絡 
 
再度、所属団体から判定
士へ、いつ、どこへ参集す
るか等、派遣決定の内容
の連絡があります。 

自 分 の 所 属 団 体 



 

5 

 

（2）自動参集フロー 

○ 自動参集は、各団体から判定士への連絡はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○判定士のすること 

P9・10【別表１】、P11【別表２】（建築物か宅地かで表が異なります。）から、 

自分の居住している市町村の自動参集情報を確認し、自動参集してください。 
 

→自動参集をおこなう場合は、P6「【判定士の参集行動基準】②参集場所への集合、参集場

所に到着後におこなうことについて」～ P8を読み、自動参集してください。 
 
（参考） 
自動参集情報（P9～P11）の参集日時の考え方について 

地震の発生した日＝発災日とし、下図のとおりです。 
 

地震発生日 

（＝発災日） 
翌 日 ２日後 ３日後 

0:00  ～  23:59 0:00  ～  23:59 0:00  ～  23:59 0:00  ～  23:59 

 

被災市町村内に居住する、 

判 定 士（あ な た） 

 

 

自 
動 
参 

集 

す 

る 

被 災 市 町 村 実 施 本 部 

○被災建築物応急危険度判定士の方：
P9・10【別表１】の参集日時に、参集場
所へ集合してください。 
 
○被災宅地危険度判定士の方： 
P11【別表 2】の参集日時に、参集場所
へ集合してください。 

地震発生! 

・・・

・・・

「発災日の翌日の●時」 「発災日の 2 日後の▲時」 「発災日の 3 日後の■時」
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【３】参集の準備 

【判定士の参集行動基準】 

①派遣要請の連絡、参集可否の回答について 

（１）判定士は、被災状況及び自己の健康状態を勘案し、判定作業に協力するかどうかを、家族及び勤務

先と相談して決めてください。 

（２）判定士は、所属団体から参集要請の連絡を受けた場合は、参集の可否を回答し、参集可能である場

合は参集日時・判定従事期間・参集場所等の確認を行なってください。 

 

②参集場所への集合、参集場所に到着後におこなうことについて 

（３）判定士は、指定された参集日時・参集場所に、指定された方法により集合してください。 

（４）判定士は、参集場所に到着後、被災市町村実施本部に必要事項（登録番号・氏名等）を申告すると

ともに、参集途中に確認した被災地の状況を、実施本部へ報告してください。 

（５）判定士は、参集場所において判定機材を受け取ると共に、下記の説明を受けてください。 

   ①被災地の情報（危険区域・火災発生状況・救助活動状況・避難所の位置・判定活動中に被災者に

会った場合に提供する情報など） 

   ②気象情報（気温・風速・降雨等） 

   ③余震情報（余震の震度・頻度・区域等） 

   ④判定方法（判定方法・調査票記入方法・ステッカーの記入貼付方法） 

   ⑤判定活動場所へ出発するときの、出発時間・移動方法の確認 

⑥判定活動場所から帰ってくるときの、現地での集合場所・集合時間の確認 

   ⑦判定作業中の危険防止についての注意事項 

（６）判定士は、家族及び勤務先に行動スケジュール及び緊急連絡先を伝えてください。 

（７）判定士は、判定活動の実施にあたっては、各市町村実施本部の指示に従い行動してください。 

 

 

【服装及び持ち物】 

（１）服 装 作業に支障のない服装（作業服・運動靴など） 

 

（２）昼 食 現地では調達不可能な場合があるので、昼食及び飲み物は持参してください。 
（※判定活動は通常日帰りです） 
 

（３）機 材  

【必要なもの】 

判定士登録証・携帯電話・ヘルメット・筆記用具・コンベックス（メジャー）・軍手・ナッ

プザック・マスク・絆創膏（ばんそうこう）・水筒・雨具・防寒具等 

 

【業務により必要なもの】 

・「被災建築物応急危険度判定マニュアル」 

・「大阪府被災宅地危険度判定のしおり」 

 

【必要に応じて】 

健康保険証・常備薬等・デジタルカメラ・コンパス（方位磁石） 
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【４】判定活動の重要ポイント 

（１）判定士は判定終了時間、緊急時のための実施本部の連絡先を確認してください。 

（２）移動は実施本部の指示する方法で移動してください。 

（３）判定士は、判定作業を行う際には判定士登録証を必ず持参してください。 

（４）判定作業中及び移動中は、危険な場所に近づかないよう無理な活動はしないでください。 

（５）判定作業は迅速かつ誠実に行ってください。 

（６）判定結果については、判定根拠を建物毎・宅地毎に記録してください。 

（７）判定終了後は判定結果に基づき「危険」「要注意」「調査済」のいずれかのステッカーを被災 

建築物応急危険度判定の場合は建物、被災宅地危険度判定の場合は擁壁等に貼ってください。 

（８）判定活動により、「危険」な状態と判断されれば、被災者に避難所への移動を勧めてください。 

（9）緊急事態が発生した場合は、内容を被災市町村実施本部に報告し、指示を受けてください。 

（10）判定における疑問が生じた場合は、被災市町村実施本部に報告し、指示を受けてください。 

（11）判定終了後は、被災市町村実施本部又は判定拠点に戻り、実施本部に判定結果について報告

してください。その際、特に注意を要する事項があった場合はそのことを報告してください。 

（12）大阪府の派遣要請を受けた場合、または「P3①地震発生の初動期対応 震度６弱以上の場合」

による自動参集を行った場合における、判定活動に関する業務に従事した際に負った怪我等に

ついては、判定士のための補償制度により補償されます（状況によっては補償対象とならない場合

もあります）ので、ただちに大阪府へ報告してください。 

 

〔補償内容〕 

・死亡時 2 千万円 

・入院時 5 千円（1 日あたり） 

・通院時 3 千円（1 日あたり） 

 ※補償費用は、状況等確認のうえ補償制度が適用された場合に、後日保険会社より支払

われます。 

 

〔大阪府連絡先〕 

    ○被災建築物応急危険度判定時の事故等に関する報告先 

大阪府住宅まちづくり部 

     建築防災課耐震グループ：06-6210-9716（直通） 

 

○被災宅地危険度判定時の事故等に関する報告先 

大阪府住宅まちづくり部建築指導室 

建築企画課調整グループ：06-6210-9721（直通） 

 

（13）被災者から判定結果について説明を求められたら誠実に適切に回答してください。（次ページ

の判定活動時の質疑応答の例を参照） 
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判定活動時の質疑応答の例 

 

 Ｑ：住民から「この建物安全ですか？」「これからどうすればよいですか？」と聞かれた場合  

  「調査済」の場合 Ａ：被害は軽微であり使用可能だと思われます。注意して使用してください。部分的

に傷んでいるところは応急的に修理してください。 

             何かありましたら、ステッカーに書いてある電話番号のところに電話してください。 

 

  「要注意」の場合 Ａ：（技術的見地から危険と思われる箇所や状態を説明し）建物に立ち入る場合は、 

ステッカーの注記に書いてある内容に従って、十分注意してください。（特に就寝

に使えない場合は、必ずその旨を強調すること。）○○○丁目の○○体育館を避

難所として用意していますので、ご希望の場合はご利用ください。 

 

「危 険」の場合 Ａ：建物は構造的に相当の被害を受けていますので、このままお住みになると危険で

す。 是非、市町村の担当部局にご相談ください。電話番号はステッカーに記載

してあります。○○○丁目の○○体育館を避難所として用意していますので、ご

希望の場合はご利用ください。 

 

 Ｑ：住民から「何をしているのか？」との問合せがあった場合  

     Ａ：（応急危険度判定士登録証を提示又は、判定に係るパンフレットを渡しながら）私たちは○○○

市の要請により、被災した建物に引き続き居住できるかどうか、また二次災害の防止のため、

建物の安全性（危険性）を判定しているところです。 

 

Ｑ：住民が、危険度判定のことを「被害認定」と混同している場合  

     Ａ：今回おこなっているのは、被災した建物や宅地による、二次災害を防止するための「被災建築

物応急（宅地）危険度判定調査」です。「り災証明」の発行に必要な「被害認定調査」とは異な

ります。「被害認定調査」は、地震後ある程度経ってから、自治体がおこなうものです。 

 

Ｑ：（黄や赤の表示を見て）「言うことを聞かなければならないのか？」あるいは「強制力はあるのか？と聞かれた場合  

     Ａ：これらは技術的見地からの勧告としての表示ですが、住民のみなさんの安全確保のため、ご理

解とご協力をお願いします。 

 

Ｑ：住民がステッカーの貼り付けを拒否したり、住民にステッカーを剥がされてしまった場合  

Ａ：ステッカーは貼らずに、判定結果を調査表に記入だけしておいてください。 

 

 



被災　　　　　　　　　応急危険度判定士の自動参集情報一覧 別表１①

市町村名 参集日時※ 参集場所 担当部署 連絡先 備　　考

大阪市

堺市 発災日の2日後午前10時 堺市役所高層館１３階 建築都市局開発調整部耐震化推進室 072-228-7482 車での参集は不可

豊中市 発災日の2日後午前10時  豊中市役所第2庁舎5階建築審査課 都市計画推進部建築審査課 06-6858-2417 車での参集は不可

池田市 発災日の2日後午前10時 池田市役所６階 都市建設部審査課 072-754-6339 車での参集は不可

箕面市 発災日の2日後午前10時 箕面市役所別館4階 みどりまちづくり部審査指導課建築指導室 072-724-6972 車での参集は不可

豊能町 発災日の3日後午前10時 豊能町役場3階 建設環境部建設課 072-739-3423 参集方法は各自の判断

能勢町 発災日の3日後午前10時 能勢町役場西館２階 環境創造部地域整備課土木建築係 072-734-1726 参集方法は各自の判断

吹田市 発災日の2日後午前10時 吹田市役所低層棟2階 都市整備部開発審査室 06-6384-1910 車での参集は不可

高槻市 発災日の2日後午前10時 高槻市総合センター内 都市創造部　審査指導課 072-674-7567 車での参集は不可

茨木市 発災日の2日後午前10時 茨木市役所南館5階 都市整備部 都市政策課 072-620-1660 車での参集は不可

摂津市 発災日の2日後午前10時 摂津市役所新館5階 都市整備部建築課 06-6383-1407 車での参集は不可

島本町 発災日の2日後午前10時 島本町役場２階 都市創造部都市計画課 075-961-5151 車での参集は不可

守口市 発災日の2日後午前10時 守口市役所本館２階 都市整備部建築指導課 06-6992-1698 車での参集は不可

枚方市 発災日の2日後午前10時 枚方市職員会館４階 都市整備部開発指導室建築安全課 072-841-1221 車での参集は不可

寝屋川市 発災日の2日後午前10時 寝屋川市役所本館３階 まち政策部まちづくり指導課 072-825-2765 車での参集は不可

大東市 発災日の3日後午前10時 市役所西別館5階（但し、市役所が使用不可能な場合は消防本部） 街づくり部建築課指導グループ 072-872-2181 車での参集は不可

門真市 発災日の2日後午前10時 門真市役所別館２階 まちづくり部建築指導課 06-6902-6341 車での参集は不可

四條畷市 発災日の３日後午前10時 四條畷市役所東別館３階 都市整備部都市計画課 072-877-2121 車での参集は不可

交野市 発災日の2日後午前10時 交野市役所別館２階 都市整備部開発調整課 072-892-0121 車での参集は不可

八尾市 発災日の3日後午前10時 八尾市役所西館１階 建築都市部審査指導課 072-924-8553 車での参集は不可

柏原市 発災日の2日後午前10時 柏原市役所別館２階 まちづくりデザイン部都市計画課 072-972-1593 車での参集は不可

東大阪市 発災日の2日後午前10時 東大阪市役所本館15階 建築部建築指導室指導監察課 06-4309-3245 車での参集は不可

富田林市 発災日の2日後午前10時 富田林市役所本館４階 まちづくり政策部まちづくり推進課 0721-25-1000 車での参集は不可

河内長野市 発災日の2日後の午前10時 河内長野市役所本庁5階 都市づくり部都市創生課 0721-53-1111 車での参集は不可

松原市 発災日の2日後午前10時 松原市役所本館６階 都市整備部まちづくり推進課 072-334-1550 車での参集は不可

羽曳野市 発災日の４日後午前10時 羽曳野市役所別館３階 羽曳野市都市開発部建築指導課 072-958-1111 参集方法は各自の判断

藤井寺市 発災日の４日後午前10時 藤井寺市役所本館4階 都市整備部まちづくり推進課 072-939-1214 車での参集は不可

大阪狭山市 発災日の2日後午前10時  大阪狭山市役所本館２階都市整備部都市計画グループ 都市整備部都市計画グループ 072-366-0011 参集方法は各自の判断

太子町 発災日の3日後午前10時 太子町役場２階 地域整備室にぎわいまちづくりグループ 0721-98-5521 参集方法は各自の判断

河南町 発災日の3日後午前10時 河南町役場２階 まち創造部環境・まちづくり推進課 0721-93-2500 車での参集は不可

千早赤阪村 発災日の3日後午前10時 千早赤阪村役場プレハブ まちづくり課 0721-72-0081 車での参集は不可

泉大津市 発災日の2日後午前10時 泉大津市役所本館4階 総合政策部　危機管理課 0725-33-1131 車での参集は不可

和泉市 発災日の2日後午前10時 和泉市役所3号館2階 都市デザイン部建築・開発指導室建築指導担当 0725-99-8141 車での参集は不可

高石市 発災日の2日後午前10時 高石市役所本館２階 総務部危機管理課 072-265-1001 参集方法は各自の判断

忠岡町 発災日の2日後午前10時 忠岡町役場（シビックセンター）４階 産業まちづくり部建設課 0725-22-1122 車での参集は不可

岸和田市 発災日の2日後午前10時 岸和田市役所別館2階 まちづくり推進部建設指導課 072-423-9569 車での参集は不可

貝塚市 発災日の2日後午前10時 貝塚市役所本館2階 都市政策部危機管理課 072-433-7392 車での参集は不可

泉佐野市 発災日の2日後午前10時 泉佐野市役所３階 都市整備部都市計画課 072-463-1212 参集方法は各自の判断

泉南市 発災日の2日後午前10時 泉南市役所別館２F 都市整備部　都市計画課 072-483-9973 参集方法は各自の判断

阪南市 発災日の2日後午前10時 阪南市役所別棟１階　災害対策本部 市長公室危機管理課 072-471-5678 車での参集は不可

熊取町 発災日の2日後午前10時 熊取町役場東館１階 事業部まちづくり計画課 072-452-6401 車での参集は不可

田尻町 発災日の2日後午前10時 田尻町役場別館１階 事業部都市政策課 072-466-5006 車での参集は不可

岬町 発災日の2日後午前10時 水道庁舎１階（災害対策本部） まちづくり戦略室　危機管理担当 072-492-2759 車での参集は不可

※参集日時の考え方についてはP5を参照してください。
※参集日時以前に参集できる場合でも、参集日時までは待機してください。

※参集日時は無理だが、それ以降なら参集可能で、判定活動への参加を希望される場合は、

　 自動参集はせずに各団体へ問い合わせてください。（P12・P13参照）
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被災　　　　　　　　応急危険度判定士の自動参集情報一覧 別表１②

区名 参集日時※ 参集場所 担当部署 連絡先 備　　考

北区 発災日の2日後午前10時 北区役所（402・403会議室） 地域 06-6313-9734 車での参集は不可

都島区 発災日の2日後午前10時 都島区役所3階（第6会議室） まちづくり推進 06-6882-9902 車での参集は不可

福島区 発災日の2日後午前10時 福島区役所5階（市民協働課フロア） 市民協働 06-6464-9911 車での参集は不可

此花区 発災日の2日後午前10時 此花区役所３階（講堂） 市民協働 06-6466-9504 車での参集は不可

中央区 発災日の2日後午前10時 中央区役所6階（諸室） 市民協働 06-6267-9843 車での参集は不可

西区 発災日の2日後午前10時 西区役所4階（401会議室） 市民協働 06-6532-9972 車での参集は不可

港区 発災日の2日後午前10時 港区役所5階（501・502・503会議室） 協働まちづくり支援 06-6576-9881 車での参集は不可

大正区 発災日の2日後午前10時 大正区役所4階(４０２・４０３会議室） 市民協働 06-4394-9958 車での参集は不可

天王寺区 発災日の2日後午前10時 天王寺区役所4階（401会議室） 危機管理 06-6774-9899 車での参集は不可

浪速区 発災日の2日後午前10時 浪速区役所6階（601会議室） 市民協働 06-6647-9734 車での参集は不可

西淀川区 発災日の2日後午前10時 西淀川区役所4階（401・402会議室） 危機管理・安全 06-6478-9895 車での参集は不可

淀川区 発災日の2日後午前10時 淀川区役所5階（504会議室） 市民協働 06-6308-9743 車での参集は不可

東淀川区 発災日の2日後午前10時 東淀川区役所3階（区民ホール） 市民協働 06-4809-9820 車での参集は不可

東成区 発災日の2日後午前10時 東成区役所４階（401会議室） まちづくり推進 06-6977-9042 車での参集は不可

生野区 発災日の2日後午前10時 生野区役所5階（502・503会議室） 地域まちづくり課 06-6715-9734 車での参集は不可

旭区 発災日の2日後午前10時 旭区役所2階（第10会議室） 総務 06-6957-9007 車での参集は不可

城東区 発災日の2日後午前10時 城東区役所3階（大会議室） 市民協働 06-6930-9045 車での参集は不可

鶴見区 発災日の2日後午前10時 鶴見区役所3階（302会議室） 地域活動支援 06-6915-9846 車での参集は不可

阿倍野区 発災日の2日後午前10時 阿倍野区役所2階（大会議室） 街づくり 06-6622-9787 車での参集は不可

住之江区 発災日の2日後午前10時 住之江区役所（未定） 政策推進室 06-6682-9975 車での参集は不可

住吉区 発災日の2日後午前10時 住吉区役所1階（第1会議室） 地域 06-6694-9734 車での参集は不可

東住吉区 発災日の2日後午前10時 東住吉区役所5階（区民企画課） 区民企画 06-4399-9909 車での参集は不可

平野区 発災日の2日後午前10時 平野区役所5階（区長応接室） まちづくり協働 06-4302-9734 車での参集は不可

西成区 発災日の2日後午前10時 西成区役所７階（ロビー） 市民協働 06-6659-9734 車での参集は不可

※参集日時の考え方についてはP5を参照してください。
※参集日時以前に参集できる場合でも、参集日時までは待機してください。

※参集日時は無理だが、それ以降なら参集可能で、判定活動への参加を希望される場合は、

　 自動参集はせずに各団体へ問い合わせてください。（P12・P13参照）
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被災　　　　　　危険度判定士の自動参集情報一覧 別表２

市町村名 参集日時※ 参集場所 担当部署 連絡先 備　　考

大阪市

堺　市 発災日の2日後午前10時 堺市役所高層館１３階 建築都市局開発調整部耐震化推進室 072-228-7482 車での参集は不可

豊中市 発災日の2日後午前10時   豊中市役所第2庁舎５階開発審査課 都市計画推進部開発審査課 06-6858-2862 車での参集は不可

池田市 発災日の2日後午前10時 池田市役所6階 都市建設部まちづくり課 072-752-1111 車での参集は不可

箕面市 発災日の2日後午前10時 箕面市役所別館4階 みどりまちづくり部審査指導課 072-724-6743 車での参集は不可

豊能町 発災日の３日後午前10時 豊能町役場3階 建設環境部建設課 072-739-3423 参集方法は各自の判断

能勢町 発災日の３日後午前10時 能勢町役場西館２階 環境創造部地域整備課土木建築係 072-734-1726 参集方法は各自の判断

吹田市 発災日の2日後午前10時 吹田市役所低層棟２階 都市整備部開発審査室 06-6384-1975 車での参集は不可

高槻市 発災日の2日後午前10時 高槻市総合センター内 都市創造部　審査指導課 072-674-7549 車での参集は不可

茨木市 発災日の2日後午前10時 茨木市役所南館5階 都市整備部審査指導課 072-620-1661 車での参集は不可

摂津市 発災日の2日後午前10時 摂津市役所新館5階 都市整備部建築課 06-6383-1407 車での参集は不可

島本町 発災日の2日後午前10時 島本町役場２階 都市創造部都市計画課 075-961-5151 車での参集は不可

守口市 発災日の2日後午前10時 守口市役所本館２階 都市整備部建築指導課 06-6992-1700 車での参集は不可

枚方市 発災日の2日後午前10時 枚方市職員会館４階 都市整備部開発指導室開発審査課 072-841-1221 車での参集は不可

寝屋川市 発災日の2日後午前10時 寝屋川市役所本館３階 まち政策部まちづくり指導課 072-824-1181 車での参集は不可

大東市 発災日の3日後午前10時 市役所西別館5階（但し、市役所が使用不可能な場合は消防本部） 街づくり部建築課指導グループ 072-872-2181 車での参集は不可

門真市 発災日の2日後午前10時 門真市役所別館２階 まちづくり部建築指導課 06-6902-6341 車での参集は不可

四條畷市 発災日の３日後午前10時 四條畷市役所東別館３階 都市整備部都市計画課 072-877-2121 車での参集は不可

交野市 発災日の2日後午前10時 交野市役所別館２階 都市整備部開発調整課 072-892-0121 車での参集は不可

八尾市 発災日の３日後午前10時 八尾市役所西館１階 建築都市部審査指導課 072-924-8553 車での参集は不可

柏原市 発災日の2日後午前10時 柏原市役所別館２階 まちづくりデザイン部都市計画課 072-972-1593 車での参集は不可

東大阪市 発災日の2日後午前10時 東大阪市役所本館15階 建築部建築指導室指導監察課 06-4309-3245 車での参集は不可

富田林市 発災日の2日後午前10時 富田林市役所本館４階 まちづくり政策部まちづくり推進課 0721-25-1000 車での参集は不可

河内長野市 発災日の2日後の午前10時 河内長野市役所本庁5階 都市づくり部都市創生課 0721-53-1111 車での参集は不可

松原市 発災日の２日後午前10時 松原市役所本館６階 都市整備部まちづくり推進課 072-334-1550 車での参集は不可

羽曳野市 発災日の４日後午前10時 羽曳野市役所別館３階 羽曳野市都市開発部建築指導課 072-958-1111 参集方法は各自の判断

藤井寺市 発災日の４日後午前10時 藤井寺市役所4階 都市整備部まちづくり推進課 072-939-1214 車での参集は不可

大阪狭山市 発災日の2日後午前10時  大阪狭山市役所２階都市整備部都市計画グループ 都市整備部都市計画グループ 072-366-0011 参集方法は各自の判断

太子町 発災日の３日後午前10時 太子町役場２階 地域整備室にぎわいまちづくりグループ 0721-98-5521 参集方法は各自の判断

河南町 発災日の３日後午前10時 河南町役場２階 まち創造部環境・まちづくり推進課 0721-93-2500 車での参集は不可

千早赤阪村 発災日の３日後午前10時 千早赤阪村役場プレハブ まちづくり課 0721-72-0081 車での参集は不可

泉大津市 発災日の2日後午前10時 泉大津市役所本館4階 総合政策部　危機管理課 0725-33-1131 車での参集は不可

和泉市 発災日の2日後午前10時 和泉市役所３号館２階 都市デザイン部建築・開発指導室 0725-99-8142 参集方法は各自の判断

高石市 発災日の2日後午前10時 高石市役所本館２階 総務部危機管理課 072-265-1001 参集方法は各自の判断

忠岡町 発災日の2日後午前10時 忠岡町役場（シビックセンター）４階 産業まちづくり部建設課 0725-22-1122 車での参集は不可

岸和田市 発災日の2日後午前10時 岸和田市役所別館２階 まちづくり推進部建設指導課 072-423-9573 車での参集は不可

貝塚市 発災日の2日後午前10時 貝塚市役所都市政策部分室 都市政策部都市計画課 072-433-7211 車での参集は不可

泉佐野市 発災日の2日後午前10時 泉佐野市役所３階 都市整備部都市計画課 072-463-1212 参集方法は各自の判断

泉南市 発災日の2日後午前10時 泉南市役所別館２F 都市整備部　都市計画課 072-483-9973 参集方法は各自の判断

阪南市 地震発生の2日後午前10時 阪南市役所別棟１階　災害対策本部 事業部都市整備課 072-471-5678 車での参集は不可

熊取町 発災日の2日後午前10時 熊取町役場東館１階 事業部まちづくり計画課 072-452-6401 車での参集は不可

田尻町 発災日の2日後午前10時 田尻町役場別館１階 事業部都市政策課 072-466-5006 車での参集は不可

岬　町 発災日の2日後午前10時 水道庁舎１階（災害対策本部） まちづくり戦略室　危機管理担当 072-492-2759 車での参集は不可

※参集日時の考え方についてはP5を参照してください。
※参集日時以前に参集できる場合でも、参集日時までは待機してください。
※参集日時は無理だが、それ以降なら参集可能で、判定活動への参加を希望される場合は、

　 自動参集はせずに各団体へ問い合わせてください。（P12・P13参照）
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市内在住判定士の人数等を把握してから自動参集ルールについて検討するため、現時点では未定です。



参考

（１）　（公社）大阪府建築士会による連絡体制（事務局TEL:06-6947-1961）

　　

※他地域…

　　□　□

　判定士　9名 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ1　　　　　　判定士　9名

　判定士　9名 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ2　　　　　　判定士　9名

　判定士　9名 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ3　　　　　　判定士　9名
　・ 　　　　・ 　　　・ 　・
　・ 　　　　・ 　　　・ 　・
　・ 　　　　・ 　　　・ 　・

1.士会事務局⇒防災リーダー⇒サブリーダー⇒判定士の経路で要請内容を伝達します。
2.判定士の諾否は、伝達の逆ルートで、防災リーダーを通じ士会事務局へ速やかに回答をお願いします。
3.連絡手段は、携帯電話（Ｃメールを含む）を基本とし、補助的に固定電話、ＦＡＸ、Ｅメールを使用します。

（２）　（一社）大阪府建築士事務所協会による連絡体制（事務局TEL:06-6946-7065）

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ3

Eメール（FAX） 

12

各団体の連絡体制について

大阪府被災建築物応急危険度判定・被災宅地危険度判定支援本部
大阪府住宅まちづくり部

（公社）大阪府建築士会支援本部
大阪府建築士会事務局　連絡責任者

本部長　　会長
副本部長　副会長

判定士へ一斉送信

　　　北摂  防災リーダー みしま野　防災リーダー

（公社）大阪府建築士会　被災建築物応急危険度判定・被災宅地危険度判定連絡網イメージ図

※ 地域は判定士の居住地により、大阪市（東・西・南・北）、北摂、みしま野、北河内、東大阪、
　　やお・かしわら、堺、南河内、いずみ野に区分します。（府外居住者は近傍の地域から連絡）

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ1

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ2

派遣要請 派遣回答

伝達補助

(一社)大阪府建築士事務所協会

連絡責任者

・専務理事 岩田恵二 (Eメール) iwata@oaaf.or.jp (市内支部担当)

・事務局長 中野昭広 (Eメール) nakano@oaaf.or.jp (市外支部担



（３）　（公社）日本建築家協会（近畿支部）による連絡体制（事務局TEL:06-6229-3371）

　　　　　（公社）日本建築家協会所属の「判定士」の方に対する「派遣要請」については
　　　　　（公社）日本建築家協会近畿支部事務局からご連絡いたします。

（４）　（一社）日本建築協会による連絡体制（事務局TEL:06-6946-6981）

        派遣要請 派遣回答

１．日本建築協会事務局⇒判定へ要請内容を伝達します。
２．判定士の諾否は、日本建築協会事務局へ速やかに回答をお願いします。
３．連絡手段は、携帯電話（Ｃメールを含む）を基本とし、補助的に固定電話、ＦＡＸ、Ｅメールを使用します。

　　大阪府被災建築物応急危険度判定・被災宅地危険度判定支援本部
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大阪府住宅まちづくり部

（一社）日本建築協会
(一社)日本建築協会事務局　連絡責任者

判定士 判定士

応援要請 応援回答

応援要請 応援回答
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