
このような家屋密集地域に暮らす方々は、火災時の

延焼が容易に起こることも考慮して、災害時の火の

始末や避難時に電源を切るなどを心がけておく必要

があります。

大谷学園の北側から、東に向かい、阿倍野筋に戻

りましょう。道路沿いの電柱には地区で指定されてい

る避難所へのサイン（写真６）なども設置されています

ので、歩きながら確認してみてください。まちのようす

を確認しながら、区役所へ戻ります。

一般的にガイドさんがついて行われる観光的なま

ち歩きは、まちの歴史や文化背景を探索するのが主

題となっていることが多いものです。防災まち歩きで

は、街中の災害に関わる視点を養い、街に潜む災害

リスクや活用施設を確認する目的で実施します。町内

会の幹事のみなさんだけでなく、お母さん、中高生、

子供たちなど多様な方 と々ともに、ワイワイと気軽に意

見を言いながら、わがまちの点検を行いましょう。

防災まち歩きでの視点の主なものは右のとおりです。

右のような、関連事項のいくつかは、地区の防災

マップに示されている場合が多いので、各家庭に配

布されている防災マップを片手にみんなでまち歩きを

してみましょう。

阿倍野区のモデルコース
今回は、阿倍野区役所を出発

点として、区域の北部で上町台

地を東西に歩いてまちのようすを

巡るルートを設定しました（図１）。

全行程約4.5ｋｍ、所要時間として

3時間程度でめぐり、区役所に

戻ってくるルートを設定ました。

区役所を出てあびこ筋に交わ

る東西の道路を眺めると、あびこ

ともに、初期消火や雑用水活用ができる雨水貯水槽、

かまどベンチなどが設置されています（写真３）。

まつむし広場から少し北に歩くと、丸山小学校につ

きます。学校の敷地は上町台地の台地上にあります

が、小学校の正門は、台地を刻む谷に面した場所と

なってます。この小学校の正門前を東西に延びる丸

山通は、この谷筋に沿った道となっています（写真

４）。丸山通を西に向かい、地形に沿って南西に道を

たどると聖天公園にたどり着きます。この間の街並み

は阿倍野筋の東側の阪南町と違うことがわかります。

上町台地の西部にはいくつもの台地を刻む谷があ

り、東部と違って起伏に富んでいるため、地形の影響

を受け、曲がり道や坂道の多い状況となっています。

曲がりくねった道を谷沿いにたどりながら聖天山公園

にむかいます。

聖天山公園に上がるとその北側は、歩いてきた丸

山小学校からの谷の出口となっていて、聖天山古墳

が台地の上に位置していることがよくわかります。公

園から北に歩いて、谷を横断し、北側の台地に移動

しましょう。大谷学園の西側に沿って上町台地の崖が

南北に延びます。低地と台地との比高は10m程度あ

り、地形の違いがよくわかります（写真５）。崖から見下

ろす低地は大阪平野の主要部です。

松虫通・丸山通の周辺は、第二次世界大戦末期

の大阪大空襲の際に空襲を免れた地区でもあり（図

２）、古い家が多くあります。一部の道路は幅が狭く、

家屋が密集した状態にあります。

阿倍野区は大阪市内でも家屋密集地域として災

害時のリスクが大きな箇所が広がっています。地震時

の家屋倒壊やブロック塀の崩壊で道路がふさがれた

りするような道路は避難路として適切ではありません。

普段の生活道路として活用している道路が安全な避

難路となり得るかをまち歩きをつうじて確認しましょう。

▷ ハザードマップと見比べる

▷ 街並みに介在するリスクを認識する（老朽家屋･ブ

ロック塀･道路幅･側溝…）

▷ 地形からの地盤特性についての認識（地形段彩図

･標高サイン･坂道･微地形）

▷ 顕彰碑などから街の歴史を知る（古地理や地盤状

況、災害履歴）

▷ 避難所・避難場所・避難路の位置

▷ 耐震貯水槽(防火用水・飲用水)、マンホールトイレ

▷ 防災倉庫（災害備品・備蓄食料・水）

1
災害リスクと防災力を考えるコミュニティ防災教室（阿倍野区編）

（ 3 ）防災まち歩き

筋に向かって緩やかな下り坂になっている様子がうかがえます。前述したように、阿倍野区役所のあたりは、北側

から南に延びる谷地形になっていて、このあたりが低い土地であることがわかります。普段はあまり気にせずに区

役所を訪れたりされていると思いますが、防災まち歩きでは、このような少しの坂道などにも目を向けると、微地形の

違いが理解できます。このような地形の差異が、災害の際に被害の違いを生み出す原因ともなることがあります。

あびこ筋を渡り少し歩くと、阪神高速松原線の高架となります。阪神高速は高架となっていますので、その下に

は、建物などがありませんから、自由に行き来できそうですが、高速道路用地でもあり、多くの箇所はフェンスで囲ま

れています。このため、主要な道が交わるところだけが、高架橋の下を通過できる箇所であって、この道路が地区

を大きく分ける要素ともなっています。阪神高速文の里ランプには苗代田児童公園があります。ここには、地下に防

火水槽が設置され、地区の可搬式消防ポンプが入った防災倉庫もあります。地区の火災の初期消火の際に活用

できる施設ともなっています。しかし、阪神高速のランプ敷地内ということもあり、夜間は出入り口が閉まっています。

ここから、少し南に歩くと苗代小学校があります。こ

の小学校も地区の避難所となっています。小学校の

建物の上には防災無線のスピーカーがあることがわ

かります（写真1）。 

大阪府立阿倍野高等学校もまた、災害時避難所

に指定されていますが、地区の指定避難所は多くの

場合、小学校となっています。小学校だけでは避難者

を収容しきれないような場合の活用や物資集積拠点

などとして利用されます。

阿倍野高等学校を南に少し歩くと、阪南中公園に

でます。この公園もこの地区の一時避難場所となって

います。公園には、地区の防災倉庫や地下に埋設さ

れた防火水槽などがあります（写真２）。この公園から

今度は西に向かって歩いてみましょう。緩やかな坂道

が続き、上町台地が単に平坦な台地でなく、東に少し

傾いた台地であることがわかります。このあたりの道

路は東西の通りと南北の通りが比較的直線に延び、

碁盤の目のような整った街並みになっていることがわ

かります。かつての上町台地に造られた条理の名残

が垣間見られます。

阿倍野筋に出て松虫歩道橋から阪堺電気鉄道上

町線を渡り西に行くと、まつむし広場につきます。この

広場は、地区の一時避難場所にも指定されていると
図1　阿倍野区の防災まち歩きのモデルルート（背景図は国土地理院地図を使用）
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写真１　苗代小学校と防災無線のスピーカー（写真左上）

写真２　阪南中公園の防火水槽と可搬式消防ポンプ倉庫
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役所を訪れたりされていると思いますが、防災まち歩きでは、このような少しの坂道などにも目を向けると、微地形の

違いが理解できます。このような地形の差異が、災害の際に被害の違いを生み出す原因ともなることがあります。

あびこ筋を渡り少し歩くと、阪神高速松原線の高架となります。阪神高速は高架となっていますので、その下に

は、建物などがありませんから、自由に行き来できそうですが、高速道路用地でもあり、多くの箇所はフェンスで囲ま

れています。このため、主要な道が交わるところだけが、高架橋の下を通過できる箇所であって、この道路が地区

を大きく分ける要素ともなっています。阪神高速文の里ランプには苗代田児童公園があります。ここには、地下に防

火水槽が設置され、地区の可搬式消防ポンプが入った防災倉庫もあります。地区の火災の初期消火の際に活用

できる施設ともなっています。しかし、阪神高速のランプ敷地内ということもあり、夜間は出入り口が閉まっています。

ここから、少し南に歩くと苗代小学校があります。こ

の小学校も地区の避難所となっています。小学校の

建物の上には防災無線のスピーカーがあることがわ

かります（写真1）。 

大阪府立阿倍野高等学校もまた、災害時避難所

に指定されていますが、地区の指定避難所は多くの

場合、小学校となっています。小学校だけでは避難者

を収容しきれないような場合の活用や物資集積拠点

などとして利用されます。

阿倍野高等学校を南に少し歩くと、阪南中公園に

でます。この公園もこの地区の一時避難場所となって

います。公園には、地区の防災倉庫や地下に埋設さ

れた防火水槽などがあります（写真２）。この公園から

今度は西に向かって歩いてみましょう。緩やかな坂道

が続き、上町台地が単に平坦な台地でなく、東に少し

傾いた台地であることがわかります。このあたりの道

路は東西の通りと南北の通りが比較的直線に延び、

碁盤の目のような整った街並みになっていることがわ

かります。かつての上町台地に造られた条理の名残

が垣間見られます。

阿倍野筋に出て松虫歩道橋から阪堺電気鉄道上

町線を渡り西に行くと、まつむし広場につきます。この

広場は、地区の一時避難場所にも指定されていると

写真３　まつむし広場のかまどベンチと雨水貯留槽　

写真４　谷筋に沿った丸山通と電柱に示された避難所へのサイン
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このような家屋密集地域に暮らす方々は、火災時の

延焼が容易に起こることも考慮して、災害時の火の

始末や避難時に電源を切るなどを心がけておく必要

があります。

大谷学園の北側から、東に向かい、阿倍野筋に戻

りましょう。道路沿いの電柱には地区で指定されてい

る避難所へのサイン（写真６）なども設置されています

ので、歩きながら確認してみてください。まちのようす

を確認しながら、区役所へ戻ります。

一般的にガイドさんがついて行われる観光的なま

ち歩きは、まちの歴史や文化背景を探索するのが主

題となっていることが多いものです。防災まち歩きで

は、街中の災害に関わる視点を養い、街に潜む災害

リスクや活用施設を確認する目的で実施します。町内

会の幹事のみなさんだけでなく、お母さん、中高生、

子供たちなど多様な方 と々ともに、ワイワイと気軽に意

見を言いながら、わがまちの点検を行いましょう。

防災まち歩きでの視点の主なものは右のとおりです。

右のような、関連事項のいくつかは、地区の防災

マップに示されている場合が多いので、各家庭に配

布されている防災マップを片手にみんなでまち歩きを

してみましょう。

阿倍野区のモデルコース
今回は、阿倍野区役所を出発

点として、区域の北部で上町台

地を東西に歩いてまちのようすを

巡るルートを設定しました（図１）。

全行程約4.5ｋｍ、所要時間として

3時間程度でめぐり、区役所に

戻ってくるルートを設定ました。

区役所を出てあびこ筋に交わ

る東西の道路を眺めると、あびこ

ともに、初期消火や雑用水活用ができる雨水貯水槽、

かまどベンチなどが設置されています（写真３）。

まつむし広場から少し北に歩くと、丸山小学校につ

きます。学校の敷地は上町台地の台地上にあります

が、小学校の正門は、台地を刻む谷に面した場所と

なってます。この小学校の正門前を東西に延びる丸

山通は、この谷筋に沿った道となっています（写真

４）。丸山通を西に向かい、地形に沿って南西に道を

たどると聖天公園にたどり着きます。この間の街並み

は阿倍野筋の東側の阪南町と違うことがわかります。

上町台地の西部にはいくつもの台地を刻む谷があ

り、東部と違って起伏に富んでいるため、地形の影響

を受け、曲がり道や坂道の多い状況となっています。

曲がりくねった道を谷沿いにたどりながら聖天山公園

にむかいます。

聖天山公園に上がるとその北側は、歩いてきた丸

山小学校からの谷の出口となっていて、聖天山古墳

が台地の上に位置していることがよくわかります。公

園から北に歩いて、谷を横断し、北側の台地に移動

しましょう。大谷学園の西側に沿って上町台地の崖が

南北に延びます。低地と台地との比高は10m程度あ

り、地形の違いがよくわかります（写真５）。崖から見下

ろす低地は大阪平野の主要部です。

松虫通・丸山通の周辺は、第二次世界大戦末期

の大阪大空襲の際に空襲を免れた地区でもあり（図

２）、古い家が多くあります。一部の道路は幅が狭く、

家屋が密集した状態にあります。

阿倍野区は大阪市内でも家屋密集地域として災

害時のリスクが大きな箇所が広がっています。地震時

の家屋倒壊やブロック塀の崩壊で道路がふさがれた

りするような道路は避難路として適切ではありません。

普段の生活道路として活用している道路が安全な避

難路となり得るかをまち歩きをつうじて確認しましょう。

筋に向かって緩やかな下り坂になっている様子がうかがえます。前述したように、阿倍野区役所のあたりは、北側

から南に延びる谷地形になっていて、このあたりが低い土地であることがわかります。普段はあまり気にせずに区

役所を訪れたりされていると思いますが、防災まち歩きでは、このような少しの坂道などにも目を向けると、微地形の

違いが理解できます。このような地形の差異が、災害の際に被害の違いを生み出す原因ともなることがあります。

あびこ筋を渡り少し歩くと、阪神高速松原線の高架となります。阪神高速は高架となっていますので、その下に

は、建物などがありませんから、自由に行き来できそうですが、高速道路用地でもあり、多くの箇所はフェンスで囲ま

れています。このため、主要な道が交わるところだけが、高架橋の下を通過できる箇所であって、この道路が地区

を大きく分ける要素ともなっています。阪神高速文の里ランプには苗代田児童公園があります。ここには、地下に防

火水槽が設置され、地区の可搬式消防ポンプが入った防災倉庫もあります。地区の火災の初期消火の際に活用

できる施設ともなっています。しかし、阪神高速のランプ敷地内ということもあり、夜間は出入り口が閉まっています。

ここから、少し南に歩くと苗代小学校があります。こ

の小学校も地区の避難所となっています。小学校の

建物の上には防災無線のスピーカーがあることがわ

かります（写真1）。 

大阪府立阿倍野高等学校もまた、災害時避難所

に指定されていますが、地区の指定避難所は多くの

場合、小学校となっています。小学校だけでは避難者

を収容しきれないような場合の活用や物資集積拠点

などとして利用されます。

阿倍野高等学校を南に少し歩くと、阪南中公園に

でます。この公園もこの地区の一時避難場所となって

います。公園には、地区の防災倉庫や地下に埋設さ

れた防火水槽などがあります（写真２）。この公園から

今度は西に向かって歩いてみましょう。緩やかな坂道

が続き、上町台地が単に平坦な台地でなく、東に少し

傾いた台地であることがわかります。このあたりの道

路は東西の通りと南北の通りが比較的直線に延び、

碁盤の目のような整った街並みになっていることがわ

かります。かつての上町台地に造られた条理の名残

が垣間見られます。

阿倍野筋に出て松虫歩道橋から阪堺電気鉄道上

町線を渡り西に行くと、まつむし広場につきます。この

広場は、地区の一時避難場所にも指定されていると

写真６　電柱の災害時避難所への誘導サイン

写真５　上町台地の西縁の崖

図2　大阪大空襲による焼失地域 ピンク色の地域（大阪市史より）
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災害リスクと防災力を考えるコミュニティ防災教室（阿倍野区編）


