
く、地震で家屋倒壊が生じると、街路は通れなくなります。さらに、火災が発生すると地震直後は、水道水も

消火用に利用できず、密集し損壊した木造家屋は容易に燃え、急速な延焼拡大が生じることとなります。この

ような地区内を通る避難路設定は避ける必要があります。もし、このような地区内に住んでいる場合には、家

屋の揺れに対する補強や点検、地震直後の火の後始末や、電気ブレーカの遮断などを行い、火災につながら

ないような措置を講ずること、できるだけ早く、広い街路を利用して避難できるルートの選定を事前に確認し

ておくことが必要でしょう。

３ ） かつての海岸線と埋め立て地

住之江区は、江戸時代から新田開発が盛んにおこなわれた地域でもあります。かつての海岸線は、現在、阪

神高速堺線が走るあたりにありました。現在の阪神高速堺線のルートは、十三間川（十三間堀川）と呼ばれる

木津川と大和川を南北につなぐ運河がありました（図１、P1、写真1）。この運河の西側には、遠浅の海岸が広

がっていました。浪速百景に描かれた住吉のあたりの風景には、海岸で潮干狩りを楽しむ人々の様子が描か

れています。住吉大社の西側、国道26号わきに現在ある住吉高燈籠は、もう少し西側の阪神高速堺線の近く

に位置していました（図１、P4、写真2）。浪速百景にも海岸沿いに高燈籠が描かれています。住吉公園の中に

ある汐掛け道顕彰碑（写真3）にもこの地域の昔の景観が示されています。阪神高速堺線の西側に住吉川沿い

に架る姫松橋（図１、P6）には、新田開発や住吉川と地名の由来が記されています（写真4）。

遠浅の砂地からなる海岸部を埋め立てて新田開発が行われたことから、この地域の埋立地は緩い砂地盤

であることがわかります。さらに標高が2～3m程度と低く、地下水位も浅い位置にあるとみられます。このよう

な条件を持つ場所は、地震時に強い揺れに見舞われると地盤液状化を起こすとみられます。阪神大震災の際

にも、神戸から尼崎・大阪の沿岸域の埋立地で多数の地盤液状化が生じ、地盤の不等沈下や埋設管の被害が

多数発生しました。

４ ） 通りに沿って設置される大きな看板

地震時には落下物にも十分に注意が必要です。強い揺れによって、高いコンクリートブロック塀の倒壊だけ

でなく、屋根瓦の落下、ビルの破損した窓ガラスの落下などが生じます。それだけでなく、ビルから突き出て

設置された看板の落下も注意が必要です。高い位置にあり、道路側に突き出て設置されているにもかかわら

ず、普段歩いていても気が付きにくいものです（図１、P5）。防災まち歩きでは、このような看板にも注意を払っ

て、点検しましょう。

５ ） 住吉川沿いの防潮堤と地盤高

大阪の街は昭和30年代に深刻化した地盤沈下で、もともと

標高の低い場所が、さらに低くなり、その一部は、海面よりも

低い土地（海抜ゼロメートル地帯）となっています。このような

状況の中、台風による高潮浸水が何度も起こりました。その対

策のため、大阪府・大阪市は水際に防潮堤を築き、大きな川の

河口部には防潮水門を設置し、大阪を高潮災害から守ってい

ます。南海トラフ地震で予想される津波に対しても効果を発揮

するとみられていますが、もし、強い揺れで防潮機能が失われ

ると、津波浸水に街がさらされることになります。

住吉川の河口部にも住吉川水門が設けられ、水門から湾岸

に沿った防潮堤の高さは標高5.3m（OP+6.6m）となってます。

水門より上流側の川沿いを掘り込んで深くし、水門閉鎖時の河

川上流からの水を貯留するとともに、ポンプで海側に排水する

仕組みになっています。

大阪市立真住中学校の地盤高が、近くの大阪市広報板に

「海抜1.7m」と示されています（図１、P7、写真5）。低地部の街

中には、このような地盤高の表示が時折見られますので、掲示

板や電柱などのサインにある地盤高表記を自宅周辺のまち歩

きでも確認してみましょう。

６ ） 広域避難場所としての住之江公園

避難場所は本来、大規模な火災の際に多くの住民が避難

できる場所として設定されました。地震の際にも、支援物資の

集積場や自衛隊の拠点として利用される予定の場所です。住

之江公園や住吉公園も広域避難場所として設定されていま

の一か所を中心に円形に氾濫水が広がっていく状況を見ながら、津波避難ビルへ垂直避難するという、切迫

した状況を付加した訓練となっています。参加者みなさん、落ち着いて移動し、無事に氾濫水が到達するまで

に、垂直避難を終えることができました。

以下に、防災まち歩きでたどったコースに沿って、主要ポイントの概略を示します。

２．防災まち歩きでの見学ポイント
図１に示す赤線のまち歩きコースを、住之江区役所をスタートして、反時計回りに巡りました。

１ ） 古いコンクリート塀やブロック塀

住之江区役所を出て、住之江通を東に阪神高速道路を過ぎて少し歩くと、古い民家の敷地境に設置された高

さ約2mのコンクリート製の塀があります（図１、P2）。鉄筋が入った塀のようですので、老朽化した高いコンクリー

トブロック塀よりは、強いとは見られますが、普段から道路を歩く時も、このような高い塀、特にコンクリートブ

ロック塀の近くを歩かないという習慣をつけましょう。2018年大阪府北部地震の際に通学途中の児童が学校の

コンクリートブロック塀の倒壊で犠牲になったことは記憶に新しいものです。学校のコンクリートブロック塀は順

次、フェンスなどに改築されていますが、街中にはまだ多くの古くて高いコンクリートブロック塀が残っています。

２ ） 木造家屋の密集地区と細い街路

国道26号から少し西側には、古い街並みが残っています（図１、P3）。大正から昭和にかけて大阪にはたく

さんの長屋住宅が建築されました。大阪市域の中央部は、第二次世界大戦の大空襲で焼失しましたが、空襲

を免れた地区には、まだ長屋が残されている地区があります。長屋が残存する地区はその多くが、街路も狭

住之江区は、上町台地の西側にあり、標高5mよりも低い土地がほとんどで、江戸時代からの埋立地が大半

を占める地域です。上町断層が区域の東側を南北に走り、区の中央部に北東－南西方向にのびる住之江撓曲

と呼ばれる上町断層に付随する構造があり、地震災害に関しては、上町断層地震が生じた場合、大被害の発生

が懸念されます。また、南海トラフ巨大地震でも、強い揺れに見舞われるほか、地震発生から110分ほど後に

は、津波が到達し、防潮堤の機能が失われていると、区域の広い範囲で浸水する想定が出されています。河川

氾濫による水害としては、大和川氾濫の場合、区域の東部での広い範囲で浸水する想定が示されてもいます。

住之江区役所とCERDが連携して実施する「私のぼうさいアクションプランニング講座」の第2回として「AR

（拡張現実）たいけんまちあるき」と題して、子育て世代のお母さんたちと子どもたちとともに、CERD-ARアプ

リを用いて、防災まち歩きを行いました。

１．防災まち歩きの行程
住之江区役所を出発・到着点として、住之江区東部を歩いてめぐる距離3km弱のコースでの防災まち歩き

を設定しました（図１）。区役所での事前説明として、まち歩きコース概略とCERD-ARの使用法の説明、交通

面での安全喚起を行いました。そのあと、午前10時前に出発し、2時間余りで区役所にもどる行程です。防災

まち歩きの中で、CERD-ARアプリの入ったタブレット端末やスマートフォンをもって、ルート沿いの各ポイント

を巡りました。

CERD-ARアプリには、大学にあるアプリ設定用サーバー経由で、まち歩きで示す津波浸水想定、大和川

氾濫の浸水想定、旧版の地形図画像などのGISデータを設定し、各ポイントでの災害時のハザードや災害時に

活用できる施設の地点を登録してあります。地図表示だけでなく、街の風景上にタグを表示するAR表示がで

きます。まち歩きの際、現地でタブレット端末を街の風景にかざして、得られるカメラ画像上に設定した各種

の標記がタグ表示、アニメーション、地表面に沿うGIS情報の平面表示が可能です。ハザードに近づくとア

ラームも鳴ります。

まち歩き後半では、30分以内に大和川から氾濫した氾濫水が到達するという設定で、最寄りの津波避難ビ

ルとなっている市営住宅の3階まで垂直避難する経験もしてもらいました。仮想的に設定した大和川右岸堤防

1
私のぼうさいアクションプランニング講座

（ 4 ）防災まち歩き（住之江区）
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す。公園内には、マンホールトイレ（図１、P8、写真6）

が設置されているほか、支援物資やけが人を運ぶた

めの緊急時ヘリポートの設定もされています。園内に

設置されている自動販売機の一部は災害時支援ベン

ダーとして、災害直後に管理者が設定を変えると、そ

の中の飲料水が無償提供される機能を持っていま

す（図１、P9、写真7）。

住之江公園は広域避難場所ですが、この地域の

標高が低いので、河川氾濫や津波による浸水の際に

は機能を果たせない場合があります（図１、P10、写

真8）。災害の状況によっては、安全に避難できる場

所を適切に選択して逃げる行動が重要となります。

自宅周辺でどのような災害の時にはどこの避難場

所・指定避難所が安全なのか充分に知っておく必要

があります。

７ ） 津波避難ビルや指定避難所とサイン

津波浸水だけでなく高潮や河川氾濫の水害時に

は、垂直避難が必要となります。みなさんの地区で指

定されている小学校などの指定避難所だけでは、住

民全員を収容することはできません。このため、より

多くの住民を垂直避難できるよう公営の集合住宅や

民間のビルなどで十分な耐震性を持った3階以上の

高さのある建物を津波避難ビル・水害時避難ビルと

して指定しています（図１、P11、写真9）。大阪市の場

合、その建物の入り口に緑色のマークがありますの

で、自宅近くのこのような建物をいくつか知っておき

ましょう。小学校などの指定避難所への案内サイン

（写真10）は電柱に示されていますので、このような

電柱のサインも確認しましょう。

８ ） 住之江区役所の水防碑

みなさんが訪れる住之江区役所の建物入り口に向

かって左手の花壇には、水防碑があります（図１、

P12、写真11）。水防碑の表側には「災害は忘れたころ

にやってくる」と示されています。その裏側を見ると、

「住之江区はかつて、昭和9年（1934年）の室戸台風、

昭和25年（1950年）のジェーン台風で高潮災害を被

り、多くの人命と財産が失われた。近年こうした大水

害がほとんど見られなくなったが、人々がなお一層、

水防意識を高めてほしい」ことが記されています。こ

の碑の趣旨をみんなで確認し、防災まち歩きを終え

ることにします。

 



く、地震で家屋倒壊が生じると、街路は通れなくなります。さらに、火災が発生すると地震直後は、水道水も

消火用に利用できず、密集し損壊した木造家屋は容易に燃え、急速な延焼拡大が生じることとなります。この

ような地区内を通る避難路設定は避ける必要があります。もし、このような地区内に住んでいる場合には、家

屋の揺れに対する補強や点検、地震直後の火の後始末や、電気ブレーカの遮断などを行い、火災につながら

ないような措置を講ずること、できるだけ早く、広い街路を利用して避難できるルートの選定を事前に確認し

ておくことが必要でしょう。

３ ） かつての海岸線と埋め立て地

住之江区は、江戸時代から新田開発が盛んにおこなわれた地域でもあります。かつての海岸線は、現在、阪

神高速堺線が走るあたりにありました。現在の阪神高速堺線のルートは、十三間川（十三間堀川）と呼ばれる

木津川と大和川を南北につなぐ運河がありました（図１、P1、写真1）。この運河の西側には、遠浅の海岸が広

がっていました。浪速百景に描かれた住吉のあたりの風景には、海岸で潮干狩りを楽しむ人々の様子が描か

れています。住吉大社の西側、国道26号わきに現在ある住吉高燈籠は、もう少し西側の阪神高速堺線の近く

に位置していました（図１、P4、写真2）。浪速百景にも海岸沿いに高燈籠が描かれています。住吉公園の中に

ある汐掛け道顕彰碑（写真3）にもこの地域の昔の景観が示されています。阪神高速堺線の西側に住吉川沿い

に架る姫松橋（図１、P6）には、新田開発や住吉川と地名の由来が記されています（写真4）。

遠浅の砂地からなる海岸部を埋め立てて新田開発が行われたことから、この地域の埋立地は緩い砂地盤

であることがわかります。さらに標高が2～3m程度と低く、地下水位も浅い位置にあるとみられます。このよう

な条件を持つ場所は、地震時に強い揺れに見舞われると地盤液状化を起こすとみられます。阪神大震災の際

にも、神戸から尼崎・大阪の沿岸域の埋立地で多数の地盤液状化が生じ、地盤の不等沈下や埋設管の被害が

多数発生しました。

４ ） 通りに沿って設置される大きな看板

地震時には落下物にも十分に注意が必要です。強い揺れによって、高いコンクリートブロック塀の倒壊だけ

でなく、屋根瓦の落下、ビルの破損した窓ガラスの落下などが生じます。それだけでなく、ビルから突き出て

設置された看板の落下も注意が必要です。高い位置にあり、道路側に突き出て設置されているにもかかわら

ず、普段歩いていても気が付きにくいものです（図１、P5）。防災まち歩きでは、このような看板にも注意を払っ

て、点検しましょう。

５ ） 住吉川沿いの防潮堤と地盤高

大阪の街は昭和30年代に深刻化した地盤沈下で、もともと

標高の低い場所が、さらに低くなり、その一部は、海面よりも

低い土地（海抜ゼロメートル地帯）となっています。このような

状況の中、台風による高潮浸水が何度も起こりました。その対

策のため、大阪府・大阪市は水際に防潮堤を築き、大きな川の

河口部には防潮水門を設置し、大阪を高潮災害から守ってい

ます。南海トラフ地震で予想される津波に対しても効果を発揮

するとみられていますが、もし、強い揺れで防潮機能が失われ

ると、津波浸水に街がさらされることになります。

住吉川の河口部にも住吉川水門が設けられ、水門から湾岸

に沿った防潮堤の高さは標高5.3m（OP+6.6m）となってます。

水門より上流側の川沿いを掘り込んで深くし、水門閉鎖時の河

川上流からの水を貯留するとともに、ポンプで海側に排水する

仕組みになっています。

大阪市立真住中学校の地盤高が、近くの大阪市広報板に

「海抜1.7m」と示されています（図１、P7、写真5）。低地部の街

中には、このような地盤高の表示が時折見られますので、掲示

板や電柱などのサインにある地盤高表記を自宅周辺のまち歩

きでも確認してみましょう。

６ ） 広域避難場所としての住之江公園

避難場所は本来、大規模な火災の際に多くの住民が避難

できる場所として設定されました。地震の際にも、支援物資の

集積場や自衛隊の拠点として利用される予定の場所です。住

之江公園や住吉公園も広域避難場所として設定されていま

の一か所を中心に円形に氾濫水が広がっていく状況を見ながら、津波避難ビルへ垂直避難するという、切迫

した状況を付加した訓練となっています。参加者みなさん、落ち着いて移動し、無事に氾濫水が到達するまで

に、垂直避難を終えることができました。

以下に、防災まち歩きでたどったコースに沿って、主要ポイントの概略を示します。

２．防災まち歩きでの見学ポイント
図１に示す赤線のまち歩きコースを、住之江区役所をスタートして、反時計回りに巡りました。

１ ） 古いコンクリート塀やブロック塀

住之江区役所を出て、住之江通を東に阪神高速道路を過ぎて少し歩くと、古い民家の敷地境に設置された高

さ約2mのコンクリート製の塀があります（図１、P2）。鉄筋が入った塀のようですので、老朽化した高いコンクリー

トブロック塀よりは、強いとは見られますが、普段から道路を歩く時も、このような高い塀、特にコンクリートブ

ロック塀の近くを歩かないという習慣をつけましょう。2018年大阪府北部地震の際に通学途中の児童が学校の

コンクリートブロック塀の倒壊で犠牲になったことは記憶に新しいものです。学校のコンクリートブロック塀は順

次、フェンスなどに改築されていますが、街中にはまだ多くの古くて高いコンクリートブロック塀が残っています。

２ ） 木造家屋の密集地区と細い街路

国道26号から少し西側には、古い街並みが残っています（図１、P3）。大正から昭和にかけて大阪にはたく

さんの長屋住宅が建築されました。大阪市域の中央部は、第二次世界大戦の大空襲で焼失しましたが、空襲

を免れた地区には、まだ長屋が残されている地区があります。長屋が残存する地区はその多くが、街路も狭

住之江区は、上町台地の西側にあり、標高5mよりも低い土地がほとんどで、江戸時代からの埋立地が大半

を占める地域です。上町断層が区域の東側を南北に走り、区の中央部に北東－南西方向にのびる住之江撓曲

と呼ばれる上町断層に付随する構造があり、地震災害に関しては、上町断層地震が生じた場合、大被害の発生

が懸念されます。また、南海トラフ巨大地震でも、強い揺れに見舞われるほか、地震発生から110分ほど後に

は、津波が到達し、防潮堤の機能が失われていると、区域の広い範囲で浸水する想定が出されています。河川

氾濫による水害としては、大和川氾濫の場合、区域の東部での広い範囲で浸水する想定が示されてもいます。

住之江区役所とCERDが連携して実施する「私のぼうさいアクションプランニング講座」の第2回として「AR

（拡張現実）たいけんまちあるき」と題して、子育て世代のお母さんたちと子どもたちとともに、CERD-ARアプ

リを用いて、防災まち歩きを行いました。

１．防災まち歩きの行程
住之江区役所を出発・到着点として、住之江区東部を歩いてめぐる距離3km弱のコースでの防災まち歩き

を設定しました（図１）。区役所での事前説明として、まち歩きコース概略とCERD-ARの使用法の説明、交通

面での安全喚起を行いました。そのあと、午前10時前に出発し、2時間余りで区役所にもどる行程です。防災

まち歩きの中で、CERD-ARアプリの入ったタブレット端末やスマートフォンをもって、ルート沿いの各ポイント

を巡りました。

CERD-ARアプリには、大学にあるアプリ設定用サーバー経由で、まち歩きで示す津波浸水想定、大和川

氾濫の浸水想定、旧版の地形図画像などのGISデータを設定し、各ポイントでの災害時のハザードや災害時に

活用できる施設の地点を登録してあります。地図表示だけでなく、街の風景上にタグを表示するAR表示がで

きます。まち歩きの際、現地でタブレット端末を街の風景にかざして、得られるカメラ画像上に設定した各種

の標記がタグ表示、アニメーション、地表面に沿うGIS情報の平面表示が可能です。ハザードに近づくとア

ラームも鳴ります。

まち歩き後半では、30分以内に大和川から氾濫した氾濫水が到達するという設定で、最寄りの津波避難ビ

ルとなっている市営住宅の3階まで垂直避難する経験もしてもらいました。仮想的に設定した大和川右岸堤防
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図1　住之江区防災まち歩きのルート

私のぼうさいアクションプランニング講座

す。公園内には、マンホールトイレ（図１、P8、写真6）

が設置されているほか、支援物資やけが人を運ぶた

めの緊急時ヘリポートの設定もされています。園内に

設置されている自動販売機の一部は災害時支援ベン

ダーとして、災害直後に管理者が設定を変えると、そ

の中の飲料水が無償提供される機能を持っていま

す（図１、P9、写真7）。

住之江公園は広域避難場所ですが、この地域の

標高が低いので、河川氾濫や津波による浸水の際に

は機能を果たせない場合があります（図１、P10、写

真8）。災害の状況によっては、安全に避難できる場

所を適切に選択して逃げる行動が重要となります。

自宅周辺でどのような災害の時にはどこの避難場

所・指定避難所が安全なのか充分に知っておく必要

があります。

７ ） 津波避難ビルや指定避難所とサイン

津波浸水だけでなく高潮や河川氾濫の水害時に

は、垂直避難が必要となります。みなさんの地区で指

定されている小学校などの指定避難所だけでは、住

民全員を収容することはできません。このため、より

多くの住民を垂直避難できるよう公営の集合住宅や

民間のビルなどで十分な耐震性を持った3階以上の

高さのある建物を津波避難ビル・水害時避難ビルと

して指定しています（図１、P11、写真9）。大阪市の場

合、その建物の入り口に緑色のマークがありますの

で、自宅近くのこのような建物をいくつか知っておき

ましょう。小学校などの指定避難所への案内サイン

（写真10）は電柱に示されていますので、このような

電柱のサインも確認しましょう。

８ ） 住之江区役所の水防碑

みなさんが訪れる住之江区役所の建物入り口に向

かって左手の花壇には、水防碑があります（図１、

P12、写真11）。水防碑の表側には「災害は忘れたころ

にやってくる」と示されています。その裏側を見ると、

「住之江区はかつて、昭和9年（1934年）の室戸台風、

昭和25年（1950年）のジェーン台風で高潮災害を被

り、多くの人命と財産が失われた。近年こうした大水

害がほとんど見られなくなったが、人々がなお一層、

水防意識を高めてほしい」ことが記されています。こ

の碑の趣旨をみんなで確認し、防災まち歩きを終え

ることにします。

 
P5：高い位置の大きな看板やコンクリート塀
P6：姫松橋顕彰碑
P7：地盤高表示
P8：住之江公園内のマンホールトイレ

P1：十三間川の説明版
P2：高いコンクリート塀
P3：木造家屋と狭い街路
P4：「住吉高灯籠跡」顕彰碑　

P9：住之江公園内の災害支援ベンダー
P10：広域避難場所のサイン
P11：津波避難ビル指定の市営住宅　
P12：住之江区役所前の防災碑



く、地震で家屋倒壊が生じると、街路は通れなくなります。さらに、火災が発生すると地震直後は、水道水も

消火用に利用できず、密集し損壊した木造家屋は容易に燃え、急速な延焼拡大が生じることとなります。この

ような地区内を通る避難路設定は避ける必要があります。もし、このような地区内に住んでいる場合には、家

屋の揺れに対する補強や点検、地震直後の火の後始末や、電気ブレーカの遮断などを行い、火災につながら

ないような措置を講ずること、できるだけ早く、広い街路を利用して避難できるルートの選定を事前に確認し

ておくことが必要でしょう。

３ ） かつての海岸線と埋め立て地

住之江区は、江戸時代から新田開発が盛んにおこなわれた地域でもあります。かつての海岸線は、現在、阪

神高速堺線が走るあたりにありました。現在の阪神高速堺線のルートは、十三間川（十三間堀川）と呼ばれる

木津川と大和川を南北につなぐ運河がありました（図１、P1、写真1）。この運河の西側には、遠浅の海岸が広

がっていました。浪速百景に描かれた住吉のあたりの風景には、海岸で潮干狩りを楽しむ人々の様子が描か

れています。住吉大社の西側、国道26号わきに現在ある住吉高燈籠は、もう少し西側の阪神高速堺線の近く

に位置していました（図１、P4、写真2）。浪速百景にも海岸沿いに高燈籠が描かれています。住吉公園の中に

ある汐掛け道顕彰碑（写真3）にもこの地域の昔の景観が示されています。阪神高速堺線の西側に住吉川沿い

に架る姫松橋（図１、P6）には、新田開発や住吉川と地名の由来が記されています（写真4）。

遠浅の砂地からなる海岸部を埋め立てて新田開発が行われたことから、この地域の埋立地は緩い砂地盤

であることがわかります。さらに標高が2～3m程度と低く、地下水位も浅い位置にあるとみられます。このよう

な条件を持つ場所は、地震時に強い揺れに見舞われると地盤液状化を起こすとみられます。阪神大震災の際

にも、神戸から尼崎・大阪の沿岸域の埋立地で多数の地盤液状化が生じ、地盤の不等沈下や埋設管の被害が

多数発生しました。

４ ） 通りに沿って設置される大きな看板

地震時には落下物にも十分に注意が必要です。強い揺れによって、高いコンクリートブロック塀の倒壊だけ

でなく、屋根瓦の落下、ビルの破損した窓ガラスの落下などが生じます。それだけでなく、ビルから突き出て

設置された看板の落下も注意が必要です。高い位置にあり、道路側に突き出て設置されているにもかかわら

ず、普段歩いていても気が付きにくいものです（図１、P5）。防災まち歩きでは、このような看板にも注意を払っ

て、点検しましょう。

５ ） 住吉川沿いの防潮堤と地盤高

大阪の街は昭和30年代に深刻化した地盤沈下で、もともと

標高の低い場所が、さらに低くなり、その一部は、海面よりも

低い土地（海抜ゼロメートル地帯）となっています。このような

状況の中、台風による高潮浸水が何度も起こりました。その対

策のため、大阪府・大阪市は水際に防潮堤を築き、大きな川の

河口部には防潮水門を設置し、大阪を高潮災害から守ってい

ます。南海トラフ地震で予想される津波に対しても効果を発揮

するとみられていますが、もし、強い揺れで防潮機能が失われ

ると、津波浸水に街がさらされることになります。

住吉川の河口部にも住吉川水門が設けられ、水門から湾岸

に沿った防潮堤の高さは標高5.3m（OP+6.6m）となってます。

水門より上流側の川沿いを掘り込んで深くし、水門閉鎖時の河

川上流からの水を貯留するとともに、ポンプで海側に排水する

仕組みになっています。

大阪市立真住中学校の地盤高が、近くの大阪市広報板に

「海抜1.7m」と示されています（図１、P7、写真5）。低地部の街

中には、このような地盤高の表示が時折見られますので、掲示

板や電柱などのサインにある地盤高表記を自宅周辺のまち歩

きでも確認してみましょう。

６ ） 広域避難場所としての住之江公園

避難場所は本来、大規模な火災の際に多くの住民が避難

できる場所として設定されました。地震の際にも、支援物資の

集積場や自衛隊の拠点として利用される予定の場所です。住

之江公園や住吉公園も広域避難場所として設定されていま

の一か所を中心に円形に氾濫水が広がっていく状況を見ながら、津波避難ビルへ垂直避難するという、切迫

した状況を付加した訓練となっています。参加者みなさん、落ち着いて移動し、無事に氾濫水が到達するまで

に、垂直避難を終えることができました。

以下に、防災まち歩きでたどったコースに沿って、主要ポイントの概略を示します。

２．防災まち歩きでの見学ポイント
図１に示す赤線のまち歩きコースを、住之江区役所をスタートして、反時計回りに巡りました。

１ ） 古いコンクリート塀やブロック塀

住之江区役所を出て、住之江通を東に阪神高速道路を過ぎて少し歩くと、古い民家の敷地境に設置された高

さ約2mのコンクリート製の塀があります（図１、P2）。鉄筋が入った塀のようですので、老朽化した高いコンクリー

トブロック塀よりは、強いとは見られますが、普段から道路を歩く時も、このような高い塀、特にコンクリートブ

ロック塀の近くを歩かないという習慣をつけましょう。2018年大阪府北部地震の際に通学途中の児童が学校の

コンクリートブロック塀の倒壊で犠牲になったことは記憶に新しいものです。学校のコンクリートブロック塀は順

次、フェンスなどに改築されていますが、街中にはまだ多くの古くて高いコンクリートブロック塀が残っています。

２ ） 木造家屋の密集地区と細い街路

国道26号から少し西側には、古い街並みが残っています（図１、P3）。大正から昭和にかけて大阪にはたく

さんの長屋住宅が建築されました。大阪市域の中央部は、第二次世界大戦の大空襲で焼失しましたが、空襲

を免れた地区には、まだ長屋が残されている地区があります。長屋が残存する地区はその多くが、街路も狭

住之江区は、上町台地の西側にあり、標高5mよりも低い土地がほとんどで、江戸時代からの埋立地が大半

を占める地域です。上町断層が区域の東側を南北に走り、区の中央部に北東－南西方向にのびる住之江撓曲

と呼ばれる上町断層に付随する構造があり、地震災害に関しては、上町断層地震が生じた場合、大被害の発生

が懸念されます。また、南海トラフ巨大地震でも、強い揺れに見舞われるほか、地震発生から110分ほど後に

は、津波が到達し、防潮堤の機能が失われていると、区域の広い範囲で浸水する想定が出されています。河川

氾濫による水害としては、大和川氾濫の場合、区域の東部での広い範囲で浸水する想定が示されてもいます。

住之江区役所とCERDが連携して実施する「私のぼうさいアクションプランニング講座」の第2回として「AR

（拡張現実）たいけんまちあるき」と題して、子育て世代のお母さんたちと子どもたちとともに、CERD-ARアプ

リを用いて、防災まち歩きを行いました。

１．防災まち歩きの行程
住之江区役所を出発・到着点として、住之江区東部を歩いてめぐる距離3km弱のコースでの防災まち歩き

を設定しました（図１）。区役所での事前説明として、まち歩きコース概略とCERD-ARの使用法の説明、交通

面での安全喚起を行いました。そのあと、午前10時前に出発し、2時間余りで区役所にもどる行程です。防災

まち歩きの中で、CERD-ARアプリの入ったタブレット端末やスマートフォンをもって、ルート沿いの各ポイント

を巡りました。

CERD-ARアプリには、大学にあるアプリ設定用サーバー経由で、まち歩きで示す津波浸水想定、大和川

氾濫の浸水想定、旧版の地形図画像などのGISデータを設定し、各ポイントでの災害時のハザードや災害時に

活用できる施設の地点を登録してあります。地図表示だけでなく、街の風景上にタグを表示するAR表示がで

きます。まち歩きの際、現地でタブレット端末を街の風景にかざして、得られるカメラ画像上に設定した各種

の標記がタグ表示、アニメーション、地表面に沿うGIS情報の平面表示が可能です。ハザードに近づくとア

ラームも鳴ります。

まち歩き後半では、30分以内に大和川から氾濫した氾濫水が到達するという設定で、最寄りの津波避難ビ

ルとなっている市営住宅の3階まで垂直避難する経験もしてもらいました。仮想的に設定した大和川右岸堤防

写真１　阪神高速堺線の高架下の十三間川跡（図1、P1） 写真２　「住吉高灯籠跡」顕彰碑（図1、P4）

写真３　汐掛け道顕彰碑（住吉公園内、図1） 写真４　姫松橋顕彰碑（図1、P6）
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す。公園内には、マンホールトイレ（図１、P8、写真6）

が設置されているほか、支援物資やけが人を運ぶた

めの緊急時ヘリポートの設定もされています。園内に

設置されている自動販売機の一部は災害時支援ベン

ダーとして、災害直後に管理者が設定を変えると、そ

の中の飲料水が無償提供される機能を持っていま

す（図１、P9、写真7）。

住之江公園は広域避難場所ですが、この地域の

標高が低いので、河川氾濫や津波による浸水の際に

は機能を果たせない場合があります（図１、P10、写

真8）。災害の状況によっては、安全に避難できる場

所を適切に選択して逃げる行動が重要となります。

自宅周辺でどのような災害の時にはどこの避難場

所・指定避難所が安全なのか充分に知っておく必要

があります。

７ ） 津波避難ビルや指定避難所とサイン

津波浸水だけでなく高潮や河川氾濫の水害時に

は、垂直避難が必要となります。みなさんの地区で指

定されている小学校などの指定避難所だけでは、住

民全員を収容することはできません。このため、より

多くの住民を垂直避難できるよう公営の集合住宅や

民間のビルなどで十分な耐震性を持った3階以上の

高さのある建物を津波避難ビル・水害時避難ビルと

して指定しています（図１、P11、写真9）。大阪市の場

合、その建物の入り口に緑色のマークがありますの

で、自宅近くのこのような建物をいくつか知っておき

ましょう。小学校などの指定避難所への案内サイン

（写真10）は電柱に示されていますので、このような

電柱のサインも確認しましょう。

８ ） 住之江区役所の水防碑

みなさんが訪れる住之江区役所の建物入り口に向

かって左手の花壇には、水防碑があります（図１、

P12、写真11）。水防碑の表側には「災害は忘れたころ

にやってくる」と示されています。その裏側を見ると、

「住之江区はかつて、昭和9年（1934年）の室戸台風、

昭和25年（1950年）のジェーン台風で高潮災害を被

り、多くの人命と財産が失われた。近年こうした大水

害がほとんど見られなくなったが、人々がなお一層、

水防意識を高めてほしい」ことが記されています。こ

の碑の趣旨をみんなで確認し、防災まち歩きを終え

ることにします。

 



く、地震で家屋倒壊が生じると、街路は通れなくなります。さらに、火災が発生すると地震直後は、水道水も

消火用に利用できず、密集し損壊した木造家屋は容易に燃え、急速な延焼拡大が生じることとなります。この

ような地区内を通る避難路設定は避ける必要があります。もし、このような地区内に住んでいる場合には、家

屋の揺れに対する補強や点検、地震直後の火の後始末や、電気ブレーカの遮断などを行い、火災につながら

ないような措置を講ずること、できるだけ早く、広い街路を利用して避難できるルートの選定を事前に確認し

ておくことが必要でしょう。

３ ） かつての海岸線と埋め立て地

住之江区は、江戸時代から新田開発が盛んにおこなわれた地域でもあります。かつての海岸線は、現在、阪

神高速堺線が走るあたりにありました。現在の阪神高速堺線のルートは、十三間川（十三間堀川）と呼ばれる

木津川と大和川を南北につなぐ運河がありました（図１、P1、写真1）。この運河の西側には、遠浅の海岸が広

がっていました。浪速百景に描かれた住吉のあたりの風景には、海岸で潮干狩りを楽しむ人々の様子が描か

れています。住吉大社の西側、国道26号わきに現在ある住吉高燈籠は、もう少し西側の阪神高速堺線の近く

に位置していました（図１、P4、写真2）。浪速百景にも海岸沿いに高燈籠が描かれています。住吉公園の中に

ある汐掛け道顕彰碑（写真3）にもこの地域の昔の景観が示されています。阪神高速堺線の西側に住吉川沿い

に架る姫松橋（図１、P6）には、新田開発や住吉川と地名の由来が記されています（写真4）。

遠浅の砂地からなる海岸部を埋め立てて新田開発が行われたことから、この地域の埋立地は緩い砂地盤

であることがわかります。さらに標高が2～3m程度と低く、地下水位も浅い位置にあるとみられます。このよう

な条件を持つ場所は、地震時に強い揺れに見舞われると地盤液状化を起こすとみられます。阪神大震災の際

にも、神戸から尼崎・大阪の沿岸域の埋立地で多数の地盤液状化が生じ、地盤の不等沈下や埋設管の被害が

多数発生しました。

４ ） 通りに沿って設置される大きな看板

地震時には落下物にも十分に注意が必要です。強い揺れによって、高いコンクリートブロック塀の倒壊だけ

でなく、屋根瓦の落下、ビルの破損した窓ガラスの落下などが生じます。それだけでなく、ビルから突き出て

設置された看板の落下も注意が必要です。高い位置にあり、道路側に突き出て設置されているにもかかわら

ず、普段歩いていても気が付きにくいものです（図１、P5）。防災まち歩きでは、このような看板にも注意を払っ

て、点検しましょう。

５ ） 住吉川沿いの防潮堤と地盤高

大阪の街は昭和30年代に深刻化した地盤沈下で、もともと

標高の低い場所が、さらに低くなり、その一部は、海面よりも

低い土地（海抜ゼロメートル地帯）となっています。このような

状況の中、台風による高潮浸水が何度も起こりました。その対

策のため、大阪府・大阪市は水際に防潮堤を築き、大きな川の

河口部には防潮水門を設置し、大阪を高潮災害から守ってい

ます。南海トラフ地震で予想される津波に対しても効果を発揮

するとみられていますが、もし、強い揺れで防潮機能が失われ

ると、津波浸水に街がさらされることになります。

住吉川の河口部にも住吉川水門が設けられ、水門から湾岸

に沿った防潮堤の高さは標高5.3m（OP+6.6m）となってます。

水門より上流側の川沿いを掘り込んで深くし、水門閉鎖時の河

川上流からの水を貯留するとともに、ポンプで海側に排水する

仕組みになっています。

大阪市立真住中学校の地盤高が、近くの大阪市広報板に

「海抜1.7m」と示されています（図１、P7、写真5）。低地部の街

中には、このような地盤高の表示が時折見られますので、掲示

板や電柱などのサインにある地盤高表記を自宅周辺のまち歩

きでも確認してみましょう。

６ ） 広域避難場所としての住之江公園

避難場所は本来、大規模な火災の際に多くの住民が避難

できる場所として設定されました。地震の際にも、支援物資の

集積場や自衛隊の拠点として利用される予定の場所です。住

之江公園や住吉公園も広域避難場所として設定されていま

の一か所を中心に円形に氾濫水が広がっていく状況を見ながら、津波避難ビルへ垂直避難するという、切迫

した状況を付加した訓練となっています。参加者みなさん、落ち着いて移動し、無事に氾濫水が到達するまで

に、垂直避難を終えることができました。

以下に、防災まち歩きでたどったコースに沿って、主要ポイントの概略を示します。

２．防災まち歩きでの見学ポイント
図１に示す赤線のまち歩きコースを、住之江区役所をスタートして、反時計回りに巡りました。

１ ） 古いコンクリート塀やブロック塀

住之江区役所を出て、住之江通を東に阪神高速道路を過ぎて少し歩くと、古い民家の敷地境に設置された高

さ約2mのコンクリート製の塀があります（図１、P2）。鉄筋が入った塀のようですので、老朽化した高いコンクリー

トブロック塀よりは、強いとは見られますが、普段から道路を歩く時も、このような高い塀、特にコンクリートブ

ロック塀の近くを歩かないという習慣をつけましょう。2018年大阪府北部地震の際に通学途中の児童が学校の

コンクリートブロック塀の倒壊で犠牲になったことは記憶に新しいものです。学校のコンクリートブロック塀は順

次、フェンスなどに改築されていますが、街中にはまだ多くの古くて高いコンクリートブロック塀が残っています。

２ ） 木造家屋の密集地区と細い街路

国道26号から少し西側には、古い街並みが残っています（図１、P3）。大正から昭和にかけて大阪にはたく

さんの長屋住宅が建築されました。大阪市域の中央部は、第二次世界大戦の大空襲で焼失しましたが、空襲

を免れた地区には、まだ長屋が残されている地区があります。長屋が残存する地区はその多くが、街路も狭

住之江区は、上町台地の西側にあり、標高5mよりも低い土地がほとんどで、江戸時代からの埋立地が大半

を占める地域です。上町断層が区域の東側を南北に走り、区の中央部に北東－南西方向にのびる住之江撓曲

と呼ばれる上町断層に付随する構造があり、地震災害に関しては、上町断層地震が生じた場合、大被害の発生

が懸念されます。また、南海トラフ巨大地震でも、強い揺れに見舞われるほか、地震発生から110分ほど後に

は、津波が到達し、防潮堤の機能が失われていると、区域の広い範囲で浸水する想定が出されています。河川

氾濫による水害としては、大和川氾濫の場合、区域の東部での広い範囲で浸水する想定が示されてもいます。

住之江区役所とCERDが連携して実施する「私のぼうさいアクションプランニング講座」の第2回として「AR

（拡張現実）たいけんまちあるき」と題して、子育て世代のお母さんたちと子どもたちとともに、CERD-ARアプ

リを用いて、防災まち歩きを行いました。

１．防災まち歩きの行程
住之江区役所を出発・到着点として、住之江区東部を歩いてめぐる距離3km弱のコースでの防災まち歩き

を設定しました（図１）。区役所での事前説明として、まち歩きコース概略とCERD-ARの使用法の説明、交通

面での安全喚起を行いました。そのあと、午前10時前に出発し、2時間余りで区役所にもどる行程です。防災

まち歩きの中で、CERD-ARアプリの入ったタブレット端末やスマートフォンをもって、ルート沿いの各ポイント

を巡りました。

CERD-ARアプリには、大学にあるアプリ設定用サーバー経由で、まち歩きで示す津波浸水想定、大和川

氾濫の浸水想定、旧版の地形図画像などのGISデータを設定し、各ポイントでの災害時のハザードや災害時に

活用できる施設の地点を登録してあります。地図表示だけでなく、街の風景上にタグを表示するAR表示がで

きます。まち歩きの際、現地でタブレット端末を街の風景にかざして、得られるカメラ画像上に設定した各種

の標記がタグ表示、アニメーション、地表面に沿うGIS情報の平面表示が可能です。ハザードに近づくとア

ラームも鳴ります。

まち歩き後半では、30分以内に大和川から氾濫した氾濫水が到達するという設定で、最寄りの津波避難ビ

ルとなっている市営住宅の3階まで垂直避難する経験もしてもらいました。仮想的に設定した大和川右岸堤防
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私のぼうさいアクションプランニング講座

す。公園内には、マンホールトイレ（図１、P8、写真6）

が設置されているほか、支援物資やけが人を運ぶた

めの緊急時ヘリポートの設定もされています。園内に

設置されている自動販売機の一部は災害時支援ベン

ダーとして、災害直後に管理者が設定を変えると、そ

の中の飲料水が無償提供される機能を持っていま

す（図１、P9、写真7）。

住之江公園は広域避難場所ですが、この地域の

標高が低いので、河川氾濫や津波による浸水の際に

は機能を果たせない場合があります（図１、P10、写

真8）。災害の状況によっては、安全に避難できる場

所を適切に選択して逃げる行動が重要となります。

自宅周辺でどのような災害の時にはどこの避難場

所・指定避難所が安全なのか充分に知っておく必要

があります。

７ ） 津波避難ビルや指定避難所とサイン

津波浸水だけでなく高潮や河川氾濫の水害時に

は、垂直避難が必要となります。みなさんの地区で指

定されている小学校などの指定避難所だけでは、住

民全員を収容することはできません。このため、より

多くの住民を垂直避難できるよう公営の集合住宅や

民間のビルなどで十分な耐震性を持った3階以上の

高さのある建物を津波避難ビル・水害時避難ビルと

して指定しています（図１、P11、写真9）。大阪市の場

合、その建物の入り口に緑色のマークがありますの

で、自宅近くのこのような建物をいくつか知っておき

ましょう。小学校などの指定避難所への案内サイン

（写真10）は電柱に示されていますので、このような

電柱のサインも確認しましょう。

８ ） 住之江区役所の水防碑

みなさんが訪れる住之江区役所の建物入り口に向

かって左手の花壇には、水防碑があります（図１、

P12、写真11）。水防碑の表側には「災害は忘れたころ

にやってくる」と示されています。その裏側を見ると、

「住之江区はかつて、昭和9年（1934年）の室戸台風、

昭和25年（1950年）のジェーン台風で高潮災害を被

り、多くの人命と財産が失われた。近年こうした大水

害がほとんど見られなくなったが、人々がなお一層、

水防意識を高めてほしい」ことが記されています。こ

の碑の趣旨をみんなで確認し、防災まち歩きを終え

ることにします。

 

写真５　大阪市広報版に表示される地盤高（図1、P７）

写真６　住之江公園内マンホールトイレ（図1、P8）



く、地震で家屋倒壊が生じると、街路は通れなくなります。さらに、火災が発生すると地震直後は、水道水も

消火用に利用できず、密集し損壊した木造家屋は容易に燃え、急速な延焼拡大が生じることとなります。この

ような地区内を通る避難路設定は避ける必要があります。もし、このような地区内に住んでいる場合には、家

屋の揺れに対する補強や点検、地震直後の火の後始末や、電気ブレーカの遮断などを行い、火災につながら

ないような措置を講ずること、できるだけ早く、広い街路を利用して避難できるルートの選定を事前に確認し

ておくことが必要でしょう。

３ ） かつての海岸線と埋め立て地

住之江区は、江戸時代から新田開発が盛んにおこなわれた地域でもあります。かつての海岸線は、現在、阪

神高速堺線が走るあたりにありました。現在の阪神高速堺線のルートは、十三間川（十三間堀川）と呼ばれる

木津川と大和川を南北につなぐ運河がありました（図１、P1、写真1）。この運河の西側には、遠浅の海岸が広

がっていました。浪速百景に描かれた住吉のあたりの風景には、海岸で潮干狩りを楽しむ人々の様子が描か

れています。住吉大社の西側、国道26号わきに現在ある住吉高燈籠は、もう少し西側の阪神高速堺線の近く

に位置していました（図１、P4、写真2）。浪速百景にも海岸沿いに高燈籠が描かれています。住吉公園の中に

ある汐掛け道顕彰碑（写真3）にもこの地域の昔の景観が示されています。阪神高速堺線の西側に住吉川沿い

に架る姫松橋（図１、P6）には、新田開発や住吉川と地名の由来が記されています（写真4）。

遠浅の砂地からなる海岸部を埋め立てて新田開発が行われたことから、この地域の埋立地は緩い砂地盤

であることがわかります。さらに標高が2～3m程度と低く、地下水位も浅い位置にあるとみられます。このよう

な条件を持つ場所は、地震時に強い揺れに見舞われると地盤液状化を起こすとみられます。阪神大震災の際

にも、神戸から尼崎・大阪の沿岸域の埋立地で多数の地盤液状化が生じ、地盤の不等沈下や埋設管の被害が

多数発生しました。

４ ） 通りに沿って設置される大きな看板

地震時には落下物にも十分に注意が必要です。強い揺れによって、高いコンクリートブロック塀の倒壊だけ

でなく、屋根瓦の落下、ビルの破損した窓ガラスの落下などが生じます。それだけでなく、ビルから突き出て

設置された看板の落下も注意が必要です。高い位置にあり、道路側に突き出て設置されているにもかかわら

ず、普段歩いていても気が付きにくいものです（図１、P5）。防災まち歩きでは、このような看板にも注意を払っ

て、点検しましょう。

５ ） 住吉川沿いの防潮堤と地盤高

大阪の街は昭和30年代に深刻化した地盤沈下で、もともと

標高の低い場所が、さらに低くなり、その一部は、海面よりも

低い土地（海抜ゼロメートル地帯）となっています。このような

状況の中、台風による高潮浸水が何度も起こりました。その対

策のため、大阪府・大阪市は水際に防潮堤を築き、大きな川の

河口部には防潮水門を設置し、大阪を高潮災害から守ってい

ます。南海トラフ地震で予想される津波に対しても効果を発揮

するとみられていますが、もし、強い揺れで防潮機能が失われ

ると、津波浸水に街がさらされることになります。

住吉川の河口部にも住吉川水門が設けられ、水門から湾岸

に沿った防潮堤の高さは標高5.3m（OP+6.6m）となってます。

水門より上流側の川沿いを掘り込んで深くし、水門閉鎖時の河

川上流からの水を貯留するとともに、ポンプで海側に排水する

仕組みになっています。

大阪市立真住中学校の地盤高が、近くの大阪市広報板に

「海抜1.7m」と示されています（図１、P7、写真5）。低地部の街

中には、このような地盤高の表示が時折見られますので、掲示

板や電柱などのサインにある地盤高表記を自宅周辺のまち歩

きでも確認してみましょう。

６ ） 広域避難場所としての住之江公園

避難場所は本来、大規模な火災の際に多くの住民が避難

できる場所として設定されました。地震の際にも、支援物資の

集積場や自衛隊の拠点として利用される予定の場所です。住

之江公園や住吉公園も広域避難場所として設定されていま

の一か所を中心に円形に氾濫水が広がっていく状況を見ながら、津波避難ビルへ垂直避難するという、切迫

した状況を付加した訓練となっています。参加者みなさん、落ち着いて移動し、無事に氾濫水が到達するまで

に、垂直避難を終えることができました。

以下に、防災まち歩きでたどったコースに沿って、主要ポイントの概略を示します。

２．防災まち歩きでの見学ポイント
図１に示す赤線のまち歩きコースを、住之江区役所をスタートして、反時計回りに巡りました。

１ ） 古いコンクリート塀やブロック塀

住之江区役所を出て、住之江通を東に阪神高速道路を過ぎて少し歩くと、古い民家の敷地境に設置された高

さ約2mのコンクリート製の塀があります（図１、P2）。鉄筋が入った塀のようですので、老朽化した高いコンクリー

トブロック塀よりは、強いとは見られますが、普段から道路を歩く時も、このような高い塀、特にコンクリートブ

ロック塀の近くを歩かないという習慣をつけましょう。2018年大阪府北部地震の際に通学途中の児童が学校の

コンクリートブロック塀の倒壊で犠牲になったことは記憶に新しいものです。学校のコンクリートブロック塀は順

次、フェンスなどに改築されていますが、街中にはまだ多くの古くて高いコンクリートブロック塀が残っています。

２ ） 木造家屋の密集地区と細い街路

国道26号から少し西側には、古い街並みが残っています（図１、P3）。大正から昭和にかけて大阪にはたく

さんの長屋住宅が建築されました。大阪市域の中央部は、第二次世界大戦の大空襲で焼失しましたが、空襲

を免れた地区には、まだ長屋が残されている地区があります。長屋が残存する地区はその多くが、街路も狭

住之江区は、上町台地の西側にあり、標高5mよりも低い土地がほとんどで、江戸時代からの埋立地が大半

を占める地域です。上町断層が区域の東側を南北に走り、区の中央部に北東－南西方向にのびる住之江撓曲

と呼ばれる上町断層に付随する構造があり、地震災害に関しては、上町断層地震が生じた場合、大被害の発生

が懸念されます。また、南海トラフ巨大地震でも、強い揺れに見舞われるほか、地震発生から110分ほど後に

は、津波が到達し、防潮堤の機能が失われていると、区域の広い範囲で浸水する想定が出されています。河川

氾濫による水害としては、大和川氾濫の場合、区域の東部での広い範囲で浸水する想定が示されてもいます。

住之江区役所とCERDが連携して実施する「私のぼうさいアクションプランニング講座」の第2回として「AR

（拡張現実）たいけんまちあるき」と題して、子育て世代のお母さんたちと子どもたちとともに、CERD-ARアプ

リを用いて、防災まち歩きを行いました。

１．防災まち歩きの行程
住之江区役所を出発・到着点として、住之江区東部を歩いてめぐる距離3km弱のコースでの防災まち歩き

を設定しました（図１）。区役所での事前説明として、まち歩きコース概略とCERD-ARの使用法の説明、交通

面での安全喚起を行いました。そのあと、午前10時前に出発し、2時間余りで区役所にもどる行程です。防災

まち歩きの中で、CERD-ARアプリの入ったタブレット端末やスマートフォンをもって、ルート沿いの各ポイント

を巡りました。

CERD-ARアプリには、大学にあるアプリ設定用サーバー経由で、まち歩きで示す津波浸水想定、大和川

氾濫の浸水想定、旧版の地形図画像などのGISデータを設定し、各ポイントでの災害時のハザードや災害時に

活用できる施設の地点を登録してあります。地図表示だけでなく、街の風景上にタグを表示するAR表示がで

きます。まち歩きの際、現地でタブレット端末を街の風景にかざして、得られるカメラ画像上に設定した各種

の標記がタグ表示、アニメーション、地表面に沿うGIS情報の平面表示が可能です。ハザードに近づくとア

ラームも鳴ります。

まち歩き後半では、30分以内に大和川から氾濫した氾濫水が到達するという設定で、最寄りの津波避難ビ

ルとなっている市営住宅の3階まで垂直避難する経験もしてもらいました。仮想的に設定した大和川右岸堤防

30 

す。公園内には、マンホールトイレ（図１、P8、写真6）

が設置されているほか、支援物資やけが人を運ぶた

めの緊急時ヘリポートの設定もされています。園内に

設置されている自動販売機の一部は災害時支援ベン

ダーとして、災害直後に管理者が設定を変えると、そ

の中の飲料水が無償提供される機能を持っていま

す（図１、P9、写真7）。

住之江公園は広域避難場所ですが、この地域の

標高が低いので、河川氾濫や津波による浸水の際に

は機能を果たせない場合があります（図１、P10、写

真8）。災害の状況によっては、安全に避難できる場

所を適切に選択して逃げる行動が重要となります。

自宅周辺でどのような災害の時にはどこの避難場

所・指定避難所が安全なのか充分に知っておく必要

があります。

７ ） 津波避難ビルや指定避難所とサイン

津波浸水だけでなく高潮や河川氾濫の水害時に

は、垂直避難が必要となります。みなさんの地区で指

定されている小学校などの指定避難所だけでは、住

民全員を収容することはできません。このため、より

多くの住民を垂直避難できるよう公営の集合住宅や

民間のビルなどで十分な耐震性を持った3階以上の

高さのある建物を津波避難ビル・水害時避難ビルと

して指定しています（図１、P11、写真9）。大阪市の場

合、その建物の入り口に緑色のマークがありますの

で、自宅近くのこのような建物をいくつか知っておき

ましょう。小学校などの指定避難所への案内サイン

（写真10）は電柱に示されていますので、このような

電柱のサインも確認しましょう。

８ ） 住之江区役所の水防碑

みなさんが訪れる住之江区役所の建物入り口に向

かって左手の花壇には、水防碑があります（図１、

P12、写真11）。水防碑の表側には「災害は忘れたころ

にやってくる」と示されています。その裏側を見ると、

「住之江区はかつて、昭和9年（1934年）の室戸台風、

昭和25年（1950年）のジェーン台風で高潮災害を被

り、多くの人命と財産が失われた。近年こうした大水

害がほとんど見られなくなったが、人々がなお一層、

水防意識を高めてほしい」ことが記されています。こ

の碑の趣旨をみんなで確認し、防災まち歩きを終え

ることにします。

 

写真７　住之江公園内の災害支援ベンダー（図1、P9）

写真８　住之江公園南東出入口の広域避難場所サイン（図1、P10）

写真９　津波避難ビルの一例（出入口に緑のサイン、図1、P11）

写真10　電柱の災害時避難所へのサインの例



く、地震で家屋倒壊が生じると、街路は通れなくなります。さらに、火災が発生すると地震直後は、水道水も

消火用に利用できず、密集し損壊した木造家屋は容易に燃え、急速な延焼拡大が生じることとなります。この

ような地区内を通る避難路設定は避ける必要があります。もし、このような地区内に住んでいる場合には、家

屋の揺れに対する補強や点検、地震直後の火の後始末や、電気ブレーカの遮断などを行い、火災につながら

ないような措置を講ずること、できるだけ早く、広い街路を利用して避難できるルートの選定を事前に確認し

ておくことが必要でしょう。

３ ） かつての海岸線と埋め立て地

住之江区は、江戸時代から新田開発が盛んにおこなわれた地域でもあります。かつての海岸線は、現在、阪

神高速堺線が走るあたりにありました。現在の阪神高速堺線のルートは、十三間川（十三間堀川）と呼ばれる

木津川と大和川を南北につなぐ運河がありました（図１、P1、写真1）。この運河の西側には、遠浅の海岸が広

がっていました。浪速百景に描かれた住吉のあたりの風景には、海岸で潮干狩りを楽しむ人々の様子が描か

れています。住吉大社の西側、国道26号わきに現在ある住吉高燈籠は、もう少し西側の阪神高速堺線の近く

に位置していました（図１、P4、写真2）。浪速百景にも海岸沿いに高燈籠が描かれています。住吉公園の中に

ある汐掛け道顕彰碑（写真3）にもこの地域の昔の景観が示されています。阪神高速堺線の西側に住吉川沿い

に架る姫松橋（図１、P6）には、新田開発や住吉川と地名の由来が記されています（写真4）。

遠浅の砂地からなる海岸部を埋め立てて新田開発が行われたことから、この地域の埋立地は緩い砂地盤

であることがわかります。さらに標高が2～3m程度と低く、地下水位も浅い位置にあるとみられます。このよう

な条件を持つ場所は、地震時に強い揺れに見舞われると地盤液状化を起こすとみられます。阪神大震災の際

にも、神戸から尼崎・大阪の沿岸域の埋立地で多数の地盤液状化が生じ、地盤の不等沈下や埋設管の被害が

多数発生しました。

４ ） 通りに沿って設置される大きな看板

地震時には落下物にも十分に注意が必要です。強い揺れによって、高いコンクリートブロック塀の倒壊だけ

でなく、屋根瓦の落下、ビルの破損した窓ガラスの落下などが生じます。それだけでなく、ビルから突き出て

設置された看板の落下も注意が必要です。高い位置にあり、道路側に突き出て設置されているにもかかわら

ず、普段歩いていても気が付きにくいものです（図１、P5）。防災まち歩きでは、このような看板にも注意を払っ

て、点検しましょう。

５ ） 住吉川沿いの防潮堤と地盤高

大阪の街は昭和30年代に深刻化した地盤沈下で、もともと

標高の低い場所が、さらに低くなり、その一部は、海面よりも

低い土地（海抜ゼロメートル地帯）となっています。このような

状況の中、台風による高潮浸水が何度も起こりました。その対

策のため、大阪府・大阪市は水際に防潮堤を築き、大きな川の

河口部には防潮水門を設置し、大阪を高潮災害から守ってい

ます。南海トラフ地震で予想される津波に対しても効果を発揮

するとみられていますが、もし、強い揺れで防潮機能が失われ

ると、津波浸水に街がさらされることになります。

住吉川の河口部にも住吉川水門が設けられ、水門から湾岸

に沿った防潮堤の高さは標高5.3m（OP+6.6m）となってます。

水門より上流側の川沿いを掘り込んで深くし、水門閉鎖時の河

川上流からの水を貯留するとともに、ポンプで海側に排水する

仕組みになっています。

大阪市立真住中学校の地盤高が、近くの大阪市広報板に

「海抜1.7m」と示されています（図１、P7、写真5）。低地部の街

中には、このような地盤高の表示が時折見られますので、掲示

板や電柱などのサインにある地盤高表記を自宅周辺のまち歩

きでも確認してみましょう。

６ ） 広域避難場所としての住之江公園

避難場所は本来、大規模な火災の際に多くの住民が避難

できる場所として設定されました。地震の際にも、支援物資の

集積場や自衛隊の拠点として利用される予定の場所です。住

之江公園や住吉公園も広域避難場所として設定されていま

の一か所を中心に円形に氾濫水が広がっていく状況を見ながら、津波避難ビルへ垂直避難するという、切迫

した状況を付加した訓練となっています。参加者みなさん、落ち着いて移動し、無事に氾濫水が到達するまで

に、垂直避難を終えることができました。

以下に、防災まち歩きでたどったコースに沿って、主要ポイントの概略を示します。

２．防災まち歩きでの見学ポイント
図１に示す赤線のまち歩きコースを、住之江区役所をスタートして、反時計回りに巡りました。

１ ） 古いコンクリート塀やブロック塀

住之江区役所を出て、住之江通を東に阪神高速道路を過ぎて少し歩くと、古い民家の敷地境に設置された高

さ約2mのコンクリート製の塀があります（図１、P2）。鉄筋が入った塀のようですので、老朽化した高いコンクリー

トブロック塀よりは、強いとは見られますが、普段から道路を歩く時も、このような高い塀、特にコンクリートブ

ロック塀の近くを歩かないという習慣をつけましょう。2018年大阪府北部地震の際に通学途中の児童が学校の

コンクリートブロック塀の倒壊で犠牲になったことは記憶に新しいものです。学校のコンクリートブロック塀は順

次、フェンスなどに改築されていますが、街中にはまだ多くの古くて高いコンクリートブロック塀が残っています。

２ ） 木造家屋の密集地区と細い街路

国道26号から少し西側には、古い街並みが残っています（図１、P3）。大正から昭和にかけて大阪にはたく

さんの長屋住宅が建築されました。大阪市域の中央部は、第二次世界大戦の大空襲で焼失しましたが、空襲

を免れた地区には、まだ長屋が残されている地区があります。長屋が残存する地区はその多くが、街路も狭

住之江区は、上町台地の西側にあり、標高5mよりも低い土地がほとんどで、江戸時代からの埋立地が大半

を占める地域です。上町断層が区域の東側を南北に走り、区の中央部に北東－南西方向にのびる住之江撓曲

と呼ばれる上町断層に付随する構造があり、地震災害に関しては、上町断層地震が生じた場合、大被害の発生

が懸念されます。また、南海トラフ巨大地震でも、強い揺れに見舞われるほか、地震発生から110分ほど後に

は、津波が到達し、防潮堤の機能が失われていると、区域の広い範囲で浸水する想定が出されています。河川

氾濫による水害としては、大和川氾濫の場合、区域の東部での広い範囲で浸水する想定が示されてもいます。

住之江区役所とCERDが連携して実施する「私のぼうさいアクションプランニング講座」の第2回として「AR

（拡張現実）たいけんまちあるき」と題して、子育て世代のお母さんたちと子どもたちとともに、CERD-ARアプ

リを用いて、防災まち歩きを行いました。

１．防災まち歩きの行程
住之江区役所を出発・到着点として、住之江区東部を歩いてめぐる距離3km弱のコースでの防災まち歩き

を設定しました（図１）。区役所での事前説明として、まち歩きコース概略とCERD-ARの使用法の説明、交通

面での安全喚起を行いました。そのあと、午前10時前に出発し、2時間余りで区役所にもどる行程です。防災

まち歩きの中で、CERD-ARアプリの入ったタブレット端末やスマートフォンをもって、ルート沿いの各ポイント

を巡りました。

CERD-ARアプリには、大学にあるアプリ設定用サーバー経由で、まち歩きで示す津波浸水想定、大和川

氾濫の浸水想定、旧版の地形図画像などのGISデータを設定し、各ポイントでの災害時のハザードや災害時に

活用できる施設の地点を登録してあります。地図表示だけでなく、街の風景上にタグを表示するAR表示がで

きます。まち歩きの際、現地でタブレット端末を街の風景にかざして、得られるカメラ画像上に設定した各種

の標記がタグ表示、アニメーション、地表面に沿うGIS情報の平面表示が可能です。ハザードに近づくとア

ラームも鳴ります。

まち歩き後半では、30分以内に大和川から氾濫した氾濫水が到達するという設定で、最寄りの津波避難ビ

ルとなっている市営住宅の3階まで垂直避難する経験もしてもらいました。仮想的に設定した大和川右岸堤防
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私のぼうさいアクションプランニング講座

す。公園内には、マンホールトイレ（図１、P8、写真6）

が設置されているほか、支援物資やけが人を運ぶた

めの緊急時ヘリポートの設定もされています。園内に

設置されている自動販売機の一部は災害時支援ベン

ダーとして、災害直後に管理者が設定を変えると、そ

の中の飲料水が無償提供される機能を持っていま

す（図１、P9、写真7）。

住之江公園は広域避難場所ですが、この地域の

標高が低いので、河川氾濫や津波による浸水の際に

は機能を果たせない場合があります（図１、P10、写

真8）。災害の状況によっては、安全に避難できる場

所を適切に選択して逃げる行動が重要となります。

自宅周辺でどのような災害の時にはどこの避難場

所・指定避難所が安全なのか充分に知っておく必要

があります。

７ ） 津波避難ビルや指定避難所とサイン

津波浸水だけでなく高潮や河川氾濫の水害時に

は、垂直避難が必要となります。みなさんの地区で指

定されている小学校などの指定避難所だけでは、住

民全員を収容することはできません。このため、より

多くの住民を垂直避難できるよう公営の集合住宅や

民間のビルなどで十分な耐震性を持った3階以上の

高さのある建物を津波避難ビル・水害時避難ビルと

して指定しています（図１、P11、写真9）。大阪市の場

合、その建物の入り口に緑色のマークがありますの

で、自宅近くのこのような建物をいくつか知っておき

ましょう。小学校などの指定避難所への案内サイン

（写真10）は電柱に示されていますので、このような

電柱のサインも確認しましょう。

８ ） 住之江区役所の水防碑

みなさんが訪れる住之江区役所の建物入り口に向

かって左手の花壇には、水防碑があります（図１、

P12、写真11）。水防碑の表側には「災害は忘れたころ

にやってくる」と示されています。その裏側を見ると、

「住之江区はかつて、昭和9年（1934年）の室戸台風、

昭和25年（1950年）のジェーン台風で高潮災害を被

り、多くの人命と財産が失われた。近年こうした大水

害がほとんど見られなくなったが、人々がなお一層、

水防意識を高めてほしい」ことが記されています。こ

の碑の趣旨をみんなで確認し、防災まち歩きを終え

ることにします。

 

写真11　住之江区役所の水防碑（図1、P12）




