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新大阪駅周辺地区帰宅困難者対策事業

都市防災教育研究センター（CERD）  副所長（地域貢献担当）　生田 英輔

大阪市淀川区役所 市民協働課

去る10月7日に東京・埼玉などで最大震度5強の地震がありました。主要
ターミナル駅では、公共交通機関の停止によって、屋外に滞留する「行き
場のない人（帰宅困難者）」が路上に溢れ、代替交通手段に人が殺到する
など、大きな混乱が生じました。
淀川区・東淀川区に跨る新大阪駅やその周辺駅でも、オフィス、ホテル、
商業施設等が集積しており、日常的生活者だけでなく、観光客も多く利用
しているため、災害時の混乱の危険性が高いものとなっています。
こうした災害時の大混乱を防止するため、平成27年度に、新大阪駅周辺
の地域・事業者が集まって「新大阪周辺地区帰宅困難者対策協議会」が
発足しました。
協議会では、災害時に①「事業所等での一斉帰宅の抑制」（自助）の対
応を基本とし、②「屋外に滞留する帰宅困難者への支援を行う」（共助）、
という基本的な考え方のもとに、「エリア防災計画」を定め、これに基づき、
平常時に一斉帰宅抑制の広報啓発活動や発災時を想定した実地訓練を
行うなど様 な々活動を実施してきました。
これまでの活動により、新大阪駅近くに、①情報提供拠点（屋外滞留者
等を一時的に退避させ、区対策本部等からの情報を提供する施設）、②一
時滞在スペース（帰宅が可能になるまで、待機場所がない帰宅困難者を一

2020年度に大阪市消防局予防部と生田CERD副所長の研究室が連携して、
2005年から2019年までの15年間の火災の記録を活用し、近年の火災の詳細を
分析しました。
初めに、年別、月別、曜日別、時間帯別、焼損面積、火災種別、出火原因別、用

途地域別、建物用途別などで集計しました。次に、大阪市24区の24署に水上消
防署を加えた25署別に分析し、署別の火災の件数、住宅火災件数、住宅用途、
建物用途、建物構造を明らかにしました。各管轄署における火災予防指導等の
基礎データとなる、成果が得られました。
大阪市には防災面や住環境面で課題の多い密集住宅市街地が指定されて

います。密集住宅市街地のうち「防災性向上重点地区（アクションエリア）」とア
クションエリア以外では、出火原因や死者数でも違いがあり、アクションエリア
の火災リスクの高さを明らかにしました。
従来から指摘されていた放火を原因とする火災の減少は大阪市においても

顕著でしたが、放火の次に多い原因であるたばこは下げ止まり傾向であること
がわかりました。このたばこ原因火災に注目し、管轄署別に分析し、たばこ火災
のリスクの高い地域を明らかにしました。同様に放火火災も分析し、リスクの高
い地域を明らかにしました。さらに、放火と防犯カメラや空き家との関係も分析
し、社会情勢の変化からも火災件数の減少要因を考察しました。
最後に、火災による人的被害の抑止を目指し、人的被害の詳細の分析も進め

ました。人的被害では高齢者のリスクの高さが目立ち、出火原因、居住形態、避

大阪市消防局との連携による火災の分析
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難行動などから詳細な人的被害の発生状況が明らかになりました。現在、設置
が義務付けられている住宅用火災警報器の有効性も確認され、今後の火災予
防施策に有用な知見が得られました。
研究の成果は報告書として取りまとめ、大阪市消防局、各消防署、関係機関

へ配布されるとともに、大阪市消防局ホームページでも公開されています。

時的に受け入れる施設）の設置が
決まるなど、地道な成果をあげて
きています。
通信手段の急速な進展により、
情報発信のあり方など課題も山
積みですが、淀川区も東淀川区と
一致協力して協議会の活動を支
援し、防災・減災の実現を図りた
いと考えています。



「淀川区新東三国地域の地区防災計画策定」
都市防災のシチズンサイエンス　vol.18

都市防災教育研究センター（CERD）副所長（地域貢献担当）　生田 英輔／コーディネータ　増田 裕子

　新東三国地域の特徴

地域は、2020年度に地区防災計画の策定を目指し、地区防災計画学会のモデ
ル地区に応募しました。策定にあたっては、一年を通して生活科学研究科生田
研究室がサポートしました。地域の多様な主体の連合体である新東三国地域
活動協議会が策定の中心となり、都市域の特性を踏まえた防災訓練、集合住宅
との連携、小学校との連携などを企画・実践しました。

都市域は住民の流動性が高く、地域コミュニティの活動が限定的となる地域
も多いです。しかしながら、都市は建物や住宅が密集し、人口密度が高く、通
勤・通学者などの昼間人口も多いという特徴もあります。これらの特徴は日常
時は都市の利便性と活力につながるものの、ひとたび災害が起きれば、多様な
リスクの要因となります。このような都市域の特性を持ちながらも、地域コミュ
ニティが主体的・自発的な地域防災活動を進めている大阪市淀川区新東三国

新東三国地域は、最寄駅が大阪メトロ御堂筋線東三国駅とJR京都線東淀川
駅であり、新大阪駅まで徒歩20分以内、大阪空港に45分以内で行くこともでき
る交通の便の良い地域です。地域内に大型スーパーやホームセンターがあり、
病院・クリニック・介護サービス事業者も近隣に多数あることで、単身サラリー
マンにも、独居高齢者にも住みやすい地域です。
2015年国勢調査によると新東三国地域の人口は10,016人、世帯数は5,473世
帯で大阪市平均をやや上回り、昼夜間人口比率は62.3％で、昼間は市内中心部
等へ通勤している住民が多いです。15歳未満人口率は9％で大阪市平均より低
く、ファミリー世帯は少なく、65歳以上人口率は19％で市平均を下回ります。5年
未満居住の住民はおよそ四分の一です。2010年国勢調査によると住宅総数は
5,556戸と大阪市平均より多く、一戸建率は5.7％で、地域内のほとんどの住宅が

集合住宅です。新東三国地域はワンルームマンションを含む集合住宅が典型的
な居住形態で、住民の転出入が多いため居住年数の短い単身者が多く、子ども
は少ない地域であるといえます。
大阪市が公表している新東三国地域で想定される災害リスクは震災リスクと水
害リスクに大別されます。震災リスクでは地域の直近を通る上町断層帯による地
震の予想震度が6強、東南海・南海地震が震度5強で津波浸水想定無し、南海トラ
フ巨大地震が震度6弱で津波浸水想定無し、地域の一部に液状化が極めて発生
しやすいエリアがあるという状況です。水害リスクに関しては新東三国地域に隣
接する一級河川神崎川が氾濫した場合の浸水想定が0～3.0mの範囲、新東三国
地域からおよそ2㎞の一級河川淀川が氾濫した場合の浸水想定が0～3.0mの範
囲、内水氾濫は想定無し、高潮氾濫の想定が0～5.0mの範囲となっています。

　新東三国地域の特徴と防災活動のあゆみ

新東三国地域には11の町会があり、このうち3町会は戸建住宅主体、1町会は
商業施設とワンルームマンション主体、1町会はUR都市機構の集合住宅、3町会
は公営の集合住宅、3町会はそれぞれ単独の民間集合住宅と多様な構成です。
町会ごとの加入率は10％程度から100％以上と差が大きく、地域全体の町会加
入率が60%程度と低下傾向であることの背景には、駅前となる新御堂筋沿いの
町会エリアはその多くが住宅地から商業地に変わり、居住形態のほとんどがワ
ンルームマンションになっている点があげられます。このような都市域ならでは
の地域課題はあるものの、住民とボランティア団体、NPO、学校、企業等を含め
た多様な主体が関わることのできる組織である新東三国地域活動協議会が
2013年に設立されました。2021年現在、新東三国地域活動協議会には11の町
会、自治会以外に、女性部、青少年指導員委員会、青少年福祉委員会、地域防災
リーダー、地区防犯会、地区民生委員会、保護司会、体育厚生協会、子ども会、中

学校、小学校、中学校PTA、小学校PTAが参画していて、地区防災計画はこれ
らの多様な地域活動と多様な主体を繋ぐ役割も担っています。
大阪市では2015年から市内の多くの地域で地区の防災に関する計画が策定
されました。しかしながら、この計画は必ずしも住民が主体的・自発的に策定し
たものではなく、策定された計画を地域住民が積極的に活用できていないこと
もありました。そこで、新東三国地域活動協議会のメンバーで協議した結果、ま
ずは住民の自助力をつけることを目的とした「いのちを守る自助マニュアル」を
策定し、2017年に全戸に配布しました。
さらに、住民が地区の災害リスクを知り、どのように備えなければいけないのかを
考え、行動することを目的として新東三国地域活動協議会では2019年から2020年に
かけて「新東三国地域の災害リスク」「新東三国地域の現状と災害と防災に関する取
り組み」を作成し、2020年2月以降、地区行事などで多くの住民に周知しました。

　ICTの活用

新型コロナウイルス感染症の影響で大人数で集まることができない中、避難
所開設ガイドラインコロナ禍版の実践、予想される在宅避難者を把握するため
の計画を実践する事を目的にICTを活用した訓練等を実施しました。

《マッピングウォーク（2020年9月）》
町会役員を中心に町会内の看板、空家、ブロック等の危険箇所の写真を撮影
し、地図に記録、町会間で共有するマッピングウォークを実施しました。各町会
の災害時の危険箇所をGoogleマイマップに集約し、写真を自主防災組織メン
バーのグループLINEで町会ごとのアルバムに残すことで地域の課題を可視化・

共有しました。

マッピングウォーク

《まちなか安否確認訓練（2020年10月）》
訓練より数週間前に町会加入世帯へ配
布しておいた黄色タオルを住民がベランダ
や玄関などの外から見えやすい場所に掲示
し、町会内のタオル掲示状況を町会役員が
スマートフォンで撮影し、地域本部へメッセ
ンジャーアプリで写真を送信する“集まら
ない”訓練を行いました。地域本部では各
町会からの情報の集約、写真の印刷とタオ
ル掲示状況の集計を行いました。地域全体
では 3,324世帯中806世帯（24.2%）でタオ
ルが確認できました。町会ごとの確認率は、
最低は1.5%、最高は80.6%でしたが、確認率が高い町会ほど本部への報告に時
間を要するなど、本訓練を通じて町会ごとの災害時の安否確認に関する課題が
明らかになりました。

《コロナ禍における避難所開設及び運営訓練（2021年2月）》
LINE × Googleマイマップ × Microsoft Teams を活用し、町会対策本部→
地域対策本部→区対策本部の連携をMCA無線以外の手法でも試みる訓練を

行いました。災害時に迅速に情報を共有できるよう団体運営委員会兼自主防災
組織のメンバーによるグループLINEは平時の連絡・情報共有等にも活用し、ま
ちで気になる事象を現在も共有しているとのことです。2021年7月に発生した地
域周辺の強盗事件の際には翌朝のグループLINEの呼びかけにより、団体の枠
を超えたメンバーで児童の帰宅時から夜にかけてパトロールしました。
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　地区防災計画の完成

地区防災計画の構成は5項目で、①基本となる地域特性や地域組織、②災害
前の備え、③災害発生時の対応、④計画の継続・運用、⑤小学校との連携です。
①では地区防災計画の基本的な解説と新東三国地域の地区防災計画の方
針を明示し、自然災害の特性、地域の基礎データ、地域の災害リスクと避難施
設等、人口等のデータ、地域活動協議会の解説、防災における役割分担が記載
されています。
②では、住宅内の安全対策として家具転倒防止、住宅外の安全対策として避
難所・避難場所・避難ビルの一覧、情報入手先・連絡先、備蓄、防災教育・防災訓
練が記載されています。
③では、災害発生直後の行動が地震（津波あり・なし）と水害が記載されてい
ますが、とくに水害に関しては気象情報、警戒レベル、タイムラインといった近年
重視されている水害対策に重点が置かれています。また、自助・近助・共助・公助
の役割分担、要配慮者関連も記載されています。避難所関連は多くのページが
割かれ、地域住民が主体となって避難所を運営するため、開設のフローや運営委

員会の役割が掲載されています。さらに、避難所運営のルールとして、閉鎖目安、
登録、物資配布方針、消灯時間、トイレ管理、防犯、飲酒、ペット、ごみ出し等の
ルールが記載されており、避難所で発生しやすいトラブル等をできるだけ防止す
る意図があります。加えて、コロナ禍対応として、マ
スク、換気、衛生、食事、就寝スペース等の注意点も
十分に記載されており、本地区防災計画は災害時
には必携となるような内容となりました。生活再建
支援も記載され、広く地域の住民が本地区防災計
画を読み込むことで、円滑な復旧・復興へつながる
と考えられます。さらに、策定から3年後、5年後ま
でに取り組む目標が記載されており、継続的な計
画の検証、改定の体制も明確にされています。
60頁におよぶ地区防災計画は地域活動協議会の
構成団体および行政機関などへ配布されました。

　小学校との連携

地域内にある新東三国小学校の5年生の社会科特別授業「自然災害を防ぐ」
において、「小学生地区防災計画」の策定を目指した授業を企画しました。将来
の地域活動の担い手となる小学生の段階から、自助・共助・公助の役割分担や
地域コミュニティの価値を理解してもらうことが目標です。
授業自体は2コマで設定し、地域、小学校、大阪市立大学が合同で授業内容
を企画しました。授業の流れは、1コマ目は講義形式で災害時の自助・共助・公
助を学び、2コマ目までの間に調べ学習を進め、2コマ目ではそれぞれのチーム
から災害対策で何ができるのかを発表してもらいました。
発表会での主な内容は、「①校内の危険箇所」を担当した共助（避難所）チー
ムは、主に避難所開設運営について、校内の危険箇所のチェックと、対策の様子
を確認した危険箇所マップを作成し、発表しました。「②家具固定・備蓄」を担当
した自助（自分）チームは、自助の家庭内の家具・備蓄について、自分はどう備え
るのか、家族でどうするのかを話し合ったことを発表しました。「③家族防災会
議」を担当した自助（家族）チームは、自然災害から身を守るため災害時の家族
の役割分担、家族会議の内容を発表しました。「④平時の地域の取り組み」を担

当した共助（信頼の大切さ）チームは、主に共助について、平時に信頼関係を構
築するため、現在実施している「あいさつ週間」の継続を強調しました。「⑤災害
時の地域の取り組み」を担当した共助（防災訓練）チームは、もっと住民が参加し
たくなるような魅力的な防災訓練の企画提案を発表しました。「⑥行政の取り組
み」を担当した公助チームは、校区内にある身近な公助である「消防ポンプ収納
庫と備蓄倉庫」について実際に見
て感じたことを発表しました。
地区防災計画にこれらの発表
成果を盛り込み、未来の地域を担
う人材を地域全体で育成すること
も、地域防災活動の大きな目標で
あることを明示しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で大人数で集まることができない中、避難
所開設ガイドラインコロナ禍版の実践、予想される在宅避難者を把握するため
の計画を実践する事を目的にICTを活用した訓練等を実施しました。
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ンジャーアプリで写真を送信する“集まら
ない”訓練を行いました。地域本部では各
町会からの情報の集約、写真の印刷とタオ
ル掲示状況の集計を行いました。地域全体
では 3,324世帯中806世帯（24.2%）でタオ
ルが確認できました。町会ごとの確認率は、
最低は1.5%、最高は80.6%でしたが、確認率が高い町会ほど本部への報告に時
間を要するなど、本訓練を通じて町会ごとの災害時の安否確認に関する課題が
明らかになりました。

《コロナ禍における避難所開設及び運営訓練（2021年2月）》
LINE × Googleマイマップ × Microsoft Teams を活用し、町会対策本部→
地域対策本部→区対策本部の連携をMCA無線以外の手法でも試みる訓練を

小学校社会科特別授業

地区防災計画表紙

行いました。災害時に迅速に情報を共有できるよう団体運営委員会兼自主防災
組織のメンバーによるグループLINEは平時の連絡・情報共有等にも活用し、ま
ちで気になる事象を現在も共有しているとのことです。2021年7月に発生した地
域周辺の強盗事件の際には翌朝のグループLINEの呼びかけにより、団体の枠
を超えたメンバーで児童の帰宅時から夜にかけてパトロールしました。
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市大 CERD

CERDの活動・お問合せは下記よりアクセスください

大阪市立大学
都市防災教育研究センター

「淀川大塚切れ」と「わざと切れ」
1885年（明治18年）の淀川大洪水（伊加賀切れ）
を契機に淀川の河川改修事業が進められ、14年間
の工事が完成していました。ところが、台風通過に
よる雨で、1917年（大正6年）10月1日、淀川支流の芥
川が決壊、その後、高槻市大塚の淀川堤防が約
200mにわたって決壊し、大水害となりました。神崎
川、山田川、安威川などの決壊も加わり、氾濫した
水は高槻市から20km余り下流の西淀川区にまで
達し、被害家屋は15,500戸におよびました。最下流
域にある西淀川区姫島・福では、改修されて数年の
新淀川堤防を大阪府知事の許可を待たずに切断し

ました。堤防を氾濫水の排水のために人為的に切る
ことは「わざと切れ」と呼ばれ、排水ポンプ場のない
時代のやむを得ない処置であったのです。西淀川
区での堤防切断は効果を発揮しました。しかし、こ
の水害では、地形や氾濫状況を充分確認せず切断
された他地区の堤防箇所もあり、逆に氾濫を広げる
に至った場合もあるようです。高槻市大塚町の現在
の淀川堤防に建つ「洪水記念碑」には「安楽に暮ら
していても、危機のあることを絶対に忘れてはなら
ない」と刻まれています。

防災ミュージアム

防災士養成講座と資格取得試験を実施しました
防災士資格取得については対面での研修が義務
付けられているため、昨年度は新型コロナウイルス
感染症の影響で残念ながら中止となってしまいまし
たが、今年度は感染予防対策をしっかりと行い、7
月3日（土）・4日（日）の2日間で防災士養成講座を実
施しました。
今年度からは大阪市すべての区（24区）を対象に
受講生を募り、本学の学生23名を含む166名と多く
の方が受講しました。受講生には大阪市危機管理
室や区役所の職員、CERDが連携する堺市にお住
まいの方も含まれています。

講座は、テキスト「防災士教本」に沿って、地震や風
水害、土砂災害などの基礎知識に加え、災害時のボ
ランティア活動や医療といった幅広い内容について
学ぶ構成となっています。講師はCERDの教員に加
え、大阪市危機管理室、大阪市北区社会福祉協議会
にもご協力いただきました。
10月17日（日）には本学を会場に防災士資格取得
試験が実施され、受講生のみなさんは少し緊張し
た面持ちで試験に臨んでいる様子でした。防災士
資格を取得した後は、地域やコミュニティの防災活
動を先導する人材となることを期待しています。

地域貢献

コミュニティ防災人材育成プログラムを実施しました
住吉・東住吉・西成区の防災士チームと淀川区の
多様なコミュニティに所属する方々を対象に、CERD
が昨年から取り組んでいるJST事業「コミュニティ防
災人材育成システムの全国展開に向けた実証プロ
ジェクト」の人材育成プログラムを実施しました。
プログラムは、それぞれのコミュニティについて3日
間にわたって実施しました。コミュニティ防災人材の
基礎講座、ARアプリを活用した防災まち歩き、ゲー
ムで学ぶ最適な災害対応など、参加した方がコミュ
ニティ防災人材となるための基本を学べる構成に
なっています。参加者が自分の住む地域や所属する

コミュニティの位置する地域について調べ、実際に
防災アクションを起こせるように防災まち歩きのモ
デルルート作成や防災アクションのスケジュール作成
などの課題にも取り組みました。
今後は、人と人、人とコミュニティ、さらにコミュニ
ティ同士をつなぐコミュニティ防災人材として活躍で
きる力を身につけるため、より専門的にファシリテー
ション技術や情報に関する技術、コミュニティマネジ
メントについての実習も含むプログラムも実施し、今
回の修了者にも参加していただく予定です。

コミュニティ防災教育 

活動報告　－災害知の共有を目指して－
第8回都市防災研究シンポジウム 2021年11月6日（土）
発表論文
「2004年インド洋大津波後の海浜地形の回復過程 ～タイ国・カオラック北部，ナムケム・パカラン岬の例～」
「PRTRのすそ切り以下排出量データを用いた大阪府下の各市区における小規模事業者からの化学物質排出量の推計」
「土砂災害時の点群データ活用と地形画像診断の提案 ～2021年7月熱海土石流災害を例として～」
「社会福祉施設へのコンフリクトの実態」
「COVID-19に伴う外出制限による心理的影響の検討」
「避難所開設訓練時における身体的負担度の評価」
「住家被害認定調査業務を対象とした災害対応実行計画策定支援ツールの開発」
「大阪府内市町の洪水ハザードマップにおける浸水深配色パターンの類型化」
「小学校高学年を対象としたコンピュータゲームを活用した室内安全教育プログラムの検討」
「効率的な災害対応を実現するための意思決定手法の検討」
「予測の不確実性が考慮された仮想台風シナリオを用いた防災訓練教材の構築と改善に向けた評価」
「東日本大震災 福島原発事故等に伴う広域避難者に対する支援のあり方に関する考察」

都市防災研究

淀川区のワークショップ
9月11日（土）

防災士チームの振り返り会
9月25日（土）

防災士資格取得試験 オリエンテーションの様子

会場の様子（当日は会場+オンライン開催）

「わざと切れ」を行った
西淀川区福にある
「大塚切れ洪水碑」

高槻市大塚町の現淀川堤防
「洪水記念碑」

機関リポジトリはこちらから▶

▶ 都市防災研究論文集第8巻発行しました。
大阪市立大学 学術機関リポジトリでお読
みいただけます。


