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まえがき 

 

災害には、常に明暗がつきものである。その堺を決めるのはいったい何か。

われわれは自然界が作り出した土地（地盤）の上に住んでいる。だから、自然

界が時折、猛威を振るい、災害が発生するのは、むしろ自然な現象である。 

しかし、自然災害が起こるような土地であっても、被害に遭い易い地盤と、

遭い難い地盤がある。自然災害に対して安全な地盤と危険な地盤とは、かなり

はっきり分かれる。 

選択の可能性があるとすれば、できるだけ安全性の高いところを選びたいと

思うのは当然である。選択の余地がなく危険地に住まざるを得ない場合にも、

それを認識したうえで住むのとそうでないのとは、災害に対する心構えに大き

な違いがある筈である。 

 

本文では、枚方市域特有の地形や地質、地盤特性から診た、大地震や大雨の

発生による災害に対する防災・減災について考えたい。いつ起きてもおかしく

ないとされる大地震による家屋や地盤災害など。また、近年の気象変動による

大雨が局地化・地域化・激甚化が増えているなか、浸水、氾濫、土砂災害など

の被害とその対策を考え直す必要性がある。これらの災害と身の安全を守るた

めの防災・減災対策についてとり挙げる。 

大地震や大雨で起こり得る災害に対して、地域住民の安全・安心の確保を目

指すには何をなすべきか。自分たちが住んでいる街の地形、地質、地盤の特徴

から安全性に対する弱点をよく知ることが大切である。 

而して、住民自身が防災・減災の意識を正しくもち、対策について事前に備

えることが、わが身の安全を守るための最善の策であると考えるからである。 

 

市域で予測される大地震や大雨被害を受け易い土地の弱点を考えるうえで、

前者では、阪神大震災で得た経験に基づき家屋の倒壊、液状化被害などの事例

を示した。後者では、低地の浸水、河川の氾濫、洪水被害。丘陵地や山地及び

崖近くの住宅地などの土砂災害事例から、その恐ろしさを正しく知ることで事

前の備えを徹底し、災害に対して安全・安心な生活ができる“まち”でありた

い。 

なお、災害事例など読者に理解し易いように、できるだけ多くの写真や解説

図を取り入れたつもりである。 

 

 自然災害の防止や軽減には、主に国や自治体で実施する防災訓練などの対策、

いわゆるハ－ド対策並びに災害時に安全な場所へ速やかに避難することなどソ
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フト対策を行うことは、車の両輪として不可欠である。 

ただし、ハ－ド対策に頼るには限界である。とくに巨大地震に対してはハー

ド対策のみで安全を確保するのは実質上無理で、多くのソフト対策に頼らざる

を得ない。 

ソフト対策で何が重要なのか、まず、安全な土地（地盤）を選ぶこと。すで

に、住居がある人たち、住居に選択の余裕が無い場合、いま住んでいる土地が

災害に対して、どういう条件下にあるかを正しく知ること、認識すること。す

なわち、どんなところが危ないのか、どの程度危ないのか、まず、自分の住ん

でいる地域の地盤状態を正しく知ることである。これは各個人が減災対策を行

ううえで必須の大切な条件である。 

 

過去の大地震や大雨による災害事例を見ても明らかなように、例えば、近年、

大雨・豪雨による土砂災害や水害の増加が目立つ。山地災害や水害は安全なと

ころと危険なところがはっきりしており、同じ住居地域でも山地災害や水害の

起きない場所もあり、被害が軽く済むところと危険性が非常に高いところとが

ある。「安全は土地を選ぶ」あるいはすでに住んでいる場合でも“住んで良い土

地あるいは住んではダメな土地”があること。その違いを正しく知ることによ

って起こり得る災害を予測し、災害の危険からわが身の安全を守ることが、「防

災・減災」「安全・安心」の確保の面で最善の策であると考える。 

 

本冊子が、近い将来、必ず起こることが予測される南海トラフ巨大地震や気

象変動による大雨・豪雨災害が、市域の地盤特性から診て、それぞれにおいて

起こり得る被害を考え、“自分の命は自分で守る”対応策の手引きになれば筆者

として幸いに思う次第である。 

 

最後に本冊子を取りまとめるにあたり、巻末に挙げている文献や防災関連機

関などのカタログから、多くの引用あるいは参考にさせていただいた。ここに

謝意を表したい。 
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Ⅰ．枚方市域の地形図と地形、地質、地盤特性 

（１）新旧地形図対比（大正 14 年、平成 14 年国土地理院：巻末に添付） 

付図－１，２は、市域のうち、三大河川である船橋川、穂谷川、天野川を中

心に淀川左岸低地、旧 1 号線（13 号線）、京阪電鉄から生駒山地の西側までの地

形図（大正 14 年［1925 年］、平成 14 年［2002 年］）を示し、この約 80 年間の

都市化への変遷を比較できるように示したものである。この二つの地形図から

見て、この間、土地の変遷、特に都市化・住宅の密集化は著しい。 

溜池や田んぼは殆ど埋め立てられ宅地化が進み、小河川は埋め戻し或いは排

水路などに整備されてきた。 

大正 14 年当時（付図－１）、田んぼや荒地であったところ、集落が所々分散

している状況が、約 80 年間を経て平成 14 年（付図－２）では、一変した様子

がよくわかる。さらに近年、住宅や高層建造物の建設など、市域は都市化へ著

しく発展し続けている。 

 

（２）地形区分と地域の特徴 

図－１は、枚方市域、四つの地形区分を示したものである。（四つの地形区分：

Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ．）。 

図－１ 平成 24 年度枚方市環境審議会資料、インタ－ネットよリ、一部加筆 

 

市域は東の生駒山地から西の淀川左岸低地に至るまで、高低差の大きい地形

や地盤特性の違いを市域中に包含している点が隣接の守口市や寝屋川市などと
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は大きく異なる特徴をもつ。 

 

第Ⅰ地区（生駒山地の延長部）は、山林の面積が大部分を占める。標高 100m

以上の生駒山地の延長部。具体的には旧津田町の氷室地区であり、とりわけ穂

谷川上流の穂谷・尊延寺両集落がある地区である。 

うち尊延部集落は標高 100～130ｍ、穂谷川上流の狭い段丘上に位置するのに

対し、穂谷集落はさらにその奥にあって、穂谷川が山地から出る谷頭地区に位

置する集落であり、その標高 150～200m の地点である。谷合いのこれら二つの

集落をとり囲んで背後には 200～300m の山地が迫っており、土砂災害の起こり

易い地盤がある。 

 

第Ⅱ地区（山麓と高位段丘面地区）は、標高 50～100m 間にある地区が第Ⅰ

地区の生駒山地地区と枚方丘陵地との斬移地区を形成する。面積的には第Ⅰ地

区よりもやや狭い。この地区の中央部を穂谷川がほぼ東西に走っている。基盤

は硬い海成の大阪層群の段丘上に穂谷川が形成した扇状地面の砂礫堆積層や生

駒山地の崩壊土砂が堆積する。山麓の崩壊し易い地盤がある。この地区は穂谷

川を堺として南北に分けると、とくに穂谷川より南側地区は、100m,50 mの等高

線から、傾斜変換線が一直線になっており、断層による崖下の崩壊土砂の堆積

面からなる。山麓の崩壊し易い地盤では土砂災害に注意が必要。この地区は傾

斜変換地域に位置するため、地下水が豊富で早くから人の居住が見られたよう

である。 

 

第Ⅲ地区（枚方市丘陵地区）は、等高線 20～50ｍ間の枚方の丘陵台地区域で、

第Ⅱ地区を枚方の高位段丘面とすると本地区の大部分は低位段丘面にあたる。

面積的には枚方市域の大部分を占め枚方丘陵地区と呼ばれ、砂礫と砂礫粘性土

層の互層で比較的安定した地盤が多いが、崩土や崖崩れの地区がみられる。 

                                                                                                                                  

第Ⅳ地区は淀川左岸低地に位置し（図‐１参照）、淀川に涵養された海抜 20 

ｍ以下で、低湿地で自然堤防、背湿地、河道跡などからなり、淀川の氾濫低地

帯であり、同河川が運搬堆積した沖積低地。古い時代には淀川の川中島であっ

た地区も含む。したがって、今日もなお、大雨による洪水で冠水する地区があ

る。この地区は、軟弱で地下水位は高く、液状化や地盤沈下し易い地盤。かっ

ては、土地利用上、水田や湿田が卓越したが、現在では、淀川の旧堤防沿いに

旧国道（13号線）が通り、くずは、渚、枚方は旧街道沿いの道路がある。 

 

これらの地形や地質から市域の特長を概略整理すると、以下のとおり。 
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第Ⅰ地区：ほぼ標高 100ｍ以上を占める生駒山地の延長部地区。土砂災害に注意。 

第Ⅱ地区：標高 50ｍから 100ｍ前後の地帯を占める山麓の崩壊地盤からなる谷

口扇状地の比較的水の多い地区。 

第Ⅲ地区：標高 20ｍ～50ｍ。市域の大部分を占める洪積層の丘陵地。 

第Ⅳ地区：標高 20ｍ以上。淀川の氾濫低地帯に広がる沖積平野地区。大雨で浸

水、洪水等が起こり易い地区。大地震では、液状化や地盤沈下に注

意。 

 

（３）地層・地質 

 本市域に分布する地層は、基盤岩（花崗岩）、大阪層群、段丘堆積層、沖積層

に大別される（図－３参照）。 

図－2 平成 24 年度枚方市環境審議会資料、インタタ－ネットより、一部加筆 

 

本市域の丘陵部、台地部や低地部では、基盤岩を被覆するように大阪層群、

段丘堆積層及び沖積層が分布している。大阪層群の露頭は主に丘陵部や台地部

で見られ、低地部では、段丘堆積層や沖積層により大阪層群が覆われている。   

本市域に分布する大阪層群は、生駒山地や交野山地の縁辺部に分布するものと、 
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枚方丘陵部に分布するものに大別される。 

さらに、生駒断層の北方延長に枚方断層が分布し、春日から北山にかけて田

口断層が、長尾丘陵の西縁丘陵沿いに交野断層が分布している としている。 

 

（４）地質断面模式図（生駒山地―沖積層、東西面） 

図－３ 枚方市域 地質模式断面図（枚方市史 第一巻による） 

 

図－３には、枚方市のほぼ東西の代表的な地質摸式断面図を示す。生駒山系

の花崗岩を基盤とし、大阪層群の地層（洪積層）が堆積する。そのうえに段丘

礫層（高位・中位・低位）が堆積し、淀川に面して沖積層が分布する。 

 

（５）河川と溜池  

 

古来、溜池の多いのは、枚方丘陵の特色。枚方市域における水田の面積の約

半分は溜池に依存し、残る半分が（第４図参照）、船橋川、穂谷川、天野川の三

河川に依存していたのが実状であったとされ、とくに船橋川、穂谷川流域には

大規模な溜池が築造されていた。 

当時、市域内におけるこの種の溜池の数は大小 200 以上に及んだとされてお

り、これらが掘削された年代は明らかでないと言われている。ただ、限られた

範囲では、1700 年代に築造されたようである。 

現国道一号線のバイパスに沿う新大池や山田池は、100 ヘクタ－ル以上の面積

をもつ大池である。そのほか多く溜池は現在では、すでに埋め立てられ造成地

として宅地化されたものが殆どで、新大池などは現在、残っている大きな溜池

のひとつである。 

 

埋め立てられた“溜池や田んぼ”の多くが宅地化されているが、懸念される

問題は、埋め立てられた跡の地盤は強度的にも弱く、したがって地震に弱い。

液状化や地盤沈下を起こし易く、宅地地盤として不十分な品質地盤が存在する

場合が多い。新たに住宅、建造物を建てる場合は、旧地形や地名、古くからの
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言い伝えなど事前の十分な調査を行い、住居などにした後のトラブル防止のた

めにも、専門家に依頼するか、適切な地盤調査を行ったうえ対処されることが

望まれる。 

 

図―４枚方市の河川と溜池分布（枚方市史 第一巻による） 
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Ⅱ． 大地震によって起こる災害 

１．地震被害と地盤の液状化 

地震が発生すると、震度５ではそれほど被害は出ないが、震度６になると、

目に見えて被害が大きくなる（添付資料－１参照）。 

木造家屋の倒壊・損壊を主とする建築物の被害、地盤の液状化、斜面の崩壊

などの地盤災害、道路・鉄道やガス・水道などのライフラインの被害が生じる

ようになる。 

震度 6 弱以上の強振動によって地盤の液状化、地盤沈下、斜面崩壊・地すべ

りなどの地盤災害が発生する。阪神・淡路大震災の事例を具体的に見てみよう。 

（１）木造家屋密集地区の被害 

  

  

写真－１ ほぼ壊滅状態となった木造家屋    写真－２ 住宅密集地区と家屋の全壊（阪神

大震災、神戸市） 

        

地盤が軟弱な場合は、地震による揺れが大きくなり、木造住宅の倒壊も当然酷

くなる。とくに、

市域の淀川左

岸低地（Ⅳ地

区）には、古い

木造住宅や戸

建や文化住宅  

と呼ばれる木         

図－５ 地盤の硬軟で揺れ方の違い              造住宅の密集地

区がかなり在り、写真－1，2 に見られるような完全倒壊の形で被害が拡大する
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恐れがある。 

図－６（左図）地盤と

地震の揺れの大きさ 

（文部科学省 研究開

発局 パンフ．による） 

 

図は岩盤と軟弱地盤

を含む地下の構造を

簡略化したもの。地震

の記録は実際に観測

された実測値。軟弱地

盤では、岩盤に比べ振

幅が約 3倍に達してお

り、揺れている時間も

長いことがわかる。   

  

（２）地盤の液状化被害事例と対策 

 地盤の液状化は、建築物やライフラインの被害に大きな影響を及ぼす。 

液状化現象は昭和 39 年 6 月１６日に発生した新潟地震の際、４階建ての鉄筋コ

ンクリ－ト造団地が横倒しになったことで有名になった（写真－3 参照）。 

 

写真－3（左）新潟地

震で液状化によって

倒れた団地 

 

また、平成７年の兵

庫県南部地震では六

甲アイランドやポ－

トアイランド等の人

工島や軟らかい砂質 

地盤、淀川河川敷な

どで大量の泥水が噴

出し、道路や家屋、淀川護岸、港湾施設も大きな打撃を受けた（写真－４，５、

６，７参照）。 
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写真－5 住宅敷地の噴砂跡 

 

 

 

 

写真－４ 液状化による噴砂跡 

 

写真－６淀川高水敷で見た液状化跡  写真－７淀川河口高潮護岸が殆ど倒壊 
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図－７ 液状化によって起こる現象模式図 

 

地震の際、地盤が液体のようになって噴砂・流動化するのが液状化現象であ

る。液状化は、地震の揺れとは違って、地震が終わっても元にはもどらず、家

屋や電柱・マンションが傾いたり、道路が亀裂や凹凸ができたり形状を変化さ

せるなど、市民生活に甚大な影響を与え、復旧にも大きなダメ－ジを及ぼす。 

 

 

（３）家屋の液状化予防対策 

①液状化が起こり易い地盤 

これまで液状化が起こった地盤は、平地、特に沖積低地や埋め立て地に集中

している。市域では、淀川の氾濫低地帯・沖積低地（図－１のⅣ地区）が地盤

の強度は弱く、地下水位は高い。液状化・地盤沈下しやすい地区と言える。こ

の地区には、団地・マンションや木造家屋が密集しており、注意が必要な地区

と言える。 

 

②液状化の予防対策 

液状化の危険性のある地盤の防災対策としては、次のような補強や対策工法

があり参考までに示す。 
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・新設建設の場合 

（ⅰ）地盤を締固める(浅層地盤改良) 

（ⅱ）地盤の地下水位を下げる（井戸による水位低下工法） 

（ⅲ）表層２，３ｍを礫層で置き換える（グラベルドレ－ン工法） 

（ⅳ）杭を打つ（杭基礎工法） 

 

・既存建設物の場合 

（ⅰ）固化剤を家屋の外側から注入する（注入固化工法） 

（ⅱ）家の外側から水抜き井戸を掘って水位を下げる（水位低下工法） 

（ⅲ）家屋の土台部分の周りを鉄板で覆って固める（地盤不飽和工法） 

などの補強対策工法（図－８参照）がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

図－８ 木造住宅（家屋）の液状化対策模式図（文献５）による） 
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（４）地盤沈下やがけ崩れ・土砂災害事例 

強い揺れが生じると、地盤が悪い場合、地盤沈下や斜面の崩壊、地すべりな

どの地盤災害が発生し多くの人が犠牲になる可能性があり、交通機関などに多

くの被害をもたらす。地震による地盤災害は強い振動を受けた地域の地形や地

質、地盤条件に大きく左右される。阪神大震災のいくつかの崩壊事例を挙げる。 

写真－8 基礎地盤が 1.2m 程沈下        写真－９ マンションに接する斜面が崩壊 

生活道路の階段が破壊、通行不能 

 

 

ｖ 

 

 

 

 

 

写真－10 崩壊部からの崩落土砂で破壊された 写真－11 造成斜面の L 型擁壁が転倒崩壊 

 

写真－10 斜面崩壊による家屋の破壊     写真－1１造成斜面 L 型擁壁が転倒、崩壊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－12 石積み擁壁が崩壊、家屋は半壊    写真－13 地すべりによる頭部の滑落崖 
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２．大地震災害と防災対策 

 

（１）地震にどうのように備えるか？ 

大地震の発生に備えて、建物や土地の安全性など、私たちの周辺にどんな危

険箇所があるかをチェックし、事前に安全対策をとっておく。建物の耐震化や

家具の転倒防止対策は、私たちの身を守る有効な手段である。 

 

①地盤は？                  

地盤が弱いと、地面が変形する液状化現象や建物の倒

壊などの被害が発生し易くなる。自分の住んでいる土地

（地形や地盤）がどんなものかを確認しておくことを薦

めたい（右図参照）。 

 

②建物は？ 

 住んでいる建物の耐震性をまず確認する。耐震診断や

改修を費用面でサポ－トする自治体も増えているので問

い合わせしてみること。また、インタ－ネットでは簡易

な耐震診断法も紹介されている。内容や方法などについ

て確認しておく（右図参照）。 

 

*ピロティとは 1 階が駐車場や玄関になっている部分のこと 

図－９ 地震によって起こる被害（一戸建の場合、ビル・マンションの場合） 

（兵庫県：人と防災未来センタ－ 防災対策パンフレットより） 
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（２）地震による土砂災害と避難時の注意点 

 規模の大きな地震が発生し、山地で起伏のある地形や風化した土砂が堆積し

ている地盤に強い地震動が作用すると、斜面崩壊や土石流が発生することがあ

る。地震による揺れは、斜面を不安定にするように作用し、大雨によって引き

起こされるより広い範囲で斜面崩壊が発生する恐れがある。 

写真－14、神戸市東灘区

岡本地区は、山地におい

て大規模宅地開発で造

成された地区である。 

阪神淡路大震災で盛土

造成地道路で、大規模崩

壊が発生した状況であ

る。 

 

 

写真－14 東灘区岡本 盛土造成地の地すべり 

 

写真－15 は、写真―14

と同じ岡本の宅地造成

地である。宅地の石積擁

壁が完全に崩壊し、家屋

も全壊に近い状況であ

った。 

 

この岡本地区は、盛土造

成部分では殆どが大き      

写真－15 東灘区岡本 盛土造成宅地石積擁壁の崩壊  な被害が起きていた。 

（写真－８～13 参照）。 

 

地震により不安定になっている斜面が、地震後の雨で崩壊がさらに進行し、

被害を大きくすることがある。 

また、造成した人工的な斜面だけでなく、自然斜面でも大きな災害を引き起

こす場合があり、斜面崩壊の影響を受けるような地形の宅地の場合は、事前の

十分な対処が必要である。 

 

大地震や大雨などの後に発生し易い土砂災害。発生すれば人命にかかわる災
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害となるので警戒が必要。土砂災害の危険箇所は多く、事前確認を薦めたい。 

 

①土砂災害は、がけ崩れ、土石流、地すべりの 3 種に大別される 

図－10 土砂災害の種類（人と防災未来センタ－：パンフ．より） 

 

②災害が起こった場合の避難の方法 

避難する時の注意点 

・基本は徒歩。 

・出火防止のための、

ガスの元栓を締め、 

電気のブレ－カ－を

切る。 

・浸水時水面下を棒

で確認。マンホ－ル

などの危険性あり。 

・歩行可能な水深は

50ｃｍ。 

図－11 避難情報と危険度（枚方寝屋川消防組合による） ・安全な道を選ぶ等。 
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（３）長周期地振動と危険性 

枚方市域にも、超高層マンションが何棟か存在する。最近問題となっている

長周期地震動と危険性について説明を加える。 

長周期地震動とは、地震による揺れの中で、比較的ゆっくりとした揺れのこ

とを言う。地震が起こると、その衝撃が地震波として震源から放射状に伝わっ

ていく。震源の断層の面積が大きいほど、周期の長い地震波が放出されるため

に、海溝型地震では 1 秒くらいの卓越した長周期の地震波を発生させる。 

建物の揺れの往復にかかる時間（秒）を「周期」とよぶ。建物にはそれぞれ

「固有周期」がある。一般に硬くつくられた建物、低い建物ほど固有周期は短

くなり、やわらかい建物、高い建物ほど固有周期は長くなる。建物の階数に 0.1

をかけると、おおよその固有周期が求められる。10 階建ての中層ビルの固有周

期は約 1 秒、30 階建ての超高層ビルは 3 秒程度になる。 

また、建物の固有振動と地震波の周期が一致すると、揺れが増幅されて徐々

に大きくなる。この現象を「共振」と呼んでいる。 

周期が 2～10 秒程度の地震動が発生すると、共振によって超高層マンション

や高層ビルなどが大きく揺れ、被害を及ぼす恐れがある。超高層ビルやマンシ

ョン最上階の揺れ幅が６ｍにも及ぶ場合があるとされ、東日本大震災の時には

震源から約 770ｋｍ離れた大阪府の咲州庁舎（地上 55 階・地下３階建て）が最

大横に 2.7m、約 10 分間ゆれ、壁や天井が壊れる被害が発生した。 

内閣府がまとめた南海トラフ巨大地震による長周期地震動の影響は想像以上

に大きい事が予測されている。軟らかい地盤など地盤の特性にもよるが大阪や

東京など超高層マンションや超高層ビルの被害が広がる恐れがある。 

長周期地震動の危険性を再認識し、事前の防災対策を怠らないよう備える。 

家具や電化製品、OA 機器、事務机などが飛んできたりする危険性は大きい。家

具などの固定化は早い目の対策が望まれる。 

図－12 短周期と長周期の場合、揺れの違い（地震調査研究所パンフ．より） 
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Ⅲ．大雨による浸水・洪水及びがけ崩れ・土砂災害 

 

（１）集中豪雨（ゲリラ豪雨）はなぜおこるか？ 

近年、局地的大雨や集中豪雨など、短時間に集中して降る大雨が増えている。

発達した積乱雲が大雨を降らせるが、原因は地球温暖化が影響している可能性

があるとも言われている。 

集中豪雨は、前線や低気圧の影響などによって積乱雲が同じ場所で次々と発

生し、雨が数時間にわたって降り続く現象を指す。 

短時間に集中して振る雨が局地的大雨（図－13 参照）。発達した積乱雲が狭い

範囲に数十ミリの総雨量となり、川が急に増水して想像されなかった災害がた

びたび発生す

る。一方の集中

豪雨は、前線や

低気圧や地形

などの影響で

積乱雲が次々

と発生し大雨

をもたらす。 

 

図－13（左図） 積

乱雲の発達と雨

の降り方（気象庁

資料による）        

 

 

平成 26 年 8 月（2014 年）の広島土砂災害は局地的豪雨、9～10 個の積乱雲が

一直線に並んだ「線状降雨帯」と呼ばれる現象が発生した。 

また、平成 27 年 9 月（2015 年）

の鬼怒川の堤防決壊を起こした原

因も「線状降雨帯」の発生による

集中豪雨であった。 

 

図－14 （左図）1 時間降水量 50ｍｍ以

上の年間発生回数（気象庁資料による）    
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図－15 大雨の気象条件と川の増水（気象庁パンフレットによる） 

 
局地的大雨、集中豪雨から身を守るためには、最新の気象条件を確認するこ

とが大切。局地的大雨・豪雨になり易い気象状況かどうか、警報や注意報は発

表されていないか、雨雲は近づいていないか等、天気の急変に備えることが必

要。 

 

 

（２）大雨を降らす地形条件 

図－16 数年に一度の猛烈な雨「淀川チャネル」（毎日新聞、2015．７．17） 

①淀川チャネル 

平成 26 年 8 月に発生した広島豪雨災害で注目された「バックビルディング現
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象」（線状降雨帯）。積乱雲が数珠つなぎに次々と発生し長時間にわたって大雨

をもたらした。近畿にも同様の現象が起き易い地域がある。淀川流域に沿って

積乱雲が次々と湧き上がり、猛烈な雨を降らせる降水帯は「淀川チャネル」と

呼ばれているそうである。 

 

②降水帯：次から次と積乱雲発生 

淀川が流れ込む大阪湾は生駒山や六甲山に囲まれている。紀伊水道から吹く

南風と、瀬戸内海から来る西風が大阪湾でぶっかると上昇気流が発生し、積乱

雲が発生し易くなる。次々と発生した積乱雲が帯状に並んだところに、北にあ

った前線が南下すると大気が不安定になり、積乱雲がさらに発達する。一つの

積乱雲が通り過ぎても後続の積乱雲が雨を降らせ大雨が数時間にわたって続く。

土砂災害や浸水被害の危険性が高まることになる。 

 

③大雨による水害（大阪管区気象台による） 

平成 24年 8月 13日夜から 14日未明にかけ京都府南部や大阪府北東部を襲っ

た豪雨は淀川チャネルによってもたらされたとみられている。大阪府枚方市で

は 14 日午前 6 時 20 分までの 1 時間洪水量が過去最高の 91ｍｍを記録、1 人死

亡。京都府宇治市でも、市役所の雨量計で午前 4 時までの 1 時間洪水量が 78mm

となり、自宅が流された２人が死亡。京都府では約 200 棟が全半壊、約 3300

棟が床上・床下浸水したとあり、大阪府でも約 2 万 3700 棟が浸水した。 

 

この時はメカニズムがやや異なり、日本の東にあった太平洋高気圧の張り出

しと、南西にあった台風との間を通って暖かい湿った空気が北上。大阪湾に流

れ込んで積乱雲群の発生は予想していたが、ここまでの発達は予想できなかっ

たようである。 

 

「淀川チャネル」が発生するのは数年に一度。前線の影響を受けやすい６～9

月が発生し易い。気象庁のホ－ムペ－ジ画像などで雨が降っている地域が帯状

になり、停滞して見える場合は要注意。屋内や避難所に退避することが勧めら

れている。 

 

（３）淀川、鬼怒川、矢部川堤防決壊・洪水事例 

淀川沿岸では過去に何度も洪水が発生し、沿岸地域に多大な被害を与えてき

た。 

淀川は 424 年（仁徳天皇 11 年）茨田堤の築堤以来、淀川左岸の決壊は記録に

残るだけで 53 回もあったと言われている。 
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ここで、“堤防決壊のメカニズム”“決壊、水害事例”についてふれる。 

 

決壊には大きく分けて 3 通りがある。 

①高い水位が長時間続いて水が堤防内

にしみこみ、堤防が弱くなって決壊する

ケ－ス。 

②速い水流によって堤防の河川側が

徐々に浸食されて決壊するケ－ス。 

③河川の水が堤防を越えてあふれ出る

ことで、堤防の市街地側が削られて決壊

するケ－ス。鬼怒川の水害は、想定を上

回る雨が降って、水位が上昇し「越水」

が原因と見られている。狭い範囲の場合

は、土嚢を積むなどの手立てがあったよ

うに思われるが、鬼怒川の場合難しかっ      

図－17 堤防決壊のメカニズム   たと言われている。 

 

・大雨による関東鬼怒川堤防決壊（平成 27 年 9 月 10 日）の事例 

                

関東から東北地

方へ北上した記

録的な豪雨は 2

日に亘り降り続

き、広範囲で河川

の氾濫による浸

水被害をもたら

した。洪水対策が

手薄な支流で堤

防の決壊や、水が

堤 防 を 越 え る       

写真－16 鬼怒川決壊と家屋の浸水（インタ－ネットによる）  「越水」が多発      

的に起きた。                        

 

・大雨による増水で決壊した北部九州矢部川堤防の事例 

平成 24 年（2012 年）7 月 14 日、北部九州豪雨で、河川決壊相次ぐ。河川氾

濫で被害が広範囲に拡大。 
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停滞する梅雨前線の影響で、九州地方は局地的な大雨となり、１時間で観測

史最大となる 101ｍｍの雨量を記録。 

「湿舌
しつぜつ

」現象、梅雨前線を刺激。福岡管区気象台は、「クラウドクラスタ－」と

九州北部の山地が原因としている。 

 

増水で決壊した矢部川の事例は、

堤防を下から崩す「浸透破壊」が起

きたとされている 

 

 

 

 

 

写真－17 大雨で増水決壊した矢部川    図－18 局地的大雨のメカニズム 

（写真―17、図－18 毎日新聞による）      

 

このように、近年の異常気象による大雨、豪雨・集中豪雨の局地化・集中化・

激甚化する水害。1 時間に 100mm どころか数日間で 1000mm に及ぶ豪雨が降

るようになっている。これまでとは違う対策が必要となる。これからは受身の

防災から、積極的な攻めの防災へ、行政、地域が一体となる質的な変化が求め

られる状況にあると考えている。 

 

①淀川堤防の決壊と洪水事例 

 枚方市域の淀川左岸地区は、生駒山系にその源を発し、淀川左岸に流れ込む、

船橋川、穂谷川、天野川、この３つの一級河川の流域から構成されている。 

流域は枚方市、交野市ほか８市にまたがり、その大部分は京阪奈丘陵と生駒
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山地からなり、かっては流域全体に棚田や溜池、湿地も多く分布していた。 

付図－１には、約 80 年前の地形図を示したが、これを見れば明らかであり、

元々田畑であった沖積層の低地帯は、現在では密集市街地に変化した。 

昭和 40 年頃からの高度経済成長を契機に、大阪府と京都府を結ぶ主要な交通

が集中している下流部から宅地開発が進み現在では上流の山地付近まで都市化

が進んでいる（付図－１、２参照）。 

 

（ⅰ）「明治 18 年の淀川大洪水」（淀川河川事務所：インタ－ネットによる） 

明治 18 年（1885 年）６月中旬から 7 月にかけて、発達した低気圧が相次い

で大阪を襲った。枚方では、6 月 17 日淀川左岸にある支流の天野川の堤防が決

壊、次いで枚方の三矢、伊加賀で淀川本流の堤防が約 182m（三十間）にも渡っ

て決壊したのを皮切りに以後淀川左岸の堤防が各所で次々と決壊。「伊加賀切

れ」と呼ばれる堤防決壊により、北河内から大阪市街まで約７万戸が浸水し、

27 万戸が被災した。 とある。 

 

（ⅱ）「大正 6 年（1917 年）の台風豪雨による淀川大洪水」（資料：淀川河川事

務所提供） 

泥海と化した淀川右岸 

大阪では 9 月 29 日午後 3 時から降り続き、翌日になっても止まらず各河川と

も急激に増水し、10 月 1 日午前 5 時、支川の芥川（高槻市）の堤防が決壊。そ 

 
図－19 大正 6 年大洪水域の一部・加筆－淀川平面図（淀川河川事務所提供） 
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の流れは、淀川右岸大塚の堤防裏に激突し、午前 8 時 40 分ついに約 200m に渡

って決壊した。付近はたちまち泥海となり、氾濫した濁水は芥川や淀川の決壊

口を広げながら下流へと進み、午後 10 時に神崎川支流・安威川の味舌
ま し た

村（摂津

市）、翌日午前 3 時には岸辺村（吹田市）、同 7 時宮下村（茨城市）など大小の

河川堤防を次々破り、濁流は大阪市西成群（西淀川区）へと押し寄せた。 

当時の被害状況は、大塚から淀川河口までの浸水区域延長は 24km に及び、

新淀川の下流部 4 箇所では、溜まった濁水を放出するために、村人によって堤

防が切開された。大阪市の惨状は、明治 18 年の洪水に匹敵するほどの甚大なも

のであった とのことである。 
 

 

枚方市域では、天野川、船橋川等が決壊（写真－18、19：淀川河川事務所提

供）、その惨状がよくわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－18 牧野村（当時）浸水の惨状      写真－19 牧野村（当時）方面浸水の惨状 

（ⅲ）昭和 40 年（1965 年）豪雨時の浸水地域（枚方市史第一巻による） 

台風 24 号。この台風は紀伊半島に接近するころから、28 年の台風 13 号と似

たコ－スをとり、前線の南下と重なったため、淀川全域にわたり、豪雨が降り

続いた。 

船橋川、穂谷川、天野川の三河川は、生駒山地の前山に源を発し、枚方丘陵

をほぼ東西に横切って淀川に注いでいる。 

いずれも平素は水の少ない涸川であるが、豪雨時には氾濫する天井川を形成

している。ただ、どの河川も流路は時代によっていくぶん変遷したものと考え

られている。 

天野川の場合、支流の前田川及び藤田川との合流点が常時の冠水地域となっ

ていた。船橋川の場合、招提集落北方の曲流点が冠水地域となっていた。穂谷

川の場合も中流の出屋敷から北折する現在の流路は極めて不自然であり、大峰 

・出屋敷間を西流するのが自然なコ－ス。これら不自然な屈折、曲流の地点は    

図に示されている（図－20 参照）。 
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図－20 昭和 40 年の浸水地域（枚方市史、第一巻による） 

近年では、内側にコンクリ－トブロックの堤防が完成している。洪水時には

荒れ川や天井川となって乱れる本市域の河川は、近年多くなってきた予想外の

局地的豪雨や集中豪雨に対応するために、今後、さらに多くなるであろう大雨・

豪雨の局所化・激甚化には被害を最小限にとどめるための新たな対応策が必要

となる。                              

 

（４）水害の発生事例と淀川堤防 

  ①水害 

 枚方市域では、これまでの災害発生は水害関係が最も多い。淀川に沿ってい

ることや生駒山地の西山麓から、主要な三川、舟橋川、穂谷側、天野川の３つ

の川や特徴的な地形的条件や地質、地盤条件に原因していると考えられる。 

 一度堤防が決壊し浸水があれば、大なり小なり人命、財産に損害が生じる。

淀川あるいは市域の河川堤防の決壊など歴史的に見て、河川堤防の度重なる決

壊や越水による浸水被害を被ってきた。 

 明治 18 年（1885 年）、淀川で未曾有の大洪水が発生。淀川堤防が次々と決壊

し、大阪市内の大半が浸水する大災害となった（前述のとおり）。これを契機に、

近代治水工事のさきがけとなり、淀川改良工事が始まり、新しい川、新淀川が
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造られた。 

 

②淀川改良工事によって新淀川が誕生 

明治 18 年の洪水をきっかけに、明治 29 年（1896 年）河川法が制定され、淀

川の洪水対策が本格化し「淀川改良工事」が行われた。 

改良前の淀川は、川幅が狭

く蛇行しており、また、低平

地である大阪の街の中心部

を流れていたため、いったん

洪水が起こるとその被害は

甚大であった。そこで、街の

中心部から離れた北側に新

しい放水路を開削し、川幅を

大きく広げて、大雨の時に大

量の水を直接的に素早く海

に流せるよう、新しい川が造  

くられた。 

図－21 淀川改良工事によって誕生した新淀川 

この守口から大阪湾までの約 16km の「新淀川」の誕生により、安全に流せ

る水の量が飛躍的に増え、大阪の街の中心部は洪水の被害が起こり難くなった。 

 

 ③近年の淀川  

 ・淀川堤防の変遷：普通堤防は土を高く積み上げ十分に締め固めて造るが、水

を通さず増水しても崩れないことが必要条件。このようにしてできた堤防も、

川の水が増えると堤防が決壊して浸水被害を引き起こす。 

 大雨や集中豪雨が降ると川の流水量が増えて洪水となる。また、緩やかな流

れのところでは、上流から運ばれてきた土砂が川底に溜まって水位が上がる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

         図－22 淀川堤防の変遷概略図 
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そこでまた堤防を高くすることになり、堤防はどんどん高くなっていった。 

図－22 には、時代を追うごとにしだいに高くなっていった淀川堤防の概略図

を示した。 

 

・淀川ス－パ－堤防 

 ス－パ－堤防は、堤防の市街地側（堤内地）に盛土をし、幅をひろげた緩や

かな台地上の堤防。そのために万が一洪水の時も大きな被害から守ることがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－23 淀川ス－パ－堤防（淀川河川事務所：インタ－ネットより） 

ス－パ－堤防上の土地を緊急時に避難空間や公園としても活用できる。また、

ス－パ－堤防は洪

水にも強く、やす

らぎのある水辺空

間を創出する。 

デメリットとし

ては、建設にあた

り、住民が一旦移

設し、盛土が行わ

れた後に住居を建

て直すなどの必要

があり、時間とコ                

 写真－20 ス－パ－堤防（枚方市出口地区）      ストが膨大となる。 
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Ⅳ． 大地震・大雨と防災・減災対策 

 

「自分の命は自分で守る！」大地震や大雨などの自然災害は、いつ・どこで

発生するか判らない。阪神・淡路大震災当時もまさか阪神地区に大きな地震が

起きると考えた人はほとんどなく、「関西では大地震は起きない」などと言う思

い込みがあった。某大学の有名な専門家でさえ大地震が起きる可能性は、確率

的に 0～2％とも言われ、大地震への備えは殆どなかった むしろ無防備の状態で

あったと言える。 

 

大災害が発生したとき、行政即ち、消防や警察、自治体職員がすぐに駆けつ

ることは現実不可能。災害発生初期に立ち向かうのは、住んでいる地域の人た

ち、“隣近所の人々、コミュニティとまさかの時の取り組み方”が大事である。

基本は自己責任であることが共通認識として理解されているか。今後、さらに

高齢化社会がすすみ一段と難しくなる。要は「いかにして自らの命を危険から

守るか」「自分たちの街をまもるか」自分の命や財産は自分で守る「自助」の意

識と「共助」の精神を一人ひとりが持ち、“災害に対して正しい知識を身につけ

ておく”ことが現時点では少なくとも必須事項である。 

 

（１）大地震と防災・減災対策 

大きな地震では、テレビが飛び、食器棚や冷蔵庫、本棚などの家具が倒れ、

倒れてきた家具や落下物の下敷きになり大怪我をしたり、避難路をふさがれた

りする（添付資料－２、３参照）。 

・事前に心がけ備えておく事項を列記する。 

① 家具類はすべて固定する。いざという場合に安全な場所を確保しておく。 

② 住宅の耐震化のすすめ。住居内の安全な場所、寝室など一部を強固にする

考え方。例えば「耐震シェルタ－」を用意する。 

③ わが家の安全性をチェックする。建てられた年代、昭和 56 年に建築基準法

が改正され、耐震基準が強化された。それ以前の建築物は特に注意が必要。 

④ その土地の過去の災害履歴や古い言い伝え、地名などから土地の特徴をチ

ェックする。 

⑤ 地盤をよく調べる。地震のときには、地盤が軟弱であるほど大きく揺れる

（図－5、６参照）。軟弱地盤や埋め立て地、低湿地、造成で盛土された土

地は液状化や変形、すべり崩壊などが起こり易く被害は大きい、要注意地

盤である。 

⑥ 建物の基礎のチェック。基礎は建物と一体となって揺れに抵抗する。軟弱

地盤の場合、杭基礎は基礎地盤にしっかりと支持されているかなど。 
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⑦ 山麓部やがけ地に近接している場合など土砂崩壊に十分注意しておく（写

真－8～11 参照）。 

 

・大地震への備え？・・あなたならどうする？ 

阪神・淡路大震災では都市型震災の教訓を学び、東日本大震災では、巨大地

震、津波、原発事故の「複合災害」で、災害の常識を変え新たな教訓が得られ

た。    

近年、地殻変動の活動期に入ったと言われ、震度７の想定地域も拡大。また、

「いつ起きるか」はわからないにしても地震災害に対する意識を改めることや

備えには早い目の取り組みを薦めたい。 

 

「いつ起きてもおかしくない」とされる巨大地震に対し、生き延びる対処法は？ 

・大地震が起きたらどうするか、常に考えておかなければならない。体験した

ことや普段考えていることは、咄嗟の場合にも行動に移しやすい。 

 

次の四つの質問：あなたならどう答えるか。 

①震度７の大地震を生き残ることができるか？ 

②大地震に遭遇して慌てないため、普段どんな心構えや具体的な準備をしているか？ 

③地下鉄乗車中、デパ－トで買い物中、職場で仕事中、自宅で就寝中に大地震に遭遇した

場合、どのように行動できるか？ 

④普段から持ち歩いている防災用品はあるか？ 

 

答え：基本的な日ごろの備え。 

①について：一概には言えないが、「常に今、来たら」を想定、意識をもつ。 

②について：慌てないこと。その土地・地盤で想定される大地震の怖さ予想し、

起こり得る被害を事前に想定しておく。日常行動のいかなる場面で「今。大

きな震動に見舞われたら、どうする？」と常にシミュレ－ションするように

心がける。自宅では、家具や食器棚などの転倒防止など最低限のことは実施

しておく。 

③について：・地下鉄の止まるのを待つ。揺れの程度で地上の状況を判断する。

地下には長時間滞在しない。車掌の指示が正しいかどうかの判断が大切。・落

下物、倒壊物から避ける咄嗟の判断が必要。避難経路など指示を聞く。・慌て

ず揺れの状況によって判断。・職場の状況で異なるが、時間帯、場面等の状況

を見極め避難或いは行動する。 

④について：携帯電話、呼子笛、携帯食や水は最小限携帯しておく。 
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（２）大雨と防災・減災対策（添付資料－４，５，６参照） 

局地化、激甚化する豪雨と水害。平成 26 年 8 月に広島で局地的に発生した豪

雨では、積乱雲が連続して発生するバックビルディング現象（線状降雨帯）が

起きた。広島市北部に大規模な土砂災害をもたらした集中豪雨。これについて

気象庁は、長さ約 100km にわたって積乱雲が 4 時間で 25 個も発生。同じ場所

で積乱雲が次々と生じる現象が起きたとされている。75 人に及ぶ人的被害に及

んだ。 

このような事例のように豪雨の影響による土砂災害は、突発的に起ることが

多く（もちろん、素因があるが）、瞬く間に大惨事を引き起こす。 

 

また、平成 27 年 8 月、関東・東北豪雨が発生。茨城県鬼怒川や宮城県渋井川

で堤防が決壊し、住宅地が広範囲で浸水し、稀に見る大きな被害が発生した。 

 

局地的大雨では、積乱雲（雷雲）によって急に強い雨が降り、降った雨が低

い場所に一気に流れ込むため、総雨量が少なくても、十数分で甚大な被害が発

生する場合がある。平成 20 年 7 月 28 日、神戸市灘区の都賀川が急激に増水し、

河川内の親水公園にいた子供たちが流され、5 人が亡くなった。 

 

過去にどのような災害が起きたのか住民に周知しておくことが必要。その上

で有事に際し、避難行動を促すソフト面の整備に力を入れる事も必要となる。 

住民は自分が住む地域の河川で起きた災害を知っておくことによって、“どこ 

が危険か、どこが安全か”を理解し把握しておく（添付資料－５、６参照）。 

 

近年の気象変動によって「想定外の大雨」が起こり得ることを認識し備えは

しっかりしておく。また、「堤防は壊れる」という前提をもっておくことも重要。

これからは新しい災害対策を考える時期なのかもしれない。 

 

・「枚方市では、突然の大雨に備えて」と 題したパンフレットを作成。下記の

ような注意を促している。 

「被害を最小限にするためのポイント」の“まとめ”。 

①大雨に対する備えのチェックリスト 

・普段から、こまめに気象情報をチェックする。 

・自分が住んでいる地域にはどのような危険があるのか、防災マップ（枚方

市防災マップ参照）などで確認する。 

・万が一の浸水に備え、近所に避難できるような高い建物があるか確認する。 

・非常用品の準備をする。 
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・過去に浸水があった地域は、土のうなどの準備をする。 

 ・水の流れをスム－ズにするため、側溝や排水路などの掃除を行う。 

 ・雨どいの継ぎ目にはずれがないか、土砂や落ち葉で詰まっていないか。 

 

②大雨が降ってきたときは・・・（図－24 参照） 

 ・水位が急激に上が

るおそれがある。河川

や水路などには近づ

かないこと。 

 ・住宅が床上浸水し

始めたときは、慌てず

に２階などの高い所                              

図－24 大雨に備えて（気象庁パンフレットより）    へ一時避難すること。 

 

・地下は、大雨によって浸水し、危険な状態になることがある。大雨が降っ

てきた時は、すぐに地上に（できれば２階より上の階）に上がること。 

 ・崖の近くなどでは土砂災害が起こる危険性がある。土砂災害のエネルギ－

は強く、住宅などに壊滅的な打撃を与える。身の安全を図るために、早め

の避難を心がけること。 

・局地的大雨や集中豪雨は、いつどこで発生するかをあらかじめ予測するこ

とは難しい。常に最新の気象情報を確認する。                  

また、避難勧告などが発令されていないか注意すること。 

  

◎ 災害、減災キ－ワ－ド：・災害は「いつ」「どこで」起こるか予測は難しい。 

・災害では身の安全を優先する。・災害を生き抜くためには過去の事例をよ

く調べる。・災害の恐ろしさを正しく知る。・「まさか」を常に想定してお

く。・十分な事前の備えに心がける。 
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あとがき 

  

本冊子の内容は専門家のためではなく、地域住民を対象にとの思いでまとめ

ている。 

被害の大小は地形や地盤特性に影響されやすい。その地域に起き易い災害が

あることから、住んでいる土地（地盤）がどんなところか、どのような特性が

あり、どのような被害が発生するか。災害事例などから診て、身の安全を守る

ための防災・減災への取り組み方に関して取り挙げている。 

どのようなところで、どのような被害が発生するか、過去の災害事例や災害

の一般的な知識に関しても、各防災研究機関のパンフレットから引用して、十

分とは言えないが理解を深めてもらえるよう努めたつもりである。 

さらに、自分が住んでいる土地（地盤）の特性や成り立ちを知ることを薦め

たい。 

古い地形図・新しい地形図（付図－１，２巻末添付）から診ても判るように、

近年では都市化が一段と進んでいるなか、大地震や大雨による災害が発生した

場合、被害の多様化が予測され、しかも想定外の被害が発生する可能性が高い。

予測し得る十分な備えが減災対策として大切であることを強調したい。 

 

近年、地震や水害など大規模な自然災害が増え、行政の取り組み方、住民の

災害に対する認識にも大きな変化が現れてきたと考えている。とくに阪神大震

災や東日本大震災を経験し多くの教訓が得られている。これらの教訓から、最

近では自治体などで「ハザ－ドマップ」が作成されるようになり、住んでいる

地域の危険度を知ることが容易になり、さらに、住民が住んでいる土地の安全

性についても感心が相当変化してきたたように思われる。 

 

一方、災害を生き抜くためには、過去の事例をよく知り、「いざ」というとき

の情報の確認と緊急時の判断には普段の訓練と日ごろの備えが役に立つ。その

うえで、安全なところへいち早く逃げる、安全なところに避難することが被害

を少なくすることにもなり、“身の安全を守る”ことになる。 

なお、身の安全を守るには、季節や時間帯、就寝中や仕事中など、その場面

に応じてどう行動すべきか、日ごろのシミュレ－ションが咄嗟の場合の助けに

なることを自覚しておかなければならない。 

 

なお、本冊子では、市域の“安全な地盤と危険な地盤”についての線引きを

明確にしていないが、枚方市防災マップ（平成 27 年保存版）には、「洪水ハザ

－ドマップ」並びに「内水・土砂災害ハザ－ドマップ」が詳しく明示されてい
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る。参照されたい。 

 

本冊子が地域住民の防災・減災に対して正しい知識、且つ基礎的な情報とし

て少しでも役に立つことを期待している。 

 

2016 年 4 月     木 下 哲 生 
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添付資料 

“大地震災害にどのように備えるか”“大雨災害にどのように備える

か”本冊子では、枚方市域で起こり得る“大地震や大雨による災害”

に対して、「被害の恐ろしさを正しく知る」こと。並びに『自分の命

は自分で守る』と言う原則をより理解し易いように、且つ防災・減

災対策のガイドの一つとして考えるための主な基礎資料・準備資料

を選び参考までに添付した。 

 大地震減災対策 

添付資料１：震度と揺れの状況（概要） 

 

添付資料２：地震が起きたらどうする？ 

 

添付資料３：家具の転倒・落下を防止しよう 

 

大雨減災対策 

     添付資料４： 自然の脅威、風水害対策 

 

添付資料５： 危険な場所を覚えておこう！ 

 

添付資料６： 危険は急激に迫ってくる！ 
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添付資料－１ 

気象庁     震度階級の解説表が新しく改定された（H21.3.31） 
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添付資料－２ 

 

兵庫県 人と防災未来センタ－ （パンフレットによる） 
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添付資料－３ 

 

兵庫県 人と防災未来センタ－  （パンフレットによる） 
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添付資料－４ 

 

 

兵庫県 人と未来防災センタ－  （パンフレットによる） 
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添付資料－５ 

 

 

兵庫県 人と防災未来センタ－  （パンフレットによる） 
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添付資料－６ 

 

兵庫県 人と防災未来センター （パンフレットによる） 
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大地震や大雨災害から身を守る 

安全な地盤・危険な地盤 
－枚方市域の地形、地質、地盤から診た防災・減災対策－  
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（略称）NAPサポ－トセンタ－  大阪事務所・神戸事務所・滋賀事務所 

http://www.hi.zaq.ne.jp/nap-support/ 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////// 

お問い合わせは下記へ 

大阪事務所：０９０－４７６４－５５５７ (nap-kinoshita@nifty.com) 

神戸事務所：０９０－２３５０－７５８８（nap-kobe@hi-net.zaq.ne.jp） 

  滋賀事務所：０９０－９６９２－２５２３ (m_musakusan@ivory.plala.or.jp) 

    会員募集：入会ご希望の方を歓迎します。年会費：個人会費 6000円、賛助会員 30000円 
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