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件   名 
土砂災害防止に向けた出前講座を実施 

～地域の防災意識向上のために～ 

 

概   要 

平成 26 年も豪雨に起因する土砂災害が全国で多発し、

六甲山地でも 8 月の台風 11 号の豪雨により、約 270 箇

所におよぶ斜面崩壊を確認しました。 

六甲砂防事務所では、土砂災害の発生のしくみや対応を

事前に知っておくことが重要と考え、地域の防災意識向上

のため、出前講座に取り組みます。 

◆野外活動（1 箇所） 
第 15 回六甲砂防ウォーク〔11/29（土）〕 

◆防災訓練・イベントで土石流模型実験などを実施 

（4 箇所） 

ふれあい土木展 2014〔11/14（金）～11/15（土）：国土

交通省近畿技術事務所〕、他 3 箇所 

◆出前講座（2 団体） 

神戸市立住吉中学校出前講座〔11/18（火）：神戸市立住吉中

学校〕、他 1 箇所 

◆海外からの視察（1 団体） 

JICA 研修 現地視察〔11/19（水）：六甲砂防事務所他〕 

 

取 り 扱 い ― 

 

配 布 場 所 
近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 

兵庫県政記者クラブ 神戸市政記者クラブ 

神戸民放記者クラブ 西宮市政記者クラブ 

 

問い合わせ先 

近畿地方整備局 六甲砂防事務所 
副所長 綾木 基之 

調査課長 森東 哲郎 
TEL ０７８－８５１－０５３５（代表・夜間） 



                      平成２６年１１月１１日 

土砂災害防止に向けた出前講座を実施 
～地域の防災意識向上のために～ 

 平成 26 年も豪雨に起因する土砂災害が全国で多発し、六甲山地でも８月の台風 11

号の豪雨により、約 270 箇所におよぶ斜面崩壊を確認しました。 

六甲砂防事務所では、土砂災害の発生のしくみや対応を事前に知っておくことが重

要と考え、地域の防災意識向上のため、出前講座に取り組みます。 

１． 野外活動 

（１）六甲砂防ウォーク（第 15 回） 

地域の方々に六甲山地での砂防事業について紹介するため、六甲砂防ウォークを開

催します。今年度は、神戸電鉄谷上駅から神戸市立森林植物園を目指すＡコース（約

3km）と、新神戸駅から布引貯水池を経て森林植物園を目指すＢコース（約 5km）

の 2 コースで実施します。 

秋の六甲山地を歩きながら砂防事業の取り組みをご覧頂きます。 

日程：平成 26 年 11 月 29 日（土） 

※歩行状況により、終了時間が前後する可能性があります。 

※雨天時 30 日（日）に延期 

集合場所・当日受付時間： 

A コース：神戸電鉄谷上駅  受付 8：30～9：30 締切 

B コース：ＪＲ新神戸駅   受付 8：00～９：00 締切 

   参加費：無料 

   定員：先着 150 名 

   コース：【A コース】※小学生低学年のお子様でも歩きやすいコースです。 

神戸電鉄谷上駅→丸山えん堤→山田道→神戸市立森林植物園（約 3km） 

       【B コース】 

JR 新神戸駅→二十渉えん堤→神戸市立森林植物園（約 5km） 

内容：ウォーキング、砂防えん堤現地見学、模型実験による土石流の解説 

    申込方法：A または B コース、参加される方全員の氏名、フリガナ、性別、 

年齢、住所、電話番号、FAX 番号、これまでの参加回数、代表者の 

E メールアドレスを記入して、「はがき」「メール」「FAX」のいずれ 

かでお申し込みください。 

（代表者は名前の前に○印を付けてください。） 

    申込先：【郵便】〒651-0085 

           神戸市中央区八幡通 3-1-19-5F 

           （株）エフ・クリエイションズ内 六甲砂防ウォーク事務局 

          【MAIL】653@eff-creations.com 

       【FAX】078-291-5086 



募集期間：平成 26 年 11 月 6 日（木）～11 月 21 日（金）消印有効・先着順 

        ※ご参加いただける先着 150 名様には、代表者の方へお申込方法と 

         同じ方法（はがき・メール・FAX）で受付完了のお知らせをいたし

ます。 

    問合せ先：（株）エフ・クリエイションズ内 六甲砂防ウォーク事務局 

         TEL：078-291-5087 

         FAX：078-291-5086 

         受付時間 10：00～16：00（土・日・祝日除く） 

    主催：六甲砂防事務所 

その他：詳細は六甲砂防ウォーク Web ページ 

（http://www.eff-creations.com/rokkosabo/）をご覧下さい。 

 

平成 25 年度の実施状況 

２． 防災訓練・イベントで土石流模型実験などを実施 

六甲山地周辺などにおいて実施される下記の催しにおいて、土石流模型実験や土砂災害

に関するパネル展示などを行います。 

開催日 イベント名 会場 主催者 

11/14（金）

～11/15（土） 
ふれあい土木展 2014 

国土交通省近畿技術事務所 
国土交通省 

近畿技術事務所 
大阪府枚方市山田池北町 

11 番 1 号 

11/16（日） 
名塩地区連合自主防災会 

まちなか防災訓練 

西宮市立名塩小学校 
西宮市 

西宮市名塩 2 丁目 11-40 

11/29（土） 
平成 26 年度 

長田区総合防災訓練 

神戸市立丸山中学校 
神戸市長田区役所 

神戸市長田区大丸町 2-17-1 

12/7（日） 
箕谷防災福祉コミュニティ 

地域総合防災訓練 

神戸市立箕谷小学校 箕谷防災福祉 

コミュニティ 神戸市北区松が枝町 1-11 

※イベントそれぞれの内容については、主催者にご確認願います。 

 



平成 25 年度の実施状況 

３． 出前講座 

（１）神戸市立住吉中学校 出前講座 

中学 2 年生を対象に六甲山地で過去に発生した土砂災害の歴史と、六甲砂防事務

所による砂防の取り組みについて説明します。 

日時：平成 26 年 11 月 18 日（火） 

   13:25～、14:25～  

場所：神戸市立住吉中学校 

（神戸市東灘区住吉山手 1 丁目 11 番 1 号） 

内容：講義 

主催：神戸市立住吉中学校 

 

 

（２）神戸市グリーンパトロール員 出前講座 

神戸市のグリーンパトロール委嘱者を対象に、六甲山地で過去に発生した土砂災害

の歴史と、六甲砂防事務所による砂防の取り組みについて説明します。 

日程：平成 26 年 11 月 25 日（火） 

場所：神戸市役所（神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号） 

内容：講義 

主催：神戸市消防局 

４． 海外からの視察 

JICA〔（独）国際協力機構〕が行っている国際協力の一環として、砂防事業の説明

や土石流模型実験により六甲山地での砂防事業を紹介し、現場を視察していただきま

す。 

日程：平成 26 年 11 月 19 日(水) 

場所：六甲砂防事務所 他 

内容：事務所での説明（土石流模型実験など）、 

砂防えん堤などの現地見学 

主催：JICA 

砂防えん堤施工現場見学の様子

パネル展示の様子（オータムフェスタ 2013）
土石流模型実験の様子 
（平成 25 年度長田区総合防災訓練）

平成 25 年度の実施状況 

（住吉中学校） 


