
近畿地方整備局 

資 料 配 布 
 配布日時 

平成２２年１１月２５日

１４：００ 

 

件   名 
事業見学会『六甲砂防ウォーク』の実施

～砂防事業見学コース１０ｋｍの市民参加ウォーキング～ 

 

概   要 

六甲山の現場を歩き、砂防施設等を見学することで、参加者の方に

砂防事業の意義・目的等をご理解していただく事を目的に、事業見学

会「六甲砂防ウォーク」を実施します。 

■実施日時…１２月１２日（日）AM8:00～9:00 受付、 

順次スタート 

■対象…一般市民の方１５０名 

■集合場所…JR 住吉駅南側広場 

■コース…ＪＲ住吉駅をスタートし、鋼製スリットダム「東谷第

二・第三堰堤」工事現場、昭和４２年の水害時に大量の土石流を止

めて住吉川下流の地域を守った「五助堰堤」などをめぐり、ゴール

する行程約 10 キロ（所要時間約５時間） 

■特徴…各ポイントで堰堤・工事等の職員による説明、グリーンベ

ルト樹林整備のポイントにおいては、希望者が森づくり体験を行

う。 

 

取 り 扱 い ― 

 

配 布 場 所 
兵庫県政記者クラブ 

神戸市政記者クラブ 

 

問い合わせ先 

近畿地方整備局 六甲砂防事務所 
副所長 岩井 敏男 

調査・品質確保課長 木下 篤彦 
 電話 ０７８－８５１－０５３５（代表・夜間） 

 



１２１２月１２１２日(日)日(日)１２１２月１２１２日(日)日(日)

六甲砂防ウォーク六甲砂防ウォーク六甲砂防ウォーク六甲砂防ウォーク六甲砂防ウォーク

六甲山の晩秋を感じ『砂防』の今昔を知る！
土砂災害から人と街を守る六甲の砂防事業を体験しよう！

参加者募集！参加者募集！参加者募集！

１５０名様限定！１５０名様限定！１５０名様限定！

＜集合場所・受付時間＞

AM8:00～AM9:00

JR住吉駅南側広場集合

（順次スタート）

↓

住吉川鉄道トンネル

↓

水害記念碑

↓

東谷第二・第三堰堤工事

（工事中の鋼製スリットダム）

↓

五助堰堤

（六甲山で一番大きい砂防堰堤）

↓

打越峠

↓

風吹岩

↓

グリーンベルト樹林整備

（ご希望の方は森づくり体験が

　できます）

↓

ゴール（保久良夢ひろば）

参加参加
無料無料

約10キロ　所要時間：約５時間

　　　　区間の所要時間は目安です

※参加ご希望の方は、

参加前のご確認事項を

良くお読みの上、ＦＡＸで

お申込みください！

主催：国土交通省　六甲砂防事務所

ウォーキングコースウォーキングコースウォーキングコース

えんてい

※ゴールはPM2:00～4:00を予定

ＪＲ住吉駅

北

南側広場

集合場所

至大阪至三宮

※雨天等の場合は、１２月１９日（日）に延期します。

お問合せ先

(株)フェスタル関西内

六甲砂防ウォーク事務局

ＴＥＬ

０８９８－８１－２２２０

阪急御影駅

阪急岡本駅

JR 住吉駅

JR 摂津本山駅

WC

五助堰堤五助堰堤 風吹岩

保久良神社

森づくり
（五助の森）

森づくり
（神戸信用金庫）

森づくり
（清水建設）

森づくり
（金環協）森づくり

（カネディアンアカデミイ）

森づくり
（ほくらぐるーぷ）

金鳥山
BS

グリーンベルト樹林整備グリーンベルト樹林整備

東谷第二･第三堰堤工事東谷第二･第三堰堤工事

打越峠

WC

住吉川鉄道トンネル

水害記念碑

スタート

ゴール

約15約15分約15分

約35約35分約35分

約45約45分約45分

約45約45分約45分

約20約20分約20分

約45約45分約45分

約45約45分約45分

約45約45分約45分

WC

ルート　約１０ｋｍ

　    ☆間の所要時間

スタート・ゴール
（スタンプ）

説明＆スタンプポイント

順路案内看板

トイレ

ＪＲ神戸線駅

阪急神戸線駅

凡　例

○○分

１

4

2

3

１

横池

通過ポイント

保久良夢ひろば保久良夢ひろば
WC

森づくり森づくり
（Peace&Nature）（Peace&Nature）
森づくり

（Peace&Nature）

森づくり森づくり森づくり
（コベルコシステムコベルコシステム）

WC

（コベルコシステム）

お問合せ先

(株)フェスタル関西内

六甲砂防ウォーク事務局

ＴＥＬ

０７９８－８１－２２２０

受付時間
AM10:00～PM17:00

五助堰堤五助堰堤

東谷第二堰堤東谷第二堰堤

水害記念碑水害記念碑

住吉川鉄道トンネル住吉川鉄道トンネル

グリーンベルト樹林整備グリーンベルト樹林整備

風吹岩風吹岩



お問合せ先　(株)フェスタル関西内

六甲砂防ウォーク事務局
（ＴＥＬ）
０７９８－８１－２２２０

お問合せ先　(株)フェスタル関西内

六甲砂防ウォーク事務局
（ＴＥＬ）
０７９８－８１－２２２０

六甲砂防ウォーク　参加申込書（FAX送信用）　FAX番号　０７９８ー８１ー２２２３

■代表者の方

■同じグループで参加される方

※募集は、１５０名様に限ります。

　ご参加いただける１５０名様には、代表者の方に電話・Ｅメール・ＦＡＸ

　のいずれかで連絡をいたします。１２月８日以降も連絡がない場合は、

　定員オーバーで参加不可能とご理解ください。ご了承願います。

①参加資格は小学生以上で約１０ｋｍが歩ける方

　(小学生の方が参加される場合は保護者同伴でお願いいたします。)

②コースのルートは一部変更になる場合があります。

③現地集合、現地解散となります。駅までの送迎や参加者専用の駐車場はありません。

④ご参加の方は、各自の責任で健康診断を受ける等、健康管理には十分配慮してください。

　コースには、急な下りの階段や、高低差の激しい道もありますのでご注意ください。

⑤山の気温は市街地より低く、時には強風なども予想されるため、服装・足元等の装備には万全を期してください。

　（雨具などの準備も各自でお願いいたします。）

⑥万一事故が発生した場合は、主催者側で加入している傷害保険の保険範囲ならびに応急処置のみの

　対処となります。その他の責任は一切負いませんので予めご了承ください。

⑦弁当及び飲み物は各自でご準備ください。

⑧六甲山では、現在イノシシによる被害が多くなっています。ご昼食をとられる際は場所等を考慮し、十分注意して

　ください。万が一イノシシによる被害が発生しても、責任は一切負うことはできませんので、予めご了承ください。

⑨ご提供いただいた個人情報は、参加者数の集計や参加者へのご連絡のみで使用させていただきます。

～参加前のご確認事項～

以上の参加前のご確認事項を熟読の上、参加を希望される方はＦＡＸでお申込みください。

「六甲ＳＡＢＯだより」の配信を希望されますか？（六甲山でのイベント情報や各種情報をお届けするメールマガジン） はい・いいえ

※切り離さずこのまま送信してください。

六甲の川物語六甲の川物語
1 4

JR

7
1874

オールカラー、 写真いっぱいのオールカラー、 写真いっぱいの
楽しい学習冊子です。楽しい学習冊子です。

●六甲六甲山　山の歴史、 自然山　山の歴史、 自然
●５つの川５つの川 （湊川 ・生田川 ・湊川 ・生田川 ・
　都賀川 ・住吉川 ・芦屋川）　都賀川 ・住吉川 ・芦屋川） の
　くらしの歴史、 地域の活動、　くらしの歴史、 地域の活動、
　災害の　災害の歴史歴史、 街の安全対策など、 街の安全対策など

六甲山ハイキングガイド六甲山ハイキングガイド

六甲山の六甲山の
ハイキングコースハイキングコース
についての情報をについての情報を
掲載しています。掲載しています。

●魚屋道、 住吉道、●魚屋道、 住吉道、
　徳川道など　徳川道など

六甲山にある木、 葉、 花を六甲山にある木、 葉、 花を
写真で見ることができます。写真で見ることができます。

●葉の形、 葉のつき方から●葉の形、 葉のつき方から
　　樹木を調べる　　樹木を調べる
●六甲山での分布状況を●六甲山での分布状況を
　　調べる　　調べる
●よく似ている木を調べる●よく似ている木を調べる

六甲山系電子植生図鑑六甲山系電子植生図鑑

六甲山の情報がいっぱい！六甲砂防事務所　ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.rokko.kkr.mlit.go.jp/

フリガナ お電話番号

ＦＡＸ番号

ご住所　〒
お名前　　　　　　　　　　　　　　　　男・女（　　　　　歳）　　

Ｅメールアドレス

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ
お名前　　　　　　　　　　　　　　　　男・女（　　　　　歳）　　

Ｅメールアドレス ＦＡＸ番号

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　男・女（　　　　　歳）　　
Ｅメールアドレス ＦＡＸ番号

ご住所　〒 お電話番号
お名前　　　　　　　　　　　　　　　　男・女（　　　　　歳）　　

Ｅメールアドレス ＦＡＸ番号

お電話番号

ＦＡＸ番号

ご住所　〒 お電話番号

ご住所　〒 お電話番号

ご住所　〒
お名前　　　　　　　　　　　　　　　　男・女（　　　　　歳）　　

Ｅメールアドレス

受付時間　AM10:00～PM17:00




