
国土交通省では、洪水や地震などから「命を守る」ための情報、コンテンツを収録したポー

タルサイトを開設しました。

ＵＲＬ→ http://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html

検索サイト→「防災教育ポータル」で検索
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Disaster prevention Expert News

■整備局情報提供

～国土交通省「防災教育ポータル」の開設について～
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東北地方整備局 企画部 防災課

１．防災教育ポータル

平成32年度から新学習指導要領が全面実施され、小学校で防災教育の授業が充実され

るようになります。

国土交通省では、これまでも防災教育の支援等を行ってきましたが、授業に使える写真や

動画などの素材を簡単に入手したいという先生方からの声も踏まえ、平成32 年度に向けた

授業の準備等に活用いただけるよう、本ポータルを開設しました。

国土交通省を含めた８機関※から防災教育に役立つ７５のホームページを収録し、防災教

育に取り組む先生方がワンストップで教育素材を簡単に入手できるポータルサイトとなって

います。

※８機関：国土交通省、気象庁、内閣官房、内閣府、消防庁、文部科学省、NHK、日本赤十字社
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２．コンテンツの掲載例

ポータルサイトでは、「洪水から身を守るには～命を守るための３つのポイント～」と題した

動画や、「命を守るための防災教育イラスト集」、「防災カードゲーム」など、教育現場で活用

できる様々なコンテンツを掲載しています。
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３．防災カードゲーム・防災教育イラスト集

子どもたちが遊びながら防災について学ぶことができるカードゲーム「このつぎなにがおきる

かな？」は、津波や水害が発生したときに起こる危険な状況をカードゲームにしたものです。ま

た、先生が授業で使用できるよう、防災教育イラスト集も掲載しています。

（防災カードゲーム）

トランプの「七並べ」の要領で文章になる

ように順番に並べたり、「かるた」や「ババ

抜き」のような遊び方ができます。

ダウンロードして防災教育の時間、休

み時間や放課後に、みんなでワイワイ

遊んで防災力を身につけよう！

（防災教育イラスト集）

４．おわりに

災害対応の実務を担う東北地方整備局では、直轄の各河川で設立している「大規模氾

濫減災協議会」において、学校における防災教育の支援を一層強化しております。

各学校やイベント等において防災教育に取り組む際に、今回紹介したコンテンツを積極

的に活用していただくことで、より円滑な防災教育の実施につながることが期待されます。
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平成30年度 防災エキスパート体制

平成8年に発足した「防災エキスパート制度」も今年で23年目を迎え、現在の登
録会員数は、498名となりました。

会員の皆様には、行政機関との連携を図りながら、支援活動にご協力いただき
昨年度は、災害時延べ17名、平常時延べ433名の計450名が活動を行いました。

【登録県別内訳】
【支援分野別登録状況】

※複数県登録含まず

※平成30年4月1日現在

災 害 時

平成29年度 1・2・3月
防災エキスパート活動状況

平成30年1月～平成30年3月は、平常時24名、災害時1名のエキスパートの方々に活動していただい

ております。

平 常 時

専門エキスパート 後方支援 防災アドバイザー 後方支援(協会) 計

青森
8 18 2 1 29

岩手
20 22 9 3 54

仙台
67 114 58 8 247

秋田
17 25 8 1 51

山形
23 36 12 2 73

福島 6 24 12 2 44

計
141 239 101 17 498

県別 活動月 活動内容 活動場所 出動人数 備考

福島 3月 前線に伴う大雨による出水 福島河川国道事務所　伏黒出張所 1

1 人・日災害時活動　　　　合　　計　　　　延べ

県別 活動月 活動内容 活動場所 出動人数 備考

東北 2月 H29年度　防災セミナー 東京都港区虎ノ門　発明会館ホール 7

計 7

県別 活動月 活動内容 活動場所 出動人数 備考

1月
第一回岩木川災害時における情報整
理・提供等に関する検討会

青森河川国道事務所 2

3月
第二回岩木川災害時における情報整
理・提供等に関する検討会

青森河川国道事務所 2

4計

青森

28%

48%

20%

4%
専門エキスパート

後方支援

防災アドバイザー

後方支援(協会)
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▲3/20 雄物川上流河川

維持管理計画検討会 【秋田】

▲1/18 第一回岩木川災害時における

情報整理・提供等に関する検討会 【青森】

防災エキスパートの活動について、日頃からの連携強化を図る事を目的に意見交
換会が行われました。

開催月日：平成30年3月15日（木）

会 場：仙台河川国道事務所 大会議室

出 席 者：仙台河川国道事務所 8名

防災エキスパート及び事務局 10名

主な内容：

(1)平成29年度の出水対応について

(2)今後の出水対応のあり方について

■ 宮城

県別 活動月 活動内容 活動場所 出動人数 備考

仙台 2月 防災エキスパート意見交換会 仙台河川国道事務所 11

計 11

県別 活動月 活動内容 活動場所 出動人数 備考

秋田 3月
平成29年度　雄物川上流河川維持
管理計画検討会

湯沢河川国道事務所 2

計 2

24 人・日平常時活動　　　　合　　計　　　　延べ



今年の1月から3月も、防災エキスパートの皆様には平常時の活動及び災害時

の迅速な対応をしていただきました。

自然災害を完全に防ぐことは出来ませんが、災害から地域住民の生命や財産

を守ることは出来ると思います。防災エキスパートの皆様には、「知識」・「技術」・

「経験」を活かしていただき、地域の安全・安心に大きく貢献していただきたいと

思います。

今年度も引続き、防災エキスパートの皆様のご協力をお願い申しあげます。
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…★防災エキスパート事務局をご紹介します★…

防災エキスパート事務局
（東北地域づくり協会 河川技術部）

TEL：022-268-4611
FAX：022-227-6344
E-mail：gijyutsukikaku@kyokai.or.jp

今年度より、防災エキスパート事務局の担当に新しく加わりま

した、河川技術部の柳谷と申します。

防災エキスパートの皆様には、これからご支援ご指導を賜り

ますようお願い申し上げます。

入社して3年目と、知識も経験も少ない私ですが、精一杯精

進させていただきますので、どうかよろしくお願いします。

河川技術部 技術員
柳谷 勇吾

3月から4月末までに新たに5名の方に防災エキスパートとしてご登録いただきました。

新規登録状況

氏　名 登録県 登録事務所・出張所等

腰山　武治 秋田 能代河川国道事務所　二ツ井(出)、鷹巣(出)、森吉川ダム管理支所

東海林　豊 宮城 仙台河川国道事務所　仙台西国道維持(出)、仙台東国道維持(出)

細田　文一 岩手 岩手河川国道事務所　盛岡出張所

松舘　豊久 宮城 仙台河川国道事務所　仙台東国道維持(出)、福島河川国道事務所　等

松野　敏行 青森 青森河川国道事務所　五所川原(出)、八戸(出)、藤崎(出)　等


