
防災・河川環境教育の充実に係る
取組の強化について
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授業を充実するための資料提供
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「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画 （平成29年6月20日）

防災教育における支援体制（イメージ） 防災教育の支援（例）



洪水減災対策協議会【防災教育の促進（案）】
「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく協議会

馬淵川米代川新井田川圏域
洪水減災対策協議会

三陸圏域
洪水減災対策協議会

北上川上流
洪水減災対策協議会

・北上川上流洪水減災対策協議会
・馬淵川米代川新井田川圏域洪水減災対策協議会
・三陸圏域洪水減災対策協議会

河川管理者等（国・県）

盛岡地方気象台

市町村

防災教育・河川環境教育 分科会の設置

教育委員会

アドバイザー等

学校関係者

洪水減災対策協議会における防災教育の促進(案)

・指導計画の作成支援に着手
・支援実施学校を決定
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Ｈ２９年度

Ｈ３０年度

指導計画を全学校へ共有

教育関係者
北上川上流

洪水減災対策協議会

連携

Ｈ３１～Ｈ３３年度

引き続き、防災教育の実施を支援

北上川上流 防災教育・河川環境教育分科会スケジュール（案）

年度 月 幹事会
協議会

【分科会】
防災教育関係

開 催 内 容 備考

H29 ２ 事務局打合せ ・2月16日
岩手県教育事務所会議

・防災教育促進の説明

３ 事務局打合せ ・対象校調整、
「いわての防災スクール」を対

象校

H30 ５ 幹事会 協議会に向けた事前協議

６
上旬

協議会 ・6月4日
モデル校担当者会議

６
下旬
～７
上旬

分科会開催（案） ●モデル支援校ヒアリング
【学校現場ニーズ把握】
・教材骨子構成及び考え方
・教材の改善すべき点等

12 分科会開催（案） ・指導計画（案）を作成

２ ・指導計画を全ての学校に共有 防災スクール発表会
(毎年2月)

H31
以降

・防災教育の支援を継続 (教材の改良・アンケート等)
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モデル校と協働作業による
指導計画（案）の作成支援
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「防災教育・河川環境教育」で使用する教材の作成【指導計画・解説書・板書計画】

解説書（案）：防災教育

解説書（案）：河川環境

指導計画書（案）：防災教育

発問及び板書計画（案）：防災教育

キーワード タイトル アドレス 内容 リンク元・問い合わせ先 リンクに関する規定等
ショートカッ

トファイル名

防災、理科

岩手県立総合教育センター_防

災教育と関連づけた理科指導資

料の作成

http://w w w 1.iw ate-

ed.jp/db/db1/ken_

data/h24ken.htm l

防災教育と絡めた理科教育の実験事例がまとめられている。岩手県や東

北地方の災害事例を交えながら、指導要領の題目に照らし合わせて見や

すい構成となっている。

 掲載H P元抜粋引用→「理科においては、自然災害の原因や災害発生時

の危険回避等の指導内容が含まれており、正しい知識の習得が重要であ

る。この指導資料を活用することにより、各学校における防災教育指導

の充実を図ろうとするものである。」

W ebページに関するお問い合わ

せ（情報・産業教育担当）

代表電話 0198-27-2711

joho-r@ center.iw ate-ed.jp

岩手県立総合教育センターW ebページ（以下、センターW eb）

へのリンクは、営利を目的とせず、フレーム内へのリンクは行

わないなど、次の一定の条件を満たしている限り、原則として

自由です。

##リンクを設定する箇所には、センターW ebへのリンクである

ことを明記してください

##営利を目的としたリンクはお断りします

##いわゆるフレームリンク等を使い、センターW ebの内容を他

の情報と組み合わせるなど、他のリンク元のページの一部とし

て表示される形のリンクはお断りします

なお、センターW ebの内容は随時変更されますので、リンクは

岩手県立総合

教育センター

_防災教育と

関連づけた理

科指導資料の

作成

雷、竜巻、大雨、気

象

防災啓発ビデオ「急な大雨・

雷・竜巻から身を守ろう！」

http://w w w .jm a.go.

jp/jm a/kishou/book

s/cb_saigai_dvd/in

dex.htm l

発達した積乱雲が引き起こす「急な大雨」「雷」「竜巻」等の激しい現

象に対して、 自分の置かれた状況を的確に判断し率先して自他の身の安

全を図ることを目的とした動画。 被害編と解説編に分かれており、前者

は危険な目にあってしまった子供たちがなぜ被害を受けたのか考える

きっかけを提供し、後者では被害編と同じドラマをもう一度展開しなが

ら、積乱雲が近づいてきたサインがどこにあったのか、どうすれば身を

守れるのかをわかりやすく解説している。

著作権・リンクなどに関するお

問い合わせ先

 気象庁総務部総務課広報室

 〒１００－８１２２　東京都千

代田区大手町１丁目３番４号

メールによるお問い合わせ

フォームあり

特に注意事項のあるページを除き、リンクフ

リー。

許可や連絡は不必要。

•「気象庁ホームページ」へのリンクである旨

を明示ください。

バナー提供あり。

気象庁｜防災

啓発ビデオ

「急な大雨・

雷・竜巻から

身を守ろ

う！」

雷、竜巻、大雨、生

徒、画像、動画

札幌管区気象台 学習関連資料の

紹介ページ防災教育

http://w w w .jm a-

net.go.jp/sapporo/b

ousaikyouiku/schoo

lbousai/sozai/bosai

-sozai.htm l

気象や災害に関連した防災・環境知識を学ぶための資料を対象別に紹介

している。「しらべる（児童・生徒向けコンテンツ）」は、天気や地震

などの種類ごとに掲載しており、調べ学習に適している。「つくる（教

師向け）コンテンツ」は、防災に関する学習に必要な資料を探しやすい

ように、教科単元毎に掲載している。

札幌管区気象台　総務部業務課

 〒060-0002　北海道札幌市中央

区北２条西１８丁目２

 TEL　（０１１）６１１－３２

１７

このサイトは、特に注意事項のあるページを除

き、リンクフリーです。（トップページだけで

なく、各ページへのリンクについても、同様で

す。）

リンクを行う場合、許可や連絡は必要ありませ

札幌管区気象

台 学習関連資

料の紹介ペー

ジ防災教育

地震、風水害、画

像、動画
消防庁「チャレンジ防災48」

http://open.fdm a.g

o.jp/e-

college/bosai/index

総務省消防庁による防災教材集のサイト。地震、風水害、津波、土砂災

害等の災害画像・動画や年代別（小学校低学年・小学校高学年・中学生

以上）の防災テキストも収録されている。東日本大震災に関しては個別

総務省消防庁国民保護・防災部

防災課

03-5253-7575

問い合わせ必要↓詳細

http://open.fdm a.go.jp/e-

college/bosai/A ttention/A ttention.htm l

消防庁「チャ

レンジ防災

48」

・児童の理解や反応が良い教材として、映像や写真教材を用いた資料とする。

●防災教育コンテンツ（例）
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北上川上流での「防災教育・河川環境教育」について



提供した資料を授業に活用

授業の状況

○授業実施

＜授業内容＞
○ 映像資料より、日本はこれまで、日本はこれまで様々
な災害の歴史があることをとらえる。

○ 自分達の仁王小学校の学区では、どのような災害が起
こるか航空写真をもとに予想する。

○ 盛岡市の災害の歴史資料と水害ハザードマップをもとに調べる。
○ 仁王小学校の体育館が緊急避難場所となっていることを知る。

○経緯
・H29年6月7日 岩手大学教育学研究科 院生「吉田 隆」と、
防災教育の取り組みについて打ち合わせを行い、北上川に関す
るパンフレット、写真集の提供を行った。
また、6月22日、岩手河川国道事務所のHPの盛岡市市街地

洪水氾濫シュミレーションの動画を提供した。

提供した資料

岩手河川国道事務所より提供した資料を使用。

■平成29年6月27日（火）
■４年生 盛岡市に起こりうる災害について資料から調べるこ

とで、水害の可能性や水害が起こったときの避難避難場所
について知りうる。

明治時代の中津川の洪水の写
真（H25版北上川の軌跡より）

盛岡市の洪水の写真（北上川
62.8洪水写真集より）

盛岡市街地洪水氾濫
シュミレーションの動画

盛岡市ハザードマップ

《平成２９年度の実施例 ～盛岡市仁王小学校～》
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提供した資料を授業に活用

○授業実施

＜授業内容＞
○ 九州地方の人々は自然災害に対してどのように取り組んでいる
かをとらえる授業であり、この中で学校の身近な地域（岩手県）の
水害を紹介した。

○経緯
・H29年９月１日 紫波町立第一中学校「伊東裕行」と、防災教
育の取り組みについて打ち合わせを行い、北上川に関する洪水
の写真を提供した。

提供した資料の一部

岩手河川国道事務所より提供した資料を使用。

■平成29年9月22日（金）
■２年生 東京書籍 新しい社会 地理(1～2年生共通）
Ｐ１８４ ３ 多様な環境問題と環境保全の取り組み

H19.9洪水矢巾町西徳田地区 H25.8北上川紫波橋付近の航
空写真

H25.8洪水紫波町古館地区 H25.8洪水紫波町高水寺地区
（国道4号）

《平成２９年度の実施例 ～紫波町立紫波第一中学校～》
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北上川上流 防災教育・河川環境教育分科会[仮称] 

設立趣旨 

 

 

北上川流域に未曾有の被害をもたらした昭和 22 年のカスリン台風、翌 23 年 

のアイオン台風の水害の記憶を未来へ語り伝え、次世代へ引き継ぎ防災意識の

向上に資することが災害に強い地域社会の構築に向けて重要となります。 

北上川と暮らしの関わりを正しく理解し、地域への愛着心を養いつつ、自然

災害に関する「心構え」と「知識」を備え、主体的に危険を回避する判断力を

備えた個人を育成する取り組みを小学校及び中学校教育のなかで展開していき、

これにより子供から家庭、さらには地域へと展開させていくことを目的に、北

上川上流 防災教育・河川環境教育分科会[仮称]を設立します。 

 

 



 

北上川上流 防災教育・河川環境教育分科会 規約(案) 

 

（名称） 

第１条 本協議会は、「北上川上流 防災教育・河川環境教育分科会[仮称]」（以

下「分科会」という）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本分科会は、北上川と暮らしの関わりを正しく理解し、地域への愛着心

を養いつつ、自然災害に関する「心構え」と「知識」を備え、 主体的に

危険を回避する判断力を備えた個人を育成する取り組みを小学校及び中

学校教育のなかで展開していき、これにより子供から家庭、さらには地

域へと展開させていくことを目的とする。 

 

（分科会の実施事項） 

第３条 分科会において実施する事項は、以下のとおりとする。 

２ モデル支援校の決定及び支援方法の検討 

３ 指導計画(案)の作成支援及びモデル校での試行・実践による改定 

４ 教育委員会を通した他校への普及・展開 

５ その他、上記の目的を達成するために必要な事項の検討 

 

（分科会の構成） 

第４条 本分科会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

  ２ 分科会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

  ３  事務局は、分科会に諮り、第１項による者のほか、必要に応じて別表１

の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を分科会に助言を求める

ことができる。 

 

（分科会資料等の公表） 

第５条 分科会に提出された資料等については公表するものとする。ただし、個

人情報等で公表することが適切でない資料等については、分科会に諮り、

非公表にすることができる。 

２ 分科会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確

認を得た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第６条 分科会の庶務を行うため、事務局を北上川上流洪水減災害対策協議会(以

下「減災対策協議会」）に設置する。 

２  事務局は、減災対策協議会とし、岩手河川国道事務所調査第一課及び岩手

県県土整備部河川課が共同で行う。 

 

 



 

（雑則） 

第７条 この要領に定めのない事項については、会長が委員に諮って決定する。 

  ２  協議会は、原則公開とする。 

 

（附則） 

 本規約は、平成３０年３月  日から施行する。 



別表-1

Ｎｏ 機　関　名 案 備考

岩手県教育委員会

「いわての復興教育スクール」指定校 【凡例】

市町村教育委員会
（指定校）

　　○：参加

防災担当者
（市町・指定校）

　　△：必要に応じて

国・県・気象台

1 岩手県教育委員会事務局学校調整課 〇

2 【盛　岡】八幡平市立平舘小学校 △ ・ヒアリングを実施

3 【盛　岡】葛巻町立小屋瀬中学校 △ 　　　　　〃

4 【中　部】西和賀町立湯田小学校 △ 　　　　　〃

5 【中　部】西和賀町立湯田中学校 △ 　　　　　〃

6 【県　南】奥州市立前沢小学校 △ 　　　　　〃

7 【県　南】一関市立大原中学校 △ 　　　　　〃

8 【県　北】九戸村立伊保内小学校 △ 　　　　　〃

9 【県　北】九戸村立九戸中学校 △ 　　　　　〃

10 　一関市教育委員会 【県　南】△ ・指定校８校に関わる市町村教育委員会

11 　八幡平市教育委員会 【盛　岡】△ 　　　　　〃

12 　奥州市教育委員会 【県　南】○ 　　　　　〃（モデル校・・・調整中）

13 　西和賀町教育委員会 【中　部】△ 　　　　　〃

14 　葛巻町教育委員会 【盛　岡】△ 　　　　　〃

15 　九戸村教育委員会 【県　北】△ 　　　　　〃

16 　一関市 防災担当者　△ ・指定校８校に関わる市町村

17 　八幡平市 防災担当者　△ 　　　　　〃

18 　奥州市 防災担当者　△ 　　　　　〃

19 　西和賀町 防災担当者　△ 　　　　　〃

20   葛巻町 防災担当者　△ 　　　　　〃

21 　九戸村 防災担当者　△ 　　　　　〃

22 　盛岡地方気象台 ○

23 　岩手県 総務部 ○

24 　岩手県 県土整備部 ○ 事務局（副：減災対策協議会）

25 　岩手河川国道事務所 ○ 事務局（主：減災対策協議会）

26 　北上川ダム統合管理事務所 ○

北上川上流　防災教育・河川環境教育分科会（仮称）

構成員（案）

教育関係者

減災協議会　関係者

　「いわての復興教育スクール」指定校


