
 

 
 
 

 

資料４ 

防災教育・河川環境教育支援  



【防災・河川環境教育】支援・・・（これまでの取組と今後の進め方）

　　これまでの取組

【国直轄河川】

・平成２７年１１月に、文部科学省より各県教育委員会へ下記文書が通知される。

「国土交通省等と連携した防災教育の取組について」

・平成２８年度より、教育関係者等と連携して、継続的に防災教育を実施する学校（２８校）を決定し、

　指導計画の作成等の支援を開始。

　平成２９年６月２０日　「水防災意識社会」再構築に向けた緊急行動計画（別紙）が策定

・平成２９年１１月に、文部科学省より各県教育委員会へ下記文書が通知される。

「国土交通省等と連携した防災教育の取組について」

　　今後の進め方

【国直轄河川】

・平成２９年度に国管理河川の全ての１２９協議会において、防災教育に関する支援を実施する学校

　を教育関係者等と連携して決定し、指導計画の作成支援に着手。

【国・都道府県管理河川共通】

・平成３０年度末までに、国の支援により作成した指導計画を、協議会の関係市町村における全ての

　学校に共有。

　　（防災に関する内容が強化された新学習指導要領に基づく授業が平成３２年度から開始されることも

　　 念頭に実施）

注）１．学校に対し、新たに負担を求めるものではない。

　　２．国交省が持っている資料を提供して学校の先生がそれを含めた指導計画を作成してもよい。

※米代川での平成３０年度のスケジュール

能代市第五小学校に支援をいただきながら、教材を作成する。

関係する自治体の教育委員会に対し、事前説明を行う。

２月末までに教育委員会経由で学校へ配布する。
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１）近年の災害

平成29年7月九州北部豪雨における一般被害

佐田川

寺内ダム

下流～上流の河道内に
土砂堆積、流木多数

山腹崩壊多数

▲
広蔵山

（ひろぞうやま）

流水が迂回

小石原川ダム

赤
谷
川

項目 状況等

人的被害※1 死者36名、行方不明者5名、負傷者21名

住家被害※1 全壊276棟、半壊1,065棟、一部破損76棟、
家屋浸水2,169棟

避難指示等
の状況

【最大※2】
➀避難指示(緊急) 182,425世帯、440,667人
福岡県（久留米市、朝倉市等の7市町）
熊本県（南阿蘇村）、大分県（日田市）

②避難勧告 109,663世帯、267,309人
福岡県（久留米市、朝倉市、東峰村等の6市町
村）熊本県（熊本市、南阿蘇村等の12市町村）
大分県（日田市、中津市）

避難者数※1 福岡県（朝倉市、東峰村） 328人
大分県（日田市） 2人

救助者数
警察庁 444人※7 消防庁 283人※5

海上保安庁 40人※6  防衛省 658人※7

※1 内閣府「6月30日からの梅雨前線に伴う大雨及び平成29年台風第3号による被害状況等について」（8月
21日16:00現在）

※2 各時点の消防庁災害対策本部報のうち、最大であった数値を記載
（①第6報 7/6 4:00現在発令中、②第16報 7/7 18:00現在発令中）

※3 各時点の※１のうち、最大であった（7月6日9:00現在）の数値を記載
※4 各時点の※１のうち、最大であった（7月6日9:00現在）の数値を記載
※5 消防庁「平成29年6月30日からの梅雨前線に伴う大雨及び台風第３号の被害状況及び消防機関等の対

応状況 等について」（8月2日18:30時点）
※6 国土交通省「6月30日からの梅雨前線に伴う大雨及び平成29年台風第3号による被害状況等について」

（8月2日10:00現在）」
※7 内閣府「6月30日からの梅雨前線に伴う大雨及び平成29年台風第3号による被害状況等について」（8月2

日14:00現在）

項目 状況等

鉄道※3

2事業者10路線で運転休止
JR九州 日田彦山線 添田～夜明、
JR九州 久大本線 善導寺～日田、
西日本鉄道 天神大牟田線 西鉄柳川～大牟田
等

ライフライン※7
停電 約530戸（最大約5,800戸
※4）
水道断水 断水解消（最大3,071戸）

国管理河川 県管理河川 計

筑後川
水系

花月川

筑後川
水系

小石原川

遠賀川
水系

彦山川

山国川
水系

山国川

筑後川
水系

赤谷川

筑後川
水系
桂川

筑後川
水系

妙見川

その他
河川

家屋浸水
（戸）※１

床上 282 14 18 364 15 288 981

床下 562 5 50 2 24 373 27 145 1,188

計 844 5 64 2 42 737 42 433 2,169

流失したJR久大本線の鉄道橋

赤谷川 流木被害
鶴園橋（損壊）

赤谷川中流付近

※速報値であり、今後変更等の可能性があります。

今回浸水したと想定される箇所
（四国地整ヘリ映像をもとに

九州地整にて作成）

比良松中学校 体育館や校舎壊れる被害(朝倉市)

杷木浄水場（朝倉市）

厚労省水道課提供

・平成29年7月5日、6日の大雨 「平成29年7月九州北部豪雨」（以降、「今回の豪雨」という）により、出水や山腹崩壊が発生。河川の
はん濫、大量の土砂や流木の流出等により、死者36名、家屋の全半壊等1,417棟、家屋浸水2,169戸の甚大な被害が発生。
・避難指示（緊急）は最大で182,425世帯・440,667人、避難勧告は最大で109,663世帯・267,309人に発令された。またJR久大線の
花月川橋梁が流出するなどライフラインにも甚大な被害が発生。

8/21時点



佐田川

江川ダム

寺内ダム

記録的な豪雨で大量の土砂・流木が発生 （福岡県 朝倉市・東峰村）

▲
広蔵山

（ひろぞうやま）

朝倉市 東峰村

国際航業株式会社・株式会社パスコ共同撮影

国際航業株式会社・株式会社パスコ共同撮影

寒水川

赤谷川赤谷川

北川

国際航業株式会社・株式会社パスコ共同撮影

奈良ヶ谷川

奈良ヶ谷川

妙見川
みょうけんがわ

ならがたにかわ

ならがたにかわ

あかたにがわあかたにがわ

きたがわ そうずがわ

4

H26年 広島土砂災害（広島市）

H28年 熊本地震（熊本県他）

H26年 御嶽山の噴火（長野県、岐阜県）

広島市では、 時間雨量101mmという観測史上最大の降雨により、土石流
が同時多発的に発生し、死者74名（うち溺死1名）にのぼる甚大な被害が発
生。

9月27日11時52分頃に長野県と岐阜県の間に位置する御嶽山で噴火が
発生し、死者57名、行方不明者6名、負傷者69名という戦後最悪の火山
噴火災害が発生。

4月14日21時26分に熊本地方でM6.5の地震が発生。また、16日01時25
分にもM7.3 の地震が発生｡これらの地震により熊本県で最大震度７を観測
。この災害で死者228名にのぼる甚大な被害が発生。

多発する自然災害

5

H27年 関東・東北豪雨（茨城県他）

9月10日から11日にかけて、記録的な大雨の影響により、広範囲かつ長期
間にわたる浸水、堤防決壊に伴う氾濫流により家屋が倒壊・流失、多数の
孤立者が発生。
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図－１ 累積被害報告額の推移（直轄・補助）

平成２８年の災害発生状況

100～

80～100

60～80

40～60

20～40

1～20

都道府県名 箇所数
被害報告額

（億円）

熊本県 5,031 1,591.5

北海道 1,275 975.5

岩手県 2,347 857.5

鹿児島県 901 174.1

宮崎県 736 112.9

図－２ 都道府県別被害報告額（補助）

0～1

（被害報告額上位５都道府県）

平成２８年 災害発生状況
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2）増大する災害リスクと国土交通省の対応

「防災意識社会」について

洪水

“防災“意識社会

他の自然災害（地震・津波、土砂災害、高潮、内水 等）にも拡大

平成27年9月関東・東北豪雨

平成26年8月豪雨による
広島県で発生した土砂災害

平成23年 東日本大震災平成7年 阪神・淡路大震災

“水防災“意識社会

平成17年 ハリケーン・カトリーナ

（出典：神戸市）

○施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するとの考えに立ち、社会全体で大洪水に備
える「水防災意識社会」の考え方を地震や土砂災害など他の災害にも拡大し、ハードを超
えた巨大災害に立ち向かう「防災意識社会」への転換を図る。

地震 津波 土砂災害 高潮

※
※豪雨により、低い土地などに

水が溜まって浸水すること。

11
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水害について

○時間雨量50mmを上回る大雨の発生件数がこの30年間で約1.3倍に増加。
○これまで比較的降雨の少なかった北海道・東北でも豪雨が発生。
○今後、気候変動の影響により、水害の更なる頻発・激甚化が懸念。

北海道 河東郡上
士幌町三股

661.5ミリ

北海道
河東郡上士幌町
ぬかびら源泉郷

858.0ミリ

埼玉県 秩父市三峰

683.5ミリ

福島県福島市

鷲倉

777.5ミリ

平成28年8月の
一連の台風
（8/16~8/31）

近年、雨の降り方が変化

13



短時間強⾬の頻度は、全国的に増加。
全国平均では、2倍以上の頻度に。

（左図）各地域において、棒グラフは20世紀末（灰色）及び21世紀末（青）における値、細い縦線は、
20世紀末（左）及び21世紀末（右）における年による変動の幅（標準偏差） （単位：回/地点）。

（右図）将来変化。４通りの予測結果の増減傾向の一致度より信頼性を評価し、全結果が一致した
点では信頼性が高い変化としてプロット（単位：回）。

(回)

(回/地点)

20世紀末：1980〜1999年
21世紀末：2076〜2095年

21
世
紀
末
の

年
々
変
動
幅

20
世
紀
末
の

年
々
変
動
幅 21

世
紀
末
の

平
均
発
生
回

数
20
世
紀
末
の

平
均
発
生
回

数

滝のように降る⾬（1時間降⽔量50mm以上）の年間発⽣回数の将来変化

⼤⾬による⾃然災害リスクの増⼤

〇 最も高程度の温室効果ガス排出が続く場合を想定。
〇 実際に現れ得る様々な変動をより広く捉えるとともに、将来変化の増減傾向の信頼度を評価するため、4通り

（※）の将来予測結果を解析。
〇 21世紀末における日本付近の詳細な気候変動を予測するため、地域気候モデルを用い、日本の7地域別に

解析。

※4つの異なる海面水温の変化パターンを与えた結果

地球温暖化による気候変動の見通しについて

14出典：地球温暖化予測情報第9巻（気象庁）

水防災意識社会 再構築ビジョン

関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。

＜ソフト対策＞ ・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」
へ転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞ ・「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

排水門

主な対策 各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域 ※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時
間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を
工夫する対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク
情報の周知

・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾
濫想定区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示
したハザードマップへの改良

・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の
促進

・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報
をリアルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報
等の提供

＜洪水氾濫を未然に防ぐ対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、
堤防のかさ上げや浸透対策などを実施

横断図

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊
に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生する
ことが想定される区域

15



２．「社会経済被害の最小化」のため
の既存資源の最大活用

○ 平成27年9月関東・東北豪雨や、平成28年8月台風10号等では、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済損失が発生。

○ 全国各地で豪雨が頻発・激甚化していることに対応するため、「施設整備により洪水の発生を防止するもの」から「施設では防
ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を根本的に転換し、ハード・ソフト対策を一体として、社会全体でこれに備え
る水防災意識社会の再構築への取組が必要。

⇒「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を実現し、同様の被害を二度と繰り返さない抜本的な対策が急務。

１．「逃げ遅れゼロ」実現のための多様な関係者の連携体制の構築

○ 洪水予報河川や水位周知河川に指定されてい
ない中小河川についても、過去の浸水実績等を市
町村長が把握したときは、これを水害リスク情報（※）
として住民へ周知する制度を創設。

※ 河川が氾濫した場合に浸水が予想されるエリア・水深等の危険情報

大規模氾濫減災協議会の創設

○ 国土交通大臣又は都道府県知事が指定する河川
において、流域自治体、河川管理者等からなる協議会
を組織。

○ 水害対応タイムラインに基づく取組等の協議結果を
構成員は各々の防災計画等へ位置づけ、確実に実施
。

市町村長による水害リスク情報の周知制度の創設

○ 水防管理者が指定する輪中堤等
の掘削、切土等の行為を制限。

浸水拡大を抑制する施設等の保全

○ 既存ストックを活用したダム再開発
事業や、災害復旧事業等のうち、都
道府県等の管理河川で施行が困難
な高度な技術力等を要するものにつ
いて、国・水資源機構による工事の代
行制度を創設。

国等の技術力を活用した中小河川の
治水安全度の向上 予算制度関係▼協議会のイメージ

「水害対応タイムライン」（※）等を協議会で作成・点検。

※水害からの的確な避難や被害拡大
防止のため関係者の役割・連絡体制
を時系列で整理した行動計画。

背景・必要性

法案の概要

【目標・効果】
洪水時の逃げ遅れによる人的被害ゼロを実現
（ＫＰＩ） 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施率

大規模氾濫減災協議会の設置率

716/31,208 施設（約2％）（2016年3月）
⇒関係機関と連携し、2021年までに100％を実現

134/367 協議会※（約37％）（2016年12月）
⇒都道府県に働きかけ、2021年までに100％を実現

※ 現行協議会は法施行後に法定協議会へ改組予定
※ 法定協議会の母数は見込み

○ 洪水や土砂災害のリスクが高い区域に存する要配慮者利用施
設について、避難確保計画作成及び避難訓練の実施を義務化（
現行は努力義務）し、地域社会と連携しつつ確実な避難を実現。

災害弱者の避難について地域全体での支援

平成28年台風10号により、岩手県の要配慮者
利用施設では利用者9名の全員が死亡。

○ 水防活動を行う民間事業者へ緊
急通行等の権限を付与。

民間を活用した水防活動の円滑化

水防法等の一部を改正する法律案（平成29年5月12日成立）

16
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地震について



・熊本地震（H28.4）

18

平成28年熊本地震の概要（震度及び地震の頻度）

発生時刻 震央地名 マグニ
チュード

最大震度

4月14日 21時26分 熊本地方 6.5 7

4月14日 22時07分 熊本地方 5.8 6弱

4月15日 00時03分 熊本地方 6.4 6強

4月16日 01時25分 熊本地方 7.3 7

4月16日 01時45分 熊本地方 5.9 6弱

4月16日 03時55分 阿蘇地方 5.8 6強

4月16日 09時48分 熊本地方 5.4 6弱

○ 4月14日21時26分に熊本地方でM6.5の地震が発生。また、16日01時25分にもM7.3 の地震が発生｡これらの
地震により熊本県で最大震度７を観測。

○ このほか、4月14日21時26分以降、最大震度6強を観測する地震が2回、最大震度6弱を観測する地震が3
回発生。

○ 熊本地方のM3.5以上の地震の回数は新潟県中越地震等を上回る326回（ 2016年10月11日09時00分時点）

内陸及び沿岸で発生した主な地震の回数比較
（マグニチュード3.5以上）

■4月14日21時26分に発生した地震

■4月16日01時25分に発生した地震

※マグニチュードは暫定値

震度分布図 震度6弱以上の地震

※この資料は速報値であり、後日の調査で変更することがあります。
※今回の地震14日２１時26分の地震からの経過日数及び積算日数を示している。
※今回の地震は主に熊本県熊本地方の地震の積算回数を示している。
※今回の地震のマグニチュードについては、これまでの最大を示している。

19
活動開始からの経過日数

出典：気象庁2016年10月11日09時00分時点

積
算
回
数

平成28年（2016年）
熊本地震（M7.3※）

平成16年（2004年）
新潟県中越地震（M6.8）

平成20年（2008年）
岩手・宮城内陸地震（M7.2 ）

平成7年（1995年）
兵庫県南部地震（M7.3 ）

平成17年（2005年）福岡県西方沖の地震（M7.0 ）

平成12年（2000年）鳥取県西部地震（M7.3 ）

平成9年（1997年）
鹿児島県薩摩地方の地震（M6.6 ）

326回

（10月18日16時時点）



宇⼟市

⼤津町

益城町
⻄原村

南阿蘇村

阿蘇市

熊本市

⼤分市

別府市

由布市

⽵⽥市

⽇⽥市

菊池市

⾼森町

⼭都町

宇城市

御船町

布田川断層帯

日奈久断層帯

別府-万年山断層帯

震央（震度５強以上を観測した地震）

活断層
高速道路
国道
新幹線
在来線

×

熊本城

阿蘇大橋

熊本空港

宇土市役所

4月14日21時26分
M6.5

4月16日01時25分
M7.3

［凡例］

平成28年熊本地震の概要（断層の位置と主な被害箇所）

※出典：国土地理院

○ 地震調査研究推進本部によると、4月14日のM6.5の地震の震源域付近には日奈久（ひなぐ）断層帯
が存在。4月16日のM7.3の地震の震源域付近には布田川（ふたがわ）断層帯が存在。

〇 布田川断層帯で長さ約28km、日奈久断層帯で長さ約6kmにわたる地表地震断層を確認、益城町堂
園付近では最大約2.2m の右横ずれ変位を確認。

益城町の断層の状況

※断層の位置は地震調査研究推進本部地震調査委員会資料を基に記載 20

※出典：国立研究開発法人 産業技術総合研究所

主要インフラの被害

主な被害（4月16日時点）

博多駅

鹿児島県

佐賀県

宮崎県

熊本県

長崎県

福岡県

鹿児島中央駅

空港

高速
道路

新幹線

大分県

熊本空港

都城IC

栗野IC

東背振IC

古賀IC

日出IC
安心院IC

小池高山IC

佐伯IC

津奈木IC

全便欠航

通行止め

運休

高速道路、新幹線、空港の被害（4月16日時点）

21

○ 高速道路 7路線599㎞ 通行止め
・九州自動車道、大分自動車道・東九州自動車道、

宇佐別府道路・大分自動車道、宮崎自動車道、

日出バイパス、南九州西回り自動車道、九州中央自動車道

○ 九州新幹線 全線運休
※在来線 11事業者36路線 運転休止

○ 熊本空港 全旅客便欠航

○ 河川（直轄区間） 3水系172箇所 変状
・緑川水系、白川水系、菊池川水系

○ 熊本港 フェリー航路、コンテナ航路 運休



主要インフラの被害

22

家屋・施設の被害

23



・東日本大震災（H23.3）

24

１） 阪神淡路大震災以降行われてきた耐震対策により、大きな揺れに対する
壊滅的被害はまぬがれた。

２） 巨大津波に対する備えは十分ではなかったが、これまで講じてきた対策は
一定程度効果を発揮。

３） 津波で被災した地域へのアクセスの確保・活動拠点の確保・浸水地域の排
水が、応急対応、復旧・復興に先立ち行うべき最優先課題。

東日本大震災

■概 要

・2011年3月11日、東北地方を中心にマグニ
チュード9.0の地震が発生。
国内の観測史上最大規模の地震となった。

・宮城県の栗原市で最大震度7を記録。

・死者・行方不明者は合わせて1万9千人超。

■教 訓

25



北海道

東北

関東

各地の津波浸水高と遡上高

○ 平成23年3月11日に三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震が発生。
○ 北海道から関東の広域にわたり、巨大な津波が発生。
○ 今回の津波は貞観津波（869年）クラスかそれ以上で、発生頻度は500年から1000年に一度。

浸水高
遡上高

14:46 M 9.0

15:25 Ｍ 7.5

15:08 Ｍ 7.4

15:15 Ｍ 7.7

東北大学・地震噴火予知，内田助教
http://www.aob.geophys.tohoku.ac.jp/info/topics/20110311_news/index_html

震源分布とそのマグニチュード

height[m]
資料）東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ

（http://www.coastal.jp/ttjt/）による速報値（2011年７月５日参照）
40m

地震・津波の概要

26

東日本大震災発生時の状況（宮城県石巻市）

出展：東北建設協会
27



【出典】
地震調査研究推進本部
海溝型地震の長期評価の概要（2017.1.1時点）を
基に水管理・国土保全局が作成

三陸沖 南部海溝寄り
(Ｍ7.2～7.6)

50％程度

与那国島周辺
（Ｍ7.8程度）

30％程度

茨城県沖（Ｍ6.7～7.2）

90％程度以上

南海トラフ
（Ｍ8～9クラス）

70％程度

相模トラフ沿い
（Ｍ6.7～7.3程度）

70％程度

根室沖（Ｍ7.9程度）

60％程度

三陸沖 北部(Ｍ7.1～7.6)

90％程度

宮城県沖（Ｍ7.0～7.3）

60％程度

三陸沖～房総沖
・津波型（Ｍ8.6-9.0前後）

30％程度

択捉島沖（Ｍ8.1前後）

70％程度

安芸灘～豊後水道
（Ｍ6.7～7.4）

40％程度

色丹島沖（Ｍ7.8前後）

60％程度

28

南海トラフでM8～9クラスの大地震が今後30年以内に発生する確率が70％程度と想

定されるなど、各地域において大規模地震の切迫性が報告されている。

主な地震の今後30年以内の発生確率

・首都直下地震

29



首都直下地震の切迫性

○南関東では、200～400年間隔でM8クラスの地震が発生している。

○M8クラスの地震の前にM7クラスの地震が複数発生している。

30

首都直下地震の被害想定

震度分布：都心南部直下地震

都心南部直下地震 M7.3
※東京湾内の津波は小さい（1m以下）

○被害想定（最大値、未対策（現状））
‐全壊・焼失家屋 ：最大 約 ６１万棟
‐死者 ：最大 約 ２．３万人
‐要救助者 ：最大 約 ７．２万人
‐被害額 ：約 ９６兆円
※冬、夕方 風速８m／秒のケース
※要救助者の最大は冬、深夜のケース

○被害の様相
建物：木造住宅を中心に多くの建物が損壊する。
火災：火災が同時に多発し、延焼が２日程度続く。
電力：５割の地域で停電が発生し、

最悪の場合、１週間以上回復しない。
電話：携帯電話を含め不通の状態が１日程度続き、

停電が長期化すると携帯電話の使用も不安定となる。
道路：主要道路の開通には少なくとも１日～２日を要する。

一般道にはガレキによる不通区間が大量に発生、
復旧には１カ月以上を要する。

鉄道：運転再開には、地下鉄で１週間、
JRや私鉄では１カ月程度を要する。

震度7が想定される地域：東京都江東区・江戸川区
震度6強が想定される地域：4都県84市区町村
震度6弱が想定される地域：5都県104市区町村

出典：「中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ最終報告（平成25年12月19日）」

31



・南海トラフ地震

32

最大震度が「震度７」の市
静岡県：静岡市、浜松市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市

藤枝市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市
愛知県：名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市

安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、新城市、東海市、知多市
知立市、高浜市、田原市

三重県：津市、伊勢市、松阪市、鈴鹿市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市

出典：南海トラフの巨大地震モデル検討会 「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）」より引用

南海トラフの巨大地震（最大クラスの震度分布）

33



34

南海トラフの巨大地震（最大クラスの震度分布）

最大震度が「震度７」の市
兵庫県 ：洲本市、南あわじ市
和歌山県：和歌山市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市
徳島県 ：徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市
香川県 ：観音寺市、東かがわ市、三豊市
愛媛県 ：宇和島市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市、西予市、東温市
高知県 ：高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市

四万十市、香南市、香美市
宮崎県 ：宮崎市、日向市、西都市

出典：南海トラフの巨大地震モデル検討会 「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）」より引用

35

3）命を守るための「避難」と課題



「避難」という言葉の２つの意味

36

日本語における「避難」という言葉は、
２つの意味を持っている。

避難所への一定期間の避難

→ 「Ｓｈｅｌｔｅｒｉｎｇ」

近隣への安全な場所への避難等の

命を守るための緊急的な避難行動

→「Ｅｖａｃｕａｔｉｏｎ」

命を守るための「避難」と課題

37

＜災害時になすべきことは…（抜粋）＞

「人は逃げない」ということを実感した。人は逃げないものであることを知っておくこと。
人間の心には、自分に迫りくる危険を過少に評価して心の平穏を保とうとする強い働きがある。
避難勧告のタイミングはもちろん重要だが、危険情報を随時流し、緊迫感をもった言葉で語る等、
逃げない傾向を持つ人を逃げる気にさせる技を身につけることはもっと重要である。

出典：水害サミット（大きな水害を体験した全国の自治体の市町村長で構成）

•「地震が起こったとき、あなたは津波を想起しましたか」という問いに、
「思い浮かべた」と回答した人87％

•「その結果、津波が来ると思いましたか」という問いには「来る」
「来る可能性が高い」が合わせて63％
•「身に危険が及ぶと思った」「危険が及ぶ可能性が高いと思った」と考えた人は合わせて29％
• 実際に逃げた人は1.7％

ギ
ャ
ッ
プ
を

埋
め
必
要

出典：2003年宮城県沖の地震・気仙沼市民意識調査

○人間が予期しない事態に対峙したとき、「ありえない」という先入観や偏見が働き、物事を
正常の範囲だと自動的に認識する、「正常性バイアス」という心の働きがある。

＜避難に関する意識調査結果＞

命を守るための緊急的な避難行動「Ｅｖａｃｕａｔｉｏｎ」の課題
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４）「防災教育」に関する最近の動き

防災教育のニーズの高まり

「東京防災」が売り切れ
防災教育にも活用

防災教育に関する今後の取り組
みを示した「仙台宣言」を採択

■防災ブック「東京防災」
（2015.12 一般販売）

・首都直下地震などの災害に対する事
前の備えや、発災時の対処法などにつ
いて役立つ情報をまとめた防災指針
→一般販売を開始したところすぐに売り
切れ

防災教育に関する
安倍総理の発言

新たなステージに対応した防災・減災のあり方の公表

○2014年10月に東日本大震

災で被災した宮城県亘理町を
訪れた際、「震災の教訓を生
かし、防災教育、避難訓練を
進めていく取り組みを全国に
広げていきたい」と、先進的な
防災教育を全国展開する方
針を表明した。

○2015年3月14日に、第3回国連防

災世界会議の関連事業の一つとし
て「防災教育交流国際フォーラム」
が開催

○日本全国で取り組まれる防災教
育・地域防災の優秀事例を紹介す
るとともに、防災教育を通じた災害
に強い地域づくりに向けた今後10
年の取り組みを示す「仙台宣言」を
採択

…命を守るためには、住民一人一人が災害時において適切な避難行動をとる能力（「避難力」）を養う必要がある。そのため

には、災害リスクを認識することにより災害に対する「心構え」を持つだけでなく、自然災害及びそれに対する避難に関する「
知識」を持つことが不可欠である。自然災害に関する「心構え」と「知識」を備えた個人を育成するためには、幼少期からの防
災教育を進めることが効果的…

■防災ノート「東京防災」
（2015.9 配布）

・防災ブック「東京防災」
を有効に活用し、学校と
家庭が一体となった防災
教育を一層充実できるよ
う、防災教育教材として
作成
→都内の全ての公立学

校・私立学校の全児童・
生徒に配布（約136万部）

産経ニュースより
（2014/10/12）

仙台宣言採択
展示ブースの見学

○2015年1月 新たなステージに対応した防災・減災のあり方が公表

○「行動指南型」の避難勧告に加え、「状況情報」の提供による主体的避難の促進を目指すという考え方が示された

防

災

教

育

の
ニ
ー
ズ
の
高

ま

り

国
交
省
の
考
え
方
の
公
表
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【機密性２】
小学校学習指導要領等の改訂について

平成26年11月 初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）
平成28年12月 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等に

ついて（答申）（中教審第197号）
平成29年 3月 新学習指導要領の公示
平成29年 6月 新学習指導要領解説の公表

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成29年度 周知・徹底
平成30～31年度 小学校移行期間、（中学校は平成30年度～32年度が移行期間）
平成32年度 小学校全面実施、（中学校は平成33年度全面実施）

改訂の経緯と今後のスケジュール

◆自然災害に関する内容が充実（「 」書きは学習指導要領より抜粋）

（小学校社会）
・「地震災害、津波災害、風水害、火山災害、雪害のなどの中から、過去に県内で発生したものを選択して取り上げる」

・「県庁や市役所の働きなどを中心に取り上げ、防災情報の発信、避難体制の確保などの動き、自衛隊などの国の関係機関と
の関わりを取り上げること」

・「地域で起こり得る災害を想定し、日頃から必要な備えをするなど、自分たちにできることなどを考えたり選択・判断したりでき
るよう配慮すること」

（小学校理科）
・「天気、川、土地などの指導にあたっては、災害に関する基礎的な理解が図られるようにすること」

◆河川教育に関連する単元の改訂
・小学校理科第4学年に新単元「雨水の行方と地面の様子」が追加

◆「主体的・対話的で深い学び」の実現やカリキュラム・マネジメントの確立
・「主体的・対話的で深い学び」の実現（アクティブラーニングの視点）や教科等横断的な学習の充実などが盛り込まれた。

小学校学習指導要領等の改訂のポイント

40
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５）国土交通省の業務と
国土交通省による防災教育の支援



公園

河川・海岸・ダム

港湾・空港

鉄道・新幹線

道路

住宅・建築物

社会インフラの整備・管理

42

救助・捜索活動の支援

道路の被災箇所での調査

河川の被災箇所の調査

夜間の照明支援（照明車派遣）

災害時の緊急対応

43



災害時の緊急対応

44

衛星通信車で現場の状況をリアルタイム配信 ドローンによる土砂崩落箇所の被災状況調査

災害によって起こる危険（リスク情報）の周知

45

国土交通省が提供している災害リスク情報の例 ←使ってもらうこと・逃げてもらうことが大事
○「浸水想定区域」

浸水が想定される区域とその水深を示したもの
○「家屋倒壊等氾濫想定区域」

洪水時に家屋が倒壊するような激しい氾濫流等が発生するおそれが高い区域
を示したもの

「家屋倒壊等氾濫想定区域」の例

凡例

予
想
さ
れ
る
浸
水
深

5.0m以上 2階建家屋水没

3.0m～5.0m未満 2階浸水

0.5m～3.0m未満 1階床上浸水

0.5m未満 1階床下浸水

家
屋
倒
壊
危
険
区
域

家屋倒壊等氾濫想
定区域（氾濫流）

堤防決壊等により、木造家屋
が倒壊等するような氾濫流が
発生するおそれがある区域

家屋倒壊等氾濫想
定区域（河岸侵食）

木造・非木造の家屋が倒壊
するような河岸侵食が発生す
るおそれがある区域

「浸水想定区域」の例



46

①「防災教育」 これまでの取り組み

国土交通省「防災教育」

47

主な取り組み（ハード・ソフトのコンテンツ提供）

○社会インフラの整備・管理を通じて得た
専門的なノウハウ・情報の教育現場への活用
例）「河川教育」「環境教育」の一環として実施

○一人一人が災害時において適切な避難行動
を取る能力（「避難力」）を養う支援
→Ｅｖａｃｕａｔｉｏｎ（逃げる）ことの

「心構え」「知識」

今後は、「命を守る」をキーワードに
以下の点にも力を入れていきたい。



内閣府資料より

【H23東日本大震災時の事例】
避難所到着後、危険を察知し、さらに高台へ

（釜石東中学校）

「主体的行動」型避難に必要なこと（自ら考え、判断し、逃げる）

・自ら考え、安全に逃げることができる子供たちを育む
・定期的な避難訓練により、自然と「逃げられる」子供たちを育む

○指導計画案を作成

先進事例を参考に

○先生との連携

「自然災害の防止」を教える流れ

第1回
どのような自然災害が発生するか

（災害のメカニズム等）

第2回
自然災害が起きたら、何が必要か

（危険な場所を考える、情報収集等）

第3回
[まとめ]命を守るために必要なこと

（上記の振り返りや避難訓練等）

東京都平山小学校での「生き抜く科」授業 高知県黒潮町での訓練
津波の届かない高台まで避難

わかりやすい授業の流れやポイントを整理した「指導計画」などの作成に

国土交通省職員と先生方が連携して取り組み、「身につく防災教育の支援」を実施

防災教育を通じた防災意識の浸透
～主体的な行動による避難の実現に向けて～

先生

国土交通省

48

生徒自らが考えた安全な避難経路を発表

街を覆う津波

防潮堤を乗り越える津波

豪雨により地下鉄構内へ浸水が発生

洪水により家が倒壊

平成15年7月（福岡市営地下鉄博多駅）平成23年3月 東日本大震災

平成23年3月 東日本大震災 平成27年9月 関東・東北豪雨

国土交通省の防災教育の支援事例
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○災害現場の写真や動画を提供



○河川での体験

国土交通省の防災教育の支援事例
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○ダムや砂防施設での体験

○河川、道路などの現場を活かした「体験型」の防災教育を実施

川は穏やかな顔と
厳しい顔を持って

いるよ

流されたときの
安全な身のこなし方は？

これは神殿？

大雨からまちを
守る施設です
＜首都圏外郭

放水路＞

家の外が浸水すると水圧ですぐにドアが
開かなくなってしまうことを体験

○浸水により水圧がかかった状態のドアを開ける体験をす
ることができる装置。

○装置によっては、地下空間が浸水した場合も想定し、水
深25㎝、50㎝の場合の体験ができる。

（淀川河川事務所）

（札幌開発建設部）

○水中を歩き、歩行時の水の強さを体験することができる
装置。

○装置によっては、川の流れを再現できるものもある。
○身近な河川の流速に設定でき、より身近な河川の疑似体
験ができる。流速体験パターンは、0.3m/s～2.5m/sの範囲
で設定可能。
＜北海道（天塩川）における流速パターン例＞
・0.3m/s(せせらぎ)
・0.8m/s（通常流速)
・2.1m/s（増水の流速）

（札幌開発建設部）

（淀川河川事務所）

ひざ下の流れでも歩けなくなり避難
できなくなることを体験

国土交通省の防災教育の支援事例（機材の活用）
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水深30cmで
もう開けられ

ないよー おっとっと
これは逃げられ

ないなあ



教科書・教材等の作成を⽀援する教科書出版社説明会を開催

○国⼟交通省の取組に理解を深め、所有する写真や単元に沿った説明内容などを提供する教科
書・教材出版社への説明会を開催。

H29/3/27
写真・動画提供に関する説明会
（水管理・国土保全局主催）

・災害写真や防災に関係する資料等を

提供し、教科書・教材を作成する際の

参考にして頂くことを目的に開催。

・教科書出版社からのアンケート結果を

踏まえ、統計データや写真の追加、資

料の検索を容易にする索引の追加等

の改善を実施。

・13社26名が参加。
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H29/9/29
気象庁の取組み

説明会・現場見学会
（気象庁主催）

・教科書・教材出版社に気象庁の

取組や業務について理解を深めて

もらい、教科書・教材などに安全知

識や気象情報の利活用に関する

事項を出来るだけ多く取り上げて頂

くこと等を目的に開催。

・22社44名が参加。

H29/7/19
国土地理院の取り組む
教育支援の説明会
（国土地理院主催）

・地図や航空写真などの情報を提供し、

教科書・教材作成に活用して頂くことを

目的に開催。

・地域の災害特性や歴史等を理解する

ための地図等の情報及び活用方法等

を説明。

・実作業・施設等の見学も実施。

・13社22名が参加。

地方整備局等における指導計画の作成支援校

北見市立 小泉小学校
岩見沢市立 北村小学校
滝川市立 西小学校
標茶町立 標茶小学校

盛岡市立 城北小学校

桐生市立 菱小学校

沼津市立 第三小学校
伊豆市立 熊坂小学校
伊豆の国市立 長岡南小学校
三島市立 長伏小学校
函南町立 西小学校
清水町立 南小学校
長泉町立 南小学校
静岡市立中藁科小学校
島田市立島田第四小学校

四万十市立 八束小学校

高知県

静岡県

群馬県

岩手県

北海道

八重瀬町立 新城小学校

沖縄県
三条市立 第四中学校
三条市立 井栗小学校
三条市立 旭小学校
三条市立 保内小学校

新潟県

薩摩川内市内 計8校
さつま町内 計9校

鹿児島県

小浜市立 内外海小学校
若狭町立 三方小学校

福井県

宮城県

亘理町立 逢隈中学校

H29年９月時点

東北町立 上北小学校
八戸市立 江南小学校

青森県
かみきた

こうなん

由利本荘市立 尾崎小学校

秋田県
おざき

じょうほく

真室川町立 真室川小学校
山形市立 大郷小学校

山形県
まむろがわ

おおさと

おおくま

ひし

福島県

福島市立 杉妻小学校
すぎのめ

南アルプス市立 白根源小学校

山梨県

やつか

丸亀市立 飯野小学校

香川県

奧出雲町立 馬木小学校
松江市立本庄小学校

島根県

広島市立 戸山中学校
安芸高田市立 甲立小学校

広島県
倉吉市立 高城小学校
伯耆町立 岸本小学校

鳥取県

防府市立玉祖小学校

山口県

久留米市立 三潴小学校
遠賀川流域内 計77校

福岡県

しらねみなもと

くまさか

ながぶせいいの

たまのや

たかしろ

こうたち

まき

みかた

うちとみ

ほない

あさひ

あらしろ

とやま

みつま

いぐり

稲敷市立 あずま東小学校

茨城県

神戸市立 美野丘小学校
太子町立 石海小学校

兵庫県

王寺町立 王寺北小学校

奈良県

那智勝浦町立市野々小学校

和歌山県

美馬市立 美馬小学校
石井町立 藍畑小学校
阿南市立 大野小学校

徳島県

東温市立 拝志小学校
大洲市立 菅田小学校

愛媛県

多久市立 中央小学校
多久市立 東部小学校
多久市立 西渓小学校

佐賀県

熊本市立 日吉東小学校
熊本市立 黒髪小学校

熊本県
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②今後の取り組み

防災教育の促進（大規模氾濫減災協議会の活用）
○平成29年度に国管理河川の全ての129協議会において、防災教育に関する支援を実施する学校を教育関係者

等と連携して決定し、指導計画の作成支援に着手
○平成30年度末までに、国の支援により作成した指導計画を、都道府県管理河川を含む協議会に関連する市町

村の全ての学校に共有

今後のスケジュール 国管理河川 国・都道府県管理河川共通

支援内容
国土交通省は、各学校によって作成される指導計画（わかりやすい授業の流れやポイントを整理した計画）の作成を支援

指導計画・板書計画の例
（川内川河川事務所HPより抜粋）

【川内川水防災河川学習プログラム】
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/program/index.html

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

平成28年度より、28
校において指導計画
の作成支援を先行し
て実施

学習指導要領改訂
平成29年3月31日

・平成29年度中に、国管理河川の全ての129協議会に
おいて、防災教育に関する支援を実施する学校を教育
関係者等と連携して決定し、平成30年度末までに、防災
教育に関する指導計画を作成できるよう支援

(平成29年3月31日に改訂された新学習指導要領の周知・徹底・移行期間) (平成29年3月31日に改訂された新学習指導要領の全面実施)

引き続き、防災教育の実施を支援

・国の支援により作成された指導計画を都道府県管理河川
を含む協議会に関連する市町村の全ての学校に共有



【機密性２】
「命を守る」ためのイラスト 【洪水編】 （案）

子供たちがこわがらずに洪水時の対応を学べるイラストの案
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解説：
洪水が発生しても自分の家が浸水することはないと思い避難しなかったところ、洪水に
より自宅が浸水し、溺れる。

（子ども向け解説）
大雨が降ると、自分の家が洪水に巻き込まれてしまうことがあるよ！
⇒自分の家や通学路が、危ない場所かどうか調べることが大事！

【機密性２】
「命を守る」ためのピクトグラム 【洪水＋α】

解説：
自宅が浸水していなかったので逃げなかったが、浸水して逃げようと思ったときには水圧でド
アが開かず溺れる。
（子ども向け解説）
ドアの外に30cm水がたまると、ドアが開かなくなってしまうよ！
⇒家の周りが水に浸かる前に安全な場所に逃げよう！

解説：
自宅が浸水していなかったので逃げなかったが、浸水して逃げようと思ったときには足
下が見えず、マンホールや用水路に落ちて溺れる。
（子ども向け解説）
足下が見えない中歩くと、マンホールや水路に気づかず落ちてしまうことがあるよ！
⇒家の周りが水に浸かる前に安全な場所に逃げよう！



【機密性２】
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子供たちがこわがらずに津波時の対応を学べるイラストの案

「命を守る」ためのイラスト 【津波編】 （案）

解説：
津波が確認できなかったので逃げなかったが、津波を確認して逃げようと思ったときには、走
って逃げても間に合わず、津波にのまれる

（子ども向け解説）
津波のスピードはとても速いので、見えてから逃げても追いつかれて巻き込まれてしまうよ！
⇒揺れを感じたらすぐに高いところへ逃げよう！

【機密性２】
「命を守る」ためのピクトグラム 【津波＋α】

解説：
津波の予想が５０cmでたいした高さでないと思ったので逃げなかったが、５０cm程度の
津波に巻き込まれ流される。
（子ども向け解説）
低い津波でも勢いで足をすくわれて流されてしまうことがあるよ！
⇒津波の高さに関係なく、揺れを感じたらすぐに高いところへ逃げよう！

解説：
車で避難したところ、途中で渋滞に巻き込まれ、津波にのまれる
（子ども向け解説）
車で避難していると、途中で渋滞に巻き込まれて、逃げ遅れてしまうことがあるよ！
⇒揺れを感じたらすぐに高いところへ逃げよう！



【機密性２】
「命を守る」ためのイラスト 【垂直避難 ＋長期】

解説：
鉄筋のマンションの５階に避難したところ、浸水が１週間継続し、食料が尽きる。

（子ども向け解説）
洪水や津波で長い間水がたまり続けると、避難先で食べ物が尽きてしまうことがあるよ
！
⇒自分の家や避難先がどのくらいの間水に浸かってしまうか調べることが大事！

逃げる為の情報はどこで手に入るの？（洪水編）

①自分がいる所は洪水のときどんな危険があるのか？

→ハザードマップポータルサイト

検索エンジン → 「ハザードマップ」＋「検索」

②自分がいる所の雨の降り方と予測

→気象庁「高解像度降水ナウキャスト」

検索エンジン → 「気象庁」「レーダー」＋「検索」

③自分の近くの川の水位情報

→国土交通省「川の防災情報」

検索エンジン → 「川」「防災」＋「検索」

NHKデータ放送
61



ハザードマップポータルサイト

⾃分がいる所や住んでいる所などの各種災害によるリスクをすぐに確認できます
（スマホ、タブレット、PCなど）

洪水浸水想定 土砂災害危険箇所 津波浸水想定

（②これまで)

文字情報から選択

洪水 土砂災害 津波

①国土交通省トップページのバナーをクリック ②災害種別の図記号（ピクトグラム）をクリック

③地図上に災害リスク情報が表示されます。
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指定した場所 現在地表示も
できます
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逃げる為の情報はどこで手に入るの？（津波編）

①自分がいる所は地震・津波のときどんな危険があるのか？

→ハザードマップポータルサイト

検索エンジン → 「ハザードマップ」＋「検索」

②自分がいる所の地震の揺れ

→各種ニュース（TV、ラジオ、WEB、データ放送）

各種スマホアプリ

③自分の近くの津波情報

→気象庁 大津波警報、津波警報、津波注意報

各種ニュース（TV、ラジオ、WEB、データ放送）

各種スマホアプリ
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