
旭川開発建設部 小学生向け副読本「十勝岳Ｑ＆Ａ」
PDF

冊子

火山の噴火や十勝岳の自然・防災について一問

一答形式で説明
2009年7月 http://www.hkd.mlit.go.jp/as/

国土交通省　北海道開発局

旭川開発建設部　治水課
0166-32-4247

室蘭開発建設部
樽前山環境防災副読本中学生版「たる

まえ山楽学」

PDF

冊子

樽前山周辺の自然の恵みや地域の特性などを含

めて、火山を楽しく学び知ってもらうための防

災副読本

2007年11月 http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/
国土交通省　北海道開発局

室蘭開発建設部　治水課
0143-25-7045

室蘭開発建設部
樽前山環境防災副読本小学生版「たる

まえ 楽しく学ぼう」

PDF

冊子

樽前山周辺の自然の恵みや地域の特性などを含

めて、火山を楽しく学び知ってもらうための防

災副読本

2008年8月 http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/
国土交通省　北海道開発局

室蘭開発建設部　治水課
0143-25-7045

福島河川国道事務所
吾妻山・安達太良山・磐梯山

火山防災副読本

PDF

冊子

吾妻山・安達太良山・磐梯山の火山防災に関し

ての紹介及び参考図書
2012年3月 http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/J77101/homepage/sabo/kazan_fukudokuhon.pdf

国土交通省東北地方整備局

福島河川国道事務所

　調査第一課

024-546-4331

岩手河川国道事務所 もっと知りたい岩手山 冊子

岩手山についての概要を紹介　※Ｈ２７年２月

に作成したものであり。各種イベント時に随時

配布している。

2015年3月 http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73101/homepage/siryou/lib/pamph/sabou/motto.htm

国土交通省東北地方整備局

岩手河川国道事務所

　計画課

019-624-3131

宮城県
みやぎ防災教育副読本「未来へのきず

な」
PDF

東日本大震災を踏まえ、土砂災害を含む種々の

災害の事例・対策について解説した副読本
2014年～ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/supoken/fukudokuhon.html 宮城県教育委員会スポーツ健康課 022-211-3667

利根川水系砂防事務所 神流川　ふるさとの山と川の物語 冊子

地域の自然や暮らしを学び、郷土の自然災害に

対する防災意識を向上・定着させ、警戒避難等

を含めた地域防災力の向上を効果的に図るため

の防災学習支援資料

2016年3月 http://www.ktr.mlit.go.jp/tonesui/tonesui00009.html
国土交通省関東地方整備局

利根川水系砂防事務所　総務課
0279-22-4177

渡良瀬川河川事務所
わたらせ川の砂防

なかよし砂防たんけん隊
冊子 QA方式で「なかよし探検隊が解説」 2005年 -

国土交通省関東地方整備局

渡良瀬川河川事務所　砂防調査課
0284-73-5559

富士川砂防事務所 富士川の砂防と土砂災害

リーフレット

（A４̲8枚相

当）

災害の実例、災害の前ぶれ、砂防施設のしく

み、砂防施設の工事、自然と生物等について子

供向けに解説

2015年8月 -
国土交通省関東地方整備局

富士川砂防事務所　調査課
055-252-7156

千葉県 土砂災害から身をまもる PDF
千葉県における土砂災害について写真・図・表

などを用いて説明
2016年 http://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/sabou/hukudokuhon/hukudokuhon.html 千葉県県土整備部河川環境課 043-223-3147

「松本砂防流域の生きもの」 PDF

平成15年度に実施した「水と緑の渓流づくり

調査業務委託」の成果を、子供にも分かりやす

くとりまとめた。

2003年 http://www.hrr.mlit.go.jp/matumoto/index.html
国土交通省北陸地方整備局

松本砂防事務所　調査課
0263-33-5981

土砂災害に関する副読本等一覧表

東北

関東

参考ホームページ
問い合わせ先

（電話番号）

問い合わせ先

（所属・部署）

北海道

地方整備局名 事務所名 タイトル 媒体 内容 発行年月日



土砂災害に関する副読本等一覧表

参考ホームページ
問い合わせ先

（電話番号）

問い合わせ先

（所属・部署）
地方整備局名 事務所名 タイトル 媒体 内容 発行年月日

私たちの梓川・高瀬川流域の「ふるさ

と発見！おもしろブック」
PDF

梓川・高瀬川流域の地理、歴史、砂防事業を等

をまとめた小学生向け冊子
2003年5月 http://www.hrr.mlit.go.jp/matumoto/index.html

国土交通省北陸地方整備局

松本砂防事務所　調査課
0263-33-5981

土砂災害から生命を守るために PDF
総合学習等での説明資料として、事業概要を説

明
2016年 －

国土交通省北陸地方整備局

松本砂防事務所　調査課
0263-33-5981

砂防堰堤のはたらき等 PDF
総合学習等での説明資料として、事業概要を説

明
2016年 －

国土交通省北陸地方整備局

湯沢砂防事務所調査課
025-784-2073

土砂災害から命をまもる～砂防副読本

～
冊子

砂防副読本（土砂災害防止広報センター発行）

を活用し、土砂災害から身を守るための知識を

習得

2016年 http://www.sabopc.or.jp
国土交通省北陸地方整備局

湯沢砂防事務所調査課
025-784-2073

立山砂防の紹介 PDF
総合学習等での説明資料として、事業概要を説

明
2016年 －

国土交通省北陸地方整備局

立山砂防事務所調査課
076-482-1199

常願寺川たんけんブック 冊子

常願寺川流域の概要及び土砂災害等に関する説

明

【Ｈ２９年度更新予定】【下敷き含む】

1996年 －
国土交通省北陸地方整備局

立山砂防事務所調査課
076-482-1199

金沢河川国道事務所 白山砂防事業 PDF
総合学習等での説明資料として、事業概要を説

明
2016年 －

国土交通省北陸地方整備局

金沢河川国道事務所流域対策課
076-264-9913

「活火山焼岳と私たちの暮らし」 冊子
焼岳火山砂防事業に関する説明や活火山に関す

るＱＡを解説
2003年5月 －

国土交通省北陸地方整備局

神通川水系砂防事務所 調査課
0578-82-1221

神通川水系の砂防 ＰＤＦ
総合学習等での説明資料として、事業概要を説

明
2016年 －

国土交通省北陸地方整備局

神通川水系砂防事務所 調査課
0578-82-1221

黒部河川事務所 黒部川流域の概要 PDF
総合学習等での説明資料として、事業概要を説

明
2016年 －

国土交通省北陸地方整備局

黒部河川事務所調査課
0765-52-4686

小学校３・４年生社会科副読本　私た

ちの小国町　別冊 大雨にそなえる 小

国町をのみこんだ「羽越水害」

冊子

・羽越災害の概要

・土砂災害に関する説明

【Ｈ２９年度更新予定】

2007年 －
国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所　調査課
0238-62-2079

神通川水系砂防事務所

松本砂防事務所

湯沢砂防事務所

立山砂防事務所

北陸
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参考ホームページ
問い合わせ先

（電話番号）
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小学校３・４年生社会科副読本　私た

ちの関川村　別冊 大雨にそなえる 関

川村をのみこんだ「羽越水害」

冊子

・羽越災害の概要

・土砂災害に関する説明

【Ｈ２９年度更新予定】

2007年 －
国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所　調査課
0238-62-2079

小学校３・４年生社会科副読本　私た

ちの胎内市　別冊 大雨にそなえる 胎

内市をのみこんだ「羽越水害」

冊子

・羽越災害の概要

・土砂災害に関する説明

【Ｈ２９年度更新予定】

2007年 －
国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所　調査課
0238-62-2079

小学校３・４年生社会科副読本　私た

ちの新発田市　別冊 大雨にそなえる

新発田市をのみこんだ「羽越水害」

冊子

・羽越災害の概要

・土砂災害に関する説明

【Ｈ２９年度更新予定】

2007年 －
国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所　調査課
0238-62-2079

「いいで　さぼう　くらぶ」 冊子
・土石流のメカニズムの解説

・砂防堰堤の種類、効果の説明
2002年 －

国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所　調査課
0238-62-2079

安心・安全・自然がいっぱい！「いい

とこ・いいで・すきです」

パンフレット

PDF

・土石流のメカニズムの解説

・砂防堰堤の種類、効果の説明
2003年 http://www.hrr.mlit.go.jp/iide/office/pamphlet.html

国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所　調査課
0238-62-2079

新潟県 とってもあぶない「なだれ」の話 PDF
「なだれ」のメカニズムや被害を防ぐための知

識を紹介
2006年 http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/53/290/nadarenohanashi,0.pdf 新潟県土木部砂防課 025-280-5424

石川県 土砂災害に関する学習資料 PDF
土砂災害に関する情報共有と意識の向上を図る

ことを目的とした学習資料
2016年 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/sabou/8dosya-soft/index.html#gakusyuusiryou 石川県土木部砂防課 076-225-1751

天竜川上流河川事務所 砂防ってなーに？
パンフレット

PDF

・天竜川上流域の地形、地質の特性

・砂防事業について
2012年 http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/jimusyo/pamphlet.html

国土交通省中部地方整備局

天竜川上流河川事務所

砂防調査課

0265-81-6417

安倍川上流「びっくり大自然」 パンフレット

・土砂災害の内容及び避難等について

・砂防事業について

・安倍川上流の自然について

1988年 －
国土交通省　中部地方整備局

静岡河川事務所　調査課
054-273-9104

新しい発見・感動・おどろきが君を

待っている・・・「不思議ランド・安

倍川」

パンフレット

・河川事業と砂防事業について

・安倍川の自然について

・安倍川の特徴について

1989年 －
国土交通省　中部地方整備局

静岡河川事務所　調査課
054-273-9104

徳川家康公と安倍川物語 冊子
・徳川家康にまつわる地名や治水事業について

まとめた歴史副読本
2016年 －

国土交通省　中部地方整備局

静岡河川事務所　調査課
054-273-9104

飯豊山系砂防事務所

阿賀野川河川事務所

静岡河川事務所
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わかる！砂防教室

妻木出張所編
冊子 2006年頃 http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/fureai/kyositu/

国土交通省中部地方整備局

多治見砂防国道事務所　砂防調査

課

0572-25-8024

わかる！砂防教室

中津川出張所編
冊子 2006年頃 http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/fureai/kyositu/

国土交通省中部地方整備局

多治見砂防国道事務所　砂防調査

課

0572-25-8024

わかる！砂防教室

上松出張所編
冊子 2006年頃 http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/fureai/kyositu/

国土交通省中部地方整備局

多治見砂防国道事務所　砂防調査

課

0572-25-8024

沼津河川国道事務所 狩野川砂防探検地図 パンフレット 砂防施設の役割や砂防施設の紹介 2005年 http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/sabo/library/pdf/pamphlet02.pdf

国土交通省中部地方整備局

沼津河川国道事務所

工務第一課

055-934-2005

越美山系砂防事務所
「みっちゃん、カワトロくんと行く

水の旅」
PDF

降雨に関する基礎知識や砂防に関する情報（小

学生向け）
2003年11月 http://www.cbr.mlit.go.jp/etsumi/study/kawatoro/index.html

国土交通省中部地方整備局

越美山系砂防事務所　調査課
0585-22-2163

ぼくたちの砂防見学会 冊子
富士砂防事務所が行なっている大沢扇状地にお

ける砂防施設などを紹介する絵本
1996年6月 http://www.cbr.mlit.go.jp/fujisabo/oshirase/oshirase-pamph.html

国土交通省中部地方整備局

富士砂防事務所　調査課
0544-27-5387

ふじさん 冊子 富士山の成り立ちを説明する絵本 2005年4月 http://www.cbr.mlit.go.jp/fujisabo/oshirase/oshirase-pamph.html
国土交通省中部地方整備局

富士砂防事務所　調査課
0544-27-5387

山梨県 砂防読本「さぼうのおしごと」 PDF 土砂災害とそのハード・ソフト対策の説明 2013年 http://www.pref.yamanashi.jp/sabo/documents/20130318sabouhukudokuhon-sabounooshigoto.pdf 山梨県県土整備部砂防課 055-223-1710

「六甲の川物語」(湊川物語) 冊子
土砂災害と地域の自然や歴史・文化について説

明
2009年

「六甲の川物語」(生田川物語) 冊子
土砂災害と地域の自然や歴史・文化について説

明
2009年

「六甲の川物語」(都賀川物語) 冊子
土砂災害と地域の自然や歴史・文化について説

明
2009年

多治見砂防国道事務所

砂防教室で児童に配布するパンフレット

・土砂災害とは

・土砂災害を防ぐ砂防の仕事

・実際の施設を見てみよう

富士砂防事務所

中部
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「六甲の川物語」(住吉川物語) 冊子
土砂災害と地域の自然や歴史・文化について説

明
2009年

「六甲の川物語」(芦屋川物語) 冊子
土砂災害と地域の自然や歴史・文化について説

明
2009年

「六甲の川物語」(夙川物語) 冊子
土砂災害と地域の自然や歴史・文化について説

明
2009年

「六甲の川物語」(妙法寺川物語) 冊子
土砂災害と地域の自然や歴史・文化について説

明
2009年

「六甲の川物語」(有馬川物語) 冊子
土砂災害と地域の自然や歴史・文化について説

明
2009年

「六甲の川物語」(山田川物語) 冊子
土砂災害と地域の自然や歴史・文化について説

明
2009年

大和川河川事務所 わたしたちの亀の瀬 冊子 亀の瀬地すべりの歴史と地すべり対策のあゆみ 2011年3月 http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/guide/landslide/library/pdf/kamenose_child.pdf
国土交通省近畿地方整備局

大和川河川事務所
072-971-1381

中国 太田川河川事務所 広島の山へ安全てんけんに出かけよう パンフレット

・広島の土砂災害の内容

・土砂災害を防ぐ方法の紹介（ハード、ソフト

対策）

・情報収集の紹介

2007年4月 －

国土交通省中国地方整備局

太田川河川事務所　調査設計第二

課

082-222-9253

四国 四国山地砂防事務所 わたしたちにできる災害への備え 小冊子 ・土砂災害に対する避難準備等の紹介 2017年1月 －
国土交通省四国地方整備局

四国山地砂防事務所　調査課
0883-72-0034

宮崎河川国道事務所 霧島山火山防災ハンドブック 小冊子
・霧島の生い立ち

・火山防災対策
2008年3月 －

国土交通省九州地方整備局

宮崎河川国道事務所工務第二課
0985-24-8470

大隅河川国道事務所
「桜島火山砂防Ｑ＆Ａ　ハンドブッ

ク」
小冊子

桜島の特徴や自然及び災害や砂防について、Ｑ

＆Ａ方式で紹介。小中学生向けの小冊子。
1998年 －

国土交通省九州地方整備局

大隅河川国道事務所調査第二課
0994-65-2994

078-851-0535

近畿

http://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/rokko/study/index.php
国土交通省近畿地方整備局

六甲砂防事務所
六甲砂防事務所



土砂災害に関する副読本等一覧表

参考ホームページ
問い合わせ先

（電話番号）

問い合わせ先

（所属・部署）
地方整備局名 事務所名 タイトル 媒体 内容 発行年月日

川辺川ダム砂防事務所
土砂災害から命をまもる～砂防副読本

～
小冊子

・土砂災害と災害防止施設

・土砂災害防止対策
2016年 －

国土交通省九州地方整備局川辺川

ダム砂防事務所工務第二課
0966-23-3175

雲仙復興事務所
溶岩ドームが動いているってホン

ト！？
小冊子

・崩落の危険がある溶岩ドームについて、その

付近に住む小・中学生を対象に分かりやすく作

成した小冊子

2017年 －
国土交通省九州地方整備局雲仙復

興事務所調査課
0957-64-4171

大分県 土砂災害から身を守る PDF
大分県内の事例を多く取り入れた、大分県版の

読本
2012年 http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/252527_266736_misc.pdf 大分県土木建築部砂防課 097-506-4636

鹿児島県 鹿児島県砂防読本 PDF

鹿児島県の地形，地質，土砂災害，土砂災害の

発生メカニズム，土砂災害対策等について，写

真・絵等によりわかりやすく紹介

2017年 http://www.pref.kagoshima.jp/ah08/infra/kasen-sabo/sabo/h22dokuhonn.html 鹿児島県土木部砂防課 099-286-3614

九州


