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立
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資
料

 
学習に役立つ資料 

役に立つホームページ 

千葉県教育委員会 
くろしお防災教育サミットのホームページ 

 ・防災学習ハンドブック 
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kenkyuu/kuroshio/bousaigakushuu.html 

千葉県防災危機管理監

防災危機管理課 

千葉県の災害・防災について知ることができます。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/bousai/index.html 

防災ポータルサイト 

http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/portal/index.html 

千葉県県土整備部  

河川環境課 

千葉県の水防・防災について知ることができます。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/index.html 

内閣府 

災害教訓のホームページ 

・阪神・淡路大震災の総括・検証に係る調査  

・阪神・淡路大震災教訓情報資料集  

・北海道南西沖地震教訓情報資料集  

・有珠山噴火災害教訓情報資料集  

・三宅島噴火災害教訓情報資料集  

・平成 16 年に発生した風水害教訓情報資料集 

http://www.bousai.go.jp/1info/kyoukun/index.html 
 

災害被害を軽減する国民運動のページ 

 「災害の一日前に戻れるとしたら，あなたは何をしますか」という「一

日前プロジェクト」など，災害から身を守るヒントがたくさんあります。 

http://www.bousai.go.jp/km/index.html 

総務省消防庁 

災害情報のホームページ 

・起こった災害の情報データベースが掲載されています。 

http://www.fdma.go.jp/bn/2011/ 

生活密着情報 

 ・身近でいてきっと役に立つ防災の情報が掲載されています。 

http://www.fdma.go.jp/html/life/ 

国土交通省気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/menu/eqmenu.html 

兵庫県 
震災復興のホームページ 

http://web.pref.hyogo.jp/town/cate2_206.html 

神戸市消防局 

ホームページ 

http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/ 

阪神・淡路大震災の記録 

http://www.city.kobe.lg.jp/safety/hanshinawaji/index.html 

神戸 災害と戦災  

資料館 

阪神・淡路大震災をはじめとした神戸の災害と戦災の資料，記録写真を

ご覧いただき，平和の尊さと命の大切さを考えるきっかけとなることを

願って作製した。 

http://www.city.kobe.lg.jp/safety/disaster/index.html 

兵庫県芦屋市 

消防本部 

阪神・淡路大震災の記録 

http://www.city.ashiya.lg.jp/shoubou/kiroku_01.html 

阪神・淡路大震災芦屋の記録 

http://www.city.ashiya.lg.jp/bousai/shinsai/index.html 
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