
 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

１ わたしたちの住むまちの良いところはどんなところですか。 

 

 「千葉県ハザードマップ」ホームページアドレス http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/portal/ 

わたしたちの住むまちはどんなまち？   課題 4-1 

２ 「千葉県ハザードマップ」を見て，わたしたちの住むまちにはどんな災害 

  の被害発生が予測されるのかを考えてみましょう。 

 

 災害によってどんな被害が予測されるか調べてみましょう。 

・地震 

想定震度分布 
 

揺れやすさ 
 

液状化 
 

津波浸水 
 

・土砂災害 
 

・浸水想定区域 
 

 

３ 予測される災害に備えて，わたしたちにできることは何ですか？ 
 

４ 歴史が教えてくれる災害への備え 
  長い歴史の中，千葉県の地形は大きく変化してきました。今は同じように見える場所でも，

元の地形の違い（干拓地，埋め立て地等）によって，災害時に予測される被害は異なります。

自分たちの住んでいるところが，昔はどのような場所であったのか調べてみると，災害への

備えのヒントが隠されているはずです。古くからその土地に住んでいる人たちに話を聞いた

り，郷土史などを利用したりして調べてみましょう。 
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