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関 東 技 術 事 務 所
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「夏休み親子防災教室２０１９」を開催します
国土交通省関東技術事務所は、各地で発生する土砂災害・地震による被害などの災害対策支援
を目的とし、平成９年３月に「船橋防災センター」を開所しました。
船橋防災センターの開所に併せ、毎年、小学校の夏休み期間を利用し、親子で「防災」について
考え、学んでいただく場を提供し、「防災」について興味を持っていただくきっかけになることを期待
し、「防災教室」を継続して開催してきました。
今年も７月２３日（火）船橋防災センター構内において「夏休み親子防災教室２０１９」を開催します。
また、この「防災教室」は、地元自治体や防災関係機関及びライフライン事業者の方々にも参加を
していただき、関係機関における幅広い防災対策や災害時の活動等を知っていただくことで、子供
たち及び保護者の「防災」に対する意識の向上を図ることを目的とするものです。

【開催概要】
○開催日時：令和元年７月２３日（火） １０時〜１４時 （受付９時４５分から、参加無料、予約不要）
○開催場所：国土交通省 船橋防災センター構内（小雨決行）
○主
催：国土交通省 関東技術事務所
○協
賛：船橋市、船橋市消防局、千葉県船橋警察署
国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所 船橋出張所
千葉県企業局船橋水道事務所、京葉ガス(株) 、 NTT東日本 千葉災害対策室
国土交通省 関東地方整備局 防災室 （順不同）
○開催概要：下記ホームページアドレスを参照

【関東技術事務所ＨＰ】
お知らせ欄 ＵＲＬ： http://www.ktr.mlit.go.jp/kangi/index.htm
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問い合わせ先
国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所
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副所長 国頭 正信 ＴＥＬ：047-389-5121（代表）（内線：205），
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なかやま しゅうじ

防災技術課長 中山 修司 （内線：331）
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※午前中、午後だけのコーナーもあります。
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小学生以上のお子様を対象とした、はしご車体験乗車は10時、
12時30分の部があり、各部15組(1組3名以内)まで乗車出来ます。
体験乗車を希望する方は、受付で抽選券を配布します。
•【10時の部】配布開始 9:45 配布〆切及び抽選10:00
•【12時30分の部】配布開始11:10頃 配布〆切及び抽選12:30
※消防の緊急出動で体験乗車が中止になる場合もあります。
詳細は受付にてご確認下さい。
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みなさんを待っている人たち
主催／国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所
協賛／船橋市、 船橋市消防局、 千葉県船橋警察署
国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所 船橋出張所
千葉県企業局 船橋水道事務所、 京葉ガス（株）
ＮＴＴ東日本 千葉災害対策室、国土交通省 関東地方整備局 防災室
（順不同）

まってま〜す！

保護者の皆様
近隣にお住まいの皆様 へ

夏休み親子防災教室２０１９
７月２３日（火）開催

近年の東日本大震災をはじめ、各地で大規模な自然災害が発生しています。関東地方でも 首都直下地震 がいつ起き
てもおかしくないとの政府の発表がありました。
そうした中、今回のイベントを開催する私たち国土交通省や、千葉県、船橋市、並びに各公共事業者では、日頃より皆
様に「安全と安心」をお届けできるよう様々な努力をしております。そうした活動を知っていただき、防災について考える機
会にしていただければとの思いで 夏休み親子防災教室 を企画いたしました。
特に、子供さんたちに災害の怖さを知っていただくとともに、災害に対する備え（防災）の大切さを実感いただければと思
います。皆様のご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております。

ケム〜
船橋防災センターを知ろう！ 台風や土砂災害を体験しよう！ ほか ／国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所
煙の中はどうなってる？（火事の煙を体験） 地震のときどうする？（起震車体験） ／船橋市役所
はしご車に乗ってみよう！ 消防車展示 火災予防相談 ほか ／船橋市消防局
警察官になってみませんか？ パトカ−・移動交番車などが勢揃い！ ／千葉県 船橋警察署
困っている人へ大切な水をお届けします！ 給水車展示など ／千葉県 企業局 船橋水道事務所
はたらく車に乗ってみよう！ 高所作業車・ミニバックホウなど ／国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所 船橋出張所
通信レスキュ−隊を知っていますか？ 災害用伝言ダイヤルを体験してみよう！ ／ＮＴＴ東日本 千葉災害対策室
マイコンメーターでガス漏れを防ごう！ ほか ／京葉ガス（株）
親子で防災の勉強をしよう！ 防災ポータル紹介 子供防災服試着体験 ／関東地方整備局 防災室
（順不同）

お知らせ
●屋外のイベントです。暑さ対策をお忘れなく。こまめに水分補給でき
るように、水筒・ペットボトル等ご持参ください。
●混雑の状況により、はしご車体験以外でも整理券をお配りする場合
があります。
●年齢などにより、参加できる催しが制限される場合があります。
●はしご車体験は小学生以上が対象です。
●会場では食事の販売は行いません。
●異常気象や地震などにより、中止させていただく場合があります。
なお、中止の場合は午前９時までに決定しますので、
下記のお問い合わせ先やホームページでご確認ください。
〈お問い合わせ先〉
国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所 船橋防災センター
℡：０４７−４２２−２１０１
（当日のお問い合わせは午前8時30分から受け付けます。）
ホームページ http://www.ktr.mlit.go.jp/kangi/index.htm

〈交通〉
ＪＲ総武線「東船橋駅」より徒歩約１０分
公共交通機関もしくは、徒歩、自転車でお越しください。

夏休み親子防災教室２０１８

実施報告

参考資料

開 催 日／平成30年7月24日（火）10時〜14時
開催場所／国土交通省 関東地方整備局 船橋防災センター（千葉県船橋市東船橋5-2-1）
主
催／国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所
協
賛／船橋市，船橋市消防局，千葉県船橋警察署，国土交通省千葉国道事務所船橋出張所，千葉県水道局船橋水道事務所
京葉ガス(株)，NTT東日本千葉西支店，東京電力パワーグリッド(株)京葉支社 （順不同）
来場者数／約３５０名

会場風景
今年も夏休み中の７月２４日(火)に、国土交通省船橋防災セン
ターにおいて「夏休み親子防災教室２０１８」が開催されました。こ
の防災教室では、国土交通省の防災への取組みについて理解を
深めてもらうとともに、様々な事業者の方々に協力をいただくこと
により、防災関係機関における多様な防災対策や災害時の活動
などを皆さんに知っていただくことができました。
船橋市の地震体験や煙中体験、船橋市消防局のハシゴ車体験・
放水体験、船橋警察署の子ども制服体験、千葉県水道局船橋水
道事務所の給水車展示、ＮＴＴ東日本千葉西支店の通信レス
キューバイク隊・災害用伝言ダイヤル171の利用体験、京葉ガスの
マイコンメーターの仕組み、東京電力パワーグリッドの感震ブレー
カー紹介、国土交通省のパトロール車、作業車、降雨体験、自然
災害体験、災害復旧時に活躍する排水ポンプ車・対策本部車・照
明車等の災害対策用機械について見て触れて体験していただい
たことで、親子の間で｢防災｣について考えてもらうよいきっかけに
なったのではないかと考えています。
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受付状況

【地震体験】

船橋警察署

【子ども制服体験】

NTT東日本千葉西支店

【災害用伝言ダイヤル１７１の利用体験】

【煙中体験】

京葉ガス(株)

【パトカー乗車体験】

千葉県水道局

【水道相談所】

【マイコンメーターの仕組み】

東京電力パワーグリッド（株）
京葉支社

【感震ブレーカー紹介】

参考資料
船橋市消防局

国土交通省 千葉国道事務所 船橋出張所

【放水体験】
【道路維持作業車展示】

【排水管清掃車体験】

【ミニバックホウ体験】

【高所作業車体験】

【ハシゴ車体験】

国土交通省 関東技術事務所

【台風時の雨を体験しよう！】

【展示コーナー（液状化の再現実験）】

【自然災害体験】

【展示コーナー（急傾斜地崩壊模型）】

【災害対策用車両展示コーナー】

