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～土砂災害で犠牲者を出さないために～

  社会環境の複雑化や自然災害の多様化・大型化が進む中で、土砂災害で犠牲者を出さないために必要な方法も

様々に変化してきています。私たちは行政と住民の間に立ち、その変化を敏感に受け止めながら、地域特性に応

じた防災力向上の方策を皆様と一緒に考え実践して参ります。

◇目 的

　この法人は、日本各地で頻発している土石流、地すべり、がけ崩れ、火山泥流、雪崩などに起因する自然災害

に関し、行政や関係団体と密接な連携をはかり、危険地域に住む人々はもとより広く国民に対して、災害の実態、

災害防止策・早期避難の重要性等に関する知識についての啓発・普及活動、技術交流の促進等を通じ、人命と財

産の保全及び地域の安全の確保並びに環境の保全に貢献することを目的とする。

◇事業の種類

 (1) 地域防災事業や環境の保全を図る活動等に関し、学生を対象に実施する現場体験実習「キャンプ砂防」等の

     インターンシップ事業の活動及び支援

 (2) 土砂災害防止に関し、小・中学生や一般住民を対象に開催される研修会、見学会、講演会、体験学習等の防

     災学習の活動及び支援

 (3) 土砂災害の恐れがある地域の住民及び一般国民に対し、地域防災力向上に関する活動及び支援

 (4) 土砂災害防止に関し、広く一般住民の意識向上を図るために開催する

     式典・フォーラム・シンポジウム等の活動及び支援

 (5) 地域の歴史、風土、暮らし・文化、更に、土砂災害とその対策等を

     学習するための砂防フィールドミュージアム活動の支援

 (6) 砂防関係工事現場及び危険区域及び周辺住民の安全を確保するため、

     ＩＣＴ等の情報提供手法と開発に関する活動及び支援

 (7) 砂防及び土砂災害防止広報技術の調査・研究・開発

 (8) 砂防及び土砂災害防止に関する国内外技術交流活動の支援

 (9) 土砂災害に関わる環境保全活動及び支援

(10) 大規模な土砂災害等が発生した場合の救援活動及び支援

(11) その他目的を達成するために必要な事業

◇組織情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇アクセス

　　名　称：特定非営利活動法人 土砂災害防止広報センター

　　設　立：2001 年 4 月 ( 創業 1983 年 11 月）

　　所　轄：東京都

　　住　所：〒103-0008  東京都中央区日本橋中洲 4番 11 号  

　　役　員：理 事 長　山本　賢一郎

　　　　　　専務理事　池田　一平　

　　　　　　理　　事　緒続　英章

　　　　　　理　　事　青山　匡希

　　　　　　相 談 役　吉田　三郎

　　　　　　参　　与　保科　幸二　

　　　　　　参　　事　反町　雄二

　　　　　　特別顧問　水山　高久 (京都大学名誉教授）

　　　　　　技術顧問　黒川　興及

　　登　録：建設コンサルタント

ＮＰＯ法人　土砂災害防止広報センター（ＳＰＣ）  《概要》

～ わかりやすく、親しみやすく ～

  一般の方々に、土砂災害とその対策について理解していただくこと、またその理解を通じて防災意識を醸成・維

持していただくことは、簡単なことではありません。私たちが砂防の広報に携わって 35年超、これまでに培った

経験と知識を多面的に活かし、様々な活動の支援や資機材の提供を行います。

業務紹介

営団地下鉄半蔵門線「水天宮前」駅

　 （東京シティエアターミナル内経由）徒歩 3分

都営地下鉄新宿線「浜町」駅徒歩 8分

営団地下鉄日比谷線・都営地下鉄浅草線

　　　　　　　　　　　  「人形町」駅徒歩 10 分

〒103-0008  東京都中央区日本橋中洲 4番 11 号  

   TEL 03-5614-1114（代表）  FAX 03-5614-1109

  自分たちの命は自分で守る。その意識を育むため、教育委員会や地域住民の皆様とともに、小・中学生から高校

生・大人を対象とした地域主導の土砂災害への備えを学ぶ機会創出を支援します。

　以下のニーズに対応します。

 ・新たに防災学習・教育に取り組みたい

 ・既存の防災学習・教育を向上、推進したい

 ・他地域が実施している防災学習・教育の

   成果事例を参考に検討したい

◇実施例

　地域防災力向上施策や各教育現場の

取り組みにおいて、防災学習・教育の

循環性を高め持続可能な仕組みづくり

を支援しています。

◇和歌山県那智勝浦町での防災教育支援

　平成２３年の紀伊半島大水害で甚大な被害を受けた那智勝浦町では、「土砂災害を忘れない」をテーマとした

各種取組みを行っています。土砂災害に対する「心構え」と「知識」を備えた個人を育成することにより、子供

から家庭へ、さらには地域へと防災知識等が浸透していくことを期待し、土砂災害防止学習の定着に向けて取り

組んでいます。那智勝浦町教育委員会は、「令和元年度防災功労者 内閣総理大臣賞」を受賞されました。

防災学習・教育の推進１

45分

《町内での体験型学習展開》

１-１ 小学校での防災学習事例

防災意識向上の好循環、持続可能

意識向上 ・ 教育継続

波及 ・ 浸透

地域の方々

地域の

児童・生徒

相乗効果

《ニーズ把握・計画案作成》

《地域資源での実施体制》《指導の手引きを作成》

児童への影響を教育委・学校とともに議論

啓発施設への技術移譲、広域展開へ

和歌山県土砂災害啓発センター
Wakayama　Sabo　Research　and　Education　Institute

実験 　→　 　体験　 　→   考える実験 　→　 　体験　 　→   考える
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45分

・小学校区では体験できない災害現地を見て、
　自分たちの小学校区での土砂災害を疑似体験します
・災害対策を現地で学び、その効果を室内実験で確認
・前兆現象や警戒情報を学習（実験＋座学）

【Step2】『土砂災害の対処方法を知る』

現
地
学
習

︽
２
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目　
啓
発
セ
ン
タ
ー
︾

知る

45分

・災害が近づいたらできること
・災害前から準備できること
・ワークショップ形式で成果づくり－ご家庭（地域）へ発信

【Step3】『自分にできることを考える』 考える

・土砂災害の基礎知識
・関連する災害の確認（河川氾濫等）
・土砂災害の発生プロセスを体験（複数の実験）

【Step1】『地域のリスクを知る』 知る

《事前学習》単語・用語に触れるDVDを視聴
・啓発映像『土砂災害をよく知ろう!』

ヒ ト

（教育）

ヒ ト

（教育）

モ ノ

（地域）

モ ノ

（地域）

コ ト

（災害）

コ ト

（災害）

ツナグ

（防災）

（観光）

ツナグ

（防災）

（観光）
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業務紹介 業務紹介

１-２ 中学校での防災学習事例 １-４ 地域（大人）への取り組み支援

１-３ 高校生・大学生への取り組み支援

◇神戸市内での防災教育支援

　阪神・淡路大震災以降、神戸市内の小・中学校では、主に地震に関する防災教育が定着していますが、土砂災害

への備えも欠かせないため、市内のモデル中学校での学習カリキュラムを作成、カリキュラムに即した教材等の整

備、対象校の拡大を支援し、円滑な地域での防災学習の芽を育むとともに、学校主導での推進を支援しました。

◇地域（大人）への支援事例

　地域のお祭りや自主防災活動の場での防災学習・土砂災害への警戒意識向上を支援しています。

◇高校生・大学生への支援事例

　文部科学省の支援事業「スーパーサイエンスハイスクール」

の指定校で、「地すべり災害」をテーマとして選んだ高校生の

校外研修を支援しています。

　また、全国の大学生を対象としたインターンシップ「キャン

プ砂防」の事務局運営を支援しています。

地域や各教育現場・教育委員会の取組み・循環を強める防災学習の仕組みづくりを支援し、

防災教育の推進を継続的に支援しています。

《町内での体験型学習展開》《ニーズ把握・計画案作成》

《地域資源での実施体制》《実施計画作成》

《高校生が自主的に取り組む研究を支援》

《砂防を学ぶ大学生を支援》

教育委員会・教育現場のニーズを反映 地域資源を有効活用・効果検証

森づくり団体・関係行政機関の講師参加

実効性の高い指導計画書

応募→参加者調整（→実施各事務所）

→実施報告

応募→参加者調整（→実施各事務所）

→実施報告

ボランティア団体や防災士など
との協力・連携

行政・自治体職員への後方支援

自主防災組織の技術・意識向上

地域住民の防災意識向上

ボランティア団体や防災士など
との協力・連携

行政・自治体職員への後方支援

自主防災組織の技術・意識向上

地域住民の防災意識向上

自主的な早期避難の実践
（自助と共助を形成）

自主的な早期避難の実践
（自助と共助を形成）
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業務紹介 業務紹介

インフラ肢ーリズ痔 パンフレット

資料館を核として作成した周辺フ伺ールドマップ地域住民の意見を聞済ながら

  土砂災害にｏいて学ぇにｚ‒その地域の自然や文化‒歴史を踏

まえぜ必要Ｑあります。地域の諸機関ｓ連携をｓり‒その実情を

把握・分析し‒最良の教材の企画・制作を支援します。

◇実施例

bkc副読本の企画・制作

】過去に未曽有の被害を受けた地域において‒当時の災害記憶

を風化させｅ‒また防災意識を低下させｕいたげに‒継続可能ｕ

防災教育に資すぜ副読本の企画・制作を支援しています。関係自

治体の教育委員会や有識者ｕｔＰずｕぜ検討会を立ち上Ｗて‒学

校教育課程において確実に活用ｒＲぜ機会にｏｕＷています。

blc防災啓発んールの企画・制作

】自然のもたずす恵ぐｓ脅威Ｑ学べ防災意識を喚起させぜｓｓもに‒地域活性化を促す各種テーフレット・ガイゥ

マップｕｔの企画・制作を支援しています。関係自治体の防災・観光・教育の各部局や有識者ｓ連携し‒地域の様々

ｕニーズへょオパークｕｔほにも応えています。

  全国各地に設置さそている砂防関係資料館。こそずｚ‒私たちＱ提案する防災教育や砂防学習フひールドの各場

面ｒ大いに活用ｒＲます。資料館の展示物の見直しや今後の活用・運用計画を支援します。

◇実施例

  資料館の課題として‒展示物の老朽化や運営の人材確保Ｑ挙Ｗずそます。見直しの際にｚ‒展示替えｚもちぞつ‒

防災教育や生涯学習に役立ち‒地域住民Ｑ運営に関わることｒ防災意識を高め地域活性化につなＷることＱポイン

トｒす。また‒資料館を核とした一帯を砂防学習フひールドととずえて立体的な計画に仕上Ｗることも重要ｒす。

その観点Ｐずの支援を行っています。

資料館の活用計画立案３

◎企画・制作実績例

  全国レベルのシンスょウムやフへーヅム‒地域に密着したイベントｕｔ‒規模の大小を問わｅ様々ｕ催しを企画Ｐず実施・

運営まｒ支援します。

◇実施例

bkc全国レベルのシンスょウム・フへーヅム ：火山砂防フへーヅム

  年一回‒全国の火山地域の防災担当者や地域住民等Ｑ集まり‒火山噴火対策にｏいて情報交換を行う火山砂防

フへーヅム。それを主催すぜ火山砂防フへーヅム委員会へ全国kjj余の活火山周辺市町村ｒ組織ほの事務局ｓし

てフへーヅム全般にわたぜ企画・運営を行いｏｏ‒各火山地域におけぜ取り組ぐの事例共有を図り‒安全ｒ魅力

あふれぜ火山地域ｐくりを支援しています。

blc地域に密着したイベント：３Ｄ映像・模型ｕｔ独自の開発資材を活用

  土砂災害体感３Ｄシアターや土砂災害対策模型‒展示パネルｕｔを活用して‒地域のお祭りや防災訓練ｕｔｒ複合的ｕ

防災学習イベントの企画・運営を支援しています。

びベントの企画立案§

火山砂防フォーラムの開催状況 イベントで大好評の３Ｄシアター

地域版教材の企画・制作☆

  地域の自然や美しい景色‒歴史・文化‒砂防施設なｔ有形無形のモノ・コトを展示物ととずえ‒そそずと土砂災

害との関わりなｔについて地域住民や観光客Ｑ楽しく学べる砂防学習フひールドｐくりを支援します。

◇実施例

  例えぁ‒中央ぱルプスの麓に広Ｑる駒ヶ根高原ｒｚ‒絶え間なく供給さそる土砂の堆積物によって形成さそた広大

な扇状地にＯいて‒＜駒ヶ根高原砂防フひールドセューょぱム＞の整備・運営を支援しました。最上川と月山の砂防

施設をめＵるインフラツーリズムｒｚ‒近隣のグルメやスポーツ‒イベントと併せてツぱーを企画しました。

　防災・観光・教育の振興に寄与する官民協働による仕組ぐｐくりの検討‒当地なずｒｚの説明ストーリーの作成

なｔを行っています。

砂防と地域資源を結びつけるガイド肢アーイメージ

砂防学習フひールゥ整備の計画立案＊

砂防施設

地域資源

ボランテゅアガょド

ガょドブック

ガょドブック

地域の遺産

砂防の魅力

地域の

暮らしぶり

砂防施設

地域資源

ボランテゅアガょド

ガょドブック

ガょドブック

ガびゥツアー

地域の遺産

自然の営み

雄大な景観や歴史

施設の存在霤〈る機能美

土砂移動が活発なゆえの

優れた景観

自然との関わり

日々の生活の享受

砂防の魅力

地域の

暮らしぶり
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右のăĺコードをスマホの

バーコードリーダーで読み

込んでいた坂くと動画がご

覧いた坂けます。

装置・模型７

７-＆√ 土石流模型実演装置

  水と小石を用いた土石流を‒砂防えつ堤の有る渓流と無い渓流ｒ発生させ‒その状況を比較し‒砂防事業の効果

や必要性Ｑ理解ｒＲます。

サイズ：Ｗ1600×Ｄ2020×Ｈ1200へmm）　重量：想定 4「Kg×2

※納品実績なｔについてｚＯ問合せくｋさい。

注）この商品ｚ‒受注生産のためトンタルｚＹａいませつ。

業務紹介 業務紹介

７-＊√ 降雨体験装置

  装置内ｒ傘をさし‒土砂災害発生の引Ｒ金となる降雨を体験ｒＲます。時間雨量ｚ10mm Ｐず1た0mm まｒの設定ｒ‒

自動運転ｒ操作も簡単ｒす。

サイズ：Ｗ2100×Ｌ4000×Ｈ4000

※納品実績なｔについてｚＯ問合せくｋさい。

注）この商品ｚ‒受注生産のためトンタルｚＹａいませつ。

７-＆ｂ 土石流模型ミニ実演装置

  降雨による土石流発生の様子を現すことＱｒＲる小型の土石流模型実演装置ｒす。河道閉塞を発生させて土石流

の動Ｒと砂防えつ堤の働Ｒを学ぶことＱｒＲます。テーブルなｔに乗せて利用することＱ可能ｒす。

注）この商品ｚ‒受注生産のためトンタルｚＹａいませつ。中国膅産官学連携の土砂災害講習会䐢福岡県膅県内事業者の砂防講習会䐢 韓国膅砂防関係者の勉強会䐢

岐阜県膅小学生の現地研修会䐢

　全国の防災関係講習会等に‒土砂災害の防止啓発をテーマとして講師を派遣しています。

◇実施例

講演活動★

和歌山県膅小学校への出前講座䐢

◇詳細はＰ33 へ
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地すべり対策模型

土石流対策模型

７-３ 火山噴火実験装置

  実際に噴火させて‒噴火メカニズムの違いを体験学習することＱｒＲます。

ポンプｒ模型の地下部分の圧力を上Ｗ‒スイッチを押すと噴出Ｑ

始まります。

７-§ 土砂災害対策ミニ模型

  土石流‒Ｑけ崩そ‒地すべりの土砂災害について‒引Ｒ起こす

被害の様子や対策の効果を概略的に理解ｒＲる模型ｒす。

テーブルなｔにのせて利用することＱ可能ｒす。

業務紹介 業務紹介

急傾斜地崩壊対策模型

も 付属品 ]地下ｒマグマｋまりＱｒＲ

て‒溶岩Ｑ上Ｑる仕組ぐを学ぶパネル

実験機能 -⒋

実験機能 -⒊

発生した土石流鬮

砂防えん堤によ《

補足さ「た。

土石の崩落によ《

龝け下の家屋等にも

被害龝発生。

土塊龝動箙出し

下方に向稱っ遘

滑》様子龝分稱》

対策し遘い睢い

急傾斜地の地形扈

龝け崩「龝起こ》釁

住居に被害龝扈》

７-＊ｂ 降雨体験装置へ自在型ほ　※特許公開中

  外Ｐずｒも中の様子ＱわＰりやすい新型の降雨体験装置を開発しました。時間降雨量を変化させ‒装置内を通過

させることｒ短時間ｒより多くの人たちに豪雨を体験させることＱ可能ｒす。降雨体験室のユニットを増やすこと

も可能ｒす。

開発中の降雨体験装置パース画

注）この商品ｚ‒受注生産のためトンタルｚＹａいませつ。

  土石流‒Ｑけ崩そ‒地すべりの土砂災害３種について‒引Ｒ起こす被害の様子や対策の効果を概略的に理解ｒＲ

る模型ｒす。テーブルなｔにのせて利用することＱ可能ｒす。

　構造を簡略化することによりＯ求めやすい価格にした廉価版ｒす。

◇詳細はＰ34 へ

７-☆ 土砂災害対策ミニ模型へ廉価版ほ

地すべり対策模型土石流対策模型 急傾斜地崩壊対策模型

◇詳細はＰ30 へ

◇詳細はＰ〉9 へ
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７-７ ３Ｄシアター

  土砂災害を疑似体験として学べる３Ｄ映像。地域のＯ祭りや出前講座‒各種イベントｒの出展による効果は抜群

です。映像ソフトｚ当センターＱこそまｒ制作したものを多数そぞえています。

業務紹介 業務紹介

大型θ55 型 質 65 型χモニター

  土砂災害の状況や被災地の様子を地上や空中Ｐず動画及びスチール撮影により記録・編集いたします。

◆ドローンによる空中撮影のご案内

　二次災害の恐そのある災害現場や足場の悪い急斜面の調査等の危険な現場にＯいて‒安全にその状況を把握する

ことの出来るドローンひＤ∋∈-Ｓ＆＃＃＃へオクトコプター）ふによる空中撮影をいたします。

撮影・編集●

雪崩防災週間  広報啓発ポスター・チラシ・パンフレット◎

  る雪崩防災週間れへ12 月＆日～７日）関連用品として‒告知ポスター‒啓発チラシ‒パンフトットる雪崩災害Ｐず

人の命を守るれを制作しています。

2018年度ポスター/チラシθオモテ面χ 2018年度チラシθウラ面χ 2018年度パンフレット

編集スタジオθ例χ

録音スタジオ (例 )

◇動画編集◇空中撮影へヘリ、セスウ、ゥローンほ◇地上撮影

７-★ 土石流キャッチャーへ模型ほ

　遊びなＱず土石流災害と砂防えつ堤の仕組ぐ・必要性を学ぶ事ＱｒＲるラょコンめーム型の砂防学習用模型ｒす。

砂防えつ堤に堆積した土砂をショベルカーｒ所定時間内に取り除Ｒます。土砂にｚ‒飴玉なｔを混ｇて‒ＵＦＯ

キャッチャーのように遊びます。砂防えつ堤の有無ｒ土石流災害を学びます。

◇詳細はＰ3〉 へ

ゆ動画よ

立体映像による学習効果 ◇詳細はＰ3〈 へ

< 主な映像ソフト >

≫る土石流災害に備えてれへた分）

≫る火山災害に備えてれへだ分）

≫る山Ｑ崩そるれへ6分）

≫るＱけ崩そを知ぞうれへ6分）

　　　　　　　　　　　　　ほＰ
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業務紹介 業務紹介

＆＆-＊ ＳＮＳ情報発信とコミュニケーション

　フぶイスブックやツイッターを通して情報発信をし‒一般の方々を対象に幅広くコセュニケーションの場を提供

しています。

フェイスブック

フェイスブック　みループ んイッター

土砂災害防止広報センター

ォ 土砂災害に関する情報 オ

ドッシャー＆ボッシー ＃土砂災害防止

ォ 土砂災害の防災情報 オ

ＳＡ艗Ｏ　𦪌ＬＵ艗

膅砂防事業に関する情報䐢

砂防ダム倶楽部

膅砂防ダムの交流グループ䐢

＆＆-３ 土砂災害防止キャラクターろゥッシャー＆ジッシーわ

　親しぐやすく土砂災害の防止啓発や各種広報活動‒防災学習・教育に役立ていたｋくためのキャラクターを制作

しました。

　簡単な申請手続Ｒと利用規程を遵守いたｋけそぁ自由に利用いたｋけます。へホームペーょ参照）

ボッシードッシャー

  風化しＱちな災害の記憶を新たにするために‒日付欄に

忘そてｚなずない過去の土砂災害を記載。砂防や防災に関

する基本的な事柄や新しい情報も掲載してＯり‒長年にわ

たりＹ好評いたｋいているカトンダーｒす。

　各月にｚる砂防カトンダー写真コンテストれの入選作品

を掲載しています。

砂防カレンわー・砂防カレンわー写真コンテスト＆＃

砂防カレンダーの特徴

・ 予定を書き込みやすい大きな日付欄

・旧暦と月齢がわ稱る

・過去の土砂災害を日付欄霤記載 （風化防止）

・ 土砂災害防止霤関する情報を各月霤掲載

　土砂災害防止広報センターｚ‒土砂災害に関する

防災意識の啓発・安全意識の普及活動を行ってＯり

ます。ウぶブ副読本のほＰ‒ここに集めずそている

写真やイラスト類ｚ‒ＨＰより申請いたｋけそぁ‒

無償またｚ有償ｒＯ使いいたｋけます。

　防災教育・防災学習の様々な場面ｒ活用いたｋけ

ることを願ってＯります。

情報提供＆＆

＆＆-＆ シーゼザージ

hﾏﾏﾋ:iiwww.ﾎｼｽﾊﾋｾ.ﾊﾍ.jﾋi

る砂防カトンダー写真コンテストれｒｚ砂防に

関する四季折々の写真を募集しています。

詳細についてｚウぶブサイトをＹ覧くｋさい。

　　　httpち//wwwさsよらopりさorさjp/photo/

◆第４回砂防カトンダー写真コンテスト応募状況

へ応募人数）ィょタル61‒プリント7「　計 136人

へ応募点数）ィょタルだ0‒プリント12「 計 21「点
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業務紹介

１１-４ 土石流と火砕流の臭い

　土石流は、発生地域によって違いはあるものの独特な臭いがあることが判明しています。平成26年8月に発生し

た広島市の土石流災害被災地（安佐南区八木地区）でも発生時の「臭い」はマスコミに取り上げられるほどの

話題となりました。火砕流は、平成3年6月に発生した雲仙普賢岳

（島原市）の火砕流の臭いを参考にしています。

※「臭い」は液体です。広島市（土石流） 雲仙・普賢岳（火砕流）

１１-５ 防災アプリ

　防災関連情報を配信するためのプラットフォームを整備しました。このプラットフォームは、地図、ナビゲーション機能な

ど同種のアプリケーションに共通する基礎部分を、予め当センターがシステム構築したもので、このプラットフォームの上に

各地域のオリジナルコンテンツを追加できる仕様としています。アプリケーションを一から作り上げるのに比べ、低価格・

短期間でオリジナル版を制作できます。（実績：国交省、県）

◇スマートフォンを介した情報提供の特徴

・ほぼいつも持ち歩いている

　ハザードマップ等の有益な防災情報がアプリとなってインストールされれば、

平常時・災害時に役立ちます。また、土砂災害警戒情報などの気象警報等の情

報を引き込みリアルタイム情報としてプッシュ配信といったカスタマイズも可

能です。（気象警報等の配信には、別途費用がかかります）

・今いる場所がわかる

　スマホには、ＧＰＳ機能が内蔵されているため、現在地がマップ上に表示され

ます。地図が苦手な方でも、来訪者でも今いる場所を知ることができます。

　
・パソコン同様にネット検索できる

　詳しい解説も際限なく掲載できることはもちろん、動画や音声による情報発

信も可能です。また、紙のハザードマップを紛失した際でも、アプリにしてお

くことで、いつでもどこからでもインストールできます。

 『におい・かおり環境学会誌』

 平成 28 年 1 月号に紹介されました。

■紹介事例

自然災害リスクから身を守る自主防災の強い味方！

フレキシブルなモニタリングシステムで設置場所の気候変動をオンタイム監視。

災害時に影響を受けやすい既存の社会インフラに依存しないシステム構成が可能！

土砂災害予防システム サキモリ [先守 ]　※特許出願中１２

◇詳細はＰ35 へ

※サンプルについてはお問い合わせください。

広報啓発

グッズ

カタログ

Publicity and educational goods catalog

※当カタログに記載の情報と現物に相違がある場合は、

　現物優先とさせていただきますのでご容赦ください。

■配送・資材等各社の値上げに伴い、大変恐縮ではござい
ますが梱包・発送料を改訂させていただくことになりま
した。出来る限り価格の維持に努めて参りましたが、やむ
を得ず改訂となりますことをお詫び申し上げます。 

■沖縄県・離島は別途見積となります。

■別に10％の消費税を申し受けます。

【梱包 ・発送料】
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 る土砂災害防止月間れを告知するキャンペーンポスターｒす。

 サイズｚＡ＆判と※＊判の＊種類あります。

※主催欄ｚ‒る国土交通省・都道府県れの共通版となります。

※オテジナル名入れ印刷可能です。( 別料金 )

オモテ面 ウラ面
※＊＃＆９年版

土砂災害発生状況や前兆現象‒警戒避難に

関する情報等を掲載したチラシｒす。

土砂災害に関する基礎知識や警戒避難の事例をわＰりやすく

豊富な情報量ｒ構成したタブロイド誌ｒす。

※＊＃＆９年版

防災教育の補助教材に

小学校５年生Ｐず大人まｒを対象に‒土砂災害と砂防について理解してもずう

ことを目的として作成した副読本ｒす。土砂災害の入門のために必要不可欠な

ことＱずをわＰりやすく説明しています。

ご活用例

土砂災害への警戒避難意識向上の

ためなｔ‒地域住民へ配付

ご活用例

駅‒学校‒公民館‒その他公共施設等

への掲出によるキャンペーン告知に

ご活用例

土砂災害への警戒避難意識向上に‒

住民説明会の資料として

※]マートフォン等の端末機器を使っ┆見るこ┈がでゾるﾚ動画ﾛ機能付ですﾏ

＆＃＆

＆＃＊

ポスターへA1ほ

ポスターへど2ほ

1 セットへ100 枚ほ\16こ000 ＠160

価格へ税抜）

1 セットへ100 枚ほ\13こ000 ＠130

価格へ税抜）

※＊＃＆９年版

＆＃＠ チラシへA4 判・ぺラーほ
1 セットへ500 枚ほ\3こ500 ＠7

価格へ税抜）

＆＃§ 砂防ニュースゆタブロイド判 た頁よ 1 部　\100価格へ税抜）

＊＃＆
砂防副読本
へＡ4判・40 頁予定・ぺラー・動画機能つきほ

1冊　\500価格へ税抜）

┘

┙

┚

┛

├

┝

┞

┟

┠

┘┗

┘┘

土砂災害龝多い日本

日本霤鬮なぜ土砂災害が多いの？

土砂災害鬮閻のくらい起きているの？

豪雨と土砂災害

地震と土砂災害

土石流災害

地すべ《災害

龝け崩「災害

火山災害

雪崩災害

河道閉塞℡天然ダム☎

深層崩壊蠟

土砂災害を防綛施設

防災情報を手に入「よう

注意報や警報兔避難情報の意味を知」う

避難のし稱たを身につけよう

・土砂災害稱〉命をまも》ためのチェックリスト

・媾い苒兔避難！𡨚に備え》

・土砂災害防災標語集

映像集

◇ホームペー[にﾚ電子ブック版ﾛを掲載し┆

ﾍお┪ますのでﾎ内容を閲覧いただけますﾏ

折りたたみ時

表面

裏面

＊＊＠ 土砂災害防災ポケットガイドへストーンペーパー製ほ
価格へ税抜）

1 セットへ50 個ほ\だこ500　＠1だ0

いａｓいう時の為に土砂災害の避難

対策をマニュアルにしました。

コンパクトサイズｕのｒ携帯に便利

ｒす。材質ｚ‒水に強く破れにくい

ストーンペーパーを採用しています。

サイズ：Wnlj×Hlsq mm

折りたたぐ時：約 Wkjo×Hkn8 mm

材質：よトーンペーパー

裏面

表面

イチオシイチオシイチオシイチオシイチオシ

もくじ

ぇぅう9年改
訂版

ぇぅう9年改
訂版

ぇぅう9年改
訂版
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普通サイズｓ小さいサイズＱ l 枚ｅｏ計§枚入ｎています。

パッケーょの裏面に‒ひ土砂災害時の心ＱけふＱ‒イヅよト

入りｒ印刷されています。

非常用品ｓして‒またレょャーや旅行時携帯用に最適ｒす。

サイズ：sj× qjmm

救急絆創膏

オゾア面にｚ‒土砂災害イヅよトｓキャンペーンドゃＱ

印刷されています。

サイズ：so×pm×ljmm

個別包装：PP ケース入

よイッチを押すｓ L｠‾ ヅイトＱ点灯すぜジールペンｒす。

低学年のぐｕずｅ幅広く配布ｒＲぜ商品ｒす。ジールペン本体に

キャンペーンドゃＱ印刷されています。

本体色：パープル‒みテーン‒ゲルー‒ピンク‒イエドー】※色の指定ｚｒＲませつ。

サイズへ長さほ：klqmm

材】質：樹脂

個別包装：PP 袋入

水に浸すｓ大Ｒく広Ｑります。タオル本体に

キャンペーンドゃＱ印刷されています。

タオルｚ災害時に幅広く活用ｒＲます。

圧縮サイズ：95×65×12mm

タオルサイズ：340×850mm　

個別包装：PP 袋入

Ｌ←Ｄライトペン

プトスタオル

安眠セット

トランプ

アイマよクへ１枚ほｓ耳栓へ＊個１組ほのりットｒす。

災害Ｑ発生したり避難勧告・指示等Ｑ発せずれた時に‒

避難所等ｒ睡眠をｓぜ際に役立ちます。

サイズ：アイマよク】190×90mm

材】質：アイマよク i ステエよアル

】】】】耳栓 i ステウレタン

＊＆＊ 1 セットへ10 個ほ\2こた00 ＠2た0価格へ税抜）

＊＃● 1 セットへ50 本ほ\12こ500　＠250価格へ税抜）

価格へ税抜）＊＃◎ 1 セットへ10 個ほ\3こた00 ＠3た0

＊＃★ 1 セット (100 個 （ \6こ000 ＠60価格へ税抜）

価格へ税抜）＊＃○ 1 セットへ10 個ほ\3こ500　＠350

1 セットへ50 個ほ \25こ000 ＠500価格へ税抜）

土砂災害の警戒避難基準は雨量で決められます！

空いたペットボトルに差し込つｒ使う簡易雨量測定器ｒす。

20㎜まｒの雨量を大Ｒく拡大して表示する構造になってい

るため‒即時に雨量を計測することＱｒＲます。自主避難

を助ける防災ツールとして‒土砂災害への注意を喚起する

啓発用品として‒また小・中学生向けの防災学習ツールと

してＹ活用くｋさい。

簡易雨量測定器

※ペットジトルｚ付属していませつ。

黒・赤・青の３色インクのジールペンｒす。

ジールペン本体にキャンペーンドゃＱ印刷されています。

本体色：ピンク‒ゲルー】※色の指定ｚｒＲませつ。

サイズへ長さほ：knmmm

材質：A|S 樹脂

個別包装：PP 袋入り

ィよクに‒Ｙ家庭に‒一冊あぜｓ何Ｐｓ便利ｕ oj 枚綴りの

メゾ帳ｒす。

幅広い層への配布品ｓしてＹ活用ください。

サイズ：kn8×kjo×omm

＊＃＊

1 個 \4こ000価格へ税抜）簡易雨量測定器へブザー付ほ＊＆＃

※材料費の変動やパーツ類の仕入状況によってキット内容Ｑ変更になる場合Ｑあります。
※こちずｚ受注生産となりますのｒ‒Ｙ注文後のキャンセルｚｒＲませつ。

◇キット内容

ゲレッゥジーゥへ基板ほ 

電子ゲゅー

自己点滅Ｌ←Ｄ

ょャンパーコーゥ

電池ジックよ

＊芯延長コーゥへ約 oｍほ

半透明計量容器

目盛付Ｒ測定板

ゲレッゥジーゥ収納ケーよ

取り扱い説明書

任意の雨量に達すると‒Ｌ←ＤＱ点滅しブザーＱ鳴る簡易雨量測定器 (ブザー付 )ｒす。ハンダ付け不要

ｒ組ぐ立てずそて‒20・40・60・た0・100mm まｒの５段階雨量ｒ‒警報を鳴ずすように設定ｒＲます。

ゆ動画よ

１個

１個

１個

＊本

１個

１本

１個

１本

１個

１部

＊＃☆ メゾ帳 1 セットへ50 冊ほ\5こ000　＠100価格へ税抜）

＊＃§ ＠色ボールペン 1 セットへ50 本ほ\7こ500　＠150価格へ税抜）

※タオル本体印刷イメーょ
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軽く折り曲Ｗぜだけｒ光り始げます。電池交換や

難しい操作ｚありませつ。火や電気を必要ｓしｕ

いのｒ‒強風の中や水中ｒも使用ｒＲます。台風・

大雨にすぜ停電時ｕｔｒも活躍します。

約 kj 時間発光します。

商品サイズ：φko×k8jmm 

外装サイズ：lmo×pj×ljmm 

材質：P｠‒ガヅよ 

ガヅよ‒金属‒プヅよチックｕｔに自由に

描けぜ特殊芯を使ｎています。

水に濡れてもメッりーょＱ消えませつ。

紙芯ｕのｒ‒鉛筆削り等ｚ必要ありませつ。

※k りット：赤 l わーよ bln 本ほ‒紺 l わーよ bln 本ほ】計 n8 本
】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】へ１わーよｅｏ箱入ほ

水を使わｅに‒既存のトイレ等ｒ安心・安全に

トイレ処理ＱｒＲぜ非常用トイレりットｒす。

使い方も簡単ｒ‒抗菌性凝固剤にすｎて‒汚物

を素早く固げて臭いを閉ｃ込げ‒後ｚ可燃Ｙぐ

ｓして簡単に処分ｒＲます。

サイズ：約Wknj×‾8o×Homm

内容物：抗菌性凝固剤へqgほ：k袋 へ皮膚刺激性試験・経口毒性試験済ほ

】】】】排便袋へP｠製黒ほ：k袋

裏面

み

ん

な

で

防

ご

う

土

砂

災

害

　
土

砂

災

害

防

止

月

間

6
┖
┘
→

3
┗
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ん

な

で
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砂

災
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土

砂

災

害

防

止

月

間

6
┖
┘
→

3
┗
　

ひ土砂災害防止月間ふドゃｓイヅよト入りのオテょナル

ィゅインのメガホン。吹Ｒ込ぐ口も大Ｒく‒声Ｑ通り

やすい設計ｒす。さずに組ぐ立て差し込ぐ部に小さｕ

フックを設けたＸｓｒ‒Ｑｎちり外れにくくｕｎてい

ます。現地研修会や避難訓練ｕｔｒ‒イベント性高く

Ｙ使用いただけます。

サイズ：m8n×lnqmm】】材質：コート紙】lpokg

価格へ税抜）
＊＆§ テフトクター付持ち出し袋

1 セットへ10 個ほ\3こ300 ＠330

価格へ税抜）
＊＆☆ ふせん

1 セットへ50 個ほ\5こ000　＠100

価格へ税抜）
＊＆★ Ｌ←Ｄライト＆ホイッスル 1 セットへ25 個ほ\たこ250 ＠330

価格へ税抜）
＊＆○ 避難メガホン

1 セットへ25 個ほ\1こ500　＠60

価格へ税抜）

反射素材アープへテフレクターほＱ付いた巾着型の

テュックｒす。夜間や悪天候の中ｒ避難すぜ時ｕｔ

視認性Ｑ高く目立ｏのｒ安心ｒす。

サイズ：約 moj×nkjmm

材】質：ステエよアル・他

ぺヅー：ドイダルゲルー

携帯トイト
1 セットへ25 個ほ\3こ750　＠150

パッケーょの表面にひ土砂災害防止月間ふドゃ‒裏面に

ひ土砂災害時の心Ｑけふをイヅよト入りｒ印刷されています。

ふせつ本体にもドゃ入り。

ぺガーサイズ：oo×q8mm

ふせつ紙サイズ：lo×qomm‒lj 枚

個別包装：PP 袋入り

価格へ税抜）
折りたたみアルミボトル

1 セットへ25 個ほ\だこ000　＠360

＊＆◎

＊＊＃

価格へ税抜）

緊急時や災害ｕｔのいａｓいう時に役立ちます。高輝度白色

Ｌ←Ｄ使用ｒ明ぜさ抜群！ ぺヅビナ付Ｒｒ携帯にも便利ｒす。

Ｌ←Ｄヅイトにひ土砂災害防止月間ふドゃＱ‒印刷されています。

サイズ：ヅイト 約φkm×pjmm‒笛 約φs×nomm

ぺヅー：レッゥ‒ゲルー‒みテーン】※色の指定ｚｒＲませつ。

電池：ジタン電池 ×n 個使用 b アよト電池内蔵 c 

個別包装：化粧箱へ約 no×8j×lommほ入り

防災用簡易照明灯
1 セットへ25 個ほ\6こ000　＠240

＊＊＆

価格へ税抜）
＊＆● 防災ペンへ赤・紺ほ

1セットへ4た本/赤・紺各2わースほ\4こた00　＠100

折りたたぐ式ｒ場所をｓずｕいのｒ‒持ち運びや

防災商品ｓして最適ｒす。ぺヅビナ付Ｒｒ‒ズジ

ンやテュック等にも下Ｗずれます。

本体にキャンペーンドゃＱ印刷されています。

サイズ：容量 ojjｍ†‒WkljｘHlqjｘ‾mjmｍ 

ぺヅー：レッゥ‒ゲルー‒ゲヅック】※色の指定ｚｒＲませつ。

材質：本体】P｠T・AL・PA・P｠‒ぺヅビナ】アルミ
折りたたみ時
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＊＊★ 1セットへ1こ000枚ほ\130こ000 ＠130価格へ税抜）

初夏Ｐず残暑にＰけてのイベントに最適。開催イベントの内容に合わせて‒

表裏ともオリょウルィザインのうちわを作成ｒＲます。

仕】様：ステうちわ

サイズ：うちわ面 lnm×kpnmm】柄長 k8kmm

受注生産品 オテょナルうちわ

※完全ィータ支給の場合の価格ｒす。

※ィータ作成Ｑ必要ｕ場合ｚ別途お見積りいたしますのｒ‒お気軽にＹ相談ください。

※k,jjj枚以外をＹ要望の場合ｚお問い合わせください。

※Ｘちずｚ受注生産ｓｕりますのｒ‒Ｙ注文後のキャンりルｚｒＲませつ。此デザイン例頃

＊＊○ 1セットへ500枚ほ\72こ500 ＠145価格へ税抜）

イベントや講演会等ｒ配布資料とともに配ることＱｒＲ‒その後も長く

Ｙ利用いたｋけるＡ４サイズのクリぱフばイルｒす。

サイズ：約Wllj×Hmkj×厚j.lmm

材質・仕様：ステプドピレン‒全面フルぺヅー印刷可能

受注生産品 オテょナルA4クテアフばイル

此デザイン例頃

価格へ税抜）

写真やイヅよトｕｔｒ‒オテょナルィゅインのスケットアひッシュを作成

ｒＲます。ぺヅー印刷したヅベルを‒アひッシュ取り出し口反対側の面に

中封入してあります。

サイズ：klj×8jmm‒p 枚入り

＊＊☆ 1セットへ500個ほ \30こ000 ＠60受注生産品 オテょナルポケットテひッシュ

※完全ィータ支給の場合の価格ｒす。

※ィータ作成Ｑ必要ｕ場合ｚ別途お見積りいたしますのｒ‒お気軽にＹ相談ください。

※ojj個以外をＹ要望の場合ｚお問い合わせください。

※Ｘちずｚ受注生産ｓｕりますのｒ‒Ｙ注文後のキャンりルｚｒＲませつ。此デザイン例頃

\2こだた0

\20こ000

価格へ税抜）

価格へ税抜）

～土砂災害の危険にあわｕいｊめに～

土砂災害の警戒避難のあり方を標語として‒ろＰるたわｒ楽しく

覚えることＱｒＲます。住民参加型の防災訓練や学校ｒの

防災教育・各種イベントｒＹ活用くｋさい。

参考書ｖｕる

砂防副読本付 !

ドッシャー ボッシー

遊びｕＱら

避難方法Ｑ

学べる

土砂災害防災Ｐるｊと

併せてご活用くｋＺい。

サイズ：Ａ４版　24 頁

＊＠＃

＊＠＊

土砂災害防災かぜた

土砂災害防災かぜた 10 個セット

\120

\1こ000

価格へ税抜）

価格へ税抜）

＊＠＆

＊＠＠

土砂災害防災ぬりえ

土砂災害防災ぬりえ 10 冊セット

ゆ動画よ

スズホ防滴ポーチ

裏面

ケーよに入れたまま画面操作Ｑ可能！

わゲルょッパー仕様のぺヅフル防滴

スーチｒす。降雨時の避難の際にも

よマホＱ使えます。

裏面に氏名や血液型‒緊急時の連絡先

の記入欄Ｑあります。

サイズ：約 Hlkj×Wkjj mm

ぺヅー：イエドー‒オレンょ‒ピンク‒ゲルー 

                            】】】  ※色の指定ｚｒＲませつ。 

価格へ税抜）
＊＊＊

1 セットへ25 個ほ\6こ500　＠260

土砂災害防止月間 ６/⌇　３〰

早めの避難で
命を守る

わが家の防災ソゾ
家族の避難所

　埞の避難所皕𤩍広い場所疰多いので𤩍家族疰ばらばらに避難する場合に備え瘳𤩍

具体的𤺋集合場所膅た㿉えば校庭𤺋ら瓖鉄棒の前瓘𤺋癁䐢を決𥇍瘳疢疷ましょう璒

家族の連絡先

　 家族疰頹矟ば𤺋矟に𤺋った㿉疷𤩍疢た疰いの居場所を知らせるた𥇍の連絡先で

す璒大疷𤺋災害で皕𤩍地区全体疰被害を受けるこ㿉もあるた𥇍𤩍連絡先皕家の近く

㿉頹矟た場所の𦣪㽷所以上決𥇍瘳疢疷ましょう璒

　 また𤩍電話会社𤺋癁疰運営する瓖災害用伝言ダイヤル瓘や瓖災害用伝言板瓘𤺋癁

も𤩍い矤い矤種類疰あるので𤩍癁矟を使う㽷決𥇍瘳疢疷ましょう璒

埞

埰

ハザードマップに記さ矟た

避難所

集合場所

埞の避難所までいけ𤺋い㿉

疷に避難する場所

埞

埰

近くに住𥇥

親せ疷や知人

名前：

電話番号：

住所：

名前：

電話番号：

住所：

電話番号： 臤７臤膅ＮＴＴ䐢

アド箵ス：

頹矟た場所に住𥇥

親せ疷や知人

㙊

わ疰家で使う

瓺災害伝言ダイヤル𤭯

瓺災害用伝言板𤭯

※完全ィータ支給の場合の価格ｒす。

※ィータ作成Ｑ必要ｕ場合ｚ別途お見積りいたしますのｒ‒お気軽にＹ相談ください。

※ojj枚以外をＹ要望の場合ｚお問い合わせください。

   へ例：kりットk,jjj枚の場合 \kjj,jjj ＠kjjほ

※Ｘちずｚ受注生産ｓｕりますのｒ‒Ｙ注文後のキャンりルｚｒＲませつ。
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【横断幕・懸垂幕】※名入れ無料

庁舎等に掲出し、来庁者、通行人等へ「土砂災害防止月間」をアピールできます。掲出箇所に合わせて、

ヨコ型の横断幕とタテ型の懸垂幕それぞれ９mと７mのサイズがございます。名入れ（無料）を申し受けます

ので随時ご指定ください。

《仕様》

厚手トロマット／昇華転写印刷（フルカラー）／加工＝四方縫製、ハトメ加工（約１メートル間隔）、紐付き

※野外への設置（特に風の強い日）にあたっては、天候にご注意ください。

※洗濯時は、漂白剤および高温水の使用は避けてください。

【のぼり旗】※名入れ無料

野外のイベント会場周辺や庁舎前等に設置することで、イベント来訪者や通行人等に「土砂災害防止月間」

をアピールできます。名入れ（無料）を申し受けますので随時ご指定ください。

《仕様》

テトロンポンジ／昇華転写印刷（フルカラー）／撥水加工／四方三巻縫製／竿付き（1.6～3 m伸縮式）

※野外への設置（特に風の強い日）にあたっては、天候にご注意ください。

※洗濯時は、漂白剤および高温水の使用は避けてください。

※こちらは受注生産となりますので、ご注文後のキャンセルはできません。

３０１

３０２

３０３

３０４

３０５

３０７

横断幕（９m）横９m×縦０.９m

横断幕（７m）横 7m×縦０.９m

懸垂幕（９m）横０.９m×縦９m

懸垂幕（７m）横０.９m×縦 7m

のぼり旗（竿付）

のぼり旗用注水タンク

\68,000価格（税抜）

\55,000価格（税抜）

\68,000価格（税抜）

\55,000価格（税抜）

1 セット（10 本）\59,000

1 セット（10 台）\18,000

価格（税抜）

【のぼり旗】

【横断幕】 名入れはご指定ください

※デザイン等の変更についてはお気軽にお問合わせください。

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

価格（税抜）

サイズ
幅 45 ㎝×高さ 180 ㎝

サイズ
幅 35 ㎝×奥行 35 ㎝

1 枚　\5,000

1 枚　\5,000

価格（税抜）

価格（税抜）

６０１

６０２

避難していてよかった

がけ崩れを知ろう！

ご活用例 防災イベント、土砂災害防止法説明会などの資料として

避難していてよかった《９分３０秒》 がけ崩れを知ろう！《６分４秒》

土砂災害は一般には「まさか」の現

象です。しかし最近は、災害記録の

なかった地域でも大雨のために犠

牲者を出しています。災害は恐ろし

いもの。大事な命を守るには何より

もまず「避難」。鹿児島県垂水のみ

なさんのメッセージで、地域ぐるみ

の避難を呼びかけます。

身近なところに潜

む「がけ崩れ」と

いう土砂災害は、

なぜ起きるのでし

ょう？

人の体の状態にた

とえて、やさしく解

説します。

販売

ﾚﾝﾀﾙ

１台：１０,０００円

地域によって送料が異なりますの
で事前にお問い合わせください。
( 別途保険料がかかります）

梱包・発送費（税抜）

４０１

４０２

４０３

土 石 流 対 策 模 型（幅 30×奥行 80×高さ 43cm）

急傾斜地崩壊対策模型（幅 47×奥行 80×高さ 45cm）

地 す べ り 対 策 模 型（幅 50×奥行 80×高さ 50cm）

\634,000

\736,000

\764,000

販売価格（税抜）

販売価格（税抜）

販売価格（税抜）

レンタル実施中！（旧モデル）

※1日あたりのご利用単価
　（発送・返送日は含みません）

レンタル料金（税抜）

411 土石流対策模型：１５,０００円

412 急傾斜地崩壊対策模型：１５,０００円

413 地すべり対策模型：１５,０００円

受注生産品

受注生産品

受注生産品

土石流対策模型 急傾斜地崩壊対策模型

堰堤（2種＝透過型・不透過型）、土砂、家、橋ほか

・土石流を発生させ、堰堤がある場合とない場合を比較できます。

付属品

深礎工、アンカー工

・地すべり現象とおもな対策を学べます。]

 深礎工、アンカー工を引き抜くと、地すべり土塊が滑ります。

天然ダム（河道閉塞）の
発生・被害についての
解説補助用品

専用木製ケース（別売）

各種ご用意できます。

（税抜）

￥35,000／台

付属品

待受擁壁、家、自動車

・レバーを引くと斜面が崩壊。崩壊の様子と対策が学べます。

付属品

※細部は変更となる場合がございます。

※受注生産となりますので、ご注文後のキャンセルはできません。

地すべり対策模型

天然ダム（河道閉塞）

シート付き

４０４

３０７ のぼり旗用注水タンク

青・白から選べます。色を
ご指定下さい。



(30) (31)

廉価版 土石流対策模型へ幅 35×奥行 た0×高Ｚ 40りmほ

廉価版 急傾斜地崩壊対策模型へ幅 30×奥行 60×高Ｚ 40りmほ

廉価版 地すべり対策模型へ幅 30×奥行 た0×高Ｚ 40りmほ

\400こ000

\400こ000

\350こ000

販売価格へ税抜）

販売価格へ税抜）

販売価格へ税抜）

販売

ﾚﾝﾀﾙ

＆台：＆＃こ＃＃＃円

地域ｖすっｑ送料Ｑ異ｕりくすｙ
ｒ事前ｖＯ問い合わせくｋＺい｠
( 別途保険料Ｑかかりくすほ

梱包・発送費へ税抜）

受注生産品

受注生産品

受注生産品

廉価版 土石流対策模型

廉価版 地すべり対策模型 専用コンテナボックス付 (共通 （

廉価版 急傾斜地崩壊対策模型

※Ｘちずｚ受注生産ｓｕりくすｙｒ‒

　Ｙ注文後ｙキャンセルｚｒきくせん｠

※ＨＰｖ申込書っＹ用意しｑＯりくす｠

付属品 　砂防えん堤膅2基䐢𤩍土砂𤩍家屋𤩍橋等

付属品 　アンカー腰深礎杭等

付属品 　擁壁θ取外し可χ腰家屋等

§＃☆

§＃★

§＃○

☆各写真ｚ制作中ｙもｙｒ‒詳細部ｚ変更
　ｓｕりくす｠

θ色は選べませんχ

レンタルレンタル実施実施中！

※1日あたりｙＹ利用単価
　へ発送・返送日ｚ含みくせんほ

トンタル料金へ税抜）

415 廉価版 土石流対策模型：＆＃こ＃＃＃円

416 廉価版 急傾斜地崩壊対策模型：＆＃こ＃＃＃円

417 廉価版 地すべり対策模型模型：＆＃こ＃＃＃円

\100こ000 ～

\20こ000 ～

トンタル料金へ税抜）

トンタル料金へ税抜）

入口

§＊＆

§＊＊

＠Ｄシアターへ上映機材一式ほ

テント

○ 土砂災害防止月間イサント

○ 防災訓練ｖ合わせた学習機会

○ 地域ｙＯ祭りｓｙタイアップ

○ 小学校ｕｔｒｙ出前講座

○ 住民説明会ｖ合わせた学習機会

○ シンポょウム会場ｒｙ展示上映

活用方法

○ ＠Ｄゾニターへ☆☆型 ・ ★☆型ほ

○ ど ん u e R よ y プトイダー

○ ＠Ｄメガネ
へ会議室ｙ場合‒ nj 名程度が視聴可能ほ

トンタル機材・仕様

地域防災力向上の支援活動にレンタルのる３Ｄシアターれをお役立てください。

○ ＆作品：＆＃分前後

○ 土砂災害現象‒砂防対策等ｙ

　映像ソフト多数
※詳細ｚ当センターｙホームペーょっ

　Ｙ覧くｋＺい｠

映像ソフト

○ 集客に威力を発揮
○ 移動・設置Ｑ自由ｒ簡単

○ 屋内外ｙ小スペースｒ出展可能

メリット・特徴

３Ｄモニター

◇利用期間 ： k 日以上ｙトンタデへ要見積ほ

 nlkgk  上 映 機 材 一 式】k日 へoo 型ほ：kjjfjjj 円

 nlkgm  上 映 機 材 一 式】k日 へpo 型ほ：kmjfjjj 円

        ・＊日目以降10日間くｒ＆日：20こ000円×利用日数　

 nll  イージーアップテントk日：ljfjjj 円～

】】】】】bmm×mm×l 張 ： lj 名程度収容可能‒ 横断幕付 c

】】】】】】※重りｚＹ用意ください｠】

トンタル料金へ税抜）

地域の皆さんと

楽しみながら学ぶ

へテント設営イメーょ図ほ

※運営スタッフ派遣ｙ場合ｚ別途Ｏ見積り
　いたしくす｠

※別途梱包発送料・保険料Ｑかかりくす｠

※ＨＰｖ申込書っＹ用意しｑＯりくす｠

※詳細ｖついｑｚＯ問い合わせくｋＺい｠

大人気!
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§＠＆ 砂防学習模型　土石流キャッチャー

遊びながら

砂防を学ぶ

遊びなＱず土石流災害と砂防堰堤の効果、土砂堆石後の除石工事を学ぶ事ＱｒＲます。

主に小学生を対象としたラょコンめーム型の砂防学習用の模型ｒす。

砂防えつ堤ｚ取り外し可能なのｒ‒効果を学習ｒＲます。

砂防えつ堤に堆積した土砂をショベルカーｒ除石します。

模造土石に飴なｔを交ｇるとめーム性Ｑ上Ｑります。

★参加者にはﾎ取┪出した飴を景品┈し┆お渡しするこ┈で

ﾍイベント性が高ま┪ますﾏ

\4だ0こ000販売価格へ税抜）
受注生産品

レンタルｒもＹ利用いただけます

※1日あたりｙＹ利用単価
　へ発送・返送日ｚ含みくせんほ

トンタル料金へ税抜）

432 土石流キャッチャー：＠＃こ＃＃＃円

販売

ﾚﾝﾀﾙ

＆台：＆＃こ＃＃＃円

地域ｖすっｑ送料Ｑ異ｕりくすｙ
ｒ事前ｖＯ問い合わせくｋＺい｠
( 別途保険料Ｑかかりくすほ

梱包・発送費へ税抜）

※Ｘちずｚ受注生産ｓｕりくすｙｒ‒Ｙ注文後ｙキャンセルｚｒきくせん｠

※ＨＰｖ申込書っＹ用意しｑＯりくす｠

販売価格 (税抜 )：￥４鰤０,０００

専用コンテナボックス付
θ色は選べませんχ

ゆ動画よ

ドッシャー ボッシー

§§＊ 土石流模型 ミニ実験装置

降雨による土石流発生の様子を現すことＱｒＲる小型の土石流模型実演装置ｒす。

河道閉塞を発生させて土石流の動Ｒと砂防えつ堤の働Ｒを学ぶことＱｒＲます。

テーブルなｔに乗せて利用することＱ可能ｒす。

販売価格 (税抜 )：￥鰛鰥０,０００

\7た0こ000販売価格へ税抜）
受注生産品

防災の授業にる土石流模型 ミニ実験装置れをお役立てください。

＆台：＆＃こ＃＃＃円梱包・発送費へ税抜）

※Ｘちずｚ受注生産ｓｕりくすｙｒ‒Ｙ注文後ｙキャンセルｚｒきくせん｠

※ＨＰｖ申込書っＹ用意しｑＯりくす｠

注ほＸｙ商品ｚ‒受注生産ｙためトンタルｚＹａいくせん｠

ゆ動画よ

・ポンプを使って雨を降ずせる。

・斜面Ｑ崩壊する。

・河道閉塞Ｐず土石流Ｑ発生する。

・砂防えつ堤Ｑ土砂を補足する。

・またｚ‒土砂を流下させて‒

　下流域ｒの氾濫の影響を見る

嗤操作の流れ嘲

専用コンテナボックス付
θ色は選べませんχ
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水蒸気噴火
マグマ噴火

水蒸気噴火
マグマ噴火

実験機能 -鰈

実験機能 -鰆

付属品

ポンプｒ模型の地下部分の圧力を上Ｗ‒

スイッチを押すと噴出Ｑ始まります

※実験に使用する液体ｚ‒シャンプーを使用してＯります

地下ｒマグマｋまりＱｒＲて‒溶岩Ｑ

上Ｑる仕組ぐを学ぶパネル

販売

ﾚﾝﾀﾙ

＆台：＆＃こ＃＃＃円

地域ｖすっｑ送料Ｑ異ｕりくすｙｒ
事前ｖＯ問い合わせくｋＺい｠
( 別途保険料Ｑかかりくすほ

梱包・発送費へ税抜） 専用コンテナボックス付
θ色は選べませんχ

※次ペーょへ続く

レンタルｒもＹ利用いただけます

※1日あたりｙＹ利用単価
　へ発送・返送日ｚ含みくせんほ

トンタル料金へ税抜）

446 火山噴火実験装置：＠＃こ＃＃＃円

§§☆ 火山噴火実験装置

火山模型を噴火させて‒マグマ噴火と水蒸気噴火の違いを学び‒

火山泥流災害を学習します。

販売価格 (税抜 )：￥５００,０００

\500こ000販売価格へ税抜）
受注生産品

理科や防災の授業にる火山噴火実験装置れをお役立てください。

※Ｘちずｚ受注生産ｓｕりくすｙｒ‒Ｙ注文後ｙ
　キャンセルｚｒきくせん｠
※ＨＰｖ申込書っＹ用意しｑＯりくす｠

§☆＃ 土砂災害予防システム　サキゾテ [先守 ]
※要見積ｓｕりくす｠

　詳細ｚＯ問い合わせくｋＺい

受注生産品

ぺサキモリぼの特徴

緊急時にいち早く発信するＷＥＢシステム

上流の砂防堰堤やふｋつｚ災害の危険を感ｃに

くい小渓流なｔにサキモリを設置します。中流

域の砂防工事現場へ完成前や未着手）の安全に

寄与するとともに下流域の住民へ自治体を含け）

に土石流の危険を警告します。

あずＰｃめ設定したる危険域れる警戒域れにセンサー値Ｑ到達すると‒パソコン‒

スマホなｔにメールｒ警告Ｑ通知さそます。河川砂防工事の従事者や住民ｚ‒

そそに基ｐいて適切な避難行動をとることＱｒＲます。

※特許出願中
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 瓖サキ筕箛瓘の使用方法𤩍気象情報や警

戒避難情報の意味𤩍災害の前兆現象や

安全𤺋避難方法𤺋癁に瘨い瘳講習する

㿉㿉もに𤩍瓖サキ筕箛瓘のデータ値疰危険

域・警戒域に達した場合を想定し瘳𤩍地

域住民・役場・防災機関𤺋癁疰共同で𤩍

地区痟㿉の具体的𤺋タイムライン膅防災

行動計画䐢を作成します璒

 瓖サキ筕箛瓘で得た情報膅訓練用

の疑似データ䐢に危険域・警戒域

のデータ値を表示し𤩍メールで警

告を通知璒㾮矟に対し瘳住民㾮矟

𤸎矟疰𤩍マイタイムラインに従っ瘳

避難準備・避難𤺋癁の訓練行動

を㿉瞤ます璒

　こ矟ら一連の講習・訓練を実施し

た結果𤩍避難行動の知識や意識疰

事前㿉比べ瘳癁の瞟うに変化した㽷𤩍

実生活に疢い瘳瓖サキ筕箛瓘疰実際に

癁の瞟うに使用さ矟瘳た㽷𤺋癁を調

査し𤩍㾮の結果を次回の講習や訓練

に反映させるこ㿉で地域の防災力を

向上させ瘳い疷ます璒

★砂防工事現場従事者の稽全を畦る★住民の稽全を畦る

活用事例 ぺサキモリぼシステム機器構成プラン<例=

ぺサキモリぼの活用展開

蠟媾サキモリ𡨚鬮何のセンサー睢の稱兔何のためのセンサー睢の稱兔土砂災害鬮

閻のように起こ》の稱を学び兔センサーを使った避難訓練を実施す》こ釁扈兔

住民自〉マイタイムラインを作成します。結果釁し遘兔防災知識釁防災意識龝

向上し兔有事の際の悗早期避難捩を目指します。

ピンポイントｒモニタリングＱ必要な個所ｒの活用ＱｒＲ‒避難のための指針となります。

24 時間ぺ現場の今ぼïＷＥＢシステムで確認でöます

ダッシュボーフ機能 グラフ機能㈠ップ機能

特定の場所の見たいセンサーを常時モニタ

リングをす》こ釁

龝可能扈す。

マップ上扈兔 各センサー端末龝閻こに設置さ

「遘い》稱を

確認扈箙ます。

各センサー端末の測定値の推移をグラフ扈

確認す》こ釁龝

可能扈す。

自宅ｙ裏ｙ小渓流にサキモリシステムを設

置し‒雨量水位を計測します｠上流に砂防堰

堤がある場合ｚ振動計も付帯させます｠

砂防工事現場ｙ上流にｚ通常ｚ土石流ワイヤーセンサーを設置しま

すが‒サキモリシステムｚ上流にある既設ｙ砂防堰堤や仮設砂防堰堤

に設置し‒雨量・水位に加えｑ振動計をつＶるＸｓｒ土石流発生を検

知し‒工事従事者ｙ

る逃Ｗ時れを知らせ

ます｠

k．住民への防災セ㈡ヘーの開催 l．防災訓練の実施 m．意識調査

プラン１ プランm

プランl プランn

雨量計（特小無線）と受信機セット 雨量計とカメラ（３Ｇ回線）セット

雨量計（特小無線）と

震動計（３軸加速度計）セット

雨量計（特小無線）と

カメラ（３Ｇ回線）セット



   　　　　　　　

　納　品　日　　　　　　　　鏤　　　　日までに納品希望

　消費税の扱い　　　ǖ．外　税　　　　　　　ǘ．内　税

　書類の宛名記入　　　ǖ．無　　　　　　　　　ǘ．鐚

　　　　　　　　　　　　　　　⇒鐚の場合　　宛　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　※必要┊書類に〇を付けﾎ各書類に記載する日付をパ指定くだビいﾏ

■発送先

　お申込者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　署　　　　　　　　　　　　　　　　　    

　ご担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メールアドレス   　                            　　 

　ご 住 所　〒

　　　　　　TE１             　　     内　線θ　　　　　χ   FAX　　　　　　　　　　　　     

　

　※請求先が異なる場合な鷺腰その他ご要望は祭阪らにご記入く坂細い。

お問英せヷお申込はﾎ鴦鴣鶯法人 土砂災害防止広報センター (担当： 衛岡)までパ連絡くだビいﾏ

請求書類について

〒ゲケゴ-ケケケス　東京都中央区日本橋中洲サ番ゲゲ号　TテL　ケゴ-ザシゲサ-ゲゲゲサ　デAX　ケゴ-ザシゲサ-ゲゲケズ

Ｎｍ， 䄅筹ン笪籞ン用品

単価

＆税抜＇

痟注文単位 痟注文数 合計璈埞

梱包籗発送単価＆税抜＇－

ゲ梱包癮最大数量

梱包数 合計璈埰

ゲケゲ 䇦䅈タ籞＆？／＇ ゲシキケケケ円 ゲｾｯﾄ璈ゲケケ枚  ＞  ゲシケ ｾｯﾄ 円 ゲキザケケグゲｾｯﾄ 梱包 円

ゲケコ 䇦䅈タ籞＆＠０＇ ゲゴキケケケ円 ゲｾｯﾄ璈ゲケケ枚  ＞  ゲゴケ ｾｯﾄ 円 ゲキザケケグゲｾｯﾄ 梱包 円

ゲケゴ チ箐种 ゴキザケケ円 ゲｾｯﾄ璈ザケケ枚     ＞  ジ ｾｯﾄ 円 ゲキザケケグサｾｯﾄ 梱包 円

ゲケケ円ゲケサ 砂防窊ュ籞䅈 ゲ部 部 円 ゲキザケケグザケケ部 梱包 円

ザケケ円コケゲ 砂防副読本＆コケゲズ年改訂版＇ ゲ冊 冊 円 ゲキザケケグゲケケ冊 梱包 円

コケコ 簡易雨量測定器   コザキケケケ円 ゲｾｯﾄ璈ザケ個  ＞ザケケ ｾｯﾄ 円 ゲキザケケグゲｾｯﾄ 梱包 円

梱包コケサ １色笯籞䈎笪ン ｾｯﾄ 円 ゲキザケケグザｾｯﾄ 円ジキザケケ円 ゲｾｯﾄ  ザケ本  ＞ゲザケ

コケザ 䇮筕帳 ザキケケケ円 ゲｾｯﾄ  ザケ冊  ＞ゲケケ ｾｯﾄ 円 ゲキザケケグコｾｯﾄ 梱包 円

コケシ 救急絆創膏 シキケケケ円 ゲｾｯﾄ  ゲケケ個   ＞シケ ｾｯﾄ 円 ゲキザケケグゲケｾｯﾄ 梱包 円

コケジ 穪箐ン𥫣 ゴキザケケ円  ゲｾｯﾄ璈ゲケ個  ＞ゴザケ ｾｯﾄ 円 ゲキザケケグザｾｯﾄ 梱包 円

コケス ＬＣＢ箐磹穪笪ン ゲコキザケケ円 ゲｾｯﾄ  ザケ本  ＞コザケ ｾｯﾄ 円 ゲキザケケグザｾｯﾄ 梱包 円

コケズ 𥫣箵䅈タオ䈎   ゴキスケケ円 ゲｾｯﾄ璈ゲケ個  ＞ゴスケ ｾｯﾄ 円 ゲキザケケグザｾｯﾄ 梱包 円

ゲ個 個コゲケ 簡易雨量測定器＆𥫤秌籞付＇ サキケケケ円 円 ゲキザケケグス個 梱包 円

コゲコ 安眠セッ穪 ゲｾｯﾄ璈ゲケ個  ＞コスケ ｾｯﾄコキスケケ円 円 ゲキザケケグザケｾｯﾄ 梱包 円

コゴコ 土砂災害防災㽷矞瘓 ゲケ個セッ穪 ゲｾｯﾄ璈ゲケ個  ＞コキケケケ ｾｯﾄコケキケケケ円 円 ゲキザケケグゲｾｯﾄ 梱包 円

コゴゴ 土砂災害防災癕瞤え ゲケ冊セッ穪 ゲｾｯﾄ璈ゲケ冊  ＞ゲケケ ｾｯﾄゲキケケケ円 円 ゲキザケケグゲケｾｯﾄ 梱包 円

コゲサ 箛竴箵クタ籞付持瘜出痮袋 ゲｾｯﾄ璈ゲケ個  ＞ゴゴケ ｾｯﾄゴキゴケケ円 円 梱包 円

コゲザ ふせ砉 ゲｾｯﾄ璈ザケ個  ＞ゲケケ ｾｯﾄザキケケケ円 円 ゲキザケケグゲケセｯﾄ 梱包 円

コゲシ Lテヅ箐磹穪％笮磹ッ䅈䈎 ゲｾｯﾄ璈コザ個  ＞ゴゴケ ｾｯﾄスキコザケ円 円 ゲキザケケグサセｯﾄ 梱包 円

コゲジ 避飫䇮祘笮ン ゲｾｯﾄ璈コザ個  ＞シケ ｾｯﾄゲキザケケ円 円 ゲキザケケグコケセｯﾄ

ゲキザケケグコケセｯﾄ

梱包 円

コゲス 防災笪ン ゲｾｯﾄ璈サス本  ＞ゲケケ ｾｯﾄサキスケケ円 円 ゲキザケケグゲザセｯﾄ 梱包 円

コゲズ 携帯穪磹箵 ゲｾｯﾄ璈コザ個  ＞ゲザケ ｾｯﾄゴキジザケ円 円 ゲキザケケグスセｯﾄ 梱包 円

ココケ 折瞤瘓瘓䀹磕䈎筿笯穪䈎 ゲｾｯﾄ璈コザ個  ＞ゴシケ ｾｯﾄズキケケケ円 円 ゲキザケケグサセｯﾄ 梱包 円

ココゲ 防災用簡易照明灯 ゲｾｯﾄ璈コザ個  ＞コサケ ｾｯﾄシキケケケ円 円 ゲキザケケグサセｯﾄ 梱包 円

コココ 䅈䇳笮防滴䇦籞チ ゲｾｯﾄ璈コザ個  ＞コシケ ｾｯﾄシキザケケ円 円 ゲキザケケグサセｯﾄ 梱包 円

ココゴ 土砂災害防災䇦ケッ穪祘磹穵 ゲｾｯﾄ璈ザケ個  ＞ゲズケ ｾｯﾄズキザケケ円 円 ゲキザケケグコケセｯﾄ 梱包 円

ココザ オ箛秖窂䈎䇦ケッ穪テ磦ッ种ュ ゲｾｯﾄ璈ザケケ個  ＞シケ ｾｯﾄゴケキケケケ円 円 ゲキザケケグゲｾｯﾄ 梱包 円

ココシ オ箛秖窂䈎う瘜わ ゲｾｯﾄ璈ゲキケケケ枚  ＞ゲゴケ ｾｯﾄゲゴケキケケケ円 円 コキシケケグゲｾｯﾄ 梱包 円

コゴケ 土砂災害防災㽷矞瘓 ゲ個 個コキズスケ円 円 ゲキザケケグゲケ個 梱包 円

コゴゲ 土砂災害防災癕瞤え ゲ冊 冊ゲコケ円 円 璈ゲキザケケグゲケケ冊 梱包 円

シケゲ ＢＶＢ 瓫避飫痮ていてよ㽷っ瘓𤭖 ゲ枚 枚ザキケケケ円 円 梱包 円

シケコ ＢＶＢ 瓫疰け崩矟砅知矤う！𤭖 ゲ枚 枚ザキケケケ円 円 梱包 円

ゴケコ 横断幕＆７ｋ＇ ザザキケケケ円 ゲ枚 枚 円 梱包 円

ゴケゴ 懸垂幕＆９ｋ＇ シスキケケケ円 ゲ枚 枚 円 梱包 円

ゴケゲ 横断幕＆９ｋ＇ ゲ枚 枚 円

コキケケケグサ枚

＆注ゲ＇

＆注ゲ＇

＆注ゲ＇沖縄県𤩍頹島皕別途見積と𤺋瞤𥆩瘃璒

梱包 円シスキケケケ円

ゲ枚ゴケサ ザザキケケケ円懸垂幕＆７ｋ＇ 枚 円 梱包 円

癮ぼ瞤旗＆竿付＇ ザズキケケケ円 ゲｾｯﾄ＆ゲケ本＇ ｾｯﾄゴケザ 円
ゴキケケケグゲｾｯﾄ

梱包 円

＆注ゲ＇

癮ぼ瞤旗用注水タンク ゲスキケケケ円 ゲｾｯﾄ＆ゲケ台＇ ｾｯﾄゴケジ 円
コキケケケグゲｾｯﾄ

梱包 円

※ＨＰ癉も申込書＆ｃｘａｃｊ𤩍ｎｂｄ＇砅痟用意痮て疢瞤𥆩瘃璒

※梱包籗発送費癉も別途消費税疰㽷㽷瞤𥆩瘃璒

※梱包籗発送費皕𤩍種類𤩍数量癉よ瞤痟相談癉応痱𥆩瘃璒

璈 疢気軽癉疢問い合わせく瘛痠い璒

計 埞 円 埰 円

小計璈埞ガ埰 円

消費税ォゲケ＄オ 円

円

合  計

［　土砂災害防止広報啓発用品    購 入 申 込 書 ］

申込受付　ＦＡＸ cf－hidg－ddc９　[‘~|法人  土砂災害防止広報センター¥

璈璈サジゴグシ枚

ゲキザケケグジ～ゲケケ枚

※社名腰名前等書類に記載する宛名をご記入く坂細い。

請求書類鬮納品後兔別途郵送致します冉下記頤必要事項に舮記入くだ芍い冉

御中

様

ココジ オ箛秖窂䈎？サク箛磕竴碻磹䈎 ゲｾｯﾄ璈ザケケ枚  ＞ゲサザ ｾｯﾄジコキザケケ円 円 ゴキケケケグコｾｯﾄ 梱包 円


