
まえがき

当時戦後最悪の６，４００人を越える犠牲者を出した阪神・淡路大震災から２１年、さ

らにそれを上回る大災害となった東日本大震災から５年が経過しました。阪神・淡路大震

災においては早朝の地震であり、主な死因は建物倒壊によるものでしたが、東日本大震災

においては学校活動中の子どもたちも多い中での地震であり、その後に発生した大津波に

おいて多くの子どもたちが犠牲になってしまう結果となりました。亡くなられた方々の御

冥福をお祈りするとともに、被災地の復旧・復興を心から願っております。

その大災害から５年が経ち、今だに多くの方が避難所生活を送っている現状に反して、

社会の災害への危機意識の希薄化が懸念されるところでございます。

さて、本県の調査によりますと秋田県沖の３海域が連動して地震が発生した場合、マグ

ニチュード８．７の地震による大津波も想定されております。昭和５９年５月２６日に発

生し、多くの尊い生命と財産を奪った日本海中部地震はもちろん、東日本大震災から私た

ちは多くのことを学びました。この経験を忘れることなく、今後の災害に対し充分な備え

をしなければなりません。

こうした中、秋田県教育委員会では、平成２４年度より、｢防災教育推進委員会｣を設置

するとともに、有識者や関係機関の協力を得て、研修の充実・情報の充実・地域連携の充

実を大きな３本の柱とした新しい防災教育への取組を進めてまいりました。今年度からは

災害安全に加え、交通安全、生活安全を含めた３領域において、子どもたちを取り巻く危

険を学校・家庭・地域で見守るだけではなく、「自分の命は自分で守る」ことができる子

どもたちの育成を目指し、「学校安全推進委員会」に改編・拡充し取り組んでまいるとこ

ろであります。

今年度も昨年度に引き続き、防災教育に係る取組をまとめた防災教育実践事例集を作成

いたしました。本事例集には、学校と地域が連携した取組や専門的な外部指導者を派遣し

た防災教育の実践事例、各種研修会の内容等を掲載しております。

各学校においては、子どもたちの安全・安心の確保に向けて、本事例集を参考に防災教

育の充実に役立てていただきますようお願いします。

おわりに、防災教育実践事例集の掲載にあたり、御協力いただきました関係各位に対し、

心より御礼申し上げます。

平成２８年３月

秋田県教育庁保健体育課

課長 木 浪 恒 二
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比内中学校防災キャンプ　　　　　　
１．企画

２．事業概要

月　　　日 内　　　　　　　容
6月上旬 事業日程の調整及び運営体制の検討（２校）
7月15日 大館市立比内中学校地域プラットフォーム第１回委員会（大館市教育委員会）
7月22日 大館市立西館小学校地域プラットフォーム第１回委員会（大館市教育委員会）
7月24日 大館市立比内中学校地域プラットフォーム第２回委員会（大館市教育委員会）
7月31日 大館市立西館小学校地域プラットフォーム第２回委員会（大館市教育委員会）
7月31日～8月1日 大館市立比内中学校防災キャンプ（大館市教育委員会）
8月8日～8月9日 大館市立西館小学校防災キャンプ（大館市教育委員会）
9月7日 大館市立比内中学校地域プラットフォーム第３回委員会（活動総括）
9月9日 大館市立西館小学校地域プラットフォーム第３回委員会（活動総括）

子供と自然をつなぐ地域プラットフォーム形成支援事業

大館市防災キャンプ推進事業

（１）実施主体
　 ２校とも、日本赤十字社秋田県支部大館市地区、大館市消防本部、大館市老人クラブ連合会、各町内
会、婦人会等の協力のもと地域住民の参画を得て実施した。
・大館市立比内中学校：地域の代表としてＰＴＡ、地域委員会、学校運営委員会を中心に企画運営し、
　　　　　　　　　　　　　　　体育館で宿泊、避難所体験をした。
　　　　　　　　　　　　　　　（宿泊は全学年希望者のみ）
・大館市立西館小学校：地域の代表として地域委員会、学校運営委員会、地区町内会連絡協議会、地
　　　　　　　　　　　　　　　区婦人会を中心に企画運営を進め、体育館で宿泊、避難所体験をした。
　　　　　　　　　　　　　　　（６年生全員対象）

　 東日本大震災を受け、非常時には瞬時に適切な対応をとることが求められるため、必要な技術や知識
を習得する体験活動の場が必要である。
　 東日本大震災では、多くの被災者が長期間、避難所での共同生活を送る事態となったことを踏まえ、
避難所体験、野外炊飯などの非常時の生活を想定した体験を行う機会を設けることが必要である。
　 非常時にどのような行動をとるべきかを体験的に学ぶ機会になるとともに、親子や地域住民などが協
働して取り組むことにより、非常時も共に助け合うことのできる地域の絆づくりと防災意識の高揚につな
がる。

大館市

①大災害が発生したときに、「自分の身は自分で守ること」、「共に助け合うこと」を学び、必要な技術や知
識を習得する。
②市の教育の根幹に据えている「おおだてふるさと・キャリア教育」の一環として、地域の方々との触れ合
いの中で、地域で『生きる』ことを学び、地域の一員としての自覚を持つようにする。
③避難所体験を地域全体で取り組むことを通し、地域住民の絆を深め、防災意識の高揚を図る。

（２）ねらい

（１）事業実施の背景

（２）開催実績

           【事業のポイント】 

○学校を避難所とした生活体験を実施。 

○防災教育プログラムの実施。 

○児童生徒、保護者、地域住民等の参加。 

○小学校、ＰＴＡ、地域委員会、学校後援会、地域住民、まち

づくり協議会等で構成する、地域委員会を組織。 

○日本赤十字社、社会福祉協議会、消防機関、町内会、婦

人会、地域住民などの協力を得て実施。 



・地域の参画によりプラットフォーム委員会を立ち上げ、運営体制を整えた。

・事業実施の効果と参加者からの感想・意見等をホームページや学校便り等で報告した。

（５）意見交換の場の設定

３．成果と課題

６．団体プロフィール

（３）推進月間の設定

（１）事業成果

（４）事例の収集と発信

　 秋田県内の小中学校・市町村教育委員会・防災担当職員等を対象に開催される「学校安全（災害安
全）指導者研修会」で、成果発表や意見交換を行い、今後の防災教育への取組・普及に努める。

　 防災教育で得た地域との絆や地域住民とのコミュニケーションを生かして、地域の方を講師に、地元の
食材や特産物を生かしたものづくり体験を行い、改めて地元の良さを知り、地域で生きることを学ぶ。

・学校と全体の調整、運営体制の打合せをしながらＰＴＡの会議等や学校便りで、地域への実施内容の
周知・参加を募り、学校全体の防災学習への理解を得た。

・昨年度の実施校の事例（城西小学校など）の体験を参考にしながら、プログラムを検討した。また、大館
市の危機管理課や、消防本部からの協力により情報を提供していただき、事業の実施に向けて学校と打
ち合わせをしながら進めた。

　学校が避難所となった際の役割分担を明確にし、避難所運営の主体、学校開放の範囲、学校機能を維
持しながらの避難所運営への協力体制などを踏まえた訓練が求められている。また、大館市の総合避難
訓練と合同で実施することにより、更なる地域との協働・連携した活動を推進できる。

（２）事業運営上の課題

（３）事業成果の普及啓発の課題

①自分の身は自分で守り、共に助け合うことの大切さを学ぶことできた。
②地域で『生きる』ことを学び、地域の一員としての自覚をもつきっかけとなった。
③地域住民の絆が深まり、学校を含む地域全体の防災意識の高揚がみられた。

（６）新たな青少年体験活動の推進方策の検討と試行

①避難所を想定した学校備蓄品の必要性。
②学校が避難所となった場合の学校・地域・関係各機関の役割の明確化と非常時の運営体制の整備。
③学校・家庭・地域が一体となった継続的な避難訓練などの実施と地域全体の防災教育の推進。

 大館市教育委員会 

 〒018-3595 

 秋田県大館市早口字上野４３番地１ 

 TEL：0186-43-7111  FAX：0186-54-6100 

 URL：http://www.city.odate.akita.jp/kyouiku/top.html 

 【担当】 
 生涯学習課 

 〒017-0822 
 秋田県大館市字桜町南４５番地１（中央公民館内） 
 TEL：0186-43-7113  FAX：0186-43-3536 



１．企画

２．実施概要

月　　　日 内　　　　　　　容
7月21日 第１回企画運営委員会
7月30日 第２回企画運営委員会
8月11日 第１回防災キャンプ実行委員会
8月25日 第２回防災キャンプ実行委員会
9月11日 小学校・消防署打ち合わせ
9月18日 第３回防災キャンプ実行委員会
9月18日～19日 合川小・中学校合同防災キャンプ
12月4日 第３回企画運営委員会

（１）事業実施の背景

北秋田市防災キャンプ推進事業

北秋田市教育委員会（生涯学習課）

（２）開催実績

子供と自然をつなぐ地域プラットフォーム形成支援事業
（学校・地域を避難所と想定した防災キャンプ）

（１）実施主体
①PTA、保育園保護者、地区婦人会、日赤奉仕団、北秋田市役所総務課防災担当、北秋田市消防本
部、自治会、公民館の協力のもと実施した。
②PTA会員や保育園保護者、自治会、公民館等を中心とした実行委員会組織を中心に地域と児童・生
徒・園児とのコミュニケーションを図りながら、防災体験をおして絆を深めるとともに、次年度以降も活動
を継続できる体制を目指した。

　 事業実施エリアは、合川中学校、新設合川小学校（27年4月）、あいかわ保育園、合川小児童クラブ、
合川公民館・合川体育館・合川診療所が集中している総合エリアであることから、エリアを巻き込んだ形
での避難訓練を計画した。
　 市役所や消防署の協力を得ながら、実際の場面を想定した、地域と協働の訓練を展開した。

①日赤秋田県支部の協力を得ながら、学校での避難所体験をする。
②地域住民と共に避難所を開設し、宿泊スペースや非常食を協働で作る体験を行った。非常時の実践
力を高め、防災意識の高揚を図った。

（２）ねらい

【事業のポイント】 

○「学校が『避難場所』になった場合」を想定する。 

○３校が統合された小学校での防災キャンプの実施。 
○小・中学校合同で防災キャンプを行い、中学生を
リーダーとして、地域住民と連携した災害時の行動
について学ぶ。 

○地域の過去の災害を学習し、緊急時の命を守る行

動について学ぶ。 
 

防災学習：災害時に生き残るヒント 



３．成果と課題

４．団体プロフィール

・今まで防災キャンプを行ってきた学校において、地域側の要望と学校側の要望との間に差異が生じて
きている。
・継続的な活動をするためには、参加者全員に子どもを地域と学校の両方で育てることについて共助の
意識を持っていただくことと、コミュニティ・スクールへの取組を推進する仕組み作り（地域と学校及び保
護者の意識改革を含む）が必要である。

（３）推進月間の設定
　特になし

（４）事例の収集と発信
・事務局と実行委員会とで、他の実施団体の情報を収集するにあたり、互いの情報を交換し合った。
・平成27年11月19日　県主催の学校安全（災害安全）指導者研修会にて、事業報告を実施。

（１）事業成果

（２）事業運営上の課題

（３）事業成果の普及啓発の課題

（５）意見交換の場の設定
　主として実行委員会において行った。

（６）新たな青少年体験活動の推進方策の検討と試行
　避難訓練において、雨天により保育園との合同での実施ができなかったため、今後行う避難訓練にお
いては、保育園の参加はもとより、同じエリア内にある診療所も一体となった避難訓練が実施できるよう
になると、より充実した訓練になるとの意見が出された。

・児童生徒に自分の命は自分で守り、ともに助け合うことの大切さを十分学ばせることができた。
・「防災キャンプ」ということで、避難所での生活を実際に体験させることができて良かった。
・子どもたちの活動を支援する実行委員会をはじめ、PTA、地域住民等の協力体制がとてもよかった。

・防災キャンプを進めるにあたり、補助の提供の有無にかかわらず前年度から学校側との協議を進め
ていないと、交付決定から事業の開始までに必要な協議が終わらないため、事前に内容を詰めていく
必要がある。
・学校が避難所になった時の学校、地域、関係各機関の役割の明確化と非常時の運営体制の再確認・
検討を進めていく必要がある。

 
 ○北秋田市教育委員会生涯学習課 
  〒０１８－３３１２ 
   北秋田市花園町１５－１（中央公民館内） 
   TEL ０１８６－６２－１１３０ 
   FAX ０１８６－６２－１６６９ 



１ 実践の概要

テーマ 地震に備えて：身のまわりの危険因子（地震が発生した際にどこが危険か？）を探る

外部指導者 秋田大学地域創生センター 准教授 鎌滝 孝信 氏

実施日時 １１月１３日（金） １５時００分から１６時３０分まで

実施場所 矢島中学校

参 加 者 矢島教育学習課職員 ４名 矢島保育園保育士 ７名 矢島小学校職員 １３名

矢島中学校職員 １４名 矢島高校職員 １５名

２ 実践内容

講 演 １「地震に備えて：身のまわりの危険因子（地震が発生した際にど

こが危険か？）を探る」

・過去の地震とその被害について

・秋田県における防災意識について

・被害を少なくし、命を守るために

必要なことについて

演 習 ２「自宅の防災マップを考える」

・グループでの話合い

自宅（現在住んでいるところ）にいるときに震度６～７という

強い揺れを伴った地震が発生するという事象を考えて自宅の防災

マップを考える。自宅内の安全箇所・危険箇所を想像し、危険な

箇所は改善策を考える。

地震の発生時期および時刻は、夏の昼、夜および冬の昼、夜な

どあらゆる時間帯を想定する。

１．昼間、書斎（夕食後の時間）

２．キッチン（夕食の準備の時間）

３．寝室（就寝時）

４．それぞれの部屋から玄関までの避難ルート

・・・・・今回は、冬の夜のケースを想定

パワーポイントでの資料提示

３ インド洋大津波など過去の震災の被害からの事例

・正しい対応で、助かる命もある



４ 秋田県の各校の防災意識についてのアンケートより

・東日本大震災について覚えていない児童も増えている。

・大人の意識を高めることが必要である。

５ 自分の命を自分で守るためにできること

・正しい知識

・正しく備える

・正しくイメージする

・正しく対処するなど

６ 防災マップづくりのために

・パッと起きてすぐに逃げることはできないので

７ ５～７人のグループ編成

演習のテーマに沿っての話し合いと室内配置検討・自宅内の安全

箇所と危険箇所について・危険箇所の改善策について

・それぞれの部屋から玄関まで

の避難ルートについてなど

８ 質疑応答や感想発表

まとめ

３ 参加者の感想

職 員 職場や学校だけでなく、自宅の防災について考えたり、自宅の防災マ

ップを作ったりすることの必要性を感じた。特に雪が積もり、冬囲いな

どを行うこれからのシーズンには、避難経路を考えておくことは、自分

で自分の命を守ることに繋がると改めて考えさせられた。

本日の参加者だけではなく、児童やその保護者を啓発し、防災意識を

風化させないよう、家庭や地域ぐるみで取り組んでいくことが大切だと

感じた。

秋田大学の鎌滝准教授を始め、防災教育外部指導者派遣に御尽力くだ

さった県教育庁、秋田大学地域創生センターの皆様に感謝申し上げます。

４ 成果と課題

成 果 矢島地域で教育に携わる職員が校種を超えて地域の防災を考える機

会となり、今後に活かせる大変有意義な研修になった。



１ 実践の概要

テーマ 台風・大雨・竜巻・雷から身を守るための行動について

外部指導者 秋田地方気象台 予報官 橋本 竜

実施日時 １０月１日（木） １０時３５分から１１時２０分まで

実施場所 八峰町立八森小学校

参 加 者 児童 １２２名 職員 １８名

２ 実践内容

講 演 １ 台風についての話

・台風のできる様子、台風による災害等

について。

２ ＶＴＲの視聴とシミュレーション学習

・台風・大雨・竜巻・雷など、具体的な

状況場面での判断について。

・身を守るための、状況をイメージした

判断、適切な行動について。

３ 災害を防ぎ、安全を確保するためのポ

イント

・自分の安全は自分で守る。

（危険を感じたら、すぐ逃げる）

・天気予報に十分注意する。

（雷雨や強風、積乱雲には要注意）

・非常時のための安全な避難場所を確保

する。

・雷についての誤った知識に注意する。

以上の内容により、災害や防災につい

ての具体的な知識や情報を得ることがで

きた。

特にＶＴＲによるシミュレーション学習

は大変有効であった。防災における大事な

ポイントも理解できた。今後の訓練や、実

際の場面での対応の仕方に是非生かしてい

きたい。

３ 参加者の感想

職 員 これまで、防災という内容については、しっかり学習する機会がなかったので、子ど

もたちも関心を持って最後まで話を聞くことができました。今後の実生活の中でも、子

どもたち一人一人が、「自分の身の安全は自分で守る」ことを意識しながら、防災に役

立てていけるのではないかと思いました。





１ 実践の概要

テーマ 「継続する力の重要性～自衛隊の災害派遣活動をとおして～」

外部指導者 陸上自衛隊第21普通科連隊 本部管理中隊長 須藤 清彦

実施日時 １２月１５日（金） １３時３０分～１５時００分

実施場所 秋田市立山王中学校

参 加 者 生徒 ５７０名 教職員 ４０名 保護者 ３名

２ 実践内容

講 演 １ 初めに、「いざという時だけでなく、普段の準備や練習が大事という点で、防

災と学習は共通する。」と、中学生に分かりやすい例を挙げて話を始めた。

２ 次に、今ここ（体育館）で大地震に見舞われたら？ 教室なら？ 外なら？と、

生徒に考えさせ、場所ごとに異なる避難の仕方を具体的に示した。

３ 続いて、東日本大震災のＤＶＤを放映し、津波の勢いや各所の甚大な被害に

ついて、また、自衛隊の救助活動について紹介があった。「釜石の奇跡」と言わ

れる話や、「練習以上のことはできない。何も考えないでできるようになるまで、

体が自然に反応するようになるまで繰り返し訓練する。これが、防災意識を高

めることにつながる。」など、力強い語りかけが生徒の心に響いた。御嶽山噴火

後の救助活動のＤＶＤも、衝撃的であった。

４ 体験コーナーでは、現地での隊員の装備について説明していただき、生徒が

それを実際に背負ってみた。約15㎏のリュックを背負って、難所を何㎞も歩く

と聞き、生徒は驚きを隠せないようであった。１年生から３年生まで、男女約

40名の生徒が体験することができた。

 

 



５ 講話と体験の後、各学年からたくさんの質問が出され、一つ一つに丁寧に

答えていただいた。

６ 最後に、日頃からの備えと訓練を確認し、講話を終えた。

３ 参加者の感想

職 員 ・提示されるＤＶＤの内容や統計資料などは、インパクトがあり、生徒の心に強く

訴えかけるものがありました。また、大地震発生時の、場所による具体的な避難方

法についても教えていただき、大変勉強になりました。

４ 成果と課題

成 果 ・実際に数多くの被災地に赴き活動している自衛隊の方の話は説得力があり、生徒

達は避難訓練などを含めて普段の練習や備えがいかに大事であるかについて、理解

することができました。

・時には危険に遭遇し、自分の家族よりも被災者を優先して働く方々に、生徒達は

感動するとともに、様々な仕事や生き方を知り視野を広げることができました。

 



１ 実践の概要

テーマ 「地域の防災について」

火山噴火や突風・竜巻等、過去の被害を学び、地域防災・滅災活動に生かす

外部指導者 秋田県総務部 総合防災課

副主幹 柏木徳昭 氏・技能主任 堀井一樹 氏・職員 野口祐歌 氏

実施日時 ７月１６日（木）１１時３０分 から １２時１５分 まで

実施場所 男鹿市立男鹿南中学校

参 加 者 生徒 １～３年生 １１６名

職員 １４名

２ 実践内容

１ 講演：副主幹 柏木徳昭 氏「災害ってなあに？」

講 演 暴風、豪雨、台風、豪雪、洪水、地震、津波、噴火等

「自分の命は自分で守る」

「どんな危険があるか」「何が危険か」を見極める

(１) 男鹿の災害：大地震３回等

(２) 最近の災害の状況：

大雨・台風（北浦決壊の恐れ、避難指示・勧告あり）

竜巻（空暗く、雷、耳鳴り 等前兆あり）等

(３) 秋田の活火山：６山

（十和田、八幡平、焼山、駒ヶ岳、栗駒山、鳥海山）

２ 防災クイズ：職員 野口祐歌 氏

全校生徒対象に３択のクイズの挙手で講義内容を確認する。

３ 生徒感想発表

各学年から代表１名ずつが感想発表。事後アンケートあり。

演習の様子 ○講演講師

柏木徳昭 氏

○アシスタント

堀井一樹 氏

「男鹿市でもこういった災害が起きてい

ます。」

※生徒：画像・データで示される男鹿の災

害の実態に「男鹿でも…有りなんだ」

○防災クイズ担当

野口祐歌 氏

「非常用の飲料水は大人一人につき何リットル

必要でしょうか？」

※生徒：「えーっ！どっちかだと思うけど？」

真剣に考え、一喜一憂。



○代表生徒

感想発表

※生徒：「身近なところでも災害があった事を知

り、備えたいと思います。」

３ 参加者の感想

職 員 今回の実施内容について、地震・津波防災については小・中を通して頻繁に実施

されており、台風・大雨・竜巻など地震・津波以外の多様な災害がニュースで報道

されることも多くなってきたことを考慮した講話をお願いしました。

学校の実情に合わせたコンパクトで充実した内容でした。今後の防災教育のひと

つの方向を示していただき、ありがとうございました。

４ 成果と課題

成 果 地元男鹿市で起こった具体的な災害を最初に紹介・解説をしていただいたおかげ

で、生徒にとって、「災害はいつ、どんな状況で起こるかわからないこと」や「基

本的な防災知識を身に付ける大切さ」を改めて感じた時間であったと思います。

短い時間の中、防災クイズも取り入れていただきました。講話のまとめという意味

でも、生徒の動きがあることで、知識をより確かなものとする有効な手法でした。



１ 実践の概要

タイトル 平成２７年度 秋田県総合防災訓練（角館高等学校）

概 要 県内陸南部を震源地とする大規模地震の発生を想定し、それにともなう避難所開設・運

営訓練への参加

期日：平成２７年８月９日（日）

場所：秋田県立角館高等学校校舎等

時間帯：８：００～１２：３０

参加者：生徒６３名・教職員１１名、仙北市職員、大曲仙北広域市町村圏組合消防、

仙北市消防団、ＮＴＴ東日本、秋田赤十字病院、日本赤十字社・赤十字奉仕団、

自衛隊、秋田銀行、北都銀行、日本郵便株式会社、地域住民約２００名

２ 実践内容

実践方法と進め方 工夫した点○ 苦労した点●

１ 事前打ち合わせ ○角館消防署の担当者に事前に３回ほど学校に来ていただく

（１）６月２５日（木） とともに、電話でも連絡を密に取り合い、全体計画の立案

「全体打ち合わせ会議」 における協力体制を確立した。

（２）広域消防本部担当者との打ち合わせ ●本校も消防署も、誰もが初めての経験であった。訓練の計

画が最終的に確定したのは、訓練の直前だった。

●大規模な防災訓練で関係機関も数が多かったために、全体

像を把握するまで時間がかかった。

２ 計画の立案 ○教頭が窓口、総務部が事務局を担当し、事務部、学年部、

部活動、生徒指導部、養護教諭、家庭科教諭に協力を依頼

し、校内体制を確立した。

○参加生徒は、将来消防士や自衛官への進路を希望する者を

中心に学年部で募集した。加えて、インターアクト部とソ

フトボール部にも協力をお願いした。

●新校舎であるため、校舎に傷を付けないよう実施する必要

があり、計画に苦労した。

●県や市役所、消防本部が主体の防災訓練であるため、学校

独自で計画できる部分は少なかった。

３ 防災訓練当日 ○計画の総括である角館

（１）打合せ 消防署の担当者から、

（２）地震発生 地震発生後の動きにつ

（３）避難所開設訓練 いて事前に説明を受け

・段ボールパーティション設置 た。その後、生徒に役

・段ボールベッド設置 割を与えて作業をさせ

（４）物資運搬訓練 た。具体的には、避難

・飲料水他の運搬 所開設、物資運搬、避

（５）避難開始 難者案内・誘導、情報掲示、救急補助、幼児の授乳補助、

（６）避難者受入れ訓練 昼食の食材準備、昼食配膳等である。

・受入れ準備補助 ○段ボールのパーテーションとベッドの組み立て方法につい

・避難者案内、誘導 て消防署の担当から事前に説明を受けた。担当生徒は手際

（７）炊き出し訓練 よく組み立てることができた。

・炊き出し準備補助 ○本校には給水タンクが設置されていないため、水道が出な

・カレーライス、飲料水配布 い場合を想定し、自衛隊が給水車を運び入れた。また、電



話回線が途切れたこと

を想定し、ＮＴＴが衛

星電話設備を運び入れ、

電話や緊急災害放送

を可能にした。

●夏の猛暑日であり、暑

さに悩まされた。さら

に、本校は高台にあるため、町内から徒歩で上がってくる

のは大変だったと思われる。

協力･ 団体名･組織名 協力･連携の内容

連携先の分類

学校･教育関係・同窓 ・角館中学校 ・避難者役

会等

地域組織 ・仙北市消防団 ・避難者役

・周辺町内会

国･地方公共団体･公 ・仙北市役所 ・訓練事前打ち合わせ

共施設 ・大曲仙北広域消防本部 ・避難所開設用物品、支援物資の提供

・自衛隊 ・炊き出し

企業･産業関係の組合 ・ＮＴＴ東日本 ・公衆電話、ＴＶの設置

等 ・秋田赤十字病院、日本赤十字 ・医療救護所の設置、授乳室の設置

社、赤十字奉仕団

・秋田銀行、北都銀行 ・臨時金融窓口の設置

・日本郵便株式会社 ・臨時郵便窓口の設置

３ 成果と課題

成 果 １ 夏季休業中の訓練であり、生徒・職員の参

加は数十名にとどまったが、防災意識を高め

るという点では、非常に有益なものであった。

２ 参加生徒は、将来、消防署員や警察官を志

望している者であったり、継続的にボランテ

ィア活動に関わってきた者であったりした

が、実地訓練に参加し貴重な体験ができたと

皆が言っていた。

３ 実地訓練を行ったことで、留意すべき事項や施設他の問題点を把握することが

できた。

４ 多くの関係機関や地域住民に参加していただいたことで、本校を避難所として

利用できるという認識が高まった。関係機関や地域との連携意識も一歩進んだ。

課 題 １ 参加生徒や職員が一部であったことが悔や

まれる。授業日に災害が発生した場合、生徒

や職員の動きはどうなるのか、想定しておく

必要がある。

２ 県や市役所、消防署の主催であるがゆえに

実行可能な訓練であった。本校独自でこれだ

けの大がかりな防災訓練を実行するのは難し

い。もし、学校独自にこのような防災訓練を



実施する場合、関係各所にどの程度協力をいただけるのか確認する必要がある。

３ 本校には給水タンクがなく、また周囲に山があるため、WiFiやワンセグ電波の

受信状態が悪い。実際に本校が避難所となる場合を想定すれば、今後整備が必要

と思われる。

４ 本校は災害時の備えが不十分である。保存食や飲料水、毛布等の備蓄品を計画

的に蓄積していく必要がある。

５ 本校が高台にあるがゆえ、水害への被害が少ないなど避難所としての適性はあ

るが、学校までの通学路の坂が急で道幅も狭いため、特に冬場など徒歩で移動に

は苦労するものと思われる。また、崖崩れがあった場合に車が乗り入れできない

可能性もある。

今後の継続予定 １ 全校生徒が登校している状況で避難所開設訓練を実施したい。ただし、本校独

自で行うのは難しいので、消防署等の外部機関との連携が不可欠であり、内容も

検討を要する。

２ 今回の避難所開設訓練も、普段の避難訓練も、雪がない季節に行っている。今

後は冬期間の避難訓練や防災訓練を実施したい。
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防災種目 

地域防災
委員会 

避難所 
備蓄品確認 

引き渡し
訓練 

避難訓練 

災害図上
訓練 

避難所 
備蓄品確認 

避難訓練 
災害図上
訓練 

引き渡し
訓練 

地域住民と共に 周辺５自治会 保 護 者 

学校 子ども 

講演会 
防災教室 

防災 
クラブ 

運動会 
防災種目 

地域防災
委員会 

避難所 
備蓄品確認 

引き渡し
訓練 

災害図上
訓練 

避難訓練 

避難訓練 

第１回 想定 
（H27.5.26） 

初期行動 

３階へ避難 

グラウンドへ
避難 

役割分担，避難経路を細かく設定しない 

避難訓練 

陸上競技場 

能代第一中学校 能代公園 



3 

周辺５自治会 保 護 者 

学校 子ども 

講演会 
防災教室 

運動会 
防災種目 

地域防災
委員会 

避難所 
備蓄品確認 

引き渡し
訓練 

災害図上
訓練 

避難訓練 

防災 
クラブ 

活動内容:災害，防災の基礎知識 
     校内の防災施設の確認 
     災害図上訓練  など 

防災 
クラブ 

○ 子どもたちの防災意識の高まり 

• 機会あるごとに自分たちの過ごす場所の高低
を意識。 

○ 子どもたちの防災意識の高まり 

• 機会あるごとに自分たちの過ごす場所の高低
を意識。 

• 自分で考えて行動することの大切さを理解。 
• 児童会の集会等で防災をテーマに。 

○ 子どもたちの防災意識の高まり 

○ 地域住民からの信頼感の高まり 

• 学校の構造や防災に対する考え方がわかる
ことで，当事者としての意識が高まる。 

• 行事等に参加された方が，次の呼びかけに
も応える。 

○ 子どもたちの防災意識の高まり 

○ 地域住民からの信頼感の高まり 

○ 保護者との情報の共有と意識の把握 

• 訓練等を通じて有事の際
にとるべき行動を共有。 

• 保護者間の意識の差を把
握。 



4 

○ 子どもたちの防災意識の高まり 

○ 地域住民からの信頼感の高まり 

○ 保護者との情報の共有と意識の把握 

○ 学校職員の意識の変容 

• 訓練ができるだけ実践的なものになるよ
うに工夫。 

• 防災指導の評価の視点が変わった。 
• 学区内の職員を初動対応教員に命課。 △ 防災教育の継続と充実 

△ 近隣施設との連携 

○ 子どもたちの防災意識の高まり 

○ 地域住民からの信頼感の高まり 

○ 保護者との情報の共有と意識の把握 

○ 学校職員の意識の変容 

防
災
を
軸
に 



       

   

   平成２７年度 秋田県 

        

        

                                

      

              

            平成27年5月19日・20日  

                    鎌倉女子大学講師  

           板橋区教育委員会  安全教育専門員   

                    矢 崎 良 明 

学校安全指導者研修会（安全管理研修） 



重要な安全管理 

 

１．地震から子どもを守る 
      日本全体が活動期に入っている 

      いつ起こってもおかしくない地震 

２．不審者侵入・登下校中の事件 
      大阪教育大学附属池田小事件 

      登下校は学校の管理下？ 

３．危険を予測する交通安全 
      危険予測能力を培う 

      自転車による事故 

 



危険 
事件・事故 

の発生 
(危機) 

被害 

危機管理の意義と２つの側面 

事前の危機管理 

(リスクマネージメント) 
    事件・事故が起こる危険 

   を予測したり、危険に気付 

   いたりしてその危険を確実    

   に除去すること 

 

事後の危機管理 

(クライシスマネージメント) 
   事件・事故が発生した場合に 

  適切かつ迅速に対処し、被害 

  を最小限におさえる。 

    再発防止と通常生活の再開 

 

  危機管理とは、「人々の生命や心身等に危害をもたらす様々な危険が防止
され、万が一事件・事故が発生した場合には、被害を最小限にするために適
切かつ迅速に対処すること」 



 

中央防災会議 防災対策推進検討会議(平成24年7月) 

 

  

東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議(平成24年7月) 

 

  

防災教育に関する国の方針 

・ 学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理  

・ 学習指導要領における防災教育の位置付け 

・ 指導できる時間の確保の方策の検討 

・ 指導時間の確保に対する具体的事例や課題等を踏まえて必要な方策を検討すること 

・ 教科等として位置付けるなど系統的に指導できる時間を確保すること、 

 

 中央教育審議会学校安全部会(平成26年11月) 

    

   ・学習指導要領の総則や解説等において、安全教育の中核となる教科等と、各教科  

    等の役割と関係性を系統的に示すことを検討すべき 

   ・たとえば、総合的な学習の時間の学習活動の例示として安全教育に関する学習活  

    動を追記するとともに 

   ・特別活動の学習活動の内容において防災や防犯に関する安全指導を行うことを   

    明確に位置付けたり 

   ・学校行事についても「健康安全・体育的行事」に位置付けられている安全教育に関 

    する行事の位置付けをより明確化したりする 

 

 



地球の表面は「プレート」と呼ばれる 

約１０枚の板で覆われている 

ユーラシアプレート 

ユーラシアプレート 

太平洋プレート 

北米プレート 

フィリピン海プレート 

日本は、４枚のプレートが重なりあっている。 

日本の国土面 

積は、世界全 

体の約0.25% 

 

M.6以上の地 

震約20%が日 

本で起きている 

地震防災教育 

の重要性 

なぜ日本は地震防災教育なのか 



東日本大震災 

 2011年    

 3月11日 14:46 

 M.9.0 

 津波被害 

 津波最大高 30m  

 (正式な発表なし) 

 

   全壊 98,000 

   焼失   279 

死者・不明 18,773 

関東大震災 

  1923年   

 9月1日  11:58 

 M.7.9 

 火災被害 

 津波最大高 12m 

      (熱海) 

 

  全壊 109,000  

  焼失  212,000 

死者・不明 105,000 

 

阪神・淡路大震災 

 1995年    

1月17日 5:46 

 M.7.3 

 建物倒壊被害 

      家具の転倒 

  

 

  全壊 104,906 

  焼失     7,036 

死者・不明 6,437 

３つの大震災の比較 



教育活動時間中の地震被害 

  

  (1983年5月26日11:59 M7.7  最大震度5(当時の震度階))  

  ・秋田県で、遠足の児童43名、教員が津波に巻き込まれ、児童13名が死亡 

     ・給食前の配ぜん中の事故 

 

鳥取県西部地震(2000年10月6日13:30 M7.3 最大震度6強)  

 ・負傷児童生徒32名(軽傷)、死者なし 

  ・施設設備の破損等(校舎壁面のひび割れ、照明の落下、外壁落下、天井一   

   部落下) 

東北地方太平洋沖地震(2011年3月１１日14:46  M9.0 最大震度 7 ) 

  ・津波等による死亡児童生徒517名(4/26現在文科省) 

   在校中、自宅、下校園中様々な場合 

  ・校舎・体育館の全半壊、流失、地盤沈下、非構造部材の落下・転倒 

 

日本海中部地震 



日本海中部地震 

・1983年(昭和58年)5月26日11時59分 

・能代市西方沖80km 深さ14km 

・マグニチュード 7.7 

・死者104人(内 津波による 100人) 

 

・秋田県の被害(死者) 

  建物倒壊死者   4人 

       デパートのタワー倒壊 

   津波による死者 79人  

       能代港埋め立て工事 35人 

       遠足児童         13人 

                 漁業関係者       10人 

       釣り人           10人 

                       その他 



石巻市 大川小学校の津波被災 
5月 9月 

14:46 地震発生  校内で安全確保 

14:49 津波警報(6m)  校庭に二次避難 

14:52  防災無線・津波警報  山に避難するか？ 

15:14  津波高(10m) 職員が児童の服等を校舎内 

  に取りに行く 

15:30 三角地帯に移動開始。 新北上大橋付近か 

 ら津波が越流。移動していた児童の前方から襲来。 

15:37 陸上から来た津波が学校付近に到達。 

 移動していた児童・教職員は両方から襲来した津 

 波ののまれる 

 

新北上大橋 
大川小 



在籍児童 

 １０８ 

在籍教職員 

   １３ 

在校 

１０３ 

自宅 

 ５ 

在校 

１１ 

残留 

７６ 

引取帰宅       

  ２７ 

死亡・不明 

  ７２ 

生存 

 ４ 

死亡・不明 

  １０ 

生存 

 １ 

(生存２７) 

(生存３・死亡不明２) 

   大川小学校児童・教職員の被災状況 

         (児童)  死亡・不明74・生存34   (教職員) 死亡・不明10・生存3 

休暇・外出   

   ２ 

(生存２) 



「天災は忘れたころにやってくる」 

• 明治三陸津波 

1896年(明治29年)  

115年前 

6月15日午後7時32分   

M.8.2   

死者・行方不明  

21,959人 

津波高さ  

38.2m  綾里村 

流失家屋 9,879戸 

全壊家屋 1,844戸 

・ 昭和三陸津波 

 1933年(昭和8年)  

 78年前 

 3月3日午前2時30

分 

 M.8.4 

   死者・行方不明  

 3,064人 

 津波高さ 28.7m   

 流失家屋 4,885戸 

 全壊家屋 7,009戸 

・貞観地震 

 869年（貞観11年） 
 1142年前 

 5月26日 

 M．8．3以上 

 死者約1，000人 

 想定震源域 

 宮城県沖から福島   

 県沖 

 津波が内陸深くそ  

 上した 

 



                    

１．緊急放送のサイレンを  ・揺れが大きいと放       

  鳴らす「ウー」         送できない 

                  ・サイレンより前に地  

        ↓           震がおきている                 
２．「訓練、地震です。児童 ・地震に遭遇するのは  

  皆さんは机の下に 隠れ 教室だけではない。 

  ましょう」           ・机がない場所もある。 

                  ↓ 

３．「揺れがおさまったようで ・校庭に出る意味は? 

  す。校庭に避難しましょう」・校庭にでられない 

  

１．避難訓練の見直し 

今までの避難訓練と問題点 



 

1.事前に「上から落ちてこない、横から倒れてこない」場
所を探す指導をする。 

   ↓ 

2.緊急地震速報の報知音「ﾃｨﾛﾝﾃｨﾛﾝ」を流す 

 地震の効果音｢ｺﾞｰ ｶﾞﾁｬﾝｶﾞﾁｬﾝ ｺﾞｰ」を流す 

3.（カウントダウンする） 

   ↓ 

4.安全な場所(落ちてこない・倒れてこない)に身を寄せる。 

5.地震がおさまったことを想定して、教室または校庭に集
合して、安否確認をする 

※訓練を重ねてきたら、1.3.は省略する 

緊急地震速報の報知音による訓練 



「落ちてこない」・「倒れてこない」場所に避難」 

立奏用木琴
の下に隠れる 

耐震補強のと
ころに隠れる 

音楽室の椅子
の下に隠れる 

柱に身を寄せて
音楽袋をかぶる 



今、大きな地震があ
ったらどうしますか？ 

あわてずに、机
の下に入りました 

「給食配膳中に地震が起きたら」 

1983年5月26日に起きた日本海中部地震は、 
ちょうど学校では給食の準備中に起きました。 

給食では、熱い食材も扱っています。 



大きな波が発生し、水があふれる
恐れがあります 

「水泳指導中に地震が起きたら」 
 

大きな地震では、プールの水が大きな波をうち、水があふれます。 

子どもたちがプールの中に入っていると、大きな波で溺れる可能性 

があります。 

すぐに水から上がり、大きな波にも 

耐えられるように、プールサイドの 

フェンスにしっかりつかまりました。 



一般利用者向け  (テレビ、ラジオ、携帯など)  速さ(10数秒～20秒)     

高度利用者向け(インターネットによる配信)  速さ(4秒) 

M. 3.5以上、最大
震度３以上が予測
される場合に配信 
 

最大震度５弱以上
が予測され、震度
４以上の地域に配
信 

緊 急 地 震 速 報 の 種 類 



学校に職員がいる時間と
誰もいない時間の割合

誰もいない
時間

78%

職員と子ど
もがいる時

間

15%

職員のみ
がいる時
間

7%

１ 地震が起こりうる時間  

           ３６５日×２４時間＝８，７６０時間       
         

  ２  学校に職員が勤務している時間   
             ２４５日× ８時間＝１，９６０時間    

 
３ 学校に職員がいても、子どもの指導にあたっています。 

     

  

 
 

１年間では ２００日（年間授業日数）×６．７５時間＝１，３５０時間  

   学校が避難所になったとき、学校職員は 
          



1.子供の安全管理と安否確認 

  在校時・・・安全の確保、安全管理 

   在宅時・・・職員が学校に集合 

    まずやることは 

       子供の所在、安否の確認、連絡手段の確保 

２.教育活動の再開への準備 

  施設の被害、避難所の使用、子どもの状況等により    

  教育活動の準備計画をたてる 

３.施設・設備の点検 

  授業再開や避難所として使用するための点検 

4.避難所運営への支援 

 

大地震発生時の学校の役割 



体育館 

校舎 

单門 

(担当    ) 

西門 

(担当       ) 

 

正門 

 ①校庭～受付カード記入へ  

（担当       ） 

②受付カード配布 

（担当    ） 

⑤カード受取 

（担当    ） 

③カード書き方説明 

（担当     ） 

⑥体育館内誘導 

（担当    ） 

④体育館受付へ誘導 

（担当     ） 

 

避難した住民は校庭に並ぶ 

校庭から受け付けカード記入場所へ 

受付カード記入机 

体育館へ 

避難民が門から校庭に入る 

  避難所開設の役割分担と避難住民の動線 



地震を想定した安全点検 

          学校施設の 

   非構造部材の耐震化ガイドブック 

          (改訂版) 
地震による落下物や転倒物から子供たちを守るために 

点検チェックリスト（学校用） 
記入者名   

点検箇所 
（該当に○） 

棟名   階   

     屋内運動場   普通教室    特別教室 
     廊下    昇降口    外部    その他 

室名   

番
号 

点検項目 

点
検
の
種
類 

参
照
ペ
ー
ジ 

劣化状況 ※該当欄に○ 

点検結果 
（Ａ・Ｂ・Ｃ） 

※該当結果に○ 

特記事項 
（具体的な異常 
箇所・状態等） 

脱落 変形 剥離 ひび・破損 変質 

・落
ち
そ
う 

・ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る 

・垂
れ
て
い
る 

・ず
れ
て
い
る 

・凹
ん
で
い
る 

・傾
い
て
い
る 

・た
わ
ん
で
い
る 

・ゆ
が
ん
で
い
る 

・曲
が
っ
て
い
る 

・ガ
タ
つ
い
て
い
る 

・剥
が
れ
て
い
る 

・ふ
か
ふ
か
す
る 

・膨
ら
ん
で
い
る 

・ひ
び
割
れ
て
い
る 

・割
れ
て
い
る 

・折
れ
て
い
る 

・破
れ
て
い
る 

・切
れ
て
い
る 

・腐
っ
て
い
る 

・錆
び
て
い
る 

・シ
ミ
が
あ
る 

Ⅰ． 天井                           

① 天井 
天井（天井仕上げボード、モルタル等）にずれ、ひび
割れ、しみ等の異常は見当たらないか。 

劣
化 

25 

  

        A ・ B ・ C   

Ⅱ． 照明器具    
                       

① 照明器具 照明器具に変形、腐食等の異常は見当たらないか。 
劣
化 

25 

    

      A ・ B ・ C   

Ⅲ． 窓・ガラス    
                       

① ガラス 窓ガラスにひび割れ等の異常は見当たらないか。 
劣
化 

26 

    

      A ・ B ・ C   

② 窓・ドア 
窓やドアの開閉時に、引っかかる、著しく重いなどの
異常がないか。 

劣
化 

26 

    

      A ・ B ・ C       

③ クレセント 開閉可能な窓のクレセントはかかっているか。 
使
い
方 

27           A ・ B ・ C   

④ 窓ガラス周辺 
地震時に衝突するおそれがあるものを窓ガラス周
辺に置いていないか。 

使
い
方 

27 

    

      A ・ B ・ C   

⑤ 扉など 
教室の扉など、内部建具に変形、腐食、ガタつき等
の異常は見当たらないか。 

劣
化 

27           A ・ B ・ C   

Ⅳ． 外壁（外装材）    
                       

① 外壁（外装材） 外壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。 
劣
化 

28 

    

      A ・ B ・ C   

Ⅴ． 内壁（内装材）    
                       

① 内壁（内装材） 内壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。 
劣
化 

28 

    

      A ・ B ・ C   

Ⅵ． 設備機器    
                       

① 放送機器・体育器具 
本体の傾きや取付け金物の腐食、破損等は見当た
らないか。 

劣
化 

29 

    

      A ・ B ・ C   

② 空調室外機 空調室外機は傾いていないか。 
劣
化 

29 

    

      A ・ B ・ C   

Ⅶ． テレビなど    
                       

① 天吊りテレビ テレビ本体は天吊りのテレビ台に固定されているか。 
耐
震
性 

30           A ・ B ・ C   

② 棚置きテレビ・パソコン等 
テレビ・パソコン等の転倒・落下防止対策を講じてい
るか。 

耐
震
性 

30           A ・ B ・ C   

③ 
キャスター付きのテレビ台
など 

テレビ台や電子黒板、キャスター付きの台などの移
動・転倒防止対策を講じているか。 

耐
震
性 

31           A ・ B ・ C   

Ⅷ． 収納棚など    
                       

① 棚・ロッカーなど 
書棚、薬品棚、ロッカー等は取付け金物で壁や床に
固定しているか。 

耐
震
性 

31           A ・ B ・ C   

② 棚の積載物 棚の上に重量物を置いていないか。 
使
い
方 

32           A ・ B ・ C   

③ 薬品棚の収納物 
薬品の容器等の破損・飛び出し防止対策を講じてい
るか。 

使
い
方 

32           A ・ B ・ C   

Ⅸ． ピアノなど    
                       

① ピアノなど ピアノなどに滑り・転倒防止対策を講じているか。 
耐
震
性 

33           A ・ B ・ C   

Ⅹ． エキスパンション・ジョイント  
                       

① 
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ･ｼﾞｮｲﾝﾄのカ
バー材 

エキスパンション・ジョイントのカバー材が変形又は
外れていないか。 

劣
化 

34 

    

      A ・ B ・ C   

② 
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ･ｼﾞｮｲﾝﾄ及びそ
の周辺 

エキスパンション・ジョイント及びその周辺に物を置
いていないか。 

使
い
方 

34           A ・ B ・ C   

  

  

   
                 

       
                 

点検チェックリスト 

(ガイドブック19ページ) 
ダウンロードして使用 

 

文部科学省 

平成27年3月 

改訂 



 

 

日時    平成13年6月8日 午前10時過ぎ 

加害者   宅間守(当時38歳) 

１．正門が開いていなかったため、全開になっていた東門（学校では通称自動車門と言っ
ていた）から、出刃包丁と文化包丁を持って侵入した。 

２．２年单組の担任とすれ違った。教諭は、保護者とは違い変だと感じたが、会釈しただ
けだった。 

  ２年单組の担任は休み時間になったため、花壇に水やりにでかけた。 

３．２年单組に侵入、担任不在の中、児童に包丁で切り付け、５名の命を奪った。 

４．次に、２年西組の校庭側の後ろのドアから侵入。担任はそれに気付き、教卓上の電
話機の受話器を取り、校内放送をしようとしたが、犯人を刺激してはいけないと思い
受話器を置いた。その教諭は、教室から出て、事務室に通報に走った。途中負傷し
た児童を見かけたが手当てせず、事務室に入りドアを閉めた。 

  この教室では、２名の児童の命が奪われた。 

５．次に、２年東組に廊下側から侵入。担任が机で犯人を外に追い出した。子どもに被害
はなかった。 

６．次に、1年单組に侵入。１名の児童を殺害。駆けつけた教職員に確保された。 

 

史上最悪の学校犯罪 

    不審者侵入・登下校中の事件 



③教員不在・子どもだけ 

入口管理・門が開いていた 

 

 
大阪教育大学附属池田小学校の事件平面図 

①入口管理・門が開いていた 

②声かけをしなかった

③職員不在・子どもだけ 

④見通しが悪い 

駆けつけた教諭が体当たり 

担任教諭とすれ違う 



内からも外からも見える 
ガラス張りの管理棟 • ガラス張りの体育館 

         大阪教育大学附属池田小学校  事件後の対策 

            ② 見通しのよい施設－２ 

 



受付員の服装の工夫 
ガードマンがいます? 

志村第一小学校 
受付員に帽子とベルト着用 

付属池田小学校 
 専任のガードマンが常駐 



 

 

 

 

1 日時  平成17年11月22日 

2 場所  広島市安芸区矢野4丁目 

3 被害者  広島市立矢野西小学校 

        1年女子児童 

4 事件の経過 
  12:30  学校は就学時検診のため児童下校 

     ・当該女子児童は、犯人宅(アパート)に立ち寄って、犬が好きで一緒に話し  

      ていたか？ 

     ・犯人の部屋でいたずらされ、殺害された。 

   ※ アパートの入口はブロック塀があり、一旦入ると外から見えない 

  13:00   近くの主婦が、ガスコンロ用のダンボールを発見。ガス会社に連絡 

  15:00   ガス会社の社員がダンボールを開け遺体を発見  

      

登下校時の事件(1)  広島市立矢野西小学校 

入りやすくて見えにくい場所 



 

 
1 日時   平成17年12月1日   午後2時50分ごろ 

2 場所   学校より700m離れた山林の三叉路で連れ去られる 

        12日2日茨城県常陸大宮市三美の山林で遺体で発見 

3 被害者  今市市立大沢小学校1年女子児童 吉田有希(7歳) 

4 事件の経過 

       友だち3人と下校、1列になり、有希さんは前から3番目を歩いた。 

       いつも石けりなどして遊びながら帰っていた。 

  14:50  学校から700m離れた三叉路で同級生3人に別れ1人になった 

  翌日14:00ごろ、茨城県常陸大宮市三美の山林で遺体で発見。 

             胸を中心に刃物で十数か所刺された。 

  平成26年6月3日容疑者(勝又拓哉)を逮捕  

             「いたずら目的(わいせつ目的)で連れ去った」 

             「女の子をいたずら目的で襲おうと思い、今市市内を車でウ    

              ロウロしていた」(本人供述)   

登下校時の事件(3) 今市市大沢小学校 

大人の責任？ 



   

  

  

  独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令  第五条 

     ２  「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。  

     四  児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合  

  

  独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程 

    第４号   通常の経路及び方法により通学する場合 

     ・通学とは、学校教育を受けるために、児童生徒等が住居又は職場と学校との間を  

      往復する行為をいう。(注79)(注80)  

     ・通常の経路とは、児童生徒等が通学のために平常通っている経路をいうが、それ 

       以外にも社会通念上、通常の経路と認められる経路がある場合はこれを含む。 

 

 

       

 

      

    

    登下校の管理責任は？学校？保護者？ 

登下校は学校の管理下 

登下校は学校の管理下だから、登下校途中で起きた事件・事故については 

       学校の責任がある。  ？ 



 
  ・親が毎朝付き添って登下校するのは当たり前。 

  ・登校時間になると校門が開き一斉に子ども は学校の中に入る。 

  ・遅刻すると、午後から学校に入れるが、午前は欠席になる。 

   

  

  ・１３歳になるまでは一人での留守番は禁止 

  ・１５歳になるまでは一人での外出は禁止。友だちの家に行くときも、ど こに   

    行くときも親がついていかなくてはならない。 

 

 

  ・子どもだけで通学しているのを見て。 

   「すごいな！うちの国だと法令違反で通報される。」 

  ・日本では、子どもだけで電車に乗っている。驚いた。 

  ・朝や放課後、ボランティアが監視している。だから日本は子どもたちだけの  

   登校が成り立っている。 

   

諸外国では 

シカゴ州の条例では 

外国人が日本を見ると 



保護者が子どもを安全に学校に通学させることや、子どもの生活や言動につい
て責任を持って管理指導する必要がある 

憲法・民法では 

憲法２６条 

  ２ すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通  

    教育を受けさせる義務を負う。 

民法８２０条 

    親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を 

          有し、義務を負う 

 

 

 

 ・基本的には、登下校の安全確保の責任は保護者にあると言える。 

 ・帰宅後の子どもの行動を保護者が責任をもって管理すること。   

   

   ・学校は、通学路を示し、登下校の安全指導を徹底すること。 

   ・学校と保護者、地域が協力をして、安全確保に努めることが重要である  



子どもの生活時間・学校と家庭 
・午前７時に起床し、午後１０時に就寝したと仮定したときの一日の生活時間 

１５時間 

  一年間にすると、   １５時間 × ３６５日 ＝ ５，４７５時間 

 

・午前８：３０に登校し、午後３：３０に下校すると仮定して計算する  ７時間 

  一年間にすると、年間の登校日数を２００日だから学校での生活時間は 

              ７時間 × ２００日 ＝ １，４００時間       

 



知ってますか自転車に関する法規等 

１．法令で定められている最高速度は何キロメートル 

ですか？ 

 

２．ヘッドライトで、点滅するＬＥＤライトはよいですか？ 

 

３．道路の右側の歩道を自転車で通行するのはよいですか。 

 

４．信号機のない横断歩道を渡るとき、自転車に乗ったままでよい 

  ですか。 

 

          ５．自転車を運転中に相手にけが等をさせてしまっ    
          た場合どれくらいの損害賠償が請求されるか。 

           (裁判での最高額) 

http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/mamoru-kraft.pdf
http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/ai-kraft.pdf


① 自転車で信号のない横断歩道を渡るとき 

      

    1. 自転車を降りて渡る 

          2. 自転車に乗ったまま渡る 

          3. 他に人がいるときなどは降りて渡る 

② 自転車で信号のある交差点渡るとき 

 

       1.  横断歩道を渡る 

       2.  車道を渡る 

        3.どちらでもよい 

③ 信号があり、自転車横断帯がある 

   交差点を自転車で渡るとき 

 

        1. 自転車横断帯を渡る 

        2. 車道を渡る 

        3. 横断歩道を渡る 



４ ３ ２ １ 

１ ２ ３ ４ 

 

左図のように道路の両側に白線で区切られた 

路側帯があります。 

自転車は①から④のどこを通ることが可能で 

しょうか？ 

①④は路側帯、②③は車道です。 

 

左図のように道路の両側に車道より尐し 

高くなった歩道があります。 

自転車は①から④のどこを通ることが可能で 

しょうか？ 

①④は歩道、②③は車道です。 

 

 

 

路側帯 

車道 

車道 
歩道 



交通安全 

 

危険を予測し回避する力を育てる 

 

次はどうなる 

文部科学省  平成１４年３月 



９．自転車で停車中の車の脇を通る危険 

 



１０. 減速した車の左側を追い抜く危険 

 



２．信号機のある交差点での危険 
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平成２７年度  

 学校安全指導者研修会    

  
 

 日 時 平成２７年５月１４日（木） 
 会 場 秋田県庁第二庁舎８階大会議室 
 主 催 秋田県教育委員会 
 主 管 秋田県教育庁保健体育課 
      防災教育・安全班 
 
 

１ 国や県の施策 

２「生きる力」をはぐくむ 
学校での安全教育  

１ 国や県の施策 国の基本計画 

第２期 
教育振興 
基本計画 

期間 

 平成25～29年度 

  ①４つの基本方向性 

②８つの成功目標 

③３０の基本施策 

 

１ 社会を生き抜く力の養成 
２ 未来への飛躍を実現する人材 
  の養成 
３ 学びのセーフティネットの  
構築 

４ 絆づくりと活力あるコミュニティ 
  の形成 

４つの基本的方向性 
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１ 社会を生き抜く力の養成 
      ①生きる力の確実な育成 

      ②課題探求能力の修得 
      ③自立・協働・創造に向けた力の修得 
      ④社会的・職業的自立に向けた力の育成 

２ 未来への飛躍を実現する人材の養成 

  ⑤新たな価値を創造する人材、グローバル人材等の養成 

３ 学びのセーフティネットの構築 

  ⑥意欲ある全ての者への学習機会の確保 

    ⑦安全・安心な教育研究環境の確保 
４ 絆づくりと活力あるコミュニティの形成 
   ⑧相互・共助による活力あるコミュニティの形成 

８つの成果目標 
 

  

３．学びのセーフティネットの構築 
  ⑥意欲ある全ての者への学習機会の確保 

      ⑦安全・安心な教育研究環境の確保 
       

【施策１９】 
 教育研究環境の整備や安全に関する教育など児童 
 生徒等の安全確保 
  （学校施設の耐震化、非構造部材の耐震対策を含 
   む防災機能強化、老朽化対策、安全教育の推進、 
   地域社会・家庭・関係機能と連携した学校安全の 
   推進等） 

３０の基本施策 

 

  

  
【施策１９】の主な取組 
学校安全の推進 
・ 生活安全・交通安全・災害安全の三つの領域を通じて、危険に際して自 
 らの安全を守り抜くための「主体的に行動する態度」を育成し、共助・公助 
 の視点から安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高めるための教育 
 内容の充実や教育手法の改善・普及を図る。 
・ 学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育の 
 ための指導時間の確保など、防災に関する教育の充実を図る。 
・ 国公私を問わず、関係部局や地域住民・保護者と連携した学校の施設・ 
 設備の安全点検等を含む学校安全計画及び危険等発生時対処要領の改 
 善を促すとともに、学校安全の中心的役割を果たす教職員に対する研修 
 の充実、外部専門家等の活用推進等を通じて安全管理体制の充実を図る。 
 また、スクールガード・リーダーを活用した保護者や地域のボランティアの 
 養成・研修の促進等により、地域社会・家庭・関係機関と連携した学校安全 
 を推進する。 
・ 特に、通学路について、関係府省が連携し、学校や教育委員会、道路管 
 理者、警察等の関係機関による交通安全の確保に関する取組が現場で進 
 むよう促す。また、安全点検をはじめとする取組を推進するに当たっては、 
 保護者や地域住民などの関係者との連携を推進する。  

       

①生活安全・交通安全・災害安全の三つの
領域を通じて、危険に際して自らの安全を
守り抜くための「主体的に行動する態度」を
育成し、共助・公助の視点から安全で安心
な社会づくりに貢献する意識を高めるため
の教育内容の充実や教育手法の改善・普
及を図る。 

 

  

  

②学校における体系的な防災教育に関する
指導内容の整理、防災教育のための指導
時間の確保など、防災に関する教育の充実
を図る。 

 

  

  

③国公私を問わず、関係部局や地域住民・
保護者と連携した学校の施設・設備の安全
点検等を含む学校安全計画及び危険等発
生時対処要領の改善を促すとともに、学校
安全の中心的役割を果たす教職員に対す
る研修の充実、外部専門家等の活用推進
等を通じて安全管理体制の充実を図る。 

 また、スクールガード・リーダーを活用した
保護者や地域のボランティアの養成・研修
の促進等により、地域社会・家庭・関係機関
と連携した学校安全を推進する。 
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④特に、通学路について、関係府省が連携
し、学校や教育委員会、道路管理者、警察
等の関係機関による交通安全の確保に関
する取組が現場で進むよう促す。また、安
全点検をはじめとする取組を推進するに当
たっては、保護者や地域住民などの関係者
との連携を推進する。  
       

秋田県の施策等 

第２期  
ふるさと秋田 

元気創造プラン               

 

 

  【第２期ふるさと秋田元気創造プラン】 
『未来を担う教育・人づくり戦略』 
（平成２６年～２９年度） 
 
施策４ 良好で魅力ある学びの場づくり 
 
①質の高い学習の基盤となる教育環境の  
  整備 
②学校・家庭・地域の連携と協力による子 
  どもを育む環境整備 
  

 

  具体的な取組 
 
○安全教育担当教員の資質向上を図 
     る研修会の実施 
○安全教育に関する外部講師の学校 
     等への派遣や安全体制の確立に向 
     けた学校訪問指導の実施 
○地域と連携して取り組む安全教育活 
     動に対する支援 
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地域と連携して 
防災訓練等を 

実施する学校の
割合 
 

現状値３８．４％
→目標値５０％ 

指 標 
 

今年度 
地域と連携して 
防災訓練等を 

実施する予定の
学校は・・・・。 

指 標 
 

等に含まれるも
のは・・・ 

・地域との防災対策 
 会議 
・近隣学校との防災 
 に関する話合い 
 
         など 

今年度 
地域と連携して 
防災訓練等を 

実施する予定の
学校は・・・・。 

指 標 
 

地域との話合い 

地域学校安全 
委員会 

102p  

 

  「第２期あきたの教育振興に関する基本計画」 
              （平成２７年～３１年度） 
                                             

基本方向５ 
   良好で魅力ある学びの場をつくります 
 

施策の柱  
（４）学校・家庭・地域の連携と協力による子ども 
   を育む環境の整備 

 
主な基本方針 
   ■安全・安心な学校施設の整備 

 

  
平成２７年度 学校教育の指針（冊子版） Ｐ６５ 

 学校安全 
１ 安全教育の充実  
 (1) 「学校安全計画」に基づいた実践と評価・検証 
 (2) 児童生徒の発育の段階や地域の実態に応じた生活安全・災害安全・交通安全    
   のバランスのとれた安全教育の推進           
 (3) 各種研修会を通じた教職員の資質・能力向上 
２ 安全管理の強化 
 (1) 危機管理体制の整備と様々な場面を想定した危機管理マニュアルの作成・活    
   用              
 (2) 通学路の設定と安全確保、安全な通学方法（災害時対応含む）の策定・実施 
   方法等安全管理の徹底  
 (3) 定期，臨時，日常における学校環境の安全点検の実施及び改善         
３  組織活動の充実 
 (1)家庭・関係機関・関係団体及び地域のボランティア等との連携による学校安全 
   体制の強化            
 (2)関係機関等と連携した、具体的な場面を想定した体験重視の安全教育の推進 
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平成２７年度 学校教育の指針（重点）  

防災教育 
【各学校等で作成した学校安全計画の下、教育活動全体を通じて系統的・計画的に取り組むこと】 

①防災教育の充実 
②安全管理の強化 
③組織活動の充実 
本県の課題 

 
 
 
 
目指す児童生徒の姿 
 
 

 
 
 
 
 

学校保健安全法第３０条〔地域の関係機関等との連携〕 

○学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連
携を図るとともに、当該学校が所在する地域を管軸する警察署その他の関係機関、地
域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、該当地域の住民その他
の関係者との連携を図るよう努めるものとする。 

○自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及び
地域社会の安全活動に進んで参加・協力し、貢献できる。 

●県内の多くの学校等が市町村から避難所の指定を受けており、地域住民の避難を想  
  定した訓練等を行う必要がある。 
●学校と家庭、地域関係機関等との密接な情報交換・連携が必要である。 

保健体育課 平成２ ７年度  学校安全推進事業  

地域の力を糧にした学校安全教育の展開 

地域連携 

地域学校安全委員会の開催 
関係機関・団体 

自治会 

災害安全 

学校 

生活安全 

家庭 

交通安全 

学校安全指導者研修会（年３回開催）                       

《①安全管理研修・②交通安全・生活安全研修 ③災害安全研修》 

学校訪問（県内幼保等・小・中・高・特支６５校程度）                             
（安全管理・安全教育・組織活動） 

・地域ぐるみ学校安全推進事業  ・通学路安全推進事業        ・防災学習館活用推進事業 
・防災キャンプ推進事業     ・防災教育外部指導者派遣事業 ・学校安全調査      
・学校安全表彰         ・学校安全に関する情報の提供（県ＨＰ等） 

学 校 安 全 推 進 委 員 会  
（年２回：有識者・関係機関等） 

２「生きる力」をはぐくむ 
学校での安全教育  

http://2.bp.blogspot.com/-E6c6_B-0tqw/UZSsk6CluEI/AAAAAAAAS3k/4eNb7zEC5Q8/s800/bousai_goods.png
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 第１章第１節 学校安全の意義  p11 

Point 三段階の危機管理に対応した安全管理と安全教育 

事前の危機管理 安全な環境を整備し、事件・事故災害の発生を未然に防ぐ  

事件・事故災害の発生時に適切にかつ迅速に対処し、 
被害を最小限に抑える 発生時の危機管理 

危機が一旦収まった後、心のケアや授業再開など通常の 
生活の再開を図るとともに再発の防止を図る 事後の危機管理 

生活安全→ 日常生活で起こる事件・事故災害、誘拐や傷害などの犯罪 

交通安全→ 様々な交通場面における危険と安全 

災害安全→ 地震、津波、火山活動、風水（雪）害等や火災、原子力災害 

Point 学校安全の三領域 

 第１章第２節 心身の発達と学校安全上の問題点 p12～22 

自己の安全確保（危険予測） 

安全社会の形成（主体性） 

幼稚園   →   小学校   →   中学校   →   高等学校 

Point 発達の段階に応じた系統的な指導が必要 
佐藤作成イメージ図 

幼児の特徴 
 全般的に行動の抑制が難しく、衝動的な行動が多くみられ、事故につながってしま 
う。強く興味を引きつけられた事柄に対して行動を停止することは難しい。 

小学生の特徴 
 低学年の児童は、認知の脱中心化も進み、物事の因果関係の理解能力が発達する。 
中・高学年になると、ヒヤリハット体験等を通して危険に対する判断や対処能力が 
身についてくる。 

中学生の特徴 
 第二次性徴の出現。形式論理的思考力が伸長。 

高校生の特徴 
 冒険心からの危険行動は減少。二輪車や自動車への興味。 

学校保健   学校給食   学校安全 

学校健康教育の三領域 

【学校安全の構造】Ｐ２３ 

学校安全 

安全学習 

安全指導 

心身の安全管理 

生活や行動の安全管理 

学校環境の安全管理 

校内の協力体制 
家庭及び地域社会との連携 

対人管理 

対物管理 

安全教育 

安全管理 

組織活動 

学校安全の領域 
 
 
 
 
 
 

生活安全 

交通安全 

災害安全 

学校保健法等の一部を改正する法律の公布について（通知） 
                         （平成２ ０ 年７月９日付２０文科ス第５２２号） 

第二 第１ 三 （９） 学校安全計画について（第２７条）  p215 
 
１ 学校安全計画は、学校において必要とされる安全に関する具体的な実施計 
 画であり、毎年度、学校の状況や前年度の学校安全の取組状況等を踏まえ、 
 作成されるべきものであること。 
 
２ 学校においては、生活安全（防犯を含む。）、交通安全及び災害安全（防災） 
 に対応した総合的な安全対策を講ずることが求められており、改正法において 
 は、これらの課題に的確に対応するため、各学校が策定する学校安全計画に 
 おいて、①学校の施設設備の安全点検、②児童生徒等に対する通学を含め 
 た学校生活その他の日常生活における安全指導、③教職員に対する研修に 
 関する事項を必要的記載事項として位置付けたものであること。 

 第２章第１節 安全教育の目標、重点及び内容①   p31 

【安全教育の目標】 

 学校における安全教育の目標は、概説すると、日常生活全般における安全確保
のために必要な事項を実践的に理解し、自他の生命尊重を基盤として、生涯を
通じて安全な生活を送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心
な社会づくりに参加し貢献できるような資質や能力を養うことにある。 

ア  日常生活における事件・事故災害や犯罪被害等の現状、原因及び防止方法  
  について理解を深め、現在及び将来に直面する安全の課題に対して、的確な思 
  考・判断に基づく適切な意思決定や行動選択ができるようにする。 

ウ  自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家 
  庭及び地域社会の安全活動に進んで参加・協力し、貢献できるようにする。 

イ  日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自他の安全に配慮して安全な行動 
  をとるとともに、自ら危険な環境を改善することができるようにする。 
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 第２章第１節 安全教育の目標、重点及び内容②   p31 

災害安全 交通安全 生活安全 

小学校 

高等学校 

幼稚園 

中学校 

発達の段階に応じた 
系統的な指導 

各領域の横断的、 
総合的な指導 

佐藤作成イメージ図 

【安全教育の目標】 

発達の段階の特徴を踏まえた重点p31 

安全教育の各領域の内容p32 Point 
 学校安全計画に反映 

 第２章第３節 安全教育の進め方   p38 

 学校教育活動全体を通じた計画的な指導 
キーワード → 「『生きる力』をはぐくむ安全教育」 

社会 

理科 

図工・美術 

道徳 

総合 

学級活動 

学校行事 

他の教育活動 

体育 

校外学習 

学習指導要領 

学習指導要領からの抜粋p145 

第２章第４節 安全教育の評価   p56 

 事故発生件数のみによって成果としがち。目標とする資質や能力が身についたか
否かの測定結果が評価であり、改善の材料となる。 

学校安全計画の作成 
 
◇地域学校安全委員会 
◇職員会議 

ＰＬＡＮ 

計画に基づく 
 

学校安全活動の実施 

 ＤＯ 

活動内容についての評価 
 

◇学校評価や教職員による 
評価 

ＣＨＥＣＫ 

学校安全計画の 
改善・見直し 

ＡＣＴＩＯＮ 

第３章第１節 学校環境の安全管理  p61 

児童生徒等の安全を確保するための環境を整えること 

安全点検の種類と方法、改善措置（物的環境整備） 

具体的な安全点検の対象、項目 
→ｐ１０６参照   

各種マニュアルの 
整備等も含む 

定期の安全点検（施行規則28条1項） 

日常の安全点検（施行規則29条）  

臨時の安全点検（施行規則28条2項） 

 第３章第２節 学校生活の安全管理    p66 

児童生徒等の行動により生じる危険を発見し、 
事故を未然に防止すること 

事故原因
等の把握 

繰り返し発生する転落事故、 
自校のこととして 

行動や場所
の規制 

休憩時間の過ごし方、 
遊具の使い方等の指導 

情緒、健康
状態の把握 

健康観察（学保安法第５条） 

管理と指導
の関連 

環境の管理と生活の管理、 
さらに安全教育との関連づけ 

 安全管理の方法 

第３章第３節 不審者侵入防止に関する安全管理   p70 

１ 日常の安全確保 
２ 学校施設面における安全確保 
３ 不審者情報にかかわる関係機関と   
 の連携 
４ 始業前や放課後、授業中や昼休み 
 等における安全確保の体制整備 
５ 安全に配慮した学校施設の開放 
６ 「地域に開かれた学校づくり」と 
 安全確保の両立 
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第３章第４節 通学の安全管理   p72 

学校において 
 保護者や警察等の関係機関、地域の関
係団体等との連携を図り、通学時の安全
を確保すること 

 安全な通学路の設定 
 通学路による登下校の徹底 
 通学路の要注意箇所の把握・周知 等 

 第３章第５節 事件・事故災害発生時の危機管理   p74 

危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の作成 
  【学校保健安全法第29条】 

学校における不審者への緊急対応の例 → p79 

登下校時における緊急事態発生時の対応例 → p81 

校内での事件・事故災害発生時の対処、救急及び緊急
連絡体制の一例 → p134 

地震による災害発生時の一般的な連絡体制の例 → 
p135 

 第３章第６節 安全管理の評価   p82 

評価の観点 評価の内容 

学校環境 ・安全管理計画（結果の記録等） 
・安全点検（項目、改善措置の状況等） 
・事件･事故災害情報管理（連絡体制等） 

学校生活 ・児童生徒（実態把握と行動状況等） 
・教職員（安全への配慮、指導体制の整備状況等） 
・安全管理と安全指導（効果的な関連づけ等） 

不審者侵入対策 ・施設、設備（防犯システムの点検、保護者等の協力状況） 
・不審者対応（関係機関との連携等） 

登下校 ・通学路設定（点検と整備状況等） 
・通学方法（犯罪被害防止の観点） 
・関係機関との連携（地域ぐるみの体制等） 

事件事故発生時 ・発生時の対処と研修（マニュアルと訓練、見直し状況） 
・発生時の救急、連絡体制 
・自然災害への安全措置（教職員の対応マニュアル整備状況） 

＊発達の段階に応じ、児童生徒も評価に参加 

ご静聴ありがとうございました。 
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平成２７年度  

 学校安全指導者研修会  
 

ＰＤＣＡサイクルを活用した  
自校の学校安全計画の見直し    

  
 

 日 時 平成２７年５月１４日（木） 
 会 場 秋田県庁第二庁舎８階大会議室 
 主 催 秋田県教育委員会 
 主 管 秋田県教育庁保健体育課 
      防災教育・安全班 
 
 

学校保健法等の一部を改正する法律の公布について（通知） 
                         （平成２ ０ 年７月９日付２０文科ス第５２２号） 

第二 第１ 三 （９） 学校安全計画について（第２７条）  p215 
 
１ 学校安全計画は、学校において必要とされる安全に関する具体的な実施計 
 画であり、毎年度、学校の状況や前年度の学校安全の取組状況等を踏まえ、 
 作成されるべきものであること。 
 
２ 学校においては、生活安全（防犯を含む。）、交通安全及び災害安全（防災） 
 に対応した総合的な安全対策を講ずることが求められており、改正法において 
 は、これらの課題に的確に対応するため、各学校が策定する学校安全計画に 
 おいて、①学校の施設設備の安全点検、②児童生徒等に対する通学を含め 
 た学校生活その他の日常生活における安全指導、③教職員に対する研修に 
 関する事項を必要的記載事項として位置付けたものであること。 

学校安全計画の作成 
 
◇地域学校安全委員会 
◇職員会議 

ＰＬＡＮ 

計画に基づく 
 

学校安全活動の実施 

 ＤＯ 

活動内容についての評価 
 

◇学校評価や教職員による 
評価 

ＣＨＥＣＫ 

学校安全計画の 
改善・見直し 

ＡＣＴＩＯＮ 

安全教育のＰＤＣＡサイクル 学校安全計画 
  見直しのポイント    

チェック１  

学校保健安全法第27条で示され
ている以下の「必要的記載事項」
が、計画の中に記載されているか
を確認しましょう。  

○安全教育に関すること  
○安全管理に関すること  
○教職員等の研修に関すること  

チェック２  

安全教育に関すること  

○教科等における指導  
○学級活動や学校行事等に  
  おける指導  

学年別・月別  
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チェック３  

安全管理に関すること  

○生活安全の内容  
○交通安全の内容  
○災害安全の内容  

学年別・月別  

チェック４  

教職員等の研修に  
関すること  

○教職員等の研修（定期的）  
○教職員等の研修（行事等）  
○地域との連携  

チェック５  

他校での取組は・・・  

チェック６  

自校へのフィードバック  

学校安全計画 
  改善のポイント     

ポイント１  

 課題を明らかにする  

①自校での事故や他で発生し
た事件や事故、災害の発生状
況をもとに、自校における安
全管理・安全指導の課題を明
らかにしましょう。  
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ポイント１  

 課題を明らかにする  

②アンケートや諸調査等の実
施により、児童生徒の安全に
対する知識や態度について評
価し、安全指導の課題を明ら
かにしましょう。  

ポイント１  

 課題を明らかにする  

③年間の安全点検の結果を評  
価し、自校における安全管理  
の課題を明らかにしましょう。  

ポイント２  

 実効性のある計画に  

①学校安全の運営方針につい
ての共通理解を図り、各教科
等や分掌などにおいて、課題
を踏まえた効果的な指導を計
画・立案しましょう。  

ポイント２  

 実効性のある計画に  

②避難訓練等、安全に関する
学校行事については、児童生
徒の実態や教科等との関連性
を踏まえ、効果的な時期・回数
を設定しましょう。  

ポイント２  

 実効性のある計画に  

③安全に関する学校行事では、
その効果を最大限にするため、
職員等による事前の研修や、  
児童生徒への事前・事後指導
等も計画に位置付けましょう。  

ポイント２  

 実効性のある計画に  

④学校や地域全体の安全に対
する意識を高めるためにも、職
員や地域の方々、そして児童
生徒が自ら考える機会や行動
する機会を設けましょう。  
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より実効性のある  
学校安全計画へ    

確認１  

計画を計画で終わらせないために  

①保護者や地域の関係機関
等の協力が不可欠です。学校
安全計画を広く周知し、連携
を図りながら学校安全活動を
進めましょう。  

確認２  

計画を計画で終わらせないために  

②月ごとの重点や取組内容を
校内外に周知し、教育活動全
体で安全活動に努めましょう。
また、定期的に計画や取組を
評価し、見直しましょう。  

まとめ 
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保健体育課 平成２７年度  学校安全推進事業  

地域の力を糧にした学校安全教育の展開 

地域連携 

地域学校安全委員会の開催 
関係機関・団体 

自治会 

災害安全 

学校 

生活安全 

家庭 

交通安全 

学校安全指導者研修会（年３回開催）                       

《①安全管理研修・②交通安全・生活安全研修 ③災害安全研修》 

学校訪問（県内幼保等・小・中・高・特支６５校程度）                             
（安全管理・安全教育・組織活動） 

・地域ぐるみ学校安全推進事業  ・通学路安全推進事業        ・防災学習館活用推進事業 
・防災キャンプ推進事業     ・防災教育外部指導者派遣事業 ・学校安全調査      
・学校安全表彰         ・学校安全に関する情報の提供（県ＨＰ等） 

学 校 安 全 推 進 委 員 会  
（年２回：有識者・関係機関等） 

生活安全 交通安全 

災害安全 

学校安全計画の作成 
 
◇地域学校安全委員会 
◇職員会議 

ＰＬＡＮ 

計画に基づく 
 

学校安全活動の実施 

 ＤＯ 

活動内容についての評価 
 

◇学校評価や教職員による 
評価 

ＣＨＥＣＫ 

学校安全計画の 
改善・見直し 

ＡＣＴＩＯＮ 

安全教育のＰＤＣＡサイクル 

http://2.bp.blogspot.com/-E6c6_B-0tqw/UZSsk6CluEI/AAAAAAAAS3k/4eNb7zEC5Q8/s800/bousai_goods.png
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地域と連携しての 
防災訓練等の実施 

地域学校安全委員会の開催 

避難訓練の回数 

すべての訓練を含む 

ご静聴ありがとうございました。 
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北秋田市防災キャンプ推進事業
合川小・中学校合同防災キャンプ
━震災で合川小学校が避難所となったらー

事業報告

日時：平成２７年１１月１９日（木）

会場：秋田県総合教育センター

北秋田市教育委員会生涯学習課 櫻田 正明
北秋田市立合川小学校 松橋 亨

平成２７年度
子供と自然をつなぐ
地域プラットフォーム形成支援事業

１．事業実施までの経緯
 平成25年度

綴子小学校防災キャンプ（初）

 平成26年度

綴子小学校防災キャンプ（2回目）

米内沢小学校防災キャンプ（初）

合川小学校

○合川小学校の位置・地区の状況

阿
仁
川

小
阿
仁
川

合川公民館

ハザードマップ

２．事業のねらい

周辺施設や地域住民と一緒になって
「避難誘導」や「避難所開設」を行う
ことにより、緊急時の移動方法や、お
互いに必要な助け合いや防災知識につ
いて学ぶ。

特に、平成27年度から、隣同士となっ

た小学生・中学生の繋がりを高めるこ
とを目指す。

３．運営体制
企画運営委員会

小学校
ＰＴＡ
地域コー
ディネー
ター

中学校
ＰＴＡ
地域コー
ディネー
ター

公民館

市役所
危機管理係

教育委員会（事務局担当：生涯学習課）

協力

日赤秋田県支部 消防本部 婦人会

地域住民 保健センター

自治会



2

７月２１日(火)第１回企画運営委員会

７月３０日(木)第２回企画運営委員会

第１回防災キャンプ実行委員会

８月１１日(火)第１回臨時ＰＴＡ役員会

８月２５日(火)第２回防災キャンプ実行委員会

８月２８日(金)第２回臨時ＰＴＡ役員会

９月 ８日(火)校内防災キャンプ打合せ

９月１１日(金)消防署との打合せ

９月１８日(金)第３回防災キャンプ実行委員会

４．事業経過

・合川小・中学校の児童生徒、教職員

・自治会、公民館講座受講者

・あいかわ保育園の園児、職員→当日不参加

想定 震度６強の直下型地震

負傷者多数

阿仁川河川堤防に亀裂

５．事業の実際

日 程（１日目）
13:20 避難訓練 一次避難（地震を想定）

二次避難（河川堤防決壊を想定）

14:15 集会

15:00 防災教室Ⅰ

16:10 開所式

16:30 炊き出し

17:30 段ボール間仕切り設営

18:30 夕食

19:30 ありがとうセレモニー

20:00 防災教室Ⅱ 21:30 就寝

約４４０名
の訓練

日 程（２日目）
6:00 起床

6:15 段ボール間仕切り撤去 清掃

6:30 ラジオ体操

6:45 朝食作り

7:30 朝食（非常食パン、じゃがいも、防災スープ）

9:00 防災教室Ⅲ

10:30 閉所式

一次避難(地震を想定)
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二次避難(河川堤防決壊を想定)

公民館に避難していた地域のみなさん

合川中学校生徒

二次避難(河川堤防決壊を想定)

合川小学校体育館が避難所に

トリアージ訓練

トリアージ・タッグ

集会

実行委員長あいさつ

避難訓練講評

防災教室Ⅰ

応急手当ての方法を学ぶ

日本赤十字秋田県支部

開所式

合川小校長あいさつ

リーダー自己紹介
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炊き出し（ハイゼックス炊飯、豚汁） 段ボール間仕切り設営

夕食（ご飯、豚汁） ありがとうセレモニー

日赤奉仕団
ＰＴＡのみなさん
ありがとう！

「災害を知り 防災を考える

～自分を大事にして 力強く生きるヒント～」

北秋田市医療健康課 主査 近藤智里 氏

防災教室Ⅱ 合川小の通学路

２００７（平成１９）年９月１７日

日本海から東北付近に停滞した前線に、台風第
11号周辺の暖かく湿った空気が流れ込んだため、
9月15日から前線の活動が活発となった。その後
台風11号は低気圧に変わって日本海の前 線上を東
に進み、18日には秋田沖に達した。このため、15
日から18日にかけて東北北部を中心に 記録的な大
雨となった。
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豪雨のつめあと（森吉） 豪雨のつめあと（阿仁）

水が引いた後は泥だらけ

派遣先：釜石体育館、
大槌町赤浜小学校

滞在期間：１クール６～８日間

秋田県保健師チーム

大槌町赤浜地区

ひょっこりひょうたん島のモデル

「 蓬 莱 島 」
ほう らい じま

津波被害の跡
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民宿の上の観光船はまゆり 校舎裏も入念に

被災した子ども
８０人の作文から

就寝

朝食（パン、じゃがいも、防災スープ） 防災教室Ⅲ

地震体験車

ロープワーク
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閉所式

公民館長あいさつ真剣に話を聞く児童・生徒

合川中校長あいさつ児童・生徒感想発表

児童・生徒の感想

○自分の命はまず自分で守り、そして助け合うことの
大切さを改めて学ぶことができた。

○「避難所」ではどんな生活になるのか、実際に学校
に泊まって体験することができてよかった。万が一
実際に災害が起き、「避難所」に避難しなければな
らないときには今回学んだことを生かしたい。

○被災地の現状の話はとても心に響いた。「避難所」
の生活はとっても大変だということがよく分かった。

○今回の防災キャンプはたくさんの人の支えがあって
行うことができた。支えてくださったみなさんに感謝
したい。

保護者の感想

○実際の災害時を想定したプログラムでよかった。

子どもたちも真剣に活動していて感心した。

○講話で、被災地の現状を教えていただき、防災

への意識がより高まった。講話の内容が充実して

いた。

○地震体験車で震度７の揺れを体験し、その揺れ

の強さに驚かされた。やはり地震は怖い。

○もっと早い時期から参加者を交えての話合いの

場があればよかった。

地域の方々の感想
○小学校、中学校、そして地域で行った防災訓練
で防災に対する意識が高められた。当日、保育
園が参加できなかったのは残念であるが・・・

○北秋田市として、水害の危険箇所にあるこの地
域で行った意義は大きい。実際に合川小学校が
一番高い場所だと分かってよかった。

○講話で被災地の現状を教えていただき、その大
変さが切実に感じられた。

○日赤奉仕団の方々から教えていただいた救急法
では手ぬぐいがとても効果的であることが再認識
できた。

教師の感想

○防災の本来の目的を体験させるプログラムを組

み、その目的を十分達成することできた。

○非常時での実践力を高め、防災意識を高める

ことができた。

○小中連携で行ったことにより、中学生のリーダー

シップが発揮された。

○日赤奉仕団、ＰＴＡをはじめこのキャンプを支え

た大人への感謝の心を育む機会にもなった。

○この防災キャンプもＰＴＡ、地域の方々の協力を

たくさんいただきありがたかった。

○ 児童生徒に自分の命は自分で守り、共に助け合う
ことの大切さを十分学ばせることができた。

○ 「防災キャンプ」ということで、避難所での生活を実
際に体験させることができてよかった。

○ 子どもたちの活動を支援する実行委員会をはじめ
ＰＴＡ，地域住民等の協力体制がとてもよかった。

△ 「防災キャンプ」実施にあたり、国や県との予算面
等の交渉を考えると、前年度のうちから計画してい
かなければならない。

△ 学校が避難所になったときの学校、地域、関係各
機関の役割の明確化と非常時の運営体制を整備
していかなければならない。

６．成果と課題
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学校で１泊したことによる気付き

話し声が聞こえたら、
なかなか眠れないなぁ

床が固いから、
おばあちゃん背中が痛
いだろうな・・

入口の近くはゆっくり
休めないな・・

温かいスープを飲んだら
身体も温まるかな・・

７．終わりに 食事の配給・会食も大事な時間

人とのふれあい

合川小学校 ぜひ一度お越しください。
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平成27年度  

 学校安全(災害安全)指導者研修会 グループ協議 
 

「災害時対応の机上訓練と 
     危機管理マニュアルの見直し」 

想定 
○月△日、○時△分、○○を震源としたマグニチュード△△の
地震が発生し、○○市（町・村）では震度△を観測した。家屋の
倒壊、道路の損壊等とともに火災が発生し、○○市（町・村）内
の各校等では、安全な場所へ避難をし、 
保護者への引き渡しを開始するための 
対応をしようとしている。 

 
【参考】平成27年度「秋田県総合防災訓練」想定 

【進め方】 

① 「想定される事態」→赤の付箋紙 

  「対応」→青の付箋紙 に意見等を記入する。 

② １枚の付箋紙には、１つの項目だけを書く。 

③ なるべく具体的に書く。 

④ 質より量、たくさん書く。 

⑤ 記入事項を説明しながら、付箋紙を貼る。 
 

【災害時対応の机上訓練】 
 

安全な場所へ避難をし、保護者への引き渡しをする際に        
「想定される事態」と「対応」について 
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想定される事態 対応 

青の付箋紙 
緊急事態への対応 
方法を考える。 

赤の付箋紙 
緊急対応が必要な 
事態を想定する。 

対応が複数ある 
場合は、 
分けて書く。 

同じような事態が出さ
れたら、重ねて貼る。 

対応が思いつかない事
態は空欄にしておく。 

想定される事態 対応 

NEW 

 

協議の中で新たに出された項目等は、新しい付箋紙に記入して 
貼り付けていく。～以下、Ａ３用紙は増やして結構です。～ 

NEW 

ある対応から、新たな事態が生じる・・・ 
という場合は、新たな付箋紙に記入して貼る。 

事態と対応が連動する場合は、 
線でそのつながりを示す。 

事態と対応にまとま
りが見られる場合は、
○などで囲む。 

まとまりに小見出し
をつける。 

【危機管理マニュアルの見直し】 
 

自校・他校の危機管理マニュアルのチェック 

協議後 

NEW 

NEW 
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保健体育課 防災教育・安全班 

学校教育の指針（p.22） 

スイス・チーズモデル

危険・原因 

事故 

環境や人的な防護壁 

そこにエラーが発生し、 
それが重なることで事故が発生する。 

スイス・チーズモデル

危険・原因 

事故 

危機管理マニュアル 

事故を防ぐには 

施設・設備 
・環境 

教職員の研修や訓練 

学校における 
避難訓練や防災教育 

スイス・チーズモデル

危険・原因 

事故 

危機管理マニュアル 

事故を防ぐには 

施設・設備 
・環境 

教職員の研修や訓練 

学校における 
避難訓練や防災教育 × 
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防災教育の手びき（p.9） 

防災教育の手びき（p.9） 

宮城県・福島県 

 避難所として利用された学校は約  ％で
あった。 
 そのうち約７０％が体育館を避難所とした。 
 

 避難所の開設や運営に関して、地域住民など
と日常的に連携がとれていた学校等は約  ％
であった。 

３０ 

１０ 

防災教育の手びき（p.10） 

防災教育の手びき（p.10）  

・学校安全計画 

・危機等発生時対処要領 

 （危機管理マニュアル） 

      ↓ 法的根拠 

 学校保健安全法 
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第27条（学校安全計画の策定等） 

○学校においては、児童生徒等の安全の
確保を図るため、当該学校の施設及び設
備の安全点検、児童生徒等に対する通学
を含めた学校生活その他の日常生活にお
ける安全に関する指導、職員の研修その
他学校における安全に関する事項につい
て計画を策定し、これを実施しなければ
ならない。 

第29条（危険等発生時対処要領の作成等） 
  学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、
当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校
の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処
要領（次項において「危険等発生時対処要領」という。）
を作成するものとする。 

２ 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓
練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処
するために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じ
た場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心
理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生
徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これ
らの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合に
おいては、第十条の規定を準用する。 

学校保健安全法 第２９条 
（危険等発生時対処要領の作成等） 
   学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該

学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員が
とるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処
要領（次項において「危険等発生時対処要領」という。）を作
成するものとする。 

２  校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓

練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処
するために必要な措置を講ずるものとする。 

３  学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場
合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外
傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他
の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に
対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第
十条の規定を準用する。 

１ 作成の目的 

（１）学校における災害発生時の対応等につ
いて教職員の役割等を明確にし、学校防
災体制を確立する。 

 

（２）家庭や地域、関係機関等に周知し、地
域全体で地震・津波災害に対する意識を
高め、体制整備の構築、推進を図る。 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

（p.3） 
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２ 作成のポイント 
【１】学校における地震防災のフローチャート（p.8） 

①事前の危機管理 
  （備える） 
    ↓ 

②発生時の危機管理 
  （命を守る） 
    ↓ 

③事後の危機管理 
 （立て直す） 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

（p.4） 
マニュアル作成上の留意点 

１ 学校独自の視点 

２ 作成・見直しの手順 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

（p.6） 

１ 学校独自の視点（p.6） 
 

①自然的環境及び社会的環境の把握 
 

②校内の状況、地域の人的状況の把握 
 

③その他 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

協議・修正 

２ 作成・見直しの手順（p.6） 

原案作成 

訓練 

評価 改善 

見直し 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

事前の危機管理（備える） 

①体制の整備と備蓄（p.10） 

 

②点検（p.14） 

 

③避難訓練（p.16） 

 

④教職員研修等（p.19） 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

事前の危機管理（備える） 

①体制の整備と備蓄 

１ 校内の体制整備 

２ 保護者や地域、自治体等と連携した体
制整備 

３ 二次災害を想定した準備 

４ 災害発生時や待機時に必要となる備品
や備蓄 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

（p.10） 
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事前の危機管理（備える） 

②点検 
１ 施設及び設備等の安全点検 
 

２ 非構造部材の点検 
 

３ 避難経路・避難場所の点検 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

（p.14） 

事前の危機管理（備える） 

③避難訓練 

１ 「揺れたら」（初期対応）の訓練 

２ 「揺れが収まったら」（二次対応）の

訓練 

３ 避難訓練実施上の留意点 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

（p.16） 

事前の危機管理（備える） 

④教職員研修等 

１ 学校安全の中核となる教員の養成と研修 

２ 地域や関係機関・団体との連携による

人材等の活用 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

（p.19） 

発生時の危機管理（命を守る） 
管理下 

①初期対応 

  落ちてこない 

  倒れてこない 

  移動してこない 

②二次対応 

  素早い情報収集 

  臨機応変な判断と避難 

※正常化の偏見（バイアス） 
に注意 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

正常化の偏見（バイアス） 
 自分にとって都合の悪い情報を無視した
り、過小評価したりしてしまう心理特性 

 

多数派（集団）同調の偏見（バイ
アス） 

 迷ったときは周囲の人の動きを探りなが
ら同じ行動をとることが安全と考える。 

事後の危機管理（立て直す） 

・対策本部の設置 

・避難所協力 

・心のケア 

・原子力災害など 

・引き渡し（待機） 

・安否確認 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

（p.24） 
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引き渡し 

①引き渡しの判断 

 ルールを設定する。 

②学校に待機させる場合の留意点 

 心のケア、津波や火災の対策、食料の確 
保・宿泊の対応 

③引き渡し手順の明確化 

地震の規模 

通信網 

学校の状況 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

以上の内容が 
 

作成の目的 

（２）家庭や地域、関係機関に周知し、地
域全体で地震・津波災害に対する意識
を高め、体制整備の構築、推進を図る。 

↓ 

保護者や地域との共通理解が必要。 

学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き－文部科学省 

（p.3） 

避難所指定の流れ 

秋田県総合防災課 各市町村防災部局 

学校（校長） 

指定 

承認 

保健体育課 

連携 

地域連携を推進 

避難場所・避難所 
の調査 

秋田県地域防災計画（p.53） 
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秋田県地域防災計画（p.54） 災害時における避難所としての学校の対応指針 

防災教育の手びき （p.10） 

・学校が避難所になった場合は、教職員によ
る運営は応急的なものであり、そのための
体制を整備する。 

・実際の運営は市町村防災部局や避難住民に
引き継ぐ等、調整を図る。 

・上記のことを想定したマニュアルを整備す
る。 

・学校は、児童生徒等の安全を確保するとと
もに、教育活動の早期再開を目指す。 

・避難所に指定される際は、市町村の防災部
局と連絡を取り合う。→地域連携につなが
る。 

・地域の方々と防災を含めた学校安全に関す
る打ち合わせを行う。（地域学校安全委員
会等） 

・地域ぐるみの防災訓練を実施し、共通理解
を図る。 

・上記内容を保護者や地域に周知する。 
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学校安全推進事業（学校訪問） 
 

・理科室、実験室、美術室等の棚の上に段
ボールや様々な器具が置かれている。 

・避難経路になり得る廊下に、本棚やロッ
カーが置かれている。 

・天井からのつり下げ式スクリーンが子ど
もの席の頭上にある場合も。 

・危機管理マニュアル等が教職員に周知さ
れていない。 

学校安全推進事業（学校訪問） 
 

・大仙市教育委員会が作成した「災害時対応マ
ニュアル」を名刺サイズにまとめ、ラミネー
トカードにして全職員が携帯している。 

（表） （裏） 

本研修会の内容を 
職員会議、校内研修等 

↓ 
全職員へ伝達するようお願いします。 



１ 実践の概要

テーマ 防災学習館活用推進事業

実 施 校 横手市立旭小学校

実施日時 平成２７年１０月２６日（月）１０時００分から１１時３０分

実施場所 秋田県防災学習館

参 加 者 児童５年生３学級８０名、引率４名

２ 内容

趣 旨 災害時に幼児・児童・生徒たちにとって、何よりも大切な事は、災害の恐ろしさを

知って、それを避けるためにどのような行動をとったら良いかを理解することである。

「防災学習館」を活用して体験的な防災教育を行う小・中学校に対して、交通費の補

助をする。

活動内容 ・防災シアター

・初期消火体験

・地震体験コーナー



・煙中体験コーナー

３ 参加者の感想

児 童 ・地震体験では、ものすごく揺れて怖かった。慌てないで身を守れる場所に行くという

ことが分かった。

・消火体験コーナーでストーブが危ないことがわか分かった。僕の家ではストーブを使

うので注意したい。

・中の煙がすごく苦しかった。煙の方が火よりも危険なので、これからはハンカチをい

つも持ち歩きたい。

・震度ゼロでも津波が来ることを知った。来る前に高くて安全な場所に油断せずに逃げ

たい。

・火事や地震の時の対応がわかった。大きな地震が来るかもしれないから、日頃から気

を付けたい。

４ 成果と課題

成 果 ・防災に関する映像鑑賞や様々な体験があり、楽しみながら集中して学習することがで

きた。

・初期消火体験では、実際の消火器を使用することができた。事前の説明があっても戸

惑う子もいたが、実際の消火器使用で理解することができた。

・地震体験では、映像を観ながら揺れを体験し、どのような避難の仕方がよいか考える

ことができた。

・学校の防災訓練の直前に防災学習館を訪問したので、防災に対する子どもたちの意識

が高まった。

反 省 ・人数が多かったために、体験までの待ち時間などが長かった。



学校安全の取組に関するアンケート結果（防災教育に係る項目を抜粋）

◇対象
　県内市町村立学校及び県立学校
　（幼・保等、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校）

◇平成26年度実績（平成27年3月31日時点）
　

１．学校保健安全法に定める学校安全計画と危機管理マニュアルの作成について

　（１）学校安全計画の策定－全校種において100％

　（２）危機管理マニュアルの策定－全校種において100％

２．学校安全計画や安全教育等の取組について、保護者に周知している。

　※　学校安全計画（学校保健安全法第二十七条）
　　　 学校においては、児童生徒等の安全確保を図るため、当学校の施設及び設備の安全点検、児童
　　生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修
　　その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

　※　危機管理マニュアル【危険等発生時対処要領】（学校保健安全法第二十九条）
　　 　児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危機等発生時において当学校の
　　職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成するものとする。

小学校 中学校 高等学校 
特別支援 

学校 
幼・保等 合  計 

周知した 92.8% 84.5% 54.7% 61.5% 88.2% 84.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

学校安全計画の周知 

小学校 高等学校 中学校 特別支援学校 幼・保等 全校種 



３．定期又は必要に応じて学校安全計画を検証している。

４．危機管理マニュアルを保護者に周知している。

小学校 中学校 高等学校 
特別支援 

学校 
幼稚園 合  計 

検証した 98.6% 100.0% 96.2% 92.3% 100.0% 98.5%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

学校安全計画の検証 

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 幼・保等 全校種 

周知 

している 
52.4% 56.0% 13.2% 23.1% 68.8% 48.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

危機管理マニュアルの保護者への周知 

幼・保等 全校種 特別支援学校 



５．定期的又は必要に応じて危機管理マニュアルの検証を行っている。

６．災害時における児童生徒等の引き渡し方法や待機方法について、保護者との間
　で手順やルールを決めている。

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 幼・保等 全校種 

検証した 93.6% 94.8% 96.2% 100.0% 93.8% 94.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

危機管理マニュアルの定期的・必要に応じた検証 

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 幼稚園 合   計 

決定している 87.6% 87.1% 45.3% 76.9% 88.2% 81.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

引き渡しや待機方法のルール 

幼・保等 全校種 



７．休み時間や始業前後も含めた避難訓練実施平均回数

８．避難訓練のための保護者や地域住民、関係機関等との打ち合わせも含めて、
　地域を巻き込んだ避難訓練の実施率（H27は予定も含む）

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 幼・保等 

計 3.6 2.6 2.5 5.0 11.1

ショート・時間外 0.8 0.4 0.2 1.9 3.8

１単位時間 2.8 2.2 2.3 3.1 7.2

3.6 

2.6 2.5 

5.0 

11.1 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

避難訓練総実施回数 

小学校 中学校 高等学校
特別支援

学校
幼・保等 合 計

H26実施した 41.1% 38.6% 24.5% 61.5% 50.0% 39.3%

H27実施した 48.1% 42.2% 37.7% 53.8% 62.5% 45.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

地域を巻き込んだ避難訓練等の実施

避難訓練実施平均回数 

全校種 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 幼・保等 



事業の総括と次年度の展望

東日本大震災から早いもので５年が経過しました。地震後に発

生した大津波により、学校管理下において児童生徒等が巻き込ま

れた事案もあり、災害に対する考え方も大きく変わりました。県

内の学校等においても、防災教育を初めとして学校安全に対する

意識の高まりが見られ、避難訓練等の回数が増えるなど具体的な

取組にもその変化が表れています。

県教育委員会では東日本大震災を受けて、幼児児童生徒の発達

の段階、地域の実情や学校等の実態を踏まえ系統的・計画的に防

災教育に取り組むよう、平成24年に小・中・高等学校の全児童生

徒へ校種別の「災害から命をまもるために」というパンフレット

を配付し、さらに平成25年には「学校における防災教育の手びき」

をすべての学校へ配付して防災教育を推進してまいりました。

今年度は、本課課長の「まえがき」にもありましたとおり、「災

害安全」に加え、「生活安全」「交通安全」も含めて児童生徒等の

安全について総合的に包括して学校安全教育全般において取り組

むために「学校安全推進委員会」を設置しました。本委員会では

防災教育はもちろん、関係機関が連携し、「自分の命は自分で守る

ことができる幼児児童生徒の育成」を目指して学校安全推進事業

に取り組んでいるところです。

また、今年度の学校教育の指針（平成27年度の重点）の防災教

育においては３つの重点事項を示しております。

１．「防災教育の充実」

学校の立地環境と予測される災害を踏まえ、各市町村が作成し

ているハザードマップを積極的に活用するなど、防災教育教材を

開発し、指導に生かす。

２．「安全管理の強化」

「学校安全計画」や「危機管理マニュアル」における具体的対

応について、保護者や地域に周知し、学校の安全管理体制に協力

を得られるようにする。

３．「組織活動の充実」

教職員、保護者、地域住民、関係機関、関係団体等から構成さ

れる「地域学校安全委員会」を定期的に開催し、日頃から関係者



が連携を深め、児童生徒の安全確保が円滑に行えるようにする。

上記の内容を推進するため、５月に学校の安全を担う管理職や

担当者に対して学校安全（安全管理）指導者研修会を行いました。

また、１１月には大規模災害の発生に備えた防災教育の在り方

に関して指導体制の一層の充実を図るために「学校安全（災害安

全）指導者研修会」を実施しました。研修の内容については本防

災教育実践事例集に掲載しております。

そのほか、災害に対する体験的な学習を推進するために「防災

学習館活用推進事業」や大災害時学校が避難所になることを想定

し、地域住民との避難訓練や学校での避難所体験を行う「防災キ

ャンプ推進事業」を実施しました。

さらに、各学校に本課の指導主事等が訪問し、学校安全計画や

危機管理マニュアル、校内の危険箇所のチェックをしております。

また、秋田大学地域創生センターの教授等や自衛隊、秋田地方

気象台、県総務部総合防災課などの防災教育の専門家を派遣し、

幼児児童生徒への講義・講演や教職員に対する講演などを実施し

ました。

最後に、震災以降、火山の噴火、台風や局地的な豪雨による土

砂災害等、自然災害への備えに意識が向けられることが多いよう

に思います。一方、登下校中に子どもが犯罪や交通事故に巻き込

まれる事案、学校内での事故等も依然発生しており、子どもの安

全確保について、安全管理・組織活動の一層の充実を図るととも

に、安全で安心な社会づくりの担い手となる児童生徒に対する安

全教育への重要性が高まっております。

本課といたしましては、次年度以降も、「自分の命は自分で守る

ことができる幼児児童生徒の育成」を目指し、防災教育をはじめ

とする学校安全に係る諸事業を推進していきたいと考えておりま

す。御理解と御協力の方、よろしくお願いいたします。

平成２８年３月

秋田県教育庁保健体育課

防災教育・安全班


