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事業内容：防災に関する指導方法等の開発・普及等のための支援事業 

       学校防災アドバイザー活用事業の実施 

  題  名：命の大切さを考える防災教育公開事業（帰宅困難・引き渡し） 

       ―自他の命を守る防災教育― 

  ～状況に応じ、自ら考え判断する態度の育成をとおして～ 

  所属・電話番号：習志野市立袖ヶ浦西小学校・０４７－４５１－２４２３ 

校長 岡野 隆 

 

１ 実施事業 

(1) 防災に関する指導方法等の開発・普及等  

のための支援事業の実施 

(2) 学校防災アドバイザー活用事業の実施 

２ 事業概要 

(1) 学校と保護者参加による引き渡し訓練         

を実施し、課題を明確にした上で、より効 

果的な防災マニュアルを作成する。さらに、 

地域住民及び関係諸機関も参加する合同

防災訓練を実施し、帰宅困難の場合を想定

した対応方法の定着を目指す。 

(2) 防災教育に関する講演会や研修会及び 

授業の公開を行い、児童が自他の命を守る 

ための防災教育や地域住民及び関係諸機

関との効率的な連携を目指した防災教育 

の在り方を追究する。 

３ 実施概要 

４ 担当者連絡会議 

実施時期 計 画 事 項 参加者  

７月 

 

８月 

 

９月 

 

 

10月 

 

11月 

○防災教育研修会① 

・北海道教育大教授 

○防災教育研修会② 

・元防衛大学校教授 

○総合防災訓練 

・避難所開設 

 

○避難訓練 

・火災発生想定 

○防災教育公開授業 

・全学級授業展開 

○防災教育講演会 

全体講師 

学校職員 

防災アドバイ

ザー・学校職員 

行政・児童・地

域住民・保護者 

学校職員 

児童・保護者 

学校職員 

行政・児童・地

域住民・保護者 

学校職員 

実施時期 計 画 事 項 参加者  

５月 

 

 

 

 

 

６月 

○避難訓練及び引き 

渡し訓練 

・大地震想定 

○第１回担当者連絡 

会議 

・取組内容の検討 

○防災教育講演会 

児童 

保護者 

学校職員 

行政・地域住民

保護者・学校職

員の各担当者 

講師・児童・地

域住民・保護者 

学校職員 

 氏名       所属及び役職 

１ 高梨 賢次 県教育庁葛南教育事務所指導主事 

２ 笹生 康世 習志野市教育委員会管理主事 

３ 石津谷 治法 習志野市教育委員会指導主事 

４ 千葉 広之 習志野市危機管理課副主査 

５ 佐藤 志郎 袖ヶ浦団地自治会会長 

６ 葛岡 篤 袖ヶ浦団地自治会副会長・鹿の会会長  

７ 市村 勉 子どもを守る会会長 

８ 越智 晃 学校開放管理者 

９ 三代川 佳子 袖ヶ浦西小学校ＰＴＡ会長 

10 岡野 隆 袖ヶ浦西小学校校長 

11 鈴木 清彦 袖ヶ浦西小学校教頭 
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５ 具体的な取組 

(1) 避難訓練及び引き渡し訓練 

① 期日 平成 25年５月 10日（金） 

② 災害想定 Ⅿ7.9首都直下地震 

 津波なし 

③ 内容 

ア ＜第一次避難＞物が落ちてこない、

倒れてこない、移動してこない場所で、

身を守って待つ。 

イ ＜第二次避難＞地震の揺れが収まっ

た後、避難指示で校庭に避難する。 

ウ 避難完了の確認をする。 

エ 校庭で待機していた保護者（引き取

り者）は、指示があったら引き取る児

童が在籍する学級の前に並ぶ。 

オ 担任から児童の名前を呼ばれたら、

「引き渡しカード」を担任に提出する。 

平成 25年度引き渡しカード 

  年  組 

児童氏名         

引き取り者氏名 

児童との関係（      ） 

連絡先 

    住所： 

電話： 

カ 児童の引き取りが終わったら、児童

と一緒に下校する。 

(2) 第１回担当者連絡会議 

① 期日 平成 25年５月 31日（金） 

② 参加者数 ９名 

③ 内容 

 ア 校長あいさつ 

イ 県教育庁葛南教育事務所からの話 

ウ 担当者連絡会議構成員の自己紹介 

エ 事業計画の確認と取組内容の検討 

(3) 防災教育講演会 

① 期日 平成 25年６月８日（土） 

② 講師 福島県南相馬市立原町第三 

    中学校教頭 伊東 敏勝 先生 

③ 参加者数 

５年生と６年生児童 100名 

保護者を含む地域住民 150名 

関係機関職員 30名 

④ 内容 

 「今、防災教育に求められること」 

～３．11その時、それから～ 

児童は、津波被害や避難所の映像を真剣

に見入り、南相馬の小中学生たちが仮設住

宅の集会所を清掃するボランティア活動に

感心していた。「この春、屋外での運動会

を再開できたのを、地域の人も大変喜んだ

こと」や「子どもは大人やお年寄りを元気

にする力を持っていること」を知った児童

は、小学生ができる支援活動などを盛んに

質問していた。 
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(4) 防災教育研修会① 

① 期日 平成 25年７月 25日（木） 

② 講師 北海道教育大学札幌校 

教授 佐々木 貴子 先生 

③ 対象者 本校教職員と地域住民 

④ 内容 

「これからの防災教育 

～“いざ”は普段なり～」 

ア 「自助」としてすべきこと 

（ア）家屋の耐震化～昭和 56年６月１日 

以前に建築申請許可を受けた家屋（耐 

震診断を） 

(イ)家庭内の安全 

・家具等の転倒防止対策をする 

・高い所に物を置かない（落下防止） 

・観音開きの扉に鍵をつける 

・ガラス飛散防止フィルムを貼る 

・避難通路を考えた配置をする 

・非常持ち出し袋を用意する 

(ウ)家族で防災会議 

・避難場所の確認 

・連絡の確認（災害用伝言ダイヤル

171の活用） 

・役割の確認 

・「いざは、普段なり」 

イ 「共助」としてすべきこと 

(ア)地域の防災力を向上させる（自主防 

災組織の設立や活動の見直し） 

・町内会などへの加入 

・ご近所付き合い（向こう三軒両隣） 

・避難訓練への積極的な参加 

(イ)災害時要援護者って、誰？（個人情 

報の問題） 

・妊婦さんや赤ちゃんのいる家庭 

・高齢で一人では逃げられない人 

・障がいのある人 

・外国人 

ウ 釜石東中学校の生徒の言葉に学ぶ 

(ア)想定外に対応できる力を身に付ける

には、普段のことを真剣におこなうこ

と。普段をしっかりしてこそ、大事な

時に普段以上の力が出せる。これは避

難訓練だけでなく、何事にも通じる本

質的なことである。 

(イ）大人を信じ、お年寄りを大切にしよ

う。あるおばあちゃんの「生まれてか

らずっとあの崖が崩れたことはなかっ

た」という言葉のお陰で、私たちは救

われた。長く生きている人の話には、

絶対に意味と価値がある。 

(ウ）語り継ぐことの大切さ。今日ここで

分かち合ったものを、それぞれがまた

別の誰かと分かち合い広めていくこと。

そうやって語り継がれたものがいつか、

また誰かの命をすくうかもしれない。 

  演習及び実技においては、講師から

教えていただいた「ハイゼックスの袋

を用いた米の炊き方」や「新聞紙を利

用したスリッパの作り方」を踏まえた

上で、職員同士が互いに協力し試行錯

誤ながら取り組んだ。 
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(5) 防災教育研修会② 

① 期日 平成 25年８月 21日（水） 

② 講師 元防衛大学校教授 

太田 清彦 先生 

③ 対象者 本校教員 

④ 内容 

  「総合防災訓練と日頃の備えについて」 

というテーマに基づいた講話。冒頭「凡庸

な教師はただしゃべり、少しましな教師は

理解させようと説明する。優れた教師は自

ら手本を示し、偉大な教師は学ぼうとする

心に火を点す。」の格言は研修への意欲を

一段と増加することにつながった。 

ア はじめに 

（ア）災害を未然に防止することでも、

被害を少なくすることはできる。子

どもたちの被害を少なくするのは先

生の力によるところが大きい。（釜石

の事例は、奇跡ではない。教育の成

果である！） 

（イ)そのために大切なことは災害をイ

メージした準備と訓練。災害をイメ

ージできるか？ 

 イ 総合防災訓練について 

(ア)先ず、我が身を守る！ 

(イ)次に、「自分（自分のクラス）は、 

大丈夫だよ」と報告！ 

(ウ)最後に、子どもたちへの指示は、

はっきりと具体的に！ 

   ＊ 時間の競争をしているのではなく、 

安全の競争をしているのである！ 

ウ 災害に備えて、何を準備したら良い 

のか？ 

（ア）先ず、「自分は絶対に助かるんだ！」 

という強い意志を持つこと。 

（イ）次に、災害について関心を持つこ 

と。 

     Ｑ 海溝型地震と直下型地震では 

何が違うのか？ 

     Ｑ 南海トラフ地震と東京湾北部 

地震とではどちらが怖いのか？  

     Ｑ 習志野市に予想される津波の 

高さは、何ｍぐらいなのか？ 

（ウ）最後に、自分で考え、行動する 

ということ。 

   ＊ 人には、「正常の偏見」がある。 

エ おわりに 

（ア）準備した以上のことはできない。 

（イ）「分かった」だけではダメ。「でき 

るようになる」ことが重要。 

(6) 総合防災訓練 

① 期日 平成 25年９月１日（日） 

② ねらい 

・常に災害に対する備えをしておくため 

に、日常から学習や訓練を通して、防災 

教育に努める。 

・災害発生直後の身を守る行動に始まり、 

袖ヶ浦団地自治会を中心とした安否確認 

をはじめとする共助の活動、そして、避 

難所の開設に至るまでの一連の流れにつ 

いての手順を知る。 

 ・避難所における学校職員の役割及び児 

童への指導の在り方を身に付ける。 

③ 参加者数 児童と教職員約３００名  

      保護者と地域住民約２００名 
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④ 災害想定 ９月１日午前９時 00分、 

東京湾北部を震源とするⅯ7.3の地震 

（東京湾北部地震）が発生し、習志野市 

では震度６弱が観測され、市内各地で建 

物が倒壊し、死傷者が多数出ている。 

⑤ 内容 

ア 初動対応訓練【９時 00分～】 

（ア）シェイクアウト訓練「姿勢を低く」 

「頭の保護」「そのまま１分間じっと

する」 

（イ）地震火災の予防「火元の確認」「ブ

レーカーの確認」 

（ウ）袖ヶ浦団地自治会を中心とした共

助の活動 

イ 避難所開設訓練【10時 30分ごろ～】 

（ア）非常食作り体験 

（イ）「新聞紙のスリッパ」作り 

（ウ）非常食の運搬と配給 

ウ 訓練の振り返り【13時 30分～】 

「お・か・し・も」は守れたか、避難 

所（体育館）での行動はどうであったか 

などの観点で感想や反省を記入した。 

 

 

 

 

 

 (7) 「命の大切さを考える防災教育公開事

業」授業公開 

① 期日 平成 25年 11月 11日（月） 

② ねらい 

 ・教科等の学習の中で、災害時等の状況 

に応じ、自ら考え判断する態度を育成し、 

自他の命を守るための防災意識を高める。 

③ 参観者数 

保護者を含む地域住民 30名 

関係機関職員 110名 

④ 内容 

  ア 授業展開 

年―組  教科等 単元名 

1－1 生活 新聞紙でつくろう 

2－1 
生活 学校で安全に過ごそう 

2－2 

3－1 国語 
ぼくらの絵文字大作戦

『くらしと絵文字』 

4－1 
総合 

わたしたちの安全なくらしを守るために 

わたしたちにできること 4－2 

5－1 
算数 単位量あたりの大きさ 

5－2 

6－1 
総合 守ろう！助けよう！かけがいのない命  

6－2 

特別支援

３組 
生活単元 

大きな地震がおきたら 

～ぼくたち、わたしたちにできること～ 

  イ 学校だより「防災教育特集」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災学習に意欲的に取り組む児童の紹 

  介と授業公開について保護者への事前案 

内を踏まえて配布した。なお、保護者の

参観は講演のみとした。 
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  ウ 講演 

講師 北海道教育大学教授 

佐々木 貴子 先生 

「防災の視点を取り入れた教育活動に 

ついて」 

～“いざ”は普段なり～ 

（ア）「災害」は、自然災害（天災）と 

事故災害（人災）とに大別される。 

「災害」とは、「人々の生活（市民生 

活）の安全や生命、財産が失われるこ 

と。例え、地震や津波が発生しても、 

人々の生命や安全が確保され、財産等 

も失われなければ、それは「災害」で

はなく自然現象である。しかし、自然

現象が人間の営みとかかわりがあると

きに「災害」となる。 

（イ）「防災」とは、公助を原則に、発 

災後の救命と復旧・復興の対策を重視 

した法定計画に従う平時の備えや訓練 

をいう。 

（ウ）「減災」とは、自助・共助を原則 

に、災害や突発的な事故などは防げな 

いという前提に立ち、被害を受けても 

最小限にとどめることのできる平時か 

らの備えや訓練などの取り組みをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災という視点から、私たちの生活を

見直すこと、それは大きくいえば、私た

ちの生き方を問うことにもつながるもの

と考える。 

６ 成果と今後の課題 

【成果】 

・自分の命（身）は自分で守ることについて

児童の意識がとても高まり、そのためには

どうしたらよいのか考えることができる

ようになった。また、教師自身が自分の命

を守ることの重要性を再認識できた。 

・日常的な指導を継続することにより児童の

防災意識が深まり、身の回りの施設や設備

の安全性について鋭い（素直な）視点で見

直すようになった。 

・多くの児童にとってこれまでの震災は人ご 

とのようであったが、防災への意識が深ま

ることで自分だったらと考えられるよう

になった。それに伴い、一般論ではなく「袖

ヶ浦」という町で、自分はどうするか、ど

うあるべきか、実情に合った防災を考える

ようになった。 

【課題】 

・実践により明らかになったことを踏まえて

既成のマニュアルを見直す。さらに、実情

に即した効果的な方法を考え改善を図る。 

・小学校６年間で目指す児童の姿を明確にす

ることが重要であり、そのためには、学年

の発達段階に応じた必要な内容を吟味し

系統性ある防災教育年間指導計画の作成

と学校体制の整備が急務である。 

・家庭への働きかけが不足しているので、学 

校からの様々な発信により、家庭も巻き込

んで防災意識を高める必要がある。 

・いろいろな場面を想定して計画され、訓練

したり、講演会や研修を受けてきたりした

が、やはり積み上げてきたという実感より、

こなしてきたという感じが強い。今後も防

災への取り組みを積み重ね、日常的に防災

の視点をもって生活していくことを心が

けなければならない。 
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１ 実施事業 

(1) 防災に関する指導方法等の開発・普及等

のための支援事業の実施 

⑵ 学校防災アドバイザー活用事業の実施 

２ 事業概要 

 学校防災アドバイザーの助言をもとに 

(1) 命の大切さ・よりよく生きるための防災授業

(道徳・学級活動の授業研究)をはじめ、学校

における防災事業の公開 

(2) 災害発生時の学校と地域住民の行動や役

割の検討及び活動の実施 

(3) 学校・地域住民参加による地域懇談会や合

同防災訓練の実施 

(4) 保護者・地域住民・教職員等の参加による

講演会の実施 

３ 実施概要 

実施時期 計画事項 参加者 

４月 

 

５月 

６月 

 

 

 

 

 

７月 

避難訓練①(地震・大津波） 

担当者連絡会議① 

避難訓練②(保育所と合同実施) 

救急法講習（４、５、６年） 

AED の使い方と心肺蘇生法 

包帯を使った救急法 

避難訓練③（下校時に実施） 

避難訓練④(下校時、引き渡し) 

命を大切にしよう集会 

道徳授業展開（５年） 

４年校外学習(西部防災センター) 

全児童 

次項参照  

児童･園児 

全児童 

消防署 

赤十字 

全児童 

全児童 

保護者 

５年生 

４年生 

４ 担当者連絡会議 

 氏 名 所属及び役職 

１ 内山 正直 千葉県教育庁東上総教育事務所 指導主事  

２ 酒井 弘顕 白子町総務課 課長 

３ 田邉 正二 白子町教育委員会 課長 

４ 大場 英昭 白子町教育委員会 主幹 

５ 内山 岩雄 青少年育成白子町民会議南白亀地区 会長  

６ 三橋 奈穂 南白亀小学校 PTA 会長 

７ 髙山 佳久 南白亀小学校 校長 

８ 内田 美之 南白亀小学校 教頭 

９ 村上 健輔 南白亀小学校 防災教育担当  

７月 

 

 

９月 

 

 

10 月 

 

 

 

11 月 

 

 

 

12 月 

１月 

道徳授業展開（５年） 

避難訓練⑤(ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ着用) 

地域懇談会 

避難訓練⑥（地震・火災） 

道徳授業展開（２年） 

学級活動授業展開（１年） 

生活単元授業展開（そよかぜ学級） 

生活単元授業展開（あおぞら学級）  

避難訓練⑦(町との合同訓練) 

防災体験活動 

学級活動授業展開（４年） 

担当者連絡会議② 

防災教育公開研究会 

避難訓練⑧(初期行動ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ訓練) 

避難訓練⑨（不審者） 

担当者連絡会議③ 

５年生 

全児童 

職員、PTA、地域 

全児童 

２年生 

１年生 

児童 

児童 

児童・地域 

消防・赤十字 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

次 項 参 照 

児童・会員 

全児童 

全児童 

次項参照  

 

 

事業内容：防災に関する指導方法等の開発・普及等のための支援事業 

     学校防災アドバイザー活用事業の実施 

題  名：命の大切さを考える防災教育公開事業（地震・津波） 

     「命の大切さを考え、よりよく生きる児童の育成」 

～自助・共助の意識を高める防災教育を通して～ 

所属・電話番号：白子町立南白亀小学校・０４７５－３３－２１５１ 

校 長 髙山 佳久 
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５ 具体的な取り組み 

(1) 防災教育での実践 

  ① 避難訓練 

ア 地震・大津波、保育所との合同実施 

第２次避難完了後、６年生が保育所園

児の避難を補助する。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地震・大津波、下校時 

集団下校の途中での地震発生と初期行

動の訓練、ならびに大津波警報発令を聞

いて、その場から学校へ避難する。 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 地震・大津波 下校時・保護者への引

き渡し 

大津波警報発令を聞いて、その場から

学校の屋上に第２次避難する。また大津

波警報解除後に、学級毎に保護者に引き

渡しをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 救急法 

ア ねらい 

救急法の講習を受け、共助の意識を

育てるとともに、かけがえのない自他

の生命を大切にしようとする態度を育

てる。 

イ 対象 

 ４年生・５年生・６年生 

（ｱ）AEDの使い方と心肺蘇生法 

４年生と６年生は、消防署の方々か

らＡＥＤの使い方や心肺蘇生法を教

えていただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

（ｲ）包帯を使った救急法 

５年生は、千葉県立茂原高校のＪＲＣ

委員会のみなさんをお招きして、包帯

を使った救急法の学習を行った。保健

「けがの予防」の授業とも関連させ、万

が一の時に備えて、バンダナや包帯を

使って止血の仕方や腕の固定の仕方

などを学んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

身近なもので、簡単な処置の仕方

について体験することができた。 

 

ひじを曲げずに真

上から押すんだよ。 
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③ 命を大切にしよう集会 

ア ねらい 

地震や津波の被害、それに対する避

難の仕方を理解し、かけがえのない自

他の生命を大切にしようとする態度を

育てる。 

イ 内容 

（ｱ）みんなでまなぼう 

（ＤＶＤ視聴「津波からにげる」） 

（ｲ）みんなであそぼう   

（○×ゲーム５問） 

 

 

 

 

 

 

 

「大きな地震があったとき、心配なの

で家に帰る。○か×か？」等、地震・

津波・防災にちなんだ問題を出題し、

楽しみながら理解を深めることができ

た。 

（ｳ）みんなで歌おう 

 

 

 

 

 

 

 

     全校の児童や参観の保護者の方々と

一緒に、東日本大震災復興支援ソング

「花はさく」を歌った。美しい歌声が体

育館いっぱいに響き渡り、みんなの歌声

と「頑張って」という思いが被災地に届

くかのようであった。 

  ④ 校外学習 

   松戸市内にある千葉県西部防災センタ

ーにおいて、４年生の児童が防災について

学んだ。ここでは、災害時の自主的な対応

力を育てるための様々な防災体験学習が

できる。 

風速 30ｍ／秒雨量 30 ㎜／時の風の威

力を体験した児童 

からは、「強い風の 

中では息ができない 

くらい苦しかった。 

強い雨も降ってくる 

と、前を向くことが 

できず、手すりにつ 

かまっていないと飛 

ばされそうだった。」 

という感想があげられた。 

⑤ 着衣泳 

ア ねらい 

○ 着衣泳を体験して、衣服や靴等の水

中での作用を知り、ある程度の時間を

浮遊していられるようにする。 

○ ライフジャケット着用の仕方を身

につけ、浮遊することができるように

する。 

イ 内容 

例年通りの着衣泳の後、ペットボ

トルを使って浮く練習をした。その

後ライフジャケットを着用し浮きや

すさの違いや、浮きやすい姿勢を確

認した。 
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(2) 授業実践 

①道徳 

ア ５年 ｢凜ちゃんの願い｣ 

東日本大震災での「おじいちゃんの

死」をきっかけに変化する主人公の気

持ちを感じとることで、命の重みや尊

さを考えることができた。 

 

 

 

 

 

 

イ  ２年「ぼくは クイール」 

    主人公クイールと人々の関わりから、

生きる喜びや命のすばらしさを児童に

伝えることができた。 

  

 

 

 

 

 

 

②学級活動             

ア ４年 ｢家庭や地域でどのような行

動をしていけばよいか｣ 

    学校防災アドバイザーの今井先生の

指導により、日頃のあいさつによる人

間関係づくりが、命を守ることにつな

がることに気づくことができた。 

 

 

 

 

 

 

イ １年「自分の命は自分で守る～防災ダッ

クを通して～」 

  防災ダックゲームを通して、災害や日常

の危険から身を守るための初期行動を理

解することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

③生活単元 

ア そよかぜ学級 ｢地震・津波から大切な

命を守ろう｣～いつでも・どこでも～ 

   視覚支援となる資料を多く使い、地

震・津波から、大切な命を守るための方

法を知ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

イ あおぞら学級「じしんがおきたら」 

   実際の場所へ行って初期行動の仕方を

確認したことで、児童の初期行動への理

解を高めることができた。 
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(3) 地域と連携した取り組み 

① 地域との合同防災訓練 

ア 日時 平成 25年 10月 27日（日） 

イ 内容 

○ 白子町役場・南白亀地区消防団・南白

亀地区住民との合同防災訓練。 

○ 休み時間で、児童・職員が様々な場所に

いる中での地震発生・初期行動訓練。 

○ 校庭に第１次避難完了後に防災無線で

大津波警報発令を聞いて、学校の屋上に

第２次避難。その場で児童・職員は、ラ

イフジャケットを素早く着用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 防災体験活動 

避難訓練後、保護者や地域からの一般

参加者も加わり、防災体験活動を行った。 

ア ハイゼックス炊き出し体験（４、６年） 

イ 消火器体験（２、５年） 

ウ 起震車体験、煙体験ハウス（全学年） 

エ 包帯法講習（６年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域懇談会 

ア 日時  平成 25年７月 23日（火） 

イ 場所  南白亀ふれあいセンター 

ウ 対象  地域住民、保護者、教職員 

エ 内容 

○ 東日本大震災の体験談 

宮城県山元町中浜小元校長  井上 剛さん 

高砂市民センター元館長  浅見健一さん 

実際に大震災を体験された校長先生のお

話は、避難時の決断や児童と一晩屋上で夜

を明かした話など、私たちにたくさんの示

唆を与えていただいた。また、被災者が押

し寄せ避難所となった市民センターの館長

のお話は、避難所運営の苦労や自助・共助

の大切さを再認識することができた。 

 

 

 

 

 

 

○ 座談会 

（地域代表、保護者代表、教職員代表９名） 

事前に行ったアンケート「自宅で、地域

で『特に力を入れている地震・津波対策』

や『心配なこと』」などをもとに、現状での

心配事や地震・津波対策の進捗状況を報告

し合った。          
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(4) 公開研究会、記念講演 

平成 25年 11月 29日(金)  

① 公開授業 

３年 道徳 今を精いっぱい生きる 

       はるかのひまわり 

           

 

 

 

 

５年 学級活動 命を守る! 

      その時あなたはどうしますか? 

 

 

 

 

 

６年 道徳 かけがえのない命 

    津波からにげる、水くみの少年 

           

 

 

 

 

 ○  学校防災アドバイザー今井先生による

指導・助言 

② 記念講演 

演題「被災地の子どもたちに寄り添って」 

講師 仙台大学副学長  阿部 芳吉氏 

○ 阪神淡路大震災

から学ぶ 

・授業時数の確保 

            ・子どもへのケア 

 

○ 宮城教育大学にて 

   ・仙台市教育委員会と宮城教育大との

連携協定 

 ・避難所運営の 

手伝い 

 ・全国の学生に 

学習支援の声がけ 

○ 被災地の子どもたち 

 

６ 成果と今後の課題 

○ 今年度実施したさまざまな防災活動によ

り、児童の防災意識が高まった。また、有事

に対する備えが大切なことがわかり、いろい

ろな場面に応じた行動の仕方も学年に応じ

て身につけることができた。 

○ 授業実践を行う中で、「命を大切にする

防災教育」について考えたことにより、かけ

がえのない自他の命を大切にしようとする

心情が高まってきた。 

○ 町合同防災訓練や地域懇談会に保護者

や地域の方々にも積極的に参加していた

だいたことで、地域の防災意識が高まり、地

域と共に歩む学校の役割を果たすことがで

きた。 

● 防災を考えた場合、さまざまな場面を想

定し、避難や備えについて考えなければな

らない。災害は、いつ、どこで発生するかは

わからないので、すべての場面を網羅する

ことは難しい。それ故、児童には、応用力や

実践力を身に付けさせていく必要がある。

今年度行ってきた基本的なことをしっかりと

身につけ、さまざまな場面にも対応できる判

断力に結びつくように来年度以降も「命の

大切さを考える」教育を継続して実施してい

きたい。 

● 町合同防災訓練を今後どのような形で実

施していくのか考えていく必要がある。引き

続き、学校と地域が取り組んでいける防災

体制を構築していかなくてはならない。 
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事業内容：防災に関する指導方法等の開発・普及等のための支援事業

学校防災アドバイザー活用事業の実施

題名：命の大切さを考える防災教育公開事業（地震と津波）

－災害時に自主的に行動できる生徒の育成－

所属・電話番号：袖ケ浦市立長浦中学校・0438-62-2834

校長 石橋 健彦

１ 実施事業

(１)防災に関する指導方法等の開発・普及

等のための支援事業の実施

(２)学校防災アドバイザー活用事業の実施

２ 事業概要

(１)地震・津波を想定した小中合同避難訓

練の実施

(２)学校防災アドバイザーによる防災教育

講演会や防災教育授業の実施

(３)防災教育授業の工夫・改善・展開

(４)地域住民との合同防災訓練の実施

３ 実施概要

実 施 計画事項 参加者

時 期

４月 ○第１回担当 学校代表・自治会

者連絡会議 ・市教育委員会・

NP0 ゆかいな仲間

たち

８月 ○第２回担当 学校代表・自治会

者連絡会議 ・南房総教育事務

所・市教育委員会

・NP0 ゆかいな仲

間たち

○防災体験活 教職員・自治会・

動職員研修 NP0 ゆかいな仲間

たち

９ 月 ○第３回担当 学校代表・自治会

者連絡会議 ・市教育委員会・

NP0 ゆかいな仲間

たち

○小中合同津 長浦小・中全校児

波・地震避 童生徒

難訓練

○防災教育集 教職員・生徒・南

会 房総教育事務所・

市教育委員会

10月 ○第４回担当 学校・自治会・市

者連絡会議 教育委員会市危機

管理課・NP0 ゆか

いな仲間たち・袖

ケ浦市消防署

○防災教育授 教職員・生徒・木

業 更津工業高等専門

学校

11月 ○防災教育公 教職員・生徒・自

開授業 治会・市教育委員

○地域住民と 会・県教育委員会

の合同防災 ・自治会・市教育

訓練 委員会
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４ 担当者連絡会議

氏名 所属及び役職

１ 岡本英樹 南房総教育事務所指導

室指導主事

２ 猪野智明 袖ケ浦市教育委員会学

校教育課指導主事

３ 花澤 司 袖ケ浦市役所危機管理

課副主査

４ 森岡かおり 長浦駅前自治連合会会

長

５ 長沼 眞 長浦駅前自治連合会会

長代理

６ 大野裕隆 長浦中学校ＰＴＡ会長

７ 白尾克伸 N Ｐ０法人ゆかいな仲

間たち理事長

８ 石橋健彦 長浦中学校校長

９ 板垣秀明 長浦中学校教頭

10 伊藤弘巳 長浦中学校研究主任

11 川名康弘 長浦中学校安全主任

５ 具体的な取組

（１）地震・津波想定避難訓練

９月４日（水）11:15～ 12:15

本校は、海が近く海抜が 8.3ｍに位置し、

津波被害に対する懸念もある。津波警報を

想定し、第三次避難を海抜 23 ｍの長浦小

学校にて行った。小学校まで 300 ｍ程の距

離であったが、横断歩道が２カ所あり、交

通事故に対する注意が必要であった。訓練

実施時には、職員の配置については、検討

が必要なことが判明し、直ちに改善策を検

討した。

＜地震・津波想定避難訓練＞

（２）防災教育集会

９月１９日（木）13:00 ～ 14:00

講師：「大槌町の子どもを支える会」

代表 志村 淳子 氏

被災者、被災地への理解を深めるため東

日本大震災で多くの死傷者を出した岩手県

大槌町の被災の様子や親を失っても必死に

生活している小中学生の書いた作文を教師

が読み聞かせた。

（３） 自然災害調べ学習

９月３０日（月）～１０月４日（金）

講師：袖ケ浦市学校図書館

支援センター 中村 伸子 氏

防災について考えるには、災害を知るこ

とが必要という考えから、１年～３年の全

校生徒が自然災害をテーマに「地震災害」

「津波災害」「台風災害」「土砂災害」「集

中豪雨災害」「火山噴火災害」について調

べたことをワンペーパーでまとめ、展示し

た。一連の防災学習の動機付けとして特に

効果があった学習活動であった。

（４） 防災教育授業

１０月３１日（木）13:00～ 15:00
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講師：木更津工業高等専門学校

環境都市工学科 鬼塚信弘准教授

「地震と液状化現象」

木更津工業高等専門学校の学生と中学生

（１年生）がいくつかのグループをつくり、

「地震や津波発生のメカニズム」や「地震

に強い建築物の構造」について学習した後、

「液状化現象」の実験等を行った。

＜液状化現象の実験＞

（５） 防災教育公開授業

１１月６日（水）14:00～ 14:50

１・２年生の６学級にて、「地震と津波」

災害の恐ろしさを事前の調べ学習から得た

知識をもとに命の大切さを考え、命を守る

ためにどのような取組ができるかを学習し

た。阪神・淡路大震災や東日本大震災から

復興していく人々の取組や一生懸命に生き

ていく子どもたちの営みを通して、自助か

ら共助、公助へとつながる防災、減災の意

識を高めることができた。以下が各クラス

の授業の概略である。

○１年１組 学級活動「幸せを運べるよ

うに」 阪神・淡路大震災から生まれた曲

「幸せを運べるように」の合唱をとおして、

歌詞に込められた思いや願いを感じ取っ

た。

○１年２組 学級活動「そのときあなた

はどうする」 クロスロードを活用し、災

害時の判断の重要性を学習した。

○１年３組 道徳「震災に学ぶ」 震災

の恐ろしさを伝え続ける写真家の松原さん

の生き方から困難に負けずに信念に基づい

て行動する強い気持ちの大切さを学習し

た。

○２年１組 学級活動「非常用持ち出し

袋の中身を考えよう」 被災地の被災者の

話や同じ中学生の話を聞いたり、避難所生

活のＤＶＤを視聴し、非常用持ち出し袋の

必要性を理解し、中身を考えた。

○２年２組 道徳「みんなの命を守る」

「いなむらの火」から津波災害の恐ろしさ

を理解し、自分の命だけでなく、みんなの

命を守るために行動を起こすことの大切さ

を学習した。

＜２年２組の授業＞

○２年３組 総合的な学習の時間「災害に

ついて備えよう～プレゼンテーション」

日本で起こる自然災害をグループごとに調

べ、発表し、災害に対して的確な判断力、安

全を確保する行動力の在り方を学習した。
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＜調べ学習の展示＞

（６） 防災教育講演会

１１月６日（水）15:20 ～ 16:20

学校防災アドバイザー：元福島県浪江町

浪江町立浪江小学校長 半谷一芳氏

演題「東日本大震災と原子力発電所の

事故を体験して」

教職員、P ＴＡ、地域住民の研修の場と

して防災教育講演会を開催した。東日本大

震災の時に校長であった半谷氏の体験談を

聞いた。震度６強の地震直後の避難誘導や

避難所運営の経験を踏まえて、避難経路の

確認、避難訓練がいかに重要であるかを再

確認することができた。

（７） 地域住民と合同防災訓練

１１月１６日（土）9:00 ～ 12:20

学校防災アドバイザーであるＮＰＯ法人

「ゆかいな仲間たち」の方々の協力の下、

地域と学校が合同で地震対応の避難訓練と

併せて防災体験活動や避難所設営訓練を行

った。地域の避難は防災無線の発令により

始まり、二次避難所の学校に町会毎に集合

した。今回の避難訓練により、地域住民に

本校の避難訓練についてある程度の理解を

得ることができた。

体験活動の内容は以下の通りである。

炊き出し給食、救急搬送訓練、放水訓練、

段ボールの腰掛け、新聞紙を使ったスリッ

パの作成、ロープワーク、ビニルシートを

使ったテントの作成、廃油を使ったランプ

の作成。

ＮＰＯ法人「ゆかいな仲間たち」の方々

に事前に指導を受けた３年生が教わった技

能を地域住民に伝えることができた。特に

炊き出しでは専用のビニール袋を使用し、

大量の炊飯を効率よく実施することができ

た。各体験活動において災害時における中

学生の役割の重要性を教師も地域住民も再

認識できた。

＜合同避難訓練＞

＜段ボールで椅子を制作＞
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＜廃油を使ってランプを制作＞

６ 成果と課題

【 成 果 】

（１）生徒の「命の大切さ」や防災・減

災についての意識が高まった。

調べ学習を用いたことで、東日本大地震

や津波の恐ろしさ、被災地の現状や復興の

様子に対する理解が深まり、より主体的な

活動となった。「命の大切さ」を考える良

い機会となった。

（２）地域・保護者と学校が連携した避

難訓練の定着が図れた。

地域・保護者と学校が連携した避難訓練

を実施することで、職員が連携して組織的

な行動がとれ、現実に近い対応ができた。

さらに、参加者全員が、日頃の避難訓練の

大切さをより一層深く認識することができ

た。また、防災事業担当者会議を開くこと

で、地域、関係機関との連携が密になり、

共助の意識の高まりを感じることができ

た。

（３）教職員・保護者の防災・減災につ

いての意識が高まった。

避難訓練・防災意識を高める授業、調べ

学習を指導することにより、災害時の対応、

防災・減災に対する教職員の意識が高まっ

た。防災体験活動の後、防災グッズを準備

したり、避難所の確認をする家庭が増えた。

【 課 題 】

（１）生徒・職員・地域住民の防災意識

をどのように維持していくか。

今回の取組を通して、防災・減災に対す

る意識・関心が生徒・保護者・地域住民の

間で高まった。防災に関する授業、避難訓

練等を引き続き実施し、防災意識の継続を

図っていく必要がある。

（２）地域や関係諸機関と防災に係わる

ネットワークの構築を深める。

今回の成果を踏まえ、自助、共助、公助

の精神のもと学校が中心となり、家庭・地

域社会や関係諸機関と連携を深め、防災教

育、防災事業を推進していくことができた。

この成果を生かし、構築したネットワーク

が恒常的なものとなるように連携の継続を

めざす。

（３）避難所の運営についての行政機関

や地域と学校との役割を明確にする。

今回、地域住民や行政機関と連携して避

難訓練を行った。避難方法等については、

共通理解ができたが、避難所運営等につい

ては検討課題も多く、今後とも三者の共通

理解を進める。
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７ 事業の成果を活用した今後の取

組の見通し

（１）津波を想定した避難訓練の継続

今年度、初めて津波を想定した避難訓練

を実施したが、様々な課題が見えてきた。

課題に対応し、実情にあった防災計画を検

討する必要がある。その計画に沿って避難

訓練や防災訓練を実施し、マニュアルを含

めた見直しを検討していく。

＜長浦小学校まで避難する生徒＞

（２）「命の大切さを考える」防災教育

を組織的、計画的に行う。

生徒の防災意識を高めていくには、実施

した防災教育の授業や調べ学習を継続し、

学級活動や道徳を中心とした学習内容、指

導法を検討し、生徒の実態に応じた教材の

開発を進めることが必要である。学校の全

体計画に防災教育を組み込み、組織的・計

画的に進めていく。

（３）合同避難訓練・避難所設営訓練を定

期的に行う。

合同避難訓練・避難所設営訓練を地域や

行政機関との協力を得ながら、計画的に行

い、自助・共助・公助の精神を核として中

学生の役割を認識させ、継承していく。

＜合同避難訓練＞
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事業内容：防災に関する指導方法等の開発・普及などのための支援事業 

     学校防災アドバイザー活用事業の実施 

題  名：命の大切さを考える防災教育公開事業（避難所対応） 

     ―命の大切さを考える力をはぐくむ指導方法の工夫― 

       ～防災教育及び命を大切にする教育～ 

所属・電話番号：流山市立東部中学校・０４－７１４４－３５１４ 

                         校長  岡 林 秀 樹 

                                         

１ 実施事業 

(1) 防災に関する指導方法等の開発・普及

等のための支援事業」 

(2) 学校防災アドバイザー活用事業の実施 

２ 事業概要 

(1)避難訓練をとおして、避難方法の改善を

図り、施設、設備の改善点を探る。 

(2)避難所開設・運営訓練を地域の方々と合

同で行うことをとおして、避難所の実際

を知るとともに、中学生が避難所ででき

ることを考え、関係者が課題の共有及び

改善方法の協議を行う。 

(3)救急法の技術を多くの生徒に習得させ、

緊急時の対応力を向上させる。 

(4)地震・防災の専門家を招聘し、講話・実

習による指導を受け、防災教育、防災管

理、組織活動の充実を図る。 

(5)防災マニュアルを実際に合わせて再点

検し、見直しを行う。 

３ 実施概要 

実施時期 計画事項 参加者 

４月 

５月 

 

６月 

 

避難訓練 

避難訓練 

担当者連絡会議 

校内研修会 

避難訓練 

救急法講習会 

担当者連絡会議 

生徒・教職員 

生徒・教職員 

実践委員 

生徒・教職員 

生徒・教職員 

生徒・消防署員 

実践委員 

７月 

 

９月 

 

 

 

10 月 

 

 

 

 

11 月 

12 月 

２月 

３月 

防災授業 

避難訓練 

担当者連絡会議 

地域合同防災訓練 

 

 

校内研修会 

避難訓練 

地域公開事業 

 

 

避難訓練 

避難訓練 

避難訓練 

避難訓練 

生徒・教職員 

生徒・教職員 

実践委員 

防災アドバイザー

地域住民 

生徒・教職員 

生徒・教職員 

生徒・教職員 

防災アドバイザー 

地域住民 

生徒・教職員 

生徒・教職員 

生徒・教職員 

生徒・教職員 

生徒・教職員 

４ 担当者連絡会議 

 氏名 所属及び役職 

１ 鈴木孝明 
千葉県教育庁東葛飾 

教育  教育事務所指導主事 

２ 大重基樹 
流山市教育委員会 
     指導課長 

３ 鈴木紳一 
流山市役所市民生活 
部防災危機管理課長 

４ 今井隆明 
流山市役所市民生活 
部コミュニティ課長 

５ 笠井善亮 本校教頭 

６ 町田広二郞 本校 PTA 会長 

７ 野路烝一 
流山東部地区自治会 
連合協議会事務局長 
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５ 具体的な取り組み 

(1)災害時における傷害に対する対応 

①救急講習会 

ア ねらい 

・災害時に緊急を要する傷害などに対し、

応急の対処ができるようにする。 

・できるだけ多くの生徒が技術を身につけ、

地域・家庭で対応ができるようにするた

めに、東部中学校３学年生徒全員に「普

通救命講習修了証」を取得させる。 

イ 内容 

・全体講習（ＶＴＲ）・・・・・ １時間 

・実習①（心肺蘇生法・胸骨圧迫･人工呼吸）・１時間 

・実習②（ＡＥＤ）・・・・・・ １時間 

ウ 計画 

・講習計画 60 分×３回 

・期間 ６月６日～６月 19 日 

・場所 東部中学校体育館及び武道場 

・講師 流山東消防署員 流山市消防団 

流山市救急ボランティア 

・対象 東部中学校３学年生徒 193 名 

・使用する時間  

保健体育の時間及び総合的な学習

の時間６学級×２＋１ 延べ 13 時間 

エ 講習等 

・１時間目はＶＴＲにより全体講習を行い、

総合的な技術について学ぶ。 

・２時間目以降は講師の方が４～６名来校

し、生徒５～６名を１人の講師が担当し、

実習する。 

・３時間目には AED を使った救急対処法

を学ぶ。 

②地域合同防災訓練による応急処置法 

ア ねらい 

・下級生及び地域の方々にも技能を伝達し、

技術・知識を広める。 

イ 内容 

・救急法（三角巾、止血法、RICE 処置、熱中症対応） 

・AED 救急法（心肺蘇生法、胸骨圧迫、人

工呼吸、AED 処置） 

ウ 計画 

・期間 ９月 14 日 

・場所 東部中学校体育館及び武道場 

・講師 東部中学校３学年生徒 26 名 

・対象 東部中学校１，２学年生徒 43 名 

    及び流山東部地域住民の参加者 

エ 訓練等 

・訓練は３学年生徒がリードして行い、１

学年・２学年及び地域の任意の参加者に

対し、繰り返し行われ、できるだけ多数

の人に技術の伝達が行われた。 
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(２) 防災訓練年間計画（避難訓練） 

①ねらい 

・いつ起こるかわからない地震に備えて、

いつ、どんな場所にいても、第一次避難

を安全に行うことができる能力と態度を

育成し、災害から自分の身を自分で守る

ことを目的とする。 

・「落ちてこない。倒れてこない。移動して

こない」場所に素早く身を寄せて安全を

確保する。 

 

②月ごとの予定 

月 想定する状況 災害の種類 

４ 授業中 地震 

５ 部活動中 地震 

６ 昼休み中 地震 

７ 休み時間 地震 

９ 授業中 地震に伴う火災 

10 部活動中 地震に伴う火災 

11 昼休み中 地震に伴う火災 

12 帰りの会 地震に伴う火災 

２ 休み時間 地震 

３ 授業中 地震 

 

③訓練内容 

・地震の発生とそれに伴う火災発生を想定

して実施する。 

・地震発生・火災発生の放送連絡により、

避難経路に従って避難させ、校庭で整列、

点呼を行う。（ワンポイント訓練の場合は

第一次避難まで） 

・様々なケースを想定して月に一度実施す

る。 

 

(３)小中集団下校 

①目的  

緊急時に中学生が小学生を守り、安全に 

帰宅する訓練を行う。 

②日時  

７月 19日(金)  

 東小 11：10 向小金小 11：35 

③方法 

・下校開始約２５分前に小学校に中学生が

到着。東小６グループ、向小金小４グル

ープに分かれる。 

・事前に小学校の下校ルートに合わせて、

中学生をグループに分けておく。 

・中学３年生の代表生徒が整列隊形を確認

し、学年･グループを記載したプラカード

を掲げ、小学生を学年別に１列に並べる。 

・全体で３年生代表が挨拶、話をし、出発

する。出発のグループ順は小学校の計画

に合わせる。 

・職員の動きについては小中学校で事前に

調整し、担当するコースを決めておき、

グループに同行もしくは危険箇所で下校

を見守る。 

・全生徒が下校完了したことを確認した後

それぞれの小学校に戻り、全体確認後終

了する。 
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④事前準備 

ア 中学校 

・各小学校区生徒のグループ分け、リーダ

ー決めを行う。 

・リーダー指導（当日の活動内容の確認と

心構え作り） 

イ 小学校 

・タイムスケジュール作成、確認。 

・グループ別集合場所(校庭)の確認。 

・集合時の隊形、整列方法の確認。 

・下校順、下校する門の確認。 

・各コースの配置職員確認。 

・保護者へのお知らせの配布。 

 

 

(４)地域合同防災訓練 

①準備の動き 

・東部地区大規模災害時対応シンポジューム  

・日時 １月 27日 13:30～ 

・会場 松ヶ丘自治会館 

②地域合同防災訓練準備委員会 

・４月より毎月実施 計４回 

・参加者 

流山市役所市民生活部コミュニティ課  

流山市役所市民生活部防災危機管理課  

 流山市教育委員会指導課         

流山市東部地区自治会連合協議会事務局  

東小学校 向小金小学校  

東部中学校ＰＴＡ 東部中学校 

③当日の実践 

・９月 14日（土）  

8：30～12：30 

・会場 流山市立東部中学校 

 
   （仮設ベッドづくり） 

④日程 

8：30     避難開始 

  8：50     受付  

  9：00     開会行事 校庭  

  9：20～11：00 訓練（活動） 

 11：15     閉会行事  校庭 

 11：30     解散 後片付け 

 11：45       反省会 運営委員会 

 

⑤活動内容 

避難所運営 
避難者カード 

リスト 
校庭 

避難所運営 
車椅子、 

アイマスク 
校庭 

避難所運営 仮設トイレ 体育館 

避難所運営 仮設ベッド 体育館 

避難所運営 間仕切り 体育館 
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避難所運営 救急法 武道場 

避難所運営 AED・救急法 武道場 

避難所運営 

消火活動 

（消火器） 

（バケツ） 

（放水） 

校庭 

自助活動 簡易かまど 校庭 

自助活動 炊き出し 校庭 

自助活動 
ロープワーク 

起震車・煙体験 
校庭 

自助活動 
土のう作り 

起震車・煙体験 
校庭 

（簡易トイレ作り） 

 

(5)公開授業 

年組 教科 単元名 

1 学年 総合的な学習の時間 地域防災マップづくり 

2－1 数学 一次関数の利用 

2－2 理科 日本の気象 

2－3 英語 A Work Experience Program 

2－4 道徳 やがて防災無線が途切れた 

2－5 保健体育 応急手当 

3－1 道徳 君の存在は無二 

3－2 学級活動 大地震に備えて 

3－3 国語 無言館の青春 

3－4 社会 現代の民主主義 

3－6 理科 土の中の生物のはたらき 

 

・ゲストティーチャー 

福岡大学理学部地球圏科学科 西 憲敬准教授 

東京大学大学院農学生命科学研究科附属 

演習林教育研究センター 前原 忠助教 

 

 

 

 

(6)防災講演会 

演題「大地震から何を学ぶのか？」 

～学校・家庭・地域で命を守るために～ 

講師 前地震噴火予知研究観測センター長 

東北大学リーディング大学院 海野德仁教授 

東日本大震災を中心に過去から現在に至

るまでの地震を分析し、そのメカニズムに

迫ることで、これから自分たちがどのよう

な対策を立てていく必要があるのかを講演

していただいた。 

講演内容 

・震災とは？ 

・地震に対する心構え。 

・地震列島の住民として 

 発生後 ３分間→自助 

     ３時間→共助 

     ３日間→公助 

・地震と断層によるタイプ。 

・地震発生の原動力は？ 

・津波の発生機構と現在わかること。 

・今後の地震学の展開について。 

・超巨大地震と火山の噴火。 

・まだわからないことと地震学への批判。 

・これから目指すべきモデルの改良と新し

い考え方。 
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６ 成果と今後の課題 

(1)成果 

①避難訓練における成果 

・通常の避難訓練では、安全、かつ、迅速

な避難ができるようになった。生徒の意

識も高まり、避難時の約束事も徹底され

るようになった。 

・訓練を積み重ねることで、スムーズな活

動ができるようになった。 

・予告なしの避難訓練であっても、防災学

習の成果によって生徒の防災意識が高ま

り、真剣に取り組むことができるように

なった。 

・教室にいるとき、廊下にいるとき、体育

館にいるとき、グラウンドにいるとき等

の、災害発生時における的確な第一次避

難の仕方を覚えることができた。 

・毎月想定を変えて行うことで、学校生活

のほとんどの場面で、かなり速やかに実

質的な避難を行えるようになった。 

②救急法における成果 

・救急法の技術を習得し、生徒は自信を持

って緊急時の対処ができるようになると

ともに、地域・家庭の信頼が高まった。 

③小中集団下校における成果 

・小中集団下校により、保護者が引き取り

困難な場合の中学生による自宅までの誘

導過程を訓練することができた。 

・地域の一員としての意識が持てた。 

・中学生と小学生の交流が多く見られた。 

・リーダーとしての自覚ができた。 

・小学生の面倒を見るという気持ちが表れ

ていた。 

④地域合同防災訓練における成果 

・地域住民と生徒が、様々な活動を通して

協力する姿は、自助から共助へのつなが

る確かな一歩となった。 

・中学生が避難時に大きな力を発揮できる

ことが地域住民に理解され、避難所運営

に欠かせない一員であることが示せた。 

・防災訓練を通して、災害時に当該中学校

が果たす役割や機能について、生徒及び

地域住民が理解した。 

・3 年生がリーダー性を発揮して、グルー

プをまとめながら活動することができた。  

・避難所運営に於いて中学生と共にできう

る多くのコンテンツを訓練することがで

きたことにより、地域における災害時の

認識を大きく変え、自覚を高めることに

大いに役立っていた。 

(２)課題 

・避難訓練に慣れることで、真剣味に欠け

る生徒の行動が表れることがあるので、

訓練であっても真剣さを失わないよう指

導していきたい。 

・避難訓練を行えば行うほど一時避難の困

難な場所があることが認識され、本当に

命を守る為の工夫と改善が必要である。 

・救急法の技術は繰り返し行わないといけ

ないのでその機会を確保する必要がある

ことと、技術を更に広めなければいけな

い。 

・小中集団下校では、信号の関係で、小学

生だけや中学生だけで歩いているグルー

プがあったので、中学生をもう少しちり

ばめて下校させた方が良い。 

・１グループの人数が多く長蛇の列になり

安全面での配慮が必要。 

・緊急時の自宅への誘導は家庭によりニー

ズが異なるので更に研究が必要である。 

・地域合同防災訓練はある程度の期間内に

行っていく必要があり、そのあり方につ

いて地域と一体になって研究を続けるこ

とが重要である。 

・各活動での工具等の使い方や、火のおこ

し方を指導し、再度体験させる。 
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事業内容：防災に関する指導方法等の開発・普及等のための支援事業

学校防災アドバイザー活用事業の実施

題 名：命の大切さを考える防災教育公開事業（避難所対応）

地域に貢献できる生徒の育成を目指した防災教育の取組

－生徒の共助・公助を意識した避難所設営への関わり方－

所属・電話番号：銚子市立第二中学校・０４７９－２２－１３６０

校長 伊藤 進

１ 実施事業

(1) 防災に関する指導方法等の開発・普及等

のための支援事業

(2) 学校防災アドバイザー活用事業の実施

２ 事業概要

本校は千葉県教育委員会より、「命の大切

さを考える防災教育公開事業」の指定を受

け、「避難所対応」という課題で、防災教育

とともに、学校が地域の避難所となった場

合に備えた体制の確立を図った。

(1) 運営体制の整備

(2) 学校・保護者・地域住民参加による合同

訓練の実施

(3) 自助・共助を意識した防災学習をはじめ

とした学校防災教育の公開

(4) 学校・保護者・地域住民を対象とした講

演会の開催等の防災啓発活動

３ 実施概要

実施時期 計 画 事 項 参加者

４月 ○研修・研究計画 職員

の検討

○避難訓練(地震、 生徒・職員

津波想定）

５月 ○担当者連絡会議 学校・市教委・市危機管理

室・PTA 役員

○校外学習（防災 生徒（１年・

施設見学・体験） ２年）

６月 ○心肺蘇生研修 生徒（委員会）

・職員

７月 ○防災研修会 職員

○防災講演会 生徒・保護者

・職員

８月 ○市防災担当者と 市防災担当・

の会議 校内防災担当

○職員全体研修 職員

○職場体験（職場 生徒（２年）

９月 の防災調べ）

○避難所対応訓練 生徒・職員・地域住民・

市職員

○九都県市合同防 校長・教頭・生徒 22 名

災訓練 参加

１０月 ○職員全体研修 職員

○心肺蘇生研修 生徒（２年）

１１月 ○防災授業公開 生徒・職員・地域住民・

○防災教育講演 市職員

１２月 ○担当者連絡会議 学校・市教委・市危機管理

室・PTA 役員

○心肺蘇生研修 生徒（３年）

１月 ○心肺蘇生研修 生徒（１年）

○まとめ・報告書 学校

の作成
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４ 担当者連絡会議

氏名 所属及び役職

１ 梅澤 幹直 北総教育事務所

指導主事

２ 浪川 秀樹 銚子市危機管理室

室長

３ 小関 宏昌 銚子市教育委員会

指導主事

４ 市田 英之 銚子市立第二中学校

ＰＴＡ会長

５ 伊藤 進 銚子市立第二中学校

校長

６ 古田 一義 銚子市立第二中学校

教頭

７ 藤井 利夫 銚子市立第二中学校

教諭（教務主任）

８ 溝口 康浩 銚子市立第二中学校

教諭（安全主任）

５ 具体的な取組

(1) 災害発生時の避難所開設について

避難所の運営は行政が中心となって行う

が、円滑な運営のためには学校・地域の協

力が大切である。そこで、学校が避難所と

して機能するまでに果たすべき役割につい

て、以下の取組を進めた。

・災害発生時の避難所開設・運営までの

手順を作成する。

・避難所開設に対応する危機管理マニュ

アルの見直しを行う。

・地域や関係機関等と連携した防災訓練

を実施する。

① 避難所開設・運営までの手順

大きな地震が発生した場合、銚子市では

津波により、建物の被害やライフライン、

交通や物流の停止などの混乱が予想される。

このような中で、被災者は避難所でかなり

の期間、共同で生活することになる。混乱

なくスムーズに避難所が開設され運営され

るよう、地域住民や行政機関と連携する必

要がある。そのため、市危機管理室防災担

当を交え、避難所の開設・運営の初動活動

のマニュアルを作成した。

【災害時対応マニュアル】

【避難所開設手順】

② 危機管理マニュアルの見直し

災害発生時には、本校は地域の避難所と

しての役割を果たすことになる。危機管理
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マニュアルを見直し、学校が避難所になっ

たときの、開設に向けて対応できるものへ

と改善を図った。

・災害時の学校職員の組織と役割の明確化

・災害発生時に必要な物資の準備・点検計

画の作成

・避難所開設時の校舎及びグランドの設営

図の作成

・避難所の状況及び対応に関する記録用紙

の作成

・防災関係の安全点検簿の作成

③ 地域や関係機関等と連携した防災訓練

９月１日（日）「防災の日」に、本校体育

館に避難所を開設する「銚子市地震津波避

難訓練」を実施した。当日は、防災行政無

線と広報車により、訓練の放送が地域に流

され、１００名を超える地域の方々が避難

所に集まった。職員が、避難所開設の手順

に従い、生徒への対応と避難所開設の初動

対応の訓練を行った。その後「銚子市津波

ハザードマップの利用法」についての講話

を行った。

地震発生（登校時間帯）・大津波警報発表

→１・２次避難→避難所初動対応の指示

及び校内防災対策本部設置→生徒への対

応（担任）・避難所初動対応（副担任）→

市教委・関係機関への報告→生徒・地域

住民が避難してくる→避難所開設→講話

「津波ハザードマップの利用法」

【避難所初動対応】

・マニュアルに基づき避難所初動対応

を行う（避難所施設、設備の安全点

検、危険物の除去等）

・点検結果を点検者から校長に報告す

る

【避難所開設準備から開設まで】

①防災倉庫解錠

②体育館に避難者用受付設置（ステー

ジ下から長机６台、防災倉庫から表

示札、鉛筆、名簿用紙、職員室から

セロテープ、バインダー）

③廊下等に避難所案内表示、避難所入

り口にスリッパ用意

④避難所入口の解錠

⑤避難者の誘導

⑥避難者名簿への記入依頼と回収

⑦生徒に対応している職員(担任)は生

徒を１次避難場所から体育館に誘導

⑧グラウンド駐車場、緊急車両乗り入

れスペース、救急物資保管場所等の

確保

⑨ペット（犬）を連れてきた避難者に

は、技術棟とプールの間(鉄棒利用)

につなぐよう指示

【避難名簿の記入の様子】

【当日は移動交番も開設された】

(2) 防災教育について

防災教育では、生徒の発達段階に応じた
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災害に対する「自助」「共助」「公助」の意

識・態度や災害に関する知識を身に付けさ

せることができるよう各教科等において指

導することが大切である。そこで、災害や

防災に関する基礎的・基本的な知識・技能

を習得し、自ら考える、自分で判断すると

いった場面の学習を通して防災意識を高

めていこうと考えた。

１学年【自助】

・災害についての正しい知識と、防災の

在り方についての理解を深める。

・自分自身の身を守り、被害を最小限に

するためにできることを考え、実践す

る。

２学年【共助】

・災害時に必要な知識・技能を身に付け

る。

・地域防災について、その役割を知り、

自分にできることを考え、実践する。

３学年【公助】

・災害時に大切な社会性や公徳心を持ち、

地域の一員として役立とうとする。

・地域防災の役割と働きについて知り、

災害時に自分ができることを考え実践

する。

① 避難訓練の実施

４月１０日（水）に、年度初めの避難訓

練を実施した。生徒に緊急時の避難方法の

基本を身に付けさせるとともに、職員の災

害時における対応について確認した。事前

指導では心構えと避難経路の確認を、事後

指導では安全に身を守るための避難の仕方

と整然とした集団行動を指導した。昨年度

より、津波からの避難として、付近の高台

（愛宕山 海抜約７０ｍ地点）への避難訓練

を実施している。

② 校外学習における防災教育への取組

ア １年校外学習(生徒３３名)

６月中旬に校

外学習として、

東京都にある本

所防災館を訪れ、

防災体験を行っ

た。はじめに防

災シアターで地震の迫力ある映像を見た後、

２班に分かれて「地震」「煙」「消火」「暴風

雨」の４つを体験することができた。生徒

は、リアルな疑似体験を通して改めて災害

の恐ろしさを知ることができた。

イ ２年校外学習(生徒４５名)

５月の校外学習

１日目に、東京都

江東区有明にある

東京臨海広域公園

の防災体験学習施

設「そなエリア東

京」において防災体験学習を行った。ここ

は、国や自治体などの支援体制が十分に整

うまでの目安の３日間とされる７２時間を

自力で生き抜く疑似体験ができる施設であ

る。「東京直下 72h TOUR」は、マグニチュ

ード7.3、最大震度６強の首都直下地震の発

災から避難までをゲーム機を使ったクイズ

に答えながら、生き抜く知恵を学ぶ防災体

験ツアーである。生徒は、リアルな疑似体

験を通して生き抜く上での大切な知識を学

ぶことができた。

③ ＡＥＤ及び心肺蘇生法の講習会

本校では、日本赤十字社千葉支部の協力

で、毎年ＡＥＤ及び心肺蘇生法の講習を全

職員、全生徒が受けている。講習会は、職

員、保健委員会、ＪＲＣ委員会が１学期に、
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各学年は２学期以降に順次実施している。

今年度から、

実際の場面を想

定し、状況に応

じた対応ができ

るよう、それぞ

れ役割分担をし

て実施した。

④ 職場体験（職場の防災調べ）

本来の職場

体験の目的の

他に、各事業

所など地域社

会における災

害（主に地震

や津波）への

備えについて

理解するため

に、体験する

各事業所の防災対策について聞き取り調査

を行った。各事業所が、震災を教訓にした

防災訓練の実施や、防災備品を充実させる

努力をしていることがわかった。

⑤ 防災講演会

ア 第１回

（７月１２日）

東日本大震

災以降、毎年

千葉科学大学

から講師を迎え実施している。今年度は危

機管理学部准教授の藤本一雄先生を講師に

迎え、「巨大地震災害を乗り切るための防災

危機管理の素養」と題して、講演をしてい

ただいた。地震災害や津波のメカニズム、

防災危機管理の取組について、多くのこと

を学ぶことができた。

イ 第２回（１１月１９日）

本校の防災教育公開研究会において、元

旭市立飯岡小学校長の毛利恒彦先生を講師

に迎え、「東日本大震災時の飯岡小学校の対

応～避難所運営を中心として～」と題して、

講演をしていただいた。震災直後の避難所

の開設・運営に係る様々な苦労や２か月以

上に渡る地域住

民・行政機関・

報道機関等への

対応など、実体

験をお話しいた

だいた。

⑥ 九都県市合同防災訓練（９月１４日）

銚子沖で地震が発生したと想定し、津波

やその他の災害に対応する訓練が千葉科学

大学前駐車場で実施され、本校の生徒も多

数参加した。避難者として参加した他に、

自衛隊、海上保安庁、消防、警察などの訓

練を見学し、「自助」「共助」「公助」の大切

さを考えるよい機会となった。参加した生

徒が文化祭（１０月２７日）でプレゼンテ

ーションを行った。

⑦防災教育授業

「命の大切さを考える防災教育公開事業」

の公開授業を全学年で展開した。

ア １年総合的な学習の時間

「安全な避

難経路の確認」

という課題を

設定し、本校

付近の危険箇

所を中学生の

目線で調べ、より安全な避難経路を作成し

て発表した。

イ ２年総合的な学習の時間

「救命法・救急法のスキルアップ」とい

う課題を設定し、ＡＥＤを使っての心肺蘇
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生法や三角巾を使っての応急処置法の知識

や技能をより確かなものにする活動を行っ

た。当日の授業では、地域住民の参加を得

て、生徒が地域住民に教えることで、自ら

の知識・技能

を確かなもの

とするととも

に、交流を図

ることができ

た。

ウ ３年総合的な学習の時間

「避難所で

できること」

という課題を

設定し、避難

所の確保・設

営を体験する

ことで、避難所設営へ参画できるようにす

るため自分たちが何を求められ、何ができ

るのかを具体的に考えていく活動を行った。

６ 成果と今後の課題

(1) 成果

・学校安全計画や危機管理マニュアルの見直

しを行い、様々な危機に対する対応をマニ

ュアル化することができた。

・防災教育に関わる指導内容を、教科等の指

導計画に位置づけ実施したことにより、生

徒の自然災害や防災に関する理解が深まり、

防災意識を高めることができた。

・学区にある千葉科学大学や日本赤十字社千

葉県支部の協力により、講演や講習を行う

ことができ、連携を深めることができた。

・銚子市危機管理室の協力を得て、避難所対

応訓練を行い、避難所開設時の職員の対応

を「災害時対応マニュアル」に沿って訓練

することができた。

・避難所開設のための「災害時対応マニュア

ル」の見直しや必要物資の確認、行政機関

との共通理解を図ることができた。

・避難所が開設された際に、ＰＴＡのＯＢ組

織であるＮＳＣ（二中サポートクラブ）の

協力が得られることとなった。

(2) 今後の課題

・避難所の開設・運営に必要となる防災用物

資の確認と点検を行い、更に整備を進め、

充実していく必要がある。

・避難所開設・運営にあたり、地域や行政機

関、避難所に指定されている学区の小学校

との連携を更に進める必要がある。

・危機管理マニュアルは学校安全の基本とな

るので、年度初めに共通理解を図るととも

に、常に見直しと再確認をしていく必要が

ある。

・学区の特徴として、海沿いに住む地域の方

々と海から離れたところに住む地域の方々

との意識に差がある。そのため、学校が行

政機関と共に地域防災の重要性を発信する

必要がある。

・本校が避難所に指定されていることから、

「自助」「共助」「公助」を意識した防災教

育を継続的に実践していくことが必要であ

る。さらに、防災教育に関わる教材の収集

と開発を行うことが必要である。
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事業内容：防災に関する指導方法等の開発・普及等のための支援事業

学校防災アドバイザー活用事業の実施

題 名：命の大切さを考える防災教育公開事業（地震と津波）

－地震と津波・地域ぐるみで防災を－

所属・電話番号：千葉県立九十九里高等学校・０４７５－７６－２２５６

校 長 田 中 賢 司

１ 実施事業

(１)防災に関する指導方法等の開発・普及

等のための支援事業

(２)学校防災アドバイザー活用事業の実施

２ 事業概要

生徒一人一人に、防災に係る知識や技能

を習得させ、自助・共助の意識の下、的確

な判断と行動がとれるよう、実践的な防災

教育を推進する。さらに、地域に貢献でき

る人材育成を目指す。

また、ミニ集会を核として、地域住民や

関係諸機関とのネットワークを構築する。

３ 実施概要

実施時期 計 画 事 項 参加者

５月
○緊急連絡手段（メール）の整備 学校・保護者

○降下訓練 学校

○第１回担当者 連絡会議構

６月 連絡会議 成員

○一日赤十字体験 学校・日本赤十字社千葉支部

○ＡＥＤ講習会 学校・日本赤十字社千葉支部

７月
○津波に関するアンケート 学校

（第１回）

○備蓄食料試食 学校

９月
○避難訓練（地震） 学校

○第１回講演会 学校・銚子地方気象

台

10月 ○ＰＴＡ防災研修 ＰＴＡ

○合同避難訓練 学校・九十九里町

○第２回講演会 学校・いいおか復興プロジ

ェクト

11月 ○ミニ集会（テー 学校・保護者・地域住民・

マは津波防災） 九十九里町・公共機関

○防災教育 幼・小・中

公開ＬＨＲ ・高校

○避難訓練（火災） 学校・防災技術センター

12 月
○避難訓練（津波） 学校

○津波に関するアンケート 学校

(第２回)

４ 担当者連絡会議

氏名 所属及び役職

１ 梅津 清治 県教育庁教育振興部学校安全保健課指導主事

２ 長野 正己 九十九里町総務課長

３ 古川 儀行 県山武地域振興事務所次長

４ 川野 宏 町立九十九里中学校長

５ 鈴木 英雄 本校開かれた学校づくり委員長

６ 錦見 正治 本校ＰＴＡ会長

７ 田中 賢司 本校校長

８ 中村 道代 本校教頭

９ 葛生 久雄 本校事務長

１０ 六川 俊 本校教諭
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５ 具体的な取組

(１)生徒対象の講演会・授業等

①防災アンケート第１回

（平成 25年７月 17 日実施）

生徒の防災に対する意識の実態把握のた

めに、生徒対象にアンケートを行った。

質問項目及び集計結果抜粋

ア あなたの家で

は、地震・津波な

どに備えて何か準

備をしていますか。

イ 本校入学時に、

備蓄品を購入して

いることを知って

いますか。

ウ 本校の備蓄品

はどこに保管され

ているか知ってい

ますか。

②備蓄品の確認・非常食試食 LHR

（平成 25年７月 17 日実施）

アンケートでの認知度が低かった非常時

の備蓄品の保管場所と備蓄品の中身の確認

を行った。また、乾パンと缶詰パンの試食

をした。生徒の感想は「思ったよりおいし

かった」「まずかった」と様々であった。

はい

29%

いいえ

71%

はい
21%

いいえ

79%

はい
21%

いいえ

79%

③第１回防災講演会

（平成 25年９月５日実施）

講師 銚子地方気象台防災業務課

福田 信夫 氏

演題 「地震・津波に備える」

地震想定避難訓練を行った後に体育館に

て実施した。地震が起きるメカニズムにつ

いて、及び津波の発生の原理についての講

演であった。生徒は、興味深く聞いていた。

また、同日、防災に対する意識の問題点の

共有化のために、第１回アンケートの集計

結果報告を実施した。

④第２回防災講演会及び九十九里高等学校

ミニ集会

（平成 25年 11 月 21日実施）

講師 千葉科学大学危機管理学部

教 授 船倉 武夫 氏

いいおか津波復興プロジェクト

語り部 小野 芳子 氏

小野 正和 氏

演題 「地域発の防災

旭 いいおか津波から学ぶ」

第２回講演会は、東日本大震災で実際に

被災された小野さん親子による体験談と、

津波の際の避難行動についての内容であっ

た。「実際に震災被害に遭われた方の体験
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談が非常に印象深い」と多くの生徒が述べ

ていた。

また、この講演会は地域住民の方々にも

公開され、講演会後はミニ集会が開催され

た。

ミニ集会には本校

職員・ＰＴＡ役員の

他に九十九里町職員、

九十九里町片貝地区

区長、東金警察署職

員、山武市広域行政組合消防署職員、九十

九里郵便局職員、九十九里町社会福祉協議

会職員等が参加し、災害時の本校の役割な

どについて意見を交わした。

⑤防災教育公開 LHR

（平成 25年 11月 28 日実施）

津波という災害の恐ろしさといのちの大

切さを考え、自助・共助の意識を高めるこ

とを目的とし、東日本大震災で被災した家

族の体験談を教材として全校一斉の公開

LHR を実施した。

１学年は読み物教

材として、「いつま

でも繋がらない母の

携帯電話」を用い、

自分や他の生徒の意

見をクラス内で共有しあった。

２、３学年は、「が

んばるぞ俺達家族」

を読み物教材として

用いた。グループ学

習を中心に授業に取

り組み、積極的に意見を交換した。

(２)生徒対象の避難訓練

①降下訓練（１学年対象）

（平成 25年５月 27日実施）

・非常用降下装置を使用しての降下体験

②地震想定避難訓練

（平成 25年９月５日実施）

・津波の心配のない地震を想定し、机の下

に一次避難後、体育館に二次避難

③火災想定避難訓練

（平成 25年 12 月２日実施）

・管理棟１階より出火の火災を想定し、校

庭に避難後、模擬初期消火訓練を実施

④地震・津波想定避難訓練

（平成 25年 12 月 17日実施）

・大津波警報発令を想定し、生徒棟校舎屋

上に避難

本校では初めてとなる津波想定の屋上へ

の避難訓練であった。「屋上の高さを知っ

たことで、大津波の大きさや怖さがよくわ

かった」などの意見が得られ、生徒にとっ

て印象に残る訓練となった。



34

(３)その他の活動

①一日赤十字体験

（平成 25年６月 23 日実施）

対象 生徒会役員６名・本校職員

内容 高齢者体験

車いす介助体験

災害用移動炊飯器設置訓練

救急法訓練

② AED講習会

（平成 25年７月４日実施）

対象 保健委員 48 名・本校職員

③起震車体験

（平成 25年９月 11 日実施）

対象 代表生徒 28 名・本校職員

④九十九里町合同防災訓練

（平成 25年 11 月 17日実施）

対象 代表生徒 27 名・本校職員

内容 避難者受付

避難者誘導

仮設トイレ設置補助

炊き出し等補助

九十九里町にて実施された地域の合同防

災訓練にボランティアとして参加した。最

も印象に残っている訓練としてこの避難訓

練を挙げる参加生徒も多かった。慣れない

訓練に戸惑いつつも、生徒は積極的に取り

組んでいた。実施後の感想には、「災害時

に自分達が地域のためにできることが具体

的にわかり、自信がついた。」「炊き出し

の補助が楽しく、やりがいがあった。また

機会があれば是非参加したい」などといっ

た前向きなものが多く、参加した生徒達に

とって有益な体験となった。
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(４)職員対象の研修等

①校内危機管理マニュアルの点検・見直し

と周知

②九十九里町立九十九里小学校

避難訓練参観

（平成 25年５月 31 日実施）

③九十九里町立九十九里小学校

防災講演会参観

（平成 25年６月 22 日実施）

④第１回防災担当者会議

（平成 25年６月 27 日実施）

⑤千葉県立銚子高等学校公開授業参観

（平成 25年８月 11 日実施）

⑥「防災教育を考える」ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ in 千葉

参加

（平成 25年 10月５日実施）

⑦ PTA研修会

（平成 25年 10月 19 日実施）

千葉科学大学にて、生徒対象第２回講演

会の講師である船倉氏による講義を取り入

れた PTA研修会を実施した。

⑧白子町立南白亀小学校避難訓練参観

（平成 25年 10月 27 日実施）

⑨千葉県立銚子高等学校公開 LHR 参観

（平成 25年 11月 12 日実施）

６ 成果と今後の課題

(１)第２回アンケートの集計結果

本事業における取組の成果と今後の課題

を明確化するため、平成 25 年 12 月 17 日

に、生徒を対象とした第２回アンケートを

実施した。

①あなたの身の回

りでは、地震や津

波の心配があると

思いますか

②今年度の防災教

育を受けて、あな

たの防災に対する

考え方は深まりま

したか

①の結果から、災害に対する知識を身に

つけ、災害を身近な問題としてとらえてい

る生徒が全体の８割以上を占めていること

がわかる。

また、②の質問では、 77 ％の生徒が今

年度の取組をとおして考えを深めたと答え

ている。「はい」と答えた具体的な理由は

以下のとおりである。

・防災に対する意識が高くなった (121)

・具体的にどう行動するかわかった (12)

・家族と話し合うようになった (７)

・知識が身についた (７)

・家で備蓄品を購入した (４)

・命の大切さがわかった (４)

・無断欠席はしてはいけないと思った(１)

・自分から行動しようと思った (１)

（人数）

はい

84%

いいえ

16%

はい
77%

いいえ
23%
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一方、②の質問で「いいえ」と答えた具

体的な理由は以下のようなものであった。

・実際に体験しないとわからない (19)

・意識が低い・興味がもてない (15)

・もっと知識が欲しい (８)

・もっと訓練が必要 (２)

・もともとよく考えている (１)

（人数）

また、「災害時に高校生としてどのよう

なことができるか」という質問に対しては、

「自分ができるボランティア活動をする」

と答えた生徒が 61 名、「年配の方や子供な

どを助けたい」と答えた生徒が 68 名、「地

域住民と助け合い、協力する」と答えた生

徒が 50 名という結果であった。少数では

あるが、「率先して行動する」、「自分がリ

ーダーシップをとる」、「周りを明るくす

る」という回答もあった。しかし、「わか

らない」と答えた生徒、無回答の生徒も多

数存在した。

最後に、「今後どのような防災教育を受

けたいか」という質問では以下のような回

答が得られた。

・地震についてもっと知りたい

・火災についてもっと知りたい

・AED・応急処置に関して詳しく知りたい

・ハザードマップに関する授業を受けたい

・不審者侵入の訓練がしたい

・避難誘導について詳しく知りたい

・体験的な授業を受けたい

・合同防災訓練にまた参加したい

（２）集計結果からみる成果と課題

①今年度の取組の成果

ア 多くの生徒の防災意識を高め、災害

発生時に必要な知識を習得させること

ができた。

イ 避難訓練や講演会をとおして、災害

時に適切な行動をとる技能を身につけ

させることができた。

ウ 多くの生徒に、災害時に率先して周

りを助ける共助の意識をもたせること

ができた。

エ 地域の防災訓練への参加や関係各所

とのやりとりを通じて、災害時におけ

る地域とのネットワークを構築するこ

とができた。

オ 防災教育を通じて、生徒自身だけで

なく、家庭にもはたらきかけることが

できた。

②来年度以降の課題

ア 防災に対して関心が低い生徒への意

識付けをさらに工夫すること。

イ 習得した知識を忘れさせない継続的

な指導を行うことと、生徒が主体的に

考え、行動できる指導を行うこと。

ウ 生徒が自分のこととして捉えること

ができる体験的な学習を充実させるこ

と。

エ 防災に限らず、地域の中で高校生と

して自立し、責任ある行動がとれるよ

う、意識付けをすること。
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事業内容：防災に関する指導方法等の開発・普及等のための支援事業

学校防災アドバイザー活用事業の実施

題 名：命の大切さを考える防災教育公開事業（防災ボランティア）

－地域と連携した防災教育への取り組み－

所属・電話番号：千葉県立銚子高等学校・０４７９－２２－６９０６

校長 安藤 淸

１ 実施事業

(1)防災に関する指導方法等の開発・普及

等のための支援事業

(2)学校防災アドバイザー活用事業の実施

２ 事業概要

本校の所在する銚子市が海岸を中心と

した有数の観光地であることをふまえて、

災害時に想定されるハザードについて知

識を持たない外来の観光客が利用できる

防災マップを生徒が作成し、銚子市危機

管理室等に提案する。

地域と連携した避難訓練や避難所運営

に関して共通理解を図る研修や炊き出し

訓練（非常時を想定した野外炊き出し）

等を実施する。

地域で実施される防災訓練に参加する。

（９都県市合同防災訓練等）

防災教育をテーマとしたＬＨＲを公開

する。

３ 実施概要

実施時期 計 画 事 項 参加者

４月 ○事業についての 学校

説明

５月 ○九都県市合同防 教頭・川上

災訓練関係機関調

整会議

６月 ○第一回担当者連 千葉県教育

絡会議 委員会・学

校・PTA 役

員・銚子市

役所・千葉

科学大学他

８月 ○ 地 域公 開 事業 千葉県教育

（炊き出し訓練・ 委員会・学

避難所運営訓練） 校・地域住

民・千葉科

学大学他

８月 ○ハザードマップ ＪＲＣ部員

作り

９月 ○第３４回九都県 学校・銚子

市合同防災訓練 市危機管理

室

１０月 ○校内防災訓練 学校・銚子

市消防本部

１０月 ○職員研修 学校

１１月 ○公開ＬＨＲ 千葉県教育

委員会・学

校・PTA 役

員・千葉科

学大学他

１２月 ○職員研修 学校
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４ 担当者連絡会議

氏名 所属及び役職

１ 宮内 輝久 千葉県教育委員会

２ 藤本 一雄 千葉科学大学

３ 浪川 秀樹 銚子市危機管理室

４ 宮内 大作 銚子市消防本部

５ 髙橋 靖幸 地区町会長

６ 伊東 隆 銚子市立第三中学校

７ 伊藤 進 銚子市立第二中学校

８ 堀川 金一 銚子市立飯沼小学校

９ 寺井 雅晴 銚子高校ＰＴＡ

10 安藤 淸 県立銚子高等学校

11 阿部 真之 県立銚子高等学校

12 冨澤 勇 県立銚子高等学校

13 見澤 真悟 県立銚子高等学校

14 川上 悟 県立銚子高等学校

５ 具体的な取組

(1) 担当者連絡会議【6 月 13 日（木）】

本校地域交流室を会場に参加者１２名で

実施。議題は以下のとおりであった。

① 事業計画について

② 生徒による活動計画発表（ＪＲＣ）

③ その他

会議の中で、ＪＲＣ部の活動について銚

子市消防本部や銚子市危機管理室等からア

ドバイスをもらった。

(2) 地域公開事業【８月１１日（日）】

本校演習室棟（仮設校舎）を会場に県内

教職員・近隣住民・千葉科学大学学生等約

６０名が参加。

内容は、以下のとおりであった。

① ＪＲＣ部員によるハイゼックスを使

った非常食炊き出し訓練（非常用炊

飯袋を用いた炊飯訓練）

② ＪＲＣ部員による簡易防災グッズ作

り（新聞紙を用いたスリッパ作り・

簡易ランプ作り・簡易コンロ作り）

③ ＨＵＧを用いた避難所運営訓練

（図上による避難所運営）

①・②に関しては、高校生（ＪＲＣ部員）

が講師となって、グッズ作りを行った。参

加者からの評判も良く、来年度以降も実施

を希望する声が多く聞かれた。

③に関しては、千葉県東方沖でＭ８の規

模の地震が発生し、銚子市の震度６弱とい

う想定で訓練が始まった。８名程度の班に

分かれて、避難所で起こる様々な出来事に

どのように対応していくかを模擬体験し

た。その後本校川上教諭から、東日本大震

災時において、避難所となった学校現場の

話やいざという時にどのように行動してい

くべきかの話があった。

まとめとして、千葉科学大学危機管理学
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部藤本一雄准教授から、日頃の備えと顔の

見える関係作りの重要性の話をいただい

た。

(3) ハザードマップ作り

【８月２４日（土）】

銚子ジオサイトの一つである犬岩から地

球の丸く見える展望台駐車場まで現地調査

を行った。

初めて訪れる観光客の目線になって、分

かりやすい目印や途中の標高（電柱に記載

されている）を確認し、Ａルート舗装道路

（遠回り）とＢルート未舗装部分のある農

道（近道）の２ルートを選定し、実際に歩

いて確認作業を行った。Ａルートで避難し

た場合は３５分かかり、Ｂルートの場合は

２５分で避難場所に到着することがわかっ

たが、Ｂルートは道がわかりづらく、舗装

もされていないので薦められる避難路では

ないと考えた。その際に、東日本大震災時

の津波到達点などを確認し、早期の避難が

必要なことを理解した。

(4) 地域の防災訓練に参加

第 34回九都県市合同防災訓練

【９月１４日（土）】

今年は、九都県市合同防災訓練の千葉会

場が銚子市であったため、本校生徒５０名

は地域の避難者役として訓練に参加し、そ

の他の訓練を見学し、各ブースにおいての

防災に関する発表等を見て回り、日頃の準

備の大切さ等を再認識した。
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(5) 防災訓練 【１０月８日（火）】

千葉県東方沖を震源とする、Ｍ８クラス

の地震が起きたことを想定した避難訓練を

行った。訓練の際は緊急地震速報音や地震

鳴動音を放送で流す方法を用いて行った。

今回は、仮設校舎に移ってから初めての

避難訓練であったので避難経路の確認等を

銚子市消防本部の指導のもと行った。

避難完了後は、銚子市消防本部の指導で

水消火器を用いての初期消火訓練を行っ

た。

反省点としては、職員への訓練内容の周

知不足から計画どおりに進まなかったこと

である。このことをふまえて、年度内に再

度訓練を実施することとした。３月の学年

末に実施する予定である。

(6) 職員研修【１０月１６日（水）】

「防災教育の実践」

防災主任 川上 悟教諭

川上教諭は、平成２３年度千葉県長期研

修生として、千葉科学大学危機管理学部委

託研修生の経験があり、防災教育の必要性

や防災教育を用いての地域連携の方法等を

研修した。

(7) 公開ＬＨＲ【１１月１２日（火）】

「地震防災」をテーマに１・２年生全ク

ラスがＬＨＲを公開した。

生徒自身も東日本大震災時の体験があ

り、自助（自分の命は自分で守る）や共助

（共に助け合う）の必要性などを、様々な

教材・教具を通じて学習していた。

この公開ＬＨＲには千葉県教育委員会を

はじめ文部科学省教科調査官・銚子市危機
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管理室・銚子市消防本部・他校の教職員や

保護者の方々の多数の参加をいただいた。

その後の研究協議では県教育委員会をは

じめ多数の方々からの貴重な意見をいただ

いた。銚子市消防本部からは、教師側のス

キルアップの必要性があるという厳しい意

見もあったが、来年度から始まる教科「防

災の学び」の中で生かせるようにしていき

たい。

(8) 職員研修【１２月１９日（木）】

「学校におけるリスクマネジメント」

千葉科学大学危機管理学部

木村 栄宏 教授

学校におけるリスクマネジメントとし

て、施設管理・安全管理の重要性、ソーシ

ャルメディアリスク、教職員として求めら

れるリスクマネジメント等を具体的な事例

をもとに講演していただいた。

緊急時に適正な対応をとるためには、事

前にイメージトレーニングができているこ

と、初期動作ができることが大事なポイン

トになること、そのための訓練が必要なこ

と、災害時に限られた人員体勢の中で維持

するための最低限の業務を整理しておくこ

と、生徒の生命保持・安全管理・地域住民

の受け入れの責任等の学校ＢＣＰ（事業継

続計画）Business Continity Plan等の話が今

後の防災体制作りに非常に参考になった。
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６ 成果と今後の課題

（１）成果

・防災教育を学ぶことによって、「備え

ることの大切さ」を意識することがで

きた。「備えあれば憂い減り」を合い

言葉にして、自助・共助の意識を持つ

ことができた。

・災害時に高校生である自分に何ができ

るのかを考えることによって、ボラン

ティア意識を育てることができた。

・地域公開事業では、予想以上に地域住

民の参加が得られ、地域の防災教育に

対する関心の高さを知ることができ

た。

・地域の防災意識の向上に向けた具体的

な取組が期待される中、来年度から始

まる学校設定科目「防災を学ぶ」の重

要性が再認識できた。

（２）課題

・学校設定科目「防災を学ぶ」を導入す

るために、シラバス等を再検討する必

要性がある。

・学校が、今まで以上に地域と連携し、

災害に強いまちづくりの核となる取組

をする必要がある。

・校舎内で、避難経路の表示や高齢者等

に配慮した避難所運営方法を考える必

要がある。

・平成２６年度からは教育課程に「防

災を学ぶ｣（仮称）を位置づけ防災を

教科（学校設定科目）として学習す

る。東日本大震災以後、地域から学

校へ対する防災上の要望も高まって

きている中で、今回の事業をきっか

けとして、「互いに顔の見える関係づ

くり」に取り組んでいく必要がある。
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１ 実施事業 

(1)防災に関する指導方法等の開発・普及等

のための支援事業の実施 

(2)学校防災アドバイザー活用事業の実施 

 

２ 事業概要 

(1) 学校が避難所になった場合の体制づ

くりを進める。 

① 地域や関係機関との連携会議を実施す

る。 

② 避難所開設に係る施設・設備の充実を

図る。 

③ 避難所開設マニュアルを作成する。 

④ 避難所対応で必要となる教職員の研修

を実施する。 

⑤ 「語ろう会」（保護者と管理職が語る会）

で保護者から出された意見を参考にする。 

(2) 児童生徒の実態に応じた防災教育を

実施する。 

① 防災教育の教育課程への位置づけをす

る。 

② 実態に応じた避難訓練を実施する。 

③ 避難所での生活を想定した体験活動の

あり方を探る。 

(3) 防災教育の取組を公開する。 

① 教職員・児童生徒・地域住民・関係機 

関・保護者等の参加による講演、研修、 

協議会等を実施する。 

② 防災教育実践報告会を開催する。  

３ 実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

４月 

 

 

 

 

５月 

 

６月 

 

 

 

 

 

８月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 

 

○防災計画の策定 

（組織、避難訓練、

安全教育等） 

○避難誘導訓練 

○校内安全点検指導 

○第１回避難訓練

（地震） 

○第１回担当者連絡

会議 

・防災教育公開事業

の説明 

・本校の取組の概要 

・松戸市の防災対策 

○第２回担当者連絡

会議 

・本校のこれまでの

取組について 

・松戸市の防災対策 

・柏市の防災対策 

・地域合同防災訓練

の実施計画の検討 

○防災教育研修会 

 

 

○第２回防災訓練

（地震） 

学校 

 

 

学校 

学校 

学校 

 

学校・PTA役

員・松戸市危

機管理課職

員等  

 

 

学校・PTA役

員・松戸市危

機管理課職

員･柏市防災

安全課職員

等  

 

 

学校・他校・

地域・関係機

関 

学校 

 

 

 

事業内容：防災に関する指導方法等の開発・普及等のための支援事業 

     学校防災アドバイザー活用事業の実施 

題 名：命の大切さを考える防災教育公開事業（避難所対応） 

     －本校の防災教育の実践と福祉避難所開設に向けた地域との連携－ 

所属・電話番号：千葉県立松戸特別支援学校・０４７－３８８-２１２８ 

                           校長 田所 明房 
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10月 

 

11月 

 

12月 

 

 

 

 

 

 

1月 

 

 

 

 

 

 

 

2月 

○公開授業研究会 

 

○第４回避難訓練 

（火災） 

○第３回担当者連絡

会議 

・本校のこれまでの

取組について 

・松戸市の防災対策 

・避難所設営に向け

た取組について 

○第４回担当者連絡

会議 

・本校の今年度の取

組について 

・避難所対応マニュ

アルの検討 

・避難所設営に向け

た取組について 

○公開事業報告会 

学校・保護

者・他校 

学校 

 

学校・PTA役

員・松戸市危

機管理課職

員等  

 

 

 

学校・PTA役

員・松戸市危

機管理課職

員等  

 

 

 

 

学校・保護者 

 

４ 担当者連絡会議 

 氏 名 所属及び役職 

１ 梅津 清治 千葉県教育庁教育振興部学

校安全保健課 

２ 大西 真 松戸市危機管理課 

３ 中島 義光 松戸市障害福祉課 

４ 片桐 司 柏市防災安全課 

５ 藤井 公雄 中核地域生活支援センター

ほっとねっと 所長 

６ 藤木 仁美 社会福祉法人松の実会生活介護事

業所 第２いぶきの広場 施設長 

７ 平山 隆 社会福祉法人彩会 理事長 

８ 根津 忠明 松戸市小金原地区社会福祉

協議会 会長 

９ 木村 正男 松戸市小金原地区連合町会長 

10 青木智恵子 小金原地区民生委員 会長 

11 柴田 光幸 栗ケ沢連合町会 会長 

12 所 正明  栗ヶ沢中学校地域防災委員 

13 小林 俊夫 栗ヶ沢中学校地域防災委員 

14 市村 秀夫 栗ヶ沢中学校地域防災委員 

15 岩崎 義仁 栗ヶ沢中学校地域防災委員 

16 岩堀 研嗣 栗ヶ沢中学校地域防災委員 

17 日暮 栄治 柏市南部ふるさと協議会 

18 佐々木 功 柏市南部ふるさと協議会 

19 曽我 大 県立つくし特別支援学校 教頭  

20 菊田 陽子 本校 ＰＴＡ会長 

21 田所 明房 本校 校長 

22 庄司 喜昭 本校 教頭 

23 苅込 英昭 本校 教頭 

24 宗田 恭一 本校 副教務 

25 諸伏 利家 本校 防災安全係主任 

 

５ 具体的な取組 

(1) 福祉避難所に向けての体制づくり 

① 担当者連絡会議の実施 

 今年度は、担当者連絡会議を年間４回実

施した。会議の内容としては、松戸市・柏

市の防災対策、本校の防災教育の取組、避

難所対応マニュアル、合同防災訓練の実施

計画等についての検討や情報交換が中心と

なった。 

 本校の住所は、松戸市栗ケ沢であるが、

道路を挟んで柏市に隣接している関係で柏

市の防災安全課や柏市南部ふるさと協議会

の関係者にも参加していただき、情報交換

や災害時の本校の施設利用についても検討

をした。 

② 避難所開設にかかる施設・設備の充実 

 避難所開設に伴う備蓄物品については、

予算の関係で松戸市から本校に備蓄物品の

支給はなかった。本校の児童生徒の備蓄等
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については、ＰＴＡと協力をして現在一人

一人に応じた非常用持ち出し袋の準備を進

めているところである。 

③ 避難所開設マニュアルの作成 

 今年度より避難所開設マニュアルの作成

に取り組んでいるが、福祉避難所として震

災発生直後の対応等について、検討課題も

たくさんあり、共通理解を図るところまで

は至らなかった。 

④ 教職員の研修の実施 

 避難所対応で必要となる教職員の研修と

して、講師に元福島県立郡山特別支援学校

長（郡山女子大学非常勤講師）の渡邊世子

先生を招聘して、『特別支援学校の災害時

の対応「避難所の経験から」』という演題

でご講演いただいた。 

 

  

 

 

 

 

  （写真１：渡邊先生の講演の様子） 

東日本大震災で経験したことをもとに、大

震災が発生したときに学校がなすべきこと

について具体的にご指導いただき、避難所

開設マニュアルの作成に参考になった。 

⑤ 「語ろう会」の実施 

 「語ろう会」では防災をテーマに設定し

て、年２回保護者から様々な意見を聞いた。

加えて、２回目の「語ろう会」では保護者

アンケートの結果をもとに、学校が福祉避

難所となった場合にどのような支援を望む

か等について意見を交わした。 

 保護者から出された、緊急時の連絡方法

としての災害伝言ダイヤルの活用や非常用

持ち出し袋の準備については、今年度中に

実施する方向で進めてきた。 

(2) 児童生徒の実態に応じた防災教育の

実践 

① 防災教育を教育課程に位置づけた授業

実践 

千葉県の防災教育～防災意識の高い子ど

もたちを育成しよう～の中で「身につけさ

せたい力」として、３項目（・災害をイメ

ージする力 ・安全確保のために行動する

力 ・他の人を思いやる心）が掲げられて

いる。これらの３項目に即して、小学部段

階では「災害を知る」、中学部段階では「自

分を守る」、高等部段階では「互いに助け

合う」というテーマを設定し、本校児童生

徒の発達段階に応じた防災教育の実践に取

り組んできた。 

ア 小学部の実践 

 小学部では、「災害を知る」というテー

マを軸に、災害体験の授業実践に取り組ん

だ。炎をイメージしたパネルを設置し、充

満した煙の中を進む煙道体験、起震部屋セ

ットを製作し、地震の揺れを体感する地震

体験など、災害の疑似体験を通し、災害に

ついて学んだ。 

煙道体験では自分からハンカチを手にし

て、口や鼻に当て、地震体験では必死にな

って自分の姿勢を保とうとするなど、主体

的に災害に向き合おうとする姿が多く見ら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真２：煙道体験の様子） 
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（写真３：起震部屋セット） 

また、実際に西部防災センターに校外学

習に行き、地震や火災以外にも、強風体験

や消火活動体験などの災害体験学習に取り

組んだ。他にも、防災体操や防災カードゲ

ーム、インタビュー活動というような体験

的な学習を通して、災害を知り、経験の中

で災害への対処方法を学んだ。 

（写真４：西部防災センターの様子） 

 さらに、「災害を知る」ということから

学校の中の災害対策を知ることに目を向

け、学校内における防災設備や避難経路に

ついて調べる学習にも取り組んだ。具体的

には、インタビューを実施して学校内の取

組を調査したり、校内探検を行って、備蓄

倉庫を見に行き、どのようなものが備蓄さ

れているかを調べたりした。また、消火器

が学校内にどれだけあるかを調べ、校内マ

ップに記してまとめた。避難経路について

は、災害のパターンによって異なることを

知り、実際にそれぞれの避難経路を通って

確認をした。調べたことをワークシートに

整理したり、掲示物を作ったりして、学習

の成果をまとめて発表した。 

イ 中学部の実践 

 中学部では、「自分を守る」をテーマに、

「もし、災害が起きたら？」というような

災害シミュレーション型学習を中心に進め

ていった。東日本大震災の映像を見て、自

然の驚異を感じたり、当時のことについて

振り返ったりした。また、実際に自宅で留

守番をしているときに災害が起きたらどの

ようにしたらよいかを考え、安否確認方法

について学んだ。具体的には、災害伝言ダ

イヤルや災害用伝言板アプリを紹介し、ス

マートフォンを利用して、その活用方法に

ついて学んだ。より現実的な場面設定を設

けることで、いつ起きるかわからない災害

に備えた準備と対処方法を学習することが

できた。 

（写真５：災害用伝言板を紹介する様子） 

ウ 高等部の実践 

 高等部では、「互いに助け合う」という

ことをテーマにし、災害についての情報発

信や避難所での被災生活というような学習

に取り組んだ。 

 情報発信の取組では、インターネットを

活用し、過去に起きた災害や災害から身を

守る方法などについて調べ、防災新聞を作

成した。クラスの中で班を設け、班ごとに
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調べた内容について話し合いを行い、掲載

する記事をまとめていった。新聞を作成し

た後には、まとめたことについて発表する

とともに、校内に掲示することで、災害に

ついての知識や情報を共有することができ

た。 

 避難所生活の学習では、被災時に必要に

なる防災グッズや防災袋について考えた

り、自分たちの住んでいる地域の防災マッ

プや洪水ハザードマップを広げ、自分が住

んでいる地域がどのような環境であるかに

ついて調べたりした。さらに、災害時にお

いても落ち着いて行動できるように、自宅

近くの避難場所や避難所を調べたり、個々

に緊急安心連絡カードの作成を行ったりし

た。これらの学習は、生徒たちの防災意識

や関心を深め、広げることができた。また、

災害時に自分たちに何ができるかを考え、

福祉避難所に指定されている本校に必要に

なるパーソナルスペース（間仕切り）の製

作活動に取り組んだ。ガムテープで段ボー

ルを貼り合わせ、間仕切りを製作し、実際

にその居住空間を体感した。「意外と広く

感じる」や「周りから見られなくて安心す

る」などの感想を聞くことができた。 

 また、高等部で取り組んでいる作業学習

の中で、染色班が「災害時用ののぼり」の

製作に取り組んだ。ビー玉や結束バンドな

ど普段の作業学習で行っている絞りを利用

して模様をつけ、シーツを黄色に染めた後、

アイロンペーパーを使用して、「避難場所」

の文字をプリントした。実際に、避難訓練

でも使用し、避難場所（本部）の位置を明

確に伝えることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真６：防災新聞）（写真７：のぼり） 

 

 

 

 

 

 

（写真８：防災グッズを体験する様子） 

 

 

 

 

 

 

 

（写真９：防災マップを確認する様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真 10：間仕切り製作の様子） 

② 実態に応じた避難訓練の実施 

 本校は、肢体不自由の児童生徒が多く在

籍しており、移動手段として、ほとんどの

児童生徒が車いすを使用している。また、

中には医療的ケアを必要とする児童生徒も
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おり、移動する際には、吸引器や酸素ボン

ベなどを常備・携帯している。災害時にお

いては、エレベーターが使用できないこと

を想定し、２階から１階への移動は、教師

が二人一組になったり、指示系統を明確に

し、下りる順番を決めたりするなど、学部

ごとに避難誘導体制を整え、共通理解を図

りながら避難訓練に努めている。 

ア 避難誘導訓練（事前訓練） 

 年度初めの始業式前に、教職員のみで避

難誘導体制について確認し、児童生徒役と

教師役とに分かれて避難誘導のシミュレー

ションを行った。二人一組での抱きかかえ

方やかけ声のかけ方、階段移動の役割分担

と避難誘導の手順、一次避難場所での掌握

体制と二次避難場所までの移動手順等につ

いて確認することができた。新年度が始ま

る前に、教職員のみで避難誘導体制を確認

したことで、各学部の現状と避難誘導の課

題や改善点が明らかになった。特に２階か

ら１階への避難誘導手順については、階段

とスロープの活用方法や２階と１階におけ

る現場指揮者の連携等について課題が明確

になり、学部内で共通理解を図ることがで

きた。また、児童生徒役と教師役とで役割

分担をしたことで、児童生徒の気持ちを体

感できたというような感想も多く挙げら

れ、非常に意義深い訓練となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真１１：教職員のみの避難誘導訓練） 

 

 

 

 

 

 

（写真１２：「ゆらんこ」を使用した訓練） 

イ 第１回避難訓練 

 ５月に震度６強の地震を想定し、グラウ

ンドへの避難訓練を実施した。年度初めに

事前に教職員のみで避難誘導訓練を実施し

ていたことで、安全かつ迅速に児童生徒を

避難場所まで誘導することができた。しか

しながら一方で、他学部やスクールバス運

転手などによる応援職員への指示や２階か

ら１階へのより一層安全な避難誘導方法な

どが課題として挙げられた。応援職員への

指示については、学部ごとに避難誘導マニ

ュアルを作成し、統一できる部分について

は共通の避難方法を取り入れるように調整

している。また、２階から１階へのより一

層安全な避難誘導方法としては、ロープを

利用してスロープから車いすを下ろす方法

を検討している。 

 

 

 

 

（写真１３：非常階段で避難誘導する様子） 

 

 

 

 

 

（写真１４：一次避難場所での待機の様子） 
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ウ 第２回避難訓練 

 ９月には震度６強の地震を想定し、体育

館への避難訓練を実施した。学部ごとに各

棟の階段下に一次避難場所を設け、交差す

る通路に誘導係を配置したことで、全児童

生徒がスムーズに体育館に避難することが

できた。しかし一方で、体育館の避難隊形

や救護スペースの配置場所、避難経路にお

ける歩行通路の統一など、グラウンドへの

避難訓練では挙げられなかった課題点が明

らかになった。 

また、第２回避難訓練では、発電機を使

用した発電機始動訓練も実施した。発電機

を始動させた後、延長コードを延ばして体

育館内に電源使用スペースを設けたこと

で、医療的ケアを必要とする児童生徒たち

が所有する吸引器が発電機の電力で使用で

きるか否かを試すことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真１５：階段を使用し車いすを下ろす様子） 

 

 

 

 

 

 

 

（写真１６：発電機を始動する様子） 

エ 第３回避難訓練 

 １１月には火災を想定した避難訓練を実

施し、厨房から出火した際の避難経路や避

難方法について確認した。実際の火災を想

定して、各棟に設置されている防火扉や防

火シャッターを活用し、その有用性や実用

性についても検証を行った。 

また、２階から１階への避難誘導手段と

して、非常用階段避難車「キャリダン」を

導入し、活用した訓練も行った。非常用階

段避難車を導入したことで、児童生徒を安

全に避難誘導できただけでなく、避難誘導

に携わる人手も少なくなり、迅速に避難場

所まで移動することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真１７：防火シャッターを下ろした様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真１８：非常用階段避難車の様子） 

オ 寄宿部における避難訓練 

 寄宿部においても年４回の避難訓練を実

施し、避難経路及び避難方法の確認を行っ

た。通常の学校の時間帯とは異なり、実施
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時刻が夕方から夜になるため、時期によっ

ては暗闇の中を避難することとなる。心理

的にも不安感を抱きやすい状況であるが、

事前に避難経路と避難方法を確認し、定期

的に訓練を実施することで、誘導灯の進む

方向を追って、落ち着いて避難することが

できた。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真１９：寄宿舎での避難訓練の様子） 

 

 

 

 

 

 

 

（写真２０：夜間における避難訓練） 

③ 避難所での生活を想定した体験活動 

 本校は、災害発生時に松戸市の福祉避難

所に指定されることから、地域や関係機関

と連携した合同防災訓練を計画していた

が、台風のために中止となってしまった。 

 当日は、体育館で受付設営・発電訓練、

避難所スペースの作製、簡易トイレ設営・

作製、炊き出し訓練・非常食の展示、防災

用品の展示等を計画し、児童生徒が体験学

習を行う予定になっていた。ただ、防災教

育の授業実践をとおして、避難所スペース

の作製や非常食の試食等を行うことができ

た。 

また、非常食の展示については、学校祭

で展示コーナーを設置して、保護者や地域

の人々等に紹介した。具体的には、折りた

たんで収納できるヘルメットや多機能防災

ずきん、ペーストややわらか食、アレルゲ

ンフリーの非常食など、各企業から協力し

ていただいたデモ機やサンプル、パンフレ

ットなどを展示し、防災用品と非常食の紹

介を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真２１：非常食の展示） 

④ その他の取組 

ア 校内環境の見直し 

 校舎内外における安全点検及び安全管理

は、日頃から徹底し、取り組んできている。

校舎の耐震検査及び耐震化についても実施

済みである。安全管理の徹底は、平常時だ

けでなく、地震を始めとする災害時におい

ても危険を回避するための大きな役割を果

たすものである。特に、本校では、車いす

を使用して移動する児童生徒が多く、床面

で活動する場面も多い。教室環境並びに廊

下における安全管理の徹底と災害時におけ

る避難経路の確保は必須である。校舎内外

の設備、備品等に対する転倒・落下防止対

策をより一層強化し、児童生徒を事故や怪

我などの危険から守ることができるように

努めている。４月には、産業技術総合研究

所デジタルヒューマン研究センターの掛札

逸見氏を招き、学校内における危険箇所に

ついて指導をしていただいた。避難口付近

の整理や教室環境の改善など、細部にわた
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り助言をいただき、修繕及び改善に取り組

んでいった。また、助言をいただいた箇所

を中心に、校内危険箇所及び改善方法の一

覧を作成し、共通理解を図った。 

イ 災害用伝言ダイヤル（１７１）試行訓

練 

 本校では、メール配信サービスを活用し、

普段から保護者への情報提供を行ってい

る。災害時においても、保護者に対して学

校からの情報が提供できるように連絡方法

を整えていく必要がある。１２月には、Ｎ

ＴＴ東日本が提供している災害用伝言ダイ

ヤル（１７１）のサービスを活用し、災害

時における保護者への情報連絡訓練を行っ

た。災害時に確実に活用できるように今後

も定期的に実施していきたい。 

 

６ 成果と今後の課題 

(1) 福祉避難所の体制づくりについて 

 昨年度より松戸市と福祉避難所としての

覚書をかわしてきたが、具体的には何の進

展もなかった。しかし、今年度担当者連絡

会議の実施をとおして、松戸市危機管理

課・障害福祉課などの地域、関係機関と「顔

の見える関係」になり、加えて、本校の施

設・設備面や児童生徒の実態等について知

っていただいたことは、地域と連携した体

制づくりを考えていく上で大きな進展にな

ったと考える。 

 福祉避難所としての備蓄品などの物的な

準備に関しては、保管場所の検討を含めて、

松戸市と千葉県教育委員会と相談して進め

ていく必要があり、課題は残されたままで

ある。 

 また、今年度より「福祉避難所開設マニ

ュアル」の作成に取りかかったが、松戸市

危機管理課などの関係機関との話し合いが

必要な部分もあり、完成にはもう少し検討

を要する。 

今後は、災害時に理解と協力が得られる

よう、福祉避難所としての周知を地域等に

さらに図っていくことが大切である。 

(2) 防災避難訓練の取組について 

 今年度は年３回の避難訓練を実施した。

しかしながら、これらの訓練に先駆けて、

年度初めに教職員のみで行う避難誘導訓練

に取り組めたことは、とても効果的であっ

た。新年度が始まる前に、教職員間で災害

に対する対応を確認し、避難誘導の訓練を

しておくことは、大変重要なことである。

特に本校は、車いす移動の児童生徒や医療

的ケアを必要とする児童生徒が多いので、

２階から１階への避難誘導においては、避

難誘導の手順や指示系統の整理など、教職

員間の共通理解は必須である。組織として

より一層迅速かつ安全に児童生徒を避難誘

導し、災害からの危険を回避できるように

次年度以降も継続して取り組んでいきた

い。一方で、２階から１階への安全な避難

誘導については今後も検討し、児童生徒だ

けでなく、避難誘導に携わる教職員の命が

守られるような避難方法を考えていきた

い。また、引き渡し訓練を含む災害後を想

定した訓練や震度５～５強程度の地震に対

応した訓練などについても取り組んでいく

必要があると考える。同時に、医療的ケア

を必要とする児童生徒に対する災害時の支

援体制の見直しと整備についても進めてい

きたい。 

(3) 合同防災訓練の実施について 

 １０月に計画していた地域との合同防災

訓練が台風の影響により、やむなく中止と

なった。合同防災訓練当日には、本校の校

内見学及び避難訓練の参観、避難所設営体
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験などに協力していただく予定であった。

地域との合同防災訓練は、学校の様子を知

ってもらうことのできる機会であるととも

に、より一層連携を深められる機会でもあ

ることから、来年度の実施に向けて、地域

の方々が参加しやすく、共同して取り組め

るように、さらに検討し、準備を進めてい

きたい。 

(4) 防災教育の実践について 

 今年度は、発達段階に応じて「災害を知

る」「自分を守る」「互いに助け合う」の

３つのテーマを設け、各学部で防災教育の

授業に取り組んできた。体験活動を多く取

り入れ、児童生徒の実態に合わせた授業を

展開していくことで、それぞれの活動グル

ープにおいて主体的に取り組もうとする姿

が見られた。また、学校だけでなく、家庭

においても話題に上がるなど、防災教育の

広がりを感じる。児童生徒の更なる防災意

識の向上と災害時におけるに自助共助の力

が身につけられるように、教育課程への位

置づけを検討しながら、来年度以降も継続

して取り組んでいきたい。 
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八街市 実践的防災教育総合推進事業

「自助・共助の意識の下に的確に行動できる人材を育成し、災害に強い学校とまちづくりに

役立つ態度の育成を図る」

八街市教育委員会 学校教育課 ０４３－４４３－１４４６

指導主事 鈴木 浩明

１ 実践事業

（１）災害ボランティア活動の推進 実施時期 計 画 事 項 参加者

（２）防災に関する指導方法の工夫 11/1 ○第２回 被災地派遣 防災アド

～ ボランティア活動 バイザー

２ 事業概要 11/2 （支援物資・奉仕活動） 市教委

「自分の命は自分で守る」ことの重要性と 教職員

災害が発生した場合、どのように住民が助

け合っていくのか、一人一人が「自らのこ 11/7 ○校内被災地派遣ボラ 教職員

と」として防災意識を高め、主体的に行動 ンティア報告会 生徒

する態度を育成する。 （北中体育館）

また、中学生が災害ボランティア活動を

通じて育んだ「自助・共助・公助」の知識 11/28 ○市内福祉・一般市民 市長

や技術を、地域の一員として貢献できる人 ・教育関係者に向けて 教育長

材育成を目指す。 活動報告会の開催 防災アド

バイザー

３ 実施概要 社会福祉

実施時期 計 画 事 項 参加者 市教委

6/6 ○第１回実践委員会の 市教委 教職員

開催 社会福祉 ＰＴＡ

・今後の活動予定につ 実践委員 生徒

いて

6/21 ○第１回 被災地派遣 防災アド

～ ボランティア活動 バイザー ４ 実践委員会

6/22 （吹奏楽部演奏） 市教委 氏 名 所属および

教職員 １ 會澤純一郎 防災アドバイザー

ＰＴＡ ２ 三橋 貴司 県教育庁北総教育事務所指導主事
生徒 ３ 齋藤 勝美 市社会福祉協議会長

社会福祉 ４ 綿貫 敏宏 市社会福祉協議会事務局

7/2 ○被災地派遣ボランテ 教職員 ５ 井上諄一郎 八街北中学校区連絡協議会会長
ィア校内報告会 全校生徒 ６ 加瀬 宏 八街北中学校長

（北中体育館） ７ 岩本 秀視 八街北中学校教頭

８ 小山 則夫 八街北中学校教務主任

10/10 ○校内事前会議 教職員 ９ 林 誠一 八街北中学校研究主任

（概要検討） 社会福祉 １０ 田邉 友基 八街北中学校安全主任

１１ 小川 勝義 八街北中学校ＰＴＡ会長

10/23 ○第２回実践委員会の 市教委 １２ 野口 和代 八街北中学校PTA副会長

開催 社会福祉 １３ 佐藤 明 八街北中学校PTA副会長

・今後の活動予定につ 実践委員 １４ 勝田 敏彦 八街市教育委員会学校教育課長

いて 防災アド １５ 鈴木 浩明 八街市教育委員会学校教育課指主事
バイザー
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５ 具体的な取組

（１）第１回実践委員会

平成25年６月６日（木）

16:10～ 於 八街北中学校

①協議等

ア 事業説明及び役員の選出

イ 協議「今後の活動予定について」

・訪問災害地の決定

・ボランティア活動日及び行程

・活動内容について（吹奏楽部演奏）

・参加人員について

（２）第１回被災地派遣ボランティア活動

平成25年6月21日（金）～22日（土） ②事後指導

災害地：宮城県石巻市周辺 ア 作文方式による活動報告書の作成

参加者数：生徒４５名、引率者１２名 （作成項目）

視察場所①南三陸町合同防災庁舎 （ｱ）なぜこのボランティアに参加しようと思

②石巻市立大川小学校 ったのか。

③石巻市開成団地（仮設住宅） （ｲ）被災地を視察してどのような感想を持っ

1,142戸 たか。

(ｳ) 活動を体験して感じたことは何か。

(ｴ) これからできること、しなければならな

いことは何か。

イ 校内及び市内への報告講演会の開催

（ｱ）スライドショー画像の作成から発表

（ｲ）代表者による感想の発表

（ｳ）画像を含んだ掲示物の作成

（ｴ）発表を聞いての在校生の感想と感想文の

掲示

①行程

6/21 21:00 八街北中学校 発

6/22 7:30 南三陸町合同防災庁舎視察

8:30 石巻市立大川小学校視察

9:45 訪問仮設

全体式

北中吹奏楽部が交流を兼ねて

演奏

11:45 全体式

12:00 昼食

13:00 学校へ向け出発

21:00 帰校・解散
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（３）第２回被災地派遣ボランティア活動 ウ「何でもやり隊」の活動

平成25年11月1日（金）～2日（土） ・場所 東松島市宮戸島月浜仮設団地(34戸）

災害地：宮城県石巻市・東松島市 ・時間 午前10:00～11:30

参加者数：生徒２１名、引率者１０名 ・お手伝いの内容

視察場所①南三陸町防災合同庁舎 窓ふき 草取り 床ふき 肩もみ

②石巻市立大川小学校 風呂そうじ

③東松島市宮戸島月浜仮設団地

３４戸

事前に現地ボランティア団体の方のコー

ディネートを受けて、ニーズを調査し、

「何でもやり隊」の活動を実施した。

この活動を通して、生徒は広く奉仕の精神

①行程 を養い、「自助・共助・公助」の知識や技術

11/1 21:00 八街北中学校 発 を学ぶことができた。また、支援者「共助」

11/2 7:00 南三陸町合同防災庁舎視察 としての視点から、ボランティア活動を通

（献花・焼香） じて、地域の一員として貢献する意識を高

8:00 石巻市立大川小学校視察 めることができた。

（献花・焼香）

10:00 仮設住宅にて活動

お手伝い「何でもやり隊」

ア 南三陸庁舎跡地や石巻市立大川小学校

を訪れての現地学習

災害発生時「自分の身は自分で守る」

ことの重要性と発生からどのように住民

が助け合い、生活していたのか、現地の

方々の話から具体的に学んだ。復興が

ままならない現地へ足を運び、現地の方

々との関わりから防災の手立てや、災害

にみまわれても力強く、たくましく活動

できるために求められる「共助」の理念 ②事後指導

と実際を学ぶことの意義を理解できた。 ア 作文方式による活動報告書の作成

（作成項目）

イ 支援物資の配布 （ｱ）なぜこのボランティアに参加しようと思

支援米・野菜ジュース・落花生・野菜 ったのか

菜の花の種（31箱） （ｲ）被災地を視察してどのような感想を持っ

たか。

(ｳ) 活動を体験して感じたことは何か。

(ｴ) これからできること、しなければならな

いことは何か。
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（４）一般市民・教育・福祉関係者に向けて ６ 成果と課題

活動報告会の開催 【成果】

平成25年11月28日（木） 午後１時～ ○ 復興がままならない現地へ足を運び、現

於 八街市中央公民館 地の方々との関わりから、災害にみまわれ

出席者、市長をはじめ市内各官庁、教育、 ても力強く生きている姿を、実際その大地

福祉、安全協会等の諸機関及び一般市民 に立って見ることは絶大なる説得力を感じ

約500名 ることができた。

○ 被災地を訪れたことで、一人一人が災害

ア スライドショー画像の作成から発表 を自分のこととして考え、防災やボランテ

イ 防災アドバイザーとのシンポジウム ィア活動への関心が高まった。

テーマ ○ 実際にボランティア活動を行い、自分た

「被災地に心を寄せて」 ちも役に立つことができるという達成感を

コーディネーター 得ることで、社会のために「気づき、考え、

市社会福祉協議会事務局 実践できる」という意識が高まった。

綿貫 敏宏 氏 ○ ボランティア活動を通じて学んだことを

コメンティーター 全校生徒や保護者、地域の人たちに発表す

宮城県石巻市社会福祉協議会災害復興支援 る場を設けることで、社会づくりに貢献す

課地域福祉アドバイザー る意識を高めることができた。

瀧嵜 博 氏

宮城県塩竈市民ボランティア 【今後の課題】

「希望」代表 會澤純一郎 氏 ○ 生徒たちが支援者「共助」の視点から、

パネリスト 災害ボランティア活動を通じて育んだ知識

八街市立八街北中学校 生徒 ２名 や技術を、今後地域の一員として貢献でき

八街市舞踊連盟 会長 飯高しづ子 氏 るよう、学校・地域・関係機関が連携した

学校防災体制の充実を図る必要がある。

○ 今後、東北への災害ボランティア活動を

継続した取組としていくためには、予算措

置について課題がある。多くの生徒がボラ

ンティアに参加したいという思いが強いの

に反して、生徒を絞ってボランティア活動

に参加せざるを得ないのが現状である。さ

らに、教育課程上での位置づけなど、工夫

していかなければならない。

八街市としては、これからも今回の実践

を活かし、息の長い取組と自助・共助の意

識を高めた防災教育の推進を充実させたい。

ボランティア活動後に行われた報告会

では、参加した多くの生徒たちから、

「ボランティア活動に参加して良かった」

という感想が寄せられた。また、この活

動を通して、社会づくりに貢献しようと

いう意識も高まった。

コメンテーターの防災アドバイザーから

は、「被災地でのボランティア活動は、

自分を見つめること。自分の生き方を発

見すること。見て聴いて、そして考えて」

と、ボランティア活動の意義等について

述べられた。


