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 事業内容：安全教育手法の開発・普及のための支援事業 

      学校安全管理体制の構築・強化のための支援事業 

 題  名：防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

      （命の大切さを考える防災教育公開事業） 

      （避難所対応） 

  －学力向上に向けた授業形態の改善及び命の大切さを考える防災教育の推進－ 

 所属・電話番号：野田市立川間中学校・０４－７１２９－４０２５ 

                        校長  早川 博 

１ 実施事業 

(1) 学校安全教育手法の開発・普及のため 

の支援事業 

(2) 学校安全管理体制の構築・強化のため 

の支援事業 

 

２ 事業概要 

(1) 学校における防災計画の見直しや命の 

大切さを考える防災授業を実施し、公 

開する。 

(2) 生徒が自らの生命と安全を守るために、 

危険予測・危険回避能力を高める生徒 

参加型の防災教育を推進し、その取り 

組みを公開する。 

(3) 学校・保護者・地域住民（自治体）・関 

係機関等の参加による地域合同防災訓 

練を実施する。 

(4) 地域の避難所開設をとおして、体験型 

防災教育を実施し、運営のための体制 

を整備する。 

(5) 学校職員・保護者・地域住民を対象と 

した講演会等の防災啓発活動を行う。 

(6) 事業実施について、学校だより等で地 

域・保護者に周知し、実施後評価（外部 

評価）を受ける。 

 

 

３ 実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

４月 ○避難訓練(地震） 生徒・職員 

５月 ○第１回担当者会議 担当者 

６月 ○校内授業研究会 

○自治会連合会と合

同避難訓練打合せ 

生徒・職員・指導主事 

自治会・担当職員 

７月 ○地区生徒会の整備 

○第２回担当者会議 

生徒・職員・地区長 

担当者 

８月 ○校内研修会 

(市内の防災の現状) 

○市内一斉避難所開設訓練 

職員・ 

野田市防災安全課 

生徒・職員・自治会・

野田市防災安全課 

９月 ○避難訓練 

(地区生徒会の活用) 

○防災授業 

(防災アドバイザーの活用)

○地域安全マップづくり 

生徒・職員 

 

生徒・職員・

学校防災アドバイザー 

生徒・職員 

10月 ○校内授業研究会 

○自治会との合同防

災訓練の実施 

生徒・職員・指導主事 

生徒・職員・自治会 

 

11月 ○避難所開設訓練 

 

○授業公開及び講演会 

生徒・職員 

野田市防災安全課 

生徒・職員 

学校防災アドバイザー 

12月 ○ワンポイント避難訓練 生徒・職員 

１月 ○第３回担当者会議 担当者 
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４ 担当者連絡会議 

 氏名 所属及び役職 

１ 大森 茂 千葉県教育庁東葛飾教育事務所 指導主事 

２ 瀬戸 芳男 野田市教育委員会指導課 指導主事 

３ 中村 剛志 野田市役所防災安全課 防災係長 

４ 田村 和樹 野田市役所防災安全課 職員 

５ 早川 博 野田市立川間中学校 校長 

６ 張替 猛夫 野田市立川間中学校 教頭 

７ 鈴木 一成 野田市立川間中学校 教諭 

８ 山崎 勝 野田市立川間中学校 教諭 

９ 遠藤 一彦 川間地区自治会連合会 会長 

10 寺田 隆夫 川間地区自治会連合会 副会長 

11 岡 正恵 野田市立川間中学校 ＰＴＡ副会長 

５ 具体的な取組 

(1) 地区生徒会の整備 

川間地区は１５の自治会によって構成さ

れている。「防災・避難」ということを考え

ると、地域との連携はとても重要なことにな

る。しかし、中学生の実態としては、「自分

がどの自治会に属しているのか。」というこ

とを全く知らない生徒もいる。さらには、保

護者の中にも自分の家庭がどこの自治会に

属しているのかもよくわかっていないのが

現状であった。 
 そこで、「地域とともに作る防災」という

ことを考えたとき、中学校として、生徒たち

が自分の地域をきちんと認識し、「自助・共

助」の考え方の下、自分たちでもできること

を地域の中でやっていかなければならない

という意識を高める必要があるため地区生

徒会の整備を行った。 
 また同時に地区リーダーを任命し、市で行

われる避難所開設訓練に参加することで、中

学生でもできることを身につけたり、地域の

防災はどのような状況におかれているのか

を見たりすることを目指した。さらに、地域

の行事である川間地区運動会の中で地域と

の合同避難訓練を行い、リーダーだけでなく

全生徒が地域の方々と顔を合わせ、地域の中

で生活しているということは、地域の方々と

手を取り合って自分の地域を守っていくこ

とであり、そのためには、地域の方のことを

少しでも知っておくことが大切であると考

えさせる一助となった。 
 以下は参加生徒の感想である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
●成果 
 地区生徒会を組織し、全生徒を集めて顔合

わせをすることで、地区リーダーの意識は高

まった。また、避難所開設訓練に参加するこ

とで、今まで知りうることのなかった防災へ

の地域の取り組みを知り、万が一、災害が起

きたときに自分だったら何ができるのか、ど

んなものが備蓄してありそれをどう使って

いくのかを考え、生かしていこうという気持

ちを養うことができた。また、災害時には、

食料・トイレ・寝床など全く今までの生活と

は異なってきてしまうことや、障害を持った

方やお年寄りへの対応がどれだけ大変なこ

とかも知ることができ、災害に対する緊張感

を持つことができた。 
●課題 

 初めて知ったことが多くありました。非常用の

クラッカーは、しっとりとしているものだと思っ

ていましたが、口の中でぱさぱさして少し食べに

くいと思いました。シチューなどと一緒に食べる

と聞き、納得できました。非常食などを備蓄してい

る倉庫が思いの外広かったので安心しました。発

電機がガスボンベ２本で１時間しか発電できない

のを聞き、足りるのかどうか不安になりました。避

難所に行かなくても自宅で暮らしていけるように

自分の家の備蓄品を確認しようと思いました。 
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 今回は地区生徒会のリーダーの育成に重

点を置いて活動してきたので、全校生徒の防

災意識の高揚までは見込めていない。今後は、

地区リーダーを中心に、校内での防災授業や

HUG、さらには校内での避難所開設訓練を

行うことで、地域の中で自分たちができるこ

とを考えたり、家庭や地域での防災に興味を

持たせたりすることができると考える。 

 (2) 地域安全マップの作成 

災害で尊い命が失われないためにも、災害

に対する関心を高め、災害危険箇所など地域

の状況を理解し、万が一災害が起きたときに

は「自分自身や家族で身を守ること」「近隣

を含めた地域全体で協力し合うこと」など命

を守るために適切に行動できる取り組みが

必要となる。 
 そこで、災害が起こったときの被害を軽減

するために「自分でできること」「自分がで

きること」をテーマとして、『川中生版個人

ハザードマップ』を作成することにした。個

人専用登下校マップである。登下校時の危険

箇所および避難場所、家族との約束事など確

認し、詳細に作成した。 
●成果 
 『川中版個人ハザードマップ』を作成した

生徒たちの感想である。 
 
 
 
 
 
 
 
生徒の感想から、危険箇所や安全な避難経路

を把握したり、災害時の家族との約束事を決

めたりするなど、自分の命を自身で守る防災 

意識の高まり等の成

果を得ることができ

た。今後さらに、「『命

を守ること』に関す

る意識の向上」およ

び「迅速で確実な判

断と行動」が、個人で

速やかにできるよう

継続して取り組んでい

きたい。  
(3) 地域自治会と合同防災訓練の実施 

 本年度は、初めての試みとして地域自治会

との合同防災訓練を行った。隔年で地区運動

会を地域自治会が中心になり開催している。

そこに毎回、生徒も参加しているので、その

中で防災訓練を行えるよう、地域自治会と準

備を進めてきた。生徒たちは地区生徒会の組

織を活用し、地区リーダーを中心に訓練に参

加した。 

●成果 
 地域の方と連携して行動することで、これ

までの訓練とは違った形の「身を守る」とい

う経験を積むことができた。地区生徒会が機

能し、各地区のリーダーの生徒が中心となっ

て大きな声を出して地域住民や生徒を呼び

集め、迅速に地区の人たちを集めることがで

きた。自治会テントで集合した際には、自分

の地区には誰がいるのか、どれくらいの人数

がいるのかを知ることができた。今回の合同

避難訓練で、学校というコミュニティから地

域へと防災への意識は広がったように感じ

るとともに、地域で生きていく生徒たちにと

ってはかけがえのない経験となった。 
●課題 
地域の人のことをお互い知らないため、地区

ごとに集合完了するまでに時間がかかった。 

生徒作成『川中生版個人ハザードマップ』 

◇災害が起きたとき、どこへ避難するかなどの対 

応の仕方を家族で決めました。 

◇いつも通っている道に、避難場所である公園や 

公民館があることに気がつきました。 

◇普段意識していない所に、危険な箇所がたくさ 

んあることに気がつきました。 
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今後、地区生徒会で集まるという形を校内で

の避難訓練でも活用し、地区生徒会の組織・

地域の組織との連携を深めていきたい。また、

地域の方との合同避難を想定した校内訓練

を行うことで、実際の場面でも生徒が主体と

なって迅速に動けるような準備が必要であ

った。 
(4) 避難訓練と防災講演会の実施 

＜避難訓練＞ 

 本校では年に２回避難訓練を行っており、

本年度も、同様に取り組んだ。しかし、今ま

で以上に事前の指導を多くし、普段から「安

全」を今まで以上に意識させ、生活させるこ

とに力点を置き、避難訓練に臨ませた。避難

訓練のやり方や方向性については、各種、講

演を聴き、地震、洪水、津波、その他災害に

よって避難の仕方が違ってくるので、地域の

実情に合わせた避難訓練を考え、実施してい

くことが大切であることがわかった。生徒が

自分の命をまず守っていくこと、そして、命

を守ることができたら他者へも気を配って

できることをしていくことまでをイメージ

させながら避難訓練

ができるように、今

後、実施計画を練り直

していきたい。 

●成果 
 避難訓練の事前指導をしっかりと行い臨

ませた。特に、２回目の避難訓練では防災の

日ということもあり、防災意識を高めるには

最適の行事となった。単に訓練をするという

だけでなく、日々の防災への意識を高めさせ

ることが重要であり、教職員にも有効な手立

てであった。 
●課題 
 訓練であっても実際の災害時同様の意識

と行動が求められるということを避難訓練

のときだけでなく、日常の安全指導で十分に

指導し、「いざは普段なり」を心掛けること

が教師も生徒も必要である。また、本当の災

害時には、訓練のようには全くいかないこと

を教職員も認識し、教職員の防災への意識や

知識も高めることが大切だと感じた。 
「命を守る」最重要課題は「自助」である。

実際の災害で命が助かった事例はほとんど

が、自分で自分の身を守ったものである。事

前の指導も単に「避難を早くする」「静かに

行う」ということだけでなく、「自分の身を

自分で守る」という観点をしっかりと掴ませ

ていくべきである。ワンポイント避難訓練を

複数回実施するなど、緊急地震速報の際して、

「落ちてこない、倒れてこない」場所を意識

させたい。 
＜防災研修会＞ 

 教職員の防災安全に関する研修会を行っ

た。生徒に指導するにはまず教師が防災や安

全についての理論や知識が必要で、今回の事

業担当者会議でも提案されたこともあり

早々に実施した。テーマは被災地からのメッ

セージであった。 
長野県白馬村の地震や関東東北豪雨、鹿児

島の噴火などの事例から災害に対する地域

の危機意識の変化やその共有、継続の仕方を

学ぶ。災害の危険を知ること、地域の方との

コミュニケーションが日常の生活で多くあ

ることが、地域の命を救ってきている。まず

は自分の身を守ること、次に近所の人たちの

命を助けることに目を向けていきたい。 
＜防災講演会＞ 

 防災の日に「防災講演会」を行った。地域

の防災士の方に、自助共助はもとより、今か

らできる防災についてお話をいただいた。 
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自分が助かる「自助」と共に助け合う「共

助」の重要性を中心に話をされた。また、避

難訓練の様子を見て、専門的な観点から頭を

守る重要性を教えていただいた。地震による

火事や家具の転倒を想定して頭を守る意識

を持って避難訓練に臨む姿勢が大事である

ことを教えていただいた。 
自宅における防災対策として、災害時に冷

静でいるために家具の固定方法、日常備蓄と

して水の重要性についてバーベキューを例

に説明された。生徒たちは講演会を通じて災

害が起きてから考えるのではなく、普段から

災害に対する危機感と知識を十分に蓄えて

実際に災害が起きた時には自助と共助を行

えるように生活していく必要性を学ぶこと

ができた。 
この際に防災の冊子をご紹介いただき、各

学級に３５冊ずつ配付した。今後の指導に活

用していきたい。 
＜防災講演 授業公開当日＞ 
 授業公開当日に、鎌倉女子大学講師の矢

崎良明先生にご講演をお願いした。生徒・

来賓・地域の方々・近隣の小中学校の先生

方に参加いただき、とてもわかりやすい講

演をいただいた。「地震防災教育の充実」と

いう講演で、内容は以下のとおりである。 
ア なぜ地震防災教育が必要なのか 
〇成長して大人になった時に地域を担う存

在になっていくため。 
イ 実践に近い避難訓練の重要性 
〇「落ちてこない」「倒れてこない」・・・上

から物が落ちてこない、横から物が倒れてこ

ない場所を子どもの判断で探す。 
ウ 命を守るための環境整備 
〇落ちてこないようにする、倒れてこないよ

うにする為の環境整備が必要。転倒、落下、

移動防止策を。 
エ 在宅避難の意識 
〇心身の負担の大きい避難所に行かずに避

難生活を送ること。 
〇在宅避難の為に家

具に転倒防止策をし、

日常備蓄の考え方を

持つこと。 
(5) 防災教育の視点を取り入れた授業公開 

＜保健体育＞ 

自然災害で起こるストレスについて考え

る授業を行った。普段生活している中で、災

害で起こるストレスについて考える機会は

少ないので、今回の授業で防災意識を高める

ことができた。｢被災後の避難所生活から考

えられるストレスにはどのようなものがあ

るか｣との問いには、知らない人と一緒に生

活する事、十分な食料が無い、お風呂に入れ

ないなど多くの意見が出た。また、それらの

ストレスを和らげるための対処法をグルー

プで考える時間では、互いに多くの意見を出

し合った。そのストレスを和らげにはどうし

たら良いかを考える良い時間になった。 
＜道徳＞ 

「稲むらの火」という資

料を用いて、「命の大切

さ」について考える授業

であった。「津波がやっ

てくるに違いない」という庄屋五兵衛の不安

や焦りに共感させ、稲むらに火を放った庄屋

五兵衛の心情を考えさせた。「命が一番大切

だから稲が燃えても仕方がない。」「燃えてし

まっても、村人が助かるならそれで良い。」

と命はかけがえのないものであることを改

めて感じ取らせることができた。村人の命を

守るために火を放った庄屋五兵衛の行動か



12 
 

ら、災害が起こった際には自分の命を守るだ

けでなく、周りの人の命を助けることも大切

であるというところにも考えが深まった。 

＜社会科＞ 

「もし自分の周りで災害が発生したら」とい

うテーマのもと、実際に地震が起きたことを

想定した災害状況シミュレーションを行っ

た。授業では個人で考えた地震発生後の災害

状況シミュレーションをもとにして、グルー

プ討議を行った。より具体的で細かいシチュ

エーションを想定させることによって、実際

の状況に近い場面・感情を引き出すことがで

きた。生徒たちは、もし自分の周りで災害が

発生したらどうなるのかということを考え

ることにより、今まで自分たちには遠い存在

であった災害をより身近なものとして考え

るきっかけとなった。今後はこの授業で学ん

だことをいかに日常の中でも意識していく

ことができるかが課題となる。今回の授業を

一過性のものにするのではなく、学校でも継

続的に指導していきたい。また各家庭におい

ても防災や災害のことについて話し合うき

っかけとなっていっ

てほしいと思う。 
＜学級活動＞ 

避難所運営ゲーム

HUG を通して学校の避難所としての機能を

知るとともに、自分たちのできる防災活動は

何かを考えることができた。次々に読み上げ

られる避難者の特徴が書かれたカードをど

こに避難させればよいか迅速に判断し、体育

館や教室に配置していく生徒たち。「妊婦だ

から看護師の側が良いのではないか」などと

避難した後のケアも考えて配置していった。

また、避難の最中に同時進行で様々なミッシ

ョンがあり、臨機応変に対応していく中で、

役割を分担し配置を決めていった。記録係が

作成した工夫が書かれた付箋を活用して班

内で意見をまとめ、発表を行った。災害が起

きる以前から防災意識を高めることで、中学

生でも災害が起きた

時には避難所運営の

担い手となれる。ま

た、課題に対して向き

合い判断する力を養

うこともできた。 
６ 成果と今後の課題 

 3.11 以降、防災教育の充実が叫ばれてい

る。本事業の大きな成果は、地域も巻き込み

ながら、生徒・保護者そして教職員が防災へ

の意識を大きく高めることができたことで

ある。各講演会や授業公開を行うことで、「防

災＝日常」そして、命の守ることへの再認識

をすることができた。生徒も様々な授業や課

題に真剣に向き合うことで、命の大切さ、か

けがえのない命について深く考えた。また、

自分の命を守るには災害の危険を知り、その

情報を地域で共有し、適切に判断・行動でき

る体制づくりが必要であることを明確に理

解したことが成果である。 

 今後、この成果を途絶えさせることのない

ように、命の大切さを考える授業のみならず、

日常の安全指導から意識的に命を守ること

を考えさせていきたい。また、最新の防災の

情報を得ることができたことで、避難訓練の

計画の見直し、地区生徒会の常態化、そして、

今まで以上に地域との連携を深め、さらには、

生徒を積極的に地域の中で活動できる場面

をもっと作っていくことが今後の課題とな

る。そして、災害に強い地域・学校の中核を

担う生徒を育成していきたい。 


