
 
 

 

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：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） 

   ―防災意識を高めて主体的に行動する児童の育成― 

所属・電話番号：松戸市立六実小学校・０４７－３８７－９３９１ 

                         校長  鈴 木 孝 明 

                                         

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)各教科、領域の中で、防災教育を実践し、

自分の命を守るための意識を育てる。 
(2)避難訓練を通して、避難方法の改善を図

り、施設、設備の改善点を探る。 
(3)避難所開設・運営訓練を地域の方々と合

同で行うことを通して、避難所の実際を

知る。 
(4)保護者と連携して、安全、防災に関する

事業（通称あんぱく）を実施する。 
(5)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。 
(6)防災マニュアル、安全点検簿を実際に合

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 
 

集団下校班別集会 
避難訓練 
班別集団下校 
担当者連絡会議 
ワンポイント避難訓練 

第１回校内授業研 

児童・教職員 
児童・教職員 
児童・教職員 
実践委員 
児童・教職員 
教職員・指導主事

担当者連絡会議 実践委員 

８月 
 
９月 
 
 
 
10 月 
 
 
11 月 
 
 
 
 
 
 
１月 
 

ＨＵＧ研修会 

 

市内合同引き渡し訓練 

 

不審者対応避難訓練 

 
担当者連絡会議 
第２回校内授業研 
第３回校内授業研 
安心・安全事業 
（あんぱく） 

ワンポイント避難訓練 

避難所開設訓練 
 
公開研究会 
 
集団下校訓練 
避難訓練 

教職員・危機

管理課 
児童・教職員・ 
保護者 

児童・教職員・

警察 
実践委員 
教職員・指導主事 
教職員・指導主事 
児童・教職員 
保護者 

児童・教職員 
教職員 
地域住民 
教職員・指導主事

防災アドバイザー 
児童・教職員 
児童・教職員 

４ 担当者連絡会議 

 氏名 所属及び役職 

１ 須原敬浩 東葛飾教育事務所指導主事 

２ 浅井康正 松戸市教委保健体育課長 

３ 大谷史朗 松戸市教委保体課指導主事 

４ 二見弘幸 危機管理課専門監 
５ 畠山義広 危機管理課主任主事 
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６ 鈴木孝明 本校校長 
７ 金子 右 本校教頭 

８ 柴田仁洋 本校教務主任 

９ 岡本雄樹 本校教諭(安全主任) 

10 茂木照哉 避難所開設運営委員長 

 

５ 具体的な取組 

(1)凡事徹底～当たり前のことを当たり前に～ 

ア 日常生活面 

「いざは普段なり」どんなときでも普

段から当たり前にやるべきことをしっか

りと行わせる。その姿勢が有事に活かさ

れることを生徒指導面も含め指導する。

具体的には、以下の３点を重点として指

導した。 

イ 学習時 

昨年度まで行っていた国語科の研修を

活かし、「六実っ子言語レベル」(話す) 

(聞く)を定めた。また、体育や集会時の

行動様式を全校で統一し、素早い行動を

とれるようにした。 

 

六実っ子言語レベル(話す) 

 

 

六実っ子言語レベル(聞く) 

  

(2)防災意識を高める手立て 

ア 防災意識アンケートの作成 

  子どもたちの防災に関する実態を把握

するために２０項目からなるアンケート

を作成し、２回にわたって、調査し、意識

の変容を確かめた。 
イ 防災教育年間指導計画の作成 

学年ごとに教科・領域においてどの単

元のどこで防災教育と関連づけて指導し

ていくかを明らかにするために作成した。 
ウ 授業研究 

各教科・領域の中で児童の発達段階に

応じて防災意識を高める授業を展開した。 

 (ｱ)４年生 道徳「はるかのひまわり」 
災害にあった人々の思いや「はるか

のひまわり」の意味を知り、自分や友

達の命を大切にして精一杯生きていこ

うとする意識を高めることができた。 

 (ｲ)２年生 生活科「わたしの町はっけん」 
町探検のときに地震に遭遇した際の

対処の仕方を考えさせ、「あ：頭を守っ

て」「た：倒れてくるものがないか」

レベル１ 呼名されたら「はい」と返事 

レベル２ 発表の時は「です・ます」をつけ、

最後まで話す 

レベル３ 場に応じた声の大きさで話す 

レベル４ 理由をつけて話す 

レベル５ わかりやすく、まとめて話す 

（結論→理由・ナンバリング） 

レベル６ 相手の話を聞いて、自分の考えを

話す 

レベル１ 話している人の方を見て聞く 

レベル２ あいづちを打ちながら聞く 

レベル３ 人の話に割り込まないで最後まで聞く 

レベル４ 人の話の内容について自分の考えをもつ 

・あいさつをしっかりとする。 

・掃除をしっかりと行う。 

・時間を守る。 
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「ま：周りを見る」ことの大切さを学

ぶことができた。 
 

(ｳ)４年生 社会科「火事からくらしを守る」 
   地域の人々が協力して、火災から地

域の安全を守っていることを実際に消

防団の方々をゲストティチャーに招い

て話を聞き、共助について知ることが

できた。 

(ｴ)６年生 国語科「パネルディスカッショ

ンをしよう」 
   「安心･安全な未来の小学校」をテー

マに今、自分たちにできることを考え、

お互いに意見を交わしながら深めてい

くことができた。 

(3)防災訓練 

ア 避難訓練 

いつ起こるかわからない災害に備えて、

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訓練を計画

的に行った。 

月 訓練内容 目的・方法 

４ 地震による火災 避難方法経路確認 

６ 
ワンポイント 

避難訓練 

雨天時の業間休み

に実施 

９ 不審者対応 
避難の仕方、対応

の仕方 

11 
ワンポイント 

避難訓練 

晴天時の昼休みに

実施 

１ 地震による火災 緊急避難速報の活用 

 

イ 市内一斉合同引き渡し訓練 

(ｱ) 目的  

震度５弱以上の地震が発生し、児童

生徒が学校に避難・待機した場合の保

護者の引き渡しについて市内６５校の

小中学校が一斉に実施することにより、

実効性･安全性を高める。 

(ｲ) 日時 

９月２日(金) １３時から 

(ｳ)訓練内容 

１３：００ 各学校から保護者へメー

ル配信 

１３：４５ 非常放送 地震の発生 

第一次避難 

  １３：５０ 校庭へ避難 

  １４：００ 整列・点呼・人数確認  

  １４：３０ 保護者への引き渡し 

１５：３０ 留め置き児童集団下校  
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(4)ＰＴＡ主催安心･安全事業「あんぱく」 

 １１月５日（土）に保護者と教職員共同

で安心･安全に関する事業を行った。 
ア  低学年・なかよし学級  

危機管理課職員の説明による避難所

体験、ＰＴＡ校外指導部による交通安全

クイズ、消防署員による煙道体験と消火

器体験を行った。 

イ 中学年 

国土交通省江戸川河川事務所の皆様

による災害授業、洪水を防ぐために作ら

れた地下トンネル式の放水路等の学習

をした。 
ウ 高学年 

静岡県で開発されたＨＵＧ（避難所 
運営 ゲーム）を本校保護者が小学生用

に作り直した。避難場所となったときに

次から次へと来る難題にどのように対

応したらよいかグループごとに知恵を

出し合って考えることができた。 

(5)避難所開設訓練 

ア 目的  

学校が避難所となった場合、職員と地

域住民が協力して、避難所の開設･運営が

できるようにマニュアル作り等の準備を

進める。 

イ 日時  

１１月１２日（土）１０時３０分から 

ウ 会場  

本校体育館 

エ 参加者 ３７名 

  本校職員、地域住民、教育委員会 

オ 内容 

(ｱ) 避難所設営  

(ｲ) 運営委員の紹介 

(ｳ) 仮設トイレ、パーテーション、仮設テ

ント等の組み立て 

(6)公開研究会 

ア 公開授業 

各教科の中で本校の研究仮説である

「発達段階に応じて防災意識を高める授

業を展開していけば、主体的に行動する

児童が育成できるであろう」「日常生活の

中で、当たり前のことを当たり前にして

いく力を培えば、いざというときに自分

で考えて主体的に行動する児童が育成で

きるであろう」を検証するために４つの

授業を展開した。 

 (ｱ)１年生 学級活動「なんでもたべよう」 
避難所の食事について栄養教諭から
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話をした後、実際に避難食を試食。い

ざというときになんでも食べられるよ

うに普段から好き嫌いなく食べること

の大切さを学ぶことができた。 

(ｲ)３年生 社会科「店ではたらく人」 
身近なスーパーマーケットの販売の

工夫を知るだけではなく、学校との防

災体制を比較することによって、どこ

がどう違っているか気づくことができ

た。 
(ｳ)５年生 保健「けがの防止」 

   けがや事故の防止、手当てを学ぶと

ともに自然災害時に被害を最小限にと

どめるための行動の仕方、備えの大切

さを理解することができた。 
(ｴ)特別支援学級（知的）生活単元学習 
「地震から自分を守ろう」 

   知的機能に遅れのある児童にとって

は、避難所での生活は多くの困難が予

想される。本時は、実際に避難所とな

ったときに使用するトイレの体験を行

った。児童はいつも使っているトイレ

との違いを知ることができた。 

イ  防災講演会 

(ｱ)演題「地震の活動期に、子どもたちを

どう守るか」 
(ｲ)講師 鎌倉女子大学講師 矢崎良明 氏  

  日本付近は、４枚のプレートが重なり

合っており、年に数ｍから数ｃｍ動いて

いる。世界中で起きているＭ.６以上の地

震の２０％が日本で起きているという事

実がある。また、３０年以内に南海トラ

フ巨大地震の起こる確率は、８８％とい

われている。したがって、防災教育をし

っかりと行うことは喫緊の課題である。 
まずは、自分の家が避難場所となるよ

うに家の中を「落ちてこない」「倒れてこ

ない」「移動してこない」という３つの観

点から整備し、転倒・落下・移動の防止

対策を施すことが重要である。食事は避

難場所で、寝泊まりは家でできるように

したい。また、日常備蓄という考え方を

習慣にし、特別なものを準備するのでは

なく、日頃利用している食料品や生活必

需品を多めに購入し、少なくなったら買

い足すようにしておくとよい。学校も同

様に３つの観点で安全を確保するべきで

ある。訓練においては、学校として、弱

い時間帯に行っていく。例えば、給食の

配膳中とか、水泳指導中とか。 
学校が避難所となったとき、学校職員

がいない割合が７８％である。すぐに駆

けつけられるかどうかもわからない。し

たがって、地域住民による運営ができる

ようにしておく。いざというときに備え

て、避難所開設訓練を実施することが重

要となる。 
参加者は日頃の備えや安全点検の大切

さを改めて知り、防災意識を高めること

ができた。 
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６ 成果と今後の課題 

(1)防災学習における成果 

・児童、教師共に防災意識を高めることが

できた。 
・各教科で防災教育と関わりのある学習を

展開したことにより、児童は、防災につ

いての知識をつけることができた。 
・各教科において、実体験を交えたり、身

近なことを取り入れたり、具体物を活用

したりすることで、防災意識を高めるこ

とができた。 
・各教科において、自分の命や他人の命を

守るために自分に何ができるのかを考え

ることができた。 
・災害を我が事として考えられるようにな

ってきた。学校だけでなく家庭において

も、有事の時に「誰が迎えに来るのか」

や避難場所について話し合い、考えるこ

とができた。 
・時間を意識して早めに行動できるように

なってきた。 
・話を理解して聞こうとする児童が増え、

授業や全校朝会における話の聞き方がよ

くなってきた。 
・校内だけでなく、スクールガードや地域

の方への挨拶の仕方がよくなってきてい

る。 
(2)避難訓練における成果 

・通常の避難訓練を繰り返すことにより、

安全、かつ、迅速な避難ができるように

なった。 

・実際の地震発生時には、放送がなくても、

一時避難することができるようになり、

自助と主体的に行動する態度が育ってき

ている。 
・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。 

・想定を変えて実施することで、学校生活

のいろいろな場面で、速やかに避難でき

るようになった。 

(3)保護者や地域との連携における成果 

・避難所開設訓練を通して、災害時に本校

の果たす役割や機能について、地域住民

が理解し、自分たちで運営していくこと

の大切さを知ってもらうことができた。 

・ＰＴＡ主催事業「あんぱく」を通して、

保護者に安全・安心に関する意識の啓発

ができた。 

(4)課題 

・日常生活でのルールについての意識がま

だ十分ではないため、間接的に災害の時

に自分や他人の命を守ることに繋がるこ

とを意識させるように継続的な指導が必

要である。 
・挨拶はできるようになってきたので、自

分から明るい声で気持ちのいい挨拶がで

きるようにさらに指導していきたい。 
・指導されたことについては、よく身につ

いてきているが、自分から学ぶ姿勢がま

だ十分とは言えないため、各教科・領域

において自分で考える力をつけさせてい

く必要がある。 
・教科と関連させて防災教育を行ってきた

が、児童の防災意識をさらに高めていく

ためにも、さらに研究を深める必要があ

る。 
・避難訓練に慣れることで、真剣味に欠け

る児童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。 

・避難訓練を学校の弱い時間帯を設定して

実施していく必要がある。 

・地域に対して、防災教育の重要性を引き

続き、啓発していきたい。 
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