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１ モデル地域の現状 

 

２ モデル地域の安全上の課題 

 

３ 取組の概要 

（１）実施概要 

実施時期 計画事項 参加者 

４月 ○第１回防災意識 

調査 

〇第１回避難訓練 

 

〇第１回防災教室 

生徒 

 

生徒・教

職員 

講師：日

本赤十字

社 

５月 ○第１回実践委員会 

・各校の防災教育計画 

の説明 

・事業概要の説明 

・野栄中学区事業計画 

の検討 

県教委、

市教委、

各学校、

PTA、市

防災担当 

等 

・匝瑳市の防災に関す 

る取組の説明 

〇第２回避難訓練 

 

 

生徒・教

職員 

６月 〇第１回防災検定 

〇第１回教職員 

研修会 

〇第２回防災教室 

生徒 

講師：元

小学校長 

講師：

NPO 防

災千葉 

７月 〇第３回避難訓練 生徒・教

職員 

８月 〇第２回教職員 

研修会 

講師：学校

安 全 ア ド

バイザー 

９月 ○第２回実践委員会 

・匝瑳市の活動報告 

・今年度の取組の振り

返り 

・次年度に向けた取組

検討 

〇第３・４・５・６回

防災教室 

 

 

 

〇第４・５回避難訓練 

 

 

 

○合同防災訓練（台風

の影響により中止） 

県教委、

市教委、

各学校、

PTA、市

防災担当 

等 

講師：日

本赤十字

社、市社

会福祉協

議会 

生徒・教

職員・PT 

A、地域、 

市教委 

○モデル地域名：匝瑳市 野栄地区 

○学校数：小学校２校 

中学校１校 

○取り組む領域：災害安全 

○取り組む課題：津波からの避難 

児童生徒等が自らの命を守るために自

主的に行動する態度の育成を図るため

に、中学校区で防災に関するカリキュラ

ムを検討・作成していく。また中核教員

の防災教育に関する指導力を高め、各学

校の職員に防災教育への意識を高めてい

く。 

 

事業名：命の大切さを考える防災教育公開事業（学校安全総合支援事業） 

モデル地域：匝瑳市 野栄地区   拠点校：匝瑳市立野栄中学校 

 

所轄教育委員会：匝瑳市教育委員会  電話番号：０４７９－６７－００９４ 
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10 月 〇文化祭での発表 

〇第２回防災検定 

生徒 

生徒 

11 月 ○第２回防災意識 

調査 

〇小学生との交流 

 

○公開授業       

生徒 

 

生徒・児

童 

学校安全

アドバイ

ザー、県

教委、市

教委、教

職員等 

12 月 ○第６回避難訓練 

 

○第３回実践委員会 

・市、各校の本年度の 

取組について報告 

・公開授業について 

生徒・教

職員 

県教委、

市教委、

各学校、

PTA、市

防災担当 

等 

 

４ 具体的な取組 

（１）学校安全の中核となる教員の資質

能力の向上に係る取組について 

① 実践委員会における情報共有 

５月、９月、12 月に実践委員会を

開催。実践委員会の中で情報交換の

時間を設け、各学校の実践等につい

て共有を図った。 

    ＜実践委員＞ 

千葉科学大学教授、千葉県教育

庁北総教育事務所指導主事、匝

瑳市総務課消防防災班、匝瑳市

立野栄中学校ＰＴＡ会長、匝瑳

市教育委員会、匝瑳市立野栄中

学校校長・教頭・研究主任・安

全主任、匝差市立野田小学校校

長・教頭・安全主任、匝瑳市立

栄小学校校長・教頭・安全主任 

② 公開授業の開催 

モデル地域内の拠点校を会場に、

公開授業を実施。 

    日時：令和元年 11 月 27 日 

    テーマ： 災害時の対応を考える。 

内容：体験活動を通し防災意識を

高め、自主的に考え行動で

きる生徒の育成を目標に、

第１学年では、クロスロー

ドゲームを通して災害対応

について考えた。第２学年

では、避難所運営シミュレ

ーションを通して避難民の

多様性について考えた。第

３学年では、想定外の事態

に遭遇した時にどのように

対応すべきかを考えた。各

学年、自己決定の場と話し

合い活動を行い、共助の視

点を見出した。 

    参加者：学校安全アドバイザー、

県教委、市教委、教職員 

    参加人数：72 名 

③ 講演会の開催 

モデル地域内において、講演会を

実施。 

    日時：令和元年 11 月 27 日 

    テーマ：自然災害に対する学校リ

スクマネジメントと危機

管理 

    内容：自然災害に対する学校リス

クマネジメントと危機管理

について、千葉科学大学危

機管理学部の藤本一雄先生

に、スライドを利用しわか

りやすく丁寧な解説をいた

だいた。組織に対する様々

なリスクの発生をできるだ

け抑える対策、そして、リ
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スクが発生した場合にもそ

の影響を最小に抑える対策

をどのようにすべきかを教

えていただいた。また、実

際に災害が発生した時の対

応の在り方を学ぶことがで

きた。今後、防災教育で必

要となる多くの事柄をご教

授いただき、大変有意義な

時間となった。 

    参加者：学校安全アドバイザー、

県教委、市教委、教職員 

    参加人数：72 名 

④ 研修会の開催 

モデル地域内の学校の教職員を対

象に拠点校の学校安全に関する研修

を実施。 

ア 日時：令和元年６月 20 日 

内容：東日本大震災時に、飯岡

中学校教頭として対応さ

れた伊藤進先生を講師に

招き、当時の状況につい

て詳しく教えていただい

た。 

参加者：モデル地域内の学校の 

教員 

参加人数：24 名 

イ 日時：令和元年８月 22 日 

内容：主体的・協同的な防災学 

習への転換について、千

葉科学大学危機管理学部

の藤本一雄先生より、わ

かりやすく丁寧な解説を

いただいた。 

参加者：モデル地域内の学校の 

教員 

参加人数：40 名 

  ⑤ 合同防災訓練の開催 

    モデル地域内の拠点校を会場にモ

デル地域内の学校、住民及び自治会

等が参加する合同防災訓練を実施。 

ア 日時：令和元年９月 14 日 

     内容：地域住民合同避難訓練 

参加者：匝瑳市立野栄中学校職

員・保護者・生徒、地

域住民（卒業生含む）、

匝瑳市教育委員会 

参加人数：387 名 

   イ 日時：令和元年９月 29 日 

     内容：匝瑳市合同防災訓練 

        （台風の影響により中止） 

参加者：匝瑳市立野栄中学校職

員・生徒、匝瑳市立野

田小学校職員・児童、

匝瑳市立野栄中学校

PTA、野栄地区自治会、

匝瑳市総務課消防防災

班、匝瑳市教育委員会 

  ⑥ 学校安全アドバイザーの活用 

   千葉科学大学 危機管理学部 

藤本 一雄 先生 

   派遣校数：１校 

   派遣回数：２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校安全の取組を評価・検証する

ための方法について 

① 意識調査（防災検定含）、合同会議 

生徒を対象に意識調査と防災検定
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を 2 回実施し、生徒の変容を把握し

た。また、合同会議では各学校の取

組について、計画、反省を中心に検

討会を持った。 

  ② 匝瑳市の成果指標 

   ア 学校安全に関する会議や研修を

実施した学校が２校増加し、92％

となった。 

   イ 学校安全の取組に関する授業公

開や成果報告会、研修会等を実施

し、他校や地域への共通理解を図 

った学校が３校増加し 31％になっ

た。 

③ 拠点校におけるアンケート結果 

 ア 意識調査の結果 

実態調査の各項目に対する、

肯定的な回答が増え、特に、「災

害に備えて防災グッズ等の備え

をしている」と回答した生徒が

19％増加し、顕著な結果が出た。 

 イ 防災検定の結果 

検定の正答率は、11％上昇し、

生徒の防災知識を高めることが

できた。 

 

 （３） その他の取組について 

① 避難訓練（全６回）の開催 

教室からの避難や移動教室からの

避難、予告なしでの避難や直接屋上

への避難など、定期的に様々な状況

で訓練を実施した。 

  ② 防災教室（全６回）の開催 

    日本赤十字社や NPO 防災千葉、

匝瑳市社会福祉協議会、匝瑳市総務

課消防防災班、匝瑳市教育委員会に

協力いただき、講演会や救急法

（AED）講習、防災倉庫の見学、救

助体験等、体験活動を実施した。 

③ 各教科での横断的な指導 

年度初めに各教科主任を中心とし

て、防災学習と関連している箇所を

ピックアップし、一覧表を作成した。

その後、各教科で防災と関連した授

業を計画的に実施し、横断的な指導

を行った。 

④ 文化祭での発表 

防災教室で学んだ内容を文化祭

（10 月 26 日）で発表し、全校で学

んだ事を共有した。 

  ⑤ 小学生との交流 

代表生徒が野栄中学区にある野田

小学校及び栄小学校の両校に赴き、

小学６年生に防災ランプと新聞紙を

使ったスリッパの作り方を伝えた。

（11 月 21 日・22 日）小学生に教え

ることを通して、生徒の防災意識を

更に高めることができた。また児童

も防災に関心を持つことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 成果と今後の課題 

【成果】 

・中核教員を中心として中学校区単位

で防災教育の取組を見直したことに

より、小中学校９年間を見通した系

統的な防災教育計画を作成できた。

また、小中の連携が深まり、中学校

区の職員の防災教育への意識が高ま

った。 

【課題】 

・本年度の活動をそのまま継続してい

くことは難しい。実践委員会や防災
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研修を効率よく継続できるよう、教

育課程検討委員会等で検討する必要

がある。 

・想定外に対する対応力を身に付ける

ために、今後全ての教育活動で防災

を意識させること（日頃から協力し

合い、助け合う力）を身に付けるた

めの指導を継続する必要がある。 

・地域や保護者と共に活動する機会を

増やし、様々な機会に本校の取組に

ついて情報発信する等、地域住民と

の連携をさらに進められるよう検討

していく。 

 


