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１ 実施事業 

(1)学校安全教育手法の開発・普及等のため

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)学校での防災計画を見直し、保護者・地

域の方にはホームページ、学校だより等で

事業の取組を公開し、生徒たちに対しては

道徳、特別活動等で防災教育を実施する。 

(2)生徒たちによる防災教育として、避難方

法、避難所としての在り方を考えさせ、主

体的に行動できるようにする。 

(3)生徒、教職員、保護者、地域住民、関係 

諸機関の方々が参加する合同防災訓練に

参加する。 

(4)生徒、保護者、地域住民、教職員等を対

象とした講演会等の防災啓発活動を実施

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難訓練 

○校内職員研修 

○校内会議 

○第１回防災教育推

進委員会 

 

 

○防災教育に関わる

アンケート実施 

○校内授業研修会(道

徳･学級活動) 

○防災教育講話会 

 

○校内職員研修(HUG) 

○避難訓練  

○ワンポイント避難

訓練・引き渡し訓練 

○防災講演会 

 

○３年心肺蘇生法・Ａ

ＥＤ講習 

○第２回防災教育推

進委員会 

 

 

学校 

職員・消防署 

職員 

職員・北総教育事

務所・市教委・市

防災課・市社会福

祉協議会 

生徒・保護者 

 

学校・北総教育事

務所･市教委 

学校・保護者・市

防災課・市教委 

職員・消防署員 

学校市防災課 

学校・保護者・地

域住民 

学校・保護者・外

部講師 

学校・保護者・消

防署員 

職員・北総教育事

務所・市教委・市

防災課・市社会福

祉協議会 

 

事業内容：安全教育手法の開発・普及等のための支援事業 

      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） 

      －地域と共に、災害時の対応を考えられる生徒の育成－ 

             ～自助・共助の考え方の育成～ 

所属・電話番号：印西市立船穂中学校・０４７６－４６－００２１ 

                                       校長 山本 正之  
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10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

 

２月 

○1 年総合的な学習の

時間(ＨＵＧ) 

○第３回防災教育推

進委員会 

 

 

○２年心肺蘇生法・Ａ

ＥＤ講習 

○防災教育に関わる

中間アンケート実施 

○市総合防災訓練(台

風のため未実施) 

○防災教育公開事業 

 授業公開・全体会・

講演会 

 

 

 

○防災関係に関する

アンケート実施 

○第４回防災教育推

進委員会 

 

 

○２年総合的な学習

の時間（ＨＵＧ） 

○ワンポイント避難

訓練 

学校 

 

職員・北総教育事

務所・市教委・市

防災課・市社会福

祉協議会 

学校・保護者・消

防署員 

生徒 

 

学校 

 

学校・北総教育事

務所・市教委・市

防災課・市社会福

祉協議会・保護

者・地域・学校関

係者 

生徒・保護者 

 

職員・北総教育事

務所・市教委・市

防災課・市社会福

祉協議会 

学校・保護者 

 

学校 

 

４ 担当者連絡会議 

 氏名 所属及び役職 

１ 石川 博文 千葉県教育庁北総教育事務所指導室指導主事 

２ 大知 尚暢 印西市教育委員会指導課指導主事 

３ 小作 公哉 印西市総務部防災課防災班主査 

４ 西畑 繭子 印西市社会福祉協議会主任主事 

５ 山本 正之 印西市立船穂中学校校長 

６ 山﨑 一浩 印西市立船穂中学校教頭 

７ 西原 弘和 印西市立船穂中学校教務主任 

８ 井上 大平 印西市立船穂中学校研究主任 

９ 出井 孝平 印西市立船穂中学校防災担当 

10 山田 幸弘 印西市立船穂中学校安全主任 

 

５ 具体的な取組 

(1)職員研修（ＡＥＤ・ＨＵＧ）  

ア 心肺蘇生法・ＡＥＤ講習会(4/25) 

(ｱ) 目的 

・災害・事故時に対応するため、職員が心

肺蘇生法・ＡＥＤとエピペンの利用方法

の確認と意識を高めるための訓練を行 

う。 

・緊急時の対応の意識を高め、職員間の連

携を深める。 

(ｲ) 研修の様子 

印西市の消防署員を招き、教職員全員

が、ＡＥＤ、エピペン研修を行った。心

肺蘇生法、ＡＥＤに関しては、全職員が

消防署員の説明を受け、指導の下、グル

ープに分かれ実践研修を行い使用方法に

ついて学んだ。それぞれ、実践した際、

注意点や誤った部分を修正していただ

き、より高い技術を研修することができ

た。昨年度も行っているので、心肺蘇生

法やＡＥＤの利用方法に関しては、全体

的に真剣に、かつより高い技術を求める

職員も増え、職員全員で意識を高く持っ

て取り組むことができた。 

エピペン研修については、消防署員の

説明を聞き、使用方法を学んだ。医療器

具のため、対応には配慮が必要だが、緊

急時の対応について学ぶことができた。 

イ ＨＵＧ(避難所運営ゲーム)講習会

(8/25) 

(ｱ) 目的 

・避難所運営の状況や問題点を知り、より
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よい避難所対応を考える。 

・全学年実施予定のため、全職員が HUG の

指導方法について学ぶ。 

(ｲ) 活動の様子 

印西市印西西消防署職員の小島さん

(保護者)を招き、避難所運営ゲームの取

り扱い方、実践を含めた研修を行った。

職員は２グループに分かれ、講師の先生

の説明を聞き、カードを利用して実践を

行った。カードに書かれている内容を、

グループで考え、体育館の配置図に配置

した。カードの枚数が多くになるにつれ、

様々な状況を考えなければいけないこと

に気づき、さらに避難所生活は長期にわ

たることもあり、少しでもストレスを感

じない配置の方法を、短時間で考えなけ

ればならないので、避難所運営の難しさ

を感じた。 

 

(2)避難訓練(4/12・9/1･9/9)実施 

ア 避難訓練(4/12・9/1) 

(ｱ) 目的  

・避難の指示に対し、適切に第１次避難、

第２次避難ができる。 

・避難経路の確認ができる。 

・避難移動の際、４原則（おかしも）を守

ることができる。 

・地震から身を守る方法を理解できる。 

・緊急地震速報・地震の効果音を利用し、

緊急時の対応の意識を高める。 

(ｲ) 活動と生徒の様子 

    各学級での事前指導の後、地震発生の

緊急地震速報・地震の効果音を流し、効

果音によって担任が指示をし、第１次避

難を開始した。効果音を利用しての避難

活動に関しては、初の試みだったため、

生徒たちも戸惑う場面もあったが、指示

に従い机の下に避難することができた。

第２次避難では、全員に防災ずきんを装

着させ、移動の指示を出した。全体的に、

担任の指示に従い第１次避難、第２次避

難ができ、真剣に取り組むことができた。

印西市防災課の小作氏から講評をいただ

き、防災の意識を高めることができた。 

イ ワンポイント避難訓練･引き渡し訓練

(9/9) 

(ｱ) 目的 

・避難の指示に対し、生徒・保護者が適切

に第１次避難ができる。 

・グラウンド使用時に地震が発生し、身を

守る方法を理解できる。 

・緊急地震速報・地震の効果音を利用し、

緊急時の対応の意識を高める。 

・校内で大地震(自然災害等)が発生し、グ

ラウンドにおいて生徒を保護者に引き

渡す体制の確認をする。 

(ｲ) 活動の様子 

    運動会の午前の部が終了後、昼休みを利

用し避難訓練・引き渡し訓練を実施した。

前回に引き続き効果音を利用し、保護者・

生徒が第１次避難を行った。昼休みで、様々

な場所に移動していたため、第 1次避難に

戸惑う場面があったが、保護者・生徒は、

第１次避難行動を行うことができた。第２

次避難で、グラウンドの中央に集合し、引

き渡し訓練を行った。運動会だったため、

ほとんどの生徒を保護者に引き渡すことが

できたが、当日運動会に来られない保護者

もいた。生徒の近隣住民の方が協力して引



16 
 

き渡すことができたが、残された生徒もい

た。残された生徒に関しては、担任による

確認を行った。 

(3) 生徒対象心肺蘇生法・ＡＥＤ講習会

(9/15・10/2・11/1) 

ア 目的 

・災害・事故発生時に際し、生徒がより多く

の救命活動を行うための知識として、心肺

蘇生法・ＡＥＤ利用方法の確認をし、救助

活動に積極的に活動する意識を高めるた

めの訓練を行う。 

・「共助」の意識の向上を図る。  

イ 活動と生徒の様子 

明るくキビキビとした消防署の方々を前

に、和やかでかつ真剣な雰囲気の中、ＡＥＤ

研修は行われた。「ＡＥＤ」という言葉は知

っていて、体育館にあるのもわかっていて

も、使い方や目的をはっきりとは知らず、触

ったことがないという生徒がほとんどであ

った。しかし、隊員の方々の指導のもと、全

員がＡＥＤの使い方を学び、実際に救急救命

のシミュレーションを行った。 

  ２年生の時に消防署での職場体験で、救急

救命の研修を行っていた何名かの生徒が仲

間へのアドバイスをしている様子がとても

頼もしく感じられた。心臓マッサージも正確

な手順で行えている様子であった。「もし、

家族が倒れたら、その時自分で何もできなか

ったら後悔することになる。」という隊員の

方の言葉がとても印象に残っている。 

 

(4) ＨＵＧ(避難所運営ゲーム)(10/2・11/1) 

ア 目的 

・学校で避難所を開設するにあたって、地域

住民が避難した際、避難者の体育館・グラ

ウンドの配置について考える機会とする。 

・避難所開設にあたっての問題点を理解し改

善点を見つけることができる。 

・班ごとに活動をし、班ごとの発表活動を行

い、様々な取組に関して意見交換し、より

よい避難所運営を導くことができる。 

・避難所開設にあたり、中学生(地域住民)と

して、協力できる場面を見つけることがで

きる。 

イ 活動の様子 

学年合同で、班ごとに協力し合いなが

ら、２時間展開で楽しく HUG 学習が行わ

れた。最初は映像を見ながら、HUG の意

味ややり方を確認し、カードを使ったゲー

ムを行った。大規模災害時に学校が避難所

となった際、どのような機能を果たすのか、

班で疑似体験を行った。今まで考えたこと

もないような様々な課題が浮き彫りになっ

た。受付をどうするか、避難物資を置く場

所、ペットの場所、トイレの問題、シャワ

ーの設置場所、高齢者・けが人・病気の人・

親を亡くした子たちへの対応をどうする

か、など様々な課題が浮上した。それらを

瞬時に判断して指示していくことの難しさ

を体験した。課題をそれぞれの班でまとめ、

最後に全体で意見交換を行った。 
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(5) 講話会・講演会(6/8・9/12・11/1) 

ア 講話会 

(ｱ) 目的 

・印西市の地盤の強度や、東日本大震災での

災害の状況を知ることにより、災害時(地

震)の行動を考えることができる。 

・体育館で活動中に、大地震が起きたときの

第１次避難方法について確認することが

できる。 

(ｲ) 講師  

印西市総務部防災課 小作公哉 氏                    

(ｳ) 講話会の内容と生徒の様子 

  「印西市の揺れやすさマップ」を利用して、

地域の様子を確認することができた。学区内

は、比較的地震に強い地盤で、一部がけ崩れ  

等の被害がありそうな地域があるが、地震に

強い地域であることが確認できた。利根川や

印旛沼周辺においては、水害のリスクが高い  

ことも知ることができた。 

  東日本大震災時、印西市での被害状況を、

写真を使って紹介された。岩手県や福島県に

比べ比較的被害は少なかったが、地割れや建

物の倒壊など生活に影響がでている状況であ

った。 

  防災対策や災害対応における考え方、「自

助・共助・公助」について説明があり、災害

が発生した時の対応について、地域と連携し                              

て取り組むことの大切さを学んだ。 

最後に、ワンポイント避難訓練を体育館で

行った。地震が起きたときに第１次避難をど

こにするかを１分間生徒・保護者に考えさ

せ、自己の考えでそれぞれの場所に移動・避

難をした。最後に講師の先生から講評があ

り、体育館内で一番被害が少ない場所を紹介

され、建物の中での避難場所について考える

良い機会となった。 

 

 

イ 防災教育講演会 

(ｱ) 目的 

・東日本大震災での体験を聞き、避難所での

対応について学ぶことができる。 

・学校が避難所を開設した場合、中学生(地

域住民)としてできることを理解すること

ができる。 

・避難所設営に関しての問題点や改善点を学

ぶことができる。 

(ｲ) 講師 

まちかど防災『減災塾』 塾長 水島重光氏 

(ｳ) 講演会の内容と活動の様子 

「近年、大きな災害が続く中、知られてい

ないが中学生が活躍している。」と、生徒

が自身と重ねられるような導入で、   

被災した場合どうすれば減災・被害を少な

くとどめることができるかということや、

すべきことを語られた。 

   現在は災害がどこで起きても暮らしに影

響が及ぶ時代で、ライフラインの停止に伴

う被害やエネルギー・生活用品の不足が  

長期化する可能性も見込まれる。被災地に

は避難所が設けられるが、行政の救援物資

などは主に４日後から徐々に動き出す。供

給する側の職員も被災しているのでその場

に集う人の協力が必要である。災害の現場

にいると多くの人が「何かやりたい」「何

かできることがあるのでは」という気持ち

になるそうで、実際中学生が活躍した例を

挙げ、避難所運営の中で中学生でもできる
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ことや、訓練での自治体（千葉県八千代市）

の取組を紹介された。災害の対応として事

前の学習が大事で、「知識があると動きが

ちがい、対応に差が出る。いろいろな面で

『備える』ことが肝心だ。」と締めくくら

れた。 

  生徒たちは興味深く聞き、質問の内容も

具体的で人ごとではなく、できることはす

ぐにでもやってみようという意欲が感じら

れた。 

 

６． 成果と課題 

(1) 成果 

・様々な活動を通じて、事前アンケートと中

間アンケートの比較の結果、防災に対する

意識の高まりが見られた。 

・多くの体験活動により、自助・共助の大切

さを知り、教職員・生徒が意欲的に取り組

むことができた。 

・ＨＵＧ(避難所運営ゲーム)を取り入れるこ

とにより、職員･生徒共に、避難所運営に

関わる知識や対応を学ぶことができた。 

・職員・全学年の生徒が、心肺蘇生法・ＡＥ 

Ｄ講習を受け、災害時における『共助』に

つながった。同時に授業参観を行い、保護

者への意識付けの一助となった。 

・講話会・講演会により、防災に対する意識

とともに、防災に関する知識を学ぶことが

できた。 

・今回の事業において、様々な関係団体と関

係を持ち、防災に対する知識を、防災だよ

りを通じて教職員･生徒・保護者に対して

発信することができた。 

・教職員において、今回の事業を通じて、防

災教育に関する知識が増え、今後の教育活

動に役立てることができた。 

・避難訓練を複数回行うことにより、災害時

の対応を職員・生徒及び保護者共に身につ

けることができた。 

・教科・道徳・学級活動・総合的な時間を利

用し、横断的に防災教育に取り組むことが

でき、心情面や災害時に対する対応を学ぶ

ことができた。 

(2) 課題 

・生徒たちの意識を高めることはできるが、

家庭での防災意識の連携を深めることが

課題である。(学校外での災害時の避難方

法や家庭における災害時の待ち合わせ場

所など) 

・地域や保護者の意識を高めるために、講演

会や授業参観（ＡＥＤ講習）など呼びかけ

を行ったが、開催が平日のため、参加者が

少なかった。 

・生徒たちの体験活動は多く取り入れたが、

保護者に対して体験活動は行うことがで

きなかった。 

・今回の事業により、防災教育の知識を学ぶ

ことができたが、様々な活動を今後(来年

度以降)に活かすため、年間指導計画の見

直しが必要である。 

・避難所対応については、市と学校側との連

携が不十分なところがあり、今後市と連携

して取り組む必要がある。 

・『共助』に関しては、災害のみならず普段

の学校生活の中でも重要な部分であり、

『共助』の意識を高められるように指導し

ていく必要がある。 

・市の防災訓練は、台風のため実施できない

など、天候によって左右されてしまう。 


