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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 

７月 

 

 

 

 

 

 

８月 

 

９月 

10月 

 

 

○第１回実践委員

会 

 

○防災訓練① 

 

○防災ワークショ

ップ 

○高校生等防災パ

ワーアップ講座 

○防災訓練② 

○第２回実践委員

会 

 

県教委・学

校・地域関係

者・PTA 役員 

職員・生徒・

地域関係者 

生徒 

 

生徒 

 

職員・生徒 

県教委・学

校・地域関係

者・PTA 役員 

10月 

12月 

 

 

１月 

 

 

２月 

○防災食調理実習 

○防災教育公開事

業（公開授業・講演

会） 

○第３回実践委員

会 

 

○防災教育公開授

業 

生徒 

職員・生徒・

PTA 役員・地

域関係者          

県教委・学

校・地域関係

者・PTA 役員 

職員・生徒・

地域関係者 

 

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 

７月、10 月、１月に実践委員会を

開催。実践委員会の中で意見交換の

時間を設け、各学校の防災教育の実

践等について情報共有を図った。 

   ＜実践委員＞ 

教育庁教育振興部学校安全保健課指

導主事、木更津市総務部危機管理課、

木更津市中央公民館主事、木更津大

和町自治会長、木更津稲荷町自治会

長、木更津東高校ＰＴＡ会長、木更

津第一小学校教諭、木更津第一中学

校教諭、木更津高校教諭、木更津東

高校教諭 

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。 

 期日：令和元年 12 月 17 日（火） 

 参加者：県教委、地域高校職員、地

域住民、保護者 

○モデル地域名：木更津東高校周辺 

○学校数：小学校１校 

中学校１校  

高等学校２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主

体的に行動する態度の育成を図るため

に、地域と連携した防災体制の構築を推

進し，系統的・継続的に学校安全に取り

組むことができるようにする。 

 

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：木更津東高校周辺    拠点校：千葉県立木更津東高等学校 

 

所轄教育委員会：千葉県教育委員会  電話番号：０４３８―２３―０５３８ 
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 内容：１学年４クラスで地歴公民と

家庭の教諭による防災学習

を実施。 

 １年１組（地歴公民） 

「その時、あなたはどうする？」 

防災対応カードゲーム「クロスロ

ード」を用いて、地震や津波の対応

を自らの問題として考えさせるとと

もに、災害時に他者との共助も考え

させる授業を展開した。 

１年２組（地歴公民） 

「過去の災害に学ぶ」 

 本年９月の台風１５号による災害

を導入に、防災を「人権（命）を守

る」という立場で、生徒のできるこ

とを考えさせる授業を展開した。 

１年３組（地歴公民） 

「水害シミュレーション」 

台風や水害について、実際に被災

したことを振り返りながら身につけ

ておくべき知識や考え方を学ぶ授業

を展開した。 

 

 

 

 

１年４組（家庭） 

「備えを生かす力」 

新聞紙とサランラップを活用し、

それを災害時に生かす力を身につけ

ることを目標に授業を展開した。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 講演会の開催 

 モデル地域内の拠点校を会場に、千

葉科学大学の先生による講演会を実施。 

期日：令和元年 12 月 17 日（火） 

演題：東日本大震災の体験から 

   －災害時における高校生の活動－ 

講師：千葉科学大学 准教授 

    熊谷 圭二郎 先生 

参加者：県教委、地域高校職員、地域住

民、保護者 

内容：東日本大震災の被災体験のこと、

被災後に臨床心理士として出会

った人々のこと、そして地域や避

難所での高校生の活躍ぶりなど

を御講演いただいた。改めて自分

の身は自分で守り、必ず訪れる災

害への備えや人と人とのつなが

りの大切さを強く実感した講演

会であった。 

    ＜講演会後の生徒の感想＞ 

  「今日のお話を聞いて、自分達にそう

いった災害が起きたらどうすべきかが

とても分かりました。自分たちがする

べき防災の話は聞くこともあったけど、

自分たちが実際に被災したらどうする
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べきかの話はなかなか聞く機会がなか

ったのでとても勉強になりました。」 

  「想定内のことはもちろん、想定外の

ことも普段の生活のなかから考えてい

かなければいけないのだと学ぶことが

できた。」 

  「今日の講演で１番勉強になったこと

は、被災後すぐに電話をかけることが

迷惑であるということです。もし自分

が被災者だったらということを考えて

行動したいと思いました。また、ボラン

ティアを見るとがんばろうと思ったと

いう話を聞いて、自分も積極的にボラ

ンティアを行いたいと思いました。そ

して普段から地域の方とコミュニケー

ションをとることを大切にしたいと思

います。」 

  「実際に被災にあわれた方のお話を聞

いたのはあまりない機会でした。３．１

１の時の実際のお話やその後の話、ま

た、そうなった時に自分たちがどうす

ればよいかなどを知ることができてよ

かったです。」 

 

 ④ 地域と連携した避難訓練の開催 

   モデル地域内の拠点校を会場に、実  

践委員及び自治会等が参加する合同避

難訓練を実施。 

  日時：令和元年７月 17 日（水） 

     17：40～18：45 

  内容：大規模地震による津波から安全

かつ迅速な避難のために、地域

住民と協働した訓練を実施する

とともに、避難場所、避難経路、

所要時間を把握した。 

  参加者：木更津東高校定時制生徒・教

職員、地域住民、実践委員 

⑤ 心肺蘇生法講習会の開催 

  モデル地域内の拠点校を会場に、

公開授業を実施。 

期日：令和２年２月７日（金） 

対象：木更津東高校全日制第１・２学

年生徒 

内容：国際医療福祉専門学校救命救

急学科の鈴木久嗣先生と同校の

学生を講師として招き、心肺蘇

生法やＡＥＤ使用についての意

義や有効性を学ぶ講習会を実施

した。 
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(2) その他の取組について 

 ① 防災ワークショップの開催 

   期日：令和元年７月 16 日（火） 

   対象：全学年生徒 

   実施形態：各ＨＲで６～７人のチー

ムを編成 

   使用教材：災害協力シミュレーショ

ンゲーム  ダイレクト

ロード「海辺の町」（神戸

市消防局職員開発のカー

ドゲーム） 

   内容：巨大地震が発生した仮想の町

を舞台に、それぞれが持ち寄

った情報をもとに、町の位置

関係や被害状況を把握、被害

への対処方法を見つけ的確

な指示を出すことを目指す。

ゲームを用いて災害対応に

必要な行動や考え方を、生徒

同士の協働により修得させ

ることを目的とした。 

 ② 防災パワーアップ講座への参加 

   期日：令和元年８月１９日（月） 

            ２０日（火） 

   対象：希望者（１１名参加） 

   内容：千葉県防災危機管理課が実施

している本講座は、防災につい

て関心を持っている高校生等が、

さらに知識を深め、災害時に適

切に対応できる技術を身につけ

ることにより、学校においての

防災のリーダーとして安全活動

を推進し、ひいては地域防災力

の向上に資することを目的に実

施しているものである。 

      ２日間の日程は以下のとおりで

ある。 

［１日目］ 

○講義 

「千葉県で起きた災害や取り巻く状況等」 

○グループワーク 

「防災ゲーム（クロスロード）」 

○講義 

「地震・津波のメカニズム等」 

○グループワーク 

「災害発生から３：３：３を考える 防災

ワークショップ」 

［２日目］ 

○応急手当講習 

「ＡＥＤ、止血法、骨折固定法等」 

○講義 

「東日本大震災被災体験」 

○グループワーク 

「災害ボランティア等」 

＜受講後の生徒の感想＞ 

「今回の講座を受けて、防災への意識が高

まり、関心が深まった。グループワークな

ど話し合いのできる場で色々な学校の人と

意見を出しあったりできたことが一番よか

ったと思いました。まだ

まだ知らないこともた

くさんあると思うので、

これからまた防災の知

識を増やして、備えたい

と思いました。」 
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 ③ 防災訓練の実施 

   期日：令和元年９月２日（月） 

   対象：全校生徒 

   内容：大地震時の津波を想定し、上

層階への迅速な避難のため

に、各教室からの避難経路及

び避難場所を確認した。 

 

 ④ 防災食調理実習 

   期日：令和元年１０月２１日（月） 

   対象：家政科３年生 

   内容：「食文化」の授業で、「災害食 

      とその備蓄」というテーマで

２時間の実習を行った。９月

の台風１５号の襲来による

被害を思い出し、断水になっ

た設定で、２リットルの水だ

けで災害食の調理から片付

けまで実施した。災害時には

水は貴重になるため、どのよ

うにして少ない水で調理・片

付けができるか、担当教員が

ポリ袋調理という新しい調

理法を紹介するとともに、生

徒には盛り付けの際の工夫

を班ごとに考えさせた。メニ

ューは、サバカレー・高野豆

腐の煮物・お茶で戻した塩昆

布大根の３品であった。 

＜実習後の生徒の感想＞ 

「限られた水の量で調理から片付けまです

るのはとても大変でした。どうすれば汚れ

たものを減らせるかを工夫することが大切

だと思いました。ポリ袋調理のレシピをも

っとたくさん知りたいと思います。」 

「実際に災害に遭った場合、このようなこ

とまで頭が回らないのではと思う。でも、

ポリ袋などの利点を知っている人が増える

ことで、少しでも悪い状況を改善するきっ

かけになれば良いと思った。」 

「ポリ袋調理は空気を抜くことが大切だと

わかりました。災害時に作ることのできる

料理法をひとつ覚えることができたので、

もしもの時に活かしたいと思います。また、

災害食をなるべくストックしておきたいと

感じました。洗い物をするときに、水を使

いがちなので、貴重な水を大切に使えるよ

うに日頃から節水できるように洗い方を意

識しようと思いました。」 
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５ 成果と今後の課題 

【成果】 

・本事業の拠点校に指定され、様々な

取組を行うことにより、生徒・職員

の防災に対する意識を高めることが

できた。また、取組を地域住民に公

開することで、地域と連携した学校

安全体制の推進の一助となった。 

・近隣校の防災教育、地域の防災活動

や行政の防災対応について、実践委

員会を通して情報共有し、それぞれ

の実情等を理解することができた。 

・東日本大震災で被災した講師による

講演会は、取組課題「津波からの避

難」について、生徒に考えさせるよ

い機会となった。 

・今年度本県は、台風や大雨に度々見

舞われた。生徒も居住地域によって

は被災し、しばらく不自由な生活を

余儀なくされた。災害に対する備え

や日頃の防災意識が大切なことを実

感することができた。 

【課題】 

・生徒や職員の防災意識を持続させる

ために、次年度以降も計画的、継続的

な防災教育を実施していくことが必

要である。 

・地域と連携した避難訓練は、より多

くの地域住民の参加ができるよう、

実施方法や周知方法等を検討してい

くことが必要である。 

・１０月の大雨により一部の生徒が帰

宅困難となった。このような事態を

想定していなかったため、今後、対応

マニュアルの作成が必要である。 


