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１ 実施事業 

(1) 防災に関する指導方法等の開発・普及等の

ための支援事業の実施 

(2) 学校防災アドバイザー事業の実施 

 

２ 事業概要 

(1) 印旛特別支援さくら分校・地域住民・行政

と連携した「合同防災訓練」の実施、避難訓

練、降下訓練、ＡＥＤ講習等 

(2) 防災教育に係る「防災学習公開授業」・「防

災講演会」をもとにした災害ボランティア

活動に関するＬＨＲ授業の展開 

(3) 本校の防災教育に関する取組についてＨＰ

を活用した情報発信 

 

３ 実施概要 

実 施

時期 

計 画 事 項 参 加 者 

4月 ・防災教育の策定 

・防災教育に関する

研究計画の立案 

・防災時心得・避難

経路・職員配備体制

の確認 

・情報伝達訓練 

・安全点検実施方法

の確認 

・緊急連絡網の確認 

職員 

職員 

 

職員、生徒 

 

 

職員 

職員 

 

職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 ・防災担当者連絡会議 職員 

6月 ・太田の丘校舎合同防

災委員会 

・職員研修 

印旛特別支援学校さく

ら分校における防災教

育の取組について 

南校、分校

職員 

職員 

 

 

 

7月 ・救急救命訓練 

ＡＥＤ講習会 

・避難訓練 

職員、生徒 

職員、生徒 

分校生徒 

8月 ・防災備蓄倉庫の整備 

・開かれた学校作り委

員会における防災コン

サートの実施 

職員 

職員、生徒

地域関係

者 

9月 ・情報伝達訓練 

・文化祭における防災

コンサート、防災ポス

ターコンテストの実施 

職員 

職員、生徒 

10月 ・担当者連絡会議 職員、防災 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

11月 ・防災教育授業公開 職員、生徒 

12月 ・防災教育講演会 

・担当者連絡会議 

 

・避難訓練 

職員、生徒 

職員、防災 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

職員、生徒 

地域関係者 

 

事業内容：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 

     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） 

     （課題名）防災ボランティア 

所属・電話番号：千葉県立佐倉南高等学校・０４３－４８６－１７１１ 

                              校長 中原 章子 
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 ４ 担当者連絡会議 

 氏名 所属及び役職 

１ 穂積 誠 

千葉県教育庁教育振興部学

校 

安全保健課安全室 指導主

事 

２ 内田 亨 佐倉市危機管理室 主査補 

３ 中原 章子 佐倉南高校 校長 

４ 坂野 直人 佐倉南高校 教頭 

５ 倉野 菊江 佐倉南高校 事務長 

６ 伊藤 陽一 佐倉南高校 教諭 

７ 鈴木 正弘 佐倉南高校 教諭 

８ 磯野 涼 佐倉南高校 教諭 

５ 具体的な取組 

(1) 太田の丘校舎合同防災委員会 6月22日 

両校の管理職、防災担当職員における合同防

災委員会を設置し、第1回となる合同会議を開

催した。互いに情報交換し、災害時における体

制について確認を行った。大きな災害に見舞わ

れた際、佐倉南高校校長を本部長とし、南高校

会議室を本部と置く等両校の指揮体制の一本

化、職員の連携体制の確認と取り決めを行い、

有意義な成果が得られた。なお、この合同防災

委員会を今後継続して開くことも併せて確認

した。 

(2) 職員研修 ６月23日 

本校に併設する印旛特別支援学校さくら分

校の防災担当者和田教諭を講師に迎え、さくら

分校における防災教育の取組について職員研

修を実施した。さくら分校は本校における避難

訓練にも参加しているが、それとは別に分校独

自の避難訓練も実施している。その際、災害用

の非常食糧の調理等も行っており、少ない水で

炊ける米の炊き出しをして実際に食べた時の

様子等、今後の本校における食糧備蓄について

も大変参考となった。また、訓練以外にも生徒

一人ひとりに配布している非常用手帳「さくら

分校ＳＯＳ手帳」についての説明があった。知

的障害のある生徒が、震災時に安全に非難し、

避難所等において支援を求め、対応するための

ものであった。特別支援学校ならではのきめ細

かな指導の実践が報告された。今後の本校にお

ける防災計画や防災教育についても大変参考

になった。 
(3) 救急救命訓練 ＡＥＤ講習会 7月 12日 

 
本校ではＡＥＤ講習会を、それぞれ職員と生

徒対象隔年となるように実施しており、本年度

は生徒対象に講習会を実施した。運動系部活動

代表の生徒が２０名と、今年度本校に着任した

職員等１２名が参加した。佐倉消防署職員３名

が講師として来校し、講習用ＡＥＤを用いて全

員が救急救命心肺蘇生法に取り組んだ。生徒も

職員も真剣に安全の確認、意識・反応の確認、

応援の依頼、呼吸の確認、胸骨圧迫と人口呼吸、

ＡＥＤによる電気ショックと一通りの作業を

行い、その後の質疑応答もＡＥＤを用いる救急

救命心肺蘇生法の他、熱中症の予防や対策、ま

たその処置について等活発な質疑が行われた。 
 なお、来年度は全職員を対象とする講習会を

実施する予定である。 
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(4) 避難訓練 7月18日 

 

年間２回実施される避難訓練の初回である 7

月の避難訓練は火災を想定し、緊急避難放送を

受けてグラウンドに避難を行った。年度当初に

配布した避難経路に従い、担任教師の誘導によ

り整然と移動していた。 

佐倉南高校と印旛特別支援学校さくら分校

合同による訓練であるが、特に問題もなく全員

がスムースに避難訓練を行い、教頭が防災につ

いて講和を行った。静かに講和を聞く態度も良

好であった。    

なお、さくら分校で、全生徒と全職員がヘル

メットを着用していることが印象的であった。 

(5) 防災備蓄倉庫の整備 8月 
従来防災備蓄品の十分な収納場所がないこ

とが課題であったが、校内の予備の机、椅子等

の収納場となっていた部屋を整備し、防災備蓄

倉庫とした。佐倉南高校と印旛特別支援学校さ

くら分校の合同

備蓄倉庫と位置

づけし、非常用

食料と飲料水等

を備えた。特に

佐倉南高校につ

いてはまだまだ

備蓄品が不十分

であることを認

識し、今後の課

題についても十分考えさせられた。 
(6) 防災コンサート 8月 18日、9月 16日 
開かれた学校作り委員会及び南櫻祭 

 
夏季休業中に開催された開かれた学校作り

委員会、及び 9月、本校の文化祭である南櫻祭

において行われた合唱部のコンサートを、防災 
コンサートと位置付け、阪神淡路大震災の後に

歌われた「ふるさと」と、東日本大震災の復興

支援ソングである「花は咲く」を取り上げた。

さらには、フランスの作曲家ガブリエル・フォ

ーレによる、ラテン語の典礼音楽「アヴェ・ヴ

ェルム・コウルプス」を歌い、祈る心に触れる

とともに、大きな災害に心を寄せる機会とした。

「花は咲く」の合唱を行っていた時、委員の一

人が、さめざめと涙を流している姿が印象的で

あった。改めて、音楽の持つ、人の心に訴える

力というものを意識させられた出来事であっ
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た。 
なお、音楽の授業においても東日本大震災の

話に触れ、全学年の生徒に「花は咲く」を歌わ

せ、今年度本校が防災事業の指定校としての取

組をしていることを周知させた。震災のエピソ

ードについて、生徒は熱心に耳を傾けた。様々

な災害について、日ごろから危機意識を持ち、

物心両面の備えをしてほしいと願うが、こうし

た活動一つ一つの積み重ねによって、生徒の防

災に対する意識を高めていきたいと思う。 
(7) 防災ポスターコンテスト 9月 16日 

 
南櫻祭において、防災ポスターコンテストを

実施し、生徒から作品を公募した。出展された

ポスターを生徒昇降口向かいの廊下に掲示し、

優秀作品を表彰した。 
なお、最優秀賞を受賞した作品については、 

内閣府と防災推進委員会による、「第 33回防災

ポスターコンクール」に応募した。残念ながら、

表彰されるには至らなかったが、文化祭という

機会に、芸術教育において音楽教科だけでなく

美術教科においても防災について生徒に訴え

た。 
(8) 防災担当者連絡会議 10月 11日 
本校の学校防災アドバイザーを委嘱してい

る、千葉科学大学教授の藤本一雄先生をお招き

して第２回目となる防災担当者連絡会議を開

催した。本校の実施計画と、またこれまで実施

された事業について説明し、藤本先生による指

導を受けた。 
先生のこれまでの活動や研究から、いざ大規

模災害に即した時に、最優先されることは命を

守ることであるという結論が話された。地震だ

けでなく、第２次世界大戦の被害者遺族のメン

タルの研究等、興味深い内容のお話であった。 
また、自分の命は自分で守るという話の他、

学校教育として、高校生では自分の身を守ると

同時に、他者をも助ける自助・共助の精神を教

える重要性について強調されていた。防災につ

いて、熱い情熱を傾けて説かれる藤本先生に強

い感銘を受け、大変有益な防災担当者連絡会議

となった。 
(9) 防災教育公開授業 11月 14 日 
 「授業錬磨の日」に防災教育公開授業を行っ

た。1年生地理Ａの授業において、「防災ハザー

ドマップの作成」をテーマに、２クラスにおい

て実施した。東日本大震災における被害のスラ

イドに生徒は見入っていた。地震における実際

の被害と地形との関係から、次に自分の通学路

を地図上に記入し、地震が起きた時の被害を想

定して防災ハザードマップの作成を行った。被

害の写真には千葉県内のものも含まれており、

生徒はこの震災による被害を、より身近なもの

と感じたようである。 
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(10)防災教育講演会 12月6日 

 
 学校防災アドバイザー藤本一雄先生をお招

きして、防災教育講演会を実施した。「将来の自

然災害にどう向き合えばいいのか？ 明日を

学ぼう」をテーマに、パワーポイントを用いて

行われた。自然災害について、知る（知識）、考

える（思考）、備える（実践）というステップに

より、地震の起きるメカニズムから津波の特徴

を知り（知識）、東日本大震災の前と後の 

 

被害地域の行政と住民の対策について考え、す 
るべき対策は、大自然災害を完全に封ずること

ができるとの思想ではなく、災害時の被害を最

小化する「減災」の考え方が重要であること、

またこの考え方から被災したとしても人命が

失われないことを最重視し、また経済的被害が

できるだけ少なくなる観点から、災害に備えな

ければならないという結論が示された。（思考） 
 そして、防災の取り組み方として、「守っても

らう」ではなく、自分の身は自分で守る「自助」、

また自分たちのまちを自分たちで守る「共助」、

そして行政機関、防災機関による救助・援助を

受ける「公助」の考えを示された。（実践） 
 最後に、「自助」を最優先した上で、高校生と

してできる「共助」について具体的に何ができ

るのかについて考えさせ、高校生ボランティア

の意義と意識を示された。藤本先生の防災に対

する熱い情熱が強く感じさせられた講演会で

あった。 
 なお、講演会終了後、ロングホームルームに

て振り返りシート、アンケートを用いて各学級

において講演内容の定着を図った。 
(11)避難訓練 12月 20日 
今年度２回目となる避難訓練は火災を想定

して実施された。また、地域合同避難訓練とし

て、近隣学校、自治会等外部に参加を呼び掛け

た。今回もさくら分校と合同で訓練を行ない、

グラウンドに避難し、佐倉消防署職員に講評を 
述べてもらった後、学年別訓練を実施した。 
１学年は校舎３階と４階から降下袋による

降下訓練を実施し、各クラス２０名ずつ体操着 
に着替えて降下した。降下しない生徒は、降

下袋の下部で見学したが、一人ずつ降りてくる

都度歓声が上がった。 
 



35 
 

 

２学年は佐倉消防署に設置してもらった煙

体験ハウスで、煙の中を避難する訓練を行った。 
何も見えない煙体験ハウスの中で、人体に害

のない煙であるが、ハンカチで口を覆って訓練

を行った。実際の火災で、煙で視界が遮られる

疑似体験ができた。 

３学年は各クラス４人の４グループを作り、

佐倉市役所に依頼した起震車に乗り、東日本大

震災をシミュレートした揺れを体験した。大き

な揺れに、歩行も困難であることを知った。 
なお、高校生ボランティアとして美化委員会

代表生徒は外部参加者の避難誘導を行い、その

後の煙体験ハウスと起震車体験に同行した。ま

た、さくら分校生徒は全員が降下訓練、煙体験

ハウス、起震車と、全ての訓練を体験した。 

６ 成果と今後の課題 

(1)成果 

ア 防災教育指定校として、１年間に渡り様々

な活動を行い、事あるごとに防災を掲げること

により、職員・生徒の防災に対する意識を高め

ることが出来た。 
イ 印旛特別支援学校さくら分校との合同防

災委員会が設置でき、合同防災倉庫の整備、職

員研修等により両校の協働体制がより緊密に

なった。 

ウ 防災アドバイザーの指導により、職員の防

災に対する理解が深まり、また生徒は防災に対

する自助・公助の考えを知り、高校生ボランテ

ィアとしての意識を高めることが出来た。 
(2)課題 

ア 食料、飲料水等の備蓄が不足しており、今

後計画的に備蓄を進める必要がある。 

イ 大規模災害に見舞われた際に備え、さくら

分校とのより緊密な打合せと取り決めが、必要

である。また、地域の避難所となるようなこと

について、行政との連携、打合せが必要である。 

ウ 生徒が帰宅困難な事態が生じた場合に対

する、具体的な対策と準備が課題である。 


