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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活用事業の実施 

 

２ 事業概要 

(1) 毎月１回のワンポイント避難訓練 

(2) 大学と連携した「タブレット端末活用の

野外避難シミュレーション学習」 

(3) 地域と連携した津波対応合同避難訓練 

(4) 災害体験者による防災講演会 

(5) 大学と連携した防災学習授業公開 

(6) 大学と連携した防災学習成果発表会 

(7) 地域の地理的特徴に対応した危機管理  

マニュアルの作成 

 

３ 実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

４月 

５月 

６月 

 

７月 

 

９月 

 

 

 

○ワンポイント避難訓練 

○ワンポイント避難訓練 

○ワンポイント避難訓練 

○第１回担当者連絡会議 

○ワンポイント避難訓練 

○救急救命法講習会 

○地震対応避難訓練 

○大学と連携の防災学習 

○ワンポイント避難訓練 

○第２回担当者連絡会議 

職員・生徒 

職員・生徒 

職員・生徒 

会議構成員 

職員・生徒 

消防・学校 

職員・生徒 

大学・学校 

職員・生徒 

地域・学校 

10月 

 

 

 

 

11月 

 

 

 

 

12月 

 

１月 

２月 

３月 

○大学と連携の防災学習 

○ワンポイント避難訓練 

○地域連携合同避難訓練 

○防災講演会 

 

○ワンポイント避難訓練 

○大学と連携の防災学習 

○第３回担当者連絡会議 

○大学と連携の防災学習 

○防災学習成果発表会 

○ワンポイント避難訓練 

○火災対応避難訓練 

○ワンポイント避難訓練 

○ワンポイント避難訓練 

○ワンポイント避難訓練 

大学・学校 

職員・生徒 

地域・学校 

学校防災ア

ドバイザー 

職員・生徒 

大学・学校 

大学・学校 

大学・学校 

大学・学校 

職員・生徒 

消防・学校 

職員・生徒 

職員・生徒 

職員・生徒 

 

４ 担当者連絡会議 

 氏名 所属及び役職 

１ 宮内 輝久 県教育庁教育振興部学校安全保健課 指導主事 

２ 細谷憲一郎 富津市教育委員会教育部学校教育課 指導主事 

３ 宇山 則幸 富津市総務部総務課防災室 室長 

４ 髙梨 正巳 富津市立天羽中学校 校長 

５ 森田 吉一 富津市立湊小学校  校長 

６ 西村 稔弘 数馬区自主防災会  会長 

７ 穐山三喜雄 千葉県立天羽高等学校 校長 

８ 小林 一雄 千葉県立天羽高等学校 教頭 

９ 柿原 裕子 千葉県立天羽高等学校 事務長 

10 角田 雅義 千葉県立天羽高等学校 教諭 

 

 

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） 

（津波からの避難） 

－防災意識の高揚及び自ら危険を予測し、回避する能力の育成－ 

所属・電話番号：千葉県立天羽高等学校・０４３９－６７－０５７１ 

                                           校長  穐山三喜雄 
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５ 具体的な取組 

(1) 大学と連携した防災学習（第３回公開） 

  本校では、昨年度から首都大学東京と連

携し、本校第１学年生徒を対象に防災学習

を展開している。昨年度は、タブレット端

末を用いてフィールドワークを行い、天羽

地区の「危険箇所・安全箇所マップ」を作

成した。今年度は、昨年度のデータを基に

野外での避難行動を試みた。 

  計４回にわたる学習を行い、そのうち第

３回を公開した。 

 講師：首都大学東京職員及び学生 

 補助：天羽高校 第１学年職員 

 対象：天羽高校 第１学年生徒 

ア 【第１回】（平成２７年９月３日） 

  まず、教室にてスライドの映像やワーク

シートを用いて、富津市天羽地区において

被害が想定されている自然災害（地震・津

波・水害）を中心に、その発生の仕組みや

起こりうる事象を学んだ。併せて天羽地区

の地理的特徴も学んだ。 

  次に、１グループ５～６人程度の班を作

り、各班に１台ずつタブレット端末が配ら

れ、タブレットの仕組みや操作方法を学ん

だ。その後、グラウンドに出て調査活動の

説明を受けたあと、グループごとに本校の

敷地内を歩き回り、校外での調査学習を行

うためのタブレット操作練習を行った。 

 

 

 

 

イ 【第２回】（平成２７年１０月８日） 

  タブレット端末を持ってグループごとに

校外に出て行き、野外での調査学習を行っ

た。昨年度の１年生が調査した「危険箇所・

安全箇所」を目安に、津波発生を知らせる

発信音が出たらその場で避難行動を開始

し、避難場所に移動する練習をした。 

  その後、教室に戻り、グループ内で振り

返り学習を行った。 

 

 

 

 

ウ 【第３回】（平成２７年１１月５日：公開） 

  前回と同様に野外調査学習及び避難訓練

を行った。ただし、前回は天羽高校より海

側（東京湾側）を調査したのに対し、今回

は内陸側を加え、調査範囲を拡大して行っ

た。移動範囲が広くなった分、学校に戻っ

てくるのに、グループによってかなりの時

間差が生じたが、それを含めての振り返り

学習を行った。 

  タブレット端末を使った避難行動という

先進的な内容に、県内各所から参観者が訪

れた。 

 

 

 

 

エ 【第４回】（平成２７年１１月２１日） 

  教室にて、第２回・第３回で行った調査

学習及び避難訓練における避難経路・避難

場所の判断が適切であったかどうかを考え

させた。グループ内での自己評価が終わる

と、次にそれぞれのグループがとった行動

を互いに閲覧し、グループ同士の相互評価

を行い、それが終わると、グループごとに

良かった点・改善すべき点を発表し合った。 

  最後に、タブレットシステムに対するア

ンケート、防災意識に関するアンケート、

防災に関する知識調査アンケートを行い、

まとめとした。 
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(2) 地域と連携した合同避難訓練（公開） 

 実施期日：平成 27年 10 月 20 日 

 参加団体：千葉県立天羽高等学校 

      富津市立天羽中学校 

      富津市立湊小学校 

      富津市立中央保育所 

      地域住民 

 協力団体：富津警察署 

      富津市消防署天羽分署 

  本校は、東京湾沿岸、湊川河岸に位置し

ており、大規模地震が発生した場合、津波

による被害が予想される。それは、地域の

小学校や保育施設、地域住民にとっても共

通の懸念事項であるため、今回広く呼びか

け、大津波特別警報が発表されたと想定し、

標高 41ｍの高台にある天羽中学校まで避

難する訓練を合同で行った。「津波てんでん

こ」を基本とし、これまで行っていた「グ

ラウンドでの人員確認」を省いた。これは、

実際に特別警報が発表された場合を想定

し、富津市防災室のアドバイスを受けての

ものであった。 

  まず教室にて、緊急地震速報を用いた第

一次避難を行い、その後大津波特別警報が

発表されたという設定で「津波てんでんこ」

に従い、一目散に天羽中学校を目指した。

地元の富津警察署が、道路横断の際の交通

整理等、惜しみない協力をしてくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今回、本校の生徒には「高校生にできる

ことは何か」を考えさせ、「共助」をテーマ

にして取り組ませた。その結果、保育所の

幼児の手を引いてあげたり、乳母車を坂の

上まで押し上げてあげたり、おじいさん・

おばあさんの背中を支えてあげたりと、随

所にその効果が現れた。 

  課題も残った。いずれの団体も同一の避

難経路を選択したため、混雑により、本来

15 分で通り抜けなければならなかった低

地を抜けるのに 20 分かかってしまったこ

とである。今後の地域防災にとって、課題

がはっきりした訓練であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 防災講演会 

 期日：平成 27年 10 月 30 日 

  東日本大震災被災県である宮城県から、

当時の災害を体験し、現在は宮城県の防災

を担当されている方をお招きし、学校防災

アドバイザーとの二部構成で実施した。 

ア 【第１部】 

 講師：宮城県教育庁スポーツ健康課 

      課長補佐 佐藤浩樹 氏 

 演題：東日本大震災の教訓から、高校生に 

    考えてほしい今後の防災 

  災害体験者として、震災当時、宮城県で

中学校の教頭をされており、その後、文部

科学省の安全教育調査官を経て、現在は、

宮城県の防災を担当されている佐藤浩樹氏
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をお招きして御講演いただいた。 

  当時の津波の映像や、ある中学校での涙

の卒業式の映像を交え、臨場感溢れる講演

となった。その中で、河川を遡上する津波

を取り上げ、湊川を津波が遡上してきた場

合に起こりうる状況や、それに対する備え

についての内容もあった。本講演のテーマ

でもある「高校生に考えてほしい防災」に

ついては「危機を避けるためにどうしたら

よいのかを主体的に考え、行動すること」

であるとまとめられた。 

イ 【第２部】 

 講師：首都大学東京 教授 山崎晴雄 氏 

 演題：千葉県南部を襲う災害～その被害想 

    定と対策～ 

  災害体験者の講演に引き続き、学校防災

アドバイザーによる講演として、首都大学

東京の山崎晴雄教授をお招きしてお話しい

ただいた。 

  「東京湾における津波発生」・「災害は歴

史に学べ」の観点から、相模トラフ巨大地

震である元禄地震を例に取り上げ、千葉県

南部にもたらされる被害についての説明が

あった。地震が発生するメカニズムから津

波が発生するメカニズムまで、わかりやす

く丁寧に御説明いただき、生徒も熱心に聞

き入っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 防災学習成果発表会（公開） 

 期日：平成 27年 11 月 21 日 

 共催：天羽高校及び首都大学東京 

  首都大学東京と連携し、９月から 11月に

かけて計４回にわたり、本校第１学年生徒

を対象に行ってきた防災学習の成果発表会

を、「県内 1000 か所ミニ集会」という位置

づけで広く県民に公開した。 

ア 【生徒発表Ⅰ】 

  平成 27 年８月 18 日・19 日に、千葉県  

防災危機管理部防災政策課主催で行われた

「高校生等防災パワーアップ講座」を受講

した本校３年生がその受講報告を行った。

２日間で受講した講座は多岐にわたった

が、スライド映像を使いながら、多くのメ

ニューを漏れなく丁寧に報告した。 

イ 【防災実験学習】 

 講師：名古屋大学減災連携研究センター 

    地域社会減災計画部門 

           助教 倉田和己 氏 

    首都大学東京 教授 永井正洋 氏 

  前半は、倉田助教ら数名による実験学習

を行った。体育館のステージ上に、手動式

の「地震の揺れ体感マシン」を設置し、人

間はどの程度の揺れまで立っていられるか

を、震度を変えて実験して見せた。建造物

の種類によっても揺れがまったく異なるこ

とがよくわかる内容であった。 

  後半は、永井教授による講話であった。

スライド映像を使い、「災害発生と避難行

動」をメインに、今後の防災・減災に必要

なことがよくわかる内容であった。 
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ウ 【生徒発表Ⅱ】 

  今年度、首都大学東京と連携し、本校第

１学年生徒を対象に繰り広げてきた防災学

習で得られた成果を、第１学年の代表生徒

３名が発表した。 

 (ｱ) 避難場所を選ぶ際に考えたこと 

   a 津波から逃げるにはどうすればよいか 

   b 避難場所までの距離が近いかどうか 

   c 避難場所までどれだけ時間がかかるか 

 (ｲ) 避難中の出来事への対処で考えたこと 

   a そこを通って安全かどうか 

   b 他に迂回路があるかどうか 

   c 避難場所を変更するかどうか 

 (ｳ) 避難場所を決める際に気をつけること 

   a 避難にかかる時間が短い場所 

   b 移動する距離が短い場所 

   c 少しでも標高が高い場所 

 (ｴ) 避難の際に気をつけること 

   a 避難経路の道幅は広い方がよい 

   b とにかく海から遠く・高くを意識する 

   c 崖崩れや地滑りが起こりそうな箇所は

避ける 

 以上のような集約結果が述べられた後、 

 最後にまとめとして「今回の野外での避難

訓練を通じて、避難の際に意識しておくこ

とを学ぶことができた。また、実際に学校

外を歩くことで、学校周辺の地域のようす

や特徴を知ることができた。実際に災害が

起きたときには、これらのことを踏まえて

咄嗟に判断ができるようにしたい」と結ん

だ。 

エ 【富津市の防災】 

 講師：富津市総務部総務課防災室 

         室長 宇山則幸 氏 

  富津市防災室の宇山室長をお招きして、

海あり、山あり、川ありの富津市において、

具体的にどのような災害が考えられ、対策

をどう考えたらよいのか等をお話しいただ

いた。 「実際に大規模災害が発生し、交通

網や電気が遮断された場合、行政は無力化

する。地区ごとに防災体制を整備しておく

ことが急務である。現在、自主防災組織の

発足を各地区にお願いしているところであ

る。要請があれば、どこにでも出前講座に

出向く」ということであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 【講 演】 

 講師：首都大学東京 学長 上野 淳 氏 

 演題：東日本大震災：避難所となった学校

とその地域社会に果たした役割 

  昨年に引き続き、首都大学東京の上野学

長に御講演いただいた。未だ復興途上にあ

る被災地の状況を、スライド映像を用いて

紹介された。仮設住宅暮らし５年目に突入

している人々の生活のようす、津波に襲わ

れ現在も廃屋のようになっている建造物、

高架化がなかなか進捗しない主要道路等、

身の引き締まる思いのする映像であった。

上野氏は何度も被災地へ赴き、現状を目の

当たりにしてきたという。 

  「絶対に風化させてはならない」上野氏

が再三、口にした言葉であった。 
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６ 成果と今後の課題 

(1) 成果 

 ○首都大学東京と連携した防災学習を展開

したことで、生徒が通学路にあたる本校

周辺の地理的特徴を把握することができ

た。また、学校管理下とは言え、登下校

時において災害が発生した場合の避難場

所に関しては、具体的な指導がなかなか

行き届かないものであるが、今回の防災

学習により、登下校時の具体的な避難経

路や避難場所をはっきり確認することが

できた。 

 ○本校は平成 24 年度から地域連携アクテ

ィブスクールとなっており、地域との連

携を強く意識した行事や教育を行ってき

ている。「津波からの避難」という点にお

いては、すでに２年前から地域の小学校

や保育所と合同で避難訓練を実施してき

ているが、今回、地域住民参加型の避難

訓練を行政主導ではなく、本校が主体と

なり実施できたことは意義深い。普段話

し合う機会もなかった地域の自主防災会

と連携できたことにより、地域の実情を

知ることができた。また、保育所の幼児

や小学校の児童及び地域の高齢者の方々

と合同の避難訓練を実施できたことで、

本校の生徒に「共助」の意識を深く植え

付けることができた。 

 ○防災講演会を複数回実施したことで、防

災に関する知識をより一層深めることが

できた。 

 ○防災学習成果発表会を開催し、生徒自ら

に今回の防災学習の成果を発表させたこ

とで、それまで月１回のペースで行って

きた防災学習が１本の線でつながり、今

回の学習によって何を知ることができ、

何ができるようになったのか、生徒自身

が客観的に振り返り整理することができ

た。 

 ○地域の特徴を取り入れた、より具体的な

危機管理マニュアルの必要性を感じてい

たが、今回、学校防災アドバイザー及び

首都大学東京の協力を得て、天羽地区の

地理的特徴を盛り込んだ災害時対処マニ

ュアルを作成中である。かなり具体的な

ものに仕上がることが期待できる。 

(2) 今後の課題 

 ○合同避難訓練の際に、天羽中学校までの

避難経路が混雑したことによる時間超過

があった。複数の避難経路検討の必要性

を感じた。 

 ○昨年度から取り組んできた首都大学東京

との防災学習は２か年計画で実施してき

たため、天羽高校における来年度以降の

防災教育がトーンダウンしないように、

新たな企画も含めての内容検討を要す

る。 

 ○「地震大国」日本において、防災は国の

文化になっていかなくてはならない。慶

應義塾大学の大木聖子准教授が述べるよ

うに、行政からのトップダウンと学校の

教育現場におけるボトムアップの両方が

かみ合ってこそ文化になっていく。来年

度以降、防災教育公開事業のモデル校と

いう県からの指定がなくなったときに、

ボリュームダウンは否めないにしても、

それをあまり感じさせないような厚みの

ある防災教育を展開していくことが望ま

しい。そのためには、市の防災室や地域

との連携をより強固なものとし、そこか

ら得られる実践的なヒントや工夫を新た

な試みに生かしていきたい。 


