
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）

（帰宅困難・引き渡し）

－命の大切さを考える防災教育－

所属・電話番号：千葉県立市原特別支援学校・０４３６－４３－７６２１

校長 遠藤 和弘

１ 実施事業

⑴ 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

⑵ 学校防災アドバイザー活用事業の実施

２ 事業概要

⑴ 地震後、児童生徒が帰宅困難となった場

合に備え、より安全な保護者への引き渡し

体制を確立する。

⑵ 児童生徒の実態に応じた防災教育を実践

し、保護者等に公開する。

⑶ 防災アドバイザーを招聘し、研修を行い、

防災意識を高める。

⑷ 事業実施について、学校だよりで保護者

に周知を図るとともに、本校の防災教育に

ついての評価に協力してもらう。

３ 実施概要

実施時期 計 画 事 項 参加者

４月 ○防災計画の策定 学校

(組織、避難訓練、緊

急時の対応等)

○引き渡し訓練 学校、

保護者

５月 ○第１回避難訓練(地 学校､消防

震想定)

○ワンポイント避難訓練 学校

６月 ○第１回担当者連絡会議 関 係 担 当

・事業計画につい 者

ての説明

・校内参観

○ワンポイント避難訓練 学校

７月 ○第２回避難訓練（火 学校､消防

災想定）

○ワンポイント避難訓練 学校

○消火訓練 学校､消防

○防災講演会 学校、保護者、

講師 川端信正 様 近隣福祉施設職

（元静岡県防災局地震 員、防災アドバ

防災アドバイザー） イザー

９月 ○ワンポイント避難訓練 学校

○不審者侵入対応訓練 学校､警察

○第２回担当者連絡会議 関 係 担 当

・福祉避難所開設訓練 者

について

・防災教育授業公開実

施計画について

○学校だより配布 学校

10月 ○防災講演会 学校、保護者、

講師 川上悟 様 近隣福祉施設職

(千葉県立市原八幡高 員,防災アドバ

等学校教諭) イザー
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○福祉避難所開設訓練 学校､児童生徒､

保護者

○ワンポイント避難訓練 学校

○学校だより配布 学校

11月 ○ワンポイント避難訓練 学校

○防災教育公開事業・ 学校、保護者、

防災教育授業公開 他校、近隣

・ワンポイント避難訓練 福祉施設代表

・防災講演会 ・職員、防災

講師 川上悟様 アドバイザー

（千葉県立市原八幡高 等

等学校教諭）

○学校だより配布 学校

12月 ○学校だより配布 学校

○ワンポイント避難訓練 学校

１月 ○ワンポイント避難訓練 学校

４ 担当者連絡会議

氏名 所属及び役職

１ 廣瀬 哲也 千葉県教育庁教育振興部

学校安全保健課 指導主事

２ 堀江 達也 市原市危機管理課

課長補佐

３ 深澤 五郎 市原市心身障害者福祉

団体連絡協議会 副会長

４ 辰巳 鐵次郞 千葉県自閉症協会 理事

５ 遠藤 和弘 千葉県立市原特別支援学校

校長

６ 渡邉 茂樹 千葉県立市原特別支援学校

教頭

７ 大西 俊輔 千葉県立市原特別支援学校

安全係主任

５ 具体的な取組

(１)引き渡し訓練

ア 期日 平成 28年 4月 23日（土）
イ 内容

昨年度の訓練の反省を受け、引き渡しの

際の混雑が避けられるよう、各学部に受付

を設置して訓練を行った。今年度入学した

児童生徒を中心に、保護者と引き渡しの際

の手続きの仕方について担任と確認しなが

ら行った。

(２)第１回避難訓練（地震想定）

ア 期日 平成 28年 5月 11日（水）
イ 内容

消防署と連携して訓練を実施する。今年

度は、体育館避難後、行方不明者が現れ、

検索係が出動することを想定して訓練を行

った。

(３)第２回避難訓練（火災想定）

ア 期日 平成 28年 7月 8日（金）
イ 内容

消防署と連携して訓練を実施する。今年

度は、出火場所の近くにいる人がすぐに避

難を開始できるよう、本部からの校内放送

がかかる前に避難行動を開始することを共

通理解して訓練に臨んだ。
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(４)防災講演会

ア 期日 平成 28年 7月 27日（水）
イ 講師 元静岡県防災局地震防災アドバ

イザー 川端 信正 様

ウ 内容

「地震災害時の児童生徒の安全について」

をテーマに教職員、保護者、近隣施設職員

等を対象として講演会を開催。

(５)不審者侵入対応訓練

ア 期日 平成 28年 9月 9日(金)
イ 内容

警察署と連携して訓練を実施する。教室

内でのバリケードの作り方を教わったり、

「登下校中の不審者対応について」自力通

学生を対象として講話を聞いたりした。ま

た、教職員向けに研修会を行い、さすまた

の使い方などを学んだ。

(６)防災講演会

ア 期日 平成 28年 10月 21日（金）
イ 講師 市原八幡高等学校

教諭 川上 悟 様

ウ 内容

「命の大切さを考える防災教育」をテー

マに教職員、保護者、近隣施設職員等を対

象に講演会を開催した。グループに分かれ

て、HUG（避難所運営ゲーム）も行った。

(７)福祉避難所開設訓練

ア 期日 平成 28 年 10 月 21 日(金)～ 22
日(土)

イ 内容

本校在籍児童生徒の家庭を対象として訓

練を行う。段ボールでのパーテーション作

りや非常食の試食体験の他に、各学部の防

災教育の取組を発表したり、夏期研修での

講話の内容を再度伝えたりして、防災意識

を高め合った。
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(８)防災教育公開授業

ア 期日 平成 28年 11月 22日(火)
イ 公開授業内容

小学部では、「自分の命は自分で守る児

童の育成を目指して」をテーマに朝の会や

帰りの会で「今日の防災」というコーナー

をつくり、主に地震発生時の初期動作につ

いて学習した。２年生は、朝の会の中でヘ

ルメットをかぶったり、机の下に潜ったり

する練習を繰り返し行った。

中学部では、「自分の命を守ることので

きる力の育成を目指して」をテーマに総合

的な学習の時間の中で大地震を想定した避

難行動について学習した。２年生では、「大

地震の時の避難を学ぼう」をテーマに、自

宅で大地震が起きたときの避難について学

んだ。自宅や避難経路の擬似的な環境を設

定する中で、第一次避難行動や避難所まで

の避難行動の練習に取り組んだ。

また、小学部と中学部では、夏季休業中

に「避難所に行ってみよう」という課題に

取り組み、保護者と一緒に近くの避難所ま

で実際に行き、それを発表したり、校内に

掲示したりした。

高等部では、「自分や周りの人の命を守

る力の育成を目指して」をテーマに、特別

活動の中の生徒会活動で防災教育を行っ

た。

防災委員会では、実際に非常食を食べ、

味や食感等について知る学習を行った。
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給食委員会では、今自分たちにできるこ

とを考え、配給体験に取り組んだ。高等部

の生徒に実際に配給をした。

授業公開後は、全校でのワンポイント避

難訓練を実施し、来校者の方へ初期動作を

とる様子を公開した。

ウ 防災講演会

防災アドバイザーの川上悟先生から「ラ

イフライン」について講話をいただき、災

害発生時の通信手段や帰宅困難時の対応に

ついて知り、災害時の対応について確認し

ておくことの大切さを再確認した。

(９)ワンポイント避難訓練

ア 期日 月１回

イ 内容

月に一度ワンポイント避難訓練に取り組

む。今年度は、地震の際の初期動作を中心

に訓練を設定した。訓練地震の発生時刻を

事前に知らせないで行った時もあった。

(10)校内の防災環境の整備
ア 期日 夏期休業中～１１月

イ 内容

今年度本校では、防災係、安全係、環境

係が連携し、「環境部」を設置した。環境

部では、校内の掲示物や棚、物品などの安

全面の充実に向けた取り組みを行った。

教室内に防災に関する掲示物やヘルメッ

トなどをまとめて配置するよう「防災コー

ナー」を設置した。

本棚にチェーンを取り付け、本の落下を

防ぐ対策をとった。
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６ 成果と今後の課題

(１)成果

ア 学校全体の防災意識の向上

今年度より、防災訓練だけではなく、防

災教育を教科・領域・教科領域を合わせた

指導の中に盛り込んで防災教育を行った。

各学部で、「自助」・「共助」の心の育成に

向けた授業づくりを行い、実践することで、

児童生徒の防災に対する意識に変化が現

れ、防災訓練において、より真剣に取り組

む様子が見られるようになってきた。実際

に地震が起きた際にも、児童生徒自身が自

ら素早く初期動作をとり、自分の命を守る

様子も見られた。また、教師自身も、児童

生徒にとって防災に対する必要な力につい

て検討する中で、防災に対する知識を深め

ることができた。さらに、防災講演会を実

施したことで、防災教育の必要性に気づき、

授業作りへの意欲が高まっていった。夏季

休業中に近くの避難所へ親子で行ってみる

など児童生徒だけではなく、家庭の問題と

して災害時の対応を考えてもらうことがで

き、家庭内の防災意識の向上にもつながっ

ていった。

イ 安全に過ごすことのできる学校づくり

特別支援学校では、自ら判断して行動す

ることが難しい児童生徒も在籍している。

そこで、校内の環境を整え、災害に強い学

校づくりを目的として環境部を設置した。

防災アドバイザーからの助言を受け、本棚

やパソコン室などの物品の落下防止や、教

室内での落下危険のあるものを一定の高さ

以上に置かないなどの対応をし、災害が起

こった際の危険性を減らす取り組みを行う

ことができた。

(２)課題

ア 全校による引き渡し訓練の実施

各学部の受付を用意し、引き渡し場所を

明確にして訓練を行ったため、引き取り手

の動線が整理され、速やかに引き渡すこと

ができた。しかし、小１、小４、中１、高

１が対象のため全校が対象ではない。実際

に地震などの災害が起こった際には、１カ

所で待機して引き渡しが行われていくこと

になるだろう。待機場所のスペースの問題

や、長時間児童生徒が落ち着いて待機して

いくためにはどうしていったらよいのか、

今年度のうちから検討をし、来年度以降、

全校による引き渡し訓練を実施したい。ま

た、保護者の協力を得られるよう、開催日

時や方法についても併せて検討していく。

イ 福祉避難所開設訓練の移行

今年度で３回目となる訓練を行った。毎

年、少しずつ内容を変えながら行ってはい

るものの、十分な参加者数を得ることがで

きず、本来、避難者同士が協力し合って行

う避難所運営が学校主導による訓練になっ

てしまっている。今後は、家庭、地域、住

民、市等と協力して運営できるよう、市と

の連携を強化し、よりよい協力体制・共通

理解のもと、避難所運営ができるようにし

ていきたい。
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