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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)災害ボランティア活動の推進・支援事業 

 

２ 事業概要 

(1)災害発生時の学校と地域住民の行動や

役割等の検討。実践委員会（年間３回） 
(2)自助・共助を意識した学校・地域住民・

行政の避難訓練の実施 
(3)被災地視察（千葉県旭市飯岡地区） 
(4)防災講演会の実施 
(5)防災コンサートの実施 
(6)鴨川市消防防災課職員による講話 
(7)防災対応リーフレットの作成・配布 

 

３ 実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

６月 

 

７月 

８月 

９月 

 

10 月 

 

 

11 月 

 

 

○鴨川市津波避難訓練 

 

○消防防災課講話 

○第１回実践委員会 

○被災地旭市飯岡地区

見学 

○防災講演会 

講演 森本晋也氏 

○第２回実践委員会 

○鴨川市防災訓練・防

災体験会 

（避難所開設訓練） 

児童・地域 

行政 

江見小職員 

実践委員 

４年児童 

 

児童・保護

者･地域 

実践委員 

行政・児童 

保護者 

関係機関 

11 月 

 

 

 

 

12 月 

○登校時時避難訓練 

 スクールバス対応 

○防災コンサート 

鴨川市少年少女合唱団 

○第３回実践委員会 

○防災対応リーフレッ

ト作成・配付 

児童・関係

機関 

児童・保護

者･地域 

実践委員 

児童・保護

者・地域 

 

４ 実践委員会（年間３回実施） 

 氏名 所属等 
１ 石﨑 克也 南房総教育事務所指導主事 
２ 中村 一浩 鴨川市消防防災課長 
３ 鎌田 幸司 江見地区区長会代表 
４ 滝口 弘 太海地区区長会代表 
５ 水野 昭弘 曽呂地区区長会代表 
６ 荒井 亮 鴨川警察署江見駐在所 
７ 山田 宏 鴨川警察署太海駐在所 
８ 角田 松雄 鴨川日東バス スクールバス担当 
９ 濵﨑 圭一 江見幼小 PTA 会長 
10 佐藤 幸子 江見幼小 PTA 副会長 
11 田中 佑典 江見幼小 PTA 副会長 
12 高橋 政人 江見小学校 校長 
13 山口 真妃 江見小学校 教頭 
14 渡邊 聡美 江見小学校 教務主任 
15 鈴木 雅子 江見小学校 研究主任 
16 花澤 亮 江見小学校 安全主任 
17 鎌田 悦子 江見こども園 園長 
18 福田 和史 鴨川市教育委員会指導主事 
 

 

  

事業内容：防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

題 名：災害ボランティア活動の推進・支援事業の実施 

（命の大切さを考える防災教育公開事業） 

 －自ら命をまもりぬくために主体的に行動し、共に助け合うことのできる児童の育成－ 

所属・電話番号：鴨川市教育委員会学校教育課   ０４－７０９４－０５１２ 

                                役職名 指導主事 福田 和史 

 
 

 
 



47 
 

５ 具体的な取組 

（１）実践委員会の開催 
①第 1 回実践委員会 ８月９日 

 ○防災事業 年間計画について 

 ○４年生の被災地の見学について 

 ○鴨川市避難訓練について 

 ※実践委員会で上記の内容を共通理解した。 
委員からは「取組をしていくことが大切。   
できるだけ協力したい。」との意見があった。 

 
 ③第２回実践委員会 １０月３０日 
 ○防災教育講演会について 

 ○スクールバス登校時避難訓練について 

 ○鴨川少年少女合唱団による防災コンサート  

について 

 ※スクールバス避難訓練について質問が多く

出た。訓練を地域に知らせ協力を求めるこ

とが大事だとの意見があった。 
 
③第３回実践委員会 １２月２１日 

 ○防災対応リーフレットについて 

 ○事業検証とまとめ 

 ※実施してきた事業が児童にとって自助や共 
助の理解につながったことや、地域や関係

機関との連携で防災の意識が学校のみなら

ず地域にも広がったことが有効であったと

の話し合いになった。 
 
（２）自助・共助を意識した学校・地域住民・

行政の津波避難訓練の実施 
①鴨川市津波避難訓練 ６月２８日 
今年で６年目となる。学校生活中に地震津 

波が起こったことを想定し、児童は避難行動

をとり、同じ場所へこども園園児・地域住民

も避難をする。 
想定：地震発生後、大津波警報発令 

沿岸部到達８～１０分 

小学生だけでなく、園児や地域住民が参

加すること災害時に近い避難訓練になった。 
 

②鴨川市防災訓練・防災体験会 １１月５日 
   千葉県総合防災訓練実施方針に基づき、

今年度は江見小学校を会場に実施をした。 
   今年度は、住民相互並びに防災関係機 

関・団体等との連携・協力による「自助」・

「共助」に重点を置いた内容に転換し、

避難所開設訓練・防災体験会を行った。   

訓練内容 

 想定：房総沖Ｍ８ 震度６強の地震 
地震発生後１時間後に避難住民と

共に避難所開設を行う。 
８時発災 防災無線で訓練開始。 

  ・災害対策本部設置訓練（江見小会議室） 

    設定に基づき市の災害対策本部を設置。 

発災から１時間後の市内の災害状況や

避難所報告等を図上訓練として実施し

た。 

  ・避難所開設訓練（江見小体育館） 

避難所として体育館を開設し、受け入 

れから避難スペースの完成までを実際 

に体験して住民同士の連携や災害対応 

力の向上を図られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難スペースは段ボールで間仕切り

を作成。児童と保護者３～４人のグルー

避難所開設訓練の様子 
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プで行った。児童は意欲的に間仕切りの

作成を行った。作成後、通路の確保や最

低限の材料で間仕切りを作っていくと

いった意識の課題が残った。 

実施して体感したことを振り返り、ど 

のような避難所にしていくのが良いの 

か話し合った。 

   ・防災体験会（江見小体育館及び校庭） 

    煙体験ハウスを使用した火災の煙体験 
をはじめ、AED を使用した救急救命や応 
急手当の仕方など、各防災関係機関（消 

防署・警察署・自衛隊・赤十字・NTT・ 

社会福祉協議会・生協・東電等）１５カ 

所の防災体験コーナーを見たり体験し 

たりした。 

 
児童は様々な体験コーナーを回りな

がら、「伝言ダイヤルはとても役に立つ」

ことや「煙が充満している時はなるべく

低い位置で移動する」こと等、具体的に

学ぶことができたことで参加者の防災

意識の高揚や防災行動力の向上に有効

であった。 
③登校時の避難訓練 １１月２１日 

    登校途中の防災体制を作成・確認・実

施するとともに教職員・児童の防災対応

力を向上させることを目的に実施をし

た。 
   想定：千葉県東方沖を震源とする M８の

震度６強の地震。曽呂地区では地

滑りや土砂崩れ、太海・江見地区

では大津波警報が発令。 

 
江見小学校は開校３年目であるが、スク 

  ールバス乗車中の避難訓練は初めてであっ 
た。事前に職員間だけでなく、バス運行会

社・添乗員と路線毎に打合せをしたほか、

児童には前日までにバスを降りて高台に逃

げることや高い場所や建物に避難すること

を確認した。当日は、市の防災行政無線で

江見小学校の登校時の避難訓練が行われる

ことを学区に流してもらったほか、学区の 

防災体験会の様子 

登校時避難訓練の様子 
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駐在には現地に出向いてもらい安全確保等 

の協力をいただいた。児童によって様々な状況

であったが、保護者の方の理解・協力力もあり、

児童は冷静に避難行動をとることができた。訓

練後、避難場所の整備の必要性が確認されたた

め、地域住民による奉仕作業等の整備がされた。

今後は様々な想定を考え継続して実施をしてい

きたい。 
 
（３）被災地旭市飯岡地区視察 ９月 21日 
  江見小４年生児童と実践委員（行政・学校

関係者）が参加し被災地の見学を行った。 

旭市防災資料館の見学後、防潮堤・仮設住

宅・津波避難タワーを見学した。津波に対し

て旭市がどのような取組をしたのか十分理

解できた。 

 

午後は飯岡刑部岬展望館から海岸線の形

状等の説明を聞き、防災紙芝居を鑑賞したり

した。同じ千葉県内で、大きな被害を受けこ

とを目の当たりにし、児童は大変驚いた様子

であった。 

 

【児童の感想】 

・見学して災害の恐ろしさを知ることができ 

たので、この経験を生かしていきたい。 

 ・飯岡地区を見学して６年経っても、まだも 

との家に戻っていない人がいることがわか 

った。 

 ・建物が流されたあとが残っていたけど、今 

はしっかりと復興が進んでいることがわか 

った。 

 

（４）防災講演会の実施 １０月２５日 

江見小学校で３年生以上の児童と保護 
者・地域の参加者と防災について考える集会

となった。（参加者１５８名） 
【第１部】 江見小学校 4 年生の発表 
総合的な学習「セーフティー江見」 

～災害から命を守る～ 
  被災地旭市飯岡地区への訪問、これまでの 

授業等で学んだことを、子どもたち 1 人 1 人 

が自分の言葉で発表することができた。 

  

【第 2 部】 講演会 

演題 災害から自分の命を守る 

  ～震災を生き抜いた 

釜石の子どもたちに学ぶ

～ 

講師：岩手大学教職大学院 准教授 
森本晋也氏 

森本先生は東日本大震災の前年度ま

で、釜石東中学校に勤務。中心となって

旭市防災資料館での様子 

刑部岬展望台で説明を聞く 

４年児童の発表の様子 
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取り組んできた防災教育が大きな効果

を発揮し、釜石東中学校の生徒は全員が

津波から避難し生き延びることができ

た。 

地震津波の被害の現状や釜石の防災

教育が避難行動に影響していたこと、震

災当時の子どもたちの姿について当時

の教え子の作文も織り交ぜ、参加者の心

へ訴えかける講演会となった。 

 
【参加者感想】 

  ・講演を聞いて自分で判断することが大事

だとわかった。 

 

（５）防災コンサートの実施 １１月２５日 

PTA バザーの開催に併せ、鴨川少年少女合

唱団を招き、防災コンサートを実施した。同

合唱団は、数年前に被災地・釜石市を訪問し、

コンサートを行っている。被災した大川小学

校校歌や阪神淡路大震災の時に作られた歌

を披露していただいた後、合唱団を主宰する

高橋さんや卒団生から現地の話を聞いた。 

最後には「上を向いて歩こう」を合唱団と

全校児童、会場に集まった保護者と一緒に歌

った。バザーと併せて行ったこともあり、た

くさんの保護者の方も歌や話に聞き入った。 

 【参加者感想】 

 ・歌や話を聞いているうちに目頭が熱くなっ 

た。実際に赴いた方の話を聞くことは貴重 
な機会だった。 

 

（６）鴨川市消防防災課職員による講話               

７月３１日 
  校内研修の一環として、鴨川市消防防 
災課の滝口悦夫（前課長）消防主任によ 
る教職員への講話を実施した。 

  東日本大震災当時の鴨川市の様子や市の 
防災マップの見方と学区（江見･太海・曽呂 

地区）で起こりえる災害についての講話を 

聞き、学区について防災という角度から職員

の理解を深める機会となった。 
 
（７）防災対応リーフレットの作成・配布 

   江見小学校４年生が今年度の訓練や被災

地見学で学んだことを生かし、防災対応リ

ーフレットを作った。地域の方達にも見て

いただきたいと意欲的に作成することがで

きた。保護者への配付、地域への回覧をし

た。 

 

 

森本先生の講演会 

盛況となった防災コンサート 
配付したリーフレット 
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６ 成果と今後の課題 
＜成果＞ 
○児童の防災意識の向上 
多くの事業を通して災害や被災地を知るこ

とで、児童の防災に対する意識や自助・共助に

対する理解を高めることができた。 
特に登校中に地震が起こったらどうするか

という問いかけに対し事業前には「倒れそうな

ものから遠ざかる」といった回答がほとんどで

あったが、津波も想定し、「大きな建物に逃げる」

「おさまってきたら避難場所に逃げる」という

ように多様な回答が聞かれるようになった。 
中でも４年生は、総合的な学習の時間の中

で、被災地見学・リーフレット作成の学習を地

域に発信する役割を担ったことで、防災を真剣

に考える機会も多く、本気で考え取り組む姿が

見られた。 

 
○地域防災力の向上 
保護者や地域の方が児童と共に事業に参加

することで災害に対する意識が高まってきた。 
 登校時避難訓練後には「通学路にある危険 

な物（塀・電線・家屋等）を予測しておくこと

が大事」「登下校時に子どもが一人になることも

あるので、日頃から避難行動について話し合う

機会が必要と感じた。」との感想が寄せられた。 

 
 
 

○地域と歩む学校づくりへ関係強化 
事業を通して、スクールバス運行会社や鴨川

市消防防災課、鴨川警察署江見・太海駐在所等、

児童の安全を確保するための関係機関との連携

が強化された。意見交換が積極的に行われ、学

校と地域のつながりが強くなった。 
 
 

 
 
 
 
 

 
○更なる意識の向上に向けて 
児童の共助に対する意識を、普段の生活から  

もさらに高めていきたい。学習や生活場面で 

助け合うことで良くなることを感じさせ、災 

害に直面した時にも共助につながるようにし 

ていきたい。 
○防災教育の継続に向けて 

防災教育を今後も続けていくためにも、関係 

機関との連携をさらに深めていきたい。充実 

した避難訓練につなげ、児童の安全な生活を 

確保することに努めたい。 
  

 

訓練後に意見交換をする様子 

市の防災訓練での様子 


