
 
 
 
 
 
 
 

１ 実施事業 

学校防災アドバイザー活用事業の実施 
２ 事業概要 

(1) 市内小中学校への学校防災アドバイザ

ー派遣 
(2) 香取市総合防災訓練における防災教育

講演会の実施 
(3) 香取市安全教育研修会で学校防災アド

バイザーによる講演 
３ 実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 
７/14 
 
 
７/14 
 
 
７/15 
 
８/26 
 
 
９/１ 
 
 
９/５ 

○学校防災アドバイ

ザー派遣① 
（小見川中央小） 
○学校防災アドバイ

ザー派遣② 
（栗源小） 
○第１回実践委員会 
（香取市役所） 
○香取市安全教育研

修会 
（香取市役所） 
○学校防災アドバイ

ザー派遣③ 
（栗源中） 
○学校防災アドバイ

ザー派遣④ 
（香取小） 
 

保護者 
地域住民 
教職員 
保護者 
地域住民 
教職員 
実践委員 
 
教職員 
 
 
全校生徒 
教職員 
 
全校児童 
教職員 

 
 
 
 

 
 
 
実施時期 計 画 事 項 参加者 

10/１ 
 
 
 
 
 
11/21 
 
 
11/26 
 
 
12/２ 
 
 
12/８ 
 
 
12/14 
 

○香取市防災教育講

演会 
（佐原中） 
○学校防災アドバイ

ザー派遣⑤ 
（八都第二小） 
○学校防災アドバイ

ザー派遣⑥ 
（香取中） 
○学校防災アドバイ

ザー派遣⑦ 
（神南小） 
○学校防災アドバイ

ザー派遣⑧ 
（小見川東小） 
○学校防災アドバイ

ザー派遣⑨ 
（八都小） 
○第２回実践委員会 
（香取市役所） 

中・高校生 
地域住民 
教職員 
保護者 
教職員 
 
全校生徒 
地域住民 
教職員 
保護者 
地域住民 
教職員 
全校児童 
教職員 
 
保護者 
地域住民 
教職員 
実践委員 

４ 実践委員会 

 氏名 所属及び役職 
１ 藤本 一雄 千葉科学大学 教授 
２ 齋藤 史郎 千葉県教育庁北総教育事務所 指導主事 
３ 成田 賢一 千葉県立佐原高等学校 教頭 
４ 片野 寛和 千葉県立佐原高等学校 教諭 
５ 大平 伸一 香取市立香取中学校 校長 
６ 村西祐貴大 香取市立香取中学校 教諭 

 
事業内容：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） 

所属・電話番号：香取市教育委員会学校教育課 0478-50-1239 

指導主事 蜷川 俊之 
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７ 宇井 正志 香取市総務企画部総務課 危機管理班長 
８ 櫻井 孝一 香取市総務企画部総務課 危機管理班主査 
９ 増田 進一 香取市教育委員会 学校教育課長 
10 蜷川 俊之 香取市教育委員会 指導主事 
５ 具体的な取組 

(1) 市内小中学校への学校防災アドバイザ

ー派遣 
  ７月 14 日～12 月 8 日の間に香取市内

の小中学校９校に学校防災アドバイザー

を派遣し、避難訓練や保護者会等、各学

校の要望に応じた指導や助言、講演会を

行った。 
 
【第１回】小見川中央小学校 

期日：平成 28 年７月 14 日（木） 

講師：千葉県立市原八幡高等学校 
教諭 川上 悟 先生 

演題：大地震に備えて 
参加者：保護者１１８人、教職員２８人 

地域住民２人 
〔参加者の声〕 
・ 災害に備えて意識を高めておくこと

の大切さを改めて感じた。 
・ 映像による説明で、事務機器が動き

出したり、家具が転倒したりする様子

を見て地震の際にどんな危険があるか

を認識できた。 
 

【第２回】栗源小学校 
期日：平成 28 年７月 14 日（木） 

講師：千葉県立銚子高等学校 
教諭 田口 康博 先生 

演題：学校・家庭・地域で防災教育を考える 
参加者：保護者６０人、教職員１２人、

地域住民１人 

 

 
  （栗源小学校での講演会の様子） 

〔参加者の声〕 
・ 身近なことを取り上げてもらった話

でよかった。 
・ 防災を学ぶ楽しいグッズがあること

を知った。子どもと防災について話を

しようと思った。 
 

【第３回】栗源中学校 
期日：平成 28 年９月１日（木） 

講師：千葉科学大学 
 教授 藤本 一雄 先生 

演題：将来の災害にどう向き合えばいい

のか？ 
参加者：生徒８６人、教職員１３人 

 
（栗源中学校での避難訓練の様子） 
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〔参加者の声〕 
・ 災害に対する心構えと、命を守る対

策「自助・共助・公助」の大切さが分

かった。 
・ 日頃の防災対策の視点や、被災時の

行動や対応の重要ポイント、効果的な

避難訓練の方法等の理解が深まった。 
 

【第４回】香取小学校 
期日：平成 28 年９月５日（月） 

講師：千葉科学大学 
 教授 藤本 一雄 先生 

演題：地震と火事について 
参加者：児童８０人、教職員１６人 

 
（香取小学校で台車を利用した震度体験） 

〔参加者の声〕 
・ パワーポイントを活用し、クイズ形

式で進めてくれたので、児童は最後ま

で興味深く学習することができた。 
・ 台車を利用した震度体験はわかりや

すかった。実際に地震の大きさが視覚

化されたことで、児童は興味深く学習

することができた。 
 

【第５回】八都第二小学校 
期日：平成 28 年 10 月１日（土） 

講師：板橋区教育委員会 
 安全教育専門員 矢崎 良明 先生 

演題：地域と連携した防災教育のあり方 
参加者：保護者 45 人、教職員５人 

 
（八都第二小学校での講演会の様子） 

〔参観者の声〕 
・ 緊急時の時の家庭の役割がよく分か

り、ちょっとした工夫で対応できるこ

とが多くあると知った。 
・ 大地震の際、危険から身を守る場所

や方法等、具体的な話でよくわかった。 
 
【第６回】香取中学校 
期日：平成 28 年 11 月 21 日（月） 

講師：板橋区教育委員会 
 安全教育専門員 矢崎 良明 先生 

演題：学校・地域における防災対策 
参加者：生徒１１９人、教職員１２人、

地域住民３人 

 
（香取中学校での講演会の様子） 
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〔参加者の声〕 
・ 地震の観測記録を見て、揺れの大き

さを目で見て実感することができた。 
・ 地震に対する備えについて考えるこ

とができた。自分の家を避難所にする

という意識をもって備えていきたい。 
 

【第７回】神南小学校 
期日：平成 28 年 11 月 26 日（土） 

講師：千葉科学大学 
 教授 藤本 一雄 先生 

演題：地域における防災・危機管理の取

り組み方 
参加数：保護者３６人、教職員１２人、

地域住民３人 

 
（神南小学校での講演会の様子） 

〔参加者の声〕 

・ 「自分たちにとって最悪の結果に至

らないようにすることが、防災活動の

最優先の目的」という考えは、新鮮で

大変分かりやすかった。 
・ 「自助」について、日々の教育実践

でやるべきことを普段からやり続ける

ことがいかに大切かを改めて実感した。 
 
 

【第８回】小見川東小学校 
期日：平成 28 年 12 月２日（金） 

講師：千葉科学大学 
 教授 藤本 一雄 先生 

演題：地震について 
参加者：児童１０３人、教職員１５人 

 
（小見川東小学校での避難訓練の様子） 

〔参加者の声〕 
・ 地震や火災などの災害にあった時に

今回学んだことを思い出して、冷静に

対応したい。 
・ 自分の命は物よりも大切にすること

を学んだ。 
・ 避難訓練実施後、災害についての概

要や地域にまつわる由来、避難の方法

や注意点を聞くことができた。クイズ

等があり児童参加型の講演だったので、

災害に対する興味関心を喚起できた。 
 

【第９回】八都小学校 
期日：平成 28 年 12 月８日（木） 
講師：板橋区教育委員会 

 安全教育専門員 矢崎 良明 先生 
演題：学校・地域における防災対策について 
参加者：保護者３９人、教職員１４人 

地域住民４人 
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（八都小学校での講演会の様子） 

〔参加者の声〕 

・ 南海トラフ沿いでは、８０％の確立

で地震が起きることがわかり、備えが

必要だと思った。 
・ 地震に備え家庭で準備しておくこと

や気をつける（落ちてこない、倒れて

こない）ことがわかって良かった。 
 

 (2) 香取市総合防災訓練における防災教

育講演会の実施（於：佐原中学校） 
期日：平成 28 年 10 月１日（土）10:30～ 
講師：千葉科学大学 

 教授 藤本 一雄 先生 
演題：将来の自然災害にどう向き合えばいいのか？ 
参加者：中高校生２５０人、教職員１２人、 

地域住民９人、その他１８人 

 
（防災教育講演会の様子） 

〔参加者の声〕 
・ 自然災害について、「知る・考える・備

える」ことの大切さがわかった。 
・ 「子どもだからできない」「高齢者だか

らできない」ではなく、それぞれの立場

でできることに取り組むことが共助とな

り、そのためにも自分の身を自分で守る

自助が大切であることがわかった。 
 
(3) 香取市安全教育研修会で学校防災アド

バイザーによる講演（於：香取市役所） 
期日：平成 28 年 8 月 26 日（金）13:30～ 
講師：千葉科学大学 

 教授 藤本 一雄 先生 
演題：自然災害に対する学校のリスクマネ

ジメントと危機管理 
参加者：教職員３２人 
〔参加者の声〕 
・ 最善を追求するよりも最悪を回避する

ことが大切であり、そのために弱点を発

見し解消しておくことが大切であること

がわかった。 
・ 災害時には、想定を超える事態に直面

するかどうかを判断し、その判断が想定

内であればマニュアル通り対応でよいが

想定外の時には最悪を回避する臨機応変

な対応が必要であることがわかった。 

 
（安全教育研修会の様子） 
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６ 成果と今後の課題 

【成果】 
(1) 市内小中学校への学校防災アドバイザ

ー派遣より 
・ 講師に避難訓練を見ていただき、専

門的な立場からアドバイスをいただけ

たので、災害における当事者意識が具

体的にもて、「自助・共助・公助」の大

切さが共有できた。 
・ スライドや実物を使った講演は、児

童生徒の興味を引く内容で、防災に対

する意識が高まった。また、講演より

“何よりも大切なことは、自分たちの

「命」であること”を再認識すること

ができた。 
・ 「地域における防災・危機管理の取

り組み方」について、「なぜ、防災活動

をするのか。」という根本的な視点から

話をいただけたことで参加者の地域防

災に対する必要感を高めることができ

た。 
 

(2) 香取市総合防災訓練における防災教育

講演会の実施より 
・ 今年度モデル校として指定されてい

る千葉県立佐原高等学校や香取市の関

係部局との連携が図れたことがよかっ

た。また、会場校である佐原中学校の

協力もあったので運営もスムーズに行

うことができた。 
・ 将来起こりうる可能性がある自然災

害について今後どのように向き合って

いけばよいかを地域の方にも広めるこ

とができた。 
 

(3) 香取市安全教育研修会で学校防災アド

バイザーによる講演より 

・ 「自然災害に対する学校のリスクマ

ネジメントと危機管理」をテーマに学

校防災アドバイザーより講演をいただ

き、市内小中学校の安全教育主任の間

で内容についての共通理解を図ること

ができた。 
 

【今後の課題】 
(1) 市内小中学校への学校防災アドバイザ

ー派遣より 
・ 実行性のある各種避難訓練の確立と、

マニュアルの検証が必要である。 
・ 地域ぐるみの取組に学校がどう関っ

ていくか、また、学校が地域にどう働

きかけていくかについて考えていく必

要がある。 
・ 地域からの参加者が少なかった。地

域住民の防災に対する関心を高めてい

くためにはどうしていったらよいのか。

関係機関との連携を図っていくことが

大切である。 
 

(2) 香取市総合防災訓練における防災教育

講演会の実施より 
・ 天候が悪かったため地域住民の参加

が少なかった。防災に対する意識を今

後どのように高めていくか、関係機関

との連携を図りながら取り組んでいく

必要がある。 
 

(3) 香取市安全教育研修会で学校防災アド

バイザーによる講演より 
・ 今回の講演会で学んだことを、今後

市内小中学校でどのように対策をして

いったらよいのかを具体的に示し、実

践していくことが必要である。 
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