
 
 

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・

行政の津波避難訓練の実施 
(3)防災教育の取組の授業公開 
(4)被災地視察（千葉県旭市飯岡地区） 
(5)被災地への訪問の報告発表 
(6)防災講演会の実施  
(7)鴨川市学校防災担当者会議開催 
(8)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 

 

 

８月 

９月 

 

 

 

11 月 

 

○第１回実践委員会 

○小中地域連携在宅時

津波避難訓練 

○第２回実践委員会 

○引き渡し訓練 

○被災地旭市飯岡地区

見学 

○防災授業展開 

○元気でい鯛祭り 

地域防災の呼びかけ 

（４年生学習発表） 
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地域・行政 
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実践委員 

保護者 

地域住民 

小湊小４年 

11 月 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 

○防災講演会 

４年生発表「自分の

命は自分で守る」 

講演 森本晋也氏 

「海と共に生きる」 

〇学校防災担当者会議 

 学校避難所対応マニ

ュアルの作成等 

○保幼小地域連動津波

避難タワー避難訓練 

○第 3回実践委員会 

安房東中 

天津小 

小湊小 

地域 

実践委員 

各校担当者 

 

 

こども園 

小学校地域 

実践委員 

 

４ 実践委員会（年間３回実施） 

 氏名 所属等 
１ 米沢 久志 南房総教育事務所指導主事 
２ 滝口 悦夫 鴨川市消防防災課長 
３ 原  浩一 鴨川消防署天津小湊分遣所長 
４ 佐藤 則泰 鴨川市消防団第４支団長 
５ 西島 義雄 小湊八景地区区長 
６ 渡辺 重夫 小湊開戸地区区長 
７ 平野 芳雅 小湊開戸地区防災会長 
８ 秋山 貢輔 小湊幼小 PTA 会長 
９ 浅田 朋靖 小湊幼小 PTA 副会長 
10 滝口 和代 小湊こども園 園長 
11 庄司 里美 小湊小学校 校長 
12 唐鎌 武則 小湊小学校 教頭 
13 下羽 勲 小湊小学校 教務主任 
14 庄司 喬允 小湊小学校 安全主任 
15 関口 和則 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） 

 －自助・共助の意識の下に適確に行動できる人材育成と、 

災害に強い学校・地域作りを目指して－ 

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 主任指導主事 関口和則 
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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 6 月 24 日（金） 
ア.防災事業 年間計画について 
小中地域連携在宅時津波避難訓練 
被災地見学について 

イ.小湊地区の防災について 
講師：鴨川市消防防災課長 滝口悦夫氏 

 
 ・県の防災ポータルサイトの津波想定 
 ・鴨川市防災マップの見方 
 ・地震津波の実験映像 
 ・助かるための行動確認 

10 分以内に 10ｍ以上の場所に避難 
②第２回実践委員会 8 月 31 日（金）  
ア.報告と計画について 
鴨川市津波避難訓練（６月２９日実施） 
津波避難タワー建設について 
被災地見学（９月９日） 
防災講演会（１１月１７日） 

イ.避難所運営ゲーム HUG の実施 

   
  地域、学校、行政が共に避難所運営につい

てゲームを通して認識を深める。 
③第 3 回実践委員会 12 月 9 日（金） 

  ア.4 年生作成 防災リーフレットの活用 
イ.実践防災教育総合支援事業の検証 

  

 【話し合いの内容：一部抜粋】 
ア.津波警報が出たら、子どもの安全は学校で守

る。親は迎えより自分の安全を守るように。

もしも迎えに来たら、一緒に避難するよう伝

えることを、多くの人に広報する必要がある。 
イ.避難タワーは、真冬の寒さや真夏の暑さをし

のげないので、収納ベンチに水とレスキュー

シートを入れておくが、十分ではない。だか

ら、余裕があれば、防災頭巾とともに、防寒

具や水筒をもって逃げることも考えたい。 
ウ.今まであまり訓練等に参加していなかっ

たが、今回を機に参加し、子どもとどこに

避難するかを話し合うことができた。 

 
（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津波避難訓練（在宅時）

６月２９日（水） 
鴨川市津波避難訓練は毎年実施されるが、

安房東中学校区では、地域住民の協力のも

と、在宅時に地震津波が起こったことを想

定し、大人も子どもも共に協力して高台へ

逃げる避難訓練を行った。 
想定：地震発生後、大津波警報発令 

沿岸部到達８～１０分 
津波警報発令 13 分後に各避難所から避 
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難完了の報告がそろった。小中学生と共に

地域住民の参加も増え、臨場感ある避難訓

練になった。避難所近くの防災無線の聞こ

えの悪さや、避難所への道の危険個所も確

認でき、今後に向けて問題点を確認できた。 
 今後も隔年で在宅時避難訓練を実施する。 

②津波避難タワー保幼小地域連携避難訓練 

１２月６日（火） 
小湊小学校の校庭に完成したばかりの津 

波避難タワー（高さ１２ｍ 200 名収容可

能）へ保育園・幼稚園・小学校・地域住民

が協力連携して避難訓練を実施した。また、

鴨川市消防防災課、警察署、消防署、地元

消防団等関係機関も協力してくれた。 
 児童たちは、園児やお年寄りと一緒に避

難することで手助けの必要性を感じ、その

後の竣工式では「このタワーができたので、

みんなで手を取り合って津波から逃げるこ

とができます。」と児童代表が語った。 
想定：地震発生後、大津波警報発令 

沿岸部到達８～１０分 
10 時発災 防災無線で訓練開始。 

  

 

3 分 40 秒後、保・幼・小の子どもと職員

はタワーの屋上へ避難完了。地域住民も参

加し、避難したのは総勢 151 名であった。 
  
（３）防災教育の授業公開 

 
地域の有識者（ゲストティーチャー）に学ぶ 
「津波で小湊の村が一つなくなったなん

て怖いと思った」や、「元禄の津波の教訓を

生かして、次に備えていたのがすごいと思っ

た。今後は、このことを知ったぼくたちが、

みんなに知らせて助かるように備えたいと

思う」などの感想が聞かれた。 
 
 
 
 

授業参観で防災の授業を展開し、児童も保

護者も防災意識を高めることができた。 
 児童からは「子どもでも出来るボランティ

アがあると知った。世話をされるだけでなく、

自分にもできることを考え行動したい」との

声や、保護者からは「子どもたちが一生懸命

考えている姿を見て、家でも話し合いたいと

思いました。」などの感想があった。 
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（４）被災地旭市飯岡地区の視察 9 月 9 日 
小湊小４年生児童と保護者、実践委員（地

域、行政、学校関係者）が参加し被災地見学

（旭市飯岡地区）を行った。 

  

４年生は、総合的な学習の時間「被災地旭

市に学ぶ」で学習している。 

 被災地の様子を、ＮＰＯ法人光と風の方か

ら説明を受けながら見学した。旭市防災資料

館で東日本大震災の際に発生した津波の様子

や復旧の様子の写真

やＤＶＤを視聴し、そ

の後 仮設住宅、防潮

堤、津波避難タワーを

見学した。 
飯岡刑部岬展望館〜光と風〜では、劇団ふ

くによる防災紙芝居を鑑賞した。４年生は小

湊から近い旭市も東日本大震災で津波被害を

受けていたことを目の当たりにし、自分は被

災しないために何をしたらよいか考えること

ができた。 

 

 

【参加者の感想】 

・ぼくは津波で大きな被害を受けて本当に悲し

かったんだと思います。でも旭市の人たちが

復興にすごく気合が入っていて、すごいと思

いました。ぼくもボランティアになって他の

人たちを助けたいです。（4 年生） 
・津波がひいても安心してはいけないというこ

とや、津波や地震がこわいということがよく

わかりました。小湊小にできる避難タワーの

ことや津波や地震のこわさなどをみんなに

教えたいです。実際に起きたら、助かるため

にどうするか考えたいです。（4 年生）  
・子どもと一緒に被災地見学ができ、貴重な機

会となりました。同じ千葉県に住んでいるに

もかかわらず旭市の被災状況をあまり知り

ませんでした。写真や DVD を見せていただ

き、想像を絶する光景でした。いつ大地震が

おこるかわからない今、大人も子どもも一人

一人が防災に対する知識・訓練・対策をして

いかなければいけないと実感することがで

きました。（保護者） 
・子どもたちがよく勉強しているのに驚きまし

た。バスの中での防災クイズなど努力のあと

が見えます。一人一人が生き生きしていた。

津波から逃げるのは自分の判断が大切。そし

てまわりの人を巻き込むこと。そんなことが

出来そうな子どもが多数いた。日常の訓練は

これから大切になって来ると思いました。 
   （地域の防災会長） 
 
（５）防災学習のまとめの発表 

11 月 11 日（金） 元気でい鯛祭り 
地域のお年寄りとサポーター計300名に向

けて、4 年生が総合的な学習の時間で取り組

んだ被災地見学を含む防災学習のまとめを発

表した。 
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内容は絵本「稲村の火」の紹介・天津小

湊地区に影響のあった震災の歴史・震災の

恐ろしさ・津波の特徴・被災地旭市の様子・

非常持ち出し袋・津波避難タワーの説明と

避難の注意点等。 

 
「自分の命は自分で守る」「地震と津波はセ

ット」「津波が来るから一緒に逃げよう」 

4年生児童の呼びかけをお年寄りも真剣に

聞いてくださった。 

 

（６）防災講演会の実施 11 月 17 日（木） 

安房東中学校 天津小学校 小湊小学校

の児童生徒・保護者・地域住民が一堂に会

し、防災について考える集会となった。 
参加者 300 名 

①第１部は小湊小学校 4 年生の発表 
 「自分の命は自分で守る」

 
  津波避難訓練、被災地旭市飯岡地区への

訪問、防災授業等で学んだことを、子ども

たちは精一杯発表することができた。また、 
 発表を通じて、様々なメッセージを発信す 
 ることが、共助・公助へつながっていくと 
 いうことを学ぶ機会になった。 

②第 2 部は講話「海と共に生きる」 
―震災を生き抜いた 

釜石の子どもたちに学ぶー 
講師は岩手大学教職大学院 准教授 

森本晋也氏 
東日本大震災の

前年度まで、釜石市

立釜石東中学校に

勤務。震災後は、釜

石市や大槌町の教

育委員会に勤務し、学校再開のための仕事に

従事。地震津波の被害の現状と釜石の小中学

生が生き延びることができたのは、避難訓練を

はじめとする防災教育が影響していたことや、

震災の際や震災後の子どもたちの姿について、

熱く語った。講演の後には、中学生から「一人

暮らしで足が不自由なお年寄りや寝たきりの高

齢者の人たちは、どのように避難したのですか」

との質問や学校職員から「災害時における校内

や地域との連携をどうしたらよいのか」等、多

くの参加者から質問が出て、深まった講演会、

みんなで考えることのできた集会となった 

【参加者感想】 
○私たちは「自分の命は自分で守る」をキー

ワードにして発表しました。私たちの発表

の内容を多くの人に知ってもらいたいです。

緊張したけれど自信をもって発表できまし

た。まず自分の命を守って、次に他の人の

命も守りたい。（４年児童） 
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○小学生でもできるボランティアがあると知

った。いざという時は、できることを見つ

けて、やっていきたい。避難訓練は、真剣

にやります。津波で家族を亡くした人もい

るので、そういうことがないように、家族

で話しあったりしたいです。（小学生） 

○小湊小学校４年生の発表は、実際に被災地

に行ってその経験を元にクイズを出題して

くれてとても楽しく理解できました。森本

先生が映像を見せてくれて、津波が実際来

たときの過酷さを実感でき、自分の津波に

対する意識が変わりました。（中学生） 

○いつ何がおこるかわからない災害に自分も

子どもたちもすぐ避難できるのか。普段何

も考えずに生活していたのでドキンとさせ

られました。今日家に帰って子どもたちと

よく話したいと思います。「てんでんこ」頭

に入れておきます。（保護者） 
 

（７）市内小中学校防災担当者会議の開催 

  市教委担当者と学校担当者で作成した学

校避難所対応マニュアルの原案について協

議し、マニュアル作成について確認した。 

 

（８）防災対応リーフレットの作成・配布 
  小湊小 4 年生が小湊地区の皆さんのため

に防災リーフレットを作成し配布しました。 

６ 成果と今後の課題 

＜成果＞ 

 ○多様な学習や活動を通して、幅広い防災

知識の獲得ができ、防災意識（自助・共

助）の高まりがみられた。特に、防災学

習強化学年である４年生が、「多くの人

に呼びかけたい」「みんなが助かるため

にどうしたらよいか」ということを本気

で考え取り組む姿が見られた。 

 ○地域の実態やニーズに即した、避難訓練

を実施することができた。また、被災地

訪問や防災講演会等を通して、自分たち

でもできる災害ボランティアについて考

えることができた。 

 ○地域住民や保護者の防災意識の醸成がで

きた。さらに、防災減災について、より深

く情報交換をすることができた。 

 ○学校と地域の絆がより強化されて、学校の

諸行事にも積極的な参加が見られた。 

 ＜今後の課題＞ 

 ○発達段階に応じた体系的、継続的な防災

教育の実施  

幼稚園・小学校・中学校等、 学校種別・

学年別のつながりを発達段階に応じて整

理し実施することが必要である。年齢や

地域等に応じての防災教育の体系化と継

続的な取組そして改善が必要である。 

 ○家庭・地域との連携体制の強化  
今年度実践した各活動をつなげて、地域

における自助・共助の精神の定着を図っ

ていきたい。そのためにも、地域の担い

手・関係機関との継続した連携強化を進

めるための仕組みを作りたい。 

 ○災害を生き抜く力を持った児童の育成 
しなやかで臨機応変に対応する力を育む

ためには、探究的・協同的な課題解決学

習を通して更に実践を積む必要がある。 
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