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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：命の大切さを考える防災教育公開事業（避難所対応）

地域に貢献できる生徒の育成を目指した防災教育の取組

－生徒の共助・公助を意識した避難所設営への関わり方－

所属・電話番号：銚子市立第二中学校・０４７９－２２－１３６０

校長 伊藤 進

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

(2) 学校防災アドバイザー活用事業の実施

２ 事業概要

本校は千葉県教育委員会より、「命の大切

さを考える防災教育公開事業」の指定を受

け、「避難所対応」という課題で、防災教育

とともに、学校が地域の避難所となった場

合に備えた体制の確立を図った。

(1) 運営体制の整備

(2) 学校・保護者・地域住民参加による合同

訓練の実施

(3) 自助・共助を意識した防災学習をはじめ

とした学校防災教育の公開

(4) 学校・保護者・地域住民を対象とした講

演会の開催等の防災啓発活動

３ 実施概要

実施時期 計 画 事 項 参加者

４月 ○研修・研究計画 職員

の検討

○避難訓練(地震、 生徒・職員

津波想定）

５月 ○担当者連絡会議 学校・市教委・市危機管理

室・PTA 役員

○校外学習（防災 生徒（１年・

施設見学・体験） ２年）

６月 ○心肺蘇生研修 生徒（委員会）

・職員

７月 ○防災研修会 職員

○防災講演会 生徒・保護者

・職員

８月 ○市防災担当者と 市防災担当・

の会議 校内防災担当

○職員全体研修 職員

○職場体験（職場 生徒（２年）

９月 の防災調べ）

○避難所対応訓練 生徒・職員・地域住民・

市職員

○九都県市合同防 校長・教頭・生徒 22 名

災訓練 参加

１０月 ○職員全体研修 職員

○心肺蘇生研修 生徒（２年）

１１月 ○防災授業公開 生徒・職員・地域住民・

○防災教育講演 市職員

１２月 ○担当者連絡会議 学校・市教委・市危機管理

室・PTA 役員

○心肺蘇生研修 生徒（３年）

１月 ○心肺蘇生研修 生徒（１年）

○まとめ・報告書 学校

の作成
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４ 担当者連絡会議

氏名 所属及び役職

１ 梅澤 幹直 北総教育事務所

指導主事

２ 浪川 秀樹 銚子市危機管理室

室長

３ 小関 宏昌 銚子市教育委員会

指導主事

４ 市田 英之 銚子市立第二中学校

ＰＴＡ会長

５ 伊藤 進 銚子市立第二中学校

校長

６ 古田 一義 銚子市立第二中学校

教頭

７ 藤井 利夫 銚子市立第二中学校

教諭（教務主任）

８ 溝口 康浩 銚子市立第二中学校

教諭（安全主任）

５ 具体的な取組

(1) 災害発生時の避難所開設について

避難所の運営は行政が中心となって行う

が、円滑な運営のためには学校・地域の協

力が大切である。そこで、学校が避難所と

して機能するまでに果たすべき役割につい

て、以下の取組を進めた。

・災害発生時の避難所開設・運営までの

手順を作成する。

・避難所開設に対応する危機管理マニュ

アルの見直しを行う。

・地域や関係機関等と連携した防災訓練

を実施する。

① 避難所開設・運営までの手順

大きな地震が発生した場合、銚子市では

津波により、建物の被害やライフライン、

交通や物流の停止などの混乱が予想される。

このような中で、被災者は避難所でかなり

の期間、共同で生活することになる。混乱

なくスムーズに避難所が開設され運営され

るよう、地域住民や行政機関と連携する必

要がある。そのため、市危機管理室防災担

当を交え、避難所の開設・運営の初動活動

のマニュアルを作成した。

【災害時対応マニュアル】

【避難所開設手順】

② 危機管理マニュアルの見直し

災害発生時には、本校は地域の避難所と

しての役割を果たすことになる。危機管理
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マニュアルを見直し、学校が避難所になっ

たときの、開設に向けて対応できるものへ

と改善を図った。

・災害時の学校職員の組織と役割の明確化

・災害発生時に必要な物資の準備・点検計

画の作成

・避難所開設時の校舎及びグランドの設営

図の作成

・避難所の状況及び対応に関する記録用紙

の作成

・防災関係の安全点検簿の作成

③ 地域や関係機関等と連携した防災訓練

９月１日（日）「防災の日」に、本校体育

館に避難所を開設する「銚子市地震津波避

難訓練」を実施した。当日は、防災行政無

線と広報車により、訓練の放送が地域に流

され、１００名を超える地域の方々が避難

所に集まった。職員が、避難所開設の手順

に従い、生徒への対応と避難所開設の初動

対応の訓練を行った。その後「銚子市津波

ハザードマップの利用法」についての講話

を行った。

地震発生（登校時間帯）・大津波警報発表

→１・２次避難→避難所初動対応の指示

及び校内防災対策本部設置→生徒への対

応（担任）・避難所初動対応（副担任）→

市教委・関係機関への報告→生徒・地域

住民が避難してくる→避難所開設→講話

「津波ハザードマップの利用法」

【避難所初動対応】

・マニュアルに基づき避難所初動対応

を行う（避難所施設、設備の安全点

検、危険物の除去等）

・点検結果を点検者から校長に報告す

る

【避難所開設準備から開設まで】

①防災倉庫解錠

②体育館に避難者用受付設置（ステー

ジ下から長机６台、防災倉庫から表

示札、鉛筆、名簿用紙、職員室から

セロテープ、バインダー）

③廊下等に避難所案内表示、避難所入

り口にスリッパ用意

④避難所入口の解錠

⑤避難者の誘導

⑥避難者名簿への記入依頼と回収

⑦生徒に対応している職員(担任)は生

徒を１次避難場所から体育館に誘導

⑧グラウンド駐車場、緊急車両乗り入

れスペース、救急物資保管場所等の

確保

⑨ペット（犬）を連れてきた避難者に

は、技術棟とプールの間(鉄棒利用)

につなぐよう指示

【避難名簿の記入の様子】

【当日は移動交番も開設された】

(2) 防災教育について

防災教育では、生徒の発達段階に応じた
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災害に対する「自助」「共助」「公助」の意

識・態度や災害に関する知識を身に付けさ

せることができるよう各教科等において指

導することが大切である。そこで、災害や

防災に関する基礎的・基本的な知識・技能

を習得し、自ら考える、自分で判断すると

いった場面の学習を通して防災意識を高

めていこうと考えた。

１学年【自助】

・災害についての正しい知識と、防災の

在り方についての理解を深める。

・自分自身の身を守り、被害を最小限に

するためにできることを考え、実践す

る。

２学年【共助】

・災害時に必要な知識・技能を身に付け

る。

・地域防災について、その役割を知り、

自分にできることを考え、実践する。

３学年【公助】

・災害時に大切な社会性や公徳心を持ち、

地域の一員として役立とうとする。

・地域防災の役割と働きについて知り、

災害時に自分ができることを考え実践

する。

① 避難訓練の実施

４月１０日（水）に、年度初めの避難訓

練を実施した。生徒に緊急時の避難方法の

基本を身に付けさせるとともに、職員の災

害時における対応について確認した。事前

指導では心構えと避難経路の確認を、事後

指導では安全に身を守るための避難の仕方

と整然とした集団行動を指導した。昨年度

より、津波からの避難として、付近の高台

（愛宕山 海抜約７０ｍ地点）への避難訓練

を実施している。

② 校外学習における防災教育への取組

ア １年校外学習(生徒３３名)

６月中旬に校

外学習として、

東京都にある本

所防災館を訪れ、

防災体験を行っ

た。はじめに防

災シアターで地震の迫力ある映像を見た後、

２班に分かれて「地震」「煙」「消火」「暴風

雨」の４つを体験することができた。生徒

は、リアルな疑似体験を通して改めて災害

の恐ろしさを知ることができた。

イ ２年校外学習(生徒４５名)

５月の校外学習

１日目に、東京都

江東区有明にある

東京臨海広域公園

の防災体験学習施

設「そなエリア東

京」において防災体験学習を行った。ここ

は、国や自治体などの支援体制が十分に整

うまでの目安の３日間とされる７２時間を

自力で生き抜く疑似体験ができる施設であ

る。「東京直下 72h TOUR」は、マグニチュ

ード7.3、最大震度６強の首都直下地震の発

災から避難までをゲーム機を使ったクイズ

に答えながら、生き抜く知恵を学ぶ防災体

験ツアーである。生徒は、リアルな疑似体

験を通して生き抜く上での大切な知識を学

ぶことができた。

③ ＡＥＤ及び心肺蘇生法の講習会

本校では、日本赤十字社千葉支部の協力

で、毎年ＡＥＤ及び心肺蘇生法の講習を全

職員、全生徒が受けている。講習会は、職

員、保健委員会、ＪＲＣ委員会が１学期に、
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各学年は２学期以降に順次実施している。

今年度から、

実際の場面を想

定し、状況に応

じた対応ができ

るよう、それぞ

れ役割分担をし

て実施した。

④ 職場体験（職場の防災調べ）

本来の職場

体験の目的の

他に、各事業

所など地域社

会における災

害（主に地震

や津波）への

備えについて

理解するため

に、体験する

各事業所の防災対策について聞き取り調査

を行った。各事業所が、震災を教訓にした

防災訓練の実施や、防災備品を充実させる

努力をしていることがわかった。

⑤ 防災講演会

ア 第１回

（７月１２日）

東日本大震

災以降、毎年

千葉科学大学

から講師を迎え実施している。今年度は危

機管理学部准教授の藤本一雄先生を講師に

迎え、「巨大地震災害を乗り切るための防災

危機管理の素養」と題して、講演をしてい

ただいた。地震災害や津波のメカニズム、

防災危機管理の取組について、多くのこと

を学ぶことができた。

イ 第２回（１１月１９日）

本校の防災教育公開研究会において、元

旭市立飯岡小学校長の毛利恒彦先生を講師

に迎え、「東日本大震災時の飯岡小学校の対

応～避難所運営を中心として～」と題して、

講演をしていただいた。震災直後の避難所

の開設・運営に係る様々な苦労や２か月以

上に渡る地域住

民・行政機関・

報道機関等への

対応など、実体

験をお話しいた

だいた。

⑥ 九都県市合同防災訓練（９月１４日）

銚子沖で地震が発生したと想定し、津波

やその他の災害に対応する訓練が千葉科学

大学前駐車場で実施され、本校の生徒も多

数参加した。避難者として参加した他に、

自衛隊、海上保安庁、消防、警察などの訓

練を見学し、「自助」「共助」「公助」の大切

さを考えるよい機会となった。参加した生

徒が文化祭（１０月２７日）でプレゼンテ

ーションを行った。

⑦防災教育授業

「命の大切さを考える防災教育公開事業」

の公開授業を全学年で展開した。

ア １年総合的な学習の時間

「安全な避

難経路の確認」

という課題を

設定し、本校

付近の危険箇

所を中学生の

目線で調べ、より安全な避難経路を作成し

て発表した。

イ ２年総合的な学習の時間

「救命法・救急法のスキルアップ」とい

う課題を設定し、ＡＥＤを使っての心肺蘇
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生法や三角巾を使っての応急処置法の知識

や技能をより確かなものにする活動を行っ

た。当日の授業では、地域住民の参加を得

て、生徒が地域住民に教えることで、自ら

の知識・技能

を確かなもの

とするととも

に、交流を図

ることができ

た。

ウ ３年総合的な学習の時間

「避難所で

できること」

という課題を

設定し、避難

所の確保・設

営を体験する

ことで、避難所設営へ参画できるようにす

るため自分たちが何を求められ、何ができ

るのかを具体的に考えていく活動を行った。

６ 成果と今後の課題

(1) 成果

・学校安全計画や危機管理マニュアルの見直

しを行い、様々な危機に対する対応をマニ

ュアル化することができた。

・防災教育に関わる指導内容を、教科等の指

導計画に位置づけ実施したことにより、生

徒の自然災害や防災に関する理解が深まり、

防災意識を高めることができた。

・学区にある千葉科学大学や日本赤十字社千

葉県支部の協力により、講演や講習を行う

ことができ、連携を深めることができた。

・銚子市危機管理室の協力を得て、避難所対

応訓練を行い、避難所開設時の職員の対応

を「災害時対応マニュアル」に沿って訓練

することができた。

・避難所開設のための「災害時対応マニュア

ル」の見直しや必要物資の確認、行政機関

との共通理解を図ることができた。

・避難所が開設された際に、ＰＴＡのＯＢ組

織であるＮＳＣ（二中サポートクラブ）の

協力が得られることとなった。

(2) 今後の課題

・避難所の開設・運営に必要となる防災用物

資の確認と点検を行い、更に整備を進め、

充実していく必要がある。

・避難所開設・運営にあたり、地域や行政機

関、避難所に指定されている学区の小学校

との連携を更に進める必要がある。

・危機管理マニュアルは学校安全の基本とな

るので、年度初めに共通理解を図るととも

に、常に見直しと再確認をしていく必要が

ある。

・学区の特徴として、海沿いに住む地域の方

々と海から離れたところに住む地域の方々

との意識に差がある。そのため、学校が行

政機関と共に地域防災の重要性を発信する

必要がある。

・本校が避難所に指定されていることから、

「自助」「共助」「公助」を意識した防災教

育を継続的に実践していくことが必要であ

る。さらに、防災教育に関わる教材の収集

と開発を行うことが必要である。


