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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（防災ボランティア）

－地域と連携した防災教育への取り組み－

所属・電話番号：千葉県立銚子高等学校・０４７９－２２－６９０６

校長 安藤 淸

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

本校の所在する銚子市が海岸を中心と

した有数の観光地であることをふまえて、

災害時に想定されるハザードについて知

識を持たない外来の観光客が利用できる

防災マップを生徒が作成し、銚子市危機

管理室等に提案する。

地域と連携した避難訓練や避難所運営

に関して共通理解を図る研修や炊き出し

訓練（非常時を想定した野外炊き出し）

等を実施する。

地域で実施される防災訓練に参加する。

（９都県市合同防災訓練等）

防災教育をテーマとしたＬＨＲを公開

する。

３ 実施概要

実施時期 計 画 事 項 参加者

４月 ○事業についての 学校

説明

５月 ○九都県市合同防 教頭・川上

災訓練関係機関調

整会議

６月 ○第一回担当者連 千葉県教育

絡会議 委員会・学

校・PTA 役

員・銚子市

役所・千葉

科学大学他

８月 ○ 地 域公 開 事業 千葉県教育

（炊き出し訓練・ 委員会・学

避難所運営訓練） 校・地域住

民・千葉科

学大学他

８月 ○ハザードマップ ＪＲＣ部員

作り

９月 ○第３４回九都県 学校・銚子

市合同防災訓練 市危機管理

室

１０月 ○校内防災訓練 学校・銚子

市消防本部

１０月 ○職員研修 学校

１１月 ○公開ＬＨＲ 千葉県教育

委員会・学

校・PTA 役

員・千葉科

学大学他

１２月 ○職員研修 学校
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４ 担当者連絡会議

氏名 所属及び役職

１ 宮内 輝久 千葉県教育委員会

２ 藤本 一雄 千葉科学大学

３ 浪川 秀樹 銚子市危機管理室

４ 宮内 大作 銚子市消防本部

５ 髙橋 靖幸 地区町会長

６ 伊東 隆 銚子市立第三中学校

７ 伊藤 進 銚子市立第二中学校

８ 堀川 金一 銚子市立飯沼小学校

９ 寺井 雅晴 銚子高校ＰＴＡ

10 安藤 淸 県立銚子高等学校

11 阿部 真之 県立銚子高等学校

12 冨澤 勇 県立銚子高等学校

13 見澤 真悟 県立銚子高等学校

14 川上 悟 県立銚子高等学校

５ 具体的な取組

(1) 担当者連絡会議【6 月 13 日（木）】

本校地域交流室を会場に参加者１２名で

実施。議題は以下のとおりであった。

① 事業計画について

② 生徒による活動計画発表（ＪＲＣ）

③ その他

会議の中で、ＪＲＣ部の活動について銚

子市消防本部や銚子市危機管理室等からア

ドバイスをもらった。

(2) 地域公開事業【８月１１日（日）】

本校演習室棟（仮設校舎）を会場に県内

教職員・近隣住民・千葉科学大学学生等約

６０名が参加。

内容は、以下のとおりであった。

① ＪＲＣ部員によるハイゼックスを使

った非常食炊き出し訓練（非常用炊

飯袋を用いた炊飯訓練）

② ＪＲＣ部員による簡易防災グッズ作

り（新聞紙を用いたスリッパ作り・

簡易ランプ作り・簡易コンロ作り）

③ ＨＵＧを用いた避難所運営訓練

（図上による避難所運営）

①・②に関しては、高校生（ＪＲＣ部員）

が講師となって、グッズ作りを行った。参

加者からの評判も良く、来年度以降も実施

を希望する声が多く聞かれた。

③に関しては、千葉県東方沖でＭ８の規

模の地震が発生し、銚子市の震度６弱とい

う想定で訓練が始まった。８名程度の班に

分かれて、避難所で起こる様々な出来事に

どのように対応していくかを模擬体験し

た。その後本校川上教諭から、東日本大震

災時において、避難所となった学校現場の

話やいざという時にどのように行動してい

くべきかの話があった。

まとめとして、千葉科学大学危機管理学
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部藤本一雄准教授から、日頃の備えと顔の

見える関係作りの重要性の話をいただい

た。

(3) ハザードマップ作り

【８月２４日（土）】

銚子ジオサイトの一つである犬岩から地

球の丸く見える展望台駐車場まで現地調査

を行った。

初めて訪れる観光客の目線になって、分

かりやすい目印や途中の標高（電柱に記載

されている）を確認し、Ａルート舗装道路

（遠回り）とＢルート未舗装部分のある農

道（近道）の２ルートを選定し、実際に歩

いて確認作業を行った。Ａルートで避難し

た場合は３５分かかり、Ｂルートの場合は

２５分で避難場所に到着することがわかっ

たが、Ｂルートは道がわかりづらく、舗装

もされていないので薦められる避難路では

ないと考えた。その際に、東日本大震災時

の津波到達点などを確認し、早期の避難が

必要なことを理解した。

(4) 地域の防災訓練に参加

第 34回九都県市合同防災訓練

【９月１４日（土）】

今年は、九都県市合同防災訓練の千葉会

場が銚子市であったため、本校生徒５０名

は地域の避難者役として訓練に参加し、そ

の他の訓練を見学し、各ブースにおいての

防災に関する発表等を見て回り、日頃の準

備の大切さ等を再認識した。
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(5) 防災訓練 【１０月８日（火）】

千葉県東方沖を震源とする、Ｍ８クラス

の地震が起きたことを想定した避難訓練を

行った。訓練の際は緊急地震速報音や地震

鳴動音を放送で流す方法を用いて行った。

今回は、仮設校舎に移ってから初めての

避難訓練であったので避難経路の確認等を

銚子市消防本部の指導のもと行った。

避難完了後は、銚子市消防本部の指導で

水消火器を用いての初期消火訓練を行っ

た。

反省点としては、職員への訓練内容の周

知不足から計画どおりに進まなかったこと

である。このことをふまえて、年度内に再

度訓練を実施することとした。３月の学年

末に実施する予定である。

(6) 職員研修【１０月１６日（水）】

「防災教育の実践」

防災主任 川上 悟教諭

川上教諭は、平成２３年度千葉県長期研

修生として、千葉科学大学危機管理学部委

託研修生の経験があり、防災教育の必要性

や防災教育を用いての地域連携の方法等を

研修した。

(7) 公開ＬＨＲ【１１月１２日（火）】

「地震防災」をテーマに１・２年生全ク

ラスがＬＨＲを公開した。

生徒自身も東日本大震災時の体験があ

り、自助（自分の命は自分で守る）や共助

（共に助け合う）の必要性などを、様々な

教材・教具を通じて学習していた。

この公開ＬＨＲには千葉県教育委員会を

はじめ文部科学省教科調査官・銚子市危機
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管理室・銚子市消防本部・他校の教職員や

保護者の方々の多数の参加をいただいた。

その後の研究協議では県教育委員会をは

じめ多数の方々からの貴重な意見をいただ

いた。銚子市消防本部からは、教師側のス

キルアップの必要性があるという厳しい意

見もあったが、来年度から始まる教科「防

災の学び」の中で生かせるようにしていき

たい。

(8) 職員研修【１２月１９日（木）】

「学校におけるリスクマネジメント」

千葉科学大学危機管理学部

木村 栄宏 教授

学校におけるリスクマネジメントとし

て、施設管理・安全管理の重要性、ソーシ

ャルメディアリスク、教職員として求めら

れるリスクマネジメント等を具体的な事例

をもとに講演していただいた。

緊急時に適正な対応をとるためには、事

前にイメージトレーニングができているこ

と、初期動作ができることが大事なポイン

トになること、そのための訓練が必要なこ

と、災害時に限られた人員体勢の中で維持

するための最低限の業務を整理しておくこ

と、生徒の生命保持・安全管理・地域住民

の受け入れの責任等の学校ＢＣＰ（事業継

続計画）Business Continity Plan等の話が今

後の防災体制作りに非常に参考になった。
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６ 成果と今後の課題

（１）成果

・防災教育を学ぶことによって、「備え

ることの大切さ」を意識することがで

きた。「備えあれば憂い減り」を合い

言葉にして、自助・共助の意識を持つ

ことができた。

・災害時に高校生である自分に何ができ

るのかを考えることによって、ボラン

ティア意識を育てることができた。

・地域公開事業では、予想以上に地域住

民の参加が得られ、地域の防災教育に

対する関心の高さを知ることができ

た。

・地域の防災意識の向上に向けた具体的

な取組が期待される中、来年度から始

まる学校設定科目「防災を学ぶ」の重

要性が再認識できた。

（２）課題

・学校設定科目「防災を学ぶ」を導入す

るために、シラバス等を再検討する必

要性がある。

・学校が、今まで以上に地域と連携し、

災害に強いまちづくりの核となる取組

をする必要がある。

・校舎内で、避難経路の表示や高齢者等

に配慮した避難所運営方法を考える必

要がある。

・平成２６年度からは教育課程に「防

災を学ぶ｣（仮称）を位置づけ防災を

教科（学校設定科目）として学習す

る。東日本大震災以後、地域から学

校へ対する防災上の要望も高まって

きている中で、今回の事業をきっか

けとして、「互いに顔の見える関係づ

くり」に取り組んでいく必要がある。


