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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 

 学校防災アドバイザーの助言をもとに 

⑴ 緊急地震速報を使った避難訓練をとおし

て、避難方法の改善を図るとともに、施設、

設備の改善点を探る。 

⑵ 避難所開設・運営訓練をとおして、避難

所の実際を知るとともに、関係者が課題の

共有及び改善方策の協議を行う。 

⑶ DIG、HUGの実施をとおして、関係者が平

素の地域防災体制及び避難所運営方法の検

討を行う。 

⑷ 防災研究者を招聘し、講話、実習による

指導を受け、防災教育、防災管理、組織活

動の充実を図る。 

⑸ 防災マニュアル、危険等発生時対処要領

等の見直しを行う。 

 

 なお、これらの事業は、原則として原山中

学校を会場として実施する。 

 

 

 

 

 

 

３ 実施概要 

 

実施時期 計画事項 参加者 

６月 

 

 

 

 

 

7月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 

 

 

 

 

 

 

○第１回推進委員会 

・実践地域の防災体

制に係る課題協議 

・今後の取組内容の

検討 

 

○避難所運営・体験

訓練を中心とした

総合防災訓練 

・緊急地震速報を使

った避難訓練 

・避難所開設、運営

訓練 

・防災懇談会 

 

 

 

 

○DIG を活用した地

域防災体制の検証 

 

 

 

 

 

学校防災ｱ

ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、 

推進委員、

学校職員 

 

 

学校防災 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、 

推進委員、

地域住民、

学校職員、

生徒、 

保護者、 

印西市防災

課職員、 

印西西消防

署員 

 

学校防災 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、 

推進委員、 

地域住民、 

生徒、 

保護者、 

学校職員 

 

 

印西市 実践的防災教育総合支援事業 

 

       地域が一体となって災害に立ち向かうことができる体制構築の研究 

        －学校防災アドバイザーの専門的見地をもとに実践的な取組を模索する－ 

                    印西市教育委員会指導課・０４７６－４２－５１１１       

                                     指導主事 岡本 晃郎       

                    印西市立原山中学校 ・０４７６－４６－６９１１       

                                     教  頭  佐藤  仁       
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10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 

 

 

 

 

１月 

 

 

 

 

 

１月 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

○第２回推進委員会 

・DIGの実践から見え

てきた原山中学校

学区内の防災体制

の問題と課題検討 

 

 

 

 

 

○防災マニュアル、

危険等発生時対処

要領の見直し（指

導、助言） 

 

○防災講話 

 

 

 

 

 

○HUG を使った避難

所開設・運営シミ

ュレーション 

 

 

 

 

 

 

○第３回推進委員会 

・今年度の取組報告 

・今後の取組 

・研究協議 

学校防災ｱ

ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、 

推進委員、 

地域住民、 

保護者、 

学校職員 

印西市防災

課職員、 

DIG講師 

 

学校防災 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、 

推進委員、 

学校職員 

 

推進委員、 

生徒、保護

者、学校職

員、印西市

防災課職員 

 

学校防災 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、 

推進委員、 

学校職員 

保護者、高

校職員、印

西市防災課

職員 

 

学校防災 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、 

推進委員、 

学校職員 

 

 

 

４ 推進委員会 

 

 氏名 所属及び役職 

１ 川端 信正 

地震防災アドバイザー 

(NPO 法人環境防災政

策研究機構総務理事) 

２ 長谷川 信 

千葉県教育庁 

教育振興部 

学校安全保健課安全室 

指導主事 

３ 岡本 晃郎 
印西市教育委員会 

指導課 指導主事 

４ 田浦 義明 印西市立内野小学校長 

５ 前田 良一 印西市立原山小学校長 

６ 市川 正夫 印西市立原山中学校長 

７ 村越 広行 印西西消防署主査補 

８ 篠原 雅男 
印西市総務部防災課 

防災班主査補 

９ 林  勝利 
印西市立原山中学校 

父母と教職員の会会長 

10 朝川 義和 原山西町内会会長 

11 山崎 美光 内野町内会会長 

12 相川 裕二 内野東団地自治会会長 

 

５ 具体的な取組 

⑴ 会議 

① 推進委員会議 

ア 構成員 

推進委員 12名、事務局２名 

イ 第１回（平成 24年６月 23日） 

印西市教育委員会指導課長、原山中

学校学区内自治会の２名（オブザーバ

ー）も参加し、これまでの原山中学校

学区内地域の防災への取組、本事業の

概要、これからの取組について報告、

協議を行った。 

ウ 第２回（平成 24年 10月 14日） 

同日実施した「DIG を活用した地域防

災体制の検証（参加型実習）」後に開催
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したため、参加した自治会等関係者も

同席し、実習の反省、課題等の検討を

中心に開催した。なお、講師・北海道

教育大学教授・佐々木貴子氏にも同席

いただいた。 

エ 第３回（平成 25年 1月 12日） 

すべての事業が終了したので、全体

の反省、地域防災体制構築に向けての

今後の取組について協議を行った。 

② 防災懇談会 

総合防災訓練（平成 24 年７月１日）

終了後、20 名の参加者が出席し、訓練

のことや地域防災のこと等について、意

見交換を行った。 

所属自治会、地区等の違いで、まった

く異なる意見が出され、本校学区内とい

えども、統一した動きは大変であること

を認識した。 

③ 原山中学校学区内自治会長・町内会長

会議 

第１回推進委員会議の１週間前に開

催し、これまでの原山中学校の防災の取

組、本事業の意義、これからの取組につ

いて伝えるとともに、それぞれの防災に

対する考えを伺った。この会議や本事業

の意義に対し、疑問を呈する意見もあっ

た。 

④ 原山中学校区防災連絡会（仮称）設立

準備会議 

本連絡会は学区内の 15 自治会・町内

会が連携して、設立をめざしているもの

である。原山中学校、原山小学校、内野

小学校の３校も、地域の一員である児童

生徒に防災教育を行うこと、災害発生時

には避難所になることから、本会議のメ

ンバーに加わっている。 

 

⑵ 緊急地震速報対応避難訓練 

各学期の初めに実施した。第１回と第

２回には、校舎内の保護者も一緒に校舎

から避難した。 

     なお、第３回はワンポイント避難訓練

として実施した。 

 

⑶ 図上訓練 

① DIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ地区に居住し、年齢、性別が異な

る人でグループを編成し、実施した。防

災体制構築にあたり、どのような観点で

この地域を見るかを知り、また、この地

域がどのようなところかがわかった。 

ア 期日 平成 24 年 10 月 14 日（土） 

イ 講師 北海道教育大学 

  教授 佐々木貴子 氏 

ウ 参加者 

生徒 10 名、保護者を含む地域住民

80 名、原山中学校区内小学校校長２名、

原山中学校職員６名 
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② 避難所 HUG 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所立ち上げから運営までのシミュ

レーションをつくり、留意点、問題点、

課題を認識、把握し、災害発生時に備え

た。 

ア 期日 平成 25 年１月７日（月） 

イ 講師 

 NPO法人レスキューストックヤード 

代表理事 栗田暢之 氏 

ウ 参加者 

保護者を含む地域住民、原山中学校

職員、印西市防災課職員、印西市教育

委員会指導主事、千葉県教育委員会指

導主事、学校防災アドバイザー 

   25 名 

 

⑷ 講話 

① 防災講話 

ア 期日 平成 25年１月７日（月） 

イ 講師  

NPO法人レスキューストックヤーﾄﾞ

代表理事 栗田暢之 氏 

ウ 参加者 

     １・２学年生徒 200 名、保護者５名  

原山中学校職員 15 名、関係機関職員

７名 

エ 内容 

「災害の実際と中学生に期待するこ

と｣ 

阪神淡路大震災以降の地震災害を中

心に、災害現場での実際の体験をもと

に、映像を交えた中学生にもわかりや

すい講話であった。ゲリラ豪雨等、様々

な自然災害の恐ろしさにも触れた。 

また、災害発生時の中学生の役割に

ついても話をしていただいた。 

② 地震講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 期日 平成 24年４月７日（土） 

イ 講師 

 東京大学地震研究所 

 助教 大木聖子 氏 

ウ 参加者 

 生徒 300名 保護者等 150名 

エ 内容 

１年生生徒は、入学式翌日の、学校

の様子、同級生徒の様子がわからない

ところでの避難訓練であった。 

この訓練は、緊急地震速報が発令さ

れたとの想定で、チャイム音を聞いて

自らが適切に判断し、行動に移せるか

を確認するものである。保護者にも一

緒に参加してもらった。 

その後、前述の講師による地震講座

を体育館で実施した。 
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⑸ 避難所運営・体験訓練を中心とした総合

防災訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 期日 平成 24年７月１日（土） 

② 参加者 

１・２学年生徒 200 名、 

保護者、地域住民、職員、 

関係機関職員約 200 名 

③ 内容 

【訓練の想定状況】 

・ 生徒が校舎内にいる午前の時間に

地震が発生し緊急地震速報が発令さ

れた。 

・ 生徒はしばらく校舎内で様子を見

たが、グラウンドの方が安全と判断

し、そちらへ避難した。 

・ 生徒は保護者へ引き渡されたが、

家にいることは不安であるとの理由

で、大半が学校敷地内に残った。 

・ 近隣住民が次々と学校に避難して

きた。 

・ 近隣 16 の自治会等でつくられた自

主防災組織が、避難所運営を開始し

た。 

・ 生徒を含め、避難者は自主防災組

織の指示のもと、避難所生活を開始

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

以上の状況を想定し、自治会等の方々、生

徒、保護者の皆さんに、避難所の実際を知っ

ていただくことをめざした取組である。 

学校の教職員は、施設管理者として、また

印西市職員として避難所の運営に関わること

となる。しかし、教職員の第一の業務は児童

生徒の安全確保、安全確認、諸対応であり、

避難してきた近隣住民の方々の対応はなかな

かできないものと思われる。そこで、避難所

の開設から運営、撤去まで、自主防災組織が

主導的、主体的に運営することが必要である。

本総合防災訓練では、これまでの多くの訓練

で行われていた避難、点呼、消火訓練、救急

救命法訓練だけではなく、自主防災組織が組

織的に避難者を動かすことができるかを、地

域住民に体験してもらうことを主な目的とし

て企画したものである。実際に、参加者全員

を、完全に掌握しながら様々な指示をするこ

とはできなかった。 

このことをきっかけに、すべての関係者が

現実的な対応を協議し、そのための訓練が必

要なことが、地域住民や行政に理解された。 
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６ 成果と課題 

⑴ 成果 

  ① 事業に関わった方々に、学校防災アド

バイザーへの絶大な信頼感と期待感を

持たせることができたこと。 

ア 本事業の学校防災アドバイザー・川

端信正氏は、地震、災害、防災対策等

に関する豊富な知識と、実践を伴う経

験をお持ちであった。これらを指導、

助言の随所に反映し、その内容はとて

も実践的で有意義なものであった。 

イ 学校防災アドバイザーの指導、助言

は、原山中学校区及び印西市の状況分

析と把握がきちんとなされたうえでの

ものであり、適確かつ具体的な内容で

あった。 

(ｱ) 生徒にとっては、むやみに地震、災

害に対する恐怖感を持つことなく、こ

れからどうしたらよいかを考える機

会となった。 

(ｲ) 職員にとっては、系統的な防災教育

の方法、防災管理の進め方、組織活動

の重要性と方法を研修する機会とな

った。 

(ｳ) 地域住民及び行政関係者にとって

は、防災体制構築にあたっての着眼

点、方法を知る機会となった。また、

学校防災アドバイザーの指導、助言を

早速活用し、実践を始めた地区もあっ

た。 

(ｴ) 地域住民（自治会長等）は、今後も

学校防災アドバイザー・川端信正氏の

指導、助言を受けたいとの意向を持っ

たようである。本事業を機に、地域住

民の中には、継続的、系統的な防災体

制整備の機運が高まった。 

(ｵ) 東日本大震災以降、防災体制は津波

対策と迅速な避難が主になりつつあ

る。しかし、学校防災アドバイザーは、

印西市の地理的特性から、むしろ、阪

神淡路大震災をイメージした地震対

策の必要性、重要性を強調した。この

ことで、事業の方向性、関係者の意識

を地震に向けることができた。 

(ｶ) 本事業では、２名の防災研究者を講

師として招聘し、講座、講話をお願い

した。学校防災アドバイザーは、両名

の講座や講話の内容や方法を熟知し

ていたので、その後の指導、助言や補

足説明を適確なものとすることがで

きた。 

ウ 地域住民が主体的な地域防災体制を

構築し始めたこと。 

(ｱ) 第１回推進委員会開催の１週間前

に、本校学区内の 14 自治会、町内会

会長または防災担当者、印西市教育委

員会指導課長、指導主事及び本校校長

参加のもと、会議を行った。この会議

で、教育委員会、学校、地域住民の防

災に対する意識の差を確認すること

ができ、その後の事業計画に反映する

ことができた。 

(ｲ) 地域住民が行政や学校を組み込み

ながら、主体的に地域防災体制を構

築する機運が高まり、また、その方

法論が浸透していく状況ができつつ

ある。 

(ｳ) 原山中学校区内の 15自治会、町内

会が連携し、平成 25年４月を目途に

「原山中学校区防災連絡会（仮称）」

を立ち上げる準備が進んでいる。 

② 同一地域内の小中学校３校が同時に

本事業に取り組むことができたこと。 

   ア 小中学生が地域住民主導の防災訓練
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や DIGに参加したことで、両者が互い

のことを知ることができた。災害発生

時に、本事業での経験が役立つもの  

と期待できる。 

イ 災害発生時、避難所開設等にあたっ

て、今後、統一した動きをすることが

できる素地をつくることができた。 

 

⑵ 課題 

① 東日本大震災以降、国民、県民の防災

に対する意識は高まり、様々な対策を講

じている。しかし、阪神淡路大震災以降

の状況を鑑みると、国民等の意識の高ま

りが、今後いつまで継続するかはわから

ない。そこで、いかに早い時期に、しっ

かりとした防災体制を構築できるか。 

② 原山中学校区内の 15自治会、町内会

が、連携した組織づくりに向かっている

が、各自治会等の会長、防災担当者が交

代した場合に、情報等をいかに正確に引

き継ぐことができるか。 

③ 学校においても同様に、年度替わりの

引き継ぎがうまく行うことができるか。 

④  自治会等の連携においては、様々な行

動に係る予算措置をどのようにするか。 

⑤ 本事業に参加した地域住民には、地域

ぐるみでの防災体制構築にあたり、意識

の高まり、必要性の認識、方法論の把握

等が見られた。参加していない多くの地

域住民への周知をどのようにするか。 
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 匝瑳市 実践的防災教育総合支援事業 

 児童生徒等が自然災害等の危険に際して自らの命を守りぬくため、「自ら考え

主体的に行動する態度」の育成を図る。 

匝瑳市教育委員会学校教育課・０４７９－７３－００９４ 

                       指導主事 礒部 浩 

 

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 

専門的な見地からアドバイザーに指導・

助言をいただくことにより、東日本大地震

発生時に、避難所として地域住民が避難し

てきた沿岸部の幼保小中学校の児童生徒等

が自然災害等の危険に際して自らの命を守

りぬくため、「自ら考え主体的に行動する態

度」を育成するとともに、地域の防災関係

機関の連携の充実を図る。 

 

３ 実施概要 

実施時期 計画事項 参加者 

６月 

22日 

 

 
７月 

27日 

 

 

 
８月 

22日 

 

 

 

 

 
９月 

28日 

○第１回実践委員会 

・今後の活動予定

について 

○第２回実践委員会 

・代表校の避難訓

練計画につい

て協議 

○第３回実践委員会 

・学校防災アドバ

イザーを講師

として、教育関

係者及び一般

市民にも公開

した防災教育

講演会の実施 

○第４回実践委員会 

学校防災アドバ

イザー 

教育長、実践委員 

学校防災ア

ドバイザー 

教育長、実践

委員 

学校防災ア

ドバイザー 

教育長、実践

委員、教職員 

市民  

 

 

 

 

 

 

 

 
11月 

21日 

 

・代表校（野田小

学校）におけ

る、事前予告を

行わない避難

訓練の実施 

○第５回実践委員会 

・代表校の避難訓

練を参考に、 

 実践委員の所

属園、学校等で

自校の避難訓

練案を立案し、

協議する。 

学校防災ア

ドバイザー 

教育長、実践

委員、教職員 

 

 

学校防災ア

ドバイザー 

教育長、実践

委員 

 

 

４ 実践委員会 

 氏  名 所属及び役職 

１ 藤本 一雄 千葉科学大学准教授 

２ 上杉 高光 匝瑳消防署署長 

３ 佐久間三喜男 匝瑳市総務課統括 

４ 關 和夫 野栄中学校長 

５ 熱田 篤志 野栄中ＰＴＡ会長 

６ 熱田 恒雄 野田小学校長 

７ 椎名 義巳 野田小学校ＰＴＡ会長 

８ 内 山 健 栄小学校長 

９ 宇井 信一 栄小学校ＰＴＡ会長 

10 椎名 和浩 共興小学校長 

11 増田 明彦 共興小学校ＰＴＡ会長 

12 岩澤 幸恵 のさか幼稚園教頭 

13 長谷川清美 のさか幼稚園ＰＴＡ会長 



27 
 

14 伊藤 眞帆 栄保育園長 

15 椎名 晴美 栄保育園保護者会長 

16 熱田 寛明 東保育園長 

17 高葭千恵子 東保育園保護者会長 

18 佐久間きよ子 共興保育園長 

19 増 田 穫 共興保育園保護者会長 

20 吉 川 昇 匝瑳市学校教育課長 

21 礒 部 浩 匝瑳市教育委員会指導主事 

※No1 藤本氏は学校防災アドバイザー 

 

５ 具体的な取組 

⑴ 第１回実践委員会 

平成 24 年６月 22 日（金） 

  15：00～ 

    於 匝瑳市議会棟 

①協議等 

ア 任命書及び委嘱書交付 

イ 事業説明及び役員選出 

ウ 協議 

  「今後の活動予定について」 

②学校防災アドバイザーより 

 防災教育のねらいとしては、大地震や津

波が発生した場合に、犠牲者を出さないこ

とが大切である。そのためには、どの程度

の震度（津波）を想定した防災計画を立案

するのか（したのか）、想定を誰もが分かる

ように明確にしておくことにより、想定外

の事態が発生した場合に最善の対処ができ

る。 

⑵ 第２回実践委員会 

平成 24 年７月 27 日（金） 

  15：00～ 

    於 匝瑳市立野田小学校 

①協議等 

ア 「代表校（野田小学校）の避難訓練計

画について」 

②学校防災アドバイザーより 

 千葉・茨城県の太平洋沿岸市町村の小・

中学校から回答があった 3.11 東日本大震

災のときに、各学校で困ったこと等を参考

に避難訓練を計画してはどうか。 

困ったこと 

ア 【避難について】 

(ｱ) 寒さ（防寒着がない）、小雨 

(ｲ) 停電（校内放送が使えない、情報が入 

手できない、保護者に連絡できない、電

話が使えない） 

(ｳ) 校舎内にあるためトイレが使用でき

ない 

(ｴ) 児童が気分不良、怖がる、泣き出す、 

過呼吸 

(ｵ) 児童生徒と保護者・避難者の対応を同

時にしなければならない 

(ｶ) 各種の判断（揺れの途中で避難させる

べきか、余震が頻発する中で校舎に戻す

か、いつ・どのように帰宅させるか） 

(ｷ) 校庭（避難場所）が液状化・地割れに

より危険 

イ 【引き渡しについて】 

(ｱ) 保護者・指定者以外への引き渡しの判

断（祖父に引き渡した後、母親が来て、

祖父と連絡が取れないためパニックに）、

引き渡しカード忘れへの対応。 

(ｲ) 保護者との連絡がとれない(停電・通

信輻輳により電話・メール等が使えな

い)。 

(ｳ) 保護者が迎えに来られない（学校周辺

が保護者の車で交通渋滞、保護者が被災、

職場が遠い、など）、来ない（学校であ

ずかってくれるものと思い込んで）。 
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ウ 【集団下校について】 

(ｱ) 帰宅させたところ自宅に保護者が不

在（停電の中、保護者の帰宅まで１人で

過ごすことに）。 

(ｲ) 道路の被災状況が把握できない（停電

による信号停止、遮断機が動作しない）。 

(ｳ) 自宅の被災状況が把握できない（余震

による建物等の倒壊、津波の危険性）。 

(ｴ) 迎えに来た保護者との行き違い。 

(ｵ) 帰宅状況（児童生徒が無事に帰宅し

か）の確認がとれない。 

（３）第３回実践委員会 

平成 24 年８月 22 日（水） 

  14：00～ 

    於 匝瑳市民ふれあいセンター 

①防災教育講演会 

演題 「匝瑳市の地震・津波災害を知り

備える」 

講師 学校防災アドバイザー 

千葉科学大学准教授 藤本一雄 氏  

ア 地震の揺れを感じた場合 

(ｱ) 揺れを感じたり、緊急地震速報を見聞

きしたら、すぐに身の安全を守る行動

をとる。 

(ｲ) 強い揺れ（震度４以上）を感じた場合

⇒短い時間で津波が来襲することがあ

る（1993年北海道南西沖地震では地震発

生後３～５分で津波の第1波が来襲）。 

(ｳ) （揺れが小さくても）長い時間ゆっく

りとした揺れを感じた場合⇒津波が来

襲することがある（1896年明治三陸地震

では揺れは小さかったが、大津波が来

襲）。 

イ 津波避難のポイント 

(ｱ) 「遠く」よりも「高く」に避難する。 

(ｲ) 正確な情報収集に努める（地震の揺れ

が小さいからと自己判断しない）。 

(ｳ) 避難勧告・避難指示が出されたときは

速やかに避難する。 

(ｴ) 避難する前に、ガス・電気等の火元を

点検し、戸締まりも忘れずに。 

(ｵ) 原則として車は使わない。 

ウ 津波警報、避難指示に対する留意事項 

（地震の揺れを感じた場合） 

(ｱ) 強い地震の揺れ（震度４程度以上）を

感じたり、揺れが小さくても長い時間ゆ

っくりとした揺れを感じたりしたとき

は、津波警報や避難指示を待たず、直ち

に避難する。 

（地震の揺れを感じなかった場合） 

(ｲ) 津波警報を覚知したときは、避難指示

を待たずに、直ちに避難する。 

※津波警報や避難指示は、避難中・避難

先で確認し、避難行動を継続するかど

うかの判断材料とする。 

エ 防災・減災への取り組み方 

(ｱ) 「できる対策」ではなく、「するべき

対策」から行う 

(ｲ) 「守ってもらう」ではなく、自分の身

は「自分で守る」 

(ｳ) 「合理的な行動」ではなく、「安全側

の行動」や「協力的な行動」をする。 

オ 「想定」を知っておくことの重要性 

(ｱ) 東日本大震災で津波に襲われた宮城

県七ケ浜町で、自主防災組織のリーダ

ーの機転が60人の命を救った。県の想

定を超す大津波の到来をラジオで知り、

指定の避難場所から住民をさらに高所

に避難させ、危機を脱した。 

(ｲ) 七ケ浜町花渕浜地区の自主防災組織

リーダー、鈴木享さん（57）は、震災

後に再会した東北学院大の宮城豊彦教

授を抱きしめた。鈴木さんら住民は、

町内に住む宮城さんの指導で避難場所
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を決めるなど、防災に取り組んできた。 

(ｳ) 高齢者の多い集落では、地震後の長移

動が難しい。だから、避難場所は県が想

定する最大の3.3メートルの津波からよ

うやく逃れられる近所の寺にした。11日

の地震後、住民は寺の駐車場に集まった。 

(ｴ) じっとラジオに耳を澄ませていた鈴

木さんは、他の地域に到達した津波が

「５メートル」と知り、耳を疑った。「県

の想定に比べて大きすぎる。これじゃ危

ない」 

(ｵ) 宮城さんと勉強してきた津波のこと

が頭に浮かび、移動を決断。高齢者を近

くの幼稚園バスに乗せ、仲間に移動を呼

びかけた。30分かけて高台に60人を移し

た。「その途端、避難場所の寺が津波に

のまれた」と鈴木さん。（「朝日新聞」2011

年03月23日夕刊）⇒事前の想定を、「絶

対的」なものとしてではなく、「目安」

として利用する。 

 

カ まとめ（1） 

(ｱ) 匝瑳市を襲う地震・津波への備え方と

して、まず、平常時からの事前対策を確

実に行う。その上で、万が一に備えて、

緊急時の対応（危機管理）を行えるよう

にする。これらの備えを定期的に見直

し・改善（継続的改善）していく。 

(ｲ) そのためには、身の回り（自宅、職場、

学校など）にどのような地震・津波のリ

スク（危険）が存在するかを知り、どの

リスクから優先的に対処すべきかを考

えて、「できる対策」ではなく「するべ

き対策」から始める。 

 

 

 

キ まとめ（2） 

(ｱ) 防災対策実施の優先順位（するべき対

策）は、 

A 事前対策（被害を減らしておく）＞直

後対応（被害が広がらないようにする） 

B 生命・財産を守る対策＞生き延びる・

生活し続ける対策� 自助（自分・家族

を守る対策）＞共助（地域を守る対策） 

 

⑷ 第４回実践委員会 

平成 24年９月 28日（金） 

  13：20～ 

    於 匝瑳市立野田小学校 

① 協議等 

ア 代表校（野田小学校）の避難訓練 

イ 協議 

  「代表校（野田小学校）の避難訓練に

ついて」 

(ｱ) 避難訓練の概要 

 a 目的 

(a) 自然災害等の危険に際し、自ら考え、

主体的に行動する態度を育てる。 

(b) 大地震発生及び大津波警報発令時 

避難所への安全かつすみやかな行動 

様式を身につけることができる。 

 b 日時 平成 24 年９月 28 日（金） 

13：20～14：20 

 c 想定 

震度５強の地震が発生し直ちに第

1 次避難をする。地震の収束を待っ

て速やかに校庭への第２次避難を

行う。その後１０分後に九十九里

沿岸に津波警報・大津波警報が発

令され、児童は所定の避難場所に

速やかに避難をする。 
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 d 訓練の構成 ２つのパートから構成

する。 

(a) Aパート （児童に事前告知） 

震度５強の地震発生後、学級等から校

庭へ避難をする。 

地震の収束を受け一度訓練を終了する。 

(b) Bパート (児童に事前告知なし) 

休み時間中に津波警報発令。対津波 1

次避難（校舎３階への避難）を行う。 

その後大津波警報に切り替わったこと

を受け、速やかに対津波２次避難（屋

上への避難）を行う。 

(ｲ) 訓練計画      

放送・指示等がなくとも行動できる児

童の育成をめざす。 

 

a  Ａパート 

地震発生・報知 教頭：放送 

第２次避難指示 効果音で地震発生を演出 

 

※避難の様子 

 

 

13：26 ２次避難完了～報告    

13：45 訓練終了から休み時間  

上履きの底をふいて教室へ 

教室へ戻ったら休み時間 

      職員は一旦職員室で待機 

 

b  Ｂパート 

津波注意報発令により校庭・活動場所等か

ら３Fの緊急時避難場所へ移動 

※近隣の保育園・幼稚園も避難場所として

の野田小学校に避難をする。 

大津波警報発令を受けて３階教室から屋上

への移動を行う。 

＜屋上図＞ 地上12ｍ 

↑

南          

北

11  

m                                    

↓

↓←  東西方向 58ｍ  → 

屋上避難スペース面積 約640㎡ 

収容予定人員 640名（１人/㎡として） 

野田小学校 児童247名 職員27名 

のさか幼稚園 園児 69名 職員８名 

東保育園   園児 93名 職員12名 

児童園児職員  計456名 

受け入れ可能地域住民人数  180名 

14：00 避難完了後、指導講評 

    校長・学校防災アドバイザー 

 

 

13：20 

 

ただ今、激しい地震が発生し

ました。頭を守って避難行動

をしなさい。 

13：21 

 

揺れが収まりました。 

なおこれから先は放送が使え

ません。揺れが収まりました。 

13：50 津波警報が発令されました。

３階教室へ避難しなさい。 

13：55 大津波警報が発令されまし

た。直ちに屋上へ避難しなさ

い。 

本部 入口  

     通路 

        幼稚園 

２６３５１４  保育園 

年年年年年年  地域住民 
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14：30 訓練実施後の協議 

②学校防災アドバイザーより 

 ・消防署長より、事前指導なしで大津波

警報対応訓練をするときに「子どもが

パニックを起こす」想定はあったか？

との質問があったが、想定外に備える

には、明確な想定が必要である。例え

ば、ガラスが割れる、物が倒れる等、

何が起こるかをイメージすることが大

切である。 

 ・訓練には緊迫感が必要である。児童は

職員からの指示がなくても、自主的に

避難行動できたが、職員も本部からの

指示を復唱するなどの行動が必要であ

ったかもしれない。 

 ・訓練の意味は、うまく終了させること

ではない。弱点を見つけ克服すること

である。 

 ・当日の訓練で児童は防災頭巾を被って

いた。ヘルメットの方がよいのではな

いかとの実践委員からの指摘があった。

本来はヘルメットの方がよいだろう。 

  一方、「なぜヘルメットが必要なのか」

を考えさせなくてはいけない。遠くの

ヘルメットを取りに行き頭をけがする

なら、身近な防災頭巾を利用すればよ

い。 

・マニュアル化が進むとマンネリ化する。

「なぜ」その行動をしなくてはいけな

いのか考えさせていく。例えば、なぜ

校庭に逃げるのか知らないと応用がき

かない。地震・火災は校庭に逃げる。

津波は校庭に避難すると危険だから屋

上等、波にさらわれない高い所に避難

するという具合に。 

 

 

⑸ 第５回実践委員会 

平成 24 年 11 月 21 日（水） 

  15：00～ 

    於 匝瑳市役所支所会議室 

① 協議等 

各校の避難訓練計画の交換 

  「各校の避難訓練計画のポイントにつ

いて」 

②学校防災アドバイザーより 

 Ａ.学校の防災目標を考える。 

 Ｂ.学校を取り巻く災害の危険性を知る。 

 Ｃ.優先的に取り組むべき防災対策を検

討・実施する。（大きな影響を及ぼす

事態、起こりやすい事態など優先順位

を明確にする） 

 ※想定に基づく防災訓練の実施が大切 

 （災害の危険性を具体的にイメージし、

何から身を守るのかを意識する） 

 ※Ａ～Ｃを定期的・継続的に実施する。

また、教職員だけでなく、児童、保護者、

地域住民、市（教委等）などの関係者と

対話・協議することも大切である。 

 

６ 成果と今後の課題 

⑴ 成果 

・訓練想定を明確にしておくことにより、 

想定外の事態でも犠牲者を最小にでき

る可能性について共通理解できた。 

・匝瑳市から津波による幼児・児童・生

徒の犠牲者を出さないために、関係機

関の連携を深めることができた。 

⑵ 課題 

・今回は、沿岸地域にある学校を中心と

した実践委員会であった。匝瑳市全体

に広めていく必要がある。また、3.11

を風化させることなく、保護者・地域

との連携を深めることも大切である。 
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鴨川市 実践的防災教育総合支援事業

災害発生時における適切な判断力と主体的な態度を育成するともに地域や家庭と

連携した防災教育を進め、自助・共助の精神を養う。

鴨川市教育委員会学校教育課・０４－７０９４－０５１２

課 長 前田 惠美子

東条小学校長 速水 一郎

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

東日本大震災の教訓を活かし、地震や津

波を想定した多様な訓練や避難所体験を実

施し、児童が身につけるべき適切な判断力

と主体的な態度育成について防災アドバイ

ザーより指導・助言を仰ぐ。更に、実践委

員会を通じて、地域における防災関係機関

との連携を深め、併せて児童に対して自助

・共助の精神を養うための実践を行う。

３ 実施概要

計画事項 参加者実施時期

５月 ○第一回実践委員会 学校防災ア

・学校防災計画の在 ドバイザー

り方の検討 実践委員

教職員

○第二回実践委員会 学校防災ア７月

・鴨川市合同避難訓 ドバイザー

練への参加と反省 実践委員

教職員

○第三回実践委員会 学校防災ア９月

・津波避難訓練の実 ドバイザー

施とその反省 実践委員

教職員

１２月 ○第四回実践委員会 学校防災ア

（防災教育講演会） ドバイザー

・防災アドバイザー 実践委員・

を講師として、教 保護者・教

育関係者及び一般 育次長・教

市民にも公開した 職員等

防災講演会の実施

学校防災アドバ２月 ○第五回実践委員会

イザー・実践委・反省と来年度に向

員・教職員けての計画づくり

４ 実践委員会

氏 名 所属及び役職

川端 信正 環境防災機構理事１

滝口 悦夫 鴨川市消防防災課長２

石坂純一朗 東条小学校 会長３ PTA

庄司 英昭 東条地区民生委員４

東条地区社会福祉協議会会長５ 鈴木美智子

鴨川市日本赤十字奉仕団委員長６ 清水 高子

佐藤 拓郎 鴨川市議会議員７

滝口 秀樹 東条地区元消防団員８

速水 一郎 東条小学校長９

井藤機句男 東条小学校教頭１０

谷 智恵 東条小学校教務主任１１

１２ 東条小学校防災教育担当大佐和 實

鴨川市教育委員会指導主事１３ 関口 和則

※ 川端氏は学校防災アドバイザーNo1



33

５ 東条小学校の防災教育

⑴ 目標

災害時において、安全のために必要

なことがらを理解させ、自他の生命を

、 。尊重し 安全な行動ができるようにする

＜低学年＞

・災害が発生した時に、教職員や保護者な

ど近くの大人の指示に従うなどして適切

な行動ができるようにする。

＜中学年＞

・災害の時に起こる様々な危険について知

、 。り 自ら安全な行動ができるようにする

＜高学年＞

・日常生活の様々な場面で発生する災害の

危険を理解し、安全な行動ができるよう

にすると共に、自分の安全だけでなく他

の人々の安全にも気配りができるように

する。

⑵ 東条小がめざす姿

○安全な学校 ＜めざす学校＞

○「自分の命は自分で守る」

・子どもたちの危機回避能力を養う。

○家庭・地域とかかわりながら進める

防災教育

・保護者や地域と連携した防災訓練

○全住民の中で避難行動が最も身につい

ている東条っ子

⑶ 子どもたちに育みたいこと

６ 具体的な取組

⑴ 第一回実践委員会

平成 年５月 日 ： ～24 23 15 50

① 講義「実践的防災教育に関して」

アドバイザー 川端 信正 氏

○「 で変わったこと・過去に災害が3.11

なかったか」を検証することが大事で

ある。→子孫へ続く防災教育

○釜石市の防災教育

「まず、逃げろ 」命を救うのが第一。。

高い所ヘ 人の命を救う。3,000

○防災教育について

・海抜調査

・自らの防災準備…災害時の備品を段

ボール箱に詰める。

・文献から学ぶ…元禄地震等

○「鴨川市は震源地がすぐそこ 」と、意。

識改革をしてほしい。

② 地域防災・防災教育について

○各委員から

・児童と高齢者の避難が課題である。

安否確認…一人暮らしの方の支援

要援護者地図の作成

完了札の作成・掲示避難

避難時の自分の食料は、自分で確保

する （二日間）。

・子どもの安否に関する情報をつかみた

い。情報のやりとりができないこと

を前提に対策を講じていく。

・市から防災マップが配布されている。

家の標高の把握のため、海抜による

色分けをしている。津波の場合、 ｍ10

以上の場所へ避難してほしい。

・三角巾の活用（応急手当）を知らせる。

（ 、・子どもたちに避難所体験 一泊二日

体育館）をさせたい。
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⑵ 第二回実践委員会

平成 年７月 日 ８： ～24 10 30

① 津波避難訓練

※市合同避難訓練に参加する。

ア 想定

津波の高さ ｍ沿岸部到達８～ 分7.3 10

津波警報発令・避難勧告放送

イ 目的

８分以内に近くの高さ ｍ以上の建10

物や高い場所に避難すること。

保護者や地域の方々と共に屋上に避難する。

ウ 講義

○応急手当について；三角巾の活用法

鴨川市日本赤十字奉仕団 清水高子氏

② 鴨川市津波避難訓練の視察

③ 検討会

ア 津波避難訓練について

◎よかった点

・児童が粛々とよく行動できた。

、 。・指示が少なく 訓練の成果が出ていた

。・避難完了を表す黄色い布はよく分かった

△改善点

・２カ所の階段を有効に使った方がよい。

・トイレ等にも「捜索完了内部異常な

し」の札をつけたらどうか。

・地域の方の参加が少なかった。関心

が低い。高める手立てを考えたい。

・幼稚園児が詰まってしまい避難が遅

れた。

○その他

・大きい学年と小さい学年がペアで避

難できないか。

・教室以外の訓練はどのようにしてい

るのか。

イ 避難所体験計画について

○避難所の開設の仕方

○実践型防災体験学習の内容

ウ 非常食（アルファー米）の試食

※黄色い旗をかけることで、残留児童確

認の時間が大幅に短縮された。

⑶ 実践的防災体験学習（避難所体験）

平成 年８月４日・５日１泊２日24

育成会行事との共同開催として、高

。学年児童による避難所体験を実施した

防災アドバイザーをはじめ、地域の方々

や関係機関との連携を図りながら行わ

れた。

① 趣旨

・実践的防災体験学習を行うことにより

防災の意識を高め、災害時において適

切な行動がとれる態度を養う。

・自分だけでなく他の人々への気配りや

支え合いができるようにする。

避難完了の合図
黄色い旗

赤十字の方々に
よる三角巾の
応急処置
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② 共催

東条地区子ども会育成会連絡協議会

③ 場所

東条小体育館及び校庭（教室に宿泊）

④ 参加対象

５・６年生及び保護者

⑤ 主な内容

ア 防災体験学習①

(ｱ) 避難所の開設

・避難者登録・名簿の作成

名札（避難者カード）をつくる。

(ｲ) 組織の確立

・リーダーを決める。

・役割分担・部屋割りをする。

・避難所生活のルールを決める。

(ｳ) 班長会議（避難所の運営）

イ 防災体験学習②

○避難部屋づくり（校舎２階教室）

・避難所づくりの基礎を学ぶ

・机、椅子の移動 ・教室の清掃

・ダンボールを敷く。

ウ 防災体験学習③

○昼食；非常食（アルファー米）の体験

・アルファー米を知る。

地域の人や他の
家族と一緒だったら
どうなるかな？

エ 防災体験学習④

アドバイザー 川端 信正 氏

(ｱ) 災害時のグッズづくり

。・スリッパやゴミ入れを新聞紙で作る

鴨川市日本赤十字奉仕団 清水高子氏

・ダンボールで作った災害用トイレの

紹介

(ｲ) 応急担架づくりと搬送

・毛布と竹竿、衣類を使用して作る

・搬送の仕方

(ｳ) バケツリレー（消火訓練）

・班毎にタイムを競う

オ 防災体験学習⑤

○夕食準備～炊き出し訓練

飯ごう炊飯

カレーライスづくり

※育成会の人と一緒に活動する。

カ 防災体験学習⑥

(ｱ) ホットタオルづくり（体育館）

・身体を拭く（教室）

(ｲ) ビデオ鑑賞

キ 防災体験学習⑦

○避難所の後片付け

・教室やトイレの掃除と整理整頓

新聞紙スリッパづくり新聞紙スリッパづくり
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お風呂がないと

きに、身体を拭く

ことができる。

準備；

タオル２枚

レジ袋１枚

⑥ 活動を振り返って

○児童の感想

・新聞がスリッパになるとは思わなかっ

た。身近にあるものが有効に使えるこ

とがわかった。

・災害の時は、周りの人と協力したい。

○参加者の感想

・グループごとに各教室に段ボールをし

いて避難部屋をつくった。限られたス

ペースを公平に区分けしつつ、ある程

度のプライベートを確保することが大

切であるとわかった。

・身近にあるもので、防災グッズづくり

をした。新聞紙スリッパ、毛布と竹竿

、 。でつくる応急担架 ホットタオルなど

こうして得た知恵を、実際の現場でも

進んで生かせる子になってほしい。

○アドバイザー川端氏より

今回のように、地域の方々や関係機

関との連携を図りながら、子どもたち

が避難所生活を体験できたことは、す

ばらしいことです。

これからも、地域を巻き込んだ防災

教育を実施し 「自分の命は自分で守る」、

態度を育てていってほしい。

ホットタオルづくりホットタオルづくり
⑷ 第三回実践委員会

平成 年９月４日 ： ～24 13 00

① 第三回避難訓練

・縦割り清掃時に実施。安全な場所に

第一次避難ができる。

地震発生・津波警報を受け、高学年

の児童は、自分の判断で、グループの

低学年を誘導して安全な場所へ避難し

た。

・次に、屋上に避難（第二次避難行動 。）

・さらに、神社へペア学年で移動する

（ ）。 、第三次避難行動 ６年生が幼稚園を

５年生が１年生をというようにペアを

組み、手をつないで学校裏方面のもうけ

神社まで歩いて避難した。

児童が少しでも共助の精神をもって

もらえたらと考え実践した。

② 第三回避難訓練の視察

、・もうけ神社は学校から徒歩１０分だが

校舎屋上よりも海抜が高く、さらに奥

へと逃げる道もある。児童も職員も、

避難の新たな選択肢を確認できた。

③ 検討会

ア 津波避難訓練の反省

◎よかった点

・落ち着いて、行動ができていた。

避難の仕方はスムーズにできた。

ペア学年で避難
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子どもたちはしっかりやっていた。

回数をこなしているせいか、よくでき

ていた 「お・か・し・も」の約束を。

確実に守っていた。

・黄色の布は、よかった。１か所から良

くわかった。

・６年生と幼稚園生…上級生が下級生の

手をつないで避難するのはとてもよかっ

た。下級生に声をかけ、世話をしてい

る姿がみられた。

△改善点

・放送の工夫（第一次避難時）…避難し

ている間に、言葉をかけた方がよい。

「 、 」 、まだ 揺れているので気をつけて 等

言葉をかけると子どもが安心する。

・清掃用具の始末の仕方の約束をつくっ

。 。た方がよい よい習慣を身につけるため

通路に起きっぱなしで、避難の妨げに

なる。昇降口や階段、廊下。

・屋上の出入り口が狭い。スロープで土

、 。嚢につまずくので 西側にもつけたい

屋上が避難所になるので、整備してい

かなければならない （教委に申請）。

イ 川端アドバイザーの指導・助言

◎よかった点

・よくできた。形を変えて続けることが

大切である。

・第一次避難行動で、長い時間じっとし

、 。ていて しゃべらないことがよかった

△改善点

・屋上に避難する誘導路を床面を利用し

て整備するとよい。矢印で示す。

・屋上…学年表示は、１・２・３…と番

号だけを、北側と南側の両方にペンキ

で書くほうがよい。

⑸ 第四回実践委員会

平成 年１２月 日 ： ～24 11 13 00

① ねらい

防災アドバイザーの講演や本校の防災

教育の取組の紹介、地域や他校の方々の

意見交換により、地域防災のあり方を考

える。

② 防災教育講演会の開催

～自分の命は自分で守れますか～

ア 報告「東条小の防災教育」について

(ｱ) 津波が車を襲う瞬間映像

(ｲ) 子どもたちに育みたいこと

(ｳ) 東条小がめざす姿

(ｴ) 実践的防災教育総合支援事業について

(ｵ) 具体的な取組

・避難訓練…５月・６月・９月

・鴨川市防災訓練…７月

・夏休み避難所体験…８月

・集団下校…日常活動・毎週火曜日

日常的な取組として 「共助」の精、

神を養うために、今年度、集団下校も

見直した。集団下校のグループをでき

るだけ自宅が近い児童で再編成した。

登下校中や帰宅後に避難する際には、

近くの仲間と声をかけあい、助け合い

ながら避難できるようにした。

(ｶ) 防災意識に関するゲーム

～「あなたならどうしますか？」～

実際に阪神淡路大震災で起きたできご

、「 」とをもとにつくられた クロスロード

（分かれ道）という防災ゲームを行った。

Q１；あなたは、地域の住民。大きな地震のた

め近くの小学校の体育館に避難しなければなら

ない。しかし、家族同然であるペットの犬ハリ

ー（ゴールデンレトリバー、３歳）がいる。

一緒に避難所に連れて行く？ YES、NO
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５～６人のグループをつくり直感で答

え、その後なぜ、その回答だったのかを

話し合った。

イ 講演； 地域防災のあり方を考える」「

アドバイザー 川端 信正 氏

○ 月７日の地震はどのような地震だ12

ったか

○鴨川の地震防災で必要な対策

・学区住民の自助・共助

・隣近所の連帯

・高齢者・要援護者のケア

○学校は、避難所運営を考えておかな

ければならない。

・校舎全体や体育館内のレイアウト

ウ 参加者の感想

・学校での防災教育の様子を知ることが

、 。できたことが たいへん有り難かった

映像もあり、普段の子どもたちの姿や

活動が分かりやすかった。

・地域住民の避難所となるので、避難訓

練は、地域住民と合同の訓練の必 要性

がある。その重要性を地域住民 と共有

し、いろいろな想定のもとに訓練をし

ていかなければと考えた。

・自校の防災計画の不十分さがよく分か

った。危機管理マニュアル等も含め見

直しをしたい。

・住んでいる地域の把握や我が家の実態

と問題点について、これから１つ１つ

取り組んでいきたいと思った。

Q２；あなたは、被災者。地震で自宅は半壊状態。

。 、家族で避難所に避難した 日頃の備えが幸いして

非常持ち出し袋には水も食料も３日分はある。一

方、避難所には水も食料も持たない家族が多数。

みんなの前で非常持ち出し袋を開ける？ YES、NO

⑹ 第五回実践委員会

平成 年２月 日 ： ～25 15 14 00

① 検討会

・今年度の反省と来年度に向けての計画

づくり

・報告書の検討

・アドバイザーの指導・助言

５回の実践委員会のうち、３回の避難

訓練、夏休みの避難所体験等に参加して

いただき、貴重なご意見をいただき改善

を図ることができた。

６ 成果と今後の課題

＜成果＞

○児童や職員の防災意識（自助・共助）

の高まりがみられるようになった。

実践委員の方々や地域の皆さんとかか○

わってきたことで、生の声を聞くこと

ができ、職員の視野が広くなった。

○防災活動（特に避難訓練の在り方）の

見直しや改善ができた。

＜今後の課題＞

○防災教育に視点をおいた授業の実践や

カリキュラムの構築をしていかなけれ

ばならない。

○今年度実践した各活動をつなげて、年

間を見通した流れをつくり、自助・共

助の精神の定着を図っていかなければ

ならない。

これから、学校教育において子ども達に

育むべきこと、それは「命を守りぬくこと

のできる態度」や「互いに助け合う心」で

ある。今後も、家庭・地域や関係機関との

連携を図りながら、大切な子どもの命を守

り抜く防災教育をすすめていきたい。



 


