
 
 

１ 学校の規模及び地域の環境 

本学区は、九十九里浜の最東北端に位置

し、下総台地、九十九里平野での農業と太

平洋での漁業が盛んであり、豊かな大地と

海に恵まれた地域である。「われらの波止」

(昭和７年中村六三郎著）に記される、郷

土愛で苦難を撥ね退ける精神の地である。

地域住民は古くから学校を尊び、親切で、

児童育成・スポーツ指導等で学校教育への

理解・協力を示す。 

学校は海岸線から約 300ｍに位置し、校

舎３階、屋上からは太平洋の素晴らしい景

観を一望できる。全児童 213 名、学級数

10 学級（特別支援学級２学級を含む）で

ある。児童は、明朗活発であり、人の話を

素直に聞くことができ、身体活動を好み、

友達と仲よく学校生活を送っている。学校

周辺は元々、家屋が密集し商店街を形成し

ていたが、社会状況の変化と東日本大震災

の津波被災により様相が一変した。飯岡地

域では、全壊 218 棟、大規模半壊 241 棟、

半壊 234 棟、一部損壊 518 棟、計 1211 棟

（うち津波によるもの 608 棟）と多くの家

屋が被害を受けた。当時、本校は飯岡漁港

周辺の避難場所に指定されていたため、多

くの人が一挙に避難し一時は 1000 人近く

となった。３月 11 日から避難所閉鎖となる

５月 21日までの 72日間、避難所としての役

割を果たし、避難生活を送った被災者数は最

大で 650人にも上った。現在では、徐々に住

宅建築が進み一時避難民も戻りつつある。

また、海岸には防潮堤のかさ上げ工事が進

行中で、被災から学び、復興への力強い団

結と協力が進められている。 

 

２ 取組のポイント 

(1) 地域で起こった過去の災害について知る機

会をもち、危険な兆候を冷静に正しく認識で

きるように働きかける。 

(2) 災害時に起こりうる様々な危険やそれを回

避する行動を考え、避難訓練を実施して、自

らの安全を確保するための素地を養う。 

(3) 先人の行動を学び、自他の生命や助け合う

ことの大切さを実感し、行動できるよう働き

かける。 

 
 
 
 

 

 

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：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） 

（津波からの避難） ～災害状況に応じて自ら考え、判断し自他の命を守る行動 

                        ができる子どもの育成～ 

所属・電話番号：旭市立飯岡小学校・０４７９－５７－２０４８ 

                                       校長  伊豆 守彦 
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３ 取組の概要 

 

４ 具体的な取組 

(1)防災訓練 

①ワンポイント避難訓練（地震・津波想定） 

地震発生で一次避難。津波警報の発令で、

３階への二次避難を始める。児童はそれぞれ

の場所から、学年毎に決められた教室へと避

難する。この訓練は、ほぼ２ヶ月に１度、抜

き打ちで行っている。 

 

 

②高台避難訓練（地震・津波想定） 

 

    学校以外の場所で地震や津波に遭遇した

とき、どこへ避難すべきか自分で判断し、行

動できることを目的に実施した。学校を出発

し、まず、最寄りの避難タワーに登った。こ

のタワーは、震災後の平成 26年に標高 3.9

ｍの地点に 10ｍの高さで建設された。避難

タワーの存在は知っていても、いざというと

きに迷わず登れるよう、実際に登ってみると

いう経験は大切だと思われる。その後、標高

66ｍの飯岡灯台まで歩いて移動した。移動中

には、「ここで地震が起こったら、どこへ避

難するのが一番よいか。」等、最善の避難場

所を考え、危険回避の選択肢を広げる活動と

なった。 

 

(2)授業実践 

①第３学年 

月 実施内容 対象等 

４ 

 

５ 

６ 

 

７ 

 

８ 

９ 

 

10 

 

11 

 

 

１ 

学校安全計画の検討と改善 

避難訓練（地震・火災） 

ワンポイント避難訓練 

防災教育授業研究 

ワンポイント避難訓練 

地域懇談会  

「地域と共に防災を考える」 

防災取組研修会 

地域合同防災訓練 

ワンポイント避難訓練 

高台避難訓練 

防災教育公開事業 

避難訓練（火災） 

危機管理マニュアル見直し 

避難所対応研修会 

避難訓練（行方不明・負傷者発生） 

教職員 

学校 

学校 

学校 

学校 

学校・地域 

 

教職員・市職員 

学校・地域 

学校 

学校 

学校・関係機関 

 

教職員・防災ア

ドバイザー 

学校 
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   災害時の危険を認識し、回避方法を考え

る学活の授業を行った。「地震がきたら、

物が落ちない・倒れない・移動しない所へ

逃げること。」「津波の恐れがある場合は、

できるだけ早く高いところへ避難するこ

と。」といった、自らの安全を確保する方

法を確認し、その後、災害が起こったとき

に役立つ防災グッズを日用品で作る方法を

実践した。 

                                                            

②第５学年 

    「小さな手から」という資料を用い避難所

でどう行動すべきか心の葛藤を考える  

道徳の授業を行った。主人公が避難所で辛い

生活を送る中で、被災者でありながら  

も、自分にできる人のために役立つことを考

え、行動する話である。本校も５年前に避難

所となった。当地域が再び被災した場合、こ

の主人公と同じ立場に身をおく児童がいる

かもしれない。自然災害が多い我が国におい

ては、災害後の復旧・復興を支えるための支

援者となる視点も必要であると考え、本題材

を実践した。 

 

 

③第４学年 

   自分たちの足で調べた防災マップを使っ

てより安全な避難を考える授業を行った。こ

の授業の初めに、80 年以上も前に飯岡小学

校の２人の少年が地域を津波から守ろうと

砂浜に飯岡石を積み始め、やがて周囲の人々

に波及し、大きな波止を完成させたという実

話「我らの波止」を紹介した。また、関連し

て、飯岡海岸に建てられている「我らの波止」

の２人の像や旭市防災資料館を見学した。児

童は先人の善行を学び、自他の生命や助け合

うことの大切さを実感し、行動できるよう働

きかけ、自分たちにできることとして、防災

マップ作りに取り組んだ。 

 

 

④第６学年 

  避難者が、安心して過ごせる避難所を考え、

それを構築しようという取組を実践した。東

日本大震災時に本校職員であったゲストテ

ィーチャーから当時の話を聞き、実際の様子

を理解した上で、避難所に本当に必要なもの

を考えた。 

 
児童の考えた避難所を教室に構築し、飯
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小フェスティバルで保護者や地域に公開し

た。この学習から、日頃の防災への備えや

避難する際に持ち出す物等、児童の防災意

識を高めることができた。 

 

(3)保護者・地域住民・教職員等を対象とした

講演会等の防災啓発活動 

①職員研修（防災資料館・潮騒ホテル屋上） 

     本年度赴任した教職員も、震災による飯岡

地区の被災状況を理解するため、職員研修と

して旭市防災資料館と飯岡潮騒ホテル屋上

の津波避難タワーを見学した。 

 

 

②飯岡生き活き振興会議・ミニ集会 

  「地域とともに防災を考える」をテーマに

『避難所に備えてあればいいもの』をグルー

プで協議し発表した。協議を通して、災害時

のことを具体的にイメージし、日頃から非常

時の備えをしておくべきだという認識を新

たにした。また、災害時に協力するための素

地となる保護者や地域の方とのコミュニケ

ーションも図ることができた。 

 

③講演会 

 講師：市総務課地域安全班 江戸義尚氏 

    被災当時の旭市の状況や、市職員の対応に

ついてお話しいただいた。当時は混乱を極め

ていたとのこと。現在は非常時に市職員２名

を各学校に配置する計画となっている。ま

た、警報設備の増強なども行われている。 

 

④防災アンケートの実施 

  全家庭に依頼して、防災アンケートを実施

した。「災害時の避難について話し合ったこ

とがあるか。」「非常持ち出しバッグを準備

してあるか。」「非常持ち出しバッグには何

を入れておくとよいか。」等の質問をした。

アンケートは家族で話し合いながら答える

よう依頼した。災害時の対応について改めて

各家庭で考えるきっかけとなった。 

【防災アンケート結果】 

Q１ 家庭での防災について 

質問事項 6/20 9/30 

避難の話し合いをしている。 

避難場所を確認している。 

非常持ち出しバッグを準備している。 

71% 

82% 

33% 

81% 

86% 

37% 

Q２ 非常持ち出しバッグの中身について          

物品 ％ 物品 ％ 

水   24.7% アルミシート等 6.4% 

非常食  22.8% 軍手 6.4% 

懐中電灯 16.7% ティッシュ 5.6% 

ラジオ 8.1% ライター 1.4% 

救急用品 6.9% ビニール袋 1.1% 

非常時の話し合いをしていた家庭は、一度目

のアンケートでは 71％であった。つまり、約３

割の家庭で避難の話し合いをしたことがないと

いう結果であり、被災地である本校の背景を考

えると意外であった。しかし、防災に関わる様々

な取組の後に実施した二度目のアンケートで

は、各項目で数値の向上が見られた。このアン

ケートは、家族で話し合いながら答えるように

依頼したので、各家庭でも災害の対応について

改めて考えるきっかけになったと思われる。 

(4) 避難所運営研修会 

 講師：飯岡小学校元校長 毛利恒彦氏 
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  東日本大震災の際、本校は避難所となった。

多くの方が避難してきた中、学校は、どのよ

うに被災者を受け入れ、教職員は、どのよう

に対応してきたのか。食事の配布、暖房の用

意、家庭へのメール配信等、混乱を極める中

で教職員が多くの対応をしたこと等、当時の

状況を講話いただいた。この講話により、避

難所に指定されている学校として、そこに働

く教職員として、どのような備えをしていか

なければならないか、改めて考える契機とな

った。本校教職員の防災意識をさらに高める

研修となった。 

 

 

(5)学校・保護者・地域住民・関係機関の参加に

よる地域合同防災訓練の実施 

   本校は津波避難所に指定されている。防災

無線での「津波警報発令、直ちに避難せよ」

の放送後、近隣住民が続々と本校屋上を目指

して避難した。保護者とともに訓練に児童も

参加し、本校屋上や最寄りの避難タワーに速

やかに避難する姿が見られた。避難に伴い、

避難経路を確認することもできた。また、地

域と学校で防災に関するコミュニケーショ

ンを図ることができた。 

 

 

５ 成果と課題  

(1) 成果 

・津波の被災地であることから、児童の防

災意識は高い。防災教育を実践したこと

により児童の防災意識をさらに高めるこ

とができた。また、教職員の防災意識も

高めることができた。 
・防災意識を高めるための教材を工夫する

ことができた。 

・防災に関する学習を教育活動に幅広く取

り入れることができた。 

・災害時における判断や防災活動に関する取

組により、児童や保護者、地域住民の防災

意識を高めることができた。 

(2) 課題 

・防災教育を行っているときは児童の防災意

識は高まるものの、継続的に行わないと

徐々に元に戻ってしまう。防災意識を維持

するための取組が必要である。 

・防災教育について今後も継続的に取り組め

るよう、年間計画に位置付けて実施する必

要がある。 

・防災について、市・地域・保護者・学校の

協力体制の共通理解を図り、連携を深めて

いく必要がある。 
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