
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)学校防災アドバイザー活用事業の実施 

 

２ 事業概要 

(1)近隣教育施設・保護者・地域住民・行政と

連携した「地震・津波対応合同避難訓練」 

(2)防災教育に係る「防災学習公開授業」 

(3)生徒・保護者・地域住民・行政・関係諸機

関・教職員等の参加による「防災講演会」 

(4)ＨＰを活用しての、本校の防災教育に関す

る取組の情報発信 

 

３ 実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

６月 

 

○事業計画の立案 

○防災時心得・避難経路 

 職員配置体制の確認 

○情報伝達訓練 

○防災ボランティア 

 地域耐震診断 

○避難訓練① 及び 

 防災講演会① 

（地震・津波想定） 

（避難経路確認） 

○校内委員会① 

○担当者連絡会議① 

○校内委員会② 

職員 

職員・生徒 

 

職員 

生徒・地域 

大学教員 

職員・生徒

地域住民 

近隣中学生 

 

職員 

担当者 

職員 

７月 

 

８月 

９月 

 

 

 

 

10月 

11月 

 

 

 

12月 

○防災講演会② 

 （外部講師招聘） 

○担当者連絡会議② 

○地域合同防災訓練 

 地域合同避難訓練② 

 地域合同防災学習 

○防災ボランティア 

簡易耐震診断 

○情報伝達訓練 

○学校安全計画の見直   

 し 

○防災学習公開授業 

 （外部講師招聘） 

○事業のまとめ 

学校・地域 

近隣中学生 

担当者 

学校・地域 

消防署員 

近隣中学生 

生徒・地域 

大学 

職員 

アドバイザ

ー・職員 

学校・地域 

職員・大学 

職員 

 

４ 担当者連絡会議 

 氏名 所属及び役職 

１ 穂積 誠 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  
２ 水野 茂 市川市危機管理室地域防災課 副主幹 
３ 大嶋 章一 市川市立第八中学校 校長  
４ 末廣 治彦 市川市立平田小学校 校長  
５ 新井 宏光 平田町会 町会長 
６ 藤平 秀幸 千葉県立市川工業高等学校 校長  
７ 鈴木 康治 千葉県立市川工業高等学校 教頭  
８ 有本 勝 千葉県立市川工業高等学校 事務主幹  
９ 山本 和人 千葉県立市川工業高等学校 主幹教諭  
10 福島 和義 千葉県立市川工業高等学校 教諭  
 

 

 

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） 

（防災ボランティア） 

      －災害に強い学校づくり・地域づくりに向けた地域連携及び人材の育成－ 

所属・電話番号：千葉県立市川工業高等学校・０４７－３７８－４１８６ 

                                       校長  藤平 秀幸 
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５ 具体的な取り組み 

(1) 避難訓練①・防災講演会①（４月 28日） 

地震と津波を想定した避難訓練の後、近隣

の平田町会及び、市川第八中学校の生徒・職

員を招き、第１回目の防災講演会を行った。 

津波を想定し、生徒は一度校舎最上階に上

がり人員確認を行い、安全確保を確認した後、

体育館へ移動。再び点呼を行った。  

 

 

 

 

その後、國馬隆史先生（千葉工業高等学校

校長及び、青少年赤十字指導者協議会会長を

歴任）に「津波てんでんこ～釜石の奇跡と悲

劇～」と題して講演を行っていただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災の被災地や避難状況を実地に

調査された先生から、避難の３原則「想定に

とらわれるな」「最善を尽くせ」「率先避難者

たれ」を教えていただいた。被災者の方の言

葉「100 回逃げて、100 回来なくても、101 回

目も逃げて」が印象的だった。 

○講演後の感想（生徒） 

「津波から身を守るには、決まりや周りに

従って行動するだけではなく、自分自身でし

っかり的確な判断をし、率先避難者になる事

が大切なのだなと思いました。自分の身を守

れるのは自分なのだから、今日聞いた話を絶

対に忘れないようにしたいです。」 

(2) 防災講演会② （７月 19日） 

２回目の防災講演会は、一級建築士で国土

交通省地域振興アドバイザー等を務めておら

れる、佐川旭先生のお話をうかがった。 

防災というと、「ハード：コンクリートの大

きな建物に逃げ込む」などの話を想像しがち

だが、今回は「ソフト：助け合い、つながり」

をテーマにお話をしていただいた。日本は、

さまざまな震災・災害を経験し、かつ高度な

建築・土木技術を持ち合わせているので「ハ

ード」は整いつつある反面、「ソフト」が希薄

になってきているとのことだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関係が希薄になりつつある家族。「サザエさ

ん」や、「ちびまる子ちゃん」を例に話が進ん

だ。それぞれの家の間取りを見ながら、家族

のつながり、助け合いの大切さについての考

えを深めていった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次は「村」についてである。「家族」という

一つの単位ができたら、それらが集まって

「村」になる。災害や大きな動物が襲ってき

たとき、防災のため、みんなで助け合うため
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に「村」「コミュニティ」が発生した。 

「ソフト」がしっかりしていると、震災時

も助け合いながら身を守ることが出来る。 

「お隣のおばあちゃん大丈夫かな？」 

「弟が怪我したから、おんぶしないと」 

しかし、この「ソフト」が分断されていると、

「自分だけ助かればいいや」になってしまい、

結果的に自分の身も守れなくなる。無関心ほ

ど怖いものはない。行動が起こらなくなって

しまうとのことだった。思いやりの気持ちを

持つことが、防災・減災につながる。今から

できる防災対策の一つである。 

○講演後の感想（生徒） 

 「人と人とのつながり、共感することが大

事だということが分かりました。コンビニな

どの便利なものがあるため、近所の人とのコ

ミュニケーション、助け合いというものがな

くなってきています。自分もマンションに住

んでいますが、同じ階の人でさえ、この人誰

だろうと思ったりすることがあります。これ

からは、縁を大切にし、助け合っていきたい

と思います。」 

 

(3) 地域合同防災訓練 （９月 15日） 

被害にあい家にいられなくなった地域の

方々が、近くの学校（市川工業）へ一時的に

避難してくるという想定で、地域合同の避難

訓練を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は雨天のため体育館での集合となった

が、体育館への避難を完了し、人員確認と安

全確認を行った後、本校職員と生徒会の生徒

を中心に、（避難してきた）地元住民の方々を

避難場所（体育館）まで誘導した。 

その後、防災学習として、市川西消防署の

方々に「消火器とＡＥＤの使い方」を指導し

ていただいた。 

震災が起こると、町の消火栓が使えなくな

ることがある。大きな火事になる前に、消火

器での初期消火が大切になる。消火器の場所

も確認しておくことが大切とのことだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一つの消火器だけではなく、複数人で同時

に消火にあたると火が消えやすいとのこと。 

「火事だー！」と叫びながら、火に向かい、

平田町会の方々、市川八中生、本校生徒が力

を合わせて消火訓練にあたった。 

 

 

 

 

消火器については、以下のような失敗例が

あるそうだ。 

①消火器のホースを持たずに噴射してしま

う。そうすると、足元が煙だらけで火が見

えなくなってしまう。 

②ピンを抜かずにレバーを握る。 

③あわててしまい、消火器を火の中に投げ込

んでしまう。火に投げ込むと、消火器が爆

30



発してしまうので絶対にやらないでくださ

いとのこと。 

次にＡＥＤの使い方の説明をいただいた。

ＡＥＤを使うときは、一人だけではなく周り

の人にも手伝ってもらうこと。その時のポイ

ントとして、「「誰か」119 番してください」

ではなく、「「あなたが」119 番してください」

と、個人を指定して手伝ってもらうことが大

切とのことだった。ここでも、平田町会の

方々、市川八中生、本校生徒が、「肩を叩いて

呼びかける」「心臓マッサージをする」「ＡＥ

Ｄを使用する」を協力して行った。 

 

 

 

 

消火もＡＥＤも震災の時も「お互い様」の

気持ちを持って、助け合うことが大切である。

「自助」「共助」の気持ちを持つことで、被害

を減らすことが可能である。 

○講演後の感想（生徒） 

「火事の時も地震の時もその時すべき事が

あって、冷静に動くことが大切だと思った。

ＡＥＤを使うときはしっかりと一人ひとりを

指名して、事柄を伝えることが大切だと分か

った。私たちは他人事で済ませてしまうこと

が多い。いかにそのような事態でするべき行

動を知っているかが鍵だと思った。臨機応変

に物事を考えられるようになりたい。」 

 

(4) 防災ボランティア（地域耐震診断） 

ア 現地調査① 新田自治会館（４月 27日） 

新田自治会館で、柱の傾斜の測り方や、野

帳の取り方の学習をした。 

イ 現地調査② 新田町会 K邸（９月 21日） 

新田町の K邸において耐震診断を行った。

天井裏に入り、筋交いなどの状態を確認、床 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下の調査では、金物の有無や、基礎の状態を

調べた。調査の結果、耐震基準を下回ると判

断し、本格的に耐震診断をする業者に調査を

してもらうことを勧めた。 

ウ 簡易耐震診断①②（９月７日、10月５日） 

新田町会全体の簡易耐震診断を行った。簡

易耐震診断は、外側から建物を見て外壁のひ

び割れや、屋根の素材などから、家全体の耐

震性を診断する方法である。昨年度、グーグ

ルストリートビューを使い、町内全体を調査

したのを受け、今年度は、ストリートビュー

では見ることのできない路地裏の住宅などを

現地調査した。 

 

 

 

 

 

 

 

 その結果、木造の古い家屋が多いため、耐

震性に問題があると思われる家屋が多いこと

が改めて確認された。 

 

(5) 学校安全計画の見直し（11月 17 日） 

 本校の学校防災教育アドバイザーである水

野茂様に、本校の学校安全計画についてご指

導をいただいた。主な指摘内容として、 
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① 業務継続体制を各職員室に掲示する。 

② 地震発生時の対応について「判断する職

員」を明記する。 

③ 事故発生時について、校内電話が使用で

きない場合や、保護者に連絡がつかない

場合等の対応について記載する。 

④ 日常の対応として具体的な機能点検を実

施する。 

⑤ 生徒の安全確保について、職員の対応を

６分割から３分割にし、横の連携を図る。 

⑥ 学校行事と防災関係行事を分けて表示す

る。 

等が挙げられた。様々な場面を想定し、より

具体的なマニュアルを作成することが重要で

あることが分かった。 

 

(6) 防災学習公開授業 （11 月 29 日） 

ア 「市川工業高校における地震防災活動」 

本校の地域耐震診断を指導していただいて

いる八島信良先生（工学博士）を招き、建築

科２学年生徒を対象として、地域耐震診断の

意義と概要についての授業をしていただい

た。 
初めは、地震についての基本的な説明であ

る。地下で起こるプレートの「ズレ」によっ

て地震はおこり、起きる場所によって被害の

特徴が変わること。海溝型地震（東日本大震

災）や直下型地震（熊本地震）等の種類があ

ること。日本には数多くの活断層があり、最

近になり、東京湾にも活断層が見つかったこ

と。大きな地震が起これば、本校のある市川

近辺は震度６位になる可能性が報告されてい

ること等を学んだ。 

 
 
 
 

2016 年 4 月に起こった直下型の熊本地震

では、古い木造家屋の倒壊が多かった。1981
年に建築基準法が改正され、耐震基準が大幅

に変更になった。一方 1980 年以前に建てら

れた家屋は前の基準で建てられており、耐震

性に課題がある場合が多い。それらを踏まえ、

市川工業では耐震診断と、現在の耐震基準に

合うように耐震補強の提案を行っている。そ

の方法として 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 「町内まるごと耐震診断」 

これは、フィールドワーク等により、建造

物を外側から診断し、「屋根が重い・軽い（瓦

屋根やスレート屋根など）」「開口部が多い・

少ない」などを点数化していくものである。

同時に、震災時の逃げ道確保のためにブロッ

ク塀の倒壊の危険性なども調査し、これらを

地図上にまとめた「防災マップ」を作成し、

自治会に報告する活動である。 
② 実地調査 
こちらは実際に家庭に訪問し、天井裏や床

下を目視し、筋交いの有無や金属部材の有無

などを確認し、専用の PC ソフトを使って家

の耐震性を調べるもので、今年度までに、平

田地区、新田地区、宮久保地区等で 15 軒程

度調査し、その結果を家主に報告している。

その結果、実際に耐震補強を行った住宅が複

数ある。 

 ある実験では、大きな地震が起こってから

10 秒ほどで住宅が倒壊してしまうというデ
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ータがある。10 秒だと逃げる間がなく、倒壊

の無いように耐震補強を行うことが重要だと

いうお話だった。 
○授業後の感想（生徒） 
「地震での建物倒壊は、建築科だからでは

なく皆が知っておいて欲しいと思う。私は今

回学んだことをたくさんの人に教えたいと思

った。高校生のうちから、人助けになる活動

ができるのはとても貴重だと思いました。」 
 

イ 「地域の避難特性と避難場所について」 

３年機械科のクラスでは、本校の福島和義

教諭によって、グループワークにより地域防

災について考える授業が展開された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
まず、防災についての意義や訓練の必要性

について説明があった。特に災害対応の基本

的な考え方である「自助」「共助」「公助」

について、生徒たちは熱心に聞いていた。 
その後、８グループに分かれて、「市川市

の特性」をテーマにそれぞれ話し合い、その

内容を模造紙に記入し発表した。次に市川市

の災害マップを活用し、「地域のことを考え

て災害を予測する」をテーマにそれぞれ班で

話し合い、結果を模造紙に記入し発表した。 
 
 
 
 
 

○授業後の感想（生徒） 

「災害が起きた時に自助・共助・公助が必要

ということは、メディアなどで多く聞くこと

があったけど、どういうものとかは知らなか

った。この機会に考えることが出来て、これ

からは、自分の住んでいる地域について調べ

て、災害時にどのように避難するかなど考え

る必要があると感じた。」 

 

６ 成果と今後の課題 

(1) 成果 

○地域合同避難訓練や講演会等の様々な活

動を通して防災教育に対する意識を学校

全体として高めることができた。 

○近隣の中学校や町会等、地域と連携できた

ことにより、それぞれの防災活動の実情を

知ることができた。 

○「自助」「共助」「公助」や避難場所・避難

所などの知識や心構えを教えることができ

た。 

○学校防災アドバイザーに「学校安全計画」 

や防災授業について指導をいただき、安全

指導や防災教育について知識を深めること

ができた。 

(2) 課題 

○次年度以降、防災教育公開事業のモデル校

という指定がなくなったとき、今年行って

きた取り組みが継続できるか不安である。

今年培った市の防災課や地域との連携をよ

り深め、防災教育を展開していきたい。 

○防災授業の展開について、時間・学年・方

法等、どのように展開するか検討と研修が

必要である。 
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