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１ モデル地域の現状 

 

２ モデル地域の安全上の課題 

 

３ 取組の概要 

(1)実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

９月 

 

10 月 

 

 

 

11 月 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

○講師招聘防災

教育研修会 

○第一回実践委

員会 

 

 

○千葉盲防災学

習デー 

 

 

 

 

 

 

○第二回実践委

員会 

千葉盲学校、県

教委職員 

四街道市危機

管理室、四街道

特別支援学校、

千葉盲学校 

四街道市危機

管理室、四街道

特別支援学校、

千葉盲学校職

員・保護者・幼

児児童生徒、一

般参加者、大学

教授 

第一回と同じ 

４ 具体的な取組  

(1)学校安全の中核となる教員の資質能力

の向上に係る取組について 

ア 実践委員会における情報共有 

10 月、１月に実践委員会を開催。実 

践委員会の中で情報交換の時間を設け、

各学校の実践等について共有を図った。 

  ＜実践委員＞ 

四街道市危機管理室長、千葉盲学校長、

同校教頭、同校主幹教諭、同校安全主

任、四街道特別支援学校安全主任 

  

イ 研修会の開催 

   拠点校を会場に、職員対象の研修会 

を実施 

  日時：令和元年９月６日 

  テーマ：視覚障害児の防災教育に求め 

られるものについて考える 

内容：宮城教育大学准教授の永井伸幸 

先生を招聘して表記テーマの研修会を 

実施した。現在、防災教育に関する資 

料、研修会は多数あるが、視覚障害児 

の防災教育についての指導資料等は少 

なく、拠点校（千葉盲学校）も、安全 

教育分掌による避難訓練を中心とした 

指導の他は、視覚障害職員が東日本大 

震災の自身の経験を元に指導する、と 

いう状況であった。 

   そこで、全職員が視覚障害児の防災 

教育について知見を得て、防災公開授 

業を行うこととし、永井先生を招聘し 

た。 

永井先生は視覚障害児教育が御専門
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だが、東日本大震災を経験され、厚生労

働省委託事業「災害時の視覚障害者支援

態勢マニュアル」（社会福祉法人 日本盲

人福祉委員会）の編集に携わられており、

御講演いただいた。 

  永井先生の御講演では、防災教育イコ 

ール避難教育ではなく、指導者が、防災 

教育は日頃の教育活動の延長線上にあり、 

学校での取り組み全てが防災教育につな 

がる、という意識を持つことが重要であ 

ることが示された。 

歩行指導の際には「もし、地震後で物

が散乱していても歩けるか、歩くための

心得をもてるか」「施設や商店での援助依

頼を、災害時の避難所でもできるか」「教

科指導で、距離の計算を災害時に応用で

きるか」など、考えさせられる話であり、

日々の実践の中で意識していこうという

気運が高まった。 

 

参加者：拠点校職員、県教委 

  参加人数：87 名 

 

ウ 千葉盲防災学習デーの実施 

 拠点校において、「千葉盲防災学習デ 

ー」を設定し、防災学習について様々 

な点から深める一日とした。 

内容は以下のとおりである。 

 公開行事ではあるが、引き渡し訓練、

非常食体験、集団下校訓練は個人情報

保護の観点から外部参加者には非公開

とした。 

参加者：拠点校職員・幼児児童生徒・ 

保護者、実践委員、外部一般参加者、

四街道市消防署、大学教授、県教委 

参加人数：209 名 

○地域説明会(公開) 

四街道市危機管理室長から「地域防 

  災上の千葉盲学校の役割について」を

テーマの講話をいただいた。 

・児童生徒たちの安全確保 

・避難所開設、運営の初動体制の確立 

・学校再開 

・「学校防災計画」の策定にあたって 

の四点を柱に、災害が起こる前、起き

たとき、起きた後に、地域と学校が連

携してどのように取り組んでいけば良

いか、四街道市の実態に即してお話し

していただいた。 

拠点校は四街道市と協定を結び、指

定緊急避難場所と福祉避難所の指定を

受けている。避難所を市が開設するま

でのプロセス、その後の運営、学校の

復旧等について、詳細な説明があった。 

四街道の行政、学校、市民が災害に

どう備えるべきか、参加者は知見を得

ることができた。 

 

  ○防災公開授業 

    全学部で、防災について公開授業 

を行った。 
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（幼稚部）「起震車体験をしよう」 

幼稚部は、起震車体験、消防車の見

学・触察を中心に活動した。消防車を

近くで見たり、大きなタイヤやホース

に触ったり、消防士の方の話を聞きな

がら消防車に乗ったりする体験をとお

して、火事や消防士の仕事について関

心をもつきっかけになった。また、起

震車で大きな揺れを体験することで、

日頃のシェイクアウト訓練の大切さに

ついて確認する機会となった。 

（小学部）「ひなんのし方を学ぼう」 

   小学部は避難スロープを体験し、通 

常の階段に加え、災害時の様々な避難 

経路について知ることを目標に取り組 

んだ。起震車体験もあわせて行った。 

緊急地震速報の際の動きや、「おかし 

も」の合い言葉について、シェイクア

ウト訓練の経験を元に確認した。 

 児童は避難にあたって大切なこと、 

気持ちの備え、具体的な動きについて、 

体を動かし、手や目で確認することが 

できた。 

 

 （中学部）「災害に備えて非常食の管理を 

しよう」 

 中学部では非常食の管理、賞味期限、 

作り方、食べ方などを自身が実際に 

確認し体験することで、自分の身は自 

分で守る、自助の意識とスキルを高め 

ることを目標に取り組んだ。 

   生徒は、実際に自分が学校にもって 

きている非常食の賞味期限や、作り方 

の確認、１食分に分けてみて分量を確 

認し、ワークシートにまとめた。昼の 

非常食体験に向けて、実際に自分で調 

理してみることで、災害時の食事の確 

保に必要な知識と気持ちの備えを深め 

ることができた。 

（高等部）高等部は３グループに分かれ 

て授業展開をした。 

  １グループ「いざという時、どうしたら 

よいか、考えよう」 

   台風 15 号、19 号、房総豪雨の経験 

から、自分にできる防災・準備につい 

て考えることを目標に取り組んだ。 

 SDGs の取り組みで学んだ、持続可能 

な安心安全な生活の大切さを確認した 

上で、台風 15 号、19 号、房総豪雨の 

経験を振り返り、何が不安だったか、 

様々な厳しい状況の中で、視覚障害が 

自分の身を守るためになにができるか、 

どうしたらよいかを考えた。 

 生徒は、一人での移動時に援助依頼 

が必要であること、何をしてほしいか 

を伝える力の大切さなどを考えること 

ができた。 

 

２グループ「地震の時の安全姿勢につ 

いて知ろう」 

 障害を合わせもつ生徒たちが、これ 

までのシェイクアウト訓練を振り返り、 
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避難訓練の前に、正しい避難姿勢につ 

いて確認した。実際に起震車に乗るこ 

とで、教室での避難姿勢を、強い地震 

に模した状況の中でとることができた。 

生徒は繰り返し学習することで、正 

  しい姿勢を身につけてきている。 

  ３グループ「もしもの時、あなたはど

うする？」 

   クロスロードゲーム（災害対応ゲー

ム）を活用し、災害時のジレンマにつ

いて考えた。災害時に自分の身をどう

守るか、他の生徒の意見を聞きながら、

自分はどのように行動するだろう、行

動したら良いだろう、と考えた。ゲー

ムの設問ごとに実際にあった災害対応

を教師から紹介した。 

   生徒は他の生徒の意見を聞きながら

積極的に発言し、熱心にゲームに参加

していた。 

  （理療科）「臨床施設における実習授業

での患者誘導について考える」 

   卒業後、あん摩・マッサージ・指圧

師、はり師、きゅう師として医療の現

場に立ったときに、災害にどのように

備えるかを考えた。東日本大震災の時、

千葉盲学校はどのように対処したか、

自宅に帰るまで、帰宅後、避難所でど

のように対応するか、臨床実習中に地

震が起きたときの対応について、教師

から、生徒から様々な意見が出された。  

出された意見を元に、盲学校理療科

むけの地震対策マニュアルを元に、対

応策を考えた。 

成人が多い理療科では、生徒から自

分の経験を元にしっかりした意見が出

され、対処法の共有や医療技術者とし

ての災害への備えの在り方を考えるこ

とができた。 

○公開避難訓練 

   幼児児童生徒のみならず、外部一般

参加者や保護者も加わった、公開避難

訓練を実施した。本校の行事であり、

地域との共催ではなかったが、外部の

方にも、災害時に実際に学校の中でど

のような避難活動をするか、体験して

知っていただくことができた。 

   全参加者がスムーズに避難すること

ができ、保護者、外部一般参加者も落

ち着いて参加されていた。 

   指定緊急避難場所としての避難訓練

を行うことができ、拠点校職員が、外

部から避難してきた方がいる状況を実

際に体験することができた。 

 

 ○引き渡し訓練 

   これまでの引き渡し訓練で、引き渡 

  しカードの書式の改善を進めてきてお 

り、スムーズな引き渡し訓練とするこ 

とができた。保護者が来られない場合 

の指定者への引き渡し対応についても、

確認の手順を守り、適切に行うことが

できた。 
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○非常食体験 

   拠点校では、幼児児童生徒、職員と 

  も３食分の非常食を各自持参してきて 

いる。幼児から成人までが在籍し、見 

え方、視力の違いも大きい中、一律に 

同じ非常食では対応できないので、各 

自にあった非常食を用意している。   

   実際に食べてみる体験をし、中学部 

  以上では水を加えるなどの調理を各自 

実際に行った。用具が無い中で、水の 

量を量る経験は視覚障害児にとって、 

苦労を伴うが工夫次第で可能であるこ 

とがわかり、不安が軽減される一方で、 

実際の災害に思いが至り、気持ちを引 

き締め直した、という感想が聞かれた。 

  職員も、どのように支援したらよい 

か、非常食の選択をどう考えれば良い 

か、指導上参考となることが多かった。   

 

 ○防災講演会 

  テーマ：「今後の防災教育の在り方～あ 

らゆる人の命を支えるために～」 

講師： 千葉科学大学危機管理学部  

危機管理システム学科  

教授 藤本一雄先生 

 新学習指導要領をもとに、 

（リスクマネジメント力） 

・目標を設定する 

・災害を認識する－千葉県の自然災害 

ハザードマップ、弱点発見イメージト 

レーニング 

 ・対策を実施する 

 ・関係者と共有・協議する 

 ・対策を点検・評価する－PDCA サイクル 

  （危機管理力） 

 ・目的を再確認する 

 ・災害を認識する－情報収集、想定を超

える災害かどうかの判断 

 ・災害に対応する 

  （自助・共助力） 

  自助：共助：公助＝７：２：１ 

  （あらゆる人の命を支える） 

高齢者、障害者の防災 

 ・主体的な防災訓練 

 ・インクルーシブ防災 

 ・だれ一人取り残さない避難所開設訓練 

 ・障害別の防災上の問題 

   以上の内容について学んだ。 

   本モデル地域（四街道市内特別支援

学校）にとって、あらゆる人の命を支

えることは重要な使命であり、即した

内容の講演であった。千葉県の災害状

況から災害への意識の持ち方、実際の

危機管理、自助・共助の大切さ、障害

者が直面する様々な問題について、指

導者としての知見を深め、意識を新た  

にすることができた。 

  

○集団下校訓練 

   拠点校中学部以上の、自力通学の生

徒は交通機関の乱れを想定した、集団

下校訓練を行った。 

   千葉方面、佐倉方面、京成線方面に
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分かれて、グループ毎に職員が付き添

い、ターミナル駅まで集団下校を実施

した。生徒は指示に従い、訓練を進め

ていた。 

   後日、実際に下校時に大雨となり、

訓練どおりに実践する機会があったが、

訓練を活かして落ち着いて対処するこ

とができた。 

  

(2) 学校安全の取組を評価・検証するため

の方法について 

ア 拠点校において、千葉盲防災学習デー

のあと、外部一般参加者、保護者を対象

にアンケートを実施した。 

寄せられた意見として 

・幼児児童生徒、個々に応じた防災学習の

取り組みがなされていた。 

・講演、授業から自助、共助の力を高める

取組が大切だとわかった。 

・地域ぐるみの防災の取組が重要であると

感じた。 

・四街道市の取り組み、福祉避難所として

の役割がわかった。 

などの意見が寄せられた。また、拠点

校職員に聞き取り調査を行った。 

・防災教育について改めて考える良い 

機会となった。 

・地域とのつながりを深める手立てを考

えていきたい。 

・シェイクアウト訓練、非常食体験、下校

訓練等は定期的に行う方が良い。 

などの意見が出された。 

イ 千葉県教育委員会の成果指標 

・学校安全の取組に関する授業公開や成

果報告会、研修会等を実施し、他校や

地域への情報共有を行った学校の割合 

０％→100％（２校中２校） 

(3) その他の取組について 

拠点校で、月に１回、シェイクアウ 

  ト訓練を行った。最初はすべて予告し 

て実施したが、回を重ねて予告なし、

休み時間等での実施等、難易度を上げ

た。幼児児童生徒の防災意識、一次避

難のスキルの向上を図ることができた。 

 

５ 成果と今後の課題 

【成果】 

・拠点校で千葉盲防災学習デーとして

防災に関する様々な取組を行う中

で、本モデル地域校で、防災教育の

意識の深化、防災に関する指導スキ

ルを向上させることができた。 

・四街道市危機管理室、消防本部の協

力を得ることで、地域での防災対策

を進められるよう、知見を得ること

ができた。 

【課題】 

・各校の障害種が異なり、具体的な防

災教育の在り方が異なる。本事業の

経験を元に、今後各校で実態に合っ

た防災教育を深めていく必要がある。 

・地域との連携、共助の重要性を共通

理解することができたが、実際に地

域挙げての取り組みを、行政、自治

会、障害者団体と連携して進めてい

かなければいけない。 


