
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）防災訓練の実施 
― 降下訓練・避難訓練・AED 講習等 

（２）防災講演会の実施 
― 保護者・地域住民・関係諸機関等の 
参加 

（３）香取市総合防災訓練への参加 
― 地域住民・関係諸機関との連携 

（４）防災教育に関する公開授業 
― 災害対応ゲーム  

クロスロード  

 

３ 実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

４月 

・防災教育特別委員会（１日） 
・管理責任者リストの作成（５日） 
・安全点検実施方法の確認 

（毎月１５日実施） 
・避難経路・避難方法の確認（５日） 
・緊急連絡網整備・緊急時職 
員整備体制の確認（１８日） 

・第１回情報伝達訓練（緊急 
連絡網・ラインネットによる 
情報伝達の確認）（２２日） 

防災教育特別委員 
学校職員 
学校職員 
 
学校職員 
学校職員、生徒 
 
学校職員 

 

 
 

５月 ・管理厚生部会議（６日） 
・AED・エピペン講習（３１日） 

管理厚生部職員 
学校職員 

６月 ・降下訓練（２日） 
・管理厚生部会議（１３日） 

学校職員、生徒 
管理厚生部職員 

７月 
・第１回担当者連絡会議 

―事業計画等（１５日） 

・防災教育特別委員会（２０日） 

担当者連絡会議構成員 

 

防災教育特別委員 

８月 

・管理厚生部会議（２２日） 
・防災訓練（２９日） 
・高校生等防災教育基礎講座 

（２９日） 
 

管理厚生部職員 
消防関係者、学校職員、生徒 
職員・生徒、保護者、 

地域住民、近隣中学校・

高等学校職員等 

９月 
 

・香取市総合防災訓練打合せ 
（１５日） 

・防災教育特別委員会（３０日） 

市役所・市教委及び

防災教育特別委員 
防災教育特別委員 

10 月 

・香取市総合防災訓練（１日） 
 
・防災ボランティア活動（１日） 
 
・第２回情報伝達訓練（緊急連

絡網・ラインネットによる情

報伝達の確認）（１４日） 
・防災教育特別委員会（２８日） 

地域関係者及び学

校職員、生徒 
地域関係者及び学

校職員、生徒 
学校職員 
 
防災教育特別委員 

11 月 

防災教育特別委員会（１０日） 
防災教育職員研修会（１０日） 
防災教育公開授業（１６日） 
 災害対応ゲーム クロスロード 
 

防災教育特別委員 
学校職員 
職員、生徒、来校の中学

校・高等学校他校職員、

地域住民 

12 月 
防災教育特別委員会（７日） 
第２回担当者連絡会議 

―事業報告等（１４日） 

防災教育特別委員 
担当者連絡会議構成員 

 

 

 

 

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） 

（課題名） 

      －防災ボランティア－ 

所属・電話番号：千葉県立佐原高等学校 ・ ０４７８－５２－５１３１ 

                                           校長 安藤  淸  
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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 
蜷川 俊之 

香取市教育委員会学校教育課 
指導班 指導主事 

３ 
櫻井 孝一 

香取市総務企画部総務課 
危機管理班 主査 

４ 安藤  淸 千葉県立佐原高等学校 校長 
５ 成田 賢一 千葉県立佐原高等学校 教頭 
６ 冨澤  勇 千葉県立佐原高等学校 事務長 
７ 片野 寛和 千葉県立佐原高等学校 教諭 
 

５ 具体的な取組 

（１）防災教育特別委員会の設置 
本事業 ―「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）」 ― を実施する 
に当たり、校内に「防災教育特別委員会」

を設置し、校内での体制を整えた。 
   防災教育特別委員会（１０名） 
  教頭、教務主任、管理厚生部長、各学年主 

任（３名）、JRC 顧問（２名）、管理厚生 
部員、地学担当（地震、液状化等を研究） 

 
（２）地域との連携 

本校の所在する香取市は、本年度、本事 
業のモデル地域に指定されており、香取市 
役所、香取市教育委員会と連携を図り、本 
事業を実施できたことは大変有益であっ 
た。市の広報誌や自主防災組織を通じて、

本校を会場として実施した防災講演会の

案内等を市民に案内していただいたほか、

市の総合防災訓練への生徒の参加など地

域とかかわる活動に携わることができた。 
 

 
（３）防災講演会の実施 

― 高校生等防災教育基礎講座 ―  
  

  ア 目  的     
東日本大震災のような大災害時におい 

て、高校生には、非難時・避難所におけ 
る行動や、被災地における復旧・復興に 
向けた活動の担い手として、その役割が 
期待されている。 

   本講座は、高校生が防災に関する講演 
等を通じて、災害の実情や災害時の心得 
を学び、命の大切さと日ごろの備えの重 
要性を認識し、災害時に適切な判断と行 
動をとることができる力を身につけるこ 
とで、地域防災力の向上に資することを 
目的として実施する。（県実施要領より） 
イ 日  時 平成２８年８月２９日（月） 

  １３：３０～１４：３０ 
ウ 場  所  千葉県立佐原高等学校体育館 
エ 講演内容  「被災地でのボランティア活動」 
オ 講  師 福田 信章 

（東京災害ボランティアネット 
ワーク事務局長）       

カ 対  象 佐原高校職員・生徒、保護者、 
地域住民、近隣中学校及び高等 
学校職員等 
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（４）香取市総合防災訓練への参加 
  ア 目  的     

香取市域において発生する災害に対し、

災害対策基本法、香取市地域防災計画及

び災害時の応急対策マニュアルに基づい

た災害の予防、災害応急対応、災害復旧

対策を実施し、市民の生命、財産を保護

するため、大規模地震の発生を想定し、

応急対策の初動体制を円滑に立ち上げる

とともに、防災意識の高揚と地域住民、

学校、市及び消防等の消防関係機関との

緊密な連携強化による発生時の行動力の

向上を図ることを目的に防災訓練を実施

する。（市実施方針より） 
イ テ ー マ  連携 
ウ 日  時 平成２８年１０月１日（土） 

午前中９：３０～ 

エ 会  場 香取市役所・佐原中学校他 

オ 参加者及び人数  山岳部（９人）、柔道部（９人）

サッカー部（４９人） 

ＪＲＣ同好会（４人） 

  カ 活動内容 車椅子操作研修 

高齢者疑似体験          

         応急手当訓練 

（ＡＥＤ、止血法等） 

炊き出し訓練 

防災講演会等   
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（５）防災教育公開授業の実施 
― 災害対応ゲーム クロスロード ― 

ア クロスロードのねらい     
自然災害などの危機に際して、自らの

命を守り抜くために、「主体的に行動する

経験と態度」が求められている。その経

験の１つとしてクロスロードゲームを用

いて、災害ボランティアの模擬訓練を実

施する。（クロスロードとは「重大な岐路、

決断すべき分かれ道」という意味。） 
 
イ 日  時 平成２８年１１月１６日（水） 

 １４：３０～１７：００ 

（受付～全体会終了） 
ウ 場  所  千葉県立佐原高等学校 

第１・２学年各教室及び 

会議室 
エ 内  容  

(ア)公開授業(第１・２学年各教室)  

６限 １４：５０～１５：４５ 

     防災対応ゲーム「クロスロード」         

(イ)全体会（会議室） 

１６：００～１７：００ 

      対象  公開授業へ来校の中学校 

・高等学校他校職員、地域 

住民及び本校防災教育特別 

委員 

開会 校長挨拶 

 協議 ①防災対応ゲーム 

「クロスロード」 

            ②防災に対する心構えに 

ついて 

            ③その他 

        閉会 

    講師 藤本 一雄 

（千葉科学大学教授） 

 

   

 
 

６ 成果と今後の課題 

[成果] 

（１）今年度防災教育の指定を受け、防災講演

会の実施、香取市総合防災訓練への参加、

防災教育公開授業の実施などの様々な活

動を通して、防災に対する職員・生徒の意

識を高めることが出来た。 
（２）本年度、本事業のモデル地域に指定され

た香取市役所、香取市教育委員会と連携を

図り、本事業を実施できたことで、災害・ 
防災に係わる活動は地域ぐるみの活動が不 
可欠であるということが実感できた。 

（２）本校では、毎年避難訓練を実施している 
が、地震・火災の発生などマニュアル通り 
の訓練が実情である。しかしながら、実際

に災害が発生した場合には、マニュアルが

役に立たないことがあり、その際、自らの
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判断で自らの命を守るための行動を如何に

するか。危機に際して自ら判断して行動す

る姿勢をどのように育んでいくかが大切で

あるということを痛感した。このことが成

果であり今後の課題でもある。 
 

[課題] 

（１）東日本大震災発生時には、本校所在の香

取地区でも、多くの地域住民が被災した。

本校でも多くの生徒が被災し、７０数名の

生徒が帰宅困難となり、学校に泊り込むこ

とを余儀なくされた。しかし、震災から５

年が経ち、被災地域でありながら、我々職

員・生徒の防災に対する意識は決して高い

とは言えない。 
東日本大震による課題を踏まえ、このよ

うな大規模自然災害等の危険に際して、自

らの命を守り抜くためにはどのような行動

が必要なのか、また、地域の災害リスクや

地域の課題等を踏まえて、学校と地域社会

とがいかに連携していくのかを今後の課題

として取り組んでいきたい。 
（２）本年度の活動の成果として、防災に係わ

る活動は地域ぐるみの活動なしには成り

立たないということを感じたが、実際に大

きな災害が発生した場合、学校だけの対応

では様々な面で不十分であり、保護者・地

域住民・関係諸機関との連携が不可欠であ

ると実感した。地域との連携を如何に強く

していくかが二つ目の課題である。 
（３）今年度は防災教育の指定を受けたことで、

様々な活動を通して、防災に対する職員・

生徒の意識を高めることが出来たが、指定

が外れた来年度以降も、継続的・計画的に

継続していくことが必要であり、三つ目の

課題である。 
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