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事業内容：安全教育手法の開発・普及等のための支援事業 

     学校安全管理体制の構築・強化のための支援事業 

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） 

      －防災教育と安全管理体制の構築－                       

所属・電話番号：千葉県立安房特別支援学校・０４７０－２８－１８６６ 

                     校長 石井 浩 

 

１ 実施事業 

（１） 学校安全教育手法の開発・普及

等のための支援事業 

（２） 学校安全管理体制の構築。強化

のための支援事業 

 

２ 事業概要 

（１） スクールバス運行時、津波を

想定した緊急場所への円滑な避 

難方法（訓練）を確立する。（中

里本校、鴨川分教室） 

（２） スクールバスでの緊急避難時

における保護者との連絡体制や

引き渡し方法を確立する。（中里

本校、鴨川分教室） 

（３） 地域と連携した防災教育にお

ける組織の構築を図る。（中里本

校、館山聾分校） 

（４） 幼児児童生徒の発達に応じた

防災教育を実施し、津波に関す

る知識を高め、身を守る行動を

体得するなど、防災に関する授

業を推進する。（各校舎） 

 

３ 実施概要 

実施時期 計画事項 参加者 

４月 ○防災計画の策定 

○小学校との合同避難訓

学校 

学校 

練（地震・津波）鴨川分教

室 

 

５月 ○学校構想委員会 

（モデル事業の計画） 

○地域との合同避難訓練

（地震）中里本校 

学校 

学校 

地域 

５月 

６月 

○地域との合同避難訓練

（地震・津波）館山聾分校 

学校 

地域 

７月 ○学校構想委員会 

（引き渡し訓練計画） 

学校 

８月 研修会 

講師：藤本一雄 様 

（千葉科学大学危機管理

学部教授） 

学校 

職員 

９月 ○引き渡し訓練（スクール

バス利用者、自力通学者、

保護者送迎者の訓練）全校

舎 

学校 

職員 

保護者 

避難場所 

１１月 

 

 

 

 

○小学校との合同避難訓

練・出前防災講座（地震・

津波）鴨川分教室 

○防災教育授業公開（地震

避難後の生活）中里本校 

学校 

防災課

職員 

学校 

保護者 

他校職員 

１２月 

 

学校構想委員会 

（引き渡し訓練等の反省） 

 

学校 
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４ 担当者連絡会議 

番号 氏 名 所属及び役職 

１ 石川 豪志 千葉県教育庁 

学校安全保健課 

２ 渡邊 浩一郎 館山市社会安全課危機

管理監 

３ 安西 巧 館山市社会安全課 

４ 高梨 信一 南房総市消防防課 

５ 瀧口 悦夫 鴨川市消防防災課 

６ 村田 光夫 中里地区区長 

７ 森 浅治郎 那古地区連合町内会長 

 

５ 具体的な取組 

（１）中里地区との合同避難訓練 

【中里本校】 

 ア 期日 平成２９年５月３１日 

  イ 内容  

参加者：児童生徒１０５名、教

職員８３名、地域住民１０名。   

区長や区民と連携を図りながら、

今年度初めて合同避難訓練を実

施した。県南部の大規模地震を

想定して、二次避難行動として

グラウンドに避難した。 

 

【中里区長からのお話】 

（２）地域との合同避難訓練【館山聾

分校】 

 ア 期日 平成２９年６月２８日 

 イ 内容 

   学校の２次避難所になっている

昭和女子大学研修所で、その職

員と学生と共に屋上避難をした。 

 

 （３）防災講演会 

  ア 期日 平成２９年８月２１日 

  イ 講師 千葉科学大学危機管理学

部 藤本 一雄 教授 

  ウ 内容  「地震・津波災害に対す

る学校の防災・危機管理体制」

をテーマにして、教職員を対象

として講演会を開催した。

 

（４）スクールバス等における高台避

難と引き渡し訓練 
① 中里本校のスクールバス利用

者と自力通学生 
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【スクールバス通学生の引き渡し訓練】 

 

②館山聾分校自力通学生と幼稚部の

幼児 

【幼稚部幼児の引き渡し訓練】 

 

③鴨川分教室のスクールバス利用者 

    

（５）防災出前講座（鴨川分教室） 

   ア 期日 平成２９年１１月１４日 

  イ 講師  鴨川市消防防災課職員 

  ウ  内容  出前講座と避難訓練の講

評（他施設への高台避難）につ

いて、分教室教職員を対象とし

て講演会を開催した。 

 （６）防災教育公開授業 

  ア 期日 平成２９年１１月２９日 

  イ  対象  中里本校高等部１年 

  ウ 内容  「避難所での生活予測し、

実際に体験してみよう」     

    エ  目標  

    ・避難所で考えられる状況や過

ごし方をグループで話し合

い、その内容を発表すること

ができる。（「思考・判断・

表現」） 

        ・備蓄食料や防災用品の必要性

について理解することができ

る。（「知識・理解」） 

  オ 授業評価（アンケート） 

・６名から回答あり 

    ・１０項目中９項目で、Ａ（そ

う思う）、Ｂ（ほぼそう思う）

で１００％の良い評価をいた

だいた。 

    ＊参考資料１を参照  

 

（７）その他の授業実践 

   ①中里本校高等部 

    ５月：「避難の仕方について知

り、実践しよう」 

   １１月：（６）の公開事業 

１月：「災害が引き起こすスト

レスを和らげる方法を知 

り、実践しよう」 
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②館山聾分校 

   社会科：（職業コース）避難所で

の生活の想定や防災備蓄

品の知識を高めている。 

   学校生活全般等：（幼稚部）「教

師に注目し笛の音に注目

する」「静止する」とい

う活動を取り入れてい 

る。 

③鴨川分教室小学部 

 ア 期日 平成２９年１１月１４日 

 イ 小学部２年 

ウ 内容 「津波の恐さを知ろう」 

 

 

６ 成果と課題 

ア 津波を想定した緊急場所への円滑

な避難方法（訓練）を確立 

（成果） 

９月、各校舎で下校時に実施したこ

とにより、幼児児童生徒、職員が避難

場所を意識したり、落ち着いて避難し

たりすることができた。 

（課題） 

今回の避難場所だけでなく、今後想 

定される場所を検討し、実践的な訓練

を行えるように、次年度以降も継続し

ていきたい。 

イ 防災教育の実施と授業の公開 

（成果） 

各校舎で訓練当日を意識した事前学

習や事後学習を、幼児児童生徒の実態

に応じて、学習に取り組むようになっ

た。また、授業の公開は、１１月に、

授業錬磨と平行して中里本校高等部で

実施した。 

（課題） 

  防災教育の年間計画を練り直し、幼

児児童生徒の実態に応じた内容や方法、

各学部間の系統性をもたせるように改

善していく。 

ウ 地域等と連携した連絡や避難のため

の体制整備 

（成果） 

地域との合同訓練を中里本校で初め

て実施することができた。館山聾分校

では、第二次避難場所になっている昭

和女子大学研修所で、学生と共に双方

が緊張感をもって訓練を実施すること

ができた。 

（課題） 

双方で連絡体制や避難方法につい

て、今年度の反省を基に、次年度以降

も連携を図りながら実施していく。 

エ 学校職員・保護者・地域住民等を対

象にした防災啓発活動 

（成果）研修については、職員を対象に

実施することができた。保護者等を対

象に、津波を想定した引き渡し訓練を

実施することができた。地域住民に参

加を募り、合同避難訓練を実施するこ

とができた。 

（課題）学校を核としたミニ集会で「防

災」を取り上げているが、参加者が限

られているため、研修については、各

市町職員による出前講座を開くなど、

企画を検討していく。 
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オ 事業の実施について周知や評価 

（成果）引き渡し訓練については、２学

期の早々実施のため、７月に案内文書

の配付や、実施前日等にメールを配信

するなどしたため、各校舎とも約９割

以上の保護者の協力を得て実施するこ

とができた。 

（課題） 

  引き渡し訓練については、引き渡し

場所等を検討し、幼児児童生徒や保護

者、職員が避難場所をさらに意識し、

引き渡しを確実に行うための体制を検

討していく。 

 

＊参考資料（授業評価アンケート） 

 


