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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）複合施設による合同避難訓練の実施 

（２）体験型避難訓練の実施 

（３）学校防災アドバイザーや講師を招聘し

ての講演会や研究会の実施 

（４）防災教育の授業公開 

（５）生徒が帰宅困難となった時の体制整備 

３ 実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

４月 第一回担当者連絡会 担当者 
 

市川七中行徳ふれあ

い施設合同消防訓練 

全 校 生 徒 
学 校 職 員 
関係職員 

７月 防災講演会「今日か

ら考えよう減災の一

歩」 

講師  生徒 
保護者  地
域の方  教
職員 

９月 体験型避難訓練 
 

全 校 生 徒 
本 校 職 員 
市職員 

10 月 防災教育公開授業 

道徳授業公開 

生徒学校職
員  保護者 
他校参観者 

11 月 第七中ブロック研修

会防災教育講演会 
 

講師  第七
中学校職員 
行徳小学校
職員  新浜
小学校職員
塩焼幼稚園

職員 

11 月 健康教育講演会 命

のつながりを大切に 

命とむきあう（東日

本大震災の時の様

子） 

講師  生徒 
学校職員 
保護者  地
域の方 

１月 
シェイクアウト訓練 

緊急地震放送の活用 
生徒  学校
職員 

 

４ 担当者連絡会議 

 氏名 所属及び役職 

１ 
平瀬 典子 

千葉県教育庁葛南教育

事務所指導室 主席指

導主事 
２ 千島 良二 市川市教育委員会学校

教育部保健体育課主幹 
３ 水野 茂 市川市危機管理室地域

防災課副主幹 
４ 高鍋 誠太郎 市川市立第七中学校 

校長 
５ 石原 一幸 市川市立第七中学校 

教頭 
６ 中田 豪一 市川市立第七中学校 

安全主任 
７ 清水 俊行 市川市立第七中学校 

ＰＴＡ会長 
８ 

五十嵐 日出夫 
学校施設開放委員長 

行徳駅前３丁目自治会

長 

９ 松本 勝史 行徳地区防災コミュニ

ティ 代表 

 

 

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：実践的防災教育総合支援事業（命の大切さを考える防災教育公開事業）  

(帰宅困難・引き渡し) 

－自分とともに他の人を大切にし、命を守る防災教育－ 

       ～自ら判断し、危険を回避し対応できる力・共助できる豊かな心の育成～ 

所属・電話番号：市川市立第七中学校・０４７－３５７－３１８３ 

                                      役職名 校長 髙鍋 誠太郎 

                                       



20 
 

５ 具体的な取組 

（１）市川七中行徳ふれあい施設合同消防訓  

   練 

① 期日  平成 26年４月 16日（水） 

② 内容   

市川市立第七中学校 市川文化ホール I＆

I 行徳ケアハウス翔裕園 すえひろ保育園

の４施設による合同避難訓練。市川市教育員

会教育施設課が責任者になり市川市南消防署

職員の協力の下、実施する。 

 ３学年のクラスの代表者がケアハウスの車

椅子の方を所員の方と一緒に押して移動を手

助けする。また、保育園園児と手をつなぎ避

難誘導を行う。こうした経験が大きな災害の

とき、共助ができる耕しになると考えて行っ

ている。 

【保育園児を避難誘導する生徒】 

【車いすを押し避難誘導する生徒】 

 

（２）防災講演会  

「今日から考えよう減災の一歩」 

① 期日  平成 26年７月 10日（木） 

② 講師  市川市危機管理室地域防災課副

主幹、学校防災アドバイザー 

水野 茂 様 

③ 参加者 本校３学年生徒 保護者 行徳

地区防災コミュニティの方 本

校教職員 

④ 内容 

・地震の被害について・行徳地区の防災の特

性や地域防災の取り組みについて・自助と共

助の大切さについて 大きく三つの話をして

いただいた。地震の被害については写真等と

使い生徒に分かりやすく話していただいた。

地域防災では市川市が取り組んでいる小学校

防災拠点について話していただいた。自助、

共助については家庭で準備することについて 

話していただき、具体的に用意するといい品

物を準備していただいた。保護者、地域の方

にとって大変ためになった。簡易トイレの組

み立てやサバイバルフーズの試食など体験的

な活動も用意していただいた。「自助・共助に

ついてしっかりと向き合うこと、震災の具体

的な場面をしっかりと考えておくこと、いざ

震災になってしまったときに備えて準備した

り家族と話をしたりしたいと思います。」な

ど、講演を聞いて実際の行動を起こそうとす

る感想が多くみられた。生徒にとって有意義

な講演会となった。 

【簡易トイレボックスを組み立てる生徒】 
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【サバイバルフーズを試食する生徒】 

（３）体験型避難訓練 

 ① 期日  平成 26年９月４日（木） 

 ② 内容   

市川市危機管理室地域防災課、市川市南消

防署の方の協力により、避難訓練の後、水消

火訓練・煙中脱出訓練・起震車体験訓練を学

年に分けて実施した。水消火訓練では、掛け

声のかけ方、消火器の使い方の説明を受けた

後、代表者が実施訓練を受けた。煙中脱出訓

練では、煙のトンネルを代表者が通り抜ける

体験をした。真っ白になってよく見えないこ

と、煙を吸い込むことで意識を失い、命を落

とす危険があることを身をもって経験した。

起震車体験では震度７の揺れを経験した。椅

子に座っている状態で揺れを体感したが、と

ても立っていられないことがわかった。余震

の数秒に行動をとることが身を守るうえで重

要であることを実感した。体験により体で理

解をすることが、咄嗟の行動において重要で

あり、生徒にとって大きな学びの機会となっ

た。 

【起震車体験でテーブルにしがみつく生徒】 

 

【水消火訓練で火元をねらう生徒】 

 

（４）第七中学校 文化祭「潮風祭」  

生徒会からの呼びかけよる防災に向け

ての取り組み 

① 期日  平成２６年１０月１６日（木） 

② 内容   

本校の文化祭は二日間行われる。一日目は

午後に委員会発表、学習活動の発表等が行わ

れる。二日目は合唱を行う。委員会発表にお

いて、二つの委員会が防災について全校に発

信をしてくれた。 

【二つの委員会発表の掲示版】 

 

一つ目が給食委員会。 非常食についての

発表をしてくれた。防災グッズで並んでいる

非常食もよいが、コンビニ、スーパーで購入

できる身近な非常食について発表があった。

もう一つが図書委員会。 「津波 命を救っ

た稲むらの火 小泉八雲原作」を OHP シート

劇にしあげ、読み聞かせをしてくれた。生徒
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主体の活動がこのように生まれたことは意識

の高まりであると考えている。 

 

（５）防災教育公開授業 道徳授業公開 

 ① 期日  平成 26年 10 月 29 日（水） 

 ② 講師 千葉県教育庁教育振興部学校安

全保健課安全室長   

辰馬 令 先生 

      市川市教育委員会 指導課  

市川 聡美 先生 

 ③ 内容  

主題名を私にできる共助とし、人間愛や思

いやりの内容項目と関連させて授業を３学年

一学級にて行う。授業者は中田豪一教諭。本

校安全主任であるとともに管内においても安

全教育推進委員として活躍している。資料は

「東日本大震災時の助け合いに関する

twitter でのつぶやき集」から用意した。大

勢の参観者のいる中での授業参観であった

が、導入のパラパラ漫画（鉄拳さんの「約束」）

を見て生徒が涙ぐんでしまうシーンがあっ

た。親しみやすいツイッターを教材にし、全

体として心に響く授業となった。 

【心に響く道徳の授業展開】 

 

 

 

 

（６）第七中ブロック研修会防災教育講演会 

 「東日本大震災と原発事故の体験を通して」 

 ① 期日  平成 26年 11 月 12 日（水） 

 ② 講師  福島県浪江町立浪江小学校 

元校長 学校防災アドバイザー                           

半谷 一芳 先生 

 ③ 内容   

第七中学校と行徳小学校、新浜小学校、新

浜幼稚園の四つの園・学校を第七中学校区と

して一つのブロックとし、幼・小・中のつな

がりを大切にして子どもたちの育成を図って

いる。今回はブロックの研修会で半谷先生を

お呼びし、防災教育における意識を高めてい

くことを狙った。半谷先生は、職員室にて教

頭先生と話をしているときに、あの揺れが起

きた。校長先生としてあと二十日程度を残し

退職されるときであった。子どもたちを避難

させるが名簿がなく引き渡しに苦労するな

ど、想定していたマニュアルは役に立たない

ことが多くその場の判断決断によるところが

多かったこと、子どもたちは先生方の話をよ

く聞いてくれ普段からやっていた避難訓練が

ちゃんと生きていたこと、避難指令をうけて

の避難生活は大変苦労したことなど、実体験

を話してくださった。また、ご自宅のある浪

江町には、３年と８か月帰れていない現実、

震災は終わっていないことを強く話されてい

た。 

【半谷先生のご講演】 



23 
 

講演をきいた職員からは、災害の時判断を

迫られる責任の重さ、手記にある当時の子ど

もの思い、教師の思いの深さ、原発の問題で

今なお苦しんでいる人が多くいることに、強

く心を動かされた感想が届き、よい研修会に

なったと感じている。 

 

（７）健康教育講演会 命のつながりを大切

に命とむきあう（東日本大震災の時の

様子） 

 ① 期日  平成 26年 11 月 27 日（木） 

 ② 講師  納棺師 おもかげ復元師  

笹原留似子 先生 

 ③ 内容   

本校は健康教育講演会を毎年行っている。

保健委員会が中心となり自治活動の一つと捉

え生徒中心の運営となるよう指導している。

今年は「love＆peace～つながりを大切に～」

をテーマに困ったときやつらいときは誰かに

相談できることに重点を置いてきている。防

災教育という視点から、災害時にも人とつな

がることは生きていくうえで重要であると考

えている。 

 講師の笹原さんは、映像をつかい東日本大

震災のときの様子をわかりやすく伝えてくれ

た

。 

 

 

 

 

 

 

【笹原留似子さんのご講演】 

講演後の感想を見てみると、生徒は「命って

本当に大切なんだと改めて思いました。僕は

まだ若いので死というものをまだ身近に感じ

てはいませんでした。でも命はいつなくなる

かわかりません。若いからまだ死なないとい

う考えはやめようと思います。これからの一

日一日は、自分がやるべきことはなんなのか

を考えて行動していきたいと思います。また

この命を授けてくださった両親にも感謝した

いと思います。」など，生きるということ、命

の大切さを深く感じていた。また、大切な人

との突然の別れ、お別れではあるけれどもつ

ながっている心の絆、今生きていることの素

晴らしさを生徒は感じ取っていた。 

 

（８）帰宅困難となった生徒への対応 

 地震の被害状況によっては、帰宅困難とな

る場合が想定される。本校は全生徒（本年度

843 名）に水２ℓとカロリーメイト３箱（６本

分）を用意した。また、食料の確保以外には、

家屋の損壊や保護者が帰宅できず学校にて夜

を過ごすことも想定し、アルミ膜簡易寝袋

2000 枚（避難所運営も想定）、毛布 150 枚、

ＬＥＤランタン 26個を用意した。 

 地震や津波の被害状況によって対応は変わ

るが、通学路の安全確認をした後、震度４ま

での規模であれば，生徒は帰宅させる。保護

者が帰宅できないときや家屋に危険があると

きは、学校にもどり保護者が迎えに来るのを

待つようにする。その際、あらかじめ家庭で

きめた約束で、『学校にいるので心配ないこ

と、迎えに来てもらうまでは学校にてまって

いること』を保護者に伝わるようにする。 

震度５以上の地震であれば、家には帰宅さ

せず、保護者へ引き渡しとする方向で考えて

いる。 

 家庭との連携、近隣小学校との連携など、

課題は多い。まずは家庭との連携をさまざま

なケースを想定しながら、方法を検討してい

く。 
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６ 成果と今後の課題 

【成果】 

（１）生徒の防災に対する意識の向上 

 講演会や学級指導、避難訓練等を通し、今

年度は充実した学習の機会を設定することが

できた。講演会の感想を読んだり、避難訓練

の様子を見たりしていると、命を守ることや

防災への関心が高くなってきている。日常の

生活で地震があると余震の数秒で机の下に入

り頭部を守る習慣もついてきている。 

 

（２）教職員の防災に対する意識が高くなる 

 学校防災アドバイザーからの指導や、講演

会、研修会で学んだことを生かし、日常の生

活における安全指導、安全教育についてしっ

かりとやろうという意識が高くなった。月に

一度の安全点検においても、防火扉の状態や

有事の際の避難経路の状況を念入りに確認す

る姿が見られるようになった。 

 

（３）地域の防災体制づくりについて 

 行徳地区防災コミュニティの皆さんと話し

合う中で、地域でできること、自分でできる

ことについて話し合いがもたれた。一緒に防

災のことについて話し合う機会ができたこと

は大変うれしい。今後は避難所の運営等につ

いても具体的に話をしていくようにする。 

 

【課題】 

（１）防災に関する対応マニュアルの見直し

について 

 学校防災アドバイザーからの指導や講演会

で伺ったことなどから、対応マニュアルにつ

いて見直す必要がある。いろいろな被害想定

を行い、実効性の高いマニュアルとなるよう

にしていく。 

 

（２）防災教育の指導計画等の作成 

 安全全体計画をうけ、防災教育の全体計画

を作成していく。計画的、定期的に指導を継

続していく。防災教育についての教材の開発

や指導方法の工夫についても取り組んでい

く。また家庭においても防災について取り組

んでもらうよう PTA と相談をしながら進めて

いく。 

 

（３）生徒や教職員の防災に関する意識の向  

上 

安全計画、危機管理マニュアルの見直し、

安全教育、安全指導等の実施により、生徒や

教職員の防災に関する意識を向上させてい

く。掲示物を工夫したり、シェイクアウト訓

練などをしたりして、考える機会、振り返る

機会を継続的に設定していきたい。そうして

教師も生徒も危険予知能力や危険が起きた場

合の判断し行動する力を高めていきたい。 

 

（４）防災対応に向けての体制づくり 

 学校においては一時避難の後の生徒の安全

確保と地域・行政機関と連携して避難所の運

営をスムーズに行えるように体制づくりを進

めていく。それぞれの役割と指示系統を明確

にし、生徒並びに市民の方が安心して過ごせ

るようにしなくてはならない。 

 

 

 

 


