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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）

（地震と津波）

－地震と津波・地域ぐるみで防災を－

所属・電話番号：千葉県立長狭高等学校・０４－７０９２－１２２５

校 長 渡 邉 隆

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

(２)学校防災アドバイザー活用事業の実施

２ 事業概要

「地震と津波・地域ぐるみで防災を」

をキーワードに、防災に関する地域ネッ

トワークづくりを推進するとともに、生

徒一人ひとりに、防災に係る必要な知識

や技能を習得させ、生涯をとおして自他

共に安全を確保するために的確な判断と

行動がとれるよう、実践的な防災教育を

推進する。

３ 実施概要

実施時期 計 画 事 項 参加者

４月
〇災害時心得・ 学校

避難経路の確認

○危機管理対応 学校

５月 ﾏﾆｭｱﾙの点検

見直しと配付

○緊急連絡ﾒｰﾘﾝｸﾞ

ﾘｽﾄの整備

○非常時物資の

保管場所等の

検討

○校内避難訓練

（通常時避難

経路確認）

６月 ○第１回担当者 連絡会議

連絡会議 構成員

７月
○市内一斉津波 学校

避難訓練（公開） 地域関係者

保護者

○ミニ集会 学校

８月 防災講演会 学識経験者

（第１回）（公開）

○第２回担当者 連絡会議

連絡会議 構成員

○防災教育 学校

公開ＬＨＲ 保護者

10月 ○第３回担当者 地域関係者

連絡会議 連絡会議

○防災講演会 構成員

（第２回） 学校防災

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

12 月
○救急救命講座 学校

（心肺蘇生法と 地元消防署

ＡＥＤの使用）
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４ 担当者連絡会議

氏名 所属及び役職

１ 宮内 輝久 県教育庁教育振興部学校安全保健課指導主事

２ 滝口 悦夫 鴨川市消防防災課長

３ 鈴木 希彦 鴨川市立鴨川中学校 校長

４ 庄司 満治 鴨川市立鴨川小学校 校長

５ 吉田衣久雄 近隣住民

６ 増田 昇 本校ＰＴＡ会長

７ 渡邉 隆 本校校長

８ 島崎 一広 本校教頭

９ 若林 正俊 本校事務主幹

１０ 富永 孝男 本校教諭

５ 具体的な取組

(１)市内一斉津波避難訓練（公開）

（平成２６年７月２日実施）

本校は、地震・津波時の地域の避難場所

となっていることから、地元市である鴨川

市と合同で、市内一斉津波避難訓練を実施

した。事前に鴨川市消防防災課及び地元町

内会と細かな打ち合わせを実施するととも

に、地元広報誌「広報かもがわ」において

広く参加が募られた。

当日は、はじめに、各学級において地震

・津波時の対応について、各学級担任から、

県教育委員会で発行している「ポケット版

防災冊子 中・高生用」（県教委ホームペ

ージ参照）を活用し、災害時における自助

・共助の考え方と心構えについて指導を行

った。

続いて、鴨川市の防災無線により、市内

一斉の緊急地震速報が放送され、放送の指

示に従って、本校屋上への避難訓練が実施

された。

地域からの参加については、地元町内会

を中心として、事前に広報・募集を行い、

当日は、地域住民に加え、近隣企業も店舗

責任者や社員の方々に積極的に参加してい

ただけた。

今回の訓練を通じて、災害時における、

地元町内会及び企業との連携をより強固な

ものにすることができ、互いに顔の見える

協力関係を結ぶことができた。また、細か

な打ち合わせを通して鴨川市消防防災課と

の連携もより緊密なものになり、災害時の

備蓄品の受け入れや、鴨川市の防災対策を

生徒に周知する機会を設けることなど、次

につながる有意義な取組となった。
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（２）ミニ集会・第１回防災講演会（公開）

（平成２６年８月７日実施）

講師 千葉科学大学危機管理学部

教授 藤本 一雄 氏

演題 「高校と地域防災」

学識経験者による講演会と地域と連携し

たミニ集会を兼ね、千葉家科学大学の藤本

教授をお迎えして、「高校と地域防災」と

いうテーマのもと、講演会及び意見交換会

を開催した。

本校の生徒、保護者、職員のみならず、

本校学校運営協議会委員、鴨川市役所、鴨

川消防署の方々のほか、地元広報誌「広報

かもがわ」を通じて、地域住民からも参加

を募り実施した。

当日は、はじめに藤本先生から、地震・

津波災害の知識について、基礎的なお話を

いただき、理解を深めた。できる対応では

なく、するべき対応の重要性を知り、回復

できない人的被害をいかに減らしていくべ

きか、また、自分の身は自分で守ることの

大切さについて再確認した。

続いて、演習として「決断する、決意す

る」というテーマで、具体的な事例につい

て、自分が実際にそういう立場に立った時

に、何をするかを周囲の人とともに考えな

がら意見交換を行った。

生徒はもちろん、参加した市役所、消防

署などの地域関係者の方々からも様々な意

見が出され、大変活発な意見交換会となっ

た。主な意見として「家族で連絡方法を事

前に確認しておく。」「避難のための持ち

出し袋を用意する。」「普段から災害の際

に協力できるように隣近所の人と話し合っ

ておく。」「災害対策については、意外と

やっているつもりでもできていない。まだ

まだ日頃の備えが必要である。」などが挙

がった。

最後に、講師の藤本先生からは、「地震

・津波災害を乗り切る（うまく付き合う）

には、災害に関する知識（知る・学ぶ）は

絶対に必要だが、それだけでは十分ではな

い。また、災害が起こった時だけうまくや

ろうとしてしてもできない。」「普段から

何をするべきなのか、何ができるのかを常

に考えることを心がけて、家庭や学校で、

実際に自分たちにできることから行ってみ

る（行動する）ことが大切である。」との

まとめをいただいた。
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（３）防災教育公開ＬＨＲ

（平成２６年１０月２日実施）

防災教育をテーマに公開ロングホームル

ームを実施した。８月に開催した千葉科学

大学の藤本先生の講演会の内容を受けて、

全校を挙げて行った。

第１学年では、県教委が策定した道徳の

読み物資料を活用し、生命を尊重する態度

を育成することを主題に実施した。

第２学年・第３学年では、自然災害（地

震・津波）時において主体的に行動する態

度を育成することを主題に実施した。

具体的には、災害時（地震・津波）にお

いて、①身の回りに潜む弱点についてでき

るだけ多く挙げ、②その解決策について考

え、さらに、③避難所においてできること

（「得意・好き」（長所）を生かして）に

ついて各個人で考え、その内容について、

班ごとにシェアし、まとめ、全体の場で発

表するという展開方法で行った。

当日は、県教育委員庁学校安全保健課、

鴨川市消防防災課、鴨川消防署、県立高等

学校、近隣小学校、学校運営協議会から、

多くの方々に参加いただき、生徒の取組に

ついて、見学のうえ、御意見、御感想をい

ただいた。

共通の主題ではあったが、各学級担任に

よって、特色ある授業展開がなされた。Ｋ

Ｊ法を活用し話し合いの結果をまとめた

り、第３学年では、将来教員を目指す生徒

が、担任の代わりに授業を進行したりする

などの工夫が見られた。

生徒は班別協議を中心に、積極的に意見

交換を行い、様々な弱点とその解決策が挙

げられた。また、各自長所を生かした避難

所での対応について考えることは、単に避

難所における対応にとどまらず、自分自身

を振り返り、将来のキャリアビジョンとも

あいまって、自己を内省することにもつな

がることとなった。

生徒からは、「災害が起きてからでは遅

い。日頃の準備が大切。」「身近で防災に

ついて準備できることが分かった。」「災

害に備え、自分の取るべき行動を改めて考

えるべきだと思った。」「皆で話し合い、

他人の意見が聞くことができ、大変貴重だ

った。」などの感想が挙げられた。

見学いただいた方々からは、「各学級と

も熱心に取り組んでいた。主体的な取組に

好感が持てる。」「自助・共助について良

く考えられていた。講演会とのつながりが

良かった。」「若い先生の工夫とベテラン

の先生の掌握力が光った。」など、お褒め

の言葉をいただいた。
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（４）第２回防災講演会

（平成２６年１０月２３日実施）

講師 鴨川市消防防災課

課長 滝口 悦夫 氏

演題「鴨川市の防災対策と災害時に

おいて高校生に期待すること」

学校防災アドバイザーによる講演会とし

て、鴨川市消防防災課の滝口課長をお招き

し、全校生徒を対象にお話しいただいた。

はじめに、いつ起きるかわからない地震

・津波などの自然災害に関して、地元鴨川

市が置かれている実情とそれに対する防災

対策について、生徒一人一人に学校所在地

周辺の状況がよく分かるように、「鴨川市

防災マップ《鴨川地区》」が配付され、具

体的に説明していただいた。滝口課長自ら

が作成されたパワーポイント説明資料も交

えながら、分かり易く説明していただき、

生徒はくい入るように見ていた。

「防災には、自助・共助・公助という言

葉があり、まずは自ら助かる最善の方法を

考えて行動し、可能であれば、助ける側の

人として行動できればすばらしい。」との

お話があった。

本校生徒会長から、「私たちは東日本大

震災の教訓から、日頃の防災対策の重要性

について学んでいます。以前ＬＨＲで話し

合いましたが、災害時に高校生である私た

ちにできることを再度確認したい。本日は

大切なお話をありがとうございました。」

とお礼の言葉が述べられた。

（５）救急救命講座

『心肺蘇生法とＡＥＤの使用方法』

（平成２６年１２月１８日実施）

講師 鴨川消防署

鹿島良消防士長

大山広空消防士

本事業の最後を飾り、鴨川消防署の鹿島

消防士長と大山消防士を講師に迎え、災害

時の救急救命について、お話しいただいた。

大山消防士は本校の卒業生ということで、

生徒たちは後輩として先輩の指導に真剣に

取り組んでいた。

通常このような講座は少人数で行われる

が、今回はステージ脇にスクリーンを設置

し、後方の全校生徒にも状況がよく見える

ように、ビデオカメラを使いライブ中継さ

ながらに大画面実況中継を行った。一度に

大勢に理解させる方法として、大変効果的

な手法であった。
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はじめに、救命処置の初期対応の大切さ

が語られ、その後ＡＥＤがその場にあれば

救われたかもしれない事例を収めたＤＶＤ

の視聴をした。

続いて、講師の先生から、心肺蘇生法と

ＡＥＤの説明・実演があり、各学年からは

２名ずつ代表生徒がステージに上がって、

心肺蘇生法とＡＥＤの体験を行った。全校

生徒の前で代表生徒は緊張しながらも講師

の先生からアドバイスを受けながら真剣に

救命措置の技術について習得した。

最後に生徒会代表から「今年の夏は鴨川

の海で中学生が溺れ意識の無い状態だった

ところを、たまたまその場にいた方の心肺

蘇生により意識を取り戻したということが

ありました。そのこともあり、本日の救命

救急講座は真剣に取り組むことができまし

た。その場に直面したら冷静に対処できる

ようにしたい。」と感想が述べられた。

本校にも、小体育館と職員玄関に１台ず

つＡＥＤが設置されており、不測の事態に

生徒が適切に対応できる研修となった。

６ 成果と今後の課題

本校は、平成２４年度より、コミュニテ

ィ・スクールとして、地域と連携した様々

な取組を行ってきた。そうした取組も３年

目を迎えた今年度、本事業をモデル校とし

て引き受けることとなった。

もともと、日頃から地域と連携できてい

たことから、地元関係機関の協力のもと、

比較的スムーズに、展開することができた。

市内一斉津波避難訓練では、行政機関

地域住民、地域企業の協力を得て、緊張

感を持って参加し、生徒と住民が触れ合

う良い機会となり、学校と地域との連携

が一層強固なものとなった。

学識経験者による防災講演会では、専門

的見地から、生徒に対して災害時の心構え

や対応策について御指導いただき、見識を

深めるとともに、秋の公開ＬＨＲへ向け

て、良いきっかけと準備段階になった。

防災教育公開ＬＨＲでは、前述の講演

会の内容をさらに発展させるとともに、

生徒の主体的な取組を引き出すため班別

協議と発表を中心に展開した。生徒同士

が率直に意見を交換し、まとめ、発表す

ることができ、防災への取組は言うまで

もなく、日頃の授業に対しても大変良い

影響を与えることが出来た。

第２回防災講演会では、地元の防災対策

について理解を深め、また、救急救命講座

では、非常時における人命救助のスキルを

全校生徒が一堂に会する中で、習得させる

ことができた。

今後も、本事業での取組や実践を踏まえ、

さらに地域との連携を深めつつ、災害時に

おいて、地域を支えることのできる人材の

育成に、引き続き努めていきたい。


