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：命の大切さを考える防災教育公開事業（避難所対応）
－本校の防災教育の実践と福祉避難所開設に向けた地域との連携－

所属・電話番号：千葉県立松戸特別支援学校・０４７－３８８-２１２８
校長 田所 明房
１ 実施事業

３ 実施概要

(1)防災に関する指導方法等の開発・普及等

実施時期

のための支援事業の実施

計 画 事 項

４月 ○防災計画の策定

(2)学校防災アドバイザー活用事業の実施

参加者
学校

（組織、避難訓練、
安全教育等）

２ 事業概要

○避難誘導訓練

学校

(1) 学校が避難所になった場合の体制づ

○校内安全点検指導

学校

くりを進める。

５月 ○ 第 １ 回 避 難 訓 練 学校

① 地域や関係機関との連携会議を実施す

（地震）

る。

６月 ○第１回担当者連絡 学校・PTA 役

② 避難所開設に係る施設・設備の充実を

会議

図る。

員・松戸市危

・防災教育公開事業 機 管 理 課 職

③ 避難所開設マニュアルを作成する。

の説明

④ 避難所対応で必要となる教職員の研修

・本校の取組の概要

を実施する。

員等

・松戸市の防災対策

⑤ 「語ろう会」
（保護者と管理職が語る会）

８月 ○第２回担当者連絡 学校・PTA 役

で保護者から出された意見を参考にする。

会議

(2) 児童生徒の実態に応じた防災教育を

員・松戸市危

・本校のこれまでの 機 管 理 課 職

実施する。
① 防災教育の教育課程への位置づけをす
る。

取組について

員･柏市防災

・松戸市の防災対策

安全課職員

・柏市の防災対策

等

② 実態に応じた避難訓練を実施する。

・地域合同防災訓練

③ 避難所での生活を想定した体験活動の

の実施計画の検討

あり方を探る。

○防災教育研修会

学校・他校・

(3) 防災教育の取組を公開する。

地域・関係機

① 教職員・児童生徒・地域住民・関係機

関

関・保護者等の参加による講演、研修、

９月 ○ 第 ２ 回 防 災 訓 練 学校

協議会等を実施する。

（地震）

② 防災教育実践報告会を開催する。
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10 月 ○公開授業研究会

学校・保護

10

青木智恵子

小金原地区民生委員 会長

者・他校

11

柴田 光幸

栗ケ沢連合町会 会長

学校

12

所 正明

栗ヶ沢中学校地域防災委員

13

小林 俊夫

栗ヶ沢中学校地域防災委員

14

市村 秀夫

栗ヶ沢中学校地域防災委員

15

岩崎 義仁

栗ヶ沢中学校地域防災委員

16

岩堀 研嗣

栗ヶ沢中学校地域防災委員

17

日暮 栄治

柏市南部ふるさと協議会

18

佐々木 功

柏市南部ふるさと協議会

19

曽我 大

県立つくし特別支援学校 教頭

20

菊田 陽子

本校 ＰＴＡ会長

21

田所 明房

本校 校長

・本校の今年度の取 機 管 理 課 職

22

庄司 喜昭

本校 教頭

組について

23

苅込 英昭

本校 教頭

・避難所対応マニュ

24

宗田 恭一

本校 副教務

アルの検討

25

諸伏 利家

本校 防災安全係主任

11 月 ○第４回避難訓練

（火災）
12 月 ○第３回担当者連絡

会議

学校・PTA 役
員・松戸市危

・本校のこれまでの 機 管 理 課 職
取組について

員等

・松戸市の防災対策
・避難所設営に向け
た取組について
1月

○第４回担当者連絡 学校・PTA 役
会議

員・松戸市危
員等

・避難所設営に向け
５ 具体的な取組

た取組について
2月

○公開事業報告会

(1) 福祉避難所に向けての体制づくり

学校・保護者

① 担当者連絡会議の実施
今年度は、担当者連絡会議を年間４回実

４ 担当者連絡会議
氏 名
１

梅津 清治

所属及び役職

施した。会議の内容としては、松戸市・柏

千葉県教育庁教育振興部学

市の防災対策、本校の防災教育の取組、避

校安全保健課

難所対応マニュアル、合同防災訓練の実施
計画等についての検討や情報交換が中心と

２

大西 真

松戸市危機管理課

３

中島 義光

松戸市障害福祉課

４

片桐 司

柏市防災安全課

５

藤井 公雄

中核地域生活支援センター

なった。
本校の住所は、松戸市栗ケ沢であるが、
市の防災安全課や柏市南部ふるさと協議会

ほっとねっと 所長

６

藤木 仁美

の関係者にも参加していただき、情報交換

社会福祉法人松の実会生活介護事

や災害時の本校の施設利用についても検討

業所 第２いぶきの広場 施設長

をした。

７

平山 隆

社会福祉法人彩会 理事長

８

根津 忠明

松戸市小金原地区社会福祉
協議会 会長

９

木村 正男

道路を挟んで柏市に隣接している関係で柏

② 避難所開設にかかる施設・設備の充実
避難所開設に伴う備蓄物品については、
予算の関係で松戸市から本校に備蓄物品の

松戸市小金原地区連合町会長

支給はなかった。本校の児童生徒の備蓄等
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については、ＰＴＡと協力をして現在一人

実施する方向で進めてきた。

一人に応じた非常用持ち出し袋の準備を進

(2)

めているところである。

児童生徒の実態に応じた防災教育の

実践

③ 避難所開設マニュアルの作成

① 防災教育を教育課程に位置づけた授業

今年度より避難所開設マニュアルの作成

実践

に取り組んでいるが、福祉避難所として震

千葉県の防災教育～防災意識の高い子ど

災発生直後の対応等について、検討課題も

もたちを育成しよう～の中で「身につけさ

たくさんあり、共通理解を図るところまで

せたい力」として、３項目（・災害をイメ

は至らなかった。

ージする力 ・安全確保のために行動する

④ 教職員の研修の実施

力 ・他の人を思いやる心）が掲げられて

避難所対応で必要となる教職員の研修と

いる。これらの３項目に即して、小学部段

して、講師に元福島県立郡山特別支援学校

階では「災害を知る」、中学部段階では「自

長（郡山女子大学非常勤講師）の渡邊世子

分を守る」、高等部段階では「互いに助け

先生を招聘して、『特別支援学校の災害時

合う」というテーマを設定し、本校児童生

の対応「避難所の経験から」』という演題

徒の発達段階に応じた防災教育の実践に取

でご講演いただいた。

り組んできた。
ア 小学部の実践
小学部では、「災害を知る」というテー
マを軸に、災害体験の授業実践に取り組ん
だ。炎をイメージしたパネルを設置し、充
満した煙の中を進む煙道体験、起震部屋セ
ットを製作し、地震の揺れを体感する地震

（写真１：渡邊先生の講演の様子）

体験など、災害の疑似体験を通し、災害に

東日本大震災で経験したことをもとに、大

ついて学んだ。

震災が発生したときに学校がなすべきこと

煙道体験では自分からハンカチを手にし

について具体的にご指導いただき、避難所

て、口や鼻に当て、地震体験では必死にな

開設マニュアルの作成に参考になった。

って自分の姿勢を保とうとするなど、主体

⑤ 「語ろう会」の実施

的に災害に向き合おうとする姿が多く見ら

「語ろう会」では防災をテーマに設定し

れた。

て、年２回保護者から様々な意見を聞いた。
加えて、２回目の「語ろう会」では保護者
アンケートの結果をもとに、学校が福祉避
難所となった場合にどのような支援を望む
か等について意見を交わした。
保護者から出された、緊急時の連絡方法
としての災害伝言ダイヤルの活用や非常用
持ち出し袋の準備については、今年度中に

（写真２：煙道体験の様子）
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知り、実際にそれぞれの避難経路を通って
確認をした。調べたことをワークシートに
整理したり、掲示物を作ったりして、学習
の成果をまとめて発表した。
イ 中学部の実践
中学部では、「自分を守る」をテーマに、
「もし、災害が起きたら？」というような
災害シミュレーション型学習を中心に進め
ていった。東日本大震災の映像を見て、自
（写真３：起震部屋セット）

然の驚異を感じたり、当時のことについて

また、実際に西部防災センターに校外学

振り返ったりした。また、実際に自宅で留

習に行き、地震や火災以外にも、強風体験

守番をしているときに災害が起きたらどの

や消火活動体験などの災害体験学習に取り

ようにしたらよいかを考え、安否確認方法

組んだ。他にも、防災体操や防災カードゲ

について学んだ。具体的には、災害伝言ダ

ーム、インタビュー活動というような体験

イヤルや災害用伝言板アプリを紹介し、ス

的な学習を通して、災害を知り、経験の中

マートフォンを利用して、その活用方法に

で災害への対処方法を学んだ。

ついて学んだ。より現実的な場面設定を設
けることで、いつ起きるかわからない災害
に備えた準備と対処方法を学習することが
できた。

（写真４：西部防災センターの様子）
さらに、「災害を知る」ということから
学校の中の災害対策を知ることに目を向

（写真５：災害用伝言板を紹介する様子）

け、学校内における防災設備や避難経路に

ウ 高等部の実践

ついて調べる学習にも取り組んだ。具体的

高等部では、「互いに助け合う」という

には、インタビューを実施して学校内の取

ことをテーマにし、災害についての情報発

組を調査したり、校内探検を行って、備蓄

信や避難所での被災生活というような学習

倉庫を見に行き、どのようなものが備蓄さ

に取り組んだ。

れているかを調べたりした。また、消火器

情報発信の取組では、インターネットを

が学校内にどれだけあるかを調べ、校内マ

活用し、過去に起きた災害や災害から身を

ップに記してまとめた。避難経路について

守る方法などについて調べ、防災新聞を作

は、災害のパターンによって異なることを

成した。クラスの中で班を設け、班ごとに

46

調べた内容について話し合いを行い、掲載
する記事をまとめていった。新聞を作成し
た後には、まとめたことについて発表する
とともに、校内に掲示することで、災害に
ついての知識や情報を共有することができ
た。
避難所生活の学習では、被災時に必要に
なる防災グッズや防災袋について考えた

（写真６：防災新聞）（写真７：のぼり）

り、自分たちの住んでいる地域の防災マッ
プや洪水ハザードマップを広げ、自分が住
んでいる地域がどのような環境であるかに
ついて調べたりした。さらに、災害時にお
いても落ち着いて行動できるように、自宅
近くの避難場所や避難所を調べたり、個々
に緊急安心連絡カードの作成を行ったりし

（写真８：防災グッズを体験する様子）

た。これらの学習は、生徒たちの防災意識
や関心を深め、広げることができた。また、
災害時に自分たちに何ができるかを考え、
福祉避難所に指定されている本校に必要に
なるパーソナルスペース（間仕切り）の製
作活動に取り組んだ。ガムテープで段ボー
ルを貼り合わせ、間仕切りを製作し、実際
にその居住空間を体感した。「意外と広く

（写真９：防災マップを確認する様子）

感じる」や「周りから見られなくて安心す
る」などの感想を聞くことができた。
また、高等部で取り組んでいる作業学習
の中で、染色班が「災害時用ののぼり」の
製作に取り組んだ。ビー玉や結束バンドな
ど普段の作業学習で行っている絞りを利用
して模様をつけ、シーツを黄色に染めた後、
アイロンペーパーを使用して、「避難場所」
の文字をプリントした。実際に、避難訓練

（写真 10：間仕切り製作の様子）

でも使用し、避難場所（本部）の位置を明

② 実態に応じた避難訓練の実施

確に伝えることができた。

本校は、肢体不自由の児童生徒が多く在
籍しており、移動手段として、ほとんどの
児童生徒が車いすを使用している。また、
中には医療的ケアを必要とする児童生徒も
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おり、移動する際には、吸引器や酸素ボン
ベなどを常備・携帯している。災害時にお
いては、エレベーターが使用できないこと
を想定し、２階から１階への移動は、教師
が二人一組になったり、指示系統を明確に
し、下りる順番を決めたりするなど、学部
ごとに避難誘導体制を整え、共通理解を図

（写真１２：「ゆらんこ」を使用した訓練）

りながら避難訓練に努めている。

イ 第１回避難訓練

ア 避難誘導訓練（事前訓練）

５月に震度６強の地震を想定し、グラウ

年度初めの始業式前に、教職員のみで避

ンドへの避難訓練を実施した。年度初めに

難誘導体制について確認し、児童生徒役と

事前に教職員のみで避難誘導訓練を実施し

教師役とに分かれて避難誘導のシミュレー

ていたことで、安全かつ迅速に児童生徒を

ションを行った。二人一組での抱きかかえ

避難場所まで誘導することができた。しか

方やかけ声のかけ方、階段移動の役割分担

しながら一方で、他学部やスクールバス運

と避難誘導の手順、一次避難場所での掌握

転手などによる応援職員への指示や２階か

体制と二次避難場所までの移動手順等につ

ら１階へのより一層安全な避難誘導方法な

いて確認することができた。新年度が始ま

どが課題として挙げられた。応援職員への

る前に、教職員のみで避難誘導体制を確認

指示については、学部ごとに避難誘導マニ

したことで、各学部の現状と避難誘導の課

ュアルを作成し、統一できる部分について

題や改善点が明らかになった。特に２階か

は共通の避難方法を取り入れるように調整

ら１階への避難誘導手順については、階段

している。また、２階から１階へのより一

とスロープの活用方法や２階と１階におけ

層安全な避難誘導方法としては、ロープを

る現場指揮者の連携等について課題が明確

利用してスロープから車いすを下ろす方法

になり、学部内で共通理解を図ることがで

を検討している。

きた。また、児童生徒役と教師役とで役割
分担をしたことで、児童生徒の気持ちを体
感できたというような感想も多く挙げら
れ、非常に意義深い訓練となった。

（写真１３：非常階段で避難誘導する様子）

（写真１４：一次避難場所での待機の様子）

（写真１１：教職員のみの避難誘導訓練）
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ウ 第２回避難訓練

エ 第３回避難訓練

９月には震度６強の地震を想定し、体育

１１月には火災を想定した避難訓練を実

館への避難訓練を実施した。学部ごとに各

施し、厨房から出火した際の避難経路や避

棟の階段下に一次避難場所を設け、交差す

難方法について確認した。実際の火災を想

る通路に誘導係を配置したことで、全児童

定して、各棟に設置されている防火扉や防

生徒がスムーズに体育館に避難することが

火シャッターを活用し、その有用性や実用

できた。しかし一方で、体育館の避難隊形

性についても検証を行った。

や救護スペースの配置場所、避難経路にお

また、２階から１階への避難誘導手段と

ける歩行通路の統一など、グラウンドへの

して、非常用階段避難車「キャリダン」を

避難訓練では挙げられなかった課題点が明

導入し、活用した訓練も行った。非常用階

らかになった。

段避難車を導入したことで、児童生徒を安

また、第２回避難訓練では、発電機を使

全に避難誘導できただけでなく、避難誘導

用した発電機始動訓練も実施した。発電機

に携わる人手も少なくなり、迅速に避難場

を始動させた後、延長コードを延ばして体

所まで移動することができた。

育館内に電源使用スペースを設けたこと
で、医療的ケアを必要とする児童生徒たち
が所有する吸引器が発電機の電力で使用で
きるか否かを試すことができた。

（写真１７：防火シャッターを下ろした様子）

（写真１５：階段を使用し車いすを下ろす様子）

（写真１８：非常用階段避難車の様子）
オ 寄宿部における避難訓練
寄宿部においても年４回の避難訓練を実
施し、避難経路及び避難方法の確認を行っ
（写真１６：発電機を始動する様子）

た。通常の学校の時間帯とは異なり、実施
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時刻が夕方から夜になるため、時期によっ

で展示コーナーを設置して、保護者や地域

ては暗闇の中を避難することとなる。心理

の人々等に紹介した。具体的には、折りた

的にも不安感を抱きやすい状況であるが、

たんで収納できるヘルメットや多機能防災

事前に避難経路と避難方法を確認し、定期

ずきん、ペーストややわらか食、アレルゲ

的に訓練を実施することで、誘導灯の進む

ンフリーの非常食など、各企業から協力し

方向を追って、落ち着いて避難することが

ていただいたデモ機やサンプル、パンフレ

できた。

ットなどを展示し、防災用品と非常食の紹
介を行った。

（写真１９：寄宿舎での避難訓練の様子）
（写真２１：非常食の展示）
④ その他の取組
ア 校内環境の見直し
校舎内外における安全点検及び安全管理
は、日頃から徹底し、取り組んできている。
校舎の耐震検査及び耐震化についても実施
済みである。安全管理の徹底は、平常時だ
（写真２０：夜間における避難訓練）

けでなく、地震を始めとする災害時におい

③ 避難所での生活を想定した体験活動

ても危険を回避するための大きな役割を果

本校は、災害発生時に松戸市の福祉避難

たすものである。特に、本校では、車いす

所に指定されることから、地域や関係機関

を使用して移動する児童生徒が多く、床面

と連携した合同防災訓練を計画していた

で活動する場面も多い。教室環境並びに廊

が、台風のために中止となってしまった。

下における安全管理の徹底と災害時におけ

当日は、体育館で受付設営・発電訓練、

る避難経路の確保は必須である。校舎内外

避難所スペースの作製、簡易トイレ設営・

の設備、備品等に対する転倒・落下防止対

作製、炊き出し訓練・非常食の展示、防災

策をより一層強化し、児童生徒を事故や怪

用品の展示等を計画し、児童生徒が体験学

我などの危険から守ることができるように

習を行う予定になっていた。ただ、防災教

努めている。４月には、産業技術総合研究

育の授業実践をとおして、避難所スペース

所デジタルヒューマン研究センターの掛札

の作製や非常食の試食等を行うことができ

逸見氏を招き、学校内における危険箇所に

た。

ついて指導をしていただいた。避難口付近

また、非常食の展示については、学校祭

の整理や教室環境の改善など、細部にわた
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り助言をいただき、修繕及び改善に取り組

必要な部分もあり、完成にはもう少し検討

んでいった。また、助言をいただいた箇所

を要する。

を中心に、校内危険箇所及び改善方法の一

今後は、災害時に理解と協力が得られる

覧を作成し、共通理解を図った。

よう、福祉避難所としての周知を地域等に

イ 災害用伝言ダイヤル（１７１）試行訓

さらに図っていくことが大切である。

練

(2) 防災避難訓練の取組について

本校では、メール配信サービスを活用し、

今年度は年３回の避難訓練を実施した。

普段から保護者への情報提供を行ってい

しかしながら、これらの訓練に先駆けて、

る。災害時においても、保護者に対して学

年度初めに教職員のみで行う避難誘導訓練

校からの情報が提供できるように連絡方法

に取り組めたことは、とても効果的であっ

を整えていく必要がある。１２月には、Ｎ

た。新年度が始まる前に、教職員間で災害

ＴＴ東日本が提供している災害用伝言ダイ

に対する対応を確認し、避難誘導の訓練を

ヤル（１７１）のサービスを活用し、災害

しておくことは、大変重要なことである。

時における保護者への情報連絡訓練を行っ

特に本校は、車いす移動の児童生徒や医療

た。災害時に確実に活用できるように今後

的ケアを必要とする児童生徒が多いので、

も定期的に実施していきたい。

２階から１階への避難誘導においては、避
難誘導の手順や指示系統の整理など、教職

６ 成果と今後の課題

員間の共通理解は必須である。組織として

(1) 福祉避難所の体制づくりについて

より一層迅速かつ安全に児童生徒を避難誘

昨年度より松戸市と福祉避難所としての

導し、災害からの危険を回避できるように

覚書をかわしてきたが、具体的には何の進

次年度以降も継続して取り組んでいきた

展もなかった。しかし、今年度担当者連絡

い。一方で、２階から１階への安全な避難

会議の実施をとおして、松戸市危機管理

誘導については今後も検討し、児童生徒だ

課・障害福祉課などの地域、関係機関と「顔

けでなく、避難誘導に携わる教職員の命が

の見える関係」になり、加えて、本校の施

守られるような避難方法を考えていきた

設・設備面や児童生徒の実態等について知

い。また、引き渡し訓練を含む災害後を想

っていただいたことは、地域と連携した体

定した訓練や震度５～５強程度の地震に対

制づくりを考えていく上で大きな進展にな

応した訓練などについても取り組んでいく

ったと考える。

必要があると考える。同時に、医療的ケア

福祉避難所としての備蓄品などの物的な

を必要とする児童生徒に対する災害時の支

準備に関しては、保管場所の検討を含めて、

援体制の見直しと整備についても進めてい

松戸市と千葉県教育委員会と相談して進め

きたい。

ていく必要があり、課題は残されたままで

(3) 合同防災訓練の実施について

ある。

１０月に計画していた地域との合同防災

また、今年度より「福祉避難所開設マニ

訓練が台風の影響により、やむなく中止と

ュアル」の作成に取りかかったが、松戸市

なった。合同防災訓練当日には、本校の校

危機管理課などの関係機関との話し合いが

内見学及び避難訓練の参観、避難所設営体
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験などに協力していただく予定であった。
地域との合同防災訓練は、学校の様子を知
ってもらうことのできる機会であるととも
に、より一層連携を深められる機会でもあ
ることから、来年度の実施に向けて、地域
の方々が参加しやすく、共同して取り組め
るように、さらに検討し、準備を進めてい
きたい。
(4) 防災教育の実践について
今年度は、発達段階に応じて「災害を知
る」「自分を守る」「互いに助け合う」の
３つのテーマを設け、各学部で防災教育の
授業に取り組んできた。体験活動を多く取
り入れ、児童生徒の実態に合わせた授業を
展開していくことで、それぞれの活動グル
ープにおいて主体的に取り組もうとする姿
が見られた。また、学校だけでなく、家庭
においても話題に上がるなど、防災教育の
広がりを感じる。児童生徒の更なる防災意
識の向上と災害時におけるに自助共助の力
が身につけられるように、教育課程への位
置づけを検討しながら、来年度以降も継続
して取り組んでいきたい。
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