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１ モデル地域の現状 

 

２ モデル地域の安全上の課題 

 

３ 取組の概要 

(1)実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

５月 

 

 

 

○第一回実践委

員会 

 

 

市教委・学

校・保護者・

PTA 役員・地

域自治会等 

６月 

 

７月 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

 

10 月 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

 

○第二回実践委

員会 

〇自治会会議 

 

〇避難所運営会

議 

 

〇モデル地域内

合同研修会 

 

〇指導案検討会 

 

〇防災教育公開

授業 

〇講演会 

 

〇地域合同避難

訓練 

 

 

〇第三回実践委

員会 

市教委・学校 

 

学校・地域自

治会 

学校・地域自

治会 

 

市教委・学

校・地域自治

会 

県教委・市教

委・学校 

県教委・市教

委・学校 

県教委・市教

委・学校 

県教委・地域

自治会・市教

委・学校・保

護者 

学校・地域自

治会 

 

４ 具体的な取組  

(1)学校安全の中核となる教員の資質能力の

向上に係る取組について 

ア 実践委員会における情報共有 

５月、６月、１月に実践委員会を開催。

実践委員会の中で情報交換の時間を設け、

各学校の実践等について共有を図った。 

＜実践委員＞ 

千葉県教育庁東葛飾教育事務所指導主事、

流山市東部地区自治会自治連合協議会会長、

○モデル地域名：流山市東部中学校地区 

○学校数：小学校２校 

中学校１校  

○取り組む領域：災害安全 

○取り組む課題：学校、家庭、地域、関

連機関の連携による地域合同防災訓練の

実施  

本地域では流山市立東部中学校が平成

２５年度に千葉県教育委員会の指定を受

け、「命の大切さを考える防災教育公開事

業」を実施した。その結果、災害に対す

る知識及び災害時の行動の意欲とボラン

ティア精神の著しい向上が見られた。ま

た、例年地域住民とともに防災訓練を行

い相互の連携を高めている。 

 そこで本年度は拠点校を流山市立東小

学校に設定し、東部中学校で実践した防

災教育や地域との合同避難訓練のノウハ

ウを共有する。そのことで、より児童生

徒の発達段階に応じた取組が推進され、

地域の防災力が高まると考える。 

 

事業名：命の大切さを考える防災教育公開事業（学校安全総合支援事業） 

モデル地域：流山市東部中学校地区   拠点校：流山市立東小学校 

 

所轄教育委員会：流山市教育委員会  電話番号：０４－７１５０－６１０５ 



5 
 

流山市東部地区自治会自治連合協議会事務

局長、流山市東部地区自治会自治連合協議

会事務局長代行、東小学校長、東部中学校

長、向小金小学校長、東小学校主幹教諭、

東部中学校安全主任、向小金小学校安全主

任 

イ 公開授業の開催 

モデル地域内の拠点校を会場に、公開授

業を実施。 

日時：平成 30 年 10 月 12 日 

内容：４年社会科「地震からくらしを守る」 

   ５年体育科「けがの防止」 

参加者：学校職員  

参加人数：80 人 

(ア)４年 社会科「地震からくらしを守る」 

単元の導入では、災害の資料映像などを

提示し、学校で行っている避難訓練などの

防災活動の意味を考えさせるようにした。

また、学校で備蓄している非常用食料、飲

料水などが、どこにどのくらいあるのかを

調べる活動を行い、災害の発生時に、学校

が避難所として果たす役割を知ることにつ

なげた。本単元のまとめでは、グループご

とに分かれ、※ＤＩＧ（災害想像ゲーム）を

取り入れた活動を行った。 

公開授業では、大地震をシミレーション

し、グループで意見を交わしながら、学区

地図に危険と考えられる場所、安全と考え

られる場所を書き込んだ。児童に身近な場

所を教材にすることで、災害を具体的にイ

メージし、被害の状況を予測することがで

きた。また、児童の危険な場所や安全な場

所に関する知識や防災への意識が高まった。 

※ＤＩＧ（災害想像ゲーム）：参加者が地図を囲みながら

ゲーム感覚で災害時の対応策を考える災害図上訓練のこ

とで、Disaster（災害）、Imagination（想像）、Game（ゲ

ーム）の頭文字を取って名づけられた新しい防災訓練の１

つである。 

(イ)５年 体育科「けがの防止」 

けがをしたときに、傷口が汚れたまま保

健室に向かうなど適切な手当の仕方を身に

付けていない児童や手当の必要性に気がつ

いていない児童もいた。 

公開授業では、児童がけがの悪化を防ぐ

対処として、けがの種類や程度などの状況

をできるだけ速やかに把握して処置するこ

と、近くの大人に知らせることが大切であ

ることを理解できるようにした。また、児

童が体験や実習を通して、実際に簡単な手

当ができるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）授業講評 

 千葉県教育庁東葛飾教育事務所大森茂指

導主事より以下のとおり講評をいただいた。 

〇４年 社会科「地震からくらしを守る」 

・学習課題が身近な問題だったので、自分

たちの問題として捉えることができた。 

・あらかじめ予想することで、児童の興味・ 

関心を引き出すことができた。 

・危険な場所について、「なぜ、危険なのか」 
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「どのようにすれば良いのか」自ら考え、

判断する場面が設定されていた。 

〇５年 体育科「けがの防止」 

・導入で、今までの学習を振り返ることで、 

児童が興味・関心を持ち学習意欲の高ま

りがみられた。 

・写真やイラスト、現物を効果的に使用す

ることで学習内容が明確になり児童が安

心して授業に臨むことができた。 

・児童に自分の経験から考えさせることで、

より身近なものに感じ、「何ができるか」

につなげることができた。 

ウ 講演会の開催 

 モデル地域内において、学校安全アドバ 

イザー学校安全教育研究所教授・事務局長  

矢崎良明先生による講演会を実施した。 

日時：平成 30 年 10 月 12 日 

テーマ：身近に迫る大地震～学校・家庭・

地域の連携～ 

内容：地震防災教育の重要性、南海トラフ 

地震に関連する情報と発表条件、 

避難訓練の方法等 

参加者：学校職員 

参加人数：80 人 

児童生徒が教師の指示通りに動く従来の

避難訓練ではなく、これからは児童生徒が

自分自身で判断し、危険を避ける行動をと

る避難訓練にしていくことが大切であると

教えていただいた。 

 その避難訓練の実施方法についても、矢

崎先生の取組を映像資料で紹介していただ

いた。参加した先生方から、すぐに実践す

ることができて有効な方法であるので、早

速取り入れていきたいという意見が出た。 

エ 研修会の開催 

モデル地域内の学校の教職員を対象に拠

点校の学校安全に関する研修を実施した。 

日時：平成 30 年７月 31 日 

内容：東部地区自治会員と合同で避難所運 

営訓練 

参加者：モデル地域内の学校の教員 

参加人数：90 人 

災害時に役立つ防災スキルの向上と、避

難所運営のノウハウの伝達を目的として、

東部中学区にある３校が合同で研修を実施

した。 

 理論研修は、流山市立常盤松中学校教頭

長妻孝幸先生を講師に迎えて行った。「自ら

考えて行動する態度を高める防災授業のあ

り方」や「自助・共助・公助」の三助の意

味と防災対策について講義していただいた。 

 実技研修は、東部地区自治会連合協議会

事務局長代行岡田一美さんと地域の防災組

織の方々から、仮設トイレや仮設ベッド、

間仕切りの作り方、炊き出しの仕方を教わ

った。 

 毎年、避難訓練の会場になっていた東部

中学校の職員は、学んだ知識や習得した技

術を他校の職員に伝えた。 
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オ 地域合同避難訓練の開催 

日時：平成 30 年 10 月 13 日 

内容：避難所運営訓練、引き渡し訓練等    

参加者：東小学校児童、東部中学校生徒、 

東小学校 PTA、保護者、東部地区 

自治会 

参加人数：1700 人 

東部地区学校地域は、古くからの自治会

組織がしっかり機能している。平成１７年

に東部地区２４自治会が連合協議会を設立

し、地域コミュニティの維持・活性化を図

るとともに、地域の防災力を高める防災活

動を行っている。 

毎年、地域の方々だけでなく中学校や地

元企業も参加する大規模な合同防災訓練を

実施している。その防災体制の整備への貢

献が評価され、平成２９年に防災功労者防

災担当大臣表彰を受賞した。 

東部地区地域合同防災訓練は、これまで

５年間、東部中学校を会場にしていたが、

今年度は東小学校を会場にして実施した。

開会行事では市長から挨拶をいただいた。

また、東消防署のレスキュー隊員が、瓦礫

の中からの人命救助を実演した。瓦礫は、

地元企業の協力により設置することができ

た。 

 

 この避難訓練は、小学生に対しては家族

や地域と共に災害に立ち向かう態度や防災

に関する基礎知識を学習させること、中学

生に対しては地域防災を担う必要性を学習

させることを目的としている。発達段階に

応じて、体験・見学活動を設定した。 

（ア）高学年、中学生の体験活動 

 高学年は「仮設トイレ」「仮設ベッド」「間

仕切り」「炊き出し」「救急法」の５つのグ

ループに分かれ、避難所運営の体験活動を

行った。児童は、保護者と共に、中学生と

地域の方々の指導を受けながら活動した。 
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 炊き出しは、ライターの使い方を知らな

い児童や、初めておにぎりを握る児童が多

く、体験開始当初は戸惑っている姿が見ら

れた。     

しかし、保護者や地域の方々から火の付

け方のこつやおにぎりの握り方を教わり、

すぐに慣れて活動することができた。 

 中学生は毎年訓練を受けているので、手

際よく作業することができる。体験活動中

の児童に積極的に関わり、丁寧に教えるこ

とができた。生徒には東小学校の卒業生も

多く、児童生徒の交流にもつながった。 

 

 
（イ）低中学年の体験・見学活動 

 低中学年は、保護者と共に見学・体験活

動を行った。前述の５つの見学の他、「スリ

ッパ作り」「煙道」「起震車」「車いす」「ア

イマスク」「降雨車」の体験活動である。 

スリッパ作りの様子である。児童は、地

震が起きた際、裸足で歩いて足を怪我しな

いように、新聞や広告などを使った簡易ス

リッパの折り方を保護者や地域の方と一緒

に体験した。 

 多くの児童が体験したのが国土交通省か

ら来ていただいた「降雨車」である。児童

はレインコートを着て車に乗り、台風級の

雨風を体験した。大雨と暴風に声をあげて

驚いたり、動くことができず必死に耐えて

いたりした。 

 

カ 学校安全アドバイザーの活用 

（ア）学校安全教育研究所教授・事務局長 

矢崎 良明 先生 

〇派遣校数  １校 

〇派遣回数  １回 

 

(2) 学校安全の取組を評価・検証するため

の方法について 

ア 流山市の成果指標 

（ア） 管理職の他に、学校安全を推進する 

ための中核となる教員を校務分掌に位

置付けている学校の割合は、事業実施

前後ともに、100%であった。 

（イ）学校安全に関する校内会議や研修等を

実施し、危機管理マニュアルの見直しや

内容の周知などを行い、日頃の安全教

育・管理や危機発生時における各教職員
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の役割について、共通理解を図っている

学校の割合は、事業実施前と比較し１校

増加し、100%となった。 

（ウ）学校安全の取組に関する授業公開や 

成果報告会、研修会等を実施し、他校や

地域への情報共有を行った学校の割合

は、２校増加し、100%となった。 

（エ）防災教育公開事業に参加して得た知 

見を校内研修に活かしていると回答し

た学校は小学校が１６校中６校、中学

校が９校中２校であった。 

 

６ 成果と今後の課題 

（１） 防災教育公開授業について 

【成果】 

 児童の実態や地域の状況に合った教材を

開発することができた。児童の防災意識が

高まったことで、家庭で備蓄品や避難場所を

確認する話し合いをして、結果、保護者の防

災意識も高まった。 

【課題】 

 防災教育の教材や資料、指導方法につい

て次年度以降も継続して活用することがで

きるようにしていくこと。そして、今後更

に充実させていくことが課題である。 

（２） 地域合同防災訓練について 

【成果】 

 東部地区地域合同防災訓練という優れた

取組を、会場を変更して実施したことで、

そのノウハウを特定の学校に留めることな

く市内へと進めることができた。また、学

校、家庭、地域の人々がコミュニケーショ

ンを取って参加し、相互に交流することが

できた。 

【課題】 

 地域の方々には、地域防災を担うのは中

学生であるという強い思いがある。小学生

には実践的な訓練を行うことができないと

東小学校を会場とした地域合同防災訓練に

は反対もあった。そこで、訓練に中学生が

参加し、小学生に指導するという形で中学

生への訓練が途切れないようにした。 

今後は、東部中学区地域の向小金小学校

を会場にした地域合同防災訓練の開催につ

いて、学校と保護者、そして地域の方々と

話し合いを進めていく。 

（３） 研修と講演について 

【成果】 

 研修や講演をとおして、教職員に防災教

育の大切さを理解させることができた。防

災教育が必要だと思っているが、やり方が

わからない人や防災教育を始めたが、どの

ような教材を使うべきか分からない人たち

の刺激や支援になった。 

【課題】 

 防災教育を推進していくことができる人

材を育成することが今後の課題である。 

 

 


