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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 

４月 

 

 

 

 

 

５月 

 

 

 

６月 

 

 

 

７月 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

 

９月 

 

 

 

○第 1 回教職員研

修 

 

 

 

 

○第１回実践委員

会 

 

 

○第２回教職員研

修 

 

 

○第１回推進委員

会への参加 

○第２回実践委員

会 

 

 

 

 

○防災に係る通学

路危険箇所の点検 

○神崎町防災訓練 

 

 

 

町教委・学校 

・北総教育事

務所指導主

事・学校安全

アドバイザ

ー 

町教委・学校 

・北総教育事

務所指導主

事 

町教委・学

校・北総教育

事務所指導

主事 

町教委・学校 

 

町教委・学

校・警察・消

防・地域住

民・北総教育

事務所指導

主事 

町教委・学

校・警察等 

町教委・学

校・消防・地

域住民等 

 

○モデル地域名：神崎町 

○学校数：小学校２校 中学校２校 

○取り組む領域：災害安全 

○取り組む課題：帰宅困難・引き渡し  

平成 23 年に発生した東日本大震災で

は、これまでの想定をはるかに超えた巨

大地震・津波によって、多くの人命が失

われるなど、未曾有の被害が生じた。ま

た、この震災だけでなく、豪雨や台風に

よる浸水被害などの災害も多く発生して

いる。このような状況から、防災教育の

一層の充実が求められており、災害に対

する正しい知識・技能を基に的確に状況

を判断し、自他の生命尊重を基盤として、

自ら安全に行動し、他の人や社会の安全

に貢献できる力を育成していかなければ

ならない。 

防災教育では、「自助」の精神が、すべ

ての基礎になる。災害に向き合い、その

日その瞬間に正しく行動できる姿勢を全

ての児童生徒が体得することが最も重要

である。そのためには、日常生活におい

ても状況を判断し、適切な行動をとると

いった「主体的に行動する態度」を身に

付けさせることが大切である。 

また、本町は、９月に行政主体による

防災訓練と各学校の避難訓練を実施して

いるが、それぞれが独自で行っている。

今後、さらに防災の意識を高める上でも

互いに連携を図る必要がある。 

 

事業名：地域や関係機関と連携した防犯教育公開事業・千葉県通学路推進事業・

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：神崎町   拠点校：神崎町立神崎小学校 

所轄教育委員会：神崎町教育委員会  電話番号：０４７８－７２－１６０１ 
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10月 

 

 

 

11月 

 

 

 

 

 

 

12月 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

 

２月 

 

○第３回教職員研

修 

 

 

○公開授業 

 

 

 

 

 

 

○第３回実践委員

会 

 

 

 

 

 

 

○各学校における

取組の検証 

○第２回推進委員

会への参加 

町教委・学

校・北総教育

事務所指導

主事 

町教委・学校 

・地域住民・

ＰＴＡ・北総

教育事務所

指導主事・学

校安全アド

バイザー等 

町教委・学校 

・地域住民・

警察・消防・

ＰＴＡ・北総

教育事務所

指導主事・学

校安全アド

バイザー等 

町教委・学校 

 

町教委・学校 

 

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 

① 実践委員会における情報共有 

５月、12 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＞ 

千葉科学大学教授、北総教育事

務所指導主事、町総務課、町区

長会長、神崎小学校ＰＴＡ会長、

神崎町教育委員会、神崎小学校

校長、神崎小学校教頭、神崎小

学校教務主任、神崎小学校研究

主任、神崎小学校安全主任、米

沢小学校校長、米沢小学校教頭、

米沢小学校教務主任、米沢小学

校安全主任、神崎中学校校長、

神崎中学校教頭、神崎中学校安

全主任、神崎中学校安全副主任、

香取警察署神崎駐在、成田消防

本部下総分署署員 

 

② 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 11 月 16 日 

    テーマ：自ら判断し、適切な行動

がとれる子供の育成 

    内容：社会科・道徳科の授業研究 

    参加者：町教委・学校・ＰＴＡ・

北総教育事務所指導主事・県教

委・学校安全アドバイザー 

    参加人数：１２３人 

   【4 年社会科(町職員とのＴＴ)】 

【５年道徳科】 
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③ 講演会の開催 

     モデル地域内において、学校安

全アドバイザーによる講演会を実

施。 

    日時：平成 30 年 11 月 16 日 

    テーマ：将来の自然災害を乗り切

れる児童・生徒を育てるには 

    内容：学校安全アドバイザーによ

る講演 

    参加者：町教委・学校・地域住民・

ＰＴＡ・北総教育事務所指導主

事・県教委 

    参加人数：６７人 

 
  【藤本一雄教授による講演】 

 

④ 研修会の開催 

ア 拠点校の教職員とモデル地域内

の学校の中核教員等を対象に学校

安全アドバイザーの千葉科学大学

藤本教授を講師に招き、防災教育

についての理論研修を実施。 

日時：平成 30 年 4 月 26 日 

内容：防災教育についての理論研

修 

参加者：モデル地域内の学校の教

員 

参加人数：２１人 

 

イ 拠点校の教職員とモデル地域内

の学校の中核教員等を対象に、北

総教育事務所指導主事を講師に招

き、防災教育についての授業実践

研修会（生活科、特別活動）を行

った。 

日時：平成 30 年 6 月 13 日 

内容：防災教育についての授業実

践研修会 

参加者：モデル地域内の学校の教

職員 

参加人数：２１人 

 

ウ 拠点校の教職員とモデル地域内

の学校の中核教員等を対象に、北

総教育事務所指導主事を講師に招

き、防災教育公開事業に向けての

指導案検討会（社会科、道徳科）

を行った。 

日時：平成 30 年 10 月 5 日 

内容：防災教育公開事業に向けて

の指導案検討会 

参加者：モデル地域内の学校の教

職員 

参加人数：２１人 

 

  ⑤ 合同防災訓練の開催 

    モデル地域内四季の丘地区を会場

にモデル地域内の教職員、児童及び

自治会等が参加する合同防災訓練を

実施。 

     【児童による消火訓練】 



13 
 

日時：平成 30 年 9 月 3 日 

内容：放水訓練、消火栓の確認、

赤十字による炊き出し等    

参加者：神崎小学校児童、米沢小

学校児童、神崎小学校教職

員、米沢小学校教職員、神

崎中学校教職員、四季の丘

地区自治会、町総務課、教

育委員会、消防署員等 

    参加人数：６８人 

 

⑥ 学校安全アドバイザーの活用 

千葉科学大学 教授 藤本一雄 

派遣校数  １校 

派遣回数  ２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 

① モデル地域内の全ての学校で教職

員に聞き取りを行った。また、各学

校の取組については、統一した指標

を用いて取組の実施状況を把握した。 

 

② 神崎町の成果指標 

 ア 地域と連携しながら、地域の防

災訓練に参加し、防災訓練を地域

住民と合同で行った学校の割合は、

事業実施前と比較し２校増加し、

６７％となった。 

 

 イ 災害を想定して、児童生徒が帰

宅困難となった場合に備え、児

童・生徒の引き渡し訓練を行った

学校の割合は、事業実施前と同じ、

６７％だった。 

 

 

 (3) その他の取組について 

① 拠点校における避難訓練の見直し 

 ・２９年度までの４回（火災想定、

地震想定、不審者侵入対応、引き

渡し）に加えて、登下校時におけ

る訓練２回（不審者対応・地震想

定）と、緊急地震速報対応訓練を

３回行い、現実教職員・児童の意

識を高めるとともに、訓練内容も

より現実に即した物に改めた。 

【従来の避難訓練（地震）】 

 

【緊急地震速報対応訓練】 

【登下校時の避難訓練（地震）】 
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② 拠点校における引き渡し方法の見

直し 

 ・２９年度までは、地震発生時に屋

外で児童を保護者に引き渡す想定

しかしていなかったが、雨天時に

体育館で引き渡す方式と、荒天時

や不審者出没時等で屋外に人を出

さなくても済む方式（ドライブス

ルー方式）を新たに設け、訓練や

検証を行った。 

【引き渡し訓練（体育館）】 

 

【ドライブスルー方式の引き渡し】 

 

③ 拠点校における避難所対応訓練の 

実施 

 ・ＨＵＧを用いて避難所対応の机上

訓練を行うとともに、必要な物の

在処や有無について確認した。基

本的には避難所運営は町が主導で

行うが、初期対応については、学

校の役割が大きくなる。児童の引

き渡し対応と平行して行う難しさ

が判明するなど、教職員の意識を

高めることができた。 

   【避難所対応机上訓練（ＨＵＧ）】 

 

 

６ 成果と今後の課題 

【成果】 

・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ること

は、以前より各校で行われていたた

め、事業開始前から高水準であった。 

・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

ける各教職員の役割について、共通

理解を図ることも、事業開始前から

各学校で行われていたため、学校数

的には変化はない。しかし、それは

前年度の踏襲を基本として、多少の

マイナーチェンジを行う程度のケー

スがほとんどであり、抜本的な改革

に向けての検討を始められたことは

大きな成果である。 

・拠点校となった神崎小学校はもとよ

り、他の２校でも、学校安全に関す

る保護者対象の研修会を行ったり、

広報による周知を行ったりと、他校
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や地域への情報共有を行うことがで

きた。 

・事業前は、合同防災訓練に参加した

学校は０だったが、２／３の学校が

地域の防災訓練に参加することがで

きた。 

・児童生徒が帰宅困難となった場合に

備え、児童生徒の引き渡し訓練を行

った学校の割合については、事業開

始前から小学校では行われていたた

め、数値的には変化はない。しかし、

特に拠点校では、災害の種類に応じ

て対応を変えるなど、抜本的に改革

をすることができた。 

 

【課題】 

・危機管理マニュアルの見直しについ

ては始まったばかりであり、内容の

整理や各学校間での統一など、問題

点を洗い出し、具体的な改善案につ

いて検討していく必要がある。 

・各校とも他校や地域への情報共有を

行えてはいるが、拠点校と、その他

の２校での取組に大きな差がある。

拠点校での取組を参考に、他校でも

取組内容を深化させていく必要があ

る。 

・合同防災訓練への参加校数は増えた

が、どの学校も１つの学年のみの参

加であった。これは、開催地への移

動に困難があること。全児童・生徒

が参加するだけの、場所やスタッフ

を確保することが難しいことが挙げ

られる。また、学校行事の関係で中

学校の生徒は参加できなかった。学

校行事等の時期についても考慮する

必要がある。 

・児童生徒の引き渡しについても、拠

点校の取組を他校にも広げていく必

要がある。特に中学校については、

引き渡しの経験のない教職員も多く、

早期の改善が望まれる。 

 


