
①　校内研修 
②　教職員の共通理解

平成24年度　宮城県教育研修センター専門研究　防災教育研究グループ[ダイジェスト版]	 

防災主任を中心とした防災教育の推進に関する研究 
－「防災教育スタートパック」の開発と活用の提言を通して－	

研究の概要  

　 東日本大震災を受けて策定された「宮城県震災復興計画」  (平成23年10月)では，児童生徒等

の災害対応能力を高める教育の推進を掲げています。これを受けて，宮城県では各公立学校に

防災主任が配置され，教職員の共通理解と校内研修の実施に基づく防災教育の推進を目指して

います。

　本研究は，新任防災主任研修会と連動して「防災教育スタートパック」を開発し，校内研修に

おける活用を通して学校内における組織的な防災教育の推進を図る提言です。

各内容の詳細 
については， 
裏面へ･･･ 

新任防災主任研修会 
における意識・実態調査	

防災教育 
を取り巻く 

現状	

安全教育 
の充実 

中央教育審議会	

「防災主任」の配置 
「みやぎ学校安全 
基本指針」の策定 

宮城県の教育施策	

災害と向き合い 
対応していく力 
の育成 

宮城県の自然環境	

組織的・ 
体系的 
な取組 
文部科学省	

新しい防災教育への理解が
必要
・防災主任としての役割が
分からない
・どう役割分担していけば
よいか分からない

地域等との連携に課題
・地域連携の仕方が
分からない

効果的な校内研修が必要
・防災のワークショップの
もち方を教えて欲しい

防災教育（学習）の充実に課題
・関連教科等で取り組んで
いない
・体系的・系統的でない
・具体的な例を知りたい

避難訓練の改善に課題
・想定が固定化している
・より実践的な訓練にしたい

防災教育全般
・見通しをもてない

体制（組織）への理解が必要
・これまでの安全教育との
相違が分からない
・防災主任としてどう進め
ていいか分からない

教職員間に意識の差に課題
・職員の中にも温度差がある
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「スタートパック」の概要が分かります。

① はじめに
４月当初の防災研修実施に役立ちます。

今必要な防災研修が見つけられます。

年間を見通した防災研修を計画できます。

４つのガイドとなる資料

「みやぎ学校安全基本指針」

から災害安全に関わる「必ず

身に付けさせたい事項」と

「具体的指導内容」を発達

段階別に作成。ウェブサイト

から参考となる指導資料に

リンクしています。

① 必ず身に付けさせたい事項と内容

学校ウェブサイトを活用して，自校
の防災教育を発信する例です。

５つの参考資料
○○市立

□□小学校

TOPページ 学校便りブログ お知らせ リンク集 防災の取組

学校の概要

沿 革

経営方針

校 歌

校舎案内

周辺地図

緊急連絡

最新情報

緊急時の対応
（保護者・地域

の皆様へ）

■5/30
・「学校便り（6月）を

追加しました。

■6/3
・「緊急時の対応」の

をハザードマップを

更新しました。

■5/30
・「学校便り（6月）を

追加しました。

■6/3
・「緊急時の対応」の

をハザードマップを

更新しました。
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プレゼンテーションソフトで作成して
います。
→学校の実態に応じた内容の加除修正
が可能です。

進行要領例もあります。
→防災主任が講義する形態で研修会を
行うことが可能です。

① 学校安全における防災教育の位置付けについて

６つの講義用スライド

スライド例

作成のポイント

防災教育とは
約５分

１ はじめに
２ 新しい防災教育とは
３ 防災教育の領域と構造
４ 発達段階毎の具体的な内容
５ みやぎの防災教育
６ 防災教育を進めるにあたって
７ おわりに

「防災教育とは」 4／17

２ 新しい防災教育とは

東日本大震災から見えた８つの教訓
「みやぎ学校安全基本指針より」

１ 防災に対する日頃の教職員の共通理解・共通実践！

（子どもたちの命を守る積極的対話と役割分担等の確認）

１ 防災に対する日頃の教職員の共通理解・共通実践！

（子どもたちの命を守る積極的対話と役割分担等の確認）

３ 二次災害に対応した，避難場所（２次・３次）の設定・避難
経路の確認！
（これまでの想定にとらわれない安全を確保する避難場所・
避難経路）

３ 二次災害に対応した，避難場所（２次・３次）の設定・避難
経路の確認！
（これまでの想定にとらわれない安全を確保する避難場所・
避難経路）

２ これまでの避難訓練の見直し！
（津波等あらゆる災害を想定し，授業時間以外も含めた
避難訓練の実施）

２ これまでの避難訓練の見直し！
（津波等あらゆる災害を想定し，授業時間以外も含めた
避難訓練の実施）

「防災教育とは」 11／17

・自らの身を守り乗り切る力（自助）

・知識を備え行動する力（自助）

・地域の安全に貢献する心（共助・公助）

・安全な社会に立て直す力（共助・公助）

・安全安心な社会づくりに貢献する心

（公助）

５ みやぎの防災教育

学校における安全教育を通して身に付けさせたい力と心

H24，10月 発行

＜「みやぎ学校安全基本指針」においての捉え＞

自助：自分を守る。

共助：他者を助ける。

公助：ボランティア等，地域や社会の安全に貢献する。
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・自らの身を守り乗り切る力（自助）

・知識を備え行動する力（自助）
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・安全な社会に立て直す力（共助・公助）

・安全安心な社会づくりに貢献する心

（公助）

５ みやぎの防災教育

学校における安全教育を通して身に付けさせたい力と心

H24，10月 発行

＜「みやぎ学校安全基本指針」においての捉え＞

自助：自分を守る。

共助：他者を助ける。

公助：ボランティア等，地域や社会の安全に貢献する。「防災教育とは」より

5／18教科等で取り組む防災教育

２ 教科等で防災教育を行う意義

なぜ教科で防災教育なのか･･･

指導により身に付けた内容

学習により補充・深化・統合

どのように判断
すればよいか

どのような行動
をすればよいか

どうすれば
安全なのか

なぜ危険なのか

５つの防災ワークショップ

全てのワークショップ共通の資料です。ワークショップの概要，
防災ワークショップの効果，活用・発展例がまとめてあります。

５つの防災ワークショップのそれぞれに，すぐに印刷・自校化
できる５つの資料があります。

はじめよう「防災ワークショップ」

① 研修ガイド

③ 進行スライド（進行要領例）

② ファシリテーター進行表

⑤ ワークシート

それぞれの場面において，危険と事前対策，取るべき行動，児童
生徒等への指導を考えるワークショップです。

→児童生徒等の指導や家庭・地域等との連携にも活用できます。

防災ワークショップを活用した
校内研修の様子

→防災主任はもちろんのこと，

誰でも講義を進めることが

できます。

② 防災教育について

③ 教科等で取り組む防災教育について

④ 防災訓練について

⑤ 校内の体制整備の必要性について

⑥ 保護者や地域等との連携について

② クイック検索

③ 年度当初の防災研修プラン

④ 活用例

③ 通学路編

⑤ 避難訓練チェック表

④ 指導事項カード活用例

③ 情報発信例

② 指導資料を取り出せるリンク集

⑤ 家庭編④ 校外学習編

② 校地編① 学区編

共通理解
を図りたい

参考資料講義用スライド

具体例を
知りたい

YES NO

意識の差を
なくしたい

防災ワークショップ

月 日 曜 主な予定 防災研修会の案 

２ 火 
職員会議 ■講義用スライド 

「防災教育とは」（10 分） 
 防災研修会Ⅰ（60 分） 
■講義用スライド 

「校内の体制整備について」（10 分） 

 
４ 

３ 水 

各種部会 
新年度準備 
生徒指導会議 

■防災ワークショップ「校地編」（50 分） 

 

学校安全に関する組織活動 項目 
 
月  研 修 

スタートパック
の活用 

４ 
月 

・地域パトロール 
・春の交通安全運

動期間の職員 

・遊具等の安全点
検方法等に関
する研修 

○防災ワーク 
ショップ・ 
学区編 

 

各ワークショップに関する資料

④グループ進行表



宮城県教育研修センター

〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉393 

電話：022-227-2626 FAX：022-213-8635 

URL http：//www.edu-c.pref.miyagi.jp/

平成24年度防災教育研究グループ

専門研究員 大崎市立古川第三小学校 本田 結城子
石巻市立門脇小学校 柏 晃司
南三陸町立伊里前小学校 阿部 正人
宮城県志津川高等学校 岸 貴司

指導主事 教職研修班 安斎 善和
情報教育班 小松 浩行
教職研修班 樋川 研吾

平成24年度新任防災主任研修会地域別研修のアンケートより

防災ワークショップ（校地編） 参加者の声

「防災教育スタートパック」を活用して，
１年を通して防災教育に取り組みましょう。

日頃の多忙さから，防災教育の必要性・重要性
は分かっていながら，具体的に取り組めていな
いのが現状である。今回体験したワークショッ
プならすぐに実践できそうだ。

このワークショップは，教
職員のみならず児童・生徒
にも防災意識を高める上で
効果があると思う。

ワークショップの
作業過程が重要だ
と実感できた。

こういったパックが
あると，どの学校で
も共通のプロセスで
勤務校の防災を学べ
るのでよいと思う。

取り組みやすいと思
う。年度の初めに，
転任してきた先生も
交えて行ってみたい。

防災教育スタートパック

＜活用手順＞
１ 使いたい内容をクリック

２ 各種資料をクリックして

閲覧・ダウンロード

３ 参考となるリンクへもダイレクトにジャンプ
４ サイトを閲覧，必要ページを印刷

自校化できるよう加除修正
可能な資料もあります。


