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  平成30年7月豪雨にて、被災された地域のみなさまに心からお見舞い申し上げます。 

  NPO法人さくらネットでは、災害ボランティア活動支援プロジェクト会議(支援Ｐ)という全国ネットワークの事務局として、12府県60ケ所に

開設された災害VCの運営支援(被害が特に大きかった京都府・岡山県・広島県・愛媛県)を行いながら、被災した子どもたちへの支援のプロ

グラムを展開させて頂いています。特別支援学校や特別支援学級の子どもたちの中にも、不便あるいは不安な生活をおくっている状況があると

知り、現地の関係者のみなさんを後押ししながら、長期的な支援について検討させて頂きます。 

 また、この夏、復興期である熊本県においては、「熊本地震を語りつぐ」プロジェクト第一回の合宿を実施しました。阪神・淡路大震災を経験

した若者たちの思いが後の被災地につながっていく様子を拝見し、とても嬉しく思っています。 

 さて、みなさまにお届けしている「さくら防災学習新聞」ですが、今年はリニューアルを試みています。1月号から 「クリエイト・防災学習」コー

ナーを設け、兵庫県立舞子高校・環境防災科初代科長の諏訪清二先生(現在は、兵庫県立大学大学院特任教授、神戸学院大学非常

勤講師)に編集をお願いしています。夏の号は、千葉県長生特別支援学校の瀧川先生にもご執筆を頂き、とても充実しています。じっくりお読

み頂きたいと思います。 

NPO法人さくらネット 代表理事 石井布紀子  

【平成28年熊本地震支援活動のご報告】 

 今年度発足した「熊本地震を語りつぐ」プロジェクト実行委員会では、

ユース熊本地震を「語りつぐ」会として、２つのプロジェクトを進めています。 

 ①子どもたちの声を活かすプロジェクト：7月と12月の交流合宿 

 ②子どもたちの声を集めるプロジェクト：作文・詩の公募 

 7月の合宿では、県内外から28名の 

学生が集まりました。合宿の様子は、 

次号でお届けいたします。また、作文・ 

詩の公募がスタートしました。 

 「あの日のできごと」 

 「大切にしたい思い出」 

 「その後に考えたこと」など 

をテーマに募集中です。 

＊ベネッセこども基金様の助成金をいただき実施しています 

【東日本大震災被災地支援活動 事前研修会＠兵庫県】 

 7月19日、兵庫県立宝塚東高校で、8月に東日本大震災被災

地支援活動に取り組む高校生の事前研修会に伺いました。高校

生は宮城県に行き、学習、見学、交流を通して、「東北の今」と向

き合います。東日本大震災当時、今の高校生は小学2~4年生で

した。東日本大震災の様子をテレビで見たと、多くの学生が手を挙

げてくれました。はじめて足を運ぶ学生も大勢いるようです。 

 今回は、「事前の心構え」についてお話させていただきました。「知

ること」、「現地での安心・安全を確認すること」、「目の前のコトと向

き合うこと」をポイントに、お話させていただきました。 

 被災した地域に行く場合、大きな災害を体験していたくても、当時

の話を聞く中で、驚いたり戸惑うこともあると思います。泣いてしまうこ

とがあっても、それは自然なことです。しんどくなったら、周りの仲間や

先生を頼ってほしい、ということも伝えました。災害の事実や今の暮ら

しはもちろん、東北の素晴らしさもたくさん見つけて、元気に帰ってき

てほしいです。 

 平成30年7月豪雨により、大きな被害が出ています。亡くなられた方々にお悔やみ申し上げますととも

に、被害に遭われた方々に、お見舞い申し上げます。さくらネットでは、今回の災害を受け、支援活動の

ための募金受付を開始いたしました。活動は、下記の3つを予定しています。 

 ①ユースボランティアバスの運行 

 ②子どもたちの安心感・安全感につながる支援 

 ③障害のある子どもたちの安心感と合理的配慮に根ざした復興防災学習支援 

 

 支援エリアや具体的な活動内容については、現地の状況を踏まえ、関係者と調整の上、決定いたしま

す。随時、SNS等でご報告いたします。また、上限15%を支援に関する活動の間接経費で使わせてい

ただきます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。みなさまのご理解、ご協力、よろしくお願いいたし

ます。 

 《振込先》 

 銀行:ゆうちょ銀行    店名:四三八(ヨンサンハチ)  

 店番:438  

 種目:普通預金      番号:7985247  

 名義:特定非営利活動法人さくらネット 

・8/7 熊本県甲佐町研修会 

・8/21 田辺市中高生研修 

・8/23 滋賀県子どもを守る 

     研修会 

＊その他、ボラバス運行を予定 
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【ネパール地震から3年】 
 8,500人を超える死者を出し、ネパールの人口の約30%にあたる約800万人が被災したと言われる大地震から3年。ネパールで地震防災を
リードしてきたNSET－Nepal（National Society for Earthquake Technology in Nepal）が内務省や復興庁、ネパール科学技術
院と主催する国際会議"RISK2RESILIENCE"に出席するために、6月中旬、カトマンズに行ってきました。 
 
 会議は、ネパールの地震のメカニズムや脆弱性の評価、耐震化された建物の必要性、今ある脆弱な建物群の耐震化の手法、復興の現状
や展望など、会議の名称であるRisk（災害につながる危険）とResilience(災害からの回復力)をハード、ソフト両面から考える内容でした。 
 
 ただ、ここでは会議の報告ではなく、その前日に訪れたアラポットという村で、バル・ビカス・セカンダリー・スクール（以下、バル・ビカス）の先生方
と話し合った内容を紹介したいと思います。 
 
 
【モンスーン休暇】 
 
 国際会議の前日、2002年から親交のあるバル・ビカス・セカンダリー・スクール（以下、バル・ビカス）を訪れました。いつものようにこどもたちが
野摘みの花で歓迎してくれるのかなと想像しながら鉄製の校門を入ると校舎も校庭もがらんとしてこどもたちの姿はありません。ちょうど先生方が
徒歩やバイクで集まってきているところでした。こどもたちがいない理由を尋ねると「モンスーン休暇」だとの返事。15年以上前からネパールに来て
いるけどそんな休暇があるなんて初めて聞きました。2日前の金曜日に雨期突入が正式に発表され、それから15日間の長期休暇に入るとのこと
でした。「それなら雨期の終わる8月末までずっと休めばいいじゃないか」というと、「いやいや、それはちょっと…。」やり取りの中で他の先生から「正
式には夏休みと呼ぶはずだ」という声も上がりました。人によって受け止め方が違うのかと不思議に感じたけど、「まあ、その件はこれくらいで」という
雰囲気であやふやになってしまいました。 
 
 
【全員集合】 
 
 ネパールではこどもたちの休暇はそのまま先生方の休暇です。日本のように、夏休みに出勤して身を粉にして働く先生方！という風景はネパー
ルでは見られません。ところが、この日は休暇にもかかわらず校長をはじめ13人の先生方が学校に来てくださいました。おそらく全員だと思います。
「日本から諏訪が来る」と聞いて、校長の号令のもと皆さんが「それならぜひ会おう」と来てくださったそうです（ホンマかいな？目が笑っていたから
リップサービスだと思うけど）。チョコを持参していて良かったとつくづく思いました（しかも2箱！）。  
 
 今年の2月下旬から3月上旬にかけてチームひょうごのプロジェクトでネパールを訪問した際、バル・ビカスにも立ち寄って、数人の先生方と少し
話をしました。「これから年間指導計画の中に防災教育を位置付けてどんどん実践していきたいので応援して欲しい」と言われていたので、
"RISK2RESILIENCE"の会議の前に訪問したいとNSETにリクエストをして、先生方とのミーティングを実現してもらったのです。 
 
 
【Kathmandu-Kobe Exchange Program 】 
 
 バル・ビカスでは、1年生から10年生までの150人ほどのこどもたちが学んでいます。実はバル・ビカスは、兵庫県立舞子高校環境防災科が
ずっと交流してきた学校です。2002年から続いています。 
 
 当初、舞子高校からの参加者は阪神・淡路大震災を記憶していました。その体験を伝え、それを聞いたネパールのこどもたちが防災の重要性
に気づいてNSETが進める「学校地震安全プログラム」（SESP：School Earthquake Safety Program）に貢献すること、逆に私たちが
SESPの内容を学ぶこと、そしてバス・ビカスで歌って踊ってカルチャーボックスを交換し、村に泊まって文化交流をすること、この三つが目的でした。 
 
 それから3～4年もすると、NSETが防災の講義、こどもたちの発表、ワークショップ、訓練などのプログラムからなる防災合宿を企画するようにな
りました。100人を超える参加者が集まり、防災の活動だけではなく会話やレクリエーション、もっと言えばその場にただ一緒にいて、食事をしたり
笑いあったりすることで交流を深めていきました。ネパール側の中心にはいつもバル・ビカスの生徒とボランティアで運営を手伝う卒業生がいました。 
 
 だから私は、バル・ビカスは防災教育の先進学校だとずっと思っていましたが、最近はちょっと様子が変わってきたようです。理由を探ってみると、
意外な原因が見えてきました。 
 

ネパール地震から3年① ～チームひょうごによる支援プロジェクトの後をにらんで～ 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  
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ネパール地震から3年② ～チームひょうごによる支援プロジェクトの後をにらんで～ 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  

【村の変化】 
 
 舞子高校と交流を始めたころ、バル・ビカスがあるアラポットは貧しい村でした。そういえば、当時はホームステイを依頼すると、受け入れ可能な
家庭は3軒しかないと言われた記憶があります。「日本の高校生にはトイレが必要だろう。でもトイレのある家は３軒しかないんだ」というのが理由
でした。 
 
 そのような貧しい村だからこそ村人は学校を大切にしていたのだそうです。学校行事には村人も参加してくれました。SESPの一環で生徒たちが
防災を学び、学んだ内容を村人に伝えに行く行事にも積極的に関わってくれました。NSETによる校舎耐震化もインパクトになったはずです。村
人も参加する「学校運営委員会」も十分に機能していました。バル・ビカスはいつも村の中心にいたのです。 
 
 カトマンズに人口が爆発的に集中し始めると、カトマンズ盆地内の北東にあるアラポットにも地方から仕事を求めてやってきた人が家を建て、あ
るいはアパートに住んで、カトマンズ市内へ通勤するようになりました。彼らの関心は都会で働いて少しでも高い賃金をもらい、こどもたちにより良
い教育を受けさせることにあります。だから、お金が手に入った人々は村の学校よりも都会の英語学校や寄宿学校、有名校にこどもをやるように
なってきました。バル・ビカスが村の求心力であった時代は過ぎ去ってしまったのです。 
 
【バル・ビカスの挑戦】 
 
 熱くて甘いミルクティを飲みながらあれやこれやと話し合いました。持参したチョコも私たちの雰囲気をアットホームなものにしてくれました。 
 
 バル・ビカスの先生方は、2015年の大地震を経験して、もう一度防災教育を始めよう、始めなければならないと強く思ったそうです。私たちの
ヌワコットでの実践をノートパソコンで紹介し、ネパールの教育事情や学校の考えている方向を教えてもらいました。7年生から10年生を対象とす
ること、使える時間帯は基本的には教科しかないこと（日本のように「特別活動」や「総合的な学習の時間」はないのだそうです）、ただし金曜
日は午前のみなので午後を使えることなどがわかってきました。 
 
 そしてたどり着いたのが、チームひょうごのプロジェクト成果をヌワコットとカトマンズで報告する会議を開く8月末、私たちがアラポットを訪れて、モデ
ル授業と教員セミナーをしようという結論でした。周辺の学校にも声をかけ，各校2人の参加要請をすることも決めました。リソースパーソン
（resource person 20-30ほどの学校群【cluster】の教育を監督する人）にも呼びかけます。ただし研修会の原資はありません。 
 
 今回は自費参加で呼びかけようと決めました。会場はバル・ビカスに建設中の４教室からなる新校舎です（８月までに完成するかな…？）。 
 
 途上国でのプロジェクトでは、一般的には参加者に旅費を支払います。中には日当を払うケースもあるようです。「自費参加」でも来てくれるの
なら大きな期待が持てます。それだけ意識が高まっていること、自立しようとしていることの表れだと思っています。 
 
一回きりではなく、定期的に行えるような手立てを打っていかなければと考えています。 
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あたりまえ防災サロン 特別支援学校の危機感と突破力 ③－１ 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  

 さくらネットが実施した「平成29年度社会福祉振興助成事業全国特別支援学校と共に取り組む『あたりまえ防災サロン』推進プロジェクト」の
アンケートの自由記述の中から、今回は「引き渡し時の不安事項」を取り上げます。ただ、「引き渡し時」といってもその活動が可能な場合と不
可能な場合、同時進行的に学校が福祉避難所となる場合や一般の避難所になる場合、さらに避難所に指定されてはいないが地域住民が
避難してくるかもしれない場合など、実際の災害時には様々な事態が想定されます。アンケートの自由記述を読むと、教職員の不安はこのよう
に多様な想定と実際の災害時にはその想定すら超えて何が起こるかわからないという不安に起因していることがわかります。 
 
【特別支援学校と避難所】 
 
 特別支援学校と避難所の関係は三つに大別できます。一般の避難所に指定されている学校、福祉避難所としての機能を期待される学校、
避難所にならない学校の三つです。 
 
 学校が一般の避難所になる場合は、日頃から地域と連携し、避難所運営は地域が担うような取り決めと訓練をしておく必要があります。 
福祉避難所となる場合も、地域の応援は不可欠です。また、福祉を学ぶ大学生、専門学校生などと日常的に交流を重ね、災害時の応援を
依頼しておくという方法も有効です。もちろん、高度な知識や経験を持つ専門家の支援も必要です。地域住民には、学校が福祉避難所であ
る事実を事前に周知しておき、災害時に一般の住民が避難してくる事態は避けたほうがよいでしょう。 
 
 避難所とならない学校は、津波浸水想定内に位置するとか、裏山が土砂災害の危険区域に指定されているなど、危険な立地が原因のよう
です。そうなると、災害時にはこどもたちが学校から別の避難場所へと避難する必要が出てきます。避難経路の安全確保やこどもたちにとって慣
れない環境への不安を取り除く配慮が必要です。 
 
 いずれにしろ保護者や専門機関、ボランティア学生、地域と連携した引き渡し訓練、避難訓練の実施と連携を図るための定期的なミーティン
グが必要です。 
 
【保護者への引き渡し】 
 
 こどもたちを保護者に引き渡す場合はその相手を保護者に限定するか、保護者以外であっても事前登録された代理人に限定する場合がほ
とんどです。指定された者が迎えに来れば引き渡しはある程度スムーズに行われますが、それ以外の人が来た場合は混乱が予想されます。引き
渡しカードを準備している学校もありますが、持ってきていない者にこどもたちを引き渡すかどうかも事前に検討しておく必要があります。 
 
 保護者の中には複数のこどもがいて、別のこどもを別の学校に迎えに行きたくて急いでいる人もいるでしょう。引き渡しまでの待ち時間が長くなる
とイライラする保護者も出てくるかも知れません。 
 
 保護者への引き渡しを行っているときに地域住民が避難してくることも考えられます。その場合、どれだけの人員で保護者の引き渡しに対応し、
どれだけの人員を避難所開設に回すことができるかを考えると、人員不足は否めません。混乱も予想されます。 
 
 保護者との引き渡し訓練は必ず行わなければなりませんが、そのうえで、実際の災害時には引き渡しがスムーズにいくわけではないことを、保護
者も教職員も覚悟しておかなければならないでしょう。学校が福祉避難所や地域の避難所に指定されている場合は、引き渡し訓練に地域住
民やボランティアにも参加してもらって総合的・協働的な対応力を構築しておきましょう。 
 
【安全で安心な避難場所の確保】 
 
 保護者が学校に迎えにくるまでこどもたちを校内の安全な場所に避難させておきますが、校内のどの部屋が一番安全かはその時に点検しなけ
ればわかりません。天井の落下、ガラスの破損などの非構造物の破壊、本立てやロッカーなどの備品の転倒などの予期できない危険があるからで
す（そうならないための備えが大切なのは言うまでもありません）。車いす利用者にとっては、地震後の廊下のゆがみも危険です。 
 
 校内避難を想定する場合は、日頃から非構造物の安全チェックと改善を怠らず、校内避難訓練を重ねてこどもたちに避難活動への安心感を
持たせる必要があります。訓練を通してこどもの反応を観察し、対応力を向上させている学校もあります。こういった先進実践に学ぶとよいでしょ
う。 
 
 こどもたちは親が学校に迎えに来るまでという不確かな時間を過ごすことになり、受けるストレスは大きいと考えられます。知的障害のある子ども
は日常と違う事態に直面すると不安が大きくなります。保護者と連絡が取れなければそれだけ待機時間が長くなります。丁寧な対応が必要です。 
教職員はこどもたちのケアにかかりきりになり、保護者対応や地域の避難者対応に人員を割くことができなくなります。 
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あたりまえ防災サロン 特別支援学校の危機感と突破力 ③－２ 
 

防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二  

【引き渡しを行わないケースも想定して】 
 
 こどもたちの在校時に災害が発生した場合、どんな場合でもこどもたちを保護者に引き渡すわけではありません。洪水や津波の恐れがあり、自
宅よりも学校が安全な場合は学校に留まる判断も選択肢の一つです。こどもたちと保護者が一緒に学校に避難するわけです。 
 
 交通手段の全面ストップによって保護者も代理人も来れずに、こどもを一晩学校で預かることも想定されるます。食料品や毛布、薬などのス
トックが少ないと不安です。何より、教職員からは、こどもたちが環境の変化に対応できるかどうかという不安が強く出されています。 
 
 津波や洪水の想定区域に学校があり危険な場合は急いで安全な避難場所に移動する必要があります（そんな場所に特別支援学校があ
ること自体、おかしなことですが）。保護者には学校には迎えに来ずに指定された避難場所に迎えに来るように事前に徹底しておく必要がありま
す。そのためには、保護者が学校を丸ごと信じ込めるだけの、普段の実践が必要です。 
 
【遠隔地から通学する児童・生徒の帰宅】 
 
 特別支援学校の学区は広い場合が多く、こどもたちはスクールバスや家族の送迎、公共交通機関を使って登下校をしています。全県から通
学しているという学校もあるようです。地震で公共交通機関がストップしたり、水害で孤立したりすると帰宅できなくなるし、親が迎えに来ることも
困難になります。公共交通機関が止まった場合、保護者が仕事先で帰宅困難者となって学校に来られなくなるケースも想定されます。帰宅で
きない場合は学校に泊まり込んで迎えを待つことになりますが、そのための設備、備品、非常用品のストックは十分とは言えません。 
 
 普段、自宅に直接帰宅するのではなくケアセンターなどにいったん立ち寄ってから夜、自宅へ帰るこどもたちも多くいます。災害時にケアセンター
が被災して閉鎖されると一時帰宅先を失ってしまいます。ケアセンターの職員との連携を密にして災害時の対応を協議しておきましょう。 
 
 繰り返しになりますが、帰宅、あるいは迎えが困難になり、数日間は学校に寝泊まりしなければならないという前提で食料、水、生活用品、薬
などを備蓄しておく必要があります。また、学校に泊まり込むという普段と違う環境にストレスを感じる子どもも多いでしょう。宿泊訓練を繰り返し、
災害時の環境を「いつもの環境」に近づけるような工夫も必要です。 
 
【災害によるライフラインの寸断】 
 
 連絡手段である電話（固定、携帯）やメール（携帯、PC）が常に使えるとは限りません。連絡手段の途絶も想定に入れておかなければな
りません。携帯電話、スマートホンのメールの一斉送信で情報を保護者に伝える学校は多いでしょう。そのシステムが災害時にダウンすると連絡
が取れず大混乱になると思われます。固定電話を使うなど、複数の連絡方法が必要ですが、これをしておれば絶対に大丈夫だという方策はあり
ません。いくつかの方法を組み合わせておくしかないでしょう。 
 
 電気、ガス、水道などが止まっている間は、学校は再開できません。一方で、避難生活は続きます。その生活を支援できるだけのストックが学
校にはない場合がほとんどです。あってもこどもたちの分だけで、避難してくる要配慮者の分、ましてや一般避難者の分の備蓄は、おそらく数日後
に届けられる救援物資を頼りにしなければならないと考えられます。 
 
 こどもたちの中で医療ケアの必要なこどもは電気が止まると生命の危険にさらされる恐れがあります。発電機、大量の水、ガスに変わる燃料など
の備蓄が必要です。 
 
 道路、鉄道の混乱も想定しておく必要があります。交通網のマヒがこどもたちの帰宅を困難にし、保護者の迎えを遅らせ、そのことがこどもたちの
不安を増大させます。学校への泊まり込みも必要になってきますが、毛布、食料などの備蓄には不安があります。 
 
 電気、ガス、水道のストップ、交通網の混乱を想定して、保護者との複数の連絡体制づくり、連絡がつかない場合の対応策の協議、こどもた
ちの宿泊を前提とした条件整備と保護者の理解、実際の宿泊訓練などを繰り返しておく必要があります。 
 
【実践を進める学校】 
 
 これまで、不安ばかり指摘してきました。でも、そのような事態を想定して、防災教育、防災訓練を進めている特別支援学校が増えてきました。
今月号に記事を書いてくださった瀧川先生の勤務する千葉県立長正特別支援学校や彼の前任校の東金特別支援学校をはじめ埼玉県立
日高特別支援学校、香川県立盲学校などはそのリーダーと言えるでしょう。全国には災害を想定した防災管理と防災教育を進めている学校
も増えてきました。兵庫県内では、特別支援学校と普通高校との防災連携も進んでいます。 
 
 見習うべき先例はたくさんあります。後は、「始めよう！」という決断だけです。 
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特別支援学校の防災学習①  
 

千葉県立長生特別支援学校 教頭 瀧川 猛 

【はじめに】 
 
 先生方におかれましては、養護学校・支援学校・特別支援学校などの現場で、子どもたちの教育的ニーズから個に応じた様々な教材を工夫
し、授業を実践していることと思います。 
 
 次の事例から、考えてほしいことがあります。 
 
 大型台風の影響で、ある教え子の家が、濁流にのまれ流されそうになっています。２階の窓からお母さんと教え子が助けを求めています。そこに
自衛隊のヘリが到着し、隊員が降りてきました。一人ずつしか引き上げられません。二人を引き上げるためには、できるだけ短時間で教え子を引
き上げる必要があります。 
 
 そこで質問です。今まで先生方が実践してきた、どの授業のどの内容が、教え子を短時間で引き上げるために役に立つと思いますか？ 
 
 「                                       」 
 
 ご自身なりの答えをイメージしてから読み進めていただけると幸いです。 
 
【共生社会と防災学習（連携）】 
 
 キーワードは【役割】です。特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部 平成３０年３月）生活科の内容に「役
割」があります。１段階の目標には、（ア）身の回りの集団に気付き、教師と一緒に参加しようとすること。（イ）集団の中の役割に関心をも
つこと。と書かれています。 
 
 東日本大震災で実際に避難所運営をした方に、支援が必要な方の避難所での様子について、尋ねたことがあります。その方は、「思い出し
てみれば、確かに支援が必要な方もいたが、一人一人に役割を作るようにしたので、あまり気にならなかった」と話していました。 
 
 以前、防災をテーマにして、公民館で、地域の方と交流をしたことがありますが、地域の方々が特別支援学校の児童生徒に「はい、このビニー
ル袋をもって、次はゴミを集めて」とうまくコミュニケーションをとり、本人を誘導し、一緒に仕事をしていました。 
  
【自立活動と防災学習（教育） 】 
 
 特別支援学校や特別支援学級、通常学級で支援が必要な全ての児童生徒に、防災学習は自立活動で行うことができると考えています。 
 熊本地震の例を挙げて考えてみます。ある特別支援学校の生徒は、車中避難を余儀なくされました。車の中では、することがないため、結果、
ゲームをする時間が長くなりました。本人が一番困ったことは、「バッテリーがなくなり、ゲームができなくなったこと」と後に作文に書いています。 
 
 特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部 平成３０年３月）には、「１ 健康の保持 （１）生活
のリズムや生活習慣の形成に関すること」の例示として、次のように書かれています。 
 
 「自閉症のある幼児児童生徒の場合、自分の体調がよくない、悪くなりつつある、疲れているなどの変調がわからずに、無理をしてしまうことが
ある。その結果、体調を崩したり、回復に非常に時間がかかったりすることがある。この原因としては、興味のある活動に過度に集中してしまい
…」 
 
 また、指導については「３ 人間関係の形成」「４ 環境の把握」「６ コミュニケーション」等と相互に関連付けて指導内容を設定することが
大切であると書かれています。 
 
 日本のどこでも起こりえる大規模災害時に備えた防災学習は、自立活動の視点から取り組んでいくと、日常の学習にも結びつくのではないで
しょうか。 
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特別支援学校の防災学習②  
 

千葉県立長生特別支援学校 教頭 瀧川 猛 

【環境整備と安全点検（管理） 】 
 
 千葉県立長生特別支援学校は、自慢の学校です。海から４００ｍの沿岸部にあるため、外壁の腐食が進み、校舎も古いですが、校舎内
はとてもきれいであると、学校公開では、いつもよい評価をいただいています。 
 
 本校は、毎月１回の安全点検に加え、職員の環境整備日が設定されていて、３０分間校舎を掃除したり整理整頓をしたりします。地震は、
建物そのものより、非構造部材（落ちる、倒れる、割れる）が心配です。熊本地震は、夜に発災しましたが、図書室の本棚が倒れてしまい、こ
れが昼間だったら…という話も聞きました。特別支援学校の子どもたちは、自分で身を守れない子どもも多いため、安全点検や環境整備には、
意識を高くする必要があります。 
 
 安全点検の学習は難しくても、環境整備（整理整頓や掃除）の視点であれば、多くの児童生徒は学習に結び付けられ、家庭の安全にも
つなげることができます。「今日は、いつもの床掃除を早く終わりにして、教室の棚の整理と棚の固定がしっかり止められているか、一緒に確認をし
ました」と連絡帳に書くことで、保護者も家庭で、一緒にたんす等の固定を確認するかもしれません。 
 
 毎日の掃除の時間で、ほうきやモップ、雑巾掛けを覚えることも大切ですが、月に一回でも、安全点検の視点で整理整頓や掃除をすると、防
災学習の一つにつながるのではないでしょうか。 
 
 特別支援学校における防災学習は、決して難しい事ではなく、おそらく、個に応じた学習の中で、すでに皆さん行っています。 
 
 そこで大切なことは、「意識すること」と「つなぐ作業」をすることです。 
 
 何につなぐかというのは、学習指導要領だったり、教育課程だったり、保護者だったり、個別の教育支援計画だったり、放課後等デイサービスと
だったりと様々です。 
 
 熊本地震の視察に行かせていただいた時に、ある放課後等デイサービスの方に話を聞きました。家庭訪問をする際には、小学校の特別支援
学級の先生と一緒に行ったと聞きました。教育と福祉がつながっていて、きっと保護者も安心したと思います。 


