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第１回「学校における防災教育」の改訂版作成委員会会議録 

 
1  日 時  平成24年2月2日(木) 午後3時30分～午後5時05分 

 
2  場 所  鈴鹿市役所12階 1205会議室 

 
3  出席委員 中條 正一，熊谷 真紀子，前田 和己，早川 孝子  
       南部 美智代，船入 公孝，加藤 清，杉江 奈保子 

       石坂 健，飯田 行信 

 

4 出席職員（事務局） 
       鈴木 英文，川北 浩司，水野 高伸 

 

5 議 事  委員長の選出，内容の見直しについて 
 

（事務局：川北） 

本日はご多用の中，「学校における防災教育」改訂版作成委員会にご出席いた

だきありがとうございます。 
ただ今より，第１回の作成委員会を始めさせていただきます。 
 まず最初に，指導課長からご挨拶いたします。 

 
（事務局：指導課長） 
 本日は，お忙しい中，集まっていただきありがとうございます。防災教育に

つきましては，3.11 の災害以来，教育委員会としても見直しをしているところ
ですが，日頃皆様方にも学校教育に対していろんな面でご協力をいただきあり

がとうございます。 
 今日から，期間が短い中で無理を申しあげますが，鈴鹿の子どもたちのため

に，きっかけ作りというか，今後防災教育をどうしていくのかの大きな流れを

確認したり改善をしたりして防災教育を進めていきたいと思いますので，よろ

しくお願いします。 

 
（事務局：川北） 
委員の委嘱についてですが，委嘱状をお机の上に置かせていただいておりま

す。本来なら，お一人お一人にお渡しさせてたただくところですが，時間の都

合上，委嘱状の配布をもって委員の委嘱といたしますので，ご了承いただきま

すよう，お願いいたします。 
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お名前に間違いがないかをご確認ください。なお，消防本部からは消防課消

防グループから，飯田行信さんにお世話になります。 
本日は，第１回目ということで，初めて顔を合わす方もいらっしゃると思い

ますので，簡単で結構ですので，お一人お一人自己紹介をお願いいたします。 
それでは，熊谷校長先生から順にお願いします。 

 
（熊谷委員） 
 天栄中学校校長の熊谷と申します。よろしくお願いします。 

 
（前田委員） 
若松小学校校長の前田と申します。よろしくお願いします。 

 
（早川委員） 
鼓ヶ浦小学校校長の早川と申します。よろしくお願いします。 

 
（中條委員） 
長太小学校校長の中條です。よろしくお願いします。 

 
（飯田委員） 
 消防本部消防課消防グループリーダーの飯田と申します。よろしくお願いし

ます。 

 
（石坂委員） 
 防災安全課の防災グループリーダーをさせていただいている石坂と申します。

よろしくお願いします。 

 
（杉江委員） 
市民公募委員の杉江奈保子です。よろしくお願いします。 

 
（加藤委員） 
 同じく，加藤です。よろしくお願いします。 

 
（船入委員） 
 防災専門家という肩書で入らせてもらっている船入です。私は趣味で防災ボ

ランティアに関わっておりまして，今回の「学校における防災教育」の改訂に

関わらせていただけることを嬉しく思っております。期間が短いですが，10 年
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後の子ども達をどう育てていくか，10 年というスパンで考えていかないといけ

ないと思うので，10 年後を見据えた関わり方を提案できたらいいかなと思いま

す。どうぞ，よろしくお願いします。 

 

（南部委員） 

 災害ボランティアネットワーク鈴鹿の南部といいます。よろしくお願いしま

す。 

 

（事務局：指導課長） 

 指導課長の鈴木です。どうぞよろしくお願いします。 

 

（事務局：川北） 

 指導課の川北と申します。よろしくお願いします。 

 

（事務局：水野） 

 指導課の指導主事の水野です。よろしくお願いします。 

 

（事務局：川北）  
ありがとうございました。本委員会は，「学校における防災教育の改訂」とな

っておりますが，市の防災担当の方，消防署職員の方，一般公募にご応募して

いただきました市民の方も入っていただいておりますので，それぞれのお立場

で，様々な角度からご意見をいただければと考えておりますので，委員の皆様， 
どうぞよろしくお願いいたします。 
それでは，議事に入ります。まず，本委員会の委員長を選出したいと思いま

す。選出の方法ですが，学校で防災教育に取り組んでいただいております，校

長先生の中からお願いしたいと考えておりますが，よろしいでしょうか。 

 
（異議なし） 
中條校長先生，お願いできないでしょうか。 
（中條校長先生に了解していただく） 
ありがとうございます。 
それでは，拍手をもって承認としたいと思いますので，よろしくお願いしま

す。 
（全員拍手で委員長承認） 

    
 委員長は，長太小学校の中條校長先生にお願いいたします。 
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（事務局：川北） 
それでは，議事の２番目，改訂について，指導課長の鈴木から説明をいたし

ます。 

 
（事務局：指導課長） 
 はじめて集まっていただいたこともあり，まず資料の説明等をしたいと思い

ます。 
 まず最初に，この冊子ですが，この冊子の改訂を今年度中にしたいと考えて

おります。タイトルは「災害から命を守る 学校における防災教育」となって

おりますが，防災のマニュアルのようなもので，子どもたちにやっていく防災

教育については，この中に入っていないのです。そのことも必要なことである

と思うのですが，今から改訂していただく「学校における防災のマニュアル」

を３月までに作っていただいて，来年度，子どもたちへの取組をまとめていき

たいと考えております。実は，文部科学省の補助もいただきまして，来年度，

そういった事業を実施していく予定になっておりますので，各学校で地域と一

緒になった防災教育に取り組んでいくことが，予定としてはございます。今回

は，そのもとになる防災のマニュアルを作っていただくことになります。鈴鹿

市では，平成１７年３月にこの冊子が策定されております。当時は，いろんな

ことを想定して，どのように行動していくかが書かれておりますが，これを見

直していきたいということです。このことに関して言いますと，一つは津波の

ことが想定されておりません。これは新しく改訂するに当たって，津波を想定

するということで，学校の先生方も海岸沿いで，津波に対する調査研究をして

いただいている学校の校長先生にお集まりいただいております。 
 別の資料でございますが，「三重県の今後における防災対策・防災教育の在り

方」についての指針がございます。これは，昨年１２月に出された，地震や津

波から児童生徒の命を守るためにということで，三重県の方で策定され，配ら

れております。こういったものも参考にして整合性を図りながら作っていきた

いと考えております。 
 学校における危機管理の手引きがございます。平成２３年４月に改訂され，

学校で災害時の危機管理をどうしていくかについて，このマニュアルに沿って，

各学校では危機管理マニュアルを作っていただいておるところです。こういっ

たものも踏まえて今回策定していきたいと考えております。 
 先程言いましたように，一つは津波を想定していないので，それを考えてい

く必要があるわけですが，防災の中で密接に関係する防災教育，自分の命は自

分で守るということを，この中にどういうふうに盛り込んでいくのかについて

は，大きな関わりがあるのかなと思います。大きくは津波のことがぬけている



 

5 
 

ことと，自分の命は自分で守っていくという自助の部分，安全教育，防災教育

を関連させながら作っていきたいと考えております。いろいろご意見をいただ

きたいと思います。三重県の情勢も随分変わって，県からもいろいろと出てき

ました。市でも，海岸があったりとかして，手引きを見直していきたいという

ことです。 
 今からこの冊子を見ていただきまして，大きな項目として抜けている部分，

付け加える部分があればご意見をいただきたいと思います。また，今後の鈴鹿

市の防災教育全般について，ご意見をいただければと考えております。 

 
（船入委員） 
 やり方として，今あるこの冊子を改良するやり方，時間的なことを考えると

そうなっていくのかなと思いますが，本当はこの資料をベースにしながらゼロ

から１０年後を見据えて，防災教育が根付いていくまでのスパンのものを作る

かについてですが。 

 
（事務局：指導課長） 
 できましたら，骨組とかアウトラインのようなものは３月までに作っていき

たいです。ただ，それで全てではありませんので，次年度もその中身の充実を

図りながら進めていきたいと考えております。短い期間で全てのことができる

とは考えていませんので，何らかの形で次に進んでいく方向までは決めていき

たいと考えております。 

 
（飯田委員） 
 これは，学校の先生が子どもに教えるがための冊子ではないのですか。 

 
（事務局：指導課長） 
 子どもに教える部分も含まれておりますが，これは教師向けです。学校でど

ういうことを指導していったらいいのかといったことになるのかと思います。 

 
（加藤委員） 
 これは，教育する何か前提があって，それが分かっていて教育するというこ

とですね。例えば地震とかのメカニズムが分かっていたという前提でこの教育

をしていくということでしょうね。 
防災教育って，そもそも災害の内容とかをちゃんと認識したり植え付けさせ

ていくのも本来の防災教育と違うのかなと思うのですけどね。これを見ている

と，それが完全に分かっていて，それについて子どもたちにどうしたらいいか
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についての話になっているでしょう。 

 
（事務局：指導課長） 
 実は，三重県教育委員会から，「学校における防災の手引」が出されておりま

して，そこに地震発生のメカニズムとかが載っております。学校にも配られて

おりますので，今回はその部分はここでは触れておりませんので，改めて鈴鹿

市で大事なことであるなら，触れていってもいいと思います。 

 
（加藤委員） 
 三重県からですが，小中学生向きの分かりやすい小さな子ども向けの冊子を

作っていますが，ご存知ですか。 

 
（事務局：指導課長） 
 ２月に出来上がる防災の手引ですね。 

 
（加藤委員） 
 あれには，地震や風水害はこんな具合に恐いんだということが，分かりやす

く盛り込まれているんですね。そういう教育はやっぱり必要なんじゃないかな

と思います。 

 
（熊谷委員） 
 この防災教育の１ページ目の意義のところに，先程おっしゃられたメカニズ

ムの理解や地域の特性や防災体制についての基礎を養うだとか，（２）には防災

教育の進め方というので，各教科，道徳，特別活動等，教育活動全体を通して

計画的に進める必要があると書かれていて，この会議に出てくるに当たって，

中学校は来年度教科書が変わることもあって，新しい教科書にどれほど 3.11の
ことが取り上げられているのかを調べてきたのですが，意外にないのです。公

民の年表の一番最後にかろうじて東日本大震災があるのですが，これに伴って

何か記述されているかというと，環境汚染というか地球温暖化の問題のことは

書かれているのです。技術の教科書に耐震の建物について何かあるのかと思い

ましたら，全くありません。理科の教科書には，メカニズムのことであるとか，

防災に関する内容が一番盛り込まれておりました。切り口は狭いのですが，道

徳で男女共同参画を扱う中で，女性とか災害弱者と思われる立場の者も子ども

も中学生になると助ける側に回ることもできるということも含めて，いろんな

教科学習と繋げて防災教育を学校でする必要があるなと思います。 
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（加藤委員） 
中学生が助ける話，みんなサラリーマンで出てっていることが多いでしょう，

その時に何か起きた時に，それだけの知識を持った子ども達を育てていかない

とアウトにならないかなと思います。日本の人口が何年か後に 8,640 万人にな
り，そのうち高齢者が半分くらいになって，一人の若者で一人のお年寄りを助

ける時代になってきています。そんな時にやはり将来を見据えて教育を進めて

いく必要があるのじゃないかなと思ったのです。 

 
（事務局：指導課長） 
 そのことは，非常に大事なことであると思っておりまして，来年度，そうい

う防災教育について，１年かけて各学校でも実践していただきながらまとめて

いきたいと考えております。今回は，それも加味しながら，４ページに掲載さ

れている組織を参考にしながら，各学校では防災組織，計画を立てておる実情

がございます。そういったことも点検する必要があるかなと思います。今回３

月までにやりたいのは，この冊子の内容にどういったことを加えたり足りない

部分はどこなのかということを教えていただきながら改善していきたいという

のが大きなとろころです。もちろん，今おっしゃっていただいていることは，

一番大事なことで，それぞれの教育課程の中で防災教育をどう進めていくかは

十分考えていきたいと思います。 

 
（南部委員） 
 私が聞きたいのは，例えばこれ（資料で配られた防災の冊子を数冊示しなが

ら），校長先生は全部目を通されて中身が分かってるのだろうかと思います。何

ページに○○が書いてあるということを理解して，そこに書いてある通りのこ

とができるのであれば，どんどん冊子を作ればいいと思う。初めてこの冊子（17
年 3 月作成の冊子）を見せていただいて，いろいろ出されている県からの冊子
を全然見ていないのなら紙くずと一緒だと思った。船入さんが言われたように，

とりあえずここに文言を入れるとしたら津波のことだと思います。まずそれを

入れて作って，その後，もっと使いやすいものを作らないといけない。何でも

いいから作ればいいということではない。各学校毎に状況は全部違うと思う。

今，市民が何を期待するかというと，津波があった時に，我が子が安全にどこ

へ逃げてどうなるんだということが分かったらいいわけです。それを防災教育

と結び付けていくことは教育委員会の仕事かも知れないけれど，とりあえず文

言を入れるとしらた津波のことだと思う。その後，４月から使いやすいのを作

っていくのなら私は賛成だけど，また同じように誰も見ない冊子をどんどん印

刷するのなら意味がない。市民が何を求めているかというと，こんなに津波と
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言っている，こんなに災害と言っている中，鈴鹿は防災教育は，こうこうやっ

ています・・・と言えばそれで済むような感じを受けます。つっこんで，つっ

こんでということは何もしていないので，今回この委員会に関わりませんかと

言われた時，良かったなと，災害ボランティアとして活動できる鈴鹿があった

なと思います。３月までにみんながよく使えて，校長先生も OK で，これで防
災教育 OK だとは，これ見ただけでは思わない。だから，とりあえず津波のこ
とを入れて，今市民が求めている津波対策を是非この冊子に入れて，４月から

もう一度出直して，学校も本当に使いたいと思えるような，市民もこれなら OK
と言えるものを，学校に関わりのない年寄りまでが素晴らしいなというものを

作るのなら私は賛成です。 

 
（中條委員長） 
南部委員が言われたように，時期もわずかしかありませんし，私のいる長太

小でも，地域の人が津波が起こったらどうすればいいんだろう，学校へ逃げて

行っていいのだろうか，でも学校は一ノ宮小学校に逃げるので，私たちはどう

すればいいのかとか，いろんなことを思いながら津波に対して不安を抱いてい

るのが実情だと思うのです。ここには津波のことが書いてありませんので，ま

ず津波の基本線を作って，来年度からは，メカニズム等も分からなければ，子

どもは動かされているだけの子どもになってしまいます。そういった意味で，

来年度もう少し子ども達自身が動けるような方向で考えていってはどうかと思

います。そして，それが後々の基準となるようなものにしていったらと思うの

です。いかがですか。 

 
（船入委員） 
 津波の関係は，三重県がとびきり大きな数字のデータを出してしまったので，

そのうち見直して少し数値も変わってくるかも知れませんが，今の時点で言え

ることを載せるということですよね。残された期間の中で，自分の命は自分で

守っていかなければならないような実践を入れ込んで，来年度から各小学校で

いろんなことをやっていくようにしなければならない中で，例えば，私や南部

さんや加藤さんが持っているいろんなツールがあるので，それをいっぱい紹介

して，学校の先生方が見てチョイスして，これならやっていきやすいというの

を示して，来年から直ぐにでも使えるようなものを３月いっぱいまでに作れる

と動いてもらいやすいですよね。 

 
（南部委員） 
 私達市民は，災害があって津波があったら，まるで鼓ヶ浦小学校の校長先生
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が全部助けてくれるんやぐらいに思っています。そんなもんやに。でも，校長

先生が一番早く死ぬか分からへんやんか，わたしもそうなるかわかりません。

でも，あんたがおったらみんな助けてくれるんやろと言うんやけど，そんなの

言ってもらっても困るもんな。学校は助けやんと言うことはできないし，校長

先生は生徒をいっぱい預かっているし，本当に大変やで。荷物を肩代わりして

やるとはできないけど，みんなで何とかしなければいかんというのが今なので，

冊子をもっと公開して，こんなふうにしているんやということを市民に聞いて

もらわんと分からへん。私達，先生のことを神様やと思っています。子どもを

預けているので，絶対助けてくれる神様やて思ってます。市民はみんな思って

ます。 

 
（前田委員） 
 先日，大木中学校が避難訓練をしました。それもあって，若松小もこの３月

中には，避難計画書を作って，防災安全課にもチェック等をお願いして進めて

いますが，現実に計画を立てている段階で，耐震工事を済ませている３階へ逃

げれば大丈夫かなという気があったのですが，いろいろ情報を集めている中で，

そんなに校舎がもたないだろうということもあるし，学校の東側の北南にガソ

リンスタンドもある条件からすると，東日本大震災で火災が起こる映像も見て，

それでは危険だということで，津波が来たら逃げるということで，各先生に個

人名をあげながら仕事を分担しました。そこまで計画を立てて思ったのが，学

校は避難しますが，地域との連携がありますね，地域の人は避難は学校となっ

ています。そうすると学校がもぬけの殻という事態になることもあります。こ

の辺をどうやって連携していくのかが課題であるし，訓練についても，若松小

は幼稚園もありますので，それを２ｋｍ先の千代崎中学校まで逃げるのは，実

際に練習ではできないと思います。２ｋｍ逃げてまた帰ってくることは無理が

ある。少なくとも，ある程度まで行って，それからまた違うコースで学校へ戻

る訓練をしようと思っています。職員も本気にさせるために，個人名をあげて，

あなたは何をするということを分担しました。地域の人とも話をしたけど，学

校へ避難するだけやろと言われました。そのへん，どこが音頭をとってやれば

いいのかなというのが実情です。ある校長先生と喋っていたら，まず私達は，

子ども達を助けることが一番大事なので，そこに全力を使わないといけない。

学校に校長や教頭が残るのではなく，総出で子ども達を引っ張ろうというのが，

若松小の今の計画です。実際に作ってみると，いろんなことが分かってきます。 

 
（加藤委員） 
 それは，学校にいる時ですね。学校を出て途中にいる時はどうするのか。 
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（前田委員） 
 基本的に，西に逃げることが原則となっております。 

 
（南部委員） 
 細かいことを言い出すと，前に進まないので，とにかく今困っていることは

４月からもう少し揉むようにして，３月までの間にけりをつけて，それまでの

間にこうやってしゃべれる場を作ってくれたということは，すごくいいと思う。

どんどんこうやって話をしながら，何を求めているんやろう，この人達何を考

えているんやろうというのを擦り合わせていく必要もある。何となく分からん

こともあるやんか。決めてしまったら，それが最高にうまくいくのではなくて，

その通りにいかないと責められて悩むのは先生やんか，それを決断していくの

はどうやったらいいのか私には分からないけど，やったらいいやんかというの

も一つあるし，災害に筋書きがないこと，どうなるか分からへんことをみんな

に徹底させないとあかんなと思うので，困ったことをいっぱい取り上げておい

て，それを擦り合わせて，使えるものを作っていくと思いますので，私達はい

ろいろ思っていることを言えばいいと思います。 

 
（船入委員） 
 思いついたことをたくさん挙げるのもいいと思います。 

 
（杉江委員） 
 わたしは４月から学校の事務員として働く予定で，それこそ学校はどうすれ

ばいいのかというので，自分自身，防災で知らない面もあり，ましてや事務員

ということで，生徒とあまり関わりがなかったら，実際に生徒の名前や状況も

分からないので，実際に職員がどういうふうに行動すればいいのかというのを

分かりやすいようにすればいいのかなと思っています。 

 
（石坂委員） 
 南部さんが言われたように，まずはこの冊子を作り上げることが大前提だと

思いますので，津波や自助の部分というのは津波から逃げることが主体となっ

てくると思いますので，そのへんの部分を入れ込みながら，全体がこれなんで

すけども，各学校に即したマニュアルというのをこの中に入れるのか，また別

にもう一つ持つのかは別として，逃げるマニュアルも含めて作っていくのが必

要なのかなと思っています。その部分についての協力というのは防災安全課と

してもしていかなければならないことだと思っております。やはり一番大事な

のは地域との連携という部分だと思いますので，今のところは，生徒を安全な
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ところへ逃がすことに重点を置きながらやっております。そうすれば，保護者

の方もそこへ逃げていただく，そこへ迎えに来るという形がとれるのかなと思

っておりますし，保護者の方というのは，その中に地域の方がみえますので，

何人かはそちらの方へ行っていただけるという思いを持ちながら，そういうふ

うな訓練も含めて，まずは子どもさんに逃げてみましょう，歩いてみましょう

ということでお願いをしている形になっておりますので，いよいよこれができ

て，来年度からは，各地区での訓練も含めてさせていただくのかなと考えてお

ります。このマニュアルがきっかけとなって，いろんな形で進んでいっていた

だけると一番いいのかなと思っております。 

 
（飯田委員） 
 教科書のセオリーからいくと，メカニズムがあって，過去の事例があって，

こういうことをしないと命に関わりますよという話をして，命を大事にするた

めにはこうしないといけないということを，リアルに子どもたちに教えないと

いけないのかなという気がします。避難所とかで乾パンとか非常食を食べると

いうところまで教育しないといけないのかは問題としてあるのかも知れないけ

れど，私が思うに，この冊子なんですけど，学校の先生は防災についての専門

家ではありませんので，どうやって教えたらいいのかというのが非常に難しい

と思うのです。例えば，津波も入れて改訂するというのであれば，先生方を集

めて防災安全課とか消防とか，皆さんツールを持っていらっしゃる方が，この

ページのこういうところを強調して教えてやってくださいというと，先生も教

えやすいなという気がしますね。 

 
（中條委員長） 
 いろいろとこれからのことについて，貴重なご意見をいただきましたが，こ

のあたりでいかがでしょうか。 

 
（事務局：指導課長） 
 今回，いろんな方に入っていただいたのは，一つは，この冊子は当時，学校・

教育委員会だけで作ったもので，現在，津波とかを考えた場合，それぞれの学

校で，こんな時どうしたらいいのかということを，教育委員会が全部決めてや

れるようなことではないわけで，いろんなご意見をいただきながら，こういう

ことを学校で考えていかないといけないんだとかを出していただけると，参考

になって，冊子の骨組みも出来上がるでしょうし，来年度からそれぞれの学校

で地域と一緒にその防災教育を進めていくことを考えておりますので，いろい

ろ言っていただけるとありがたいです。 
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（中條委員長） 
 この冊子を作ることは皆さんご理解いただいたと思いますので，そこに津波

を入れていく，基本的なことを入れていく。あと教育の具体的な手立てや内容

等については，来年度に回していきますけど，どのあたりまでということを確

認してよろしいですか。 

 
（事務局：指導課長） 
 実際に津波と言ってもですね，学校で今困っていることは，地震が起きた時，

どんな場合なら想定される区域外，例えば長太小学校なら一ノ宮小学校まで行

った方がいいのかは，どの程度のところで判断するのか，また，地域の方が学

校へみえた時，どう対応していったらいいのかがはっきりしていない中で，そ

れぞれの学校でいろいろ事情がある中で，示せるものなのかどうか分からない

けれど，示せないのならそれぞれの学校でこういう項目等を地域と一緒に考え

てくださいみたいなところを出しておく必要があるのかなと思います。津波に

ついて，この冊子の流れで言うと，形式的になるか分かりませんけど，組織や

役割分担は，それぞれ各学校で細かく立てていっていただくことになりますの

で，これでいいのかも見ていただきたいと思います。 

 
（南部委員） 
 私，津波のことばかり言ってしまいましたが，違うなと思ったのは，これ防

災教育なので，例えば避難所の一覧表があるでしょ。これは，台風と地震の場

合を分けることはできないのかなと思うのと，絶対間違えたらあかんよな。避

難場所の地番が間違っているところがあります。こんな間違いはしたらあかん

と思うのと，小学校には必ず物資があるんだとみんな思っていますが，物資が

ある場所を明記した方がありがたいなと思いました。台風が発生する場合も災

害になるので，その時は鼓ヶ浦小学校はよくて鼓ヶ浦中学校は水がつくことを，

地域の人はみんな知っているので，中学校には行かないのさ，だからそういう

ことは全部違うということ。となると，この冊子は指針になるやんか，ここに

書いてあったやんとなるので，すごく大事だと思う。公開することによって地

域の人たちだって，ここおかしいよ，改訂できないのかなということになるの

で，みんなが知っている方がいいです。地域の人達が分かる方がいいです。 

 
（前田委員） 
 津波のことと別にした方がいいということですが，それはした方がいいと思

います。去年８月に若松で防災訓練やりましたけど，集まってたらあそこは危

ないぞということで，要は西に逃げたらいいということなので，どこへ逃げる
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ということで。あの時は海をずっと歩いて行って，集会所へ集まるとなってい

ましたが，海にいたらあかんのやから，西へ逃げるという地震用のを作らない

といけなのではないかという声は出ていました。 

 
（南部委員） 
 そうと違うと思うよ。津波はてんでんこやで。あの子もその子も一緒じゃな

くて，津波だけはてんでんこというのを徹底しないと。全国的に東北の地震の

後，津波はてんでんこというのをみんなで知らしめようとしているので，みん

なで並んで行きましょうというのは，あれは違ったかなと思う気持ちはありま

すよね。 

 
（前田委員） 
 まずは近鉄線，次は２３号線と順にちょっとでも高いところへ上がれという

ことはありますよね。 

 
（加藤委員） 
 それは，伊勢湾の中の場合はね，志摩半島から向こうはあかん。すぐに津波

がくるから。こちらはまだ７０分あるから。これ，沿岸部分も避難所になって

いますが，津波の時はこれは使えないんですね。 

 
（中條委員長） 
 これは，防災の方で作って２年に一度学校に資料がきて，これでいいですか

ということで，改訂していきますが。 

 
（石坂委員） 
 この冊子は１７年のときの資料なので，今は全然違います。お寺とか民間の

ところは外してありますし，公園の避難地にしても市の持っている所というこ

とで位置付けて，地域にも話をしてありますので，今度の時はきちんと精査し

たものを載せられます。 

 
（中條委員長） 
 それは，津波用とかはまだ考えていないのですか。 

 
（石坂委員） 
 津波時不適というのは，当然沿岸部に出てきます。避難所は津波だけではあ

りませんので，いろんな場面がありますので，そういう位置付けはしてありま
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す。 

 
（熊谷委員） 
 防災計画の方は，刻々とリニューアルされていくけれども，このページに書

いてあると，古いものであるように思います。 

 
（石坂委員） 
 表は付けない方がいいと思います。ネットでも地図にアップしてありますの

で，それを見ていただいて自分の関係しているところを焼いていただいたらと

思います。小学校区の中で，いろいろ協力してもらう箇所等あると思います。

防災計画の資料には載ってこないけれども，協力してもらうような所は，各学

校で入れてもらわないといけない部分はあると思いますが，一応市の方に載せ

てあるのは，ホームページも含め，見ていただけたらと思います。 

 
（中條委員長） 
 避難場所について話が行きましたけど，これからの方向は，これでよろしい

でしょうか。 

 
（事務局：指導課長） 
 実際，いろいろ聞かせていただいてる中で，どんなものを作っていったらい

いのかは思案の状態で，学校現場でどんなことがあるとそれぞれの学校で考え

てもらったり決めてもらったりするための指針となるのかというのはどうでし

ょうかね。この冊子は，なかなか活用されているとは言い難いところがあって

ですね，どういうものを学校では必要なのかなということがあるのですけど，

ある程度，この冊子を見ながら学校が手順を追って学校が考えていくことによ

って，学校のマニュアルが出来あがるのがいいのかなと思っているのですけど。 
そういった視点でこれを見ていただいた時にですね，学校サイドとしてはどう

でしょうか。 

 
（南部委員） 
 これはないといけない。学校で何かを考えようとした時，教育委員会はどう

やって考えているんやろうと，ここはこうやって書いてあるわと，これで私は

指針になると思う。でも，ここに書くということはすごく難しい話だと思うけ

ど，書いてなかったら意外と動けない。だからすごく大事だと思う。 
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（中條委員長） 
 ここに三重県の作った資料がありますけど，わりと見やすいなと思うところ

があるのです。児童生徒の引き渡しはどうするんだとか，課題としてこんなの

があります，こういう問題点もあると書かれています。では，学校としてどう

すればいいのかなということを考えて，実際１１月に保護者への引き渡し訓練

をやったのですが，若松小，鼓ヶ浦小，具体的にやっている学校の資料をもら

って，自分の学校の資料を作って実際にやったのです。そういった意味で，ま

ず南部さんも言われるように，見やすいように作る事が大事かなと。課題と実

際に取り組まなければならない原則的なことがあると，校長としてはありがた

いです。津波の情報があったとき，子どもを上にあげた方がいいのか，逃がし

た方がいいのか。ある程度，ここらへんになったら逃げた方がいいかというそ

んな基準があると判断はしやすいと思います。自分自身ポンとこられたら，も

のすごく大きな責任もあって，子どもの命を考えれば，どんな基準でやればい

いのだろう。いつも一ノ宮小まで走っていたら大変です。こんなときは，３階

へというような基準的なことがあればありがたいなと思います。一律にならな

いとは思っています。しかし，現場としてどう判断するのかは現実迷うでしょ

うね。 

 
（早川委員） 
 鼓ヶ浦小も，白子小と鼓ヶ浦中と話し合いを持つ時に，実際違うんですよ，

やっぱり地域を巻き込んでやらないとできませんけれども，ある程度の基準が

ないと困るなという話は出ております。学校として危機管理マニュアルを作り

ました。作ったんですけど，鼓ヶ浦小は逃げるけど白子小は残ったとか，それ

で後の結果として子どもの命が関わってきますので，ある程度海辺の方の学校

は，こうだというのを出してもらえると私達は助かります。私達個人の判断で

ということになると，やはり重いです。 

 
（石坂委員） 
 そんな時に，情報が伝わらなかったらどうします？ 

 
（早川委員） 
 鼓ヶ浦小は，ある程度時間がきたら，１時間以上あったら逃げると決めてい

います。 

 
（石坂委員） 
 １時間以上というのは，何の判断でそうされたのですか。 
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（早川委員） 
 津波が来るまでです。 

 
（加藤委員） 
 津波の到達予想時間ですね。 

 
（前田委員） 
 去年，地震が来てテレビのスイッチを入れた時，津波の心配をというテロッ

プがぱっと出たときがありました。これはと思った時に，１分も経たないうち

に，津波の心配ありませんと出て，良かったと思った時がありましたけど，地

震で停電になったらテレビが見られませんよね。今，若松小は教頭の横にメガ

ホン，私がトランジスタラジオを置いているのですけど，それしか情報がない

ですよね。それで情報が入らなかったら，想像で判断するしかないと思います。

情報がなくても，これくらいの地震なら逃げるというようにするのか，そこが

計画を立てている時に迷うところですね。今までは３階へ上がる訓練や運動場

に逃げる訓練をしてあります。今度は外へ逃げる訓練をするのですけど，どの

時点で津波が来るのかという情報を得られるのか，得られなかったらどうする

のか，そこらへんが一番難しい。 

 
（加藤委員） 
 地震発生から３分後には津波の警報が出るでしょう。 

 
（前田委員） 
 その情報をどうやって得るかということです。みんな寸断した時に。携帯の

ラジオしかないのかなと。 

 
（石坂委員） 
 ワンセグは結構使えると思います。誰かは持っているかと思いますけど。 

 
（前田委員） 
 県の防災からのメールか，ラジオかなと思っています。 

 
（加藤委員） 
 昨日新聞に載っていたでしょう，巨大津波が来るとかね。そういうような表

現が出てくると思います。 
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（南部委員） 
 この時点にはなかったけど，広域の連携，学校の広域の連携というのは問題

にはならないのですか。例えば沿岸部の中学校が何とかなった時，例えば河芸

の山の方の学校が何とかしましょうとか，そういうことは考えられないのでし

ょうか。何かそんなふうなことの手立てがしてあると何となく安全だなと思い

ます。そんなことは考えられないでしょうか。 

 
（船入委員） 
 逃げてきた人を受け入れるのはできるけど，こっちから行くのは厳しいかも

分からない。 

 
（熊谷委員） 
 地域との会合，学校運営協議会とかがあると防災は必ず話題になります。津

波とはずれてしまいますけど，先程の校長の判断というところでお話したいの

ですけど，大雨の時など，中学校区は本当に広いです。少ない人数で合川の方

へ行く子と，風の強い海に走っていく栄小学校区の子と，近い距離で郡山の太

陽の街に行く子とでは，条件が全然違いますので，各小学校にどういう状況で

下校させていくかについて電話で相談をすると，小学校は幼稚園と一緒なので，

かなり早く下校させていたとか，合川小は地域で崖崩れがあって，そこが通学

路になっているので迂回する方がいいという連絡を小学校からいただいたり，

天栄中の場合，鈴鹿国際大があって，地域の方は車で逃げて行くことが多いだ

ろうということで，防災の話になると話題に上がります。本当に広域で繋がっ

て，市町超えて河芸の朝陽中校区とは連携をしていかないといけないと思って

います。 

 
（事務局：指導課長） 
 原案めいたものを提案させていただきますので，いろいろ意見をいただくの

はありがたいし，最終的には冊子にしていきますので，原案を出していきたい

と思いますけど，例えば，昨年の夏に女川の中学生が来た時に，先生も一緒に

来ていただきました。交流があって先生も市内の中学校へ行かれたのです。そ

の時，最初に驚かれたのが，この辺では防災についてはあまり考えられてない

のですかと言われたのです。それは，先生が子どもを誘導するのに，地震でガ

ラスが割れている中，スリッパや底の薄い草履では子どもを誘導していけない

ということを言われました。向こうでは，先生は厚底の靴を履いています。そ

んなことは，何も考えてなかったので，なるほどなと思いました。大きな流れ
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として，津波でどうするかということは不安なことがたくさんある訳ですが，

出来ることもいっぱいあります。そういった細かいことにも気付いて教えてい

ただけると，今後考えていけるのかなと思うところがあるので，広域のことは

また検討もさせていただきますけど，他にも日々学校を見ていて，避難訓練と

かしていて参考になることを聞かせていただけると，原案を作っていくにも参

考になるので。 

 
（加藤委員） 
 例えば，子どもがいるときに地震があって学校が避難所になったとき，その

避難所はどうするの，子どもたちはどうするの，住民が来た時どうするのとい

うマニュアルは作ってありますか。 

 
（早川委員） 
 はい。どの教室にどの地域がというのは決まっています。 

 
（前田委員） 
 体育館が避難所になっているので，教室には基本的には入れないようになっ

ているので決めてありません。 

 
（加藤委員） 
 三重県教育委員会では，教室もある程度は使ってくださいということになっ

ているので，それだけの子どもがいて，そこへ避難民が来た時どうやってすみ

分けするのかということは問題が出てくると思うのです。そんなんはどうなん

です。 
 この間，いなべ総合学園で図上訓練をしました。その訓練で，子どもがいて

そこへ避難してきたというやり方でやった時に，すごく混乱を招いていました

ので，そういうのは絶対あるわけですね。だから，そういう時にどうするのか

とかね。 

 
（中條委員長） 
 学校としては，基本的に体育館ということが前提にありましたので，地域の

方は体育館に入るだろう，市の担当の方が来てくれるだろう，我々もまたそれ

をサポートするだろうという意識でしかないのが現状です。 

 
（加藤委員） 
 小学校の体育館とかは，長期の避難生活になってくるので，スペースを広げ
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て確保すると，避難した人が全て入れなくなってしまいます。その時，一緒に

子どもがいた時どうするのかという話やね。 
（南部委員） 
 ついつい私らは健常者の事ばかり考えてしまいます。しかし，ここには障害

のある子たちを，要援護の人をどうするのかは書いてない。それと，支援教室

の子たちもいるわけです。そこの子たちが多動性の子たちなら，災害になった

時に暴れる。そうなった時，子ども達一人一人を面倒見ることができないこと

があるやんか，それと，鈴鹿市はⅠ型糖尿病患者の子はいませんか。そんな子

たちは，注射の液がないと死んでしまう。いてもいなくても，そういうような

子に対する対応を入れておいてほしいなと思う。要援護の子たちへの対応項目

を作っておいてほしい。 

 
（早川委員） 
 ○○疾患の子の対応はしています。備蓄庫に水や薬は入れてあります。 

 
（飯田委員） 
 今やっている避難訓練は，火災の時の避難訓練が主ですよね。津波の避難訓

練は最近ですよね。消防法上の火災に伴う訓練，あれはあれでいいと思います。

津波の避難になってくるとまた別の話になってくるので，校長先生がどこで腹

をくくるのかは，その時の最善を尽くせではないですけど，校長先生が一番後

悔しないようなやり方でいいと思いますし，国も津波の情報はかなり大げさな

情報を出してくると思いますので，ぼくはその情報のもとに，判断するのでい

いと思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 なかなかそういうものは示すことができないと思うので。 

 
（飯田委員） 
 ぼくは，気象庁の津波情報でいいと思います。警報なのか注意報なのかで。

震度３や４で度々逃げるとなると大変なことです。 

  
（前田委員） 
 津波に関する情報が入ってきたら逃げることやね。 

 
（石坂委員） 
 警報でしょうね。震度３や４だったら，電気が遮断されることもないし情報
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もとれますので，大丈夫だと思います。情報がとれない大きな揺れになったら，

ラジオとか携帯で警報が出たら逃げることです。この前，大木中学校で避難訓

練をする時，私，先頭で逃げました。６分／ｋｍ位の速さでしたが，走る子は

ついてきます。走れない子もいますが，それが結構ばらばらになって，団子に

ならずにいいのです。逃げてみるとそれが分かりました。帰りゴミ拾いをしな

がら帰ってきましたけど，団子になるとあきません。小学校でできるかどうか

は分かりませんが，やってみて分かることはたくさんあるので，それが避難訓

練の中では大事なことだと思います。そのことをこの前感じました。 

 
（加藤委員） 
 避難訓練をしたことによって分かってくるので，それぞれの小学校でするこ

と，それぞれ検証することが大事です。若松小でやっていただくのがどうなの

かなと，それはそれで，情報を分かち合えば，もっとこうした方がいいという

ことも出てくると思います。 

 
（早川委員） 
 道も考えないといけない。３方向くらいある。４月に遠足を兼ねてみんなで

稲生小まで一斉に行きます。「てくてく会」という地域の方が一緒に歩いてくだ

さいます。病弱の子も車椅子の子もいますので。 

 
（石坂委員） 
 足の悪い子や走れない子もおりましたけど，歩いて来ても十分ここまで来ら

れるのやということが分かるだけでも，成果があったかなと思っております。 

 
（早川委員） 
 鼓ヶ浦小は，一斉にやります。本当はてんでんこがいいんだろうけど，車と

か来た時に恐い面もあります。一旦は一斉にやります。 

 
（石坂委員） 
 そのような形で，いいと思います。 

 
（加藤委員） 
 小学校の近くに幼稚園があると思います。その子どもたちの関係者は，私達

はどうするのだろうという意見をいろいろ聞きます。小学校が避難した時に一

緒について行くということも一つの方策に入れないといけないかなと思うこと

があります。釜石もそうだったでしょう。中学校の子たちが避難経路の途中に
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ある子ども達を一緒に連れて逃げているでしょう。小学校，中学校の近くの関

連性のある人達をどうしてあげるかなということで連携をとっていくことも必

要ではないかなと思います。 

 
（前田委員） 
 若松小は，幼稚園の子も入れてあります。６年生が１年生の面倒をペアで見

て，５年生が幼稚園の面倒を見ます。先生の役割もきちんと決めてあって，各

学年の最後尾責任者がいます。教務は一番最後になっています。どうなるのか

なと思います。先頭は，最初から小走りで走るなと言ってあります。列は必ず

崩れると思うので，最初は普通に歩きなさい，この時点に来たら小走り，この

時点ならスピードあげて行く，あとは様子を見ながら変えるという形にしてあ

ります。そういったことも考えてやってみようと思います。 

 
（石坂委員） 
 想定を信じるなと言われる方もみえます。想定はあくまで想定やと思います

けど，到達までの想定時間の中で十分時間はありますので，あわてて動かなく

ても，歩いてでも全然時間的に問題はありませんので，そういうような形をと

られるのも一つの方策だと思います。 

 
（前田委員） 
 一番困るのは，どの時点で逃げるかです。情報が一番心配。 

 
（早川委員） 
 どの道を通るかです。鼓ヶ浦小は川に囲まれていますから。 

 
（前田委員） 
 それはどこでも一緒です。若松小もこの橋が壊れた手前を右に曲がるとか，

近鉄の線路を柳に逃げよとか決めているけれども，それしかないのです。 

 
（南部委員） 
 失敗しても構わないので。失敗しないとあかんのやから。失敗を恐れていて

はできへんのやし。命に関わらないのなら，何回でも何回でもしながら試すこ

とが大事。 

 
（前田委員） 
 若松小は学校便りで，津波が来たら一次避難として千代崎中に逃げる予定で
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すと伝えてあります。計画の中にありますが，学校での引き渡しはしませんと

してあります。一次避難した場所でなら考えますと。それまでは，来たら一緒

に応援してという形でいこうと思っています。 

 
（南部委員） 
 何があるか分からないし，校長先生たちの責任でも何でもないので。でも，

みんな思うよな。東北の現場に立ち，東北の人達と話をすると，東北の先生た

ちはすごい責任を感じています。そんなこと言っていたら絶対何もできません。 

 
（前田委員） 
 東北のことで思ったのは，学校として逃げたんじゃなくて，このクラスはこ

っちに逃げると，いろいろ分かれているところがある。学校として１本ではな

かったのは，これは良かったのかどうかと思ってみたり。 

 
（事務局：指導課長） 
 例えば津波の時に，みんなで一斉に逃げる時は，どこどことなっています。

自宅に子どもがいる時とか，学校での生活と関係がない時に，今後はそういう

ことも想定されます。そういう時は，避難する場所がいろいろ違ってくること

もあり得ますね。 

 
（前田委員） 
 若松小の場合は，とにかく西へ逃げなさい。遊んでいたら西へ逃げなさい。

近鉄，２３号線，伊勢線に向けて逃げなさいとしか言いようがない。周りの地

域の人達も一緒に逃げているので。 

 
（事務局：指導課長） 
 引き渡しですが，保護者は子どもと分かれていては，子どもとどこで会える

かなと思います。一か所であればそこに行けるんだけれども，そうでない場合

は，数カ所書かれていて，そういったカードを持っていてそこへ行くみたいな

こともどうなのかなと考えているのですけど，そういうのは難しいですか。 

 
（南部委員） 
 難しいやろうな。 

 
（前田委員） 
 基本形は集団で千代崎中に逃げますよということです。場合によっては，逃
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げていても好きなようにこっち向いて逃げよとなる場合もあるわけだから，基

本形は一つしかないと思います。 

 
（船入委員） 
 そうなると，家庭でしっかり話ができているかどうかになるので，学校を超

えて，もう一つ大きな話になってしまいます。 

 
（飯田委員） 
 子どもが銘々で違うところに行ったら大変ですよね。 

 
（熊谷委員） 
 防災教育の中では，様々な場面を想定しないとだめだと，学校以外の場所に

いる時，下校中で家にほとんど近いような所にいるときに被災したら，家の人

とどこで待ち合わせをするか，合流するかについては一人一人きちんと決めて

おくように家庭で話をしておくようにして，紙に書かせました。メールでも配

信して，明日聞くのできちんと決めておいてくださいとしました。 

 
（事務局：指導課長） 
 例えばそういうのを，意識付けのために親子でカードに書くというのはどう

なんでしょうか。 

 
（熊谷委員） 
 前任の小学校ではしました。引き取りカードを作る時に，家での待ち合わせ

場所を記入させました。 

 
（中條委員長） 
 そういう例みたいなのを，マニュアルのどこかに入れてもらうと，いい方法

だということでまねができると思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 うまくいけば，来年度，そういったものを市内全部で親子で作っていただく。

意識付けにも親子の会話にもなるし，いいことかなと思っていますけど，現実

にそういうことができるかどうかは，不安だったんですが。全ての所でやって

いただいた方がいいところもあるので，市全体で作っていくことも考えます。 

 
（熊谷委員） 
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 前任校の小学校でそれをやったとき，同居とか隣の母屋の祖父母まで浸透し

なくて，親が仕事をしているので祖父母が迎えに来た時に，ちょっと連携が悪

いということが分かったのです。家族ぐるみということは，そこまできちんと

広げた形で地域の防災と学校の中での防災教育というのは，連動しているとい

うか，きっちり合わせておかないといけないということを痛感しました。 

 
（船入委員） 
 今いっぱい出てきた話，これのまとめ方になってくると思いますけど，時系

列にもう少しきっちり並べて，発災直後にしなければならないことは何。地域

の人達が避難所に集まってきた時は，どういうことに気を付けなければいけな

いかとか。さかのぼって発災前に今のカードの話みたいに準備できることは，

こんなことがあるという，そういう切り口で並べると，結構見やすくなるかな

と思います。今も時系列にそこそこなっているので，もう少し見やすい方がい

いかなと。 

 
（前田委員） 
 避難所を運営するのは，学校長ではないですね。 

 
（石坂委員） 
 市がどこを開けるとかは指示します。担当の職員が行きますけども，時間が

かかる場合，近くに先生がみえたら先に開けていただくとか・・。 

 
（前田委員） 
 指示があった時は学校長の判断で開放しますが，単独で判断はできないです

よね。学校長が判断できるんやろと言われた時は，そうじゃないですよと言っ

てあるのですが。 

 
（石坂委員） 
 学校にみえて，こんな状況になっているということを連絡もらって，そうい

う時は開けてくださいというのもあるかと思います。例えば白子高校だと，近

くの自治会の人達が来ると決めてあると言っていました。そうやって来た時は，

先に開けて，市の災対本部に連絡するという流れになっているところもありま

すし，その辺は，必ず市からの命令があってから開けないといけないという場

合もありますし，先に開けてもらうという順番が変わる場合もあるかも分かり

ませんし，津波等，何かあった時などは，ガラスを割ってもらって中に入る場

合もあるかも分かりません。緊急を要する場合はそうなることもあるというこ
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との話をさせてもらっています。基本的には，逃げてくださいね，建物の中よ

りはエリアの外へ逃げるのですよということは言わせてもらっています。津波

の場合はですね。 
（南部委員） 
 体育館は，校長先生と違って誰が開けるの？地域の人が開けるの？市の職員

が開けるの？ 

 
（石坂委員） 
 タイミングというか，雨の時なら十分時間がありますので，市から行きます。

地震の時は，そこまで鍵を持って走っておれるかどうかというのがありますの

で。地震があって直ぐに体育館へ行く人は，あまりいないのかなと。 

 
（南部委員） 
 市は，避難勧告はいつ出すの？ 

 
（石坂委員） 
 避難勧告を出すのは，大雨とかの場合ですやろ。 

 
（南部委員） 
 地震の時だって出すやろ。 

 
（石坂委員） 
 地震の時の勧告って，どういうのが勧告です？津波の時くらいですか。 

 
（飯田委員） 
 放射線が漏れた時は，避難勧告が出ましたけどね。 

 
（南部委員） 

 神戸
こう べ

の時は，津波はないけど避難勧告出てますよ。 

 
（石坂委員） 
 家がつぶれていたりしたら，必然的に避難所へ行きますよね。それは勧告で

はなくて必然に応じて・・・。 

 
（中條委員長） 
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 そういう状況になったら開けますし，例えば長太小なら津波とかあって水が

浸かった場合，土日なら地域の自治会長さんに鍵をお渡ししてあって，３人の

うちの誰かが開けてくれるということになっています。でないと，地域の人達

が逃げられないということになってしまいます。 

 
（早川委員） 
 鼓ヶ浦小は，校舎へ入る時は割ってもらう窓が決まっています。 

 
（熊谷委員） 
 備蓄庫の鍵も，地域の人に渡してもらう必要がありませんとお聞きしたこと

があります。市から行くのでという話だったので。 

 
（石坂委員） 
 そうですね。備蓄庫は直ぐに開けなければいけないということはないので，

中の物を出すには，ちょっと時間があると思います。そのような考えでおりま

す。 

 
（中條委員長） 
 たくさん，ご意見をいただきましたが。 

 
（事務局：指導課長） 
 作っていく方向として，津波ということで，そのことの手引きを作っていく

ということで，ご意見いただいたように，時系列にまとめていったらいいとか，

弱者に配慮することもいただきましたので，それをもとに原案を作らせていた

だきますので，今後もご意見いただけるといいかなと思います。この手引きの

作り方について，そんな方向で進めさせていただいてよろしいでしょうか。 
 ３月２１日にも鼓ヶ浦中学校で，津波を想定して稲生小学校まで子ども達が

逃げる訓練を行います。そういった訓練もこれからいろいろ行われていくと思

いますし，そんな情報提供もさせていただきますので，要項等が事前に手に入

ったら見ていただいて，助言もいただけたらいいかなと思います。 
 各学校で進めていっていただく準備はしたいと思いますので，よろしくお願

いいたします。 

  
（事務局：川北） 
 今後の開催日程，会議録の公開等についての諸連絡をする。 
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第１回災害から命を守る「学校における防災教育」の改訂版作成委員会 
 午後５時０５分終了 

 
以上，会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 
委員長  中條 正一 


