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第２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9日(木) 午後3時00分～午後4時30分 

 
2  場 所  鈴鹿市役所5階 502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  
       橋口 久代，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  地震・津波時の避難について 
 

6 傍聴者 なし 
 

  
（事務局：指導課長） 
 前回もお話をさせていただきましたが，今回検討をしていただいているのは，

冊子の改訂なのですが，冊子の一番最初には，自分の命は自分で守っていくよ

うな防災教育のことが少し書かれています。そのことは，委員の方からもお話

をいただきましたように大事なことですが，当面は地震発生時等の対応につい

て進めて行くということでご検討いただけるとありがたいです。不足部分等を

教えていただければ，次年度ふくらませながら充実をしていきたいと考えてお

りますので，よろしくお願いいたします。 

 
（中條委員長） 
 本年度は，対応マニュアルとしての作成ということですが，今日の提案に不

足部分を追加することが本年度のやるべきことなのでしょうか。今までの冊子

に付け加える形にするのでしょうか。 

 
（事務局：指導課長） 
 今回，地震・津波の部分を出しましたけど，中身の形は少し変えて，今まで

の冊子に追加する形でいきたいと思います。たくさん書かれていて，この冊子

が活用できているかというとそうではないので，できるだけ分かりやすい形，
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誰もが見てできるという形を作っていきたいなと思っています。抜けている部

分や入れた方がいいことなどを言っていただくとありがたいです。 

 
（中條委員長） 
 今日は，提案資料をもとにして，記述されている内容についてそれぞれご意

見をいただいて，より使いやすく見やすいものを作っていく。そして，平成 17
年の冊子についてもご意見をいただいて，最終的には修正したものを作ってい

くということです。 
 本日の提案資料につきまして，それぞれご意見をいただいて，こういうのを

付け足してはどうかとか，変更してはどうかとか等のご意見をいただきたいと

思います。 

 
（加藤委員） 
以前の冊子のどこに入れるのかを言っていただけないでしょうか。 

 
（事務局：指導課長） 
 1 ページの後半から，2,3,4 ページについては，本日提案の資料が入ります。
それと，後半の対応のことについても全体をまとめてあります。使えるものを

作っていかなければいけません。前回のは，これをもとに研修をしていくには

いいのですが，実際に使っていくとなると，あまりにも細かすぎるので，対応

という面において，もう少しシンプルにした方がいいと思っております。 

  
（加藤委員） 
 1ページのアから，今日の資料に変わるということですね。 

 
（事務局：指導課長） 
今日の資料は，学校にいる時だけですので，その後のことについては，意見

をいただきながら付け加えていきたいと思います。 

 
（飯田委員） 
 どのような考えで，この資料を出してもらったのか，少し説明をお願いしま

す。 

 
（事務局：指導課長） 
 できるだけ流れが分かるように工夫をしました。地震が発生した時のマニュ

アルとして分かりやすいものを作りたい。津波のことを想定して考えておりま
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すが，津波だけではできないので地震が入ってきております。また，風水害の

ことがないので，同じように作っておければと思います。 
 資料の１ページ目をご覧ください。災害対策本部を設置するということは，

校長先生が設置をしていただきますが，どんな場合に設置するのかというのを

明らかにしました。県内で震度６以上の地震，また，大津波警報が発令された

時は，自動的に設置されると思います。また，校長先生の判断で設置される場

合は，県内で震度５弱または５強の地震が発生した時，津波警報が発令された

時，県内で相当規模の地震が発生，または発生の恐れがある時，台風等により

大規模な災害が発生，または発生の恐れがある時，校内で火災が発生した時が

設置の基準であるかなと思っております。 
 災害対策本部が設置された場合には，その役割を事前に準備しておく必要が

あるため役割分担として表にあるようなことが必要であると思います。これに

つきましては，前回の資料の４ページにも載っておりましたが，県の資料等を

参考に変えさせていただきました。３ページには，発災した時の全体の基本的

な学校の流れと，災害対策本部のイメージ図を記述しました。そして，具体的

に地震・津波ということで，４ページ以降に緊急地震速報の発令以下，必要な

ことをまとめて書いたつもりです。６ページからは具体的な場面として，学校

にいる場合はどうしていくのかということで，平常時に学校でしておくこと，

緊急地震速報が鳴った場合，地震発生の時，避難・・と流れていきます。学校

に子どもがいることを想定して書きました。 

 
（加藤委員） 
 ここには，東海地震の予知情報，注意情報とか，警戒宣言の発令時のことを

書く必要はないですか。その時の動きを書いておかないといけないと思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 分かりました。 

 
（中條委員長） 
 市から出ているものに，午前７時に警戒宣言または，東海地震については，

注意情報が発令された場合は，どうするのかとか等が出ていると思いますので。 

 
（船入委員） 
 一本きちんとラインを決めておけば，あとは応用でいけるかなと思います。 
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（事務局：指導課長） 
 地震速報の前に入れ込ませていただきます。 

 
（加藤委員） 
 緊急地震速報と，東海地震注意情報と警戒宣言は違うものなので，それは別

立てでしておいた方がいいです。 

 
（南部委員） 
 学校災害対策本部のところですが，市が災対本部を立ち上げた時，そこには

学校がどなたも絡まないものなのですか。 

 
（中條委員長） 
 絡まないですね。教育委員会には連絡はしますが，学校は学校独自の対策本

部を設置します。 

 
（南部委員） 
 次へのステップを考えると，絡まないと学校だけでやっておれないですよね。

鈴鹿市が対策本部を立ち上げているのに学校独自で動くと困りますので，連携

をしておくことを入れておかないといけない。 

 
（船入委員） 
 情報共有はするとは思いますが，市の災対本部の中には入れないと思います。 

 
（南部委員） 
 教育委員会が本部に入っている以上，そことの連携（指示系統）がなかった

ら，勝手に動いたのでは困るのではないですか。 

 
（事務局：指導課長） 
 教職員は，県の基準で動くところがありますよね。 

 
（熊谷委員） 
 設置基準とは鈴鹿市なのか三重県なのか，どこの基準でしょうか。手引きの

中だとか危機管理マニュアルが各学校に来ており，県独自の学校役割や校長の

判断があるので，それとの整合はどうなっているのかを聞こうと思っていまし

た。 
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（南部委員） 
 一番の根本の部分がしっかりしていなかったら，子ども達まで右往左往して

しまいます。 

 
（熊谷委員） 
 設置基準が鈴鹿市なのか県なのかをきちんと明記しておかないといけない。 

 
（事務局：指導課長） 
 県も設置するとはなっていますが，どんな時に設置するのかという基準は載

っていませんでした。市の方に準じていくのがいいのかなと思うのですが，難

しい面もあります。 

 
（船入委員） 
 市の防災計画には書いてあります。市の災害対策本部，県の災害対策本部は

どうするとありますが，学校までこうしなさいとはないと思うのです。 

 
（加藤委員） 
 学校は，教育委員会の中で組織の中に入っていないのですか。 

 
（石坂委員） 
 市の災害対策本部には教育長が出ていただきますので，災害対策本部で決め

たことは当然受けることになります。そこから各学校への伝達，あるいはそれ

までの情報収集というのがあって，災害対策本部の中で，教育長が，今こんな

状況になっているというような報告はされると思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 地震の場合は，明確にできるのかなという部分があったのですが，例えば風

水害の時に警報が発令された時などは難しかったです。 

 
（熊谷委員） 
 少なくとも，関係法令はここに明記しておかないといけない。手引きもマニ

ュアルも市の防災計画も含めてですが。 

 
（加藤委員） 
 教育も災害対策本部の一員として絡んでいるのなら，災害対策本部は同じベ

ースで設置されるべきです。 
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（船入委員） 
 指導課や教育委員会の各課の担当職員は絡んでいるけど，学校の教職員は絡

んでいないと思います。 

 
（加藤委員） 
 絡んでいなかったら，避難所を開設する時，学校は避難所を支援する役割に

なっているので，伝達がうまくいかないのではないですか。 

 
（船入委員） 
 災害対策本部の学校班の中に，教職員は入っていないです。 

 
（加藤委員） 
 そうすると，病院関係とよく似た関係ですね。 

 
（熊谷委員） 
 三重県教育委員会が出している，学校管理下における危機管理マニュアルの

中には，小中学校の教職員の動きについては市町で定める基準によるという※

印があります。 

 
（加藤委員） 
 学校の災害対策本部を設置するのに，市町の災害対策本部を設置する基準よ

り下回った基準というのはおかしいです。 

 
（南部委員） 
 今まではそうであったかも知れないけれど，ちょうどいいチャンスなので，

今回から基準という文言を入れたらいいのではないですか。入れたら学校は動

きます。入れてなかったら，どう動いていいのか分からなくなってしまいます。

指示系統がはっきりしていると分かりやすいし動きやすいと思いますが，どう

なんでしょう。 

 
（中條委員長） 
 台風にしろ，何かあったら教育委員会から避難所の開設について連絡があり

ます。教育委員会からは連絡が来るシステムにはなっていますね。 

 
（南部委員） 
 明記してあると，誰が見ても分かるけれど，他から来た人だっているし，新
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しく校長先生になった人もいることだから，この際だから工夫して入れた方が

いい。 

 
（飯田委員） 
 学校災害対策本部設置基準というのと，市の災害対策本部設置基準を２つ並

べると，余計にややこしくなりませんか。 

 
（事務局：指導課長） 
 次までに分かりやすく入れるように検討します。 

 
（船入委員） 
 ３ページに戻りますが，学校災害対策本部の中で，学校再開班はある程度時

間が経ってから動くので色が変えてあると思いますが，避難所支援班も，先送

りと言う言葉が適切かどうか分かりませんが，学校の中だけでおさまらずに，

市の災害対策本部と調整をしなければならないこともたくさんあると思うので，

先に作るべきものは，下の２つを除いた上の部分というような切り方にしてお

いた方がいいのではないですか。 

 
（加藤委員） 
 この組織は，消防計画と合わせてありますか。合わせておかないと，地震は

これ，火災はこれとなると紛らわしい。 

 
（事務局：指導課長） 
 これは，地震だけではなくて全部これでいけるとは考えております。 

 
（加藤委員） 
 それが，消防計画の組織と合っているかということです。 

 
（飯田委員） 
 消火班とか救護班とかあるのが，地震と火事の場合で変わっていたのでは，

分かりにくいということです。  

 
（熊谷委員） 
 ２ページの表は県の冊子の３０ページに合わせてあるのですね。 
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（南部委員） 
 学校災害対策本部はありがたいですけど，大変な仕事です。報道関係の対応

も入れておかないといけない。 

 
（事務局：指導課長） 
 総括の所には，報道機関への対応も入っております。 

 
（南部委員） 
 この書き方だと，こちらから現状は○○ですというような役割のように思う。

報道機関からの問い合わせがあった時の対応を書いておかないといけない。役

割分担を明確にするために，報道機関への対応も入れてやってください。 

 
（南部委員） 
 １２ページのイの(ア)の C 「火気を使用している調理室・・・」のところで
すが，揺れを感知すると最近はガスを遮断するようになっていますが，鈴鹿は

違うのですか。自動で遮断するようになっているのなら，この文章表記は変え

た方がいいです。理科室で実験をしている場合はいけませんが，調理室では・・

となっているので，そうではないかなと思いました。 

 
（中條委員長） 
 新しく作ってもらった９ページですが，地震については詳しく書いてあるの

ですが，津波については，「津波の危険性の残っている場合の対応」だけになっ

ていますが，津波についての対応はもう少し詳しくしなくていいでしょうか。 

 
（石坂委員） 
 ４ページの所に，津波に対する避難が載っておりますので，これを受けての

対応ということですので，そこからつながってきていますね。この流れでいい

ように思いますが。 
 ４ページの「津波の可能性あり」のところですが，「一次避難場所で危険な時

は，二次避難場所へ速やかに移動する」とありますが，一次と二次というのは，

どこどこ小学校が一次で，ここが二次というのを決めてもらってあるのでしょ

うか。防災安全課では，まずここまで逃げましょうというラインは示していま

すが，一次，二次というのは，何か決めというのはあるのでしょうか。 

 
（事務局：指導課長） 
 各学校で決めていただいていると思うのですが。 
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（前田委員） 
 一次は決めてありますが，２次は決めてありません。 

 
（石坂委員） 
 一次というのが，若松小学校なら千代崎中学校，大木中学校なら一ノ宮小学

校ですね。 

 
（中條委員長） 
 一次は３階ではないのですか。 

 
（早川委員） 
 時間的なものではないのですか。 

 
（前田委員） 
 一次避難場所になるので，若松小の場合，千代崎中になると思います。第一

次避難，第二次避難というのはありますが，場所をいう場合，学校から離れた

所という解釈になるのと違いますか。 

 
（事務局：指導課長） 
 ここに書いたのは，そういう意味ではなかったので。 

 
（石坂委員） 
 津波の場合は，そこに留まらないというのが一番だと思いますので，一次避

難場所というのは学校から遠い所で，もう１つ二次まで考えてもらっているの

かなと思いました。それではないということですね。 

 
（中條委員長） 
 表現の仕方によって読み違えがあるようですので，そこをはっきりさせた方

がいいと思いますが。 

 
（石坂委員） 
 東海，東南海，南海の想定で，７０分間後には５０ｃｍと想定されておりま

す。津波までの時間はあるので，逃げることを選択していった方がいいと思い

ます。 
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（事務局：指導課長） 
 一次避難と避難場所（避難地）の表現がまぎらわしいため，表現の仕方を考

え直します。 

 
（飯田委員） 
 ５ページステップ４の「避難した後の学校の対応」の所で，警察，消防，医

療機関への連絡のところですが，消防と市の災害対策本部は横の連携でつなが

っていますので，市の被害状況は消防へ入っていて，一括して同じ情報を管理

できています。そこに，学校単独で消防へ連絡を入れてもらうと，なかなかう

まくいかない部分があります。市の災害対策本部と教育委員会がうまく連携を

とっていくことが大事です。医療機関も直接連絡を入れると，病院もパニック

になると思いますのでうまく連携をとっていくことが大事です。基本は市の災

害対策本部へ連絡するのがセオリーだと思います。 

 
（石坂委員） 
 学校であれば，移動系の無線が入っておりますので，それは警察にも病院に

も置いてあって番号票も付けてあり，つながっておりますので，その番号を押

していただければ，映像はつながらなくても音声は通じることになっておりま

す。当然，市にもかかるようになっておりますので，無線は活用していただき

たいと思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 ここに書いておくのは，市の災害対策本部でいいでしょうか。 

 
（石坂委員） 
 まずはそれでいいと思います。 

 
（飯田委員） 
 学校の情報をどこがまとめるかですよね。市の災害対策本部の前に，教育委

員会でまとめて情報を全部持っていくとやりやすいと思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 市の災害対策本部の組織の中に教育委員会の組織があるので，そこと連絡を

取り合うことになると思います。 
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（石坂委員） 
 市の災害対策本部というと，防災安全課だけがやっているイメージなのです

が，各部から部長に集まってもらい，そこに市長がいるという形です。そこで

決めたことを各部へ下ろすという流れになっておりますので，まずは各担当課

の所で連絡を取り合って，それが災害対策本部に上がるということになるので，

そのことを覚えておいていただけるといいかなと思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 無線は，教育総務課のところにあります。 

 
（石坂委員） 
 教育の部署を作っていただいて，そこで連絡を取り合うという形になろうか

と思います。前回も，電気が落ちて情報がとれないという心配をされていまし

たが，やはり無線が一番いいと思います。来年度になれば，海岸線も含めてラ

ッパがいろんな所に立ってきますので，そうなれば，こちらで喋ったことが全

部流れていくことになっています。 

 
（南部委員） 
 この委員会は，海の方の学校ばかりの先生ではなくて，海岸付近の学校とは

全然違う悩みを持っている山の方の校長先生にも入っていただくか，冊子が出

来上がった時点でもいいので見ていただくとかしないと，悩みが聞けないと思

います。どなたでもいいので，一人お願いしたいと思います。 

 
（前田委員） 
 山手の方も考えないといけませんが，中間もあります。そこは二次避難場所

になるかも知れないので，みんなが考えるようにしていかないといけない。 

 
（中條委員長） 
 無線を使うとか，報道機関への連絡であるとか，市の災害対策本部と連携を

図るとか等を留意点のような形で記述ができるのならお願いしたいと思います。 

 
（橋口委員） 
 幼稚園の立場からお願いしたいと思います。学校の部分を全て幼稚園に置き

替えて考えるのかなと思っておりますが，鈴鹿市内の公立幼稚は２３園ありま

して，その内の８園は独立園となっており，４歳，５歳児がいます。他の園は

校長先生が兼務になっています。独立園でも幼小関係で連絡はし合っています
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が，４歳の子は何かの拍子にパニックになってしまうことがあります。大丈夫

だよと言っても，なかなか話が聞けなかったりするので，どこかのところに幼

稚園のことも入れておいていただくと，お互いが意識できていいと思います。

引き渡しにしても，兄弟がいるので小学校と関連してきます。一言文言を入れ

ておいてもらうとありがたいです。 

 
（前田委員） 
 実際のところ，小学校と幼稚園の連絡はうまくつかないことがあります。幼

稚園までスピーカーが繋がっていないので，電話をかけるくらいしかありませ

ん。緊急時だけでも幼稚園と小学校のラインが繋がるようになっていると，連

携がしやすいです。 

 
（橋口委員） 
 ２人の職員のうち，１人が子どもを見て，１人が小学校へ連絡に行っている

と，パニックになってしまいます。 

 
（船入委員） 
 幼稚園は，地域を巻き込んだ取組が必要になると思います。幼稚園の先生は
人数が少ないので，マンパワーは全然足りません。その中でやっていこうとす

ると，小中学校とは違う仕組みを考えないといけないかも知れないです。 

 
（橋口委員） 
 ＰＴＡの役員さんには，何かあった時には連絡をしますから，駆け付けてく

れるように頼んであります。 

 
（南部委員） 
 連絡をしなくても，駆け付けてほしいです。更に，園の近くの組長さんとか

と日頃から繋がりを作っておいて，何かの時には駆け付けてくださいねという

ようにしておくことが大切です。 

 
（前田委員） 
 若松小は今度避難訓練をしますが，６年生は１年生を，５年生が幼稚園を見

るように組んであります。通学団で顔が繋がっているので，小学校と幼稚園と

組むようにしています。 
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（飯田委員） 
幼稚園の子が小学校の子より先に帰っていくことはあるのですか。 
（前田委員） 
幼稚園だけ帰ることはあります。 

 
（飯田委員） 
 小中学校と幼稚園のことを一つにまとめるのは，難しいですね。 

 
（事務局：指導課長） 
 幼稚園は，全体的な流れの中に落としてなかったので，それぞれの園でこれ

をもとに作ってもらうとなると，入れないといけないですね。 

 
（中條委員長） 
 学校関係ですので，小中幼となっていますが，保育所関係は市としての対応

はあるのでしょうか。 

 
（石坂委員） 
 保育所関係でも訓練はやってもらっております。子どもが小さいので，リヤ

カーのようなものを地域からいただいたりして対応をしてもらっております。 
 公立は，白子保育所が津波の浸水域に入ってくるので，避難訓練をしてもら

っておりますが，私立については，これから逃げることをやってみましょうと

いうことで，話をさせてもらっております。それぞれ，ラジオで地震速報をと

るなどの対応をしてもらっております。ただ，７０分あるとは言え，子どもら

が避難するのにどれだけ時間がかかるか分からないと言ってみえるので，課題

として，今後，訓練の中で対応していかなければなりません。 

 
（事務局：指導課長） 
 幼稚園は，地域との連携など，想定がいろいろと出てくるので，別に作らせ

てもらいます。 

 
（船入委員） 
 今後の話ですが，各学校に特別な支援がいる子などは，それぞれこの資料に

基づいて，各学校で具体的にどうするとかを詰めていくかという形になってい

くのですね。 
 学校が避難所になった時は，避難してくる人たちが，ペットを連れてくると

いう話もあります。鼓ヶ浦小では，各地区であらかじめどこへ入ってもらうと
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かが決まっているということでしたが，そういうようなことも，具体的に各学

校で検討して作っていくという形が出てくるのでしょうか。 

 
（中條委員長）  
 各学校で，しなければならないことも入れておいてもらうと，それが指針と

なって，具体的な対応が考えられると思います。 

 
（船入委員） 
 学校が避難所になった時に，使える部屋，使えない部屋の区分けをしておい

た方がいいと思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 分かりました。 

 
（南部委員） 
 避難している人達の中にはアレルギーの人もいるので，ペットについては考

慮すべきことを書いておかないと，トラブルになってしまうこともある。その

こともこの冊子の中に書いておいた方がいい。 

 
（早川委員） 
 ９ページに，津波の危険性が残っている場合の対応がありますが，津波発生

の有無は，地震後３分以内に分かると言われています。そうなると，出火を確

認したら，直ちに初期消火に当たるとありますが，逃げる準備をしていて消火

ができるのかなと思います。津波の危険性が残っている場合は，学校はどう動

けばいいのでしょうか。逃げるとしたら，みんな学校にはいなくなります。 

 
（船入委員） 
 ３階に避難していて，１階から火が出たというような場合ですかね。 

 
（事務局：指導課長） 
 「STEP4-1 津波の危険性の残っている場合の対応」はいらないですね。削除

します。 

 

（中條委員長） 

 地震のことは詳しいですが，津波についての記述は４ページだけになってい

ます。東海地震の予知情報や注意情報が出た場合はどうするのか，教職員や児



 

15 
 

童生徒はどう対応するのかについての詳しい内容はほとんど書かれていないの

で，その点も入れてもらいたいです。 

 

（事務局：指導課長） 

 状況や場所など，いろいろ想定されるのでなかなか書きづらいですね。 

 

（中條委員長） 

 課題として残っている登下校中のことと，引き渡しについての注意点も書い

ていただけると参考にできるのでいいかなと思います。 

 

（事務局：指導課長） 

 分かりました。 

 

（南部委員） 

 こうやって引き渡すのですよと書いたら，大川小学校のようになってしまい

かねないです。 

 

（中條委員長） 

 避難計画を学校で作ったのですが，新たに考えていく上での基準がないと戸

惑うことになります。 

 

（南部委員） 

 津波の場合のみ，マニュアル通りにしようとしたとろこが失敗している。 

 

（中條委員長） 

 基準というのがあって，それを状況によって変えていくのはいいと思います。

何もないと計画を作る上で困ることになります。 

 

（南部委員） 

 “変えていくものですよ”という文言があるのならいいです。引き渡しにつ

いても，ここに書いてあるとそれしかないように思われてしまう。書いてはあ

りますが，実はどうなるのかわからないので“てんでんこ”ですよという文言

を入れるのならいいです。ここが集まり場所，ここが引き渡し場所とした場合，

東北地方では失敗した例がたくさんあります。こうあらねばならないというの

を示すことはどうかなと思います。マニュアルはなければいけないけれど，マ

ニュアル通りにはいかないということです。難しいですが。 
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（前田委員） 

 若松小で計画を立てている時，７０分という時間がない中で，引き渡しは若

松小では行いません。次の避難場所の千代崎中でというようにしてあります。 

 

（船入委員） 

 前回，そのことを聞いて，いい方法だと思いました。 

 

（前田委員） 

 混乱してしまうので，若松小では引き渡さないので，千代崎中まで一緒に行

ってねということです。 

 

（南部委員） 

 先生たちの動きの文言を見ていると，子どもたちに対して，ＰＴＡに対して，

学校に対してというように，自分のことはさておいてすることばかり書いてあ

る。先生は魔法使いではないので，先生たちも必ずこけます。そういう場合に，

どうやって誰が見ていくのかがあればいい。災害時は精神的にも肉体的にもと

ても疲れてくるので，みんなでケアし合わないといけないよと思う。 

 

（事務局：指導課長） 

 そのことは，大事なことであるので，前段に書いておくといいですね。マニ

ュアルには書ききれない想定外のことがいっぱい起こってくるので。 

 避難場所の言葉についても整理しないと混乱するので，見直します。 

 

（前田委員） 

 出来上がってからでいいので，保護者への啓発も考えた方がいいです。どの

ように情報提供をするのかについても考えていかなければならないと思う。 

 

（事務局：指導課長） 

 次回までに，前段を入れておくこと。また，この中では，配慮することや今

日言っていただいたこと（登下校時の場合，風水害の場合，幼稚園は別葉）を

含めてこれに追加する形で作り直します。 

 

（事務局：川北） 

 第１回会議録の公開，次回開催日程について説明。 
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第２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４時３０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 


