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第３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20日(月) 午後3時00分～午後4時30分 

 
2  場 所  鈴鹿市役所12階 1202会議室 

 
3  出席委員 中條 正一，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 

飯田 行信 

 

4 出席職員（事務局） 
       髙藤 富子，川北 浩司 

 

5 議 事  防災冊子改訂全般について（前回からの追加・変更） 
 

6 傍聴者 なし 
 

  
（事務局：川北） 
傍聴者，出席者の確認をする。 

 
（事務局：髙藤） 
 いつもお世話になっております。本来なら課長が出席させていただくところ

ですが，緊急の会議が入りましたので，代わってご挨拶させていただきます。 
 今日で第３回を迎えるわけですが，今まで中味の濃い会議にしていただき，

感謝しております。今日も，改訂について忌憚のないご意見をお聞かせくださ

い。どうぞよろしくお願いします。 

 
（事務局：川北） 
 第２回の会議の時に皆さんにご指摘いただいた点を資料にまとめましたので，

追加・修正部分を中心に提案します。本日配布した資料に表紙，目次等を入れ，

最終的に３月に改訂版の冊子を完成させることになっております。 
 まず，６ページまでの部分ですが，学校における防災活動，防災教育の推進，

防災訓練の充実等，前回提案の災害対策本部設置に至るまでの前段の部分が記

述してあります。 
 ７ページ以降の前回からの変更点ですが，市の災害対策本部と連携を図る必
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要があることから，７ページの（１）に，鈴鹿市災害対策本部の設置について

追加をいたしました。また，学校の災害対策本部の設置基準の根拠については，

『平成２２年３月の「学校における防災の手引」資料編，Ⅳ 教職員の緊急動

員計画（基準）及び非常体制時の業務等』からといたしました。 
９ページの学校災害対策本部のイメージ図ですが，緊急に対応する部分とあ

る程度時間の経過をみた後，状況に応じて設置する班を区別し，下２つの「避

難所支援班」と「学校再開班」を区別できるように，波線で切らせていただき

ました。 
続いて１０ページですが，「東海地震注意情報」または「東海地震予知情報（警

戒宣言）」が発表された時の学校の対応を，発災前に留意しておく点として追加

記述をいたしました。また前回，「一次避難場所」と「一次避難」の言葉の使い

方を整理して統一した方がいいということでしたので，「一次避難場所」の扱い

は，津波による浸水想定区域外へ逃げる場所であることを確認したいと思いま

す。大木中なら一ノ宮小学校が一次避難場所となります。学校によっては，一

次避難は机の下にもぐる，二次避難は揺れが治まってから屋外に逃げる等の扱

いをしているとは思いますが，○○場所と場所が付く場合は，今後，学校外の

避難場所のことを指すように使っていきたいと思います。 

前回は，発災時に子どもが学校にいる時の場合のみの提案でした。そこで，

今回，１９ページ以降に登下校時の対応について追記をいたしました。平常時

に確認しておくこと等をご確認ください。２２ページには，下校の判断基準や

保護者への引き渡しについて，２３ページに引き渡しカードの例を掲載しまし

た。 

また，幼稚園の対応は，マンパワーが少ないことから，小中学校とは別にし

ておいた方がいいのではないかというご意見をいただきましたので，別葉で作

成しました。平常時に，地域の人との関わりを大切にして，発災時にすぐに駆

け付けてくれるような関係を築いておくこと等が入れてあります。 

最後に，地震・津波以外の対応として，風水害編を２６～３２ページに追加

してあります。 

以上が，前回からの変更点となっておりますので，ご確認いただきまして，

ご意見をお願いしたいと思います。 

 

（中條委員長） 

 それでは，８ページの所まででご意見いただけませんでしょうか。 

 

（加藤委員） 

 鈴鹿市は，自動参集はないのですか。震度４以上で自動参集でしょうか。 
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（事務局：川北） 

 市は，震度４の地震が発生したとき，第２非常配備として，教育対策部の学

校管理班が３名配備に付くことになっております。 

 

（中條委員長） 

 学校は，震度４の時は特に何もありませんが，震度５弱の時には出勤し，配

備に付くことになっています。 

 

（加藤委員） 

 自動参集になるわけですね。呼ばれなくても全員出てくることになっている。 

 

（中條委員長） 

 県職員の場合は，震度５以上ですね。 

 

（加藤委員） 

 震度５以上が自動参集となっていて，自動設置の所が震度６弱以上になって

いますね。参集する以上は，災害対策本部を設置することでしょう。（表と整合

性がない。） 

 

（船入委員） 

 市の災害対策本部と学校の災害対策本部は切り離した方がいいのじゃないの

かなと思いますけど。 

 

（加藤委員） 

 災害が起こる予測がされるから，非常参集するわけでしょう。非常参集すれ

ば，何らかの本部を作らないといけないのではないですか。そこで，ルールを

決めて行かなければならないことが出てくる。 

 震度５弱で出てきた時，どういうことをするかがここに出ているわけですね。 

 

（前田委員） 

 学校へ戻れとか集まれということですね。具体的に何をするかは決めてあり

ませんが。 

 

（加藤委員） 

 集まるということは，何かを予測して対応ができるようにということは，本

部みたいな感じになるわけですね。 



 

4 
 

（船入委員） 

 それが，この表（イメージ図）ではないのですか。 

 

（加藤委員） 

 いきなり，ここに載っているようなものは全部作れませんから，小さな必要

な部分から出来てきて，だんだん要員が増えるに従って総括できるような組織

ができてくる。職員も被災しているという問題があるから，一挙に全部組織が

出来てしまうことは，まず無理だと思う。少しずつ必要な部分の要員を設けて

おいて，後から出てきた人は，後でしてもいいような仕事もあるわけだから，

そういうように徐々に全体が構成されていくというやり方と違うのかなと思う

のですが。自動参集の所の震度６弱以上で学校災害対策本部を自動設置するこ

とになっていますが，今，お話を聞かせてもらうと，震度５弱以上で出てくる

ことになっているでしょう。これは，どこから出てきたのですか。 

 

（事務局：川北） 

 それは，「学校管理下における危機管理マニュアル」の中に，管理職・教職員

の対応が載っております。 

 

（加藤委員） 

 どう違いがあるのかということになります。 

 

（南部委員） 

 わたしも今までそういうものだと思ってた。学校で災害対策本部ができて，

どうのこうのというものだと思っていた。でも，イメージした時に全然違うな

と思った。昨日，一昨日と東北へ行ってあの現場を見た時に，学校の先生は，

津波の警報が出て，災害対策本部を立ち上げている場合とは違うやろうと。子

どもたちを先に逃がして，命を守ることだろうと。とにかく安全な所へ逃がさ

ないといけない。災害対策本部を立ち上げているから，悲劇へ繋がることにな

ってしまう。釜石の小中学校の場合を考えてみると，子どもたちの命を一番初

めに守り，それからでもできるわけです。みんな安全だと分かったら考えられ

る。子どもがパニックになっている中，今から災害対策本部を作るなんていう

のはおかしい。現場をみんなでイメージしてみないと，災害対策本部を立ち上

げることのみ最優先に考える事などないのと違うのかな。学校は，子どもたち

の命を守ることが一番大事なのだから，市や県は災害対策本部を立ち上げるこ

とはやってもらったらいいけど，学校現場というのは，子どもの命を最優先に

考えないといけない。災害対策本部ありきなのかな。 
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（加藤委員） 

 災害対策本部というものが，人が集まってきた時に何かを決める時に・・・ 

 

（南部委員） 

 それは，次の運営じゃないですか。 

 

（加藤委員） 

 運営するに当たっては，ある程度のものがいる。 

 

（南部委員） 

 学校の教育現場は，子どもを先に逃がして安全を確保してから災害対策本部

を作るということではないのですか。 

 

（加藤委員） 

 そうやって動いていることが，本部の動きです。組織がそうやってきちんと

決まっているので，避難するというものが一つの計画の中で出てきているので，

先に優先的にやるだけであって，本部員として本部以外のことをするというそ

んな問題とは違う。個々の活動はそのままで動いて行って，優先的にやってい

って最終的に調整しないといけない時に集まって会議をするというだけです。 

 

（南部委員） 

 まず第一に，子どもの命を守ってから地域と一緒になって学校の中の本部を

うまく運営していきましょうというのは，それはそれでいいけど，災害が起こ

った時に，初めからそうありきではないなと私は思う。 

 

（加藤委員） 

 それは，市の対策本部と同じです。一定の人は自動参集で集まってくる。集

まってきたら，優先度の強いものから対応する。ということは，人民危険とか

被害拡大防止が優先なので，そこは各班が度外視してやっています。 

 

（中條委員） 

 学校にいる時に災害が起こった場合，校長の指示のもとに各班（人）が動く

こと自体，それが災害対策本部としての形となっている。もちろん，現実我々

がやることは，子どもの命を守り，安全に運動場や他校に逃がすというのが第

一だけれど，それをやるためには，災害対策本部をもとに校長が指示しながら

実際は動いているということではないでしょうか。 
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（南部委員） 

 それは，違います。そんなことをしているから（東北のある学校は）遅れた

わけです。そうと違いますか。 

 

（中條委員長） 

 校長が状況を把握して，危険だからまずはみんな逃げなさいということにな

りますよね。 

 

（南部委員） 

 あなたは情報班ですよね，あなたは○○班ですよねと言っている場合ではな

くて，とにかく何でもいいので逃がして，みんなで逃げる。生徒をそこで引き

渡して・・・というのは二の次。まずは安全なところへ逃げて保護者に引き渡

してから戻れるなら戻って，学校の中で運営をどうするかというのは，初めに

きちんとしておくのはよく分かるのですが，学校の先生は真面目なので，「わた

しは○○班なので他のことはできません」ということになってしまうことが，

往往にしてあります。だからいけないのです。まず，逃がしてから考えようと

いうように持っていかないといけない。東北へ行ってみてよく分かった。初め

から決めておくことは大事なこと。でも，それありきにしてしまうと，失敗す

るということを，私は現場を見て感じた。あの瓦礫の中でみんなどうやって動

くのか，校長先生が指示すると言いますが，校長先生は一人しかいないのです。

幼稚園から６年生までみないといけない中，どう対応するのか。 

 

（中條委員長） 

 たくさんの職員がおりますので，養護の先生はきちんと準備した物を持って

いきなさいと・・・。 

 

（南部委員） 

 津波の時は，何も持たずに逃げるのです。マニュアル通りにやらないといけ

ないとなると，役割分担を意識して戻らないといけないとなって，失敗するの

です。津波だけは何も持たずにとにかく逃げることです。 

 

（船入委員） 

 見方を変えて，９ページに STEP1，STEP2,STEP3・・・とフローが書いてあり

ます。まず最優先にしなければならないことは，児童生徒の安全確保と避難で

す。それに基づいて，下に書いてある班が，限られた先生の人数の中で，どう

安全確保して避難していくかというのをイメージして班を分けていくという作
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り方の方がいい。そうしないと，何を優先的にしていかなければならないかと

いうのが見えてこないですかね。 

 

（飯田委員） 

 イメージ図の中で，順番を決めるということですね。私もこの前思ったので

すが，やることはこれだけあるんですよというふうに捉えた方がいいのではな

いかなと思いました。これで優先順位を付けることは非常に難しいと思います。

火災が起こってなかったら，火災のことはやらなくていいし，怪我人が出てい

なかったら，怪我人の対応はしなくていいでしょうけど，全体把握という意味

で STEP1 なのかなという気がします。南部さんがおっしゃったように，そんな

に時間がなければ，火が出ていても，とにかく逃げないといけないこともある

と思いますので，優先順位というのは，非常に難しいのかなという気がします。 

 

（船入委員） 

 市の災害対策本部の中でも，最初に動く班もあれば，ある程度事態が治まっ

てから動く班もある。どこの班がどういうタイミングで動くかというのを書い

ていくと，いろんな人が重複してやっていかないといけない状況になると思い

ますので，先生一人をこの班に割り当てて行くとスタッフの人数では足りない

と思います。 

 

（南部委員） 

 STEP1～STEP5 までの間は，下のことをやっている余裕はないのでということ

ではないですか。 

 

（飯田委員） 

 津波だったらそうなのでしょうね。 

 

（前田委員） 

 これは，イメージ図ということで，こういうものがあるよということであっ

て，どれが優先ではないわけです。学校本部の集まりというのは，一次避難場

所へ行って，やっと考えられる。それまでは，さっと逃げることだと思います。 

 

（南部委員） 

 東北でも，訓練の時にそこを避難所としての訓練を何度もしていたので，避

難所となっている所へ行かないといけないと思って，みんなそうしてしまった。 

だからあかんようになってしまったことがいっぱいある。避難するまでは，み
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んなでいい方法を考えないといけないけど，その後はこの災害対策本部のイメ

ージ図というのは，もちろんこうやってしていかなければならない。 

 ここにもう一つ足りないのは，ペットの受け入れのことです。受け入れるの

か受け入れないのか，受け入れないのなら，受入れませんと明記しないと，あ

とで混乱のもとになるので，入れてやってほしい。一項目あるといい。 

 

（中條委員長） 

 避難所支援班のあたりのところですね。 

 

（加藤委員） 

 現実的に今までもトラブルが沢山起きています。 

 

（南部委員） 

 学校における防災教育の冊子が，鈴鹿市である以上，鈴鹿市で考えるべきで

あると思う。いい例はもらったらいいが，他がこうしたからこうしないといけ

ないというのは止めておいて，鈴鹿市でよりいいものを作ってほしいと思いま

す。 

 

（事務局：川北） 

 前回もご指摘いただいておりましたので，ペットの件は入れさせていただき

ます。 

 

（早川委員） 

 鼓ヶ浦小も，大雨の時の避難時に連れて来ていました。 

 

（事務局：髙藤） 

 東北の人と話す機会がありましたが，ペットのことはすごく困ったと言って

いました。同じ家族だというのに，引き離せということかと詰め寄られて非常

に困ったということでした。アレルギーの子もいる中，毅然とした対応がない

と困るということでした。 

 

（中條委員長） 

 ここに明記してあると，冊子をもとに言うことができます。 

 

（事務局：髙藤） 

 一度認めてしまうと，あの人はいいと言ったということになって，かなり混
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乱するみたいです。 

 

（中條委員長） 

 ９ページが話題になっておりましたが，これはイメージ図とうことで，対策

本部としては，いろんな判断をして対応しなくてはならないということですが，

まず学校としては，子どもの命を最優先にして避難するということを確認して，

状況に応じて対策本部を立ち上げながら対応をしていくということにしたいと

思いますが，よろしいでしょうか。 

 

（南部委員） 

 学校独特のものだと思いますが，非常持ち出し品の搬出の項目に当てはまる

のかどうか分かりませんが，成績の資料がありますよね。そのことへの対応は

大事なことだと思いますが，そのことを非常持ち出し品の搬出で片付けてもい

いのかなと思います。 

 

（前田委員） 

 冷たいか分かりませんが，持っていけないと思います。持っていたら動けな

いです。書庫に鍵をかけて，中に書類を入れたままで避難するしかないと思う。 

 

（中條委員長） 

 指導要録だけでもかなりの量になります。 

 

（南部委員） 

 直ちに，職員室か校長室は立ち入り禁止にするとかの管理をしないと，どこ

へでも入ってこられると困ります。後で問題が出てくることになるので，きち

んとしておかないといけない。 

 

（加藤委員） 

 避難所開設となると，住民の方は直ぐに避難してきます。いち早く立ち入り

禁止の場所を設定しておかないと，一度入ったらなかなか出てもらえなくなっ

てしまいます。 

 

（前田委員） 

 今，避難場所は体育館になっております。教室が空いているからと言って入

ってしまうと，いつまでも居座られることになって困る事にもなりかねません。

よほどのことがない限り避難場所は体育館としておいて，市の指示があって，
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どうしてもということになったら，どこどこの教室を開けます。しかし，この

部屋は立ち入り禁止としておかないといけない。きちんと決めておいた方がい

いということですね。重い書類は持って逃げられませんから。 

 

（南部委員） 

 重要書類の管理だけは，きちんと決めておいた方がいいです。 

 

（飯田委員） 

 津波到着まで時間がある場合は，持ち出し可能でしょうか。 

 

（中條委員長，前田委員，早川委員） 

 それは，無理ですね。ものすごい重さですので。 

 

（前田委員） 

 卒業生の授与録があるのですが，かなりの量なのでそれを持って逃げること

は無理です。せいぜい名簿の束を持つくらいです。電子データは役所にバック

アップをとってあります。歴代の子どもたちの名簿は入っていませんので，ど

うしてもデータを残していこうと思えば，情報処理の中でバックアップをきち

んととれるようにしてもらわないといけない。 

 

（中條委員長） 

 それでは，１０ページから１８ページあたりでいかがでしょうか。 

 

（中條委員長） 

 以前，保護者と話をしていたら，地震になって一番安全なのは学校と違うの

かということで，在校中に地震となった時に帰すのは，安全ではないのではな

いかということも言われたことがあります。 

 

（南部委員） 

 今まではそうだったのです。震度４や５なら学校は安全です。しかし，今こ

の状況を見ていて学校が安全というのは，みんな崩れたと私は思っています。 

 

（南部委員） 

 在校中に保護者の迎えを待って帰宅させると書いてあると，保護者はみんな

学校に迎えに来るでしょうね。 
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（中條委員長） 

 今まで指導課から出ている文書には，こうやって書いてありましたよね。 

 

（船入委員） 

 １０ページは，警戒宣言が出された時の話ですので，津波の場合とはちょっ

と違うと思います。近いうちに起こる危険性が高まりましたよという状態の中

で，発表されたけれど起こらない場合もあるし，その状況の中で更に安全な場

所に避難して，そこで引き渡しという決めまでは，今のところ作れてないのと

違いますかね。これは，警戒宣言の場合だと，対象が東海地震だけなので，津

波高とか揺れとかも，東南海とか連動とかはどうでしょうね。 

 

（加藤委員） 

 予想津波高や揺れは，東海地震と三連動とでは全然違います。 

 

（中條委員長） 

 １０ページについては，注意情報とか警戒宣言が発令された場合は，個々に

書いてある対応で，実際に地震が起こったら１１ページ以降（災害発生時の流

れ）の対応になると考えていけばいいということでしょうか。 

  

（南部委員） 

 ＰＴＡのあるお母さんに聞いたことがあります。いつの時のかは分からりま

せんが文書を見せてくれて，白子小学校では寺家班は鼓ヶ浦中学へ集結と書い

てある。お母さんたちは信じています。その辺りの人達は，なぜ白子小より危

ない鼓ヶ浦中へ行かないといけないのかと思っています。白子高校へ行くのな

ら分かるけど，なぜ鼓ヶ浦中学なのか。見せてもらったらそのように一項書い

てありました。 

 このような冊子はいいのですが，細かく「○○学校編」というのがいるのと

違うのかなと思います。 

 

（加藤委員） 

 それぞれの小学校で，緊急地震速報が出て地震が発生したとしても，津波が

来るところと来ないところの違いもあるので，地域の特性を踏まえてやってい

く必要がある。 

 

（中條委員長） 

 長太小学校でも，今年，地震・津波対応マニュアルを作ったのですが，こう
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いったものを学校別で作っていく必要があるということですね。 

 

（飯田委員） 

 これ（資料）を基にということですから，いいんじゃないでしょうか。 

 

（加藤委員） 

 ベースはこれ（資料）になりますから。 

 

（加藤委員） 

 避難所を小学校にした時，地域の住民は小学校に避難することが原則になっ

ていると思いますが，住民が避難してきた時に，学校が高台へ避難していて学

校には誰もいなかったというのがあるので，地域と避難場所について連携をと

っておくことが必要です。子どもの引き渡しとも絡んでくると思うので，どこ

へ逃げているのかの情報提供をしておかないといけない。 

 

（前田委員） 

 それに加えて，若松小は千代崎中学校へと言われているので，千代崎中学校

でマニュアルを作る時は，他校の児童が避難してくることも想定したマニュア

ルを作らないといけないと思う。グラウンドへの避難となることが多いとは思

うが，雨の場合などは校舎内に入れてもらうこともあるかも知れません。だか

ら，どの学校においても，避難することと受け入れることの両者を想定してお

かないといけない。学校によっては，避難者が集中しているところもあって，

中に入れないことも出てくるかも知れません。そういうことも考えておかない

といけない。 

 

（南部委員） 

 鼓ヶ浦小学校は，鼓ヶ浦中へ行くのですか。 

 

（早川委員） 

鼓ヶ浦中も，鼓ヶ浦小も稲生小へ避難することになっています。 

  

（各委員） 

 白子小は，白子中へ避難します。 

 

（加藤委員） 

 小学校の子どもたちの避難に伴って，そこの住民も一緒に来る場合がありま
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す。稲生地区の住民もいますからいっぱいになります。 

 

（南部委員） 

 各学校にあるかどうかは分かりませんが，特別支援学級の生徒への対応もす

ごく大事になってきます。そういう一項はありましたか。 

 

（事務局：川北） 

 １３ページの平常時にしておくことの中に，「支援を必要とする児童生徒等へ

の対応には，十分配慮する。」と入れてあります。 

 

（南部委員） 

 一行で書いてもらってありますが，ここの対応は本当に大変なことだと思い

ます。多動性の子や，ダウン症の子もいます。他にもいろいろあります。パニ

ックになってしまうこともあります。 

 また，幼稚園の防災訓練に行くと，子どもに頭巾をかぶせたりすることに一

生懸命で，先生は意外に自分の身は守っていないことがあります。先生の身の

安全も避難誘導には欠かせません。 

 

（中條委員長） 

 学校の子ども達が他の場所に避難した時，地域の人達が学校へ避難すること

の調整を十分しておくことについても書いておいた方がいいと思います。 

 

（前田委員） 

 自治会と繋がりを持って，どこかが音頭をとらないといけない。若松小は，

地域づくりがあるので一度考えようと言ってもらっていますが，難しいです。 

 

（中條委員長） 

 先日の学校運営協議会で，学校はこのように逃げますよという話をした時，

私らは学校に逃げることになっているけど，どうするのかという話はありまし

た。そういうところから，自治会と話し合いをしていかなければいけないとい

うことですね。 

 

（事務局：川北） 

 このマニュアルの中には，地域との連携について入れていくことが必要にな

ってくると思います。 
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（船入委員） 

 マニュアルの中にあまり細かい部分まで入れるのではなくて，事例集みたい

なところで，うまく行った事例とそうでなかった事例等を，参考にする資料編

みたいなところにいっぱい事例があった方がいいと思います。それを参考にす

ればいい。鼓ヶ浦小は結構うまくいっていると思います。 

 

（中條委員長） 

 いろいろあるとは思いますが，新たに登下校時を付け加えてもらったので，

１９～２３ページを見ていただいて，ご意見をお願いできないでしょうか。 

 

（飯田委員） 

 いろいろな地区があると思いますが，先生の数は足りますかね。 

 

（前田委員） 

 学校に子どもがいる時は先生もいるので対応ができるけれど，登下校時とか

になったら，先生の対応は難しいと思います。子どもの判断になります。帰宅

途中で，家が近いか学校が近いかでどちらかに避難するしかできないので，地

域として約束事を作って動かないことには，何でも先生となると無理な面があ

ります。 

 

（飯田委員） 

 どれだけ，地域と密着しているかによりますね。 

 

（加藤委員） 

 パトロールが充実しているところは，地域の人に登下校時に入ってもらうこ

とだと思う。この前，地区で山火事があった時に通学路が通行止めになりまし

た。ゴーストラインが引っ張ってあって，どうやって登校しようかということ

になった時，地区の住民が出てきてみんなで誘導していました。 

 全ての小学校にパトロール隊は出来たのですね。 

 

（前田委員） 

 市内，全部出来ています。 

 

（加藤委員） 

 パトロール隊も有効に活用できるようにやっていくといい。教職員だけで対

応しようとすると無理がきます。 
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（前田委員） 

 安全安心パトロールで，巡回してくれている青パトとかポイントに立ってく

れている人達に，こういう時はこんな指示をしてくださいというのを作ってい

かないといけない。地域の人達や老人会の人達にあそこに逃げなと言ってもら

うように仕組んでいかないといけない。 

 子どもを守る家だとか，パトロール隊だとかにお願いをしていかないといけ

ない。 

 

（南部委員） 

 一度登録をして，随分時間が経っている場合もある。いなかったり鍵がかか

っていたりすることもよくあるので，子どもを守る家の見直しからしていかな

いといけないのではないか。そこで，それを使ったディグ（ＤＩＧ）をすると

かをしないと有効に動くことにはならない。書いただけでは絶対に動きません。

何度も見直していくことが大事です。 

 

（前田委員） 

 安全安心のパトロール隊の会議があります。そこで，チェックをかけてもら

いながら浸透をさせていかないといけないのではないか。 

 

（南部委員） 

 鈴鹿市は「子どもを守る家」，四日市市は「ＳＯＳ」，津市はまた違う。これ

はおかしい，全国統一にしないと，引っ越してきた子にとっては分からない。

全国統一してもらわないといけないと言っていますが，変わりません。 

 

（事務局：川北） 

 子どもを守る家については，定期的に集団下校時にお礼の挨拶を兼ねて顔合

わせをしている学校もあります。そういうことで繋がりを作っていってもらえ

ばと思います。 

 

（杉江委員） 

 校区外から通っている生徒は，どちらが地域なのでしょう。 

 

（早川委員） 

 学区外通学の子ですか。来てもらっている学校でやっています。 
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（杉江委員） 

 登下校で，すごく遠い子もいると思います。 

 

（早川委員） 

 鼓ヶ浦小の場合は，学区外の子は境界線の所ですので，集合場所に一緒に来

ています。 

 

（中條委員長） 

 登下校時につきましても，地域としっかりと話し合って連携を図り協力を得

られる体制作りをしていくということも入れていただきたいと思います。 

 ２２，２３ページの下校の判断基準についてはどうでしょうか。 

 

（加藤委員） 

 学童保育所はどうしますかね。 

 

（早川委員） 

 大雨の時は連絡をしています。 

 

（加藤委員） 

 今，学童は３０校ぐらいあるでしょう。あれは，学校が下校するときに合わ

せて閉鎖して引き渡すのか。 

 

（中條委員長） 

 長太小で引き渡しをした時には，学童には行きませんので保護者の方には学

校に来てもらうように言ってありました。 

 

（前田委員） 

 若松小でも引き渡し訓練をした時は，親に学校に来てもらっていました。 

 

（加藤委員） 

 自動的にそういう状況になれば，この資料のような対応になるということで

しょうか。 

 

（南部委員） 

 学童保育は学校が経営していますか。 

 学校の経営なら，学校の配下でこの資料がもとになって動くことになります
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が，経営母体が違うのでそこの人達に任さないと仕方がない。ただし，そこへ

帰りなさいとは言わない方がいい。 

 

 学校が帰ると言っているのに，学童だけが残るということはないでしょう。 

 

（南部委員） 

 どんな場合でも逐一教育委員会へ報告となっているのですか。こんな状況で

こうしますというようなことを。 

 

（前田委員） 

 例えば，一次避難場所に行くことになったら，そのことを言うだけでしょう

ね。細かいことを言っている時間はないと思う。 

 

（南部委員） 

 そうではなくて，時間がある時，警戒宣言が出されて下校をさせる時になっ

た場合は，○○小学校は全員帰宅とかいうようなことは，教育委員会へは報告

しないのでしょうか。 

  

（各委員） 

 時間より早く帰す時などは，報告することになります。平常の時間帯と変わ

る時は報告することになっています。 

 

（前田委員） 

 引き渡しは慎重にしないと，練習だけでも混乱が起こります。車で来て学校

周辺が渋滞となって苦情が来ることもあります。中には，時間をずらしてくる

保護者もいます。 

 例えば，低学年から順に何時から帰しますということを親に言ってやらない

と，一度に迎えに来られたら大混雑です。 

 

（中條委員長） 

 続いて，２４ページに幼稚園の対応についてはいかがでしょうか。 

 

（橋口委員） 

 基本は学校での対応にならうということですよね。小学校との連携の部分が

大事になってくるかと思いますので，小学校側からも声をかけていただくとか

をお願いしたいと思います。 
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 ①にあるように，まず身の安全を守る事が基本だと思いますので，全員避難

が大事です。保護者との連携については，学校と同じで園でもマニュアルを作

って，きちんと周知をしておくことが必要だと思います。また，登園時も小学

生と一緒に来ているので，何かあった時は，お兄ちゃんお姉ちゃんと一緒に動

くんだということなど，そこのところも配慮していただけるとありがたいです。 

 

（飯田委員） 

 下校も小学生と同じですか。 

 

（橋口委員） 

 下校は，職員が地区に分かれて送っていくので，小学校と同じではありませ

ん。学校によっては，1年生と一緒というところもあり，学校によって違います。 

 

（飯田委員） 

 そうなると，何かあれば１年生の子が判断することも出てきますね。 

 

（橋口委員） 

 それはありますね。それこそ地域の人達の力をお借りしたいと思います。普

段から地域の方や近所の方と連携を図っておくことが大切です。 

 

（南部委員） 

 ②の火の始末をするというのは，何を想定していますか。前回も言いました

が，ガスや電気は自動で遮断されるので，わざわざ消しにいかなくてもいいで

しょう。幼稚園では理科実験をするわけではないので。 

 

（事務局：川北） 

 石油ストーブとか置いているところはないでしょうか。 

 

（南部委員） 

 それも揺れを感知したら自動的に消えます。今は消えるものしかだめでしょ

う。だから②は必要ないのではないか。 

 

（事務局：川北） 

 使用中の火を確認するということでお願いします。 
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（飯田委員） 

 「使用中の火を消す」だけでいいと思います。自動的に消える地震ばかりで

はないので，確認はしないといけません。 

 

（南部委員） 

 火を消すのは，おくどさんで火を焚いていた時で，今は自動的に火が消える

ことをきちんと子どもに教えることも大事です。 

 

（中條委員長） 

 ここでは，平常時の対応のところで，小学校との連携のこと，登園時の対応

についても入れておくということでお願いします。よろしいでしょうか。 

 それでは，２６～３１ページまでの風水害についてのところで，ご意見をお

願いします。 

 

（飯田委員） 

 注意報発令の時点で，校長先生の判断で帰らせることもありますか。台風が

来そうな時は，来る前に帰らせるなど，接近してからでは状況がひどくなる場

合もありますので。難しい判断だとは思いますが。 

 

（中條委員長） 

 警報が出ないことには，注意報では帰らせないです。 

 

（前田委員） 

 交通機関の運行状況をもとに・・・とありますが，小中学校では交通機関は

使わないので，道路状況にした方がいい。 

 

（飯田委員） 

 最近は，ピンポイントでのゲリラ豪雨がとても多いので，消防でも困ってい

ます。ある地区だけ豪雨になることがあるので，そんな時に子どもが帰ってい

ないと心配されることもあるのではないでしょうか。 

 

（前田委員） 

 学校では浸水するという地区は，地図でチェックをかけています。そこを確

認しておいて，大丈夫なら帰します。また，緊急メールを流していますので，

おかしかったら直ぐに折り返して連絡をくださいというようにして情報を得て

おいてから帰すようにしています。 
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（前田委員） 

 ２９ページに，校長不在の場合の責任者を決めておくと書いてありますが，

校長がいない時は教頭が責任者になりますので，校長がいない場合は教頭が，

２人とも不在の場合，次の第３の責任者までと具体的に決めておくようにした

方がよい。 

 

（中條委員長） 

「校長・教頭が不在の場合は・・・」としたらどうでしょう。 

 

（事務局：川北） 

 校長不在の場合を，「校長・教頭不在の場合・・・」とさせていただきます。 

 

（飯田委員） 

 STEP2 の学校が洪水・土砂災害等で被災した場合のところですが，市町村危機

管理部局・・・となっておりますが，震災時の対応に表現を合わせた方がよい

のではないか。 

 

（事務局：川北） 

 市町村危機管理部局を市災害対策本部に変えさせていただきます。 

 

（中條委員長） 

 全体を通して，何か考えるべきところや付け加えるところがございましたら

お願いします。 

 

（前田委員） 

 これが完成したら，年度内か年度初めに配るわけでしょうか。 

 

（事務局：川北） 

 年度内の完成を目指しております。防災教育の冊子が改訂されたという周知

はしていきたいと思います。 

 

（前田委員） 

 できた冊子をもとに，管理職・担当教員を集めて説明をし，避難する学校も

受け入れる学校もこれを基に早急に各学校でマニュアルを作るようにしないと，

折角作ったものが生かされない。 
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（中條委員長） 

 これで，修正を加えて完成となるわけですね。 

 

（事務局：川北） 

 今日いただいたご意見を，本日配布の資料に反映させていただき，最終的に

もう一度，委員の皆さんに見ていただこうと思います。その間，パブリックコ

メントをとり，市民からのご意見をいただく期間を設けますので，そこでの意

見も参考にしながら完成させたいと思います。最終的に，パブリックコメント

後，もう一度３月に集まっていただいて，最終的に冊子の確認をお願いしたい

と思います。次回最終の会議日程については，後日調整をさせていただきます。 

 

（前田委員） 

 若松小が８月に地域で避難訓練をした時のことですが，その時は校長が仕切

っていかなければならないことがあります。そうすると，誰が指揮をしている

のか，誰が校長なのか分からない状況が起こってきます。前の避難訓練の時は，

地域が動いてくれていたのでよかったのですが，この人が校長（指揮者）だと

いうのが分かる服装をしていないといけない。例えば，校長は赤や黄色の決ま

った色のヘルメットを持たすとかしないといけない。指揮をする人，救助の養

護教諭などは目立つような服装を，市の予算で準備してもらえないでしょうか。 

 

（飯田委員） 

 ベストで役割を示しているのが最近多いです。少し高い位置にいると分かり

やすいです。消防では，一段高い位置で指揮をとっています。そうすると分か

りやすいです。同じ目線だと分かりにくいです。先生が言うように，分かると

いうことは大事だと思います。 

 

（加藤委員） 

 夜は余計にそうです。夜でも分かるようにしておいた方がいい。 

 

（中條委員長） 

 学校関係者というのがよく分かるように，ベスト等が必要であるということ

で，お願いをしたいと思います。次回は，３月の末ということになります。 

 

（事務局：髙藤） 

 今日は，ありがとうございました。３月に１回会議があるということで，よ

ろしくお願いします。 
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（事務局：川北） 

 第１回会議録をホームページで公開する件，第２回会議録の修正について説

明。 

 

  

  
 
第３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 


