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第４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3月29日(木) 午前10時30分～午前11時30分 

 
2  場 所  鈴鹿市役所12階 1205会議室 

 
3  出席委員 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  防災教育の見直し最終案について 
 

6 傍聴者 なし 
 

  
（事務局：川北） 
本日は，年度末の大変お忙しい中，お集まりいただきありがとうございます。

第４回防災教育の改訂版作成委員会を始めさせていただきます。 
最初に，指導課長からご挨拶申し上げます。 

 
（事務局：指導課長） 
 本日はありがとうございます。今日をもって，冊子を完成させ，新しいスタ

ートラインにつけるかなと思いますので，よろしくお願いします。 

 
（事務局：川北） 
 議事に入ります。まず，パブリックコメントについてですが，３月５日～３

月１９日の期間，防災教育の改訂について市民から意見を募集しておりました

が，期間中ご意見は１件もございませんでしたので，ご報告いたします。 
 パブリックコメント期間中に，改訂委員の皆様からいただいたご意見を冊子

に反映させたいただき，最終案を作成しましたのでご覧いただきますようお願

いします。 
 つづきまして，課長から防災教育の今後の予定も含めて提案いたします。 
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（事務局：指導課長） 
 防災教育を進めていく上では，これをもとに各学校で避難等の計画を立てて

いただくことは大事ですし，もう一方では，子ども達が，自分の命は自分で守

るという防災教育をどう進めていくかということが，非常に大きな課題です。

来年度，どういうことをやっていくかについて，お話をさせていただきます。 
 この冊子の活用につきましては，来年度，各学校に防災リーダーを設置しま

すので，管理職の方と一緒に防災教育を進めていくために活用します。学校で

は，これをもとに具体的な計画を立てていただくことになります。 
 もう一方の防災教育についてですが，文部科学省の復興教育支援事業を受け

ております。復校教育ですので，一番つながりのある宮城県女川町と一緒に復

興教育を進めていく計画をしております。内容は２つございます。１つは，心

の交流です。女川第一中学校では，被災直後から俳句による心の教育に取り組

まれておりまして，昨年の夏，女川町の中学生が鈴鹿に来たときも交流があり

ましたが，鈴鹿市の全中学校で短歌，俳句を通して交流を図っていきたいと考

えております。もう１つは，各学校に防災リーダーを設置して，教育課程に位

置付けて防災教育に取り組んでいっていただきたいと思います。 
 少し話が，前後しますが，市内全ての学校で，コミュティ・スクールに取り

組んでおりまして，地域の方と運営協議会を作っております。その中で，この

ことについて，地域の特性を生かして，地域の方と一緒にどのように災害に対

応していくのかということを考えていただきたいと思います。 
 話を戻しまして，教育課程に位置付けた防災教育ですが，これは各学校でい

ろいろ考えていただくわけですが，具体的に子ども達に対する防災教育をして

いくことになります。その時に，必要に応じてアドバイザーがほしいというこ

とですので，ここに関わっていただいた委員の方に，各学校に行っていただい

て，具体的なことについて指導助言をいただきますよう，お願いいたします。 

 配らせてもらった防災ノートは，三重県教育委員会が作成して配付したもの

です。配付が年度末ということもあって，学校では十分に取り組んでもらう時

間がありませんでした。来年度も新１年生に配付をされると聞いておりますの

で，この防災ノートもう１回使いながら防災教育に生かしていただきたいと思

っております。そういったところにもアドバイザーとして求められる可能性が

ございますので，よろしくお願いします。 

 もう一点，防災安全課から教えていただいた「わたしと家族の防災カルテ」

を，全ての子どもが作る作業をやっていただきたいと思います。災害時の避難

場所を親子で相談してもらいながらカルテを書いていただくということです。

その前に，その情報として学校はどうするのか，地域はどうするのかというこ

とも当然あるかと思います。そのへんが不確定な学校もたくさんございますの
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で，防災安全課に避難場所等の情報提供をしていただくこともたくさんあると

思いますけど，親子で話をしてもらうことが非常に大事なことかなと思ってお

ります。防災カルテを作成するに当たっては，１年毎に変えていけるように作

っていきたいと考えております。その材料費を市教委で全部用意いたします。

カルテにはただ単に避難場所だけを書くわけではございませんので，カルテの

作成を通して，自分の命は自分で守るという教育を，機会を捉えて進めていき

たいと考えております。 

 地域によっては津波とか風水害の災害も可能性がありますので，学校によっ

ては，そういったことについても勉強していくことがあると思います。来年度

は，子ども達が具体的に防災に関する力を身に付けていくことに力を入れて，

全ての学校で取り組んで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） 

 今の課長の提案について，何かご質問等ございましたら，お願いします。 

 

（南部委員） 

 各学校で定期的にきちんと決めて取り組んでいくのでしょうか。 

 

（事務局：指導課長） 

 計画を出してもらおうとは思っておりますが，毎月１時間やりなさいという

ことは，今のところ考えておりません。というのは，国では防災について教科

として設けていくという流れもありましたので，そういったことになれば変わ

っていくかもしれませんが，今のところ，年間の中で，どういうところに位置

付けてやっていくのか，防災カルテを作る等の特別なこと以外にも，教科の中

に位置付けて，年間を通して取り組んでいきたいと考えております。特別に防

災について学んでいく時間を設けていくことは，難しいです。 

  

（南部委員） 

 時間を設定しないと，なかなか出来ないのではないでしょうか。１学期の間

にカルテだけ作ることは出来ないでしょうかとなったら，前に進むと思います

が。難しいことはよく分かっていますが，命に関わる大切なことですので。 

 
（事務局：指導課長） 
 防災リーダーを養成していくことを計画していますが，防災リーダーは，教

職員の意識を高めることが１つの仕事だと思いますので，そういう意味では，

きちんとやっていただきたいという思いはあります。ほとんどの学校でやって
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いただけるように，計画や報告を求めますので，結果として取り組んでもらえ

ると思います。 

 
（前田委員） 
 若松小で特に気を付けて取り組んだことは，いざ避難となると集団行動にな

るわけです。その時のために，日頃の集団下校等で全員が集まった時には，ル

ールを決めて，何も言わなくても静かになるような訓練をしてきました。普段

から非常時に役立つ訓練をしていかないといけない。防災リーダーだけではな

く，生徒指導部とも一緒になって，学校全体で動けるようにしていかないとい

けないと思う。 

 
（加藤委員） 
 やはり，集団行動は大事だと思いますね。 

 
（前田委員） 
 どれだけ計画を立てていても，集まった時に喋ってばかりいる集団では何も

できないと思います。 

 
（石坂委員） 
 防災リーダーを指名していくのであれば，リーダーに対しての助言であれば，

いつでも防災安全課としてさせていただきます。リーダーがいろんな場面で，

いろんな機会を捉えてやっていただくことが大事だと思います。その中で，講

師の先生の話を聞くことも大事かも知れませんが，普段の学校生活で，先生が

身近なところから働きかけてもらうことは大事なのかなと思います。 

 
（船入委員） 
 最初に防災リーダーに説明するときに，例えば，福和先生に来ていただき，

リーダーが真剣になれるような話を聞く機会を作っていただくと，かなり違う

と思います。 

 
（飯田委員） 
 どこか１つにまとまって，全員が話を聞く方が，私もいいと思います。 

 
 
（事務局：指導課長） 
 来年度，防災リーダーの研修会は，年間３回を予定しておりますので，言っ



5 
 

ていただいたことも参考にしながら進めていきたいと思います。 
 国の事業を受けて，女川町の学校と交流をします。予定ですが，自分のお子

さんを亡くされている先生が，女川町で復興教育を中心になってやっておりま

すので，そういう方にも来ていただいて，防災意識を高めていきたいと思いま

す。 

 
（南部委員） 
 この前，内閣府の委員会に行ってきましたが，どこもかも切羽詰まっている

感じです。鈴鹿は志摩と比べてぬるま湯につかっている状態だと思います。そ

れだけ安全なところだとみんなが思っているので，そこが盲点だと思っていま

す。せっかくいいのを作ってもらった。鈴鹿もようやくここまで来たなと嬉し

く思っています。是非これを，学校と一緒になって進めてほしい。でも，道筋

がついていないと，なかなか進められません。何か道がついているとやりやす

いなと思います。 

 
（船入委員） 
 防災リーダーの役割が大事になってくると思います。来年から全校で取り組

んでいこうとする中で，最初はモデル地区を設けて取り組んでいくといいと思

います。我々メンバーや防災安全課，消防とかが行って，一緒になって取り組

むことも可能だと思いますが，全校一度にやり出したら，防災安全課も消防も

パンク状態となってしまいます。全部の学校に行くことはできないと思います。 
 最初に集まった時に，防災リーダーさんがやる気になってもらえるような仕

掛けは必要だと思います。 

 
（加藤委員） 
 防災ノートは，県教委が作って送ってきただけで，それ以上のことは何もあ

りません。鈴鹿でせっかく作った冊子が，そうなったらいけない。 

 
（南部委員） 
 船入さんが言ったように，最初にモデル校を１校作って（まだあまり取組が

されていない学校）取り組めば，みんなその気になると思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 矛盾するかも知れませんが，教育委員会としては，学校の運営協議会の中で

地域の人と一緒に考えて行く時間をとってもらいたいと思っています。保護者

の理解や地域の人の理解も必要です。いろんな課題がある中で，話し合うこと
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で答えが見つかることも出てくるかも知れません。時間はかかるかも知れませ

んが，同時に地域の方と一緒に考えて行きたいと思っています。特に幼稚園は，

地域の方の協力なしにはできないことがありますので，地域とどう組み立てて

行くのかが課題であると思います。 

 
（船入委員） 
 どこかの学校に集中して力を入れるような所を作って，モデルになってもら

い，他の学校がまねしていけるようなスタイルの方が進めていきやすい気がし

ます。 

 
（事務局：指導課長） 
 若松小や鼓ヶ浦小のように，どんどん進めてもらっているので，他の学校が

参考にしているところもあるのですが，もう少しそういう機会をもって進めて

いければと思います。 

 
（船入委員） 
 住民の意識の違いもあるので，うまく行っている所をそのままそっくり活用

はできなのかも知れませんが。 

 
（事務局：指導課長） 
 今，みんながそういう意識に立っていない状況です。避難訓練も実際にやっ

てみて次の課題が生まれてきたりします。来年度は，そういうことを更に共有

しながら考えていけるのかなと思います。 

 
（前田委員） 
 学校での課題もありますが，会議の時にいつも出てくるのが，自治会が一番

遅れていると言われています。自治会の集まりをきちんとして，学校と連携し

ないといけない。若松小の場合は，学校がいろんな取組を見せる中，地域が焦

り出して，来年度は自治会でも取り組まないといけないと言い出しています。

学校だけでは自治会を動かせないので，地域作り委員会が市内にもいくつかあ

ると思いますので，そこが立ち上がって動いてこないと学校と組めないと思い

ます。 
 学校運営協議会の中で，学校を運営するのに何が大事ですかと聞いたら，地

域の自治会がどうやって学校を支援したらいいかが分かってないとか，ＰＴＡ

と自治会とが繋がらないとか，そこをもう少し調査しながら，コーディネータ

ーが動かしてくれているのですが，自治会をどこかの部署が動かしてもらわな
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いと，学校だけの一馬力だけでは大変だと思います。学校と自治会が両輪にな

らないといけない。 

 
（南部委員） 
 自主防災組織がありますが，学校という組織は中々動かせないと言っていま

す。ところが，学校からすると，自主防災組織は・・・と言います。 
 みんなが，押し付け合いをしている面はないでしょうか。難しいことなんだ

けど，誰かがそこを破らないといけない。 

 
（船入） 
 みんな，目指しているところは一緒なのですが。どこかでうまく重なるきっ

かけがあると，盛り上がっていくと思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 教育委員会は，いろいろと防災安全課とも話をしながら進めてきたのですけ

ど，全ての自治会のことを考えていたらできないもので，とにかく学校ができ

ることをやって，運営協議会にも入っていただく。そして，学校の勉強もでき

るだけ，地域の方も含めて取り組んでもらいたいなと思います。その中で，一

部になるか分からないけれども，地域の方も一緒に含めてやっていただくよう

になればと思います。学校は学校で出来る事を，教育委員会は教育委員会でで

きることを引っ張っていきたいと思います。方向ややり方は，綿密に情報交換

しながら一緒に進めていきたいと思います。また，自治会で何かされる時には，

学校も全面的に協力したいと思います。 

 
（石坂委員） 
 地域に入って，いろいろ計画していると，小中学校が逃げる訓練を始めたと

いう中で町内のマニュアル等を作る時に，避難場所を津波浸水予測区域外に変

更したりとするなど，意識が変わってきております。今後も協力しながら，ど

こまで地元を巻き込めるか分かりませんが，いろんなところで話をしながら進

めないといけないと思っております。 

  
（事務局：川北） 
 先日医療大学で，片田教授の講演会がありましたが，会場には自治会の方が

たくさん来られておりました。意識を高める教育がいかに大切かについて講演

いただいたので，随分意識が高まったのではないでしょうか。 
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（石坂委員） 
 当日は，予想以上に集まっていただきました。参加していただいた方は，逃

げる事の大事さが分かっていただけたと思いますので，今後どう浸透していく

のかが楽しみな部分でもあります。 

 
（事務局：指導課長） 
 津波もそうですが，学校現場でもう一度，自分たちの身の回りを振り返って

みてほしいと思います。女川町の先生が言うには，例えば災害が起こった時に，

先生が履いている草履では，絶対に子どもを誘導できないと言われます。日常

的なところから防災のことを考えていけたらと思います。津波だけでいくと，

沿岸部では緊迫感を持って取り組んでいただいておりますが，他の地域では，

津波は関係ないみたいなところがあります。ところが，実際に起こる地震につ

いては，いろいろ災害も考えられますので，そういったことを含めて取り組ん

でいきたいと思います。 
 具体的には，時間的に集中してくることもあるかと思いますが，実際に運営

協議会で，誰か来て話をしてくれないのかと言われているところもあります。

そういったところも，ご協力をいただけたらと考えております。お願いできま

すでしょうか。 

 
（南部委員） 
 時間があれば，いつでも行きます。早目に言っていただければと思います。 

 
（石坂委員） 
 学校の家庭教育学級等で呼ばれて，今までも話をさせていただいている学校

もあります。ただ，回数が昨年以来，ぐんと増えておりますので，日程調整は

必要かと思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 年間計画を立てて，早目に来ていただけるようにしたいと思います。 

 
（石坂委員） 
 土曜・日曜日は，地元でほとんど詰まっております。夜になるのは仕方ない

のかも知れませんが，平日の時間内というのは出やすいかも知れません。 

 
（事務局：指導課長） 
 子どもについては，昼間の授業の時間帯でいけます。地域の方と一緒となる
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と，どうしても夜間になってしまいます。防災リーダー等，提案するものが予

め教えてもらいながら，企画を提案するときは，助言をいただきながら進めて

おいて，本番に来ていただくとかしながら，単発ではなくて継続してやってい

きたいと思います。 

 
（石坂委員） 
 リーダーになる方は，ある程度の知識や意識を高めておいてもらうと助かり

ますのでお願いします。 

 
（事務局：指導課長） 
 各学校では，避難訓練をしておりますが，そういったことも，もしよければ

見てもらい，助言をいただけたらと思います。外からの目で見ていただくこと

は大切であると思いますので。 

 
（早川委員） 
 これをもとに，もう一度，自分の学校の危機管理マニュアルを見直したいと

思います。 

 
（橋口委員） 
 この場におらせてもらって，委員の方の熱い思いを聞かせていただく中で，

今まで甘かったなと反省しております。職場はもちろん，園長仲間にも会う毎

に行動することの大切さを伝え，自分に出来る事を一つずつしていかなくては

と実感しております。ここにおらせてもらったことに感謝します。 
 低学年の防災ノートを見せていただくと，幼稚園の年長児で参考にできると

ころもあると思いますので，そのあたりも検討していただければと思います。 

 
（南部委員） 
 この冊子は，このまま出すのでしょうか。表紙の写真の下に，避難の様子を

ちょっと書いてあるといいかなと思います。これは真剣に走っている写真なの

で，それがわかるようにしたほうがいいと思うのです。 

 
（事務局：指導課長） 
 この冊子のタイトルは，前回の冊子の改訂ということで始まっているので，

何とか他のタイトルにならないかなと思いますが。 
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（南部委員） 
 このタイトルは，学校らしくていいのではないのですか。 

 
（他の委員） 
 これでいいと思います。改訂版というのも入れなくていいと思う。 

 
（飯田委員） 
 消防は，普段から救急方等で学校に入っております。これに防災が入るだけ

なので，全面的に協力したいと思います。特に，年度当初のリーダーの研修が

大事になってくると思います。 

 
（杉江委員） 
 ４月に赴任するところは，海沿いではないのですが，冊子の使い方が重要に

なってくると思います。 

 
（石坂委員） 
 私たちはよく学校にも行きますが，リーダーになる方は行政の話だけではな

く，一般の方で一生懸命取り組んでみえる方の話を，ザックバランに聞ける場

があってもいいと思います。そういう場も大事なのかなと思います。 

 
（加藤委員） 
 一番大事なのは，防災リーダーだと思います。この人がどういうことを考え

てやっていくかということを支援するために，入りやすい環境を整えていくこ

とが大事です。冊子を生かしてほしいと思います。 

 
（船入） 
 答えは１つではないと思います。１回考えたら終わりでもないので，考え続

けて悩み続けてほしいと思います。そのために，私たちも協力はしますので，

何かやってみるところから始めてほしいと思います。 

 
（南部委員） 
 わたしは，この場ができてよかったなというのが実感です。今まで防災教育

が大事だということで，一生懸命やってきて１８年，言い続けてきたけど，ど

こか隙間風が吹いていたように感じていました。これができて本当によかった

というのが一番の感想です。嬉しいです。今度は，これを使って，肩ひじ張ら

ずに普通に防災教育に取り組んでもらったらと思います。是非お願いします。 
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（早川委員） 
 防災リーダーというのは，来年度の校務分掌に入れるのでしょうか。 

 
（事務局：指導課長） 
 そうお願いするつもりです。防災の担当の方が見えると思いますが，きちん

と校務分掌の中に，防災リーダーを位置付けていただくようにお願いします。 

 
（南部委員） 
 この冊子は，作って終わりではなく，次々と改訂をしていくんだという文言

が入っているといいと思う。このまま１０年使い続けるのではなく，みんなで

育てていくのだということを入れておいてほしいと思います。 

 
（事務局：指導課長） 
 南部委員の意見は，冊子の最後に入れさせていただきます。 

 
（事務局；川北） 
 今まで，４回にわたりご協力をいただきありがとうございました。委員の皆

様のおかげで，防災教育の冊子を改訂することができました。 
 これをもちまして，学校における防災教育の改訂委員会を終わらせていただ

きます。  

 
 
第４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 

 午前１１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    


