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１　学校の管理下における防災教育
東北大学大学院工学研究科

災害制御研究センター

准教授　　佐藤　　健

１．はじめに

2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震（M9.0）により、学校施設が地震・津波

の被害を受けたばかりでなく、児童生徒、教職員にも多くの犠牲者が発生した。この教訓を学

校安全の面から後世に伝えるとともに、首都直下地震や東海・東南海・南海地震等をはじめと

した今後発生が想定されている広域巨大災害に対する学校の防災管理、防災教育に生かすこと

を目的に、著者らは宮城県内、および岩手県内の小中学校、計16校を対象にヒアリング調査を

実施した。

本稿は、そのヒアリング調査の結果、および東日本大震災の被災地のうち特に岩手県の釜石

市や大船渡市において震災前から行われてきた津波防災教育の状況等を通して、これからの学

校の管理下における防災教育に求められることについて述べる。

２．東日本大震災における学校の被害概況

東日本大震災における教職員や子どもたちの人的被害は表１に示すように甚大であった１）。

そして、子どもたちが被災した状況に多様性が存在した。帰宅済みあるいは当日欠席などで在

宅中、あるいは地域の避難先で被災したケース、津波来襲前に保護者へ引き渡された後に被災

したケース、学校の管理下で避難中に被災したケースなど、卒業式の時期とあいまって、多様

な状況下において地震・津波に遭遇したことになる。そのような中、東日本大震災の津波によ

る死者・行方不明者が1,000人を超す釜石市において、2,921人の小中学生が津波から逃れた事

実がある。学校管理下でなかった５人が残念ながら犠牲となったが、99.8％の生存率は「釜石

の奇跡」と言われている。学校の管理下にあった児童生徒に限らず、下校していた子どもたち

も、多くが自分で判断するなどして高台に避難した。この結果は、釜石市などの三陸沿岸地域

で行われてきた津波防災教育と密接に関係していると考えられる。

表１　東日本大震災における子どもと教職員の人的被害（参考文献１をもとに作成）

都・県
死　者　数 行方不

明者数 計
園　児 児　童 生　徒 学　生 教職員 計

岩　手 10 17 61 9 8 105 28 133
宮　城 65 165 148 38 20 436 64 500
福　島 4 24 48 6 3 85 12 97
東　京 0 0 0 0 2 2 0 2
計 79 206 257 53 33 628 104 732
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３．三陸沿岸地域における津波災害履歴の概観

三陸沿岸地域が繰り返し受けてきた近年の津波被害について、文献２を参考に概観する。

1896（明治29）年６月15日に発生した明治三陸津波において、岩手県の被害が最も壊滅的であ

り、18,158名の死者が発生した。その中でも現釜石市（旧鵜住居村、旧釜石町、旧唐丹町）の

死者は6,477名と特に甚大な被害を受けた。また、1933（昭和８）年３月３日の昭和三陸津波

では、やはり岩手県の被害が最も大きく、2,671名の死者・行方不明者が発生した。その中で

現釜石市の死者・行方不明者は404名であった。さらに、1960（昭和35）年５月24日に日本に

来襲した昭和のチリ地震津波では、日本全国に広域な被害が及んだが、この場合も岩手県と宮

城県の三陸沿岸部が最大の津波被災地となっている。死亡行方不明者は、岩手県大船渡市で53

名、宮城県志津川町（現南三陸町）で37名であり、この２つの市町だけで日本全国で発生した

死亡行方不明者142名の３分の２近くを占めた。

上記の三つの津波災害において、宮城県では気仙沼から牡鹿半島までの三陸沿岸において死

者・行方不明者が発生しているが、仙台湾沿岸の市町村においては死者・行方不明者は極めて

少ない。東日本大震災のように宮城県の仙台湾や福島県の沿岸部も含めて甚大な津波被害を与

えた地震は、869（貞観11）年７月９日の貞観三陸地震や、ちょうど今から400年前に発生した

1611（慶長16）年12月２日の慶長三陸地震など極めて限られる。東北地方の太平洋沿岸部にお

いて、三陸沿岸とそれ以外の沿岸部とでは、巨大津波の発生間隔に大きな違いがあると言える。

４．釜石市におけるこれまでの津波防災教育

三陸沿岸地域における津波災害の履歴は、当該地域の子どもたちに対する津波防災教育に大

きな影響を及ぼしていると考える。そこで、一例として近年において実践されていた岩手県釜

石市の津波防災教育について概観する。

（１）五十嵐３）の調査研究による報告事例

1998（平成10）年に刊行された文献３の中で、釜石市立唐丹小学校での津波防災教育の実践

事例が報告されている。唐丹小学校（生徒数：53名）では、火災、地震、津波と分けて防災訓

練を実施し、全児童に避難方法と災害の恐ろしさを教えている。釜石市で作成した「津波防災

マップ」には、過去に起きた津波の浸水区域を色分けして示し、避難場所や家族の集合場所を

記入し、日常からの津波防災の啓発に活用している。また、一般住民対象の社会教育において

は、津波防災の講演会等を開催し、「自分の命は自分で守る」という認識の啓発を行っている。

釜石市では市内18,000世帯のうち津波避難対象世帯は6,500世帯（36%）であり、年１回の防災

訓練と町内会単位の訓練で、避難場所の確認や緊急持ち出し品の準備を行っている。

昭和三陸津波から60年以上、昭和のチリ地震津波から30年以上が経過した時点においても、

継続的に津波防災教育がその当時行われていたことを確認することができる。ただし、子ども

たちに対する防災教育では、学校だけの防災教育になることが多く、また大人に対しても、学

識経験者をゲストで招聘する程度で基本的には危機管理行政部局による防災意識の啓発に留
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まっている状況が多かったようである。

（２）防災教育支援モデル地域事業における実践事例

文部科学省では、科学技術的な知見を活用した防災教育の積極的かつ継続的な取組を目指し、

防災教育の受け手である児童生徒や地域住民等に対する教育内容・方法の充実や、防災教育に

携わる人材（担い手・つなぎ手）の育成等を支援するため、「防災教育支援モデル地域事業」

を平成20年度、平成21年度に公募した。

釜石市は、平成20年度採択機関として、「子供の安全をキーワードとした津波防災」をテー

マに、釜石市教育委員会、群馬大学工学部災害社会工学研究室などと連携し、2008（平成20）

年度、2009（平成21）年度の２年間で、防災教育教材、研修カリキュラム、教育プログラムな

どの開発と実践を行った。防災教育教材の開発では、DVD付きの「釜石市津波防災教育のた

めの手引き」４）を作成した。釜石市での津波防災教育の目的は、今日明日にでも発生するか

もしれない三陸沖地震津波に備えて、児童・生徒に「自分の命は自分で守ることのできるチカ

ラ」を身につけることとなっている。しかし、この手引書が作成された背景として、「内陸出

身の教員が多いため、教員自身も津波防災に対する十分な知識を有しているわけではない」、「津

波防災教育のための時間の確保が難しい」、「津波防災教育のためのテキストや資料がない」、「防

災教育として、何を教えていいのかわからない」といった課題があげられていた。このような

現状を考慮し、学校教育の中で効率的に津波防災教育を行うことを念頭においてこの手引書が

作成された。また、手引書の巻頭において、釜石市教育長（河東眞澄氏）は、「釜石市では、

小中学校での津波防災教育を継続していくことにより、『釜石に住むことは津波に備えるのが

当たり前』という文化を形成するとともに、『津波はたまに来るけど、釜石はこれほどまでに

魅力的な郷土である』という郷土愛を育んでいきたいと考えている。」と述べている。このよ

うな自然の二面性については、藤岡（例えば、2009）５）も指摘しており、自然を災害という

一つの側面だけで捉えることは避けるべきであり、日常的には人間社会が自然から多くの恩恵

を受けているというもう一つの重要な側面を忘れてはならない。地域の自然環境と人間活動と

のかかわりに着目した地域に根差した教育とすることにより、学習者の地域への愛着や誇りが

持てるようになることが期待できる。

防災教育支援モデル地域事業のような地域の防災上の課題解決型の学習形態となる場合が増

え、地域性が考慮された科学的知見も教育実践の中に組み込まれるようになったことは、五十

嵐らによる調査時期から10年の間の進展であると考える。しかし、このような災害や防災に関

する研究成果を有する大学等の研究機関と学校、行政等が連携した防災教育の実践事例は極め

て少なく、当該事業の２年間での実践数は、全国で13例に過ぎない。今後実践例が飛躍的に増

えるとともに、高度化されることが期待される。

（３）釜石東中学校における津波防災教育

釜石市内の小学校、中学校では多くの優れた津波防災教育が実践されている。ここでは一例
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として、釜石東中学校の先進事例を紹介する。釜石市立釜石東中学校は、内閣府（防災担当）

が主催している2010年度防災教育チャレンジプランの全国17の実践団体のうちの一つであり、

かつ兵庫県などが学校や地域で防災教育に取り組む子どもや学生を顕彰する「ぼうさい甲子園」

（１・17防災未来賞）において2009（平成21）年度と2010（平成22）年度の２年連続「優秀賞」

を受賞している。このような防災教育に関する先進校であっても、2011年２月26日に開催され

た2010年度防災教育チャレンジプランの成果発表における釜石東中学校の担当教員から、「2010

年３月に推進者の教員が転勤することになり、引き継ぐものとしてどうしようかと思った。特

別な先生がいなくても、生徒が変わっても取り組めるプログラムを2010（平成22）年度に考え

て実践した。」というコメントがあった。また、当該報告書の感想欄には、「暗中模索の中で取

り組んできた防災教育だが、地域の協力・行政・他団体の支援を得て活動できている。」とい

う記述も見られる６）。このことから、防災を教科として位置づけられていない状況下において

は、防災教育を継続するための工夫が各学校に求められることと、学校の管理下における防災

教育を支援するための学校を取り巻く「地域の教育力」が必要不可欠であることが示唆される。

（４）著者らのヒアリング調査による報告事例

釜石東中学校では、家庭や地域、関係団体を巻き込んでの全校防災学習「EASTレスキュー」

を実践している。EASTは、East：東中生、Assist：手助け、Study：学習する、Tsunami：

津波の頭文字をとったものである。2010年度のテーマは、「地域と共に育む防災文化」であり、

防災教育のねらいは、①自分の命を自分で守る、②助けられる人から助ける人へ、③防災文化

の継承となっている。具体的な実践内容は、上記の報告にゆだねて、ここではヒアリング調査

でうかがった地震発生直後からの釜石東中学校の実際の避難行動の詳細を以下に示す７）。

地震発生時、１年生は帰りの会、２年生はクラブ活動中、３年生は卒業式準備をしていた。

放送が使えなかった。校庭に出た後、15:00頃に学校が決めた避難所である「ございしょの里」

に到達した。地震から15分程度で600 〜 700m移動したことになる。避難に際し、生徒指導主

事が裏山の崖くずれが心配なので、崖とは反対側を走るように注意した。校長は校門で迎えに

来た保護者に対して子ども達は既に避難していることを伝えた。15:17に津波が来襲した。校

長は何名かの保護者とともに裏山の沢に沿って命からがら逃げることができた。

釜石東中学校の生徒が率先避難者となり走り始めたので、はじめ校舎の上階にいた鵜住居小

学校の児童も中学生の後を追いかけた。ございしょの里の駐車場に面した裏山のがけ崩れが

あったので、さらに高台の「山崎デイケアセンター」へ移動した。この際、中学生が小学生の

手を引いて避難する報道写真が撮影された。ございしょの里は、予測される浸水域には入って

いなかったので、学校が決めた避難所としていたが、結果的にそこも２階まで浸水した。ござ

いしょの里のがけ崩れがなければ、そのままそこに留まり被災した可能性がある（校長）。

デイケアセンターから津波の勢いと押し寄せるがれきを見ることができた。この場所も危険

と考え、さらに高台の恋野峠にある石材店を目指した。15:30頃、鵜住居小学校の児童、釜石

中学校の生徒、地域住民の計1,000名程度が恋野峠に集結した。石材店のすぐ上に地震の６日
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前に完成した三陸自動車道があり、トラックで旧釜石第一中学校の体育館までピストン輸送し

てもらった。

（a） （b） （c）

（d） （e） （f）

（a）釜石東中学校付近から鵜住居川沿いに大槌湾（根浜海岸）方面の眺望

（b）釜石東中学校の遠景（高く積み上げられたがれき）

（c）釜石東中学校の全景（浸水したが地震の揺れには耐えて残った）

（d）がれきや泥が堆積した状態のままの釜石東中学校の教室内

（e）ございしょの里の駐車場に面した裏山のがけ崩れ

（f）恋野峠の石材店（三陸自動車道が後方に見える）

（いずれも2011.8.9著者撮影）

（５）鵜住居小学校における津波防災教育

釜石東中学校に隣接する鵜住居小学校は、釜石東中学校とともに防災教育に関する釜石市教

育委員会の指定校となっている。2011年１月７日に開催された平成22年度第33回釜石市教育研

究所研究発表大会*における鵜住居小学校の資料を通して、鵜住居小学校での津波防災教育の

実践概要と学校としてのチャレンジ精神を垣間見ることができる。

平成22年度の防災教育の推進テーマは、「自分の命を自分で守れる子どもの育成を目指して」

となっている。まず、「釜石市津波防災教育のための手引き」を活用した防災の授業を全学年

で実施し、授業実践後にはその成果や改善点、児童の変容を検証している。次に、津波避難の

方法を理解するための学習として、学校からの避難場所、自分の家（地区）からの避難場所、

学校へ来る途中の避難場所、各地区こども津波避難の家の確認等が行われた。さらに、避難訓

練を通して津波避難の方法を習得させている。地域住民の参加も呼びかけた上での釜石東中学

校との合同避難訓練を実施している。教職員の研修も積極的に行っており、副校長の中央研修

の成果を校内教員への伝講や、授業実践を通して校内全体研修会も開催している。さらに、保

護者・地域との連携についても、「家庭の緊急対応」リーフレット作成などの保護者との連携や、
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防災マップの作成と発表会の実施などを行っている。

このような先進的な取り組みを実践している鵜住居小学校でさえ、上記のような実践事項と

ともに次のような自問する記載がある。子どもたちへの教育については、「授業だけでの意識

にとどまっていないか。本当に防災意識が高揚しているといえるか。」、教職員の防災意識とし

て、「地元出身者が少ない。教師自身の防災意識が低いのではないか。」、保護者・地域との連

携について、「学校だけの防災教育になっていないか。」との自問である。問題意識の高さと果

敢に挑戦しようとしている鵜住居小学校のチャレンジ精神を明確に確認することができる。

*釜石東中学校の平野憲校長の資料提供による。

（a） （b） （c）

（a）鵜住居小学校の全景（３階部分の窓に自動車が残されている）

（b）がれきの臨時集積場となった校庭

（c）がれきや泥が堆積した状態のままの鵜住居小学校の教室内

（いずれも2011.8.9著者撮影）

５．大船渡市におけるこれまでの津波防災教育

大船渡市においても釜石市と同様の津波防災教育が実践されてきている。大船渡市（旧三陸

町）の越喜来小学校における津波防災教育の概要を示す。

（１）五十嵐３）の調査研究による報告事例

旧三陸町（現大船渡市）では、小学校３、４年生においてまちのことを学ぶ中で、津波のこ

とを取り上げ、「わたしたちの三陸町」を使用して学習している。「どのような津波があったか」、

「どんな被害があったか」、「被害の防止のためにどんなことを行っているか」などで授業時間

は津波部分のみで３〜４時間を使っている。具体的な授業内容は各学校によってさまざまであ

るが、1996（平成８）年度には、明治三陸津波から100年にあたり、越喜来小学校において「大

津波の学習」に取り組んだ。これは越喜来小学校の教頭先生が推進者となり、浸水域や波高の

スライドを使った説明、町内のお年寄りからの津波体験講話、４年生による津波浸水区域の現

地確認などが行われた。この「大津波の学習」は当初記念事業的な意味合いが大きかったが、

継続しなければ意味がないとの教頭先生の考えから、1997（平成９）年度においても、津波浸

水区域に児童の家がどのくらいあるかという調査等を行い、各学年にスライドを使った授業が

行われた。

この記述からも前述した釜石東中学校と同様に防災教育を継続することの重要性とともに、
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継続するための努力と工夫が必要であることが示唆される。

（２）著者らのヒアリング調査による報告事例

越喜来小学校では、毎年４月と３月に津波を対象とした避難訓練を実施している。１学期の

終わり頃に火災の避難訓練、秋頃には不審者対応の訓練を実施している。４月の津波を対象と

した避難訓練は、「津波教室」と題して全校児童を対象に開催している。昭和三陸津波の経験

者からの講話や映像での学習を行い、その日の下校は地区ごとに集団下校している。

副校長からは、次のようなコメントを頂くことができた。何年も前からの「津波教室」の教

育効果も大きかったと考える。チリ地震津波以降、大船渡市全体で学校教育として取り組んで

いる。津波から逃げるかどうかは人の判断であり、判断を持てるかどうかは防災意識の違いで

ある。災害を語り継いでいくことが重要であり、これまで語り継ぐことができた。反面、前の

津波で浸水域とならなかった経験がかえって仇になったこともあったようだ。これからも語り

継いでいくことが必要である。

また、ヒアリング調査でうかがった越楽来小学校の実際の避難行動の詳細を以下に示す６）。

校舎２階には崖上の道路に直接出ることができる津波避難用の非常通路があり、今回の避難

でも活用した。その出入り口は、普段は不審者対応のため施錠してある。かぎを取りに行く際

に、１階の１年、２年、特別教室の３クラスに対して、２階から避難するよう声をかけながら

移動した。３年〜６年のクラスは２階に配置されていた。

14:49、避難を開始した。６、５、４、３、２（特別教室含む）、１年生の順に津波避難用の

非常通路を経由して、学校としての第１次避難場所である三陸鉄道南リアス線三陸駅前広場に

移動した。点呼し、全員の確認ができた。14:52、地震発生から６分で第１次避難場所に到達

できたことになる。１次避難場所に迎えに来ていた祖父母に児童数で12名（世帯数で８世帯）

を引き渡した。14:52、防災無線のスピーカーから発信される最後の情報として「大津波警報」

の放送を聞いたので、２次避難場所としての南区公民館（三陸駅から300m程度山の方へ登っ

た山の中腹、市の指定避難場所でもある）に移動した。公民館のカギは近くの民家で保管され

ているが、通りかかった区長の奥様がカギを持っていたので開けて児童を収容した。南区公民

館の建物は木造で古く、窓も木枠のため、余震のたびに激しくゆれたため、避難場所としての

安全性が心配だった。

15:15、津波が来襲した。公民館の外から校舎３階まで浸水したのが見えた。津波がもっと

高くなるかもしれないと思い、南区公民館からさらに高いところへ移動することを決めた。山

の奥の方へ１軒ある住宅へ通じる取り付け道路に１時間半ぐらい留まってようすをみた。津波

の高さがこれ以上高くならないという判断と寒さにより南区公民館に戻った。南区公民館で一

夜を明かした。

地震翌日の12日の昼に公民館での児童の引き渡しが完了した。その後、先生方も自分の家族

の安否確認のため一旦帰宅させた。12日の昼ごろから津波来襲前に引き渡した12名の児童の安

否確認のため副校長が各世帯を訪問した。地震当日の夜12時頃までには大半の児童の引き渡し
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が終了していた。翌日まで残っていた児童は10名程度であり、勤務先が遠方であることなどに

より迎えに来るのが遅れた保護者である。

73名の全校児童のうち、２名が欠席（１名は家庭の事情で他県、１名はインフルエンザで高

台に位置する自宅）であり、地震発生時71名が学校にいたが、津波襲来前に引き渡した児童を

含めて全員が無事だった。

６．おわりに

著者らによるヒアリング調査の結果、および東日本大震災の被災地のうち特に岩手県の釜石

市や大船渡市において震災前から行われてきた津波防災教育の状況等を通して、これからの学

校の防災教育に求められることとして、次のことが考えられた。

①　�防災教育の実践にあたっては、学校の基本特性の中で特に「地域性」の視点を強化するこ

とが重要である。学校が立地する場所の地理的条件やそれに応じて想定する災害種別（災

害類型）等の「地域性」が学校の危機管理や防災教育に反映されていない相当数の学校が

まだ存在する。

②　�「地域性」に配慮するにあたっては、学校をとりまく「地域の教育力」に期待される。こ

こでの地域とは、単に町内会や自治会組織、地域住民だけを指すのではなく、それらに加

えて学校区とその周辺地域に関係する行政、大学、企業、NPO等が含まれるものである。

地域社会が学校の管理下における防災教育を日常的にどれだけ支援することができるかが

今後、より一層強く問われていくと考える。

③　�「地域性」に配慮した防災教育を実践する場合、地域に根差した教育内容や教材を活用す

ることができれば学習効果を高めることができる。しかし、地域ごとのきめ細かな災害情

報や防災情報はどの地域でも十分な質と量で整備されているわけではない。そこで、地域

に根差した副読本や教材づくりは、地域の教育力を活用した学校支援の具体的な取り組み

の一つとなる。それらの学習教材や実践事例の情報を築盛し、共有化することにより防災

教育プログラムの改善や高度化が期待できる。

④　�「地域の教育力」を安定的、かつ継続的に発揮するためには、学校と地域社会とが協働で

きる「枠組み」が必要、かつ有効である。ある学校が単独で安全な環境をつくるのではな

く、学校を含むコミュニティ全体でセーフティプロモーションを推進する考え方がセーフ

スクールの概念である８）。釜石市や大船渡市などの学校では、表立ってセーフスクールを

標榜しないまでも、実質的なセーフスクールの活動が実践されており、そのことが東日本

大震災における児童・生徒の人的被害の少なさの要因となっていると考えた。このような

教育活動の全国的な普及が、今後発生が想定されている広域巨大災害における人的被害の

低減に寄与できるばかりでなく、日常的な持続可能な地域コミュニティのネットワークの

形成にも大きく貢献できると考えられる。
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２　地域と共に育む防災教育
 〜東日本大震災の体験から〜

釜石市立釜石東中学校

校長　　平野　　憲

◇学校管理下の生徒全員無事避難　　

３月11日の午後２時46分。私は、市内の学校に届け物をするために車で「恋の峠」（最終的

に生徒が避難した場所）に差しかかったところでした。あまりの揺れに、すぐに学校に戻りま

したが、戻る途中で第１避難場所（ございしょの里）に避難する生徒達とすれ違い、学校に着

いた時には全員避難した後でした。ちょうど副校長が出てきて、「みんな避難しました。校長

先生も避難しましょう。」と言われましたが、「もう一度、学校の中を確認してから避難します。」

と伝え、私は学校の中に入りました。各階に生徒がいないことを確認した後、３階の非常口か

ら海の様子を見ていましたが、あまりに揺れが治まらないので、私も避難するために校舎の外

に出ました。

校門を出ると、真向かいにある鵜住居小学校に迎えに来た保護者がおり、児童生徒はすでに

「ございしょの里」に避難したことを伝えましたが、後から後から保護者が迎えに来るため、

しばらくその対応をせざるを得ない状況でした。

そのうち、地域の人が「津波が川を上ってきた。」というので、近くの鎧坂橋に見に行くと、

すでに橋のところまで津波が上がっていました。これは危険と判断し、すぐに避難路を走って

№ 1

防災教育が生んだ「釜石の奇跡」

～東日本大震災の体験から～

釜石市立釜石東中学校 校長 平野 憲

◇学校管理下の生徒全員無事避難

３月１１日の午後２時４６分。私は、市内の学校に届け物をするために車で「恋の峠」

（最終的に生徒が避難した場所）に差しかかったところでした。あまりの揺れに、すぐに

学校に戻りましたが、戻る途中で第１避難場所（ございしょの里）に避難する生徒達とす

れ違い、学校に着いた時には全員避難した後でした。ちょうど副校長が出てきて、「みん

な避難しました。校長先生も避難しましょう。」と言われましたが、「もう一度、学校の

中を確認してから避難します。」と伝え、私は学校の中に入りました。各階に生徒がいな

いことを確認した後、３階の非常口から海の様子を見ていましたが、あまりに揺れが治ま

らないので、私も避難するために校舎の外に出ました。

校門を出ると、真向かいにある鵜住居小学校に迎えに来た保護者がおり、児童生徒はす

でに「ございしょの里」に避難したことを伝えましたが、後から後から保護者が迎えに来

るため、しばらくその対応をせざるを得ない状況でした。

そのうち、地域の人が「津波が川を上ってきた。」というので、近くの鎧坂橋に見に行

くと、すでに橋のところまで津波が上がっていました。これは危険と判断し、すぐに避難

路を走って第１避難場所に向かおうとしましたが、川の堤防を越えた津波が後ろから迫り、

前からも川を上った津波が向かってきたため、すぐさま近くの沢道に入り、危機一髪のと
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第１避難場所に向かおうとしました

が、川の堤防を越えた津波が後ろから

迫り、前からも川を上った津波が向

かってきたため、すぐさま近くの沢道

に入り、危機一髪のところで難を逃れ

ました。後ろを一緒に走っていた数名

は、残念ながらいなくなっていました。

その頃生徒達は、第１避難場所の崖

が崩れていたこともあり、さらに上に

ある第２避難場所（やまざきデイケ

アーサービス）に避難していました。

その際、後から避難してきた鵜住居小

学校の児童や鵜住居保育園の園児らの

手を引き避難している写真が、よくテ

レビなどで放送されています。［写真

１］生徒たちが避難した第１避難場所

はその後津波に襲われ、建物の２階ま

で浸水しました。［写真２］もしそこ

にそのまま止まっていたなら、多くの

生徒が助からなかったと思います。

さらに、第２避難場所にも津波が

迫ったため、［写真３］上の国道（恋

の峠）まで避難し、学校にいた生徒

212名と職員17名全員、無事に避難す

ることができました。私は、山を越え

午後４時半頃に、生徒が避難している

恋の峠に到着し、合流することができ

ました。

この一連の避難が、「釜石の奇跡」

といわれ、機会あるごとにマスコミ等

で取り上げられています。

地震発生当時、学校では帰りの会が

終わった頃で、１年生はまだ担任と３

階の教室にいました。２年生はすでに

部活動の準備で、教室を離れ体育館や

校庭にいた者もいます。３年生は、２

［写真１］

［写真２］

［写真３］

［写真４］
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日後に迫った卒業式の準備や帰宅準備をしていたところでした。地震発生と同時に停電になり、

校内放送も使えない中、その場での先生方や生徒達の自主的判断により、校舎外に全員避難す

ることができました。その後、点呼も取らず直ちに「ございしょの里」に避難するよう副校長

が指示し、全員避難場所に向かって走り出しました。私が学校に到着したのは、全員が校門か

ら出た時でした。おそらく、地震発生から10分もたたない頃だったと思います。結局、本校は

３階まで浸水し、全壊状態でした。［写真４］

◇系統化した防災教育

このように、職員や生徒の自主的な

判断で迅速に避難できたのは、やはり

日頃の防災教育のおかげだと信じてい

ます。その中でも、「防災教育を系統

化したこと」が大きかったと思います。

これまでの本校の防災教育は、全校で

取り組んできたものもあれば、学年毎

のものもあり、決して全校体制で系統的に取り組んでいたとはいえません。そこで、平成22年

度から、「自分の命は自分で守る」「助けられる人から助ける人へ」「防災文化の継承」の三点

をねらいに定め、「小中合同避難訓練」「宮古工業高校から学ぶ」「安否札1000枚配付」「防災ボ

ランティースト」「EASTレスキュー隊員１級合格」の五つの取り組みを全校で取り組むよう

にしました。［図１］それにより、これまで以上に生徒の防災意識が高まり、防災力を身につ

けることができたといえます。

「小中合同避難訓練」（Ｈ21年度から）は、向か

い合った鵜住居小学校と合同で第１避難場所の

「ございしょの里」に避難する訓練です。本校では、

防災教育のねらいの一つである「助けられる人か

ら助ける人へ」を合い言葉に、小学生や怪我人を

素早く避難させるために、手をつないだり背負っ

たり、リヤカーに乗せて避難するなどの訓練をし

ていました。［写真５］第２避難場所に向かう際、

小学生や園児を励ましながら素早く避難できたのも、この訓練のおかげだと思っています。

ただ、今回中学生が先に走って第１避難場所に避難したことが、さらに早く避難できた要因

でもありました。もし、小学生が先に走っていたとすれば、時間がもう少しかかっていたかも

しれません。

また、合同避難訓練の時に使った学級札（学級を書いたラミネートした紙）を、「ございしょ

の里」に置いていたことで、ばらばらに避難してきた児童生徒が素早く整列することができま

した。先に着いた生徒や先生が学級札をかざすことで、自分がどこに並べば良いか低学年の児

［写真５］
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童にも素早く伝えることができ、早く整列することができました。そのことが、次の避難指示

を素早く伝え、迅速に小学生と共に第２避難所に避難することにつながりました。

「宮古工業高校から学ぶ」（Ｈ22年度）では、宮

古工業高校が21年度のぼうさい甲子園で最優秀を

受賞した「津波模型」を使って、津波のシミュレー

ションを見せてくれました。その他にも、過去の

津波被害の資料を使って説明してくれたので、生

徒は津波の恐ろしさだけでなく津波のメカニズム

等を知ることができ、津波についてさらに知識を

深めることができました。［写真６］

「安否札1000枚配布」（Ｈ21年度から）の安否札とは、すでに避難したことを知らせる『避難

しました』という札を玄関にかけて避難することにより、周りの人がそれぞれの家の避難状況

を素早く把握することができる札です。これは、生徒が考案したもので21年度は100枚配布し

ましたが、鵜住居地区約3000世帯全戸に配ろうと、22年度からは３カ年計画で1000枚ずつ配る

ことにしました。［写真７］一人５枚作ると約1000枚の安否札ができます。今回の震災では、

多くの札は家と共に流されてしまいましたが、実際に活用した家庭では、その札を見てすぐに

避難して助かった人や避難先を見て家族と再会することができた人もいました。［写真８］また、

生徒が町内会長さんらと共に１戸１戸説明しながら配布したことで、地域の方々に本校の防災

教育の取り組みを知っていただき、多くの方と知り合うきっかけにもなり、大きな成果を上げ

ることができました。本校のこの取り組みが評価され、21年度22年度のぼうさい甲子園で、本

校は２年連続で優秀賞を受賞することができました。

［写真７］

［写真８］

「防災ボランティースト」（Ｈ21年度から）は、全校生徒が縦割り10コースに分かれて、自分

が希望する講座を受講するものです。１コースあたり約20名の生徒が、専門家による防災に関

する授業を受けます。「ボランティースト」とは、「ボランティア」と「イースト（東）」を合

わせた造語で、ボランティア精神をもって望むという意味が込められています。22年度は、「防

災マップづくり」「救急搬送」「応急処置」［写真９］「海難救助」「炊き出し」「消火訓練」［写

［写真６］
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真10］「両石地区フィールドワーク」「片岸地

区フィールドワーク」「風水害」「海難救助」

の10コースで実施しました。講師には、町内

会の方から消防署・消防団・日本赤十字・海

上保安部・気象庁等々幅広い分野の方々に来

ていただき、生徒達はそれぞれの専門的な内

容を学ぶことができました。

「EASTレスキュー隊員１級合格」（Ｈ22年

度から）とは、防災学習やボランティア活動

を実践することでポイントが加算され、10ポ

イントで１級が認定される制度です。Eは

East（東中生）、AはAssist（手助け）、Sは

Study（学習）、TはTsunami（津波）を表し

ていて、「EASTレスキュー」とは、本校の

防災教育の総称でもあります。１年・２年・

３年各学年で防災教育を学ぶと、それぞれ「５

級」「４級」「３級」が与えられ、さらに自主

的に防災学習やボランティア活動に取り組む

と５ポイントで「２級」、10ポイントで「１級」に認定されます。例えば、市の津波避難訓練

に参加したり、地域のお祭りで郷土芸能を踊ったりした場合でも１ポイントとなります。この

ポイントは自己申告制で、所定の用紙に記入し副校長に提出します。認定されると全校朝会で

校長から認定証が手渡されます。22年度は15名の１級認定者が出ました。この取り組みは、単

に防災の意識付けだけでなく、地域に貢献するという意味でも、地域の方々から大変喜ばれて

います。

◇全校体制で取り組む防災教育

もう一つは、「職員全員で取り組む体制」にしたことです。これまで、中心になっていた教

員が転勤したことにより、如何にこれまでの防災教育を継続するかを検討しました。学校現場

ではとかく、それまで熱心に取り組んできた教員が転勤してしまうと、その後その取り組みが

いつの間にか縮小してしまう傾向があります。それを無くすために本校では、副校長を防災教

育の中心に位置づけ、各学年に防災担当を置くことにしました。さらに防災教育を研究の一端

に据え、全職員で防災教育に関わるよう工夫しました。

例えば、ぼうさい甲子園の授賞式には、２学年の担当者が２年生を引率し発表してきたり､

市の教育研究発表大会では研究主任が発表する等、できるだけ全職員が防災教育に携わり、特

定の教員だけに負担がかからないように努めてきました。

その結果、職員全体の防災教育に対する意識や全校体制で取り組む姿勢がより一層高まり、

［写真９］

［写真10］
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防災教育の定着化を図ることができました。

◇「釜石の奇跡」といわれて

これらの防災教育を実践する上で、もっとも大切なことは、生徒が常に真剣な態度で取り組

むということです。いかに効果的で綿密な計画を立てたとしても、生徒がいい加減な態度で取

り組んだのでは、いざという時に最善の行動はできません。生徒には、「日頃から普段の生活

をしっかりすること」「当たり前のことを当たり前に取り組むこと」ということを常に言って

きました。それにより、授業や部活動、清掃活動やあいさつ等々、生徒たちも日頃からきちん

と生活するよう心がけていました。今回の震災でも、生徒の中には、「決して『釜石の奇跡』

ではない。当たり前のことをしたまで。」と言い切る生徒もいるほどです。日頃から、訓練や

学習に真剣に取り組んでいたからこそ、今回のような想定外の津波にも対応することができ、

一般的に言われている「奇跡的な避難」が現実のものとなったのです。生徒自身も日頃の生活

態度がいかに大切か、身をもって体験しました。

◇今年度の防災教育

今回の震災では、多くの方々から温かなご支援をいただきました。今年度計画していた防災

教育はほとんどできませんが、これまでお世話になった方々に何らかの形で感謝の気持ちを表

そうと取り組んでいます。

その一環として、今年度は10月13日に「防

災・復興ボランティースト」と銘打って、防

災学習だけでなく釜石の復興やお世話になっ

た方々へ感謝の気持ちを伝えようと、10コー

スの講座を開設し防災ボランティーストを実

施しました。「救急搬送」「応急処置」「海難

救助」はこれまで通りですが、その他に「無

線」「片岸花壇整備」［写真11］「仮設住宅訪

問（老人の健康チェック）」［写真12］「施設 ［写真11］

［写真12］ ［写真13］
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訪問（ございしょの里、やまざきデイケア訪問）」［写真13］「感謝の気持ちを表す（支援して

くれた方々へ手紙）」「復興キャリア体験（キッチンカーで職場体験）」「夢を語る（釜石の未来）」

の７コースを新たに設け、全校生徒で取り組みました。

また、これまでの本校の防災教育や震災で得た貴重な体験について、多くの方々に伝えるた

めに、可能な限り県内外各地に赴き、生徒や職員が感謝の気持ちを込めてこれまでの体験を発

表しています。

その他にも、防災教育ではありませんが、12月11日の「鎮魂と復興かまいしの第九」では、

釜石の皆さんに感謝の気持ちや元気を伝えるために、ドイツ語で合唱を披露し大成功を収める

ことができました。このコンサートに向け、１学期から全校生徒で練習や準備に取り組んでき

ました。

◇防災教育の必要性

今回の震災を通じて、改めて防災教育（学習）の必要性を感じています。日頃の訓練や学習

があったからこそ、想定外の津波にもかかわらず無事に避難することができました。「学校は、

大切な子どもの命を預かっている場」です。学校管理下内では、様々な学校事故が起こります

が、生徒が亡くなるような大きな事故は、そうは起こりません。しかし、今回の震災では、一

つ間違えば本校でも多くの生徒が犠牲になっていたかもしれません。日頃の訓練や学習が、多

くの生徒の命を救ったといえます。今でも、親や地域の方々から、「学校のお陰で子どもの命

が助かりました。」と感謝される度に、「子どもの命を預かっている」ということを身にしみて

感じています。

◇おわりに

現在187名の生徒が、市内の中学校を間借りして学校生活をしていますが、そのうち約160名

が市内各地（自宅や仮設住宅等）からスクールバスで通学しています。そのため、授業開始が

午前９時、１時限45分授業等々、限られた条件下での学校生活を送っていますが、これまでど

おり ｢普段の生活をしっかりすること｣ をみんなで心がけ生活しています。平成24年の３月に

は、学区内の浸水しなかった地区に仮設校舎が完成する予定です。新学期からは、また新たな

環境での学校再開となりますが、今まで以上に学校・家庭・地域が一丸となり、防災教育に取

り組みながら復興に向け頑張りたいと思っています。
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３　命を守った避難訓練
社会福祉法人野田村保育会野田村保育所

平成23年３月11日午後２時46分、太平洋三陸沖を震源とするマグニチュード９．０という国

内観測史上最大の地震が発生し、この地震による津波が、東北・関東地方の太平洋沿岸地域に

甚大な被害をもたらしました。

海岸から500ｍ程にあった園舎が津波により流されたにもかかわらず、職員18名・当日出席

していた園児81名全員が助かった保育所がありました。それは、岩手県野田村にある社会福祉

法人野田村保育会野田村保育所です。今回は、野田村保育所の玉川久美子保育所長と廣内裕子

主任保育士に、日常の避難訓練や当日の様子についてのお話を伺いました。

玉川久美子保育所長 廣内裕子主任保育士

保育所は、児童福祉施設最低基準において、避難及び消火に対する訓練を少なくとも毎月１

回以上、また消防法施行規則においては年２回以上実施しなければならないと定められていま

す。野田村保育所では、毎月、保育中・食事中・午睡中などの場合別に避難訓練を行っていま

した。

平成９年に、園舎が建った際、この場所は津波浸水区域には指定されていなかったので、

毎月の避難訓練は、火災と地震を想定したものだけで、津波による避難訓練は年に１回し

か実施していませんでした。その後、平成18年に津波浸水区域に指定されたことを期に、

地震と津波の訓練をセットにし、地震の後に、15分で津波が来るという想定で訓練を始め

ました。命を守るための訓練ですので、ふざけている園児がいれば注意するなどして真剣

に行わせました。

避難ルートは、通常ルート（遠回り）と近道ルートの２つを設定しました。避難訓練の

際はもちろんのこと、日常のお散歩の際も、避難ルートを散歩コースとして使用し、園児

達に慣れさせるようにしました。
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野田村では毎年９月に、地震後15分で津波が到達するとの想定で、村をあげて津波に対

する避難訓練を実施しており、保育所では職員が人形をおんぶしたり、園児と同じ重さの

ものを避難車に乗せて避難するなどしていました。この訓練の際には、村の担当者も保育

所に駆けつけていました（今回の地震の際も、同じ担当者の方がいらっしゃったので、園

児は安心したのではないかとのことです）。

基本的に地震が起きた場合、保護者が迎えに来る場所は保育所と伝えていますが、保育

所から避難しなければならない場合は、保育所に避難場所を記した貼り紙をして避難する

ようにしています。この避難場所は決まっており、保護者会などでも周知していますが、

保護者全員が村の出身とは限りませんので、９月の避難訓練において、実際に避難場所を

確認してもらったこともあります。

避難車（10人位乗せることができる） お散歩車（津波に流されパンクしているため
現在は使用していない）

そして、３月11日を迎えることになります。この日は、偶然にも「おやつの時間に地震が発

生した。」という想定で午後３時20分から避難訓練を実施する予定でした。いつもは午後２時

45分位まで午睡させるところを、午後２時30分位に園児を起こし、準備をしていたときに大き

な揺れが保育所を襲いました。

想定では震度４以上で避難することになっていますが、テレビの津波情報や防災無線の情報

などに応じて判断することになっています。津波注意報が発令された際に実際に避難したこと

もありました。

３月11日の地震は、揺れが長くすぐ停電になったので普通の地震とは違うと感じました。テ

レビからの情報も得ることができませんでしたので、すぐに避難しなくてはいけないと思いま

した。

今回は訓練のために早めに園児を起こしていましたので、防寒着を着せて避難させました。

持ち物については、非常用の持出し袋、AED、視診簿（登園時の様子観察、当日の持ち物、

出欠状況等が一覧になっているもの）、携帯電話など日頃から必要なものを決まった場所にひ

とまとめにしており、持ち出す分担も決めていましたので、それらを持ち出しました。
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避難が始まりました。日頃から避難訓練を実施しているとはいえ、職員の方も動揺したそう

です。

今回の大震災では、平常心で行動するのは無理でした。防災無線が放送されていたかど

うかも覚えていませんでしたから（後から聞いたら、当日も防災無線は放送されていたそ

うです）。とにかく園児を無事に避難させることだけを考えて行動しました。通常の避難

では、０歳児はおんぶ、１歳児は避難車に乗せ、年長児から順に避難することになってい

ましたが、当日は準備ができた順に随時避難を開始させました。

実際に園児が立った状態で、ひとりがさらしのおんぶ紐で引き、もうひとりが後ろから

押して避難車を移動しましたが、重しを乗せて行った訓練と違い、重心が高くなるため訓

練に比べ移動が困難に感じました。さらしのおんぶ紐は職員全員が持ち出します。いざと

いう時三角巾としても使え実用的です。

動揺はしていましたが、体が覚えているのか避難ルートを外れることはありませんでした。

当日は近道ルートを使用して避難したそうです。あれだけの地震の後ですので、園児達も動

揺したのではないでしょうか。また避難ルートには高台に避難する車も走行していたと思われ

ますので、安全確保に気を使われたのではないでしょうか。

園児達は、保育士の様子を見ていつもと違うと察していたみたいです。訓練の際は疲れ

たとか言う園児もいるのですが、当日は泣いたりする園児もいませんでした。また、保育

所周辺の道路は狭くて、避難する車も走っていましたが、日頃から右側通行を訓練してい

ましたので、特に問題はありませんでした。実際に避難して感じたことですが、日常的に

避難ルートを歩いたり走ったりしていましたので、職員、園児共に体力的にもついていけ

たのではないかと思います。

避難を完了し、全員の無事を確認できたのも、日頃の訓練のおかけだったと思います。この

震災で課題となったことや園児の心のケアについて気を付けていることなどはあるのでしょう

か。

地震の後に家族が迎えに来た場合の対応について検討していかなければいけないと思い

ました。保護者に迎えに来てもらい引き渡すのではなく、子どもの安全を園が確保するこ

とを考えていきたいと思います。また、避難先を記した貼り紙は、津波で建物が流された

場合、役に立たないと感じました。

園児の心のケアについてですが、余震が発生した際は、園児を抱っこするなど極力動揺

させないよう心掛けています。また、震災前と同じように楽しいことを経験させるよう努

めています。
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保育所があった場所は、現在野田村の災害廃
棄物仮置場になっています。

赤い丸印は、保育所があった場所です。保育
所周辺の建物はすべて流されてしまいました。
写真左側に見える松林の奥は海岸になります。

保育所は園舎の基礎部分も流されてしまい、石碑と門柱の一部しか残っていません。

万が一に備えて行う避難訓練。しかし、実際に避難する場面に遭遇した時に実践できなけれ

ば何の意味もありません。野田村保育所の取り組みのように、体に覚え込ませるほど何度も真

剣に行うことが非常に重要であると再認識させられました。

現在の保育所の様子
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４　学校安全の充実にむけて
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

安全教育調査官　　佐藤　浩樹

はじめに

平成23年３月11日に発生した「東日本大震災」において、犠牲となられた多くの児童生徒や

教職員の皆さまに心からお悔やみ申し上げますとともに、被災した皆さまが一日も早く日常の

生活を取り戻すことができますようお祈りいたします。

今回の震災では、特に津波によって多くの児童生徒の犠牲者が出た。しかし、徹底した津波

防災教育に取り組んでいる学校では、生徒自らが危険を判断し、安全な場所に避難して危険を

回避した例があった。状況に応じて臨機応変な行動をとることができる態度を育んできた成果

といえるであろう。

学校安全は、学校教職員が児童生徒の確保することに留まらず、児童生徒自らが自分の安全

を確保し、安全な社会づくりに貢献するために必要な知識や資質を育む重要な教育活動である。

以下、学校安全の充実に向けた方策等について述べる。

学校安全の意義

学校安全は、幼児、児童及び生徒（以下「児童生徒等」とする。）が、自他の生命尊重

を基盤として、自ら安全に行動し、他の人や社会の安全に貢献できる資質や能力を育成す

るとともに、児童生徒等の安全を確保するための環境を整えることをねらいとしている。

児童生徒等の安全を守るための取組を進めていくには、

１．安全な環境を整備し、事件・事故災害の発生を未然に防ぐための事前の危機管理

２．�事件・事故災害の発生時に適切かつ迅速に対処し、被害を最小限に抑えるための発

生時の危機管理

３．�危機が一旦収まった後、心のケアや授業再開など通常の生活の再開を図るとともに、

再発の防止を図る事後の危機管理

の三段階の危機管理に対応して、安全管理と安全教育の両面から取組を行うことが必要

である。

学校安全の活動は、児童生徒等が自らの行動や外部環境に存在する様々な危険を制御して、

自ら安全に行動したり、他の人や社会の安全のために貢献したりできるようにすることを目

指す安全教育と、児童生徒等を取り巻く環境を安全に整えることを目指す安全管理、そして

両者の活動を円滑に進めるための組織活動という三つの主要な活動から構成されている。

その際、安全教育と安全管理は学校安全の両輪とされ、相互に関連付けて行う必要がある。

また、校内組織、家庭・地域社会と連携を図る組織などの活動との関連付けも図るべきである。

「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」より
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学校における安全教育

学校における安全教育の目標は、概説すると、日常生活全般における安全確保のために

必要な事項を実践的に理解し、自他の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全な生活を

送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるような資質

や能力を養うことにある。具体的には次の三つの目標が挙げられる。

ア　�日常生活における事件・事故災害や犯罪被害等の現状、原因及び防止方法について

理解を深め、現在及び将来に直面する安全の課題に対して、的確な思考・判断に基

づく適切な意志決定や行動選択ができるようにする。

イ　�日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自他の安全に配慮して安全な行動をとる

とともに、自ら危険な環境を改善することができるようにする。

ウ　�自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家庭及

び地域社会の安全活動に進んで参加・協力し、貢献できるようにする。

�「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」より

学校における安全教育は、児童生徒の発達段階に応じて、系統的に行われることが望まれる。

学校保健安全法第27条において、各学校においては、学校安全計画を立案し、実践するよう義

務づけられている。学校安全計画中には、通学を含む児童生徒の安全指導の計画も含まれてお

り、児童生徒の発達段階の特徴に応じた計画が必要である。

また、東日本大震災後、防災教育への注目が高まっているが、校内での事故や不審者事案、

交通事故等の危険がなくなったわけではなく、いわゆる学校安全の三領域としての「生活安全」

「交通安全」「災害安全」についてバランス良く指導することが必要である。

学校における安全教育は、以下のように教育課程の各教科・科目、道徳、特別活動等に

位置付けられ、それぞれの特質に応じて適切に実施されるものである。なお、学校におけ

る安全教育には、「安全学習」

の側面と「安全指導」の側面が

あり、主として取り扱われる教

科・領域等は、図３に示したと

おりである。�

なお、安全学習と安全指導は、

重複無く明確に区別されるもの

ではない。例えば、安全指導に

おいて、児童生徒が自主的活動

を行うことや意志決定、行動選択を扱うことなどが考えられる。

「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」より
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学習指導要領総則では、学校教育全体を通じて適切に行うとの規定もあることから、朝の会

や帰りの会（ショートホームルーム）等での指導も考えられる。

学校における安全管理と組織活動

学校における安全管理は、児童生徒等の安全を確保するための環境を整えること、すな

わち、事故の要因となる学校環境や児童生徒等の学校生活における行動等の危険を早期に

発見し、それらの危険を速やかに除去するとともに、万が一、事件・事故災害が発生した

場合に、適切な応急手当や安全措置ができるような体制を確立して、児童生徒等の安全の

確保を図るようにすることである。

このため、学校環境の安全管理、学校生活の安全管理、通学の安全管理、事件・事故災

害発生時の危機管理などを、年間の計画に基づいて適切に行う必要がある。その際、「地

域に開かれた学校づくり」を進め、誘拐や傷害などの犯罪への対策など、学校や地域の状

況に応じた児童生徒等の安全確保の取組を継続的に行うことが不可欠である。したがって、

各学校においては、授業中はもとより、登下校時、放課後、学校開放時等における児童生

徒等の安全確保のために、家庭や地域社会との連携を図り、具体的な方策を講じる必要が

ある。

また、安全な環境を整える具体的な方策は、施設・設備等を改善するような物理的な環

境整備や、児童生徒等の行動を規制するような人的あるいは社会的な環境整備などを多角

的に考慮する必要がある。

�「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」より

学校保健安全法第29条では、各学校において危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）

を作成することとしている。マニュアルは作成するだけでなく、実際に訓練等で活用してみる

ことが大切である。課題を発見し見落としに気付くだけでなく、児童生徒の行動や保護者等と

の連携についての貴重なデータともなる。

東日本大震災で津波の被害を受けた小学校では、事前にマニュアルに基づく避難訓練を行い、

避難場所までの児童の避難時間を測定していたことで、津波到達予想時刻と照らし合わせ、適

切な避難行動を取ることができたとの例があった。

また、マニュアルを作成する際には、様々な状況を想定するとともに、複数の対応策を高じ

ておくことが大切である。
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学校安全の活動を効果的に進めていくためには、安全教育、安全管理の活動を学校の運

営組織の中に具体的に位置付けることが重要であり、教職員の役割分担と連携は、全教職

員の共通理解の上に立って推進する必要がある。しかし、近年、通学路における犯罪、学

校への侵入者など学校の内外において、児童生徒等が犠牲となる事件・事故災害が発生し

ている。また、交通事故や地震・風水害などの自然災害に巻き込まれる事故も引き続き生

じている。児童生徒等の安全確保のために学校全体としての取組を一層進めていく必要が

ある。学校と家庭、地域の関係機関・団体等及び学校相互の連携や情報交換を密にし、地

域ぐるみで安全を守り、児童生徒等が安心して学校教育や生活が送れるように環境を整え

ていく必要がある。

�「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」より

学校安全参考資料と安全教育教材、教師用研修資料

文部科学省では、平成22年３月、各学校において学校安全推進上の参考資料とするため、学

校安全参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」を発刊し、全国の学校等に配布

している。

学校安全に関する法令や各種通知、学習指導要領の抜粋や学校安全計画の例など、豊富な資
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料も掲載されている。

各学校においては、学校安全推進にあたり、その基礎となる資料であり、ぜひ活用願いたい。

また、平成20年から、児童生徒用の災害安全教育のための教材DVD等「災害から命を守る

ために」を作成配布しており、これらの教材の活用も併せて図ってほしい。

さらに、平成21、22年には、教職員の研修用DVD「事件・事故災害から子どもたちの命守

るために」を作成し、全国間の学校等に配布している。学校保健安全法第27条で定められてい

る学校安全計画では、教職員の研修の計画立案・実施も含まれており、これらDVDを活用し、

教職員の資質向上に努められたい。

おわりに

東日本大震災を受け、避難訓練や学校防災マニュアル等の見直しを行っている学校が多い。

被災した学校等の調査からは、災害後には交通事情や治安が悪化したとの報告もあり、津波被

害から命を守るとともに、その後の生活についても考慮し、交通安全、生活安全についても総

合的に指導をすることが望まれる。

自ら危険を予測し、回避する能力は、事故や災害種には関係なく、命を守る重要な資質なの

である。
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東日本大震災特別弔慰金

独立行政法人　日本スポーツ振興センター

平成23年３月の東日本大震災を受けて、日本スポーツ振興センター（以下「センター」と

いう。）では、東日本大震災により学校の管理下で被災し、亡くなられた児童生徒等の保護

者の方に対し、東日本大震災特別弔慰金（以下「特別弔慰金」という。）500万円の支給を行

うこととしました。

「東日本大震災特別弔慰金」を保護者の方に支給します

センターは、学校の管理下の児童生徒等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）につき、当

該児童生徒等の保護者の方に対し災害共済給付金を支払う災害共済給付制度を運用しており

ます。

このたび、東日本大震災により学校の管理下で被災し、亡くなられた児童生徒等の保護者

の方に対し、特別弔慰金500万円の支給を行うこととしました（注）。

　　　　　

○　支給にあたって必要となる事項は次の３点です。

　①　東日本大震災に起因して、児童生徒等が死亡されたこと。

　②　学校の管理下で被災されたこと（通学途上に被災された場合も含まれます。）。

　③　�死亡された児童生徒等が、センターの運用する災害共済給付制度に加入していたこ

と（学校を通じて加入しています。）。

○　支給に当たっての手続きは、学校の担当者を通じて行うこととなります。

　このため、保護者の方は、まず、学校の担当の方に相談していただくようお願いします。

（注）　�災害共済給付制度には、このたびのような非常災害に関しては、法令に免責規定が設けられてい

るため、東日本大震災に起因する災害については、災害共済給付制度に基づく給付は行わないこ

ととしております。

　　　�　このため、センターは独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書に規定を設け、東日

本大震災特別弔慰金を支給することとしました。�

独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書　附則　第１条の３

センターは、第36条に規定する業務のほか、東日本大震災に起因する学校の管理下における児童生徒等

の死亡で令第３条第５項（災害共済給付制度）により死亡見舞金が支給されないものに対する東日本大震

災特別弔慰金（支給額は、500万円）の支給を行う。




