
令和４年度呉市ＰＴＡ連合会 第３回教養研修部会 次第 

 

                               日時:令和４年１１月１７日（木）１９時００分～ 

                               場所:シシンヨーオークアリーナ Ｍ１～２ 

 

市Ｐ連担当役員：𦚰原副会長（荘山田小）河本幹事（阿賀小）髙石幹事（昭和北小） 

 

※令和４年度 教養研修部会担当校 

小学校：広南，広，阿賀，坪内，本通，荘山田，両城，吉浦，天応，昭和北，波多見， 

安登，豊  

中学校：白岳，横路，東畑，呉中央，昭和，倉橋，蒲刈 

 

担 当 校 長 会：大塚校長（郷原小），枝長校長（広小），小方校長（東畑中） 

 

 

１ 開 会 

 (1) 開会あいさつ 

 (2) 広小学校 枝長校長あいさつ 

 (3) 自己紹介 

 

２ 内 容 

(1)  令和５年度の活動予定について 

 

３ 講 評 

  郷原小学校 大塚校長あいさつ 

 

４ 閉 会 

  閉会あいさつ 

 



１．中学校区
名

２．報告者　学

校名，氏名

３．資料を見ての気づきなど
（ワークシート項目　１　について）

４．「防災」について単Ｐで取り組んでいることなど
（ワークシート項目　２　について）

５．「防災」について中学校区で共通理解を図っておき
たいことなど
（ワークシート項目　３　について）

６．今後，情報交換したい内容等ございま

したら御記入ください。

天応中 天応小学校
熊谷浄信

・災害の種類にもよるが、危険な箇所が多い
・町内の地域によって、起こりうる災害の種類が様々

・通学路の安全確保 ・危険区域の確認
・災害時の避難場所
・被災した際の指揮

横路中 横路中学校
石田崇子

・ハザードマップを開く機会を増やす
・１０００年に一度の想定マップは必要か，実感がわかない
・災害で実際になることを体験してみる
・ハザードマップを小学生でも分かるように
・各家庭に各ハザードマップがあればよい

・ここ数年はコロナでできていないが，小中合同の防災
訓練
・ゲリラ訓練をしてみる

・黒瀬川に土砂がたまっており，少しの雨で家屋・道路が
浸水する恐れがある
・マイク放送が，雨が降っていたら聞こえない
・ハザードマップを小学生でも分かるように

豊浜中学校区
（豊小学校）

豊小学校
尾形敬吾

2018年の豪雨災害を機会にして、防災意識が高まっていると感じる
中で、自分が住む地域のハザードマップを確認することはとても重
要だと感じます。特に高潮の「1000年に1度起こりえる」という書
き出しは危機感を与える言葉であり、2018年以前では聞く事もな
かったと言えます。また備え～避難～情報収集までを自分で調べら
れる資料になっていると感じました。

ひとつの中学校区とはいえ、中学校と小学校が別の島で
あるという特殊な環境や、隣の集落との距離が離れてお
り、まとまって取り組んでいることはあまりありませ
ん。

地形や災害状況もまちまちだと思われますので、日頃から
自分が住む地域の特性や起こりえる災害の予測を地域ごと
にするべきだと思います。

安浦中学校区
(安浦小学校、
安登小学校)

安登小学校
上本真世佳

自分の住んでいる所がどういう災害がおきやすいか、実際に災害が
おきた時、どのように行動をするか子供たちとしっかり家庭で話し
合う事は大切だと思います。

PTAの活動として[防災]をテーマにして動いていることは
ありませんが、学校の授業等で子供たちは防災につい
て、色々と学んでいます。安浦は実際に災害にあってい
る地域なので、より身近に防災について学べていると思
います。

小学校、中学校を通し、今まで通り防災について学び、自
分の身は自分で守れるよう、いざという時に動けるよう
しっかりと身につけていけたらいいと思います。

蒲刈中学校
（蒲刈小学校）

蒲刈中学校
竹内清志

地球環境の変化により集中豪雨。大型台風による災害の大きさ避難
など。

災害・津波を想定した、高台に避難訓練。
蒲刈消防署によるAEDの使用方法、人命救助訓練。
災害があった時、児童のお迎え訓練。

災害時の避難 蒲刈小中がっこうは、同じ敷地内に校舎が
あり、運動会など合同で開催している。
蒲刈町PTA連絡協議会というのがある。
消防署、警察、などの出前講習をできる限
り行ってもらいたい。

広南中学校（広
南小学校）

広南小学校
新中京治

土砂災害
長浜・小坪地区では急傾斜地にほとんど含まれている。その為、保
護者が子供に危険な地域だと認識させる。
風水害
台風により高潮、暴風雨などで水害の危険がある。小坪地区の一部
地域に被害が過去に幾度も浸水被害が起きています

地域の人から過去における災害の記録、話などを聞き中
学校で参考資料など作成し授業を行っている

過去の災害による被害を受けた場所、規模など色々な話し
を聞き資料などを作成し共通の問題として意識をし今後の
防災に役立てる

宮原中学校区
(宮原小学校、
坪内小学校)

坪内小学校
小野哲志

・多くの地域が、土石流警戒区域入っている。
・徒歩で避難するには、距離が遠い。→避難所の数を増やせない
か。
・車で避難するには、駐車スペースの少ない避難所が多い。→①宮
原高校を準拠点から、拠点へ格上げできないか。②市民広場を、車
専用の避難所にしてはどうか。

・宮原中学校→宮原地区の3DMAPを作り、土石流の流れ
を可視化できるようにしている。
・宮原小学校→総合的な学習の時間を使い、自分の命は
自分で守る為にをテーマに自分達にできる事を考えた。
(4年生)

・坪内小学校→①土砂災害を想定した避難訓練を行っ
た。(全学年)②総合的な学習の時間を使い、自分の命を
守る意識を高めた。(4年生)

いざ避難するとなると、避難所までの避難経路や避難所の
雰囲気などが気になる。→地域で避難訓練を行ってはどう
か。

警固屋中学校 警固屋中学校
松川昭彦

警戒区域が以前より厳しくなった。警固屋は川があるので危険。警
固屋は崖や急斜面が多いのでとても危険。

防災訓練には、積極的に参加。まち協社経と連携して子
供避難体験を実施。（現在はコロナで行っていない）

登下校中の安全について考える必要がある。地域の行事に
防災を意識した行事を取り入れてもらう。学校と保護者の
情報共有を図ることが大事。保護者同士での防災について
の話し合いがあってもいいのでは。

防災につての意識が薄い。防災モデル地区
の現状なども紹介してほしい。

吉浦小学校 吉浦小学校　高
島信彦

吉浦地区は、海と山に囲まれ急傾斜地が多く土石流警戒区域も多
い。ハザードマップを把握して、身を守る行動をとる。

ハザードマップを校門に掲示している。
全学年マイタイムラインを活用している。
防災教育を行ない、有志を集めて体育館で避難所生活を
体験する。

未来の学び授業研究や、
1〜9年生までの資質教育

郷原中 郷原中学校　池
内真崇

土砂災害の警戒地域内にほとんどの住民が含まれている。
避難場所が警戒地域を複数経由しないとたどり着けないので、必然
的に在宅避難を選ばざるを得ない。

特になし（保護者各人が、防災の日の学校での学習内容
を子どもから聞く程度）。
自治体の防災訓練に積極的に参加する。

中学校区のPTA間で連携しながら情報共有や活動を行う。
郷原中学校区は小中1校づつしかないので、連携はしやす
い。



片山中学校区 呉市立荘山田小
学校，西平圭一
郎

特になし 片山中学校区では、防災について国から表彰されるほど
熱心に取り組んでいる

今までの取り組みをより強固にしていきたい PTAの今後の活動について、持続可能な方
法など

呉市立昭和中学
校

呉市立昭和中学
校・志垣由紀恵

・焼山は山が多く，土砂災害に対して意識することが大切（南小）
・避難経路に川を挟む家庭もあるため，避難場所は1ヶ所ではな
く，時と場合において変更できるように，複数箇所を考えておくこ
とがひつようではないか（南小）
・河川の増水についても，知っておくとより良いのではないかと思
う（南小）
・昭和衷学校校区は，中央地区・政畝地区の2/3を除くほぼ全ての地
域が土石流や急傾斜地の特別警戒区域や警戒区域に指定されている
ことが再認識できた。
　洪水に対しては，西日本豪雨の時と同様に二河川氾濫の可能性が
あり，災害時には，高齢者の方や小さな子供連れの家庭は，指定避
難箇所への避難も困難になり得るので，日頃から避難経路の確認
や，家族間において災害時での連絡方法の共有認識の確認などの取
り組みが必要（昭和中）

・災害時の子どもたちの受け渡し訓練の実施（南小）
・保護者への啓発活動・参観日などの日を使って，西日
本豪雨災害（主に昭和地区）の状況についてDVDを流す
（南小）
・昭和中学校PTAとしての取り組みは特に無し

・警報時において子ども達だけでの単独行動を見かけた保
護者は声かけをしてはどうか。（子ども達だけで何をして
いるのか，避難中なのか，帰宅中なのか等）（南小）
・昭和中学校PTAとしては特に無し

今後の件ではありませんが，今回昭和中学
校校区としての研修会はコロナ禍の状況を
鑑みて集まっての対面方式ではなく各校に
書面を配布して回答をもらう形をとりまし
た。
校区の昭和中央小からは期日を過ぎても返
答をいただくことができませんでしたの
で，昭和南小学校と昭和中学校の2校のみの
回答になりました。

呉市立昭和中学
校

呉市立昭和中学
校・志垣由紀恵

ハザードマップの地図が分かりにくい（中央小）
日頃から防災道具や食料の備蓄をしておくことが大切である（中央
小）

特に行っていないので今後，学校と話合いの場を設け危
険な場所の把握と対策方法を取り決めて行く（中央小）

通学路等，危険な場所などを把握しておきたい。
昭和地区にある店舗「ばんぶう」から学校までの道の対策
が必要

昭和中央小学校から回答が届きましたので
追加で回答を送らせてもらいました。

昭和北中（昭和
西小、昭和北
小）

昭和北小　明神
政之

校区内は土石流の危険のある場所や急傾斜地が非常に多いため、自
分の住んでいる所がどういう所なのか、どうやって避難をしたらよ
いかを日頃から決めておく必要がある。
昭和北中学校区では、昭和北小は指定避難所になっていないので、
児童が避難の際に混乱が起きないようにする必要がある。

市に一任のため、PTAでの取り組みはなし。
通学路の草刈り。

校区内の危険箇所の洗い出しと情報共有。
西日本豪雨災害で実際に住民が避難したことから、避難時
に何が良くて何が悪かったのかを確認し、今後への備えと
して認識しておく必要がある。
各校の防災教育の内容。

広中央中（広
小、三坂地小）

広小　稲田篤思 山沿の避難経路は全て急傾斜地や土石流の危険地帯となっている。
中学校の敷地内も危険地帯となっている。避難所となっている三坂
地小は1階は洪水時に浸水してしまう。

単Pとしては応急救護講習を企画し、消防から救命処置
を学んだり、学校の宿題で、避難経路や避難の時間にか
かる話し合いを各家庭で実施している。

避難経路に水路や急傾斜地が沢山あるため、大雨などの水
害は、大雨になる前に早めの避難を心がけ、地震などは山
沿の避難は避ける必要があるなどです。

PTAの行事〔良かった講演会、外部の手伝
いの親子の行事のお薦め、独自の行事〕や
本部役員の運営〔本部の人選の仕方など〕
など、自身の学校に無い、取り組みとか有
れば参考にしたい為

白岳中（白岳
小）

白岳中、西田
勲

・学校の周辺や地元の一部の地域が浸水被害に遭う可能性が高く、
迅速に行動する事が必要である事。
・各家庭や各個人が、避難場所を把握し家族と情報共有する事が必
要である事。

・学校からの災害メール
・帰宅時において学校での一時待機
・豪雨時においてお迎え訓練

・西日本豪雨を教訓に、増水時に河川に近づかない、土砂
崩れの警戒、避難指示が
出た際の迅速な行動、復興時の助け合いの協力体制
・災害を想定して学校、地域、各家庭での防災訓練の実施

呉市立明徳中学
校（呉市立明徳
小学校）

呉市立明徳中学
校（教頭　三谷
泉）

〇　ハザードマップの重要性
　　ハザードマップを通して地域の災害リスクをひと通り確認して
おくことの重要性
　  地域住民（保護者）へ周知に係るＰＴＡ組織としての役割の必
要性
〇　ＰＴＡとしての地域の災害リスクへの対応とその備え
（　土砂災害　高潮　津波　等への対応　）
〇　地域の災害について，その対応に係る現状の課題点についての
認識の必要性
（　例　排水ポンプの状況の把握等　）

　〇　各校が行う「避難訓練」についてのＰＴＡの関わ
りについて情報交換
　〇　各校が行う防災教育での外部組織（自治会等）の
連携に係るＰＴＡの役割について現状についての情報交
換

　〇　今後も各校ＰＴＡ活動の情報交換等を密接に行い，
連携強化を図る。
　〇　具体的な取り組みの中で，11月７日に実施した明
徳中学校区の保小中学校合同の避難訓練（津波想定）につ
いて，各ＰＴＡの協力・支援の在り方についての振り返り

東畑中（明立
小、原小）

東畑中学校、藤
原伸廣

東畑中学校区では、崖崩れや、土砂崩れなどの災害が起きる可能性
が高い危険なか所が多い。その為、地域の方々と一緒に協力し合い
防災について考える事が大切だと思う。

各学校では、防災教育や、訓練を実施しており又地域の
方々と協力し合い防災に取り組んでいる。

東畑中学校区には、災害の起きる可能性が高い危険なか所
が多い。
又、避難するのに移動距離が長く高齢者の方や身体の不自
由な方などは、災害に巻き込まれる危険性が高い。



中学校区別研修会フローチャート

① 研修テーマの設定

（前年度の教養研修部会 最終回で決めておく）

③ 第１回 教養研修部会

研修テーマを確認し，手引き書と資料をもとに研修の進め方

について確認する

⑤ 第２回 教養研修部会（実施報告会）

各中学校区ごとに，記録用紙をもとに実施報告を行い，グ

ループディスカッションを行う

記録用紙はまとめに使用するため，提出してもらう

＊教養研修部会員がいない中学校区については，実施後，事

務局に記録用紙を送付してもらう

④ 中学校区別研修会

教養研修部会員が世話役となり，中学校区単位で研修を行う

＊教養研修部会員がいない中学校区については，事務局から

単Ｐ会長（中学校区内の誰か１名）あてに手引き書と資料等

を送付した後，電話でレクチャーを行う

＊研修の実施日時や場所については，各中学校区に任せる

② 役員会で資料を検討する

⑥ 第３回 教養研修部会

次年度のテーマ設定や，研修会実施形態の見直し等を行う


