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④ 鵜住居小学校 

【平成 23年３月 11日時点の児童生徒数等】 

＊児童・生徒数  362名 

＊学級数     13学級（特別支援学級１（知）を含む） 

＊教職員数    校長１名、副校長１名、教諭 16名、養護教諭１名、事務職員１

名 

講師（常勤）２名、非常勤講師３名（特別支援教育支援員２名、

理科支援員１名） 

その他４名（用務員２名、運転士２名） 計 29名 

1) 学校の被害状況 

(1) 学校施設被害状況 

・ 校舎３階の天井付近まで浸水し、校舎、体育館とも壊滅状態。諸帳簿類も含

め全て流失 

(2) 人的被害状況 

・ 児 童：２名死亡（休み１名、引渡し後１名） 

・ 教職員：１名行方不明 

2) 避難行動 

(1) 初期行動 

・ 平成 23年３月 11日（金）午後２時 46分に発生した大地震（後に東日本大

震災）により、校舎はすぐに非常扉が閉まり、停電した。防災無線もほとんど

聞こえなかったが、津波の襲来に備え、教務主任が、児童を校舎３階に一時避

難させる。 

(2) １次避難行動 

・ 釜石東中学校の避難状況や消防団などの指示から、１次避難場所である「ご

ざいしょの里」（広場）に避難する。 

(3) ２次避難行動 

・ 第１次避難場所の裏山（崖）が崩れていることや地域の方の助言で避難場所

を移す。 

・ 第２次避難場所のやまざきデイケアサービスへ釜石東中学校生徒と避難する。 

(4) ２次避難行動後の避難経過 

・ 津波が堤防を越えたとの声を聞き、更に恋の峠へ向かって高台へ逃げる。 

仲野石材店付近を中心に、裏山や三陸道に上がって避難していた中学生もいた。 

・ 何度目かの津波の襲来が収まり、中学生と合流して三陸道を車で運ばれ、旧

釜石第一中学校体育館へ避難。一部の児童は釜石小学校へ避難し、一夜を明か

す。翌 12日、兄弟姉妹の関係から甲子小学校と甲子中学校に分かれて移る。 

3) 児童生徒の安否確認活動と保護者への引渡し 

(1) 児童は甲子小学校に避難させたので、欠席又は早退した児童の安否確認及び保

護者への連絡を行おうとしたが、何ぶん教職員の車は流出し、連絡方法もままな

らなかった。そこで市を通じて報道関係に情報を提供し、避難所を知らせた。 

(2) 職員は市教委から自転車を借用し、近くの避難所巡りをして安否の確認及び健

康観察をする一方、遠くの避難所は甲子小学校職員の車を借用し、安否確認及び

健康観察を行った。同時に職員の家族の安否確認も行った。 

(3) 職員の不眠不休の活動により、３月 19 日、全ての児童の保護者への引渡しを完

了した。 
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4) 市教育委員会との連絡・協力 

(1) 東日本大震災発災直後は連絡が取れなかったものの、甲子小学校に避難してか

らは互いに訪問し合いながら連絡を取り合った。その後、電話が通じてからは報

告、連絡、相談を密に行った。その内容は、児童、保護者、職員の安否確認、健

康状態、避難所での様子、学校再開に向けてなどである。 

(2) 学校としては市教委からの指示や支援が大変心強かった。３月 14日以降、市教

委指導主事が、毎日学校を訪問してくれるようになった。 

5) 震災からの教訓 

(1) 危機管理 

① 本校の立地場所から津波注意報や警報が発令された時には、避難することと

していた。東日本大震災当時、校長、副校長とも学校に不在であったが、釜石

東中学校と連携し、よく避難できたと考える。管理職が不在でも、判断や行動

の拠り所になるマニュアルと的確な情報提供（消防団、地域のアドバイスな

ど）があれば、職員が協力して子どもたちを避難させることができると考える。 

② 避難により多くの命が助かったものの、早退した児童及び第１次避難場所で

引き渡した児童、職員１名の計３名の犠牲者を出したことについては、大変残

念なことであり、二度とあってはならないことである。登下校中での災害、帰

宅後の避難の在り方、親への引渡しの時期と方法などマニュアルを見直さなけ 

ればならない。 

③ 災害はいつ、どこで、どんな形で発生するか分からない。それゆえ、教職員

一人ひとりが、危機管理能力を高め、可能なかぎり対応できるように研修（準

備）しておかなければならない。特に、東日本大震災では、ア）停電時の対応、

イ）情報手段の確保、ウ）緊急時持ち出し品の準備に不十分なところがあった

と考えている。 

④ 防災教育は、学校で行うことができるものと地域にお願いしてできるものが

あると考える。避難の判断材料となる的確な情報や避難場所、また避難してか

らの生活などを考えると、ふだんから地域や関係機関（特に消防団、自治会）

と連携し、進める必要がある。 

(2) 防災教育 

① 釜石市の「津波防災教育の手引き」を参考に授業を行ったり、釜石東中学校

と合同での避難訓練を行ってきたことで成果はあったものと考えている。子ど

もたちへの調査から「防災の授業」や「避難訓練」は役に立ったと回答してい

る。今後も防災教育の内容を見直しながら進めていきたい。 

② 数年後には東日本大震災を体験したことのない子どもや教職員が増えてくる。

震災の体験を正確に伝えることができずに、防災の意識にもズレが生じてくる

ことが懸念される。したがって、現在の防災教育のスタンスを数年後（３～４

年後）には変える必要があると考えている。 

「こころのケア」と「体験を資料にして残すこと」が大切にされなければな

らない。 

③ 被災した学校では、復興教育とも重複するが、「体験を未来へ語り継ぐこ

と」、「釜石の復興を担う人材」を育てることが大切であると考える。心のケ

アを進めながら釜石の未来を創る児童を育てていくのだという強い自覚を持ち、

教育活動を展開していきたいものである。 

(3) 行政・地域・支援団体との協力・連携 

被災当時は連絡がなかなか取れなかったものの、旧釜石第一中学校体育館に避



32 

 

難し、翌日甲子小学校と甲子中学校に移ってからは、市教委の指導主事が毎日訪

問してくれるようになり、報告、連絡、相談ができるようになった。今後も、電

話連絡が取れないような場合を考えて、連絡手段や方法を各学校で考えておく必

要がある。 

(4) その他、後世に語り継ぐ教訓 

① 震災など災害には遭わせたくないが、一旦遭ってしまった以上、教育復興は

プラス思考で進めるしかない。失ったものは計り知れないが、逆に震災を契機

に「命の大切さ」、「ものの大事さ」、「絆の大切さ」、「家族とは」、「学

校とは」など、困苦の中にあるからこそ学び取れるものもあると考える。 

② 防災への対応は学校だけで考えてはいけない。例えば、停電時の対応を考え

ても、地域や関係機関との連絡が取れなくなるのが普通である。保護者や地域、

関係機関（少なくとも地元消防団、自治会組織など）が一体となった対応を考

えるべきである。 

③ 多くの命が助かったのも、震災前から小中学校が連携し、地域全体で避難訓

練に取り組んできた成果であると考えている。今後も防災教育は、あらゆるこ

とを想定して取り組んでいかなければならない。  

・ 危機に直面した時、マニュアルは判断や行動の拠り所となるが、あらゆる

可能性を想定し作成すべきである。同時に、私たちは、時にはマニュアルに

とらわれずに柔軟に判断し、行動することもあってよい。要は、安全確保の

ためにどう行動するかである。 

 ・ 特にも、教職員は内陸出身者が多いことから、沿岸部に異動してきた教職

員にとって津波の怖さを意識できるかどうかが大きな課題でもある。 

 ・ 人が代わり、時が経っても、「自分の命は、自分で守る」人間が育つよう

に防災教育を進めるべきである。 
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③ 釜石東中学校 

【平成 23年３月 11日時点の児童生徒数等】 

＊児童・生徒数  217名 

＊学級数     ７学級（特別支援学級１学級を含む） 

＊教職員数    校長１名、副校長１名、教諭 14名、養護教諭１名、事務職員１

名 

講師（常勤）２名、非常勤講師３名、その他２名（市職など） 

（※非常勤講師……すこやかサポート、学校生活サポート、特別

支援教育支援員） 

1) 学校の被害状況 

(1) 学校施設被害状況 

津波により校舎全壊 

(2) 人的被害状況 

・ 生 徒：１名死亡（休み） 

・ 教職員：全員無事 

2) 避難行動 

・ 地震発生時、帰りの会が終わった頃で、１年生はまだ担任と３階の教室にいた。 

・ ２年生は既に部活動の準備で教室を離れ、３年生は２日後に迫った卒業式の準

備や帰宅するところであった。 

(1) 初期行動 

・ 地震発生後、副校長が校内放送をしようとしたが停電のため校内放送が使え

なかった。しかし、生徒たちは自主的に避難を始めていた。そこで、グランド

に避難し始めていた生徒に向かって、副校長が「走れ！ 点呼取らなくていい

から」と叫んだ。職員室にいた一番若い先生には、「率先避難者になって走っ

て」と頼んだ。担任は生徒とともに走らせた。副担任は校舎内を見て回り、逃

げ遅れた生徒がいないかをチェックした。 

・ 鵜住居小学校では、校舎３階に児童を避難させていたが、中学生が「津波

だ」「逃げろ」と叫びながら走るのを見て、校舎を出て、同じように「ござい

しょの里」を目指して避難を始めた。 

(2) １次避難行動 

・ 生徒たちは校舎外に全員避難し、点呼もとらず、直ちに第１避難場所のござ

いしょの里に向かって走り出した。 

・ ございしょの里には、避難した時のための「学級札」を置いていた。先に着

いた生徒や教員が学級札をかざし、ばらばらに避難してきた児童生徒たちは素

早く整列し、点呼をとり全員の無事を確認することができた。 

・ 安心したのも束の間、この場所も危ないとの判断で、更に高台にある介護福

祉施設（やまざきデイサービス）へ避難が可能かどうか、教員を走らせて確認

した。教員が高台からＯＫサインを出すのが見えたので、避難を開始した。中

学生は小学生の手を引いて、声を掛けて励ましながら避難した。小中学生が避

難するのを見た近隣の人たちも、避難を始めた。 

・ 校長は、外出先に向かうため車を運転中であったが、地震発生後にすぐに学

校に引き返した。学校に到着した後、副校長から全員避難したという報告を受

けた。その後、副校長を避難させ、校舎をもう 1回見てくると、校舎の見回り

を行った。見回って１階に下りてくると、保護者が学校に駆けつけていた。全

員避難したことを伝え、一緒に避難した。 
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(3) ２次避難行動 

・ 全員、２次避難場所の介護福祉施設（やまざきデイサービス）に到着した。

列の後ろに並んだ生徒が駐車場から振り返ると、津波が鵜住居の町を飲みこん

でいく様子が見えた。間もなくここまで津波が来る、と誰もが感じた。 

・ 教員の一人が目の前にいた生徒たちに「逃げろ」と叫んだ。他の教員の「死

ぬぞー走れー」と叫ぶ声も聞こえた。副校長は、最後尾から「走れー、走れ

ー」と言って走った。全員で更に高台を目指した。 

・ 恋の峠の手前に急な坂があった。幼い子ども２名の手を引く母親に気づいた

生徒が１名をおぶった。一部の生徒たちは、保育所の子どもを乗せた手押し車

を職員に代わって押しながら坂を上った。 

・ 先ほどまで避難していたございしょの里が水没したのは、全員が離れてから

約５分後のことだった。最終的に恋の峠まで避難し、学校から避難した生徒、

教職員は全員無事だった。 

・ 学校に残り遅れて避難していた校長も合流し、無事が確認できた。 

(4) ２次避難行動後の避難経過 

・ 恋の峠には地域住民を含め 1,000 名以上の住民が避難していた。恋の峠にあ

る石材店のすぐ上に震災の６日前に完成した三陸自動車道路（釜石山田道路）

があり、通りかかった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。 

・ 翌３月 12日に小学生と小学生の弟妹がいる生徒は甲子小学校へ、それ以外

の中学生は甲子中学校へ（生徒 111 名、教職員 11名）移動した。 

3) 児童生徒の安否確認活動と保護者への引渡し 

・ 当日は全校生徒 217名中、欠席者３名、早退者２名であった。欠席及び早退生

徒以外の生徒は一緒に避難して無事であった。 

・ 早退者の２名の内１名はラジオの安否情報で、もう１名は家庭訪問で無事を確

認した。欠席者３名のうち１名はございしょの里で合流し、もう１名も無事が確

認できた。しかし、欠席者のうちの１名は、当日風邪をひいたため母親が大槌町

内の病院に連れて行き、白浜の自宅に帰宅途中に鵜住居の防災センターに避難し

たが防災センターが被災し行方不明となり、３月 25日に残念ながら遺体が発見さ

れた。 

・ 恋の峠で保護者と一緒に避難した数名の生徒を保護者に引き渡した。保護者の

いない生徒、保護者がいても行き場所のない生徒は保護者も一緒に旧釜石第一中

学校に避難し、そこで 21名を保護者に引渡した。 

・ 翌日、甲子中学校に避難した際に甲子中学校に訪ねてきた保護者や知人に 80名

の生徒を引き渡した。恋の峠や旧釜石第一中学校で保護者に生徒を引渡した際に

は、その後の所在場所を確認しないでしまったので、（記録すること自体が不可

能であった）その後の引渡しでは引渡した相手、行き先などを記録して引渡した。

また、後で問題になることはなかったが、混乱の中で保護者に頼まれてきたとい

う人や近所なので連れて行くという人に引渡したということがあった。 

・ 最後の生徒を保護者に引渡したのは３月 16日であった。 

4) 市教育委員会との連絡・協力 

・ 甲子中学校に避難している時は、毎日、教育委員会の職員が学校を訪問し、学

校との連絡に当たった。 

5) 震災からの教訓 

(1) 危機管理 

・ 震災時の対応を振り返った時、危機管理マニュアルによって対応を日頃より
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確認しておくことは必要であるが、訓練をしっかりやっておくことが大事であ

る。今回の震災では、咄嗟の判断を求められることが多々あった。訓練してお

くことで、咄嗟の判断もできるようになると考える。 

・ ふだんから組織として動いていること、報告・相談・連絡の体制が整ってい

ること、互いのコミュニケーションを図り良好な人間関係を築いておくことも、

いざというときに混乱せずに迅速な危機対応ができるために大切である。 

(2) 防災教育 

・ 今回の震災では、一つ間違えれば、本校でも多くの生徒の命が犠牲になった

かもしれない。日頃の訓練や学習が生徒の命を救ったといえる。生徒は防災教

育によって地震の後に大きな津波が来るということを想定していたので、迷わ

ずに避難行動をとることができた。防災教育を通して防災意識、実践力を高め

ることが大事である。 

・ 防災教育の土台となるのは、相手の話をしっかり聞く力、自分で考える力、

仲間と協力して物事を成し遂げる力、何事にも真剣に取り組む姿勢である。こ

のようなことがしっかりと出来てこそ、いざというときに防災教育が生きると

考える。そして、「学校は子どもの命を預かっている」ということを肝に銘じ

て、防災教育を推進していかなければならない。 

・ 本校の防災教育では、逃げるための避難行動をとるということが中心であり、

被災後のことまでは想定していなかった。被災後のことも含めた防災教育を行

っていく必要がある。 

(3) 行政・地域・支援団体などとの協力・連携 

・ 行政、地域とは学校が避難場所になった際の対応など、日頃から検討してお

く必要がある。町内会長などとはできるだけ顔見知りになっておくことで、い

ざというときの協力者になってもらえる体制を作っておくことも大事である。 

・ 今回の震災では、指導主事などの教育委員会の職員がこまめに学校を訪問し

てくれたので、学校の様子や対応で困っていることを伝えたり、教育委員会の

指示を確認できたりという面で安心感があった。 

(4) その他、後世に語り継ぐ教訓 

・ 本校では群馬大学の片田教授から防災に関して様々な御指導をいただいた。

その中でも、「想定にとらわれない」ということが生きたと考える。ございし

ょの里に避難した際、ここなら大丈夫だという想定にとらわれていたら、津波

により多くの犠牲者が出たかもしれない。 

・ とにかく、あれこれ考えるより、より高い所に避難するという行動を取るこ

とこそが最も必要なことである。災害時においては、最悪の事態を想定し、最

良の方法を選択することが何より求められる。 

・ 訓練していないことには、いざというときに行動はできない。災害は起こる、

ということを前提として、防災教育、避難訓練を積み重ねるしかない。 


