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＜施策横断的取組 その２＞ 

 

 

 

震災対応に係る教育委員会としての取組 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 東日本大震災からの復旧・復興への取組については、県がまとめた「千葉県震災復旧

及び復興に係る指針（骨子）」を踏まえて、県教育委員会として、独自に課題を整理し、

施策を体系的にまとめた「震災対応に係る教育委員会としての当面の取組」を作成しま

した。 
 ここでは、その取組の概要を中心として記載します。 
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Ⅰ 地震の概要 

 

 平成２３年３月１１日午後２時４６分に三陸沖の深さ約２５㎞でマグニチュード９．０の

大地震が発生し、県内最大震度６弱（成田市、印西市）のほか、震度５強（銚子市ほか２０

市区町）、震度５弱（茂原市ほか２６市区町）を記録しました。 

 その後、午後２時４９分には九十九里・外房地域に津波警報、午後３時１４分には大津波

警報が発令され、午後４時８分には内房地域にも大津波警報が発令されました。津波警報・

注意報がすべて解除されたのは３月１３日午後５時５８分でした。県内の津波観測値（気象

庁観測による潮位変化）は、銚子２．５ｍ、館山１．７ｍ、千葉０．９ｍでした。陸域の痕

跡高の最大波は、旭市飯岡で７．６ｍ（推定）にも達しました。 

 

Ⅱ 発生直後の対応 

 

 教育庁各部署は、発災直後から「災害時実働マニュアル」に基づき対応を開始しました。

発災当日から、公立学校等の被害状況の把握を行い、１２日（土）午前６時現在では、県立

学校７１校、市町村立学校２７４校及び県立教育機関１３機関の施設被害報告等を取りまと

めました。（以後、随時更新）。 

また、１２日（土）には、県立学校現地調査（検見川高等学校ほか７校）を行うとともに、

県立高等学校に避難所が設置されている状況を取りまとめ（以後、随時更新）、併せて、県立

学校の１４日（月）の学校運営状況について把握に努めるなどしました。１３日（日）には、

各県立学校あて「需給逼迫による計画停電の実施について」のファクシミリを送信し、   

翌１４日（月）の計画停電に関する情報収集と適切な対応について周知したほか、県ホーム

ページを通じて翌１４日（月）の各県立高等学校の学校運営状況について情報提供を開始す

るなどしています。 

 一連の応急措置に続け、平成２２年度末から２３年度初めにかけて、県教育委員会では、

平成２２年度千葉県一般会計補正予算の編成により急施を要する案件に対応するなど必要な

措置をとるとともに、委員が被災状況の視察をし、委員長の提案による被災対応・防災教育

に係る勉強会を開催するなどしました。 
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Ⅲ 「震災対応に係る教育委員会としての当面の取組」 

 

 県教育委員会では、５月２４日、復旧・復興への取組について、県がまとめた「千葉県震

災復旧及び復興に係る指針（骨子）」を踏まえて、教育委員会という視点で課題を整理し、

施策を体系的にまとめた「震災対応に係る教育委員会としての当面の取組」を作成しました。 
 

＜震災対応に係る教育委員会としての当面の取組＞ 
 

１ 被害の状況 

(1) 施設被害 

   県立学校の７５％、市町村立学校の４７％で被害を受けており、被害施設数は県立中学・

高校１３０校中１０３校、県立特別支援学校３４校中２０校、市町村立学校１，２４２校

中５８７校、県民向け教育機関２１施設中１７施設となっている。 

  （県立学校の主な被害状況） 

    校舎・体育館被害１０７校 給排水設備被害５６校  

液状化被害２３校     グラウンド被害１９校 

(2) 臨時休校・休館 

   ３月１４日（月）には県立学校１４１校、市町村立小中学校（千葉市立除く）１４５校

が臨時休校したほか、その後も多くの学校や県民向け教育機関が臨時休校・休館せざるを

得なかった。 

(3) 授業への影響 

①県立浦安南高校 

      地盤沈下など大きな被害があり、安全な教育活動を続けるのが困難なため、４月から、

旧県立船橋旭高校に一時移転して授業を展開していたが、９月から本校舎での授業を再

開した。 

  ②香取市立新島中学校 

   校舎が使用できないため近隣の香取市立新島小学校の校舎を使用していたが、９月よ

り新島中校地内の仮設校舎で授業を再開した。 
 

 

２ 取組における基本的考え方 

(1) 復旧・復興に向けた施策を提示 

東日本大震災による災害復旧・復興に向け、全庁で定めた「千葉県震災復旧及び復興に 

係る指針（骨子）」を踏まえ、復旧から復興に向けての取組を、教育委員会として円滑に

実施していくため、基本的考え方を提示する。 
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 (2) 基本的考え方 

  ①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進 

   ・市町村、県、国だけでなく、多様な主体が連携して事業を推進する。 

   ・他県への支援事業を推進する。 

  ②地域の核としての、安全・安心な学校づくり 

   ・地域住民の避難場所ともなる、災害に強い学校づくりを推進する。 

  ③教育全般にわたり復興・防災の視点から施策を点検 

   ・今回の震災を契機として、従来の教育委員会の施策を見直す。 

(3) 事業について、年度内に実施する事業を、次の視点から整理し、提示する。 

 ①時間軸による整理 

    緊急性が高く、既に実施している事業、速やかな実施を予定している事業、細目 

の検討後に実施していく事業の３区分とした。 

  ②支援対象による整理 

    県民への支援または県外被災者への支援の２区分とした。 

 

３ 取組の推進 

 (1) 県内市町村教委等と連携 

 (2) １都３県教育委員会と連携（東京・神奈川・埼玉・千葉） 

 (3) １都９県教育委員会と連携（全国教育委員会連合会関東ブロック） 

 (4) 県外被災県教育委員会と連携 

 (5) 国に対しても支援措置を随時要望 

 

４ 主な取組 

  別表（次頁） 

 

 



別表

県民への支援 県外被災者への支援

①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進 ①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進

被災後の児童生徒等への心のケア 被災した生徒の入学料免除

停電及び節電に対応した弾力的な学校運営

図書館等の社会教育施設での節電対策

教職員等の放射能に対する研修等による啓発

②地域の核としての、安全・安心な学校づくり 他県からの避難者の教職員住宅での受入れ

被災した生徒の入学料免除 被災後の児童生徒及び教職員への心のケア

震災被害時における奨学資金貸付金の対応 被災地域の生徒等の県立高等学校への受入れ

①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進 ①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進

県立学校開放講座等の節電への対応

被災者や風評被害を斟酌した道徳教育の推進

被災県への教員の派遣

各種団体を活用した要望活動の充実

非常時に対応した給食メニュー等の提供事業

各種団体を活用した要望活動の充実

②地域の核としての、安全・安心な学校づくり

公立（市町村）学校施設の早期の耐震化促進

震災被害に遭った県立学校施設の早期復旧

震災被害に遭った社会教育施設の早期復旧

県立美術館・博物館の復旧

体育施設の復旧

被災文化財（住宅・店舗等）再建支援事業

災害時教育庁広報マニュアルの見直し

防災教育・安全教育のより一層の充実

①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進 ①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進

被災地区児童生徒の支援のための教員の配置

教育施設における節電対策の一層の推進

主　　　な　　　取　　　組

実
　
　
　
施
　
　
　
予
　
　
　
定

実
施
に
向
け
て

検
討
中

社会教育施設への一時避難場所としての県外被災
者の受入れ

③教育全般にわたり復興・防災の視点から施策を
点検

震災後の障害のある児童生徒の心の教育に関す
る取組

被災県からの障害のある児童生徒の受入れに関す
る取組

大震災発生時における職員、保護者等との連絡体
制の見直しと整備

学校、保護者及び教育機関等に対する放射線に関
する情報提供

他県からの受入れ児童生徒等に対する医療的ケア
の実施

市町村との連携を密にした防災体制の在り方の見
直し

実
　
施
　
中

県立高等学校で、他県から受け入れた被災生徒に
対する教科書等の支給事業

被災地区児童生徒受入れのための指導体制の整
備

校舎被害による暫定校利用に係る被害生徒の通学
費増額負担分補助

他県から受け入れた被災生徒に対する奨学資金貸
付金の対応
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Ⅳ 「震災対応に係る教育委員会としての当面の取組」の推進状況 

 

 平成２４年３月３１日現在の、「当面の取組」に基づく主な事業の状況は次の表のとおりで

す。なお、詳細については別表（91 頁から）にあるとおりです。 

取 組 の 柱 項目数 完 了 

地域のマンパワーの結集と共助による事業推進 ２５ ２５ 

地域の核としての、安全・安心な学校づくり １２ １０ 

教育全般にわたり復興・防災の視点から施策を点検  ４  ４ 

合    計 ４１ ３９ 

※ 上記表中で、完了していない２件のうち、「震災被害に遭った県立学校施設の早期復旧」については、“県立

検見川高校、県立浦安南高校、県立香取特別支援学校”における一部未完了か所の改修工事を、教育活動への

影響を考慮して平成 24 年度の夏季休業中に実施する予定であり、「県立美術館・博物館の復旧」については、

“房総のむら”の復旧工事を翌年へ繰り越し、平成 25 年 3 月に完了予定となっています。 

 

 以上、教育委員会の事務に係る復旧・復興は、知事部局と歩調を合わせ、着実に進捗して

きたものと評価しています。 

 

 

 

 

 



平成２４年３月３１日現在現在

Ⅰ　地域のマンパワーの結集と共助による事業推進

4

教育施設における
節電対策（学校運営）

・各学校が、計画停電実施で想定される
学校運営上の支障について事前に想定
し、各学校の実情に合わせて弾力的に
対応する。
　

・広報誌を通して、節電への呼び掛け・
取り組んでいる学校の紹介を行う。
・経済産業省の推進する「省エネ出前授
業」の実施を県内公立学校に呼びかける
とともに、公開授業を実施し関心を高め
る。また、マスコミ等にも広報し、実施状
況を取り上げてもらうことで、関心を高め
る。

・H23.3.15　文部科学省生涯学習政策局等発「計画停電の実施に伴う授業等の弾力的
対応及び児童生徒等の安全確保の配慮について（通知）を公立小・中・高等学校及び
特別支援学校に周知した。
・H23.3.28　教指第２１５４号，教特第８５０号，教職第１３６５号で，各公立小・中・高等
学校及び特別支援学校に対し，計画停電実施時のより具体的な対応例と手続き等を
通知した。
・H23.4　県立学校長会議及び県立高等学校教頭会議等において，夏期の電力状況を
見越して，節電の励行と各学校の実情に合わせた早目の対応を取るよう周知した。
･H23.5.20付け教育総務課発「夏期の電力需給対策を受けた各学校における節電対策
について（事務連絡）」で文部科学省関係各課からの事務連絡を各公立小・中・高等学
校及び特別支援学校に周知した。

・H23.6.17　H23.7.11ウエブサイト県教委ニュース６月号、７月号において、節電チェック
シートや、既に節電に取り組んでいる学校の事例、節電出前授業の紹介を行うなど学
校での節電を呼びかけるとともに、8月号では家庭での節電を呼び掛けた。10月号、11
月号において夏季の節電状況を掲載した。
・H23.6.27　広報誌「夢気球」（７２万部発行）において、学校や家庭での節電を呼びか
けた。
・H23.7.1～7.11　小学校３校で実施された省エネ出前授業が、千葉テレビ、地元ケーブ
ルテレビで放映されるとともに３紙で延べ４回報道された。

・教育政策課
・指導課
・特別支援教育課

4

教育施設における
節電対策（県立学校） 東日本大震災に起因する発電施設の被

害により、今夏の電力需給バランスの悪
化が予想され、電力危機を乗り越えるた
めの使用電力の削減を図る。

県全体の取組として、小口需要家の施設管理者は、契約電力の変更申込を行い、昨
年の夏期（7月～9月）の最大使用電力の15％以上を抑制する節電目標を設定し、指
導上・管理上不適切にならない範囲での節電の実施した。
・県立高等学校の夏期（7～9月）の電力抑制率は約25％となり、節電目標を達成した。

財務施設課

4

教育施設における
節電対策（全体管理）

震災に伴う今夏の電力供給力不足に対
し、県民生活や経済活動に大きな影響を
与える計画停電を回避するため、より一
層の節電対策に取り組む。

・H23.6.2　「千葉県省エネルギー等対策推進本部」において、夏期の節電対策を公表
した。
・公表された「千葉県における夏期節電対策」に基づき、各教育施設において、昨年の
使用最大電力量の△15％以上の節電を目標として、節電対策を実施した。
・全対象施設において、△15％以上の契約電力の変更（減少）を東京電力へ申し込ん
だ。
・9月分の節電対策の実績としては、昨年の使用最大電力量の△15％以上の節電を
目標とする156施設（契約電力量50kw以上）中115施設において節電目標を達成し、電
力抑制率は22％となった。夏期節電対策の取組み期間（7～9月）における電力抑制率
は、目標の15％を大きく上回り、平均25％の結果となった（電力抑制の制限緩和対象
施設となっている特別支援学校を除く）。教育総務課

3

被災した幼児児童生徒
及び避難してきている
幼児児童生徒への
就学援助

国の平成23年度第1次補正予算による
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付
金を活用し、県内で被災した幼児児童生
徒及び県外から避難してきた幼児児童
生徒の就学支援を図る。

・H23.5　国の第1次補正予算編成に係る事前調査として、県内各市町村に対象幼児児
童生徒数を把握し、文部科学省に報告した（5月1日現在の対象者数は幼稚園  43名、
小中学校延べ1,738名、特別支援学校延べ53名）。
・9月補正予算編成計上及び基金条例を改正した。
・第2回就学支援事業の事業計画を市町村に依頼し、文部科学省に報告した（9月1日
現在の対象者数は幼稚園257名、小中学校延べ2,007名、特別支援学校11名）。
・H23.11　国の第3次補正予算成立により、基金事業及び就学支援事業が平成26年度
末まで延長となった。
・第3回就学支援事業の事業計画を市町村に依頼し、文部科学省に報告した（12月1日
現在の対象者数は幼稚園196名、小中学校延べ2,274名、特別支援学校12名）。
・H24.3市町村等へ交付手続きを行った。

震災対応に係る教育委員会としての当面の取組の対応状況

No.
取組

取組の概要 これまでの取組
担当課

・財務施設課
・学校安全保健課

2

被災地区児童生徒の
支援のための教員の配
置 被災地区小中学校における教員の追加

配置の要望を調査し、国に対して加配教
員を要望する。

・H23.5月中旬　被災地区の小中学校における教職員配置の追加要望について調査し
た。
・H23.5.25　調査結果をもとに、国に対して、加配教員を要望した。
・H23.7.13　追加要望のあった学校へ加配教員を配置した（小学校：浦安市1名、中学
校：香取市1名）。教職員課

１　県民への支援

1

被災後の児童生徒等へ
の心のケア 県内被災地を中心とした各学校に、児童

生徒の心のケアに当たるため、スクール
カウンセラーを派遣する。

平成２３年３月１６日から２５日の間、旭市の２小学校・１中学校にスクールカウンセ
ラーを派遣した。４月７日～５月３１日の間、災害救助法適用地域等の小中高等学校３
０校にスクールカウンセラーを派遣した。
また、６月から要請のあった小中高等学校１９校に、１０月３１日まで、スクールカウン
セラーを派遣した。

指導課



No.
取組

取組の概要 これまでの取組
担当課

5

教職員等の放射能
に対する研修による啓
発

放射能に関する基礎的な知識を正しく理
解し，あわせて災害時の児童生徒の心
のケアの在り方についての見識を深め，
指導力の向上を図る。

・６月１日，県内小・中・高等学校の養護教諭等，県・市町村教育委員会学校保健担当
及び学校薬剤師の合計約１，１００名を対象に、県文化会館にて「放射能の基礎知識
と災害時の子どもの心のケア研修会」として実施した。

学校安全保健課

4

教育施設における
節電対策
（体育施設）

指定管理施設については、各管理者に
おいて、計画した節電対策を実施。
また県の取組に合わせ行動計画書を作
成し実施する。

・震災後、各施設で営業時間の短縮及び室内灯・街路灯等のまびきを実施した。
・契約電力500kw以上の施設については電気事業法に基づく使用制限（経産省指定の
電力制限）により、行動計画を作成し節電に取り組んだ。
・契約電力500kw以下の施設についても、県の節電対策にあわせ、15%以上の抑制を
することとし、行動計画を作成し節電に取り組んだ（冷房の設定温度変更、電灯のまび
き、減灯、自動販売機の稼働時間短縮等）。体育課

4

教育施設における
節電対策
（文化施設）

・美術館・博物館では、電力供給が逼迫
している中、来館者の安全確保、収蔵資
料管理に努めたうえで節電行動をしつ
つ、通常開館を実施し歴史や文化に接
する機会の確保に努める。

・震災後、来館者への安全確保ができた館から随時開館しつつ、計画停電等に配慮し
４月25日までは開館時間を短縮して対応した。
　３月31日まで、　12:00～16:30の開館
　４月25日まで　　10:00～16:30の開館
　４月26日から　　平常通り。
・通常開館後は、空調設定温度の調整、照明の部分消灯、OA機器のエコモード等に
取り組んだ。文化財課

4

教育施設における
節電対策
（県立学校開放講座）

開放講座を実施する各学校が学校の状
況に応じて照明の削減または消灯、空調
温度の調整などにより、節電対策に取り
組みながら、開放講座の受講者や施設
利用者の学習の機会を確保する。

夏期の電力需給対策について、平成２３年５月２０日付け教総第２１０号通知及び同日
付け事務連絡が出されたが、県立学校開放事業に係る夏期の電力需給対策につい
て、平成２３年６月２２日付けで各県立学校に、周知徹底を図った。

生涯学習課

4

教育施設における
節電対策
（社会教育施設）

施設の設置目的に応じた県民へのサー
ビスの提供に資するため、節電に配慮し
ながら利用時間の確保に努める。

・震災後、４月末まで、県立図書館・さわやかちば県民プラザでは、利用時間を短縮し
て計画停電に対応してきた（図書館の閉館時間を１９時から１７時に早め２時間短縮、
プラザの閉館時間を２１時から１７時に早め４時間短縮）。５月１日からは全施設が平
常通りの開館を実施した。
・昇降機の停止、事務室・廊下の消灯、空調の２８度設定等により節電に取り組んだ。

生涯学習課

4

教育施設における
節電対策
（休業日の変更等） 県立学校の休業日の時期変更等につい

て、弾力的に対応する。

・休業日の時期変更等について、「計画停電に伴う学校運営の弾力的な対応につい
て」（H23.3.28付け通知）による取扱いと同様とする旨を各種会議において各学校へ周
知した。

教職員課



No.
取組

取組の概要 これまでの取組
担当課

・県下の全栄養職員と各教育委員会関
係者に対する研修会を実施し、放射能の
基礎知識やリスク等についての理解を深
めさせるとともに、リスク管理に向けて、
食材や水道水等の放射性物質の検出状
況、調理時の工夫等についての情報を
提供する。

・市町村教育委員会と連携しながら，教
職員や児童生徒の実態に合わせた情報
提供をする。

体育課

学校、保護者及び
教育機関等に対する
放射線に関する情報提
供

・４月８日（金）に、県下の全栄養職員並びに各教育委員会関係者を集めた「食の安全
緊急連各会議」を開催し、放射能を理解するための基礎知識やリスクについて専門家
を招いての研修を実施するとともに、本県の食材や水道水の放射線量の計測値の推
移の現状や、下処理や調理時の放射性物質の除去等の工夫についての情報を提供
した。

・６月１０日，１２日，１３日，２０日に県立学校１６校のプール水の放射線量に関わる水
質検査をし，放射性物質を「検出せず」という結果であった。この結果については，報
道発表及び県教育委員会ホームページに掲載した。
・7月7日より県立学校等の校庭等の放射線量の測定を実施し、測定結果を公表。７月
１５日までに実施した県立学校３０校、青少年教育施設２施設については,文部科学省
が示している校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安（１時間当たり３．８マイ
クロシーベルト）、更には放射線量低減策を実施する場合の指標（１時間当たり１マイ
クロシーベルト）を下回っていた。

・７月２０日に開催された環境生活部大気保全課による、各市町村環境保全担当者向
けの「可搬式放射線量計に係る操作方法等の研修会」に県教育委員会も出席し、その
場で「測定場所に小・中・高校等の校庭も入れてほしい」旨依頼した。また、各市町村
教育委員会学校安全主管課長あてに、市町村から測定の依頼があった場合は協力し
てほしいという内容の文書を発出した。

・７月２２日に、市町村教委等に対して牛肉の放射性物質による汚染に関する情報提
供を行った。

・８月２６日に文部科学省から出された通知を受け、校庭の空間放射線量を測定し、線
量の高い学校を特定することにより、今後の対応について具体的な検討を進めていく
ため、同日付けで出された「学校等における放射線測定の手引き」に基づき１０月１７
日から１１月２１日まで東葛飾地域全県立学校を含むの全県立学校を含む５１校の敷
地内の空間放射線量の測定を実施した。結果については、報道発表及び教育委員会
ホームページに掲載した。
・１２月２８日に柏市を含む９市が汚染状況重点調査地域に指定されたことを受け、同
地域内で測定未実施であった９校の校庭(学校跡地含む)と博物館等の４つの教育施
設の敷地内の空間放射線量の測定を実施した。結果については、報道発表及び教育
委員会ホームページに掲載した。

・県立学校の放射線量の測定結果及びサンプリング結果に基づき、県の対処方針に
従い、今後の除染を検討した。

・学校給食の一層の安全・安心を確保するため、国の学校給食検査設備整備補助金
を活用し、検査機器を5台購入した。今後の運用について準備を進めた。

・本年度から新学習指導要領の先行実施により、中学校３年生で放射線の性質や利
用について学習することとなり、その準備として年間指導計画の見直しや実験器具の
用意等、学校や教職員への周知を図ってきた。１０月１４日に文部科学省から発表さ
れた、放射線に関する副読本の活用方法を、指導主事学校訪問や各種研修会等で適
切に指導している。

・平成２４年度当初に、県内の公立の小・中・高・特別支援学校全ての児童生徒及び公
立幼稚園の全教師に副読本が配付できるよう準備を進めた。

・学校安全保健課
・指導課

7

総合スポーツセンター
等の放射線に関する
情報提供 総合スポーツセンター・東総運動場・射

撃場の空間放射線量の測定及び公表を
行い、利用者が安全・安心して施設を利
用できるよう情報提供を行う。

１１月１５日に空間放射線量の測定を実施した。
・総合スポーツセンター（７か所）
・東総運動場（３か所）
・射撃場（２か所）
測定結果について、報道発表及び教育委員会ホームページに掲載している。

6



No.
取組

取組の概要 これまでの取組
担当課

11

各種団体を活用した
要望活動の充実

各種の関係団体から、国等へ震災によ
る窮状を伝え、県への支援を要望する。

・H23.4.13　知事が、復旧・復興本部とりまとめの「東日本大震災からの復旧・復興に関
する緊急要望」を官房長官へ提出した。
・H23.4.27　全国都道府県教育長協議会から、「学校施設の耐震化等の促進に関する
緊急要望」を文部科学大臣等に提出した。
・H23.6.7　全国都道府県教育長協議会から、「東日本大震災に係る対応に関する緊急
要望について」を文部科学大臣等に提出した。
・H23.6.18　菅総理が県内の液状化被害を視察した際に、県と被災市町村との意見交
換による概要により要望した。
・H23.6.28　政策企画課とりまとめの「国の施策に対する重点提案・要望（施策編）、（東
日本大震災編）」を民主党県連へ提出した。
・H23.6.29　復旧・復興本部とりまとめの「東京電力福島第一原子力発電所事故に関す
る緊急要望」を石渡副知事から国へ提出した。
・H23.9.26　復旧・復興本部とりまとめの「東京電力福島第一原子力発電所事故に係る
放射線・放射性物質対策に関する緊急要望」を石渡副知事から国へ提出した。
・H23.11.18 全国都道府県教育委員長会議・全国都道府県教育長協議会から、「平成
２４年度文教予算に関する特別要望」（東日本大震災からの復旧・復興対策）を文部科
学大臣等に提出した。

教育政策課

10

非常時に対応した給食
メニュー等の提供事業

現在、学校給食は，施設，設備の修繕が
終わり，全校において給食が可能な状況
となっているが，今後，電力不足等のた
め，給食の提供が困難になる可能性が
想定されるため、簡易給食献立等の情
報を提供する。

阪神淡路大震災を経験した兵庫県教委等がまとめた緊急時の給食対応等について、
学校栄養士会を通じ、県下の栄養教諭・学校栄養職員に、情報提供するとともに、学
校給食会に対し、停電等を想定した簡易給食対応に向けての準備を指示した。加え
て、県内への情報提供を前提として、県内各地で実施又は計画された簡易給食献立
の集約を行い、その結果を情報提供した。

学校安全保健課

9

大地震発生時における
職員、保護者等との
連絡体制の見直しと
整備

各種通信回線が遮断されたり、交通機
関、道路等が遮断された場合の連絡体
制を確実にするため、見直しと整備を図
る。

・地震直後、県内の小・中・高・特別支援学校37校を抽出し、対応状況調査を実施し
た。その分析結果を踏まえ、4月当初から、各種会議で連絡体制を含む学校安全計画
等の見直しを周知した。
・見直しの工程を第1段階から第4段階までとし、それぞれの工程における取組を周知
した。
・6月16日付けで、すべての学校に対して東日本大震災発生以前の防災体制につい
て、また、東日本大震災発生時の状況について、さらに４月から５月までの防災体制
見直し状況について、を問う第１回防災教育調査を実施した。
・第１回防災教育調査結果の概要をまとめ、10月20日付けで各学校に今後の取組の
重点を通知し、また研修会等で周知した。

（以下重点項目）
①揺れ発生時の安全確保に向けた取組
②２次避難（揺れが収まってからの避難）次の安全確保に向けた取組
③保護者との連絡体制確立に向けた取組
④児童・生徒の保護者への安全な引き渡しに向けた取組
⑤児童・生徒が帰宅困難となった場合に向けた取組
⑥地域との連携体制確立に向けた取組

・地震直後の緊急調査の結果と第1回防災教育調査結果として周知した６つの重点を
踏まえ、全ての学校に対しさらに詳細な課題の把握や分析に努め、確実に職員や保
護者等と連絡が取れる体制の検討を進めている。
・12月15日付けで、すべての学校に対して第1回防災教育調査の結果として周知した
点を含め対応状況について第2回防災教育調査を実施した。
・第2回防災教育調査の結果の概要とまとめ、2月9日付けで各学校に平成24年度防災
教育計画作成の参考とするよう周知した。

学校安全保健課

8

被災者や風評被害を
斟酌した道徳教育の
推進

　「『いのち』のつながりと輝き」を道徳教
育の独自の主題として掲げた本県として
は、道徳の時間はもちろんのこと、教科・
科目の授業、総合的な学習の時間、特
別活動など、あらゆる教育活動を通じ
て、震災後の心の教育を推進していく。

①全教育事務所の指導主事に対する今後の重点課題を確認した。
②高等学校教科研究員への震災関係授業実践を指示した。
③作成中の高校用「道徳」教材集に震災関連教材を盛り込んだ。
④公立高校管理職対象の人権教育研究協議会での研修を実施した。
⑤緊急対応として、小・中・高で活用できる「東日本大震災に学ぶ道徳教育」指導例を
作成した。また、作成した指導例を千葉県教育委員会のＷｅｂページに掲載するととも
に、道徳の時間やロングホームルーム等において活用するよう、各学校に対して各種
会議を通して呼びかけた。

指導課



No.
取組

取組の概要 これまでの取組
担当課

7

被災県からの障害のあ
る児童生徒の受入れに
関する取組

　平成２３年３月１４日付の文部科学副大
臣通知を受け、東北地方太平洋沖地震
で被災した児童生徒の就学機会の確保
をする等の観点から、公立特別支援学
校への受け入れを希望してきた場合に
は、可能な限り弾力的に取り扱い、速や
かに受け入れの体制を整える。

　福島県及び茨城県から６名の児童生徒の転入を、県内５校の特別支援学校で受け
入れている。
　特に安房特別支援学校では、学区にある鴨川青年の家に、福島県の重度知的障害
者の入所施設が集団で避難してきたことから、２７名の児童生徒が転入していたが、
平成２４年１月１８日に福島県に戻った。

特別支援教育課

6

被災地域の生徒等の
県立高等学校への受入
れ

被災地域の生徒等の県立高等学校への
柔軟な受入れ

被災地域の生徒等の受入れについて、各県立高等学校長あて通知し、特段の配慮を
お願いした。また、千葉県教育委員会の受入れへの取組について、被災地域の関係
都道県及び指定都市へ通知するとともに、県教育委員会ホームページにて広く周知し
た。３月３１日現在、県立高等学校５２校において被災地域から７２名の生徒を受け入
れている。指導課

5

被災後の児童生徒及び
教職員への心のケア

東北地方の被災県からの要請に基づ
き、被災県の児童生徒や教職員の心の
ケアのために、文部科学省・東京都等と
連携してスクールカウンセラー等を派遣
する。

・平成２３年５月１１日から６月２日まで、宮城県気仙沼市に、教職員の心のケアのた
めに、東京都と連携して毎週２名ずつ派遣した。
・平成２３年５月９日から６月１７日まで、岩手県山田町に、児童生徒の心のケアのた
めに、県臨床心理士会と連携して、毎週２名ずつ派遣した。
・平成２３年６月２０日から７月２２日まで、宮城県石巻市に、児童生徒の心のケアのた
めに県臨床心理士会と連携して、毎週２名ずつ派遣した。
・平成２３年９月１９日から２２日まで、宮城県石巻市に、児童生徒の心のケアのために
県臨床心理士会と連携して１名を派遣した。
・平成２３年１０月５日から２６日まで、福島県いわき市に、児童生徒の心のケアのため
に県臨床心理士会と連携して６名を派遣した。
・平成２３年１０月３０日から１１月２日まで、宮城県石巻市に、児童生徒の心のケアの
ために県臨床心理士会と連携して１名を派遣した。
・平成２４年１月１８日から３月１４日まで、毎週１日、全９回にわたり、福島県伊達市
に、児童の心のケアのために県臨床心理士会と連携して１名を派遣してた。
・平成２４年２月１３日から１７日、また、３月５日から９日まで、宮城県石巻市に、児童
の心のケアのために県臨床心理士会と連携してそれぞれ１名ずつ派遣した。今後も各
県からの派遣要請があれば、派遣を検討する。

指導課

4

他県からの避難者の
教職員住宅での受入れ 県土整備部住宅課が実施する県外被災

者等の県営住宅等の受入れの一環とし
て、県外被災者及び福島第１原発事故
に伴う避難者に対して教職員住宅を提供
する。

・平成２３年４月６日　被災者等の受入れのため教職員住宅５住宅１０戸を提供する。
受入にあたって、受入住宅各戸へガスコンロ、照明器具、浴槽等の設置整備を進め
た。
・平成２３年４月２５日～　被災者等入居開始。２４年３月３１日現在、３世帯が入居中。

福利課

3

社会教育施設への
一時避難場所としての
県外被災者の受入れ 被災者の一時避難場所として、市町村に

施設の一部を提供する、ただし、施設の
利用可能な人数・室数の範囲に限る。

東金青年の家は、４月７日から２１日まで福島県からの原発事故に伴う避難者を東金
市からの要請により、２０名受け入れた。鴨川青年の家は、４月５日から２月１１日まで
福島県の障害福祉施設の入所者等を鴨川市からの要請により受け入れた。
（参考）
・１１月２３日に避難者９５名が福島県相馬市にある流山市保有の旧保養施設に帰還
した。
・１月１８日に避難者１７４名が福島県立いわき海浜自然の家に避難した。
・２月１１日に残る避難者５３名が福島県田村市の応急仮設住宅に避難した。

生涯学習課

2

他県から受け入れた
被災生徒に対する
奨学資金貸付金事業
の対応

被災した厳しい状況下、更に転学という
心理的な影響を受けて修学することとな
るので、少しでも安心して新しい学校生
活が送れるよう、奨学資金貸付の緊急採
用の要件を緩和し、就学援助を行う。

・H23.4.25　県立学校対象の「千葉県奨学資金事務職員説明会」を開催し、本取組を説
明し、周知・募集の依頼を行った。
・H23．5.6　関係国公立高校及び私立高校へ文書により周知・募集を行った。
・現在までに，他県被災者からの申請なし。

財務施設課

２　県外被災者への支援

1

被災した生徒の
入学料免除

平成23年度入学・転入学する生徒で、建
物（住家・店舗等生活の本拠となるも
の）、家財が全焼又は半焼、全壊又は半
壊、流失による被害を受けた者、福島第
一原子力発電所の事故により避難した
者に対し入学料を免除する。

・Ｈ２３．３．２２「平成２３年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する平成23年度
入学料減免について(通知）」を各県立高等学校に通知した。
・Ｈ２３．４．２５「東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難した場合を減免対
象者とし拡充」を各県立高等学校に通知した。
・3月末日現在　１１８名　　６５６，０５０円入学料を免除した。

財務施設課



No.
取組

取組の概要 これまでの取組
担当課

11

他県からの受入れ
児童生徒等に対する
医療的ケアの実施

　医療的ケアが必要な児童生徒を受け
入れた場合については、｢千葉県立特別
支援学校における医療的ケアガイドライ
ン」に基づき、主治医の指導・助言を得な
がら看護師の配置を行う。

　現在のところ、今回の東日本大震災による被災地からの転入児童生徒等の中に、医
療的ケアを必要とする者はいない。

特別支援教育課

10

各種団体を活用した要
望活動の充実

各種の関係団体から、国等へ震災によ
る窮状を伝え、県への支援を要望する。

・H23.4.13　知事が、復旧・復興本部とりまとめの「東日本大震災からの復旧・復興に関
する緊急要望」を官房長官へ提出した。
・H23.4.27　全国都道府県教育長協議会から、「学校施設の耐震化等の促進に関する
緊急要望」を文部科学大臣等に提出した。
・H23.6.7　全国都道府県教育長協議会から、「東日本大震災に係る対応に関する緊急
要望について」を文部科学大臣等に提出した。
・H23.6.18　菅総理が県内の液状化被害を視察した際に、県と被災市町村との意見交
換による概要により要望した。
・H23.6.28　政策企画課とりまとめの「国の施策に対する重点提案・要望（施策編）、（東
日本大震災編）」を民主党県連へ提出した。
・H23.6.29　復旧・復興本部とりまとめの「東京電力福島第一原子力発電所事故に関す
る緊急要望」を石渡副知事から国へ提出した。
・H23.9.26　復旧・復興本部とりまとめの「東京電力福島第一原子力発電所事故に係る
放射線・放射性物質対策に関する緊急要望」を石渡副知事から国へ提出した。
・H23.11.18 全国都道府県教育委員長会議・全国都道府県教育長協議会から、「平成
２４年度文教予算に関する特別要望」（東日本大震災からの復旧・復興対策）を文部科
学大臣等に提出した。

教育政策課

9

被災県への
教員等の派遣

１　被災地における義援金の申請・受付
業務及び救援物品の仕分け業務に、県
職員（事務職員・教員）を派遣する。

２　被災地の支援のための教員の長期
派遣

１　○募集開始：４月２８日付け
　　　 募集期間：５月２日～１１日
　　　 派遣期間：５月１６日～５月２３日
            　        ５月２３日～５月３０日
              　      ５月３０日～６月　６日
                      ６月１３日～６月２０日
  　　  応募状況：高校　教諭８　養護１　実習助手１
　　　　　　　 　    特支　教諭６　寄宿舎指導員３
　　　　　　　　     事務  本庁３　出先１
　　　　派遣先：岩手県大船渡市又は陸前高田市に派遣
        （出張扱い）
　　　　派遣条件：１人１回８日間
　　    派遣実績：高校  教諭３　実習助手１
　　　　　　　　     特支  教諭２
　　　　　　　　     事務  本庁３　出先１
      ○追加募集：６月９日付け
     　  募集期間：６月１０日～１７日
　　 　  派遣期間：７月　４日～７月１１日
                        ７月１８日～７月２５日
         応募状況：高校　教諭３
　　　　　　     　 　特支　教諭２　寄宿舎指導員１
　                     事務  本庁１　出先１
　       派遣先：岩手県陸前高田市に派遣した（出張扱い）。
　       派遣条件：１人１回８日間
　       派遣実績：本庁：充て指導主事１名
                        高校：教諭１名

２　被災地への派遣の可能性に備え，各学校にアンケートを実施した。
　　調査：４月15日付けで，各学校種に調査を依頼した。
　　回答：４月末の時点で派遣可能と回答した。
　　　　　　小中約３０名　高校約３０名　特支約３０名
・文科省から宮城県への教員派遣依頼を受理した（４月２８日）。
・派遣条件に合う教員の人数・学校種を報告した（５月１６日）。
　　　　　　教諭７名（小２　高校２　特支３）派遣可能と回答した。
・宮城県からお礼報告（６月１３日）
　　　　　　検討の結果，不足教員の補充が近県及び講師
　　　　　　採用により可能となった旨（派遣成立せず）

・教育総務課
・教職員課

8

県立高等学校で、
他県から受け入れた
被災生徒に対する
教科書等の支給事業

県立高等学校で，他県から受け入れた
被災生徒の今後の学習に支障を来さな
いよう，教科書等の購入に要した経費を
千葉県で補助することにより，被災生徒
の就学に係る一助とする。

・H23.4.8全県立高等学校に対し，震災に伴い他県から受け入れた被災生徒の教科書
等に関する費用の概算について，FAXで調査を実施した。
・5月補正予算で，概算で15,000円×150人＝2,250千円を計上した。
・交付要綱を策定し、交付申請に係る通知を発出した。
・交付申請及び実績報告書を取りまとめ、交付決定を行い支払いを行った。
３月３１日現在、４４名、２７８，３８２円。

指導課



No.
取組

取組の概要 これまでの取組
担当課

14

被災した幼児児童生徒
及び避難してきている
幼児児童生徒への
就学援助

国の平成23年度第1次補正予算による
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付
金を活用し、県内で被災した幼児児童生
徒及び県外から避難してきた幼児児童
生徒の就学支援を図る。

・H23.5　国の第1次補正予算編成に係る事前調査として、県内各市町村に対象幼児児
童生徒数を把握し、文部科学省に報告した（5月1日現在の対象者数は幼稚園  43名、
小中学校延べ1,738名、特別支援学校延べ53名）。
・9月補正予算編成計上及び基金条例を改正した。
・第2回就学支援事業の事業計画を市町村に依頼し、文部科学省に報告した（9月1日
現在の対象者数は幼稚園257名、小中学校延べ2,007名、特別支援学校11名）。
・H23.11　国の第3次補正予算成立により、基金事業及び就学支援事業が平成26年度
末まで延長となった。
・第3回就学支援事業の事業計画を市町村に依頼し、文部科学省に報告した（12月1日
現在の対象者数は幼稚園196名、小中学校延べ2,274名、特別支援学校12名）。
・市町村等からの申請により、交付金の交付手続きを行った。・財務施設課

・学校安全保健課

13

被災県からの児童生徒
の受入れに関する
状況確認 県立学校及び各教育施設における受入

れ状況について確認し、教育委員会会
議にて報告する。

　・H23.4.19　教育委員による県立市原八幡高等学校及び鴨川青年の家の視察を実施
した。

教育総務課

12

被災地区児童生徒受入
れのための指導体制の
整備 被災児童を受入れた小中学校における

教員の追加配置の要望を調査し、国に
対して加配教員を要望する。

・H23.5月中旬　　教育事務所を通じて被災児童生徒を受入れた小中学校における教
職員配置の追加要望について調査した。
・H23.5.25　調査結果をもとに、国に対して、加配教員を要望した。
・H23.7.15　追加要望のあった学校へ教員を配置した。
　　　　　　　（小学校：船橋市1名）

教職員課



平成２４年３月３１日現在
Ⅱ地域の核としての、安全・安心な学校づくり

担当課
ＮＯ

1

2

3

4

5

6

震災被害に遭った
県立学校施設の
早期復旧

被害を受けた県立学校施設（県立高
等学校１０３校，県立特別支援学校２
０校）において，教育活動が円滑に実
施できるよう施設等の早期の復旧に
努める。

・復旧できるものは応急復旧を含め，早期に改修を進め、改修工事を終了し
た。

・液状化により、地盤沈下や埋設管の破断など、大きな被害のあった学校（浦
安高校や行徳高校など）については、復旧工事を年度内に完了した。

最も大きな被害を受けた浦安南高校（旧船橋旭高校に一時移転）は，2学期か
ら，本校の校舎での教育活動を再開し建物周辺の整備やグラウンドの復旧工
事については、完了した。

（・香取市立新島中学校については、９月１日より校内に仮校舎を設置し教育
活動を行っている。また、今後、校舎を改築する予定である。）

財務施設課

公立（市町村）学校施
設の早期の耐震化促
進

小中学校の早期の耐震化を図る。

　市町村に対して、５年間延長された、かさ上げのある国庫補助制度を活用し
て、早期の耐震化を図るよう働きかけてきた。
　さらに、市町村教育委員会に加え財政担当部局にも、必要性等を説明し、積
極的に耐震化が進むよう促した。
　また、国に対して、必要な財源の確保や単価の引き上げ等について要望し
た。財務施設課

震災後の障害のある
児童生徒の
心の教育に関する取組

震災後、障害のある児童生徒が情緒
的に不安定になったことや、災害時に
おける心の教育の必要性を踏まえ、
障害の特性を踏まえたケアや指導を
実践していくために教員の専門性の
向上が必要と考え、特に学校におい
てリーダー的役割を担っている職員の
連絡会や研修講座を機会として専門
性向上を図る。

・震災後、情緒不安定になっていた児童生徒については、学級担任や養護教
諭が中心になってケアに努め心の安定を図ってきた。
　
・４月～６月に開催した連絡協議会や研修講座等で防災に関する話題にふ
れ、緊急時における障害のある児童生徒への支援や対応の方法についての
研修の機会とした。
→４．１３特別支援アドバイザー連絡会
→５．１６特別支援学校教務主任連絡協議会
→６．１０生徒指導主事連絡協議会　等
引き続き連絡協議会や研修講座等の機会を利用して、必要な話題を提供し、
緊急時における障害のある児童生徒への適切な対応方法を研修できるように
する。併せて小中学校に在籍している発達障害など障害のあるこどもたちへの
心のケアの充実を図るため、コーディネーター研修やアドバイザー事業を通し
て研修が図った。

特別支援教育課

校舎被害による
暫定校利用に係る
被害生徒の
通学費増額負担補助

浦安南高校の生徒で、災害救助法適
用市区である、浦安市・千葉市美浜
区・習志野市に居住する災害救助法
適用者が、一時移転に伴い、災害救
助法の適用とならない、通学費の増
額を生じた金額を支給する。

Ｈ２３．６．６「東北地方太平洋沖地震による浦安南高等学校の一時移転に伴う
通学費補助事業補助金交付要綱」を通知した。対象者数は5名である。
Ｈ２３．１２．２０　対象者５名に補助金を支給した。

財務施設課

震災被害時における
奨学資金貸付金事業
の対応

被災した厳しい状況下、修学すること
となるので、少しでも安心して学校生
活が送れるよう、奨学資金貸付の緊
急採用の要件を緩和し、就学援助を
行う。

・H２３．４．２５　県立学校対象の「千葉県奨学資金事務職員説明会」を開催し
本取組を説明し、周知・募集の依頼を行った。
・H２３．５．６　関係国公立高校及び私立高校へ文書により周知・募集を行っ
た。
・H２３．５　申請１件を受理し、貸付決定した。また、貸付に関する相談を３件受
けた。
・H２３．６　貸付に係る相談が１件あった。
・H２３．９　貸付に係る相談が１件あった。
・H２３．１２　貸付に係る相談が1件あった。
・H２４．３　貸付に係る相談が2件あった。財務施設課

被災した生徒の
入学料免除

平成23年度入学・転入学する生徒で、
建物（住家・店舗等生活の本拠となる
もの）、家財が全焼又は半焼、全壊又
は半壊、流失による被害を受けた者
に対し入学料を免除する。

・Ｈ２３．３．２２「平成２３年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する平成
23年度入学料減免について(通知）」を各県立高等学校に通知する。
・３月末日現在、３２名　１７７，２５０円入学料を免除した。

財務施設課

震災対応に係る教育委員会としての当面の取組の対応状況

取組
取組の概要 これまでの取組



担当課
ＮＯ

取組
取組の概要 これまでの取組

7

県立学校における
震災後の状況確認

県立学校における震災後の状況につ
いて把握する。

・H23.6.13　教育委員会委員長による視察を実施した。
県立検見川高等学校におけるプール水の放射性物質を測定した。
・H23．9．21　教育委員会委員長による視察を実施した。
旭市立飯岡小学校・飯岡中学校における震災への対応状況の確認及び意見
交換を実施した。
・H23.10.25　教育委員会委員長による視察を実施した。
香取市立新島中学校における震災の対応状況の確認、意見交換及び県指定
文化財の修復状況の視察を実施した。教育総務課

12

県立学校における
震災時の状況確認

県立学校における震災時の避難状況
について把握する。

・H23．3.18　教育委員会委員長による視察を実施した。
県立成東高等学校にて震災当日の状況を把握した。

教育総務課

11

被災文化財
再建支援事業 被災した国・県指定文化財の復旧を

支援する。

香取市内の国選定重要伝統的建造物群保存地区及び県指定文化財建造物7
件については、平成２３年度5月補正に予算計上し、平成24年度内の復旧を目
指し、所有者及び香取市・香取市教育委員会と連携しながら、所有者による復
旧を指導・支援している。
その他の被災文化財建造物4件、史跡2件、天然記念物1件についても、平成２
３年度9月補正・12月補正・平成24年度当初で予算計上し、平成２４年度内の
復旧を目指し、所有者による復旧を指導・支援している。

文化財課

10

体育施設の復旧
被害を受けた体育施設が安全･安心
に利用できるよう補修工事を実施す
る。

・国際総合水泳場サブプール天井補修工事（４月１８日完了）及び防炎垂幕補
修工事（８月３１日完了）
・総合スポーツセンター体育館コンクリート破損補修工事の実施（６月８日完
了）
・東総運動場通路アスファルト補修工事（５月３１日完了）及びメインゲート陸橋
コンクリート補修（９月１６日完了）
･総合スポーツセンター野球場外壁等補修（７月２６日完了。２７日使用開
始。）、スポーツ科学センターアリーナ天井等補修工事（６月３０日完了）
･総合スポーツセンター宿泊研研修所等のコンクリートひび割れ補修工事（９月
1日完了）
・総合スポーツセンター野球場の外壁等コンクリートひび割れ補修工事（7月末
の余震によるもの、９月８日完了）
・国際総合水泳場更衣室等コンクリートひび割れ補修工事
（平成２４年２月２９日完了）

体育課

9

文化財課

8

震災被害に遭った
社会教育施設の
早期復旧 県民が安全安心な環境で社会教育施

設を利用できるよう、施設設備の復旧
を図る。

青少年教育施設及びさわやかちば県民プラザは軽微な被害は受けたものの、
西部図書館は３月１３日、東部図書館は３月１５日、中央図書館は安全を確認
の上、４月２１日に開館した。県立図書館と水郷小見川少年自然の家の被害に
ついては、５月補正予算に計上し、復旧を進め、年度内に完了した。
　・東部図書館…１０月に復旧工事完了
　・西部図書館…１月に復旧工事完了
　・中央図書館…３月に復旧工事完了
　・水郷小見川少年自然の家…３月に復旧工事完了生涯学習課

県立美術館・博物館の
復旧

被災した施設等の改修を行い、博物
館機能を復旧する

・22年度の既存予算で対応できるものは応急措置を行い、その　ほかは安全
を確保したうえで開館し、５月補正に予算計上し、復旧を進めた。
・中央博物館・生態園野鳥観察舎等　…10月31日完了
・中央博物館大利根分館　…3月25日完了
・現代産業科学館　…10月31日完了
・房総のむら　…平成25年3月25日完了予定



Ⅲ教育全般にわたり復興・防災の視点から施策を点検 平成24年3月31日

震災に関する現状把
握及び今後の対応に
関する示唆

各委員から震災に関する質問を
集約し、４８項目に対して担当課
より回答する。

・H23.4. 6　教育委員会委員長の提案による委員勉強会を行った。
・H23.5.24  震災対応に係る教育委員会としての当面の取組を策定した。
・Ｈ23.7.20　第４回教育委員会会議において、震災対応に係る教育委員会としての当面の取組の
進捗状況について報告した。
・H23.8.17　第５回教育委員会会議において、震災対応に係る教育委員会としての当面の取組の
対応状況について報告した。
・H23.9.14　第６回教育委員会会議において、震災対応に係る教育委員会としての当面の取組の
対応状況について報告した。
・H23.10.19　第７回教育委員会会議において、震災対応に係る教育委員会としての当面の取組
の対応状況について報告した。
 ・H23.11.16 　第８回教育委員会会議において、震災対応に係る教育委員会としての当面の取組
の対応状況について報告した。
・H23．12.21　第９回教育委員会会議において、震災に係る対応状況について報告した。
・H24．1.18　第10回教育委員会会議において、震災に係る対応状況について報告した。

教育政策課

4

市町村との連携を密
にした防災体制の在
り方の見直し

・災害時に必須となる地域や各自
治体、関係機関との連携を密に
し、防災体制の強化を図る。

・東日本大震災の被害を踏まえた
学校施設の整備に関する検討会
の緊急提言への対応。

・小・中・高・特別支援学校各1校をモデル校として指定し、学校が行う防災に関する事業を地域と
連携して実施するため、各担当者が集まりそれぞれの立場で内容の検討を進めている。

・学校が災害発生時に避難所としての機能を果たせるように、物資や設備の設置等必要な環境
を整備することが重要であることから、今後、市町村防災担当部局との連携を図ることが必要。
・８月４日、地域との連携を深める防災教育公開事業の中で、姉崎高校では学校が中心となって
地域住民や企業、市の担当職員らと、ライフラインの途絶を想定した炊き出し訓練を実施した。
・８月２７日、山武市立睦岡小学校において、また翌２８日、南房総市立和田中学校において、地
域との連携を深める防災教育公開事業の一環で、合同防災訓練が実施され、地域住民を含め
警察や消防等の多数の関係機関が参加し、充実した訓練が行われた。
・９月２６日、東金特別支援学校において、夜間の避難訓練を実施し、地域住民も参加した。
・１０月５日、東金特別支援学校で、防災講話と併せて、防災パーテーションを作る公開授業が行
われた。
・１１月１４日、南房総市立和田中学校において、また翌１５日、県立姉崎高等学校において、地
域との連携を深める防災教育公開事業の一環で、公開授業が行われた。
・１月１８日、山武市立睦岡小学校において、地域との連携を深める防災教育公開事業の一環
で、公開授業が行われた。
・各モデル校が地域と連携した防災教育を公開し、地域とともにその内容や効果の検証、課題の
把握を行い、より効果的な防災教育の推進をした。

学校安全保健課

3

防災教育・安全教育
のより一層の充実

東日本大震災を受けて、これまで
の防災教育・安全教育を見直し、
より一層の充実を図る。

・地震直後、県内の小・中・高・特別支援学校37校を抽出し、対応状況調査を実施した。その分析
結果を踏まえ、4月当初から、各種会議で学校安全計画等の見直しを周知した。
・ちばっ子安全・安心推進事業の中の取組として「実践的な防災事業推進のための教員及び管
理職研修」・「地域連携のための防災教育公開事業」等を実施した。
・6月16日付けで、すべての学校に対して東日本大震災発生以前の防災体制、また、東日本大震
災発生時の状況、さらに4月から5月までの防災体制見直し状況を問う第１回防災教育調査を実
施し、その結果を分析し、今後の方向性を検討した。
・津波や液状化を想定した防災訓練やワンポイント避難訓練などの実施を含む、学校安全計画
の見直しや、様々な事象に対応できるような危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の見
直しなどを指導した。
・8月4日、地域との連携を深める防災教育公開事業の中で、姉崎高校では学校が中心となって
地域住民や企業、市の担当職員らと、ライフラインの途絶を想定した炊き出し訓練を実施した。
・8月19日から26日にかけて実施した、実践的な防災授業推進のための小学校教員、中・高校教
員及び管理職の各研修の中で、被災県で子どもの犠牲者ゼロを目指した防災教育の成果等に
関する講話を聴くなど、意識の高揚を図った。
・8月27日、山武市立睦岡小学校において、また翌28日、南房総市立和田中学校において、地域
との連携を深める防災教育公開事業の一環で、合同防災訓練が実施され、地域住民を含め警
察や消防等の多数の関係機関が参加し、充実した訓練が行われた。
・第１回防災教育調査結果の概要をまとめ、10月20日付けで各学校に、今後、重点的に取り組む
べき項目を周知した。
また、これを踏まえ、学校安全計画等の見直しを進めた る。

（重点項目）
①揺れ発生時の安全確保に向けた取組
②２次避難（揺れが収まってからの避難）次の安全確保に向けた取組
③保護者との連絡体制確立に向けた取組
④児童・生徒の保護者への安全な引き渡しに向けた取組
⑤児童・生徒が帰宅困難となった場合に向けた取組
⑥地域との連携体制確立に向けた取組

・震災直後の学校と教育委員会の初期対応と課題、経験などを記録にとどめ、これからの危機管
理や防災教育に資するため、『「東日本大震災」を振り返って』をまとめた。

学校安全保健課

2

災害時教育庁広報マ
ニュアルの見直し

災害時における広報は、迅速に
災害状況の把握に努め、県民の
情報ニーズに沿った広報を行うこ
とが重要である。そのために広報
マニュアルの見直しを行う。

①東日本大震災における広報・広聴活動の実態を課題を把握した。
②各学校へのアンケートを実施した（学校安全保健課に依頼）。
③新たな災害時広報マニュアル（案）を各課と調整した。
④完成し各課へ配布した（９月２９日）。
⑤広報主任会議にて周知徹底した（１０月４日）。

教育政策課

1

震災対応に係る教育委員会としての当面の取組の対応状況

取組
取組の概要 これまでの取組

担当課
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