
このみ新聞 118 号（平成 28 年度 2 学期） アンケート（Q&A）

Q7-1: 園で被災した場合、園児への地震保険は適用されますか？

A7-1: 適用されません。 地震保険は本来家屋の倒壊やそれに伴う財産の消失を補填するこ

とを目的に掛けられます。 お子様の医療・生命にかかわる保険は各ご家庭がご検討され、

各ご家庭の任意で掛けられてください。 尚、地震で被災した場合に何かしらの金銭的な収

入を得られたいのであれば、お子様が小学校以降の学校へ進級されたあと成人するまでの

期間、また外出先が学校か習い事の場所か商業施設か旅行先かという生活の範囲にも留意

され、ご検討されることをお薦めします。（子どもたちにとっては、学校での生活時間より

も、学校外の生活時間の方がはるかに長いです。）

Q7-2: 南海トラフでは 2 分後に津波がくるとニュースで聞いたのですが、海沿いを通って

避難場所へ向かっても大丈夫なのでしょうか？

A7-2: おそらく「2 時間後」の聞き間違いかと思います。 愛媛県が発表している地域防災

計画によると、南海トラフ大地震が発生した場合に愛媛県中予地方に第一波（1.0m の水位

上昇）が到達するのにかかる時間は 137 分（2 時間 17 分）とされています。 狭い市街地

道路よりも、一部が海沿いでも道幅が確保され、また、住宅に囲まれていない道路の方が安

全です。 尚、当園が設定している避難ルートは、自主防災会連合会の元会長（防災士）と

共に検討・検証したルートになっておりますので、安全についての信頼度は比較的高いと考

えております。

Q7-3: 姉のお下がりの防災ズキン兼座布団を持たせようと思っているのですが、姉は、避難

訓練の時に使ったことがなかったみたいなので、せっかくなのでズキンを使って訓練をし

てあげて欲しいです。

A7-3: ご希望の旨、ごもっともです。 現在、防災ズキン兼座布団使用時期（冬季）に地震

避難訓練を行う際には防災ズキンを着用しておりますので、今後も活用してまいります。

Q7-4: 中学校まで避難する場合、津波が来ていたら園児の歩く早さで間に合うのでしょう

か？



A7-4: 間に合いますのでご安心ください。 尚、過去の検証データが園のホームページの「防

災教育」ページに載っておりますので、是非ご参考ください。

Q7-5: 地震が起きた場合の園児の引き渡し場所をもう一度確認したい。 心配で園に迎え

に来る人もいたりして、園が混乱して園児の避難が遅れるのではないかと心配。 停電した

場合、園からのメールも使えるかなど色々心配です。 中学校まで避難する方がいいのか、

園のホールにいる方が安全なのか。

A7-5: 園児の引き渡しは、原則避難先（垣生中学校）です。 但し、園であろうが、避難途

中であろうが、保護者が来た場合には担任より引き渡します。 尚、避難行動を遅らせるこ

とはありません。 むしろ、ご心配の通り保護者が園児全体の避難の妨げにならないよう、

くれぐれもご注意ください。 お迎えの保護者は避難の隊列から速やかに遠ざかる、もしく

は、園児に同行して避難場所まで向かうよう、行動指針に加筆した方が良いかもしれません

（ご意見ありがとうございます）。 次に、園のメール配信システムについてですが、シス

テムは、園の電源に頼っておりません。 そのため、停電時でも教職員のスマートフォン等

からの配信が可能です。 一方、キャリア（携帯会社）や携帯電話会社が設置しているアン

テナの電源消失等の場合は、いかなる個人・法人もメールの使用は困難になります。 その

部分まで学校が責任を負うことは不可能です。 最後に、鉄骨造である園舎の安全性は極め

て高いのでご安心ください。 その上で、「海抜＋園舎基礎部分＋園舎１階の天井までの高

さ」を考慮に入れると、ご推察の通り園のホールに留まることも安全な避難方法と言えます。

しかし、甚大な被害が見込まれる南海トラフ大地震級の震災の場合には避難後の避難生活

をスタートさせる必要があるので、地域の指定避難所（垣生地区の場合は垣生小学校と垣生

中学校）に避難し、衛生管理・健康管理を含めた条件がより充実したところへの避難を優先

します。

Q7-6: いつ地震が起こるか分かりませんが、素足保育中に地震があるととても不安に思い

ます。

A7-6: ごもっともです。 我々教職員も、地震発生後の避難行動を考えると不安に思うこ

とがございます。 一方で、学校生活において素足での生活時間をしっかり確保することは、

子どもたちの発育に効果がある*ことから、幼稚園以上の学校における素足生活（保育・体

育）は文部科学省より禁止されておりません。 ここは大変悩ましいところですが、文部科

学省より素足保育の禁止の通達がある場合には即時中止、PTA の総意として素足保育の中

止の希望がある場合には一緒に協議を行いたいと思います。 *偶然、園のホームページの

「えんちょせんせの掲示板」で 2016 年 9 月 27 日掲載された「松山市発行の『ほけんだよ



り』」が、素足で生活する効果にかかわる情報です。 一度、ご覧ください。

Q7-7: 海が近いので、心配です。 防災訓練で中学校まで歩いていますが、何かあった時、

子供の足で間に合うのか心配です。

A7-7: ご心配はごもっともです。 Q7-4 に対する回答と重複しますが、間に合いますので

ご安心ください。

Q7-8: 実際に津波が来た場合、屋上に避難して本当に子ども達は助かるのか、又、避難は間

に合うのでしょうか。 屋上まで波が来た場合子どもたち、先生方の体力、体の冷え対策が

心配です。

A7-8: ご心配、ごもっともです。 ちなみに避難は屋上ではなく、地域の指定避難所（垣生

中学校）に避難します。 間に合うのかという点については、Q7-4 に対する回答と同じで

すが、間に合いますのでご安心ください。 尚、南海トラフ大地震による津波ではなく芸予

地震等瀬戸内地方で起こる地震に起因する津波に対しては、子どもたちは園舎２階のホー

ルに一時避難します。 当園の園舎２階は、「①海抜：1.5m ＋ ②建屋の土台（ＳＧＬ地盤）：

200mm（20cm、0.2m） ＋ ③２階床面までの高さ：3,700mm（3.7m）＝ 5.4 メートル」

と、愛媛県地域防災計画における、「南海トラフ大地震に対する想定見直し後の最大高さ 4.0
メートル」を上回ります。 そのため、震源地・予想される津波の高さ・第一波予想到達時

刻により、避難を園舎２階ホールに設定する場合があります。 尚、その際には園舎 2 階を

近隣住民の方たちにも開放し、「一時避難所（いっときひなんじょ）」として水位が下がるま

での間身を守ることに活用します。 南海トラフ大地震の際の指定避難所（垣生中学校）へ

の避難後、または、芸予地震クラスの際の園舎 2 階ホールでの一時避難時に、子どもたちが

津波に浸かることは想定しておりません。 そのため、水に浸かった場合の冷え対策は、特

段講じておりません。

Q7-9: 震災時の幼稚園のマニュアルについて

A7-9: 震災時（地震・津波）の行動指針につきましては、入園説明会の際に配布してある資

料の通りです。 尚、同資料は園のホームページの「防災教育」ページに載っており常時閲

覧可能ですので、是非ご覧ください。



Q7-10: 座ぶとんを防空ズキンタイプのものにしたのですが、全園児強制にした方がいいの

では？ 夏場も園に置いておくべき。

A7-10: 前向きなご意見、ありがとうございます。 まず、小学校や中学校へ進級し、より

高度な防災教育を受ける前の段階にある子どもたちにとって、防空ズキンタイプの被り物

を着用させる教育効果（人体を制御する脳（頭）を守ることが大切）を考えれば、防空ズキ

ンタイプにして頂いたことは大変意義のあることです。 そして、できるだけ普及すること

が望ましいのは仰る通りです。 一方、大地震が起こった時には、座布団なり防災ズキンな

りがその場になければ意味がありません。 初動としては、広く認知されているとおり、机

など頭を隠せる場所に身を隠す、机などが周りにない場合は窓から離れて身をかがめて護

身する、というのが初動の基本です。 そのため、防災ズキンは二次的に実効果を得られる

ものですが、一次的には「絶対必要条件」とはならないのが現実です。 防災スキンを探そ

うとして転倒したり身を守る姿勢を取ることが遅れたりしては意味がありません。 その

点を鑑みると、学校が強制することははばかられます。 また、夏場も園に置いておくこと

も教育効果を考えればとても意義があるのですが、上述の通り「どこかにしまっておく」の

では意味がありませんし、暑い夏に座椅子に装着しておくことは子どもにとっては不快な

環境設定となってしまいます。

Q7-11: 園で何の防災グッズを備えているのかわからないのでまたお便りで教えてもらえ

ると助かります。

A7-11: かしこまりました。 入園時に各ご家庭に配布する行動指針等で紹介することを検

討します。

Q7-12: 昼間に地震が起きた際、家族が離れていて、子ども達の安否が必ず確認できるかど

うか、その辺りが一番不安。地域での連携がどうなっているか。（幼・小・中・高）

A7-12: 被災時に「必ず」はないという前提でお話しします。 安否確認にかかわるご不安

はごもっともであり、子どものいる全ての保護者、そして家族や大切な人がいる人にとって

共通の不安だと思います。 まず、安否確認が必要な状況が生じた場合には、避難行動を開

始しつつメール配信を行います。また、避難先が決定している以上、子どもたちの命に危険

が迫るような事態がない限り避難先を変えることはなく、そのため一定の時間内に子ども

たちの安否確認は可能です。 学校としましては「必ず命を守る」の精神で訓練や実際の避

難行動をとりますのでご安心ください。 また、建物の安全性（最悪の想定の地震が起きて

も建物が倒壊しない強度を持っている）、第一波到達に十分な時間がある（正しく行動すれ



ば津波により命を落とすことはない）という愛媛県中予地方の地理条件、松山市中心地のよ

うに不特定多数の被災者の往来や事故に巻き込まれることのない垣生という地理条件、そ

れら全てを考えると、「本当に南海トラフ大地震が発生した瞬間、当園にさえいてくれれば

命が助かる可能性は極めて高いです。」と自信をもってお伝えできます。 地域での連携で

言うと、当園は地区の自主防災会連合会、避難先である垣生中学校と合同避難訓練を毎年実

施しております。 この点につきましても、園のホームページの「防災教育」ページに載っ

ておりますので、是非ご覧ください。

Q7-13: 垣生地域は地震がくると、津波が来る可能性は高いのか。

A7-13: わかりません。潮位が 5cm 上昇するようなことは私が生きてきた 43 年の内に数回

あったかもしれませんが、被害を及ぼすような津波はまだありません。 また、南海トラフ

大地震に起因する津波につきましては、愛媛県の地域防災計画をご参照ください。

Q7-14: バスの中で降園中（登園中）に地震になった場合も、垣生中にそのまま連れていき

ますか？

A7-14: いいえ。 先の東日本大地震の教訓から、「バスが普段通り通行できる場合には海に

近づかない。 バスが普段通り通行できない場合には、緊急車両の通行の妨げにならないよ

うバスにキーを残し、全員海から反対の方向に避難すること」が鉄則です。 第一波（1m
の水位上昇）までに 2 時間以上の時間があるわけですから、この鉄則を守りさえすれば本

来津波で命を落とすことはありません。

Q7-15: 実際に地震が起こった時、地面に亀裂が入ったり、通り道がふさがれてしまえば普

通に歩いて垣生中学校まで行くのとは時間も随分とかわわってくるんじゃないかと思いま

す。 ひよこやたまご（今年、下の子も入る予定もあるので）の足でも実際に歩くとなれば

どうなるのかな・・・と少し気になりました。

A7-15: ご心配、ごもっともです。 天変地異の状況を誰も正確に予想できませんが、この

点については、同じ松山市でも市街地と比べ垣生地区は比較的安全な方ではないかという

所見をもっています。 先の阪神淡路大震災ならびに東日本大震災時の記録を確認してい

くと、地面の亀裂や局所的な地割れは街中のいたるところで発生すると考えられますが、山

岳部や橋等でない限り、一切の歩行が不能になるほどの記録は主流ではありません。 また、

通り道がふさがれることについては、垣生地区でも避難ルート周辺は市街と異なり高い建



物が少なく、通行が不能になったり二次災害である火災や交通事故に巻き込まれたりする

可能性は比較的低いと考えています。

Q7-16: 津波の時の避難先はどうして中学校なのですか？ （垣生小学校と比べ）距離が遠

いと思いますが。

A7-16: 避難先の決定には、距離だけでなく避難ルートの安全性を考慮に入れる必要があり

ます。 木の実幼稚園から垣生小学校への道と、垣生中学校の道を比較した場合、直線距離

は垣生小学校への道が短いものの、最短ルートを通ろうとしたときに「道幅の狭さ」や「建

物の古さ」がネックとなります。 垣生中学校へのルートは道幅が十分あり、迂回ルートの

設定も容易です。 避難行動の安全面から、避難先を垣生中学校に指定しております。

Q7-17: 今出港に来る波の高さ（予測）、津波の到着時間は？

A7-17: これは南海トラフ大地震による大津波警報発令時を想定されたご質問かと思いま

すが、予測は「今出港」という指標ではなく「松山市（松山港）」という指標であり、その

場合の最悪の想定は最大４ｍ、第一波（１ｍの水位上昇）までに 137 分です。 愛媛県の地

域防災計画をご参照ください。

Q7-18: 地震発生後、道などに木やガレキがある場合に（バスが通れない）バスで避難する

予定のひよこさん、たまごさんはどうするのか。（たとえば保育園などに置いてある押し車

（6 人くらい乗れる）などで歩いて避難など）今のバスだけの方法だと少し心配。

A7-18: ご心配、ごもっともです。 押し車の導入は検討には上がっているのですが、防災

についてはその「実効性」を重視しており、いまだ検討中です。 園から中学校への避難ル

ートは自主防災会連合会の元会長と共に検討・検証を行ったのですが、その際の基準として

は地震発生時の建物や塀の倒壊等による通行の遮断が比較的低いと予想される道、そして、

迂回ルートが設定できる道、という基準（条件）でした。 幼稚園の在る垣生の良い点は、

旧道が縦横無尽に走る街の中心部と比べ、中心部周辺は幹線道路に囲まれ、他の地域と比べ

高い建物が非常に少なく、市内と比べると日中の人口密度が低く避難がしやすいという点

があげられます。 また、マイクロバスが通行できない事態となれば、押し車もまた通行が

困難であることが予想されます。 車輌による通行が不能の場合には、教職員および上級生

が手を引くなどして避難を行います。 年少以上の園児が、毎年の中学校への避難訓練だけ

でなく、お城山はじめ園外保育に上級生とのペア歩行を行ったり、毎朝ひよこ組・たまご組



の子どもの手を引いて渡り廊下を歩いていくのも、そういった練習を兼ねています。 また、

過去の訓練評価報告書の通り、より低年齢の子どもは上級生に手を引かれることで早く歩

けるというデータが取れております。 加えて、木の実幼稚園の垣生中学校との合同避難訓

練は今年度で 5 年連続となっており、自主防災会や交通安全協会を通じて徐々に地域の方

たちに認知して頂き、「なにかの時はみんなで連れて行くけんね！」と嬉しい声を何度もか

けて頂いております。 幸い、A7-17 の回答の通り、愛媛県中予地方は第一波（1m の水位

上昇）到達までに 2 時間強の時間があり、正しく避難行動をとれば人命を失うことはあり

ませんので、くれぐれもご安心ください。

Q7-19: 子どもが園内やバス内にいる時に被災した場合の安否確認方法（電話やメールがつ

ながらない場合など、どうするのか）。

A7-19: 繰り返しになりますが、安否確認の方法は原則メール配信です。 災害時における

情報配信で今のところ信頼度が高い手段と見込まれるのは、ご存知の通り電話回線ではな

くネット回線です。 園のメール配信システムは園の電源に頼っておらず、園の電源が非常

電源含めすべて稼働不能になった場合でも、教職員の携帯電話からアクセスが可能です。

園や中学校周辺の電波塔がことごとく全て使用できないような状況になった場合には、園

に限らず地域全域いかなる通信手段も使用できないと考えられます。 しかし、社会には非

常電源を備えた電波塔や耐震性が確保された電波塔が設置されているので、一定時間内に

安否確認は可能と見込んでおります バス内にいた時については Q7-14 への回答にもあり

ますが、まずは人命の安全確保を行います。 その上で、電話もしくはネット回線によりい

ずれかの教職員（原則は、防災にかかわる責任者である理事長）に情報を集約し、情報を配

信します。

Q7-20: なにが正しいかという答えは出せないことなので、年配の方の話を若い大人が知ら

ない昔の災害を知らせて欲しいです。 地元の人ばかりではないので、情報の共有こそ、人

命を守る力だと願いたいものです。

A7-20: その通りだと思います。 各学校がよりどころとしている情報のうち最も重要視し

ているのが、各自治体が発行する「地域防災計画」です。 おそらくこの計画にも過去の歴

史と経験が多分に含まれていることと思います。 地震や津波については垣生という限定

された場所に発生する災害ではありませんので地域と言うよりは愛媛県中予地方もしくは

松山港が指標になります。 また、ご心配の通り河川が近い地域はいずれも川の決壊により

被害が出た経験がありますが、例えば重信川や洗地川は護岸工事が成されて以来、一度も水

害を発生していないというのは、おっしゃる通り過去の教訓によるところが大きいです。



Q7-21: 地震時の保護者への連絡方法等わからない。

A7-21: Q7-12 および Q7-19 の回答をご参照ください。

Q7-22: 耐震性は十分であるか。

A7-22: ご安心ください。 園のホームページの「防災教育」ページにも耐震性についての

資料を載せてありますがり、建物の安全性は確認済です。 また、建屋そのものだけでなく

基礎の安全性の確保のため、多数のパイルが地中深く打ち込まれており、学校施設として極

めて高い耐震性がございます。 本当に南海トラフ大地震が発生した場合、一般的な住宅や

商業施設に居るよりはるかに安全と言えます。 幼稚園にさえ子どもがいてくれれば、建物

の倒壊により命を落とすようなことはありません。

Q7-23: 実際大きな地震が起こったら、時間帯によっては親とは一緒に避難せず離れたまま

だと思いますが、そういう時の親と合流できる流れはあるのか？（とりあえず両方が避難所

に行って見つけるしかないのか？）

A7-23: 避難先を指定している以上、原則指定避難先（垣生中学校）に保護者に迎えに来て

頂きます。 その際、「引き渡しカード」というものを作成している学校もあります。 カ

ードは身元確認のために効果がありますが、それが無いと本当に引き渡さないかと言うと

そんなことはありません。 何故なら、引き渡しカードがなければ親や親族が迎えに来てい

るにもかかわらずマニュアルに固執して引き渡さないといった無茶苦茶をしては、全く意

味がございません。 その様なものが無くてもきちんと顔がわかるご家族・ご親族であれば

速やかに引き渡します。 逆に、園児を迎えにきたという大人がいても、園児が「この人に

面識がない」という場合には、如何な理由にかかわらず引き渡しません。
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