
糸魚川市大規模火災を教訓にして

校 長 安田 一也

まもなく立春を迎えますが、寒気とともに北風と乾燥が冷え込みの厳しさ

を感じさせます。この時期、一瞬のうちに尊い生命と財産を奪う「火事」に

は注意が必要で、今月はそれをテーマにしたいと思います。

まだ記憶に新しい糸魚川市大規模火災は、１２月２２日昼前に発生し、翌

日の夕方に鎮火するまで３０時間にわたり燃え続けました。なぜ、消火に時

間を要したのでしょうか。鎮火後、強風が関わっていたことが判明しました。

当日は、日本海側の低気圧に南風が吹き込み、糸魚川市の気象観測地点で

は、出火推定時刻に最大風速１３．９ｍ／ｓ、その約１時間後には最大瞬間

風速２７．２ｍ／ｓをそれぞれ記録していたとされています。気象庁の発表

では、「風の吹き方と強さ」による人への影響、１５ｍ／ｓは、「風に向かっ

て歩きにくくなる」、２５ｍ／ｓは、「何かにつかまっていないと立っていら

れない」とされており、当時はかなりの強風が吹いていたものと思われます。

このため、飲食店１カ所の出火が強風によりあちこちに飛び火し、そこか

ら次々に火が上がることで被害が拡大し、消火に時間を要したとされてます。

そのことを知り、世の中で特に怖いとされているものを順に並べた「地震

雷火事おやじ」のことわざを思い出しました。この「おやじ」は、「父親のこ

とを指すのではなく、山から吹く風のこと(大風・やまじ)を示す」という説

を聞いたことがあるからです。糸魚川市大規模火災は、怖いとされているも

のが重なって、もたらされた大災害と考えます。

今月、地震により給食室から火災が発生したことを想定して避難訓練を実

施します。避難訓練は、安全教育の一環で、学校保健安全法にも規定されて

いる学校行事です。直接、命に関わる一連の避難行動が集団行動を通して求

められるため、年間を通じて様々な災害を想定し、計画的に実施しています。

また、より実践的な訓練にするため、消防署や警察署等の協力を得て、専

門的な立場から指導助言をしていただくこともあります。今回の訓練では、「気

象・天候など悪条件が重なったらどうするか」を視野に入れ、避難経路や避

難の仕方等の見直しを図ることが、本火災から学ぶことだと痛切に感じてい

ます。各地で発生する危機や災害を対岸の火事として捉えず、自校のことと

して受け止めることが「危機管理意識の高い学校づくり」の要諦と考えます。
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詳しい時間等は、各学年からのたよりをご覧ください。

１日（水） 授業参観・懇談会（１、２年） １５日（水） おはなしぽけっと（昼休み）
２日（木） 給食費集金日 委員会活動 志木第二中学校卒業式 会計監査日

３日（金） 第３回学校評議員会 １６日（木） 卒業式予行

６年生卒業を祝う会 １７日（金） 給食終了日
授業参観・懇談会（５、６年） ２０日（月） 春分の日

６日（月） おはなしぽけっと（たんぽぽ、１、２年） ２１日（火） 短縮４時間
８日（水） 授業参観・懇談会（たんぽぽ） ２２日（水） 卒業証書授与式

９日（木） ６年生を送る会（児童集会） ２３日（木） 短縮４時間
お別れ交流給食 クラブ活動 ２４日（金） 修了式 （３／２５～４／９ 春休み）

１３日 (月) 第２回学校保健委員会

２日 (木) 給食費集金日 委員会活動 １４日 (火) 避難訓練

６年大宮アルディージャ・サッカー教室 １５日 (水) おはなしぽけっと（昼休み）

３日 (金) 新入生保護者説明会 10時～11時30分 １６日 (木) クラブ活動

６日 (月) おはなしぽけっと（たんぽぽ、１、２年） １７日 (金) ダンスクラブ発表（昼休み）

ミニ太陽展（～１７日）幼保小交流会 １８日 (土) 志木市民なわとび大会

７日 (火) 校長講話 授業参観・懇談会（たんぽぽ） ２２日 (水) 音楽朝会

８日 (水) ５年生うどんづくり ２３日 (木) ４年埼玉西武ライオンズ・体育教室 クラブ活動

９日 (木) クラブ活動 ２４日 (金) 音楽クラブ発表（昼休み）

１０日 (金) ６年生交歓球技大会（予備日１４日） ２７日 (月) 通学班会議 一斉下校

１１日 (土) 建国記念の日 ２８日 (火) 授業参観・懇談会（３、４年）

２月の主な行事予定

３月の主な行事予定

志木市民なわとび大会が行われます！

日 時：２月１８日（土） 受付：9:00～9:30

開会式：9:30～9:50 競技：10:00～14:00

場 所：志木市民体育館

持ち物：なわとび、体育館用の靴

※参加を希望する場合は、担任まで申し出てください。「市

民なわとび大会 要項」と「市民なわとび大会参加申込書」

を配布いたします。「大会参加申込書」に必要事項を記入し、

２月３日（金）までに学校に提出してください。尚、２月７

日（火）まで、志木市役所生涯学習課スポーツ担当または志

木市民体育館でも受付をしています。

「ミニ太陽展のお知らせ」

志木市小中学校特別支援学級合同作品展「太陽

展」に出品した、たんぽぽ学級の子どもたちの作品

を校内で展示します。どうぞ、子どもたちが心を込

めて作り上げた作品をご覧ください。

２月６日(月）～１７日(金）会場 本校２階視聴覚室

交通事故防止のために

埼玉県内で交通事故が多発しています。今は日暮れが早

く、夕暮れどきは車が見えにくく、また、車の運転手から

は渡る人が見えにくいので、十分に気をつけるようご家庭

でも指導をよろしくお願いいたします。

１ 道路を横断する際は、必ず横断歩道を渡ること。

２ 交差点等では一時停止や安全確認を確実に行うこと。

３ 自転車で交差点を通過する際は、左折する自動車等に

十分注意をはらうこと。

４ 自転車を運転する時は、運転に集中し、よそ見する等

の「ながら運転」は絶対にしないこと。

５ 周囲に認識されやすいように、自転車に反射板を付け

たり、早めにライトを点灯したりすること。

６ 自転車での並列走行や蛇行運転をしないこと。

７ 時間に余裕をもって行動すること。

８「自分だけは安全」「自分だけは事故を起こさない」と

いうことは決してないことを認識すること。

転出入予定等についてのお願い

これから、来年度に向けて児童数の確認が大変

重要になってきます。今後、転出等の予定がある

場合は、担任に早めにお知らせください。また、

新入学予定の児童を含め、転出入関係の情報があ

りましたら教頭までご連絡ください。よろしくお

願いいたします。（ TEL ４７２－０５４０ ）

「第２回 学校保健委員会」のご案内

日 時 ２月１３日（月）

１３：１０～１４：３０

会 場 本校 ２階 視聴覚室

テーマ 子どもの生活を考える

「生命の誕生」

○講師 大石 智子 様

（朝霞地区助産師会）

皆様のご参加をお待ちしております。尚、本講

演は、５年生「学級活動（性に関する指導）」の

授業参観となります。
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