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第１章 総 則  

鳥取県防災計画や各種の通知等に基づき様々な危機への対応策があらかじめ研究され、実際に危機が

発生した場合には的確かつ迅速な対応ができることが求められている。 

そこで、それぞれの危機に際して教職員等が個別に対応する時の参考となるよう、各危機ごとに基本

的な対応の手順を流れ図にして本書にまとめた。それぞれの危機を想定した訓練を実施し、われわれ教

職員及び生徒の危機管理意識を啓発することが必要である。  

ただし、本書はあらゆる危機の全てを網羅できてはおらず、現段階で想定できる災害等への一般的対

応を示しているに過ぎない。 

 

（１）災 害 

ア 地 震 

生徒の在校時、登下校時、校外活動時及び在宅時における①地震発生前（平常時）の避難訓練等、

②災害発生時の安全確保の方法等、③発生後の人員確認等の措置等、について教職員の基本的な

行動と、地震発生から生徒の保護者への引き渡しまでの対応。 

イ 火 災 

地震への対応と同様に在校時等の各場面に対応すべき教職員の基本的な行動と、火災発生から生

徒の保護者への引き渡しまで対応。 

ウ 台 風 

台風の接近を予測できることを踏まえ、在校時、登下校時の各場面に応じた教職員の基本的な行

動および対応。 

エ 大 雪 

大雪の発生を予測できることを踏まえ、各場面に対応すべき教職員の基本的な行動および対応。 

 

（２）事件・事故 

ア 不審者侵入時 

生徒の在校時における突然の危険な侵入者への教職員の対応。 

イ 交通事故 

登下校時や校外活動時における生徒の交通事故への教職員の対応。 

ウ 学校内等での事故 

迅速かつ適切な対応が求められる場面、例えば①生徒が突然倒れた場合、②水泳の飛び込み時に

おける打撲事故の場合、等についての教職員の対応。  

エ 爆破予告等 

  電話、FAX、E メール等で学校施設等の爆破予告等があった場合の生徒の避難誘導の対応。 

 

（３）疾病等 

ア 食中毒 

食中毒と思われる症状が発生した場合の教職員の対応と原因究明までの対応。 

イ 感染症 

感染症と思われる症状が発生した場合の教職員の対応と感染の拡大を防ぐための対応。 

ウ 薬品事故 

事故が発生した場合及び薬品が盗難又は紛失した場合の教職員の対応。 

 

（４）避難所としての学校運営 

鳥取県防災計画に基づき避難所としての避難所の運営及び教職員の対応。 
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第２章  災害 

第１節  災害発生に対する基本的な考え方 

災害には、地震のように予測が困難なものと、気象災害（台風や大雪など）のように予測可

能なものとがある。そこで、災害の発生が予測される段階、災害が発生した段階、及び災害発

生後の段階で、教職員が適切な行動をとるために、災害に対する基本的な考え方を共通理解し

なければならない。 

 

災害の発生が予測される段階 

様々な広報媒体や関係機関からの情報に常に関心を持ち、災害発生の可能性やその程度な

どを予測することは、被害を最小限にくい止めるための大切な取組である。 

○気象情報の収集 

勤務時間内外を問わず、常に気象情報には関心を持たなければならない。 

○関係機関からの情報収集 

ＪＲ・バス会社・市町村役場等から情報収集する。 

○災害発生時の指示・行動の確認・周知 

予測される災害の種類と程度を検討して、連絡方法や指示の内容などについて教職員間

で確認し、生徒、保護者等へ周知する。 

 

災害が発生した段階 

生徒の安全確保・安否確認が教職員の第一の使命であり、その後、安全な場所への避難誘

導を行う。 

○生徒の安全確保・安否確認 

生徒が学校内又は校外活動時にあっては安全確保を、また自宅などの学校外にいる場合

は安否の確認を至急に行う。 

○避難誘導 

安全な場所へ誘導する。その時、頭部を中心に身体の保護と避難時の行動方法を徹底す

るとともに、臨機に安全な経路を選択して誘導を行うこと。 

 

 

災害発生後の段階 

生徒の安全確保とともに、保護者への引き渡しをできるだけ確実に行う。 

○校内防災対策本部の設置 

災害に対する学校の指揮命令系統を明確にし、状況に応じた的確な対応をとる。 

（例）安否確認、救護、保護者への連絡、安全点検、応急復旧など 

○保護者への引き渡し 

生徒を確実に保護者へ引き渡すようにする。 

○学校再開への準備 

学校が使えなくなった場合、通常の教育活動ができるように準備を進める。 

○避難所への対応 

教職員は生徒の安全確保と学校再開に向けた行動が第一である。避難所の運営主体は災

害対策担当部局が責任を持つが、教職員は可能な限り協力すべきである。 
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第２節  地震（津波を含む）発生時の対応 

１ 対応の要点 

生徒の  

所在 
地震発生まで 災害発生時 災害発生後 

在校時 

○所在場所に応じた

安全確保の方法を

訓練する。 

○避難時の行動方法

の訓練を徹底する。 

○生徒の安全確保の

ために的確な指示

をする。（頭部の保

護、机の下へもぐる

など） 

○火災などの二次災害を防止する。  

（火・ガス・薬品の確認） 

○避難経路の安全を確認して避難の

指示及び避難誘導をする。  

○生徒の人員確認をする。  

○不安を和らげる配慮をする。  

○負傷者の応急手当をする。  

○校内を巡回し校舎の状況把握と残

留者の発見・救出をする。  

○地震の規模、被害状況等の情報を収

集し、二次災害への対応をとる。  

（津波、火災、崩落など）  

○保護者・関係機関へ連絡等を行う。 

○生徒を保護者に引き渡す。 

登下校時 

 

○登下校の状況に応

じた安全確保の方

法を訓練する。  

○危険個所の確認と

安全な避難場所等

を周知・徹底する。 

○校内にいる生徒の

安全を確保する。 

○安否確認の活動を開始する。（校内

巡視、通学路巡視、自宅確認など） 

○校舎等と通学路の被害状況を確認

する。 

○保護者・関係機関へ連絡または情報

収集を行う。 

校外活動

時 

○下見の時に、見学施

設の避難経路、避難

場所等の確認をす

る。  

○学校への連絡方法

を事前に確認する。 

○生徒の安全確保の

ために的確な指示

をする。  

○安全な場所へ避難

誘導をする。 

○現地の施設管理者の指示に従う。 

○地震の規模、被害状況などの情報を

収集し、二次災害への対策をとる。

（津波、火災、崩落など）  

○生徒の人員確認を行い、不安を和ら

げる。  

○学校へ連絡をする。 

在宅時 

○地震の程度に応じ

た教職員の配備計

画を確認する。 

○自分と家族の安全

を確保する。 

○自分と家族等の安全を確認後、自宅

待機又は学校に集合する。 

○生徒の安否確認をする。 

○校舎等の被害状況を調査する。 

 



○避難所設置への協力

○二次避難の検討

○対応状況、負傷者数、施設等被害状況の教

　育委員会への報告

的確な指示

運動場・中庭

窓・壁の反対側に頭を向けて机の下にもぐり、机の脚を持つ。

○生徒の安全確保の指示

実験・実習中であれば危険物から離れる。

器具や窓ガラスから離れ、中央部に集まり低い姿勢で頭を守る。

低い姿勢で頭を守る。近くの教室の机の下にもぐる。

今後の対応
決定

○災害対策組織の設置

班

施設開放
や避難所
運営の支
援

状況把握

避難誘導

安全確保

○保護者への連絡
○保護者への引き渡し

○関係機関への連絡

教室

特別教室

体育館

トイレ ドアを開き、頭を守る。

建物から離れ、中央部に集まり低い姿勢をとる。

廊下や階段

○校舎外避難の決定

○負傷者の救護

○校内放送等で避難経路の指示

○避難の指示・避難誘導

指定された避難
経路で安全に避
難誘導、人員確
認と報告、不明
者の捜索と救出

防火係 避難誘導係本　部
避難所
支　援

救出・
救護係

身元確
認、保護
者への連
絡

校長室、
事務室、
教務室、
進路室の
重要書類
の搬出

負傷者の
確認と応
急手当

各班からの
報告の集約
と今後の対
応の決定、
関係機関と
の連絡等

被害状況調
査と初期消
火

２　状況別の基本的対応手順

（１）在校時の対応

業

務

内

容

地　震　発　生

揺れがおさまる

○負傷者の確認

○火気等の管理

○避難経路の安全確認

通報連絡
係

搬出係
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（２）登下校時の対応

地　震　発　生

○校内にいる生徒の安全確保、安否の確認、避難誘導

班 本　部 防火係 避難誘導係
救出・
救護係

○保護者への引き渡し

揺れがおさまる

○出勤途上時は直ちに学校へ集合

安全確保

今後の対応
決定

状況把握
及び

避難誘導

身元確
認、保護
者への連
絡

校長室、
事務室、
教務室、
進路室の
重要書類
の搬出

各班からの
報告の集約
と今後の対
応の決定、
関係機関と
の連絡等

被害状況調
査と初期消
火

指定された避難
経路で安全に避
難誘導、人員確
認と報告、不明
者の捜索と救出

負傷者の
確認と応
急手当

○対応状況、負傷者数、施設等被害状況の教育

　委員会への報告

○保護者への連絡

○関係機関への連絡

○避難所設置

○二次避難の検討

施設開
放や避
難所運
営の支
援

○災害対策組織の設置

通報連絡
係

搬出係
避難所
支　援

業

務

内

容
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　者数、被害状況等の報告

（３）校外活動時の対応

地　震　発　生

山間部 崖崩れに注意し、安全な場所に避難する。

揺れがおさまる

的確な指示 ○生徒の安全確保の指示

施設・宿舎内 体をかがめ、頭を守る。（学校内の場合と同じ行動）

道路 民家、ブロック塀、自販機から離れる。

安全確保

今後の対応
決定

○学校へ状況を報告し、指示を受ける

○保護者への連絡を学校に要請
○帰校し、又は現地で、
　生徒を保護者へ引き渡す

○学校から教育委員会へ、対応状況、負傷

海岸付近

乗り物 身を低くし、手摺り、座席につかまる。乗務員の指示に従う。

状況把握
及び

避難誘導

○情報収集し、地震の程度と被害状況を確認

○状況を正確に把握し、避難誘導

○負傷者の確認

高台に避難する。

　・負傷者への対応

　・救助要請

　・不明者の捜索

○現地対策本部の設置

　・保護者、関係機関への状況報告

　・生徒の不安を和らげる

　・学校へ随時連絡
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○保護者への引き渡し
○保護者への連絡

○関係機関への連絡

○対応状況、負傷者数、施設等被害状況の教育

　委員会への報告

○避難所設置への協力

○二次避難の検討

（４）在宅時（勤務時間外）の対応

地　震　発　生

○自分と家族の安全を確保した後、可能な職員は学校に集合

揺れがおさまる

学校へ集合

今後の対応
決定

○災害対策組織の設置

班
防火係・
応急復旧

業

務

内

容

避難所支援

施設開放や避難所
運営の支援

避難誘導係・
通報連絡係

生徒の安否確認、
今後の所在場所と
連絡先確認、保護
者への連絡、校内
の巡視、生徒を発
見した際の応急手
当

安全確保

被害状況調査、危
険箇所の処理、立
入禁止区域の指定

本部

各班からの報告の
集約と今後の対応
の決定、関係機関
との連絡等
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第３節  火災発生時の対応 

１ 対応の要点 

生徒の  

状況 
火災発生まで 災害発生時 災害発生後 

在校時 

○避難訓練等を実施

し、日頃から避難

経路、避難方法等

の確認を徹底して

おく。 

○生徒の安全確保のために

的確な指示をする。  

（窓を閉める、ハンカチ等

を口に当てるなど） 

○避難経路の安全を確認し

て避難の指示及び避難誘

導をする。 

○初期消火活動をする。 

○生徒の人員確認と不安を和

らげる。 

○負傷者の応急手当をする。 

○校内を巡回し校舎の状況を

把握する。 

○保護者・関係機関へ連絡を

する。 

○生徒を保護者に引き渡す。 

登下校時 

（校舎等の

火災） 

 ○校内にいる生徒の安全を

確保する。 

○安否確認の活動を開始する。

（校内巡視など）  

○校舎等の被害状況を確認す

る。 

○保護者・関係機関へ連絡を

する。 

校外活動時 

（見学施設

等の火災） 

○下見の時に、見学

施設の避難経路、

避難場所等の確認

をする。 

○生徒の安全確保のために

的確な指示をする。 

○安全な場所へ避難誘導を

する。 

○生徒の人員確認と不安を和

らげる。 

○学校へ連絡をする。 

在宅時 

（校舎等の

火災） 

○緊急時の職員間の

連絡方法等を確認

しておく。 

 ○学校に集合する。 

○校舎等の被害状況を調査す

る。 

 



○応急復旧

○対応状況、負傷者数、施設等被害状況の教育

各班からの
報告の集約
と今後の対
応の決定、
関係機関と
の連絡等

初期消火、
被害状況調
査（鎮火
後）

負傷者の確
認と応急手
当

指定された
避難経路で
安全に避難
誘導、人員
確認と報告

○保護者への連絡

○関係機関への連絡

業

務

内

容

鎮　　　　　火

【授業担当者】

搬出係
救出・救護

係
通報連絡係

　委員会への報告

今後の対応
決定

班

保護者への
連絡

○保護者への引き渡し

校長室、事
務室、教務
室、進路室
の重要書類
を搬出

避難誘導
及び

初期消火

　○避難の指示

状況把握

【授業のない教職員】

　○空き教室等の戸締まり

防火係 避難誘導係本部

○災害対策組織の設置

　○避難経路・避難場所にて避難の誘導及び安全確保

安全確保

○校内放送等で避難経路の指示

【防火係教職員】

　○生徒への的確な指示（押さない、慌てない等）

　・次の指示があるまで待機させる

　・戸締まりをする

　○初期消火活動

○避難経路の安全確認

○校舎外避難の決定

○消防署へ通報

２　状況別の基本的対応手順

（１）在校時の対応

的確な指示

火　災　発　生

　・落ち着かせる

○生徒の安全確保の指示
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校長室、事
務室、教務
室、進路室
の重要書類
を搬出

業

務

内

容

○対応状況、負傷者数、施設等被害状況の教育

今後の対応
決定

救出・救護
係

班

状況把握
及び

避難誘導

鎮　　　　　火

初期消火

避難誘導係防火係

負傷者の確
認と応急手
当

　委員会への報告

○校内にいる生徒の安全確保、安否の確認、避難誘導

【防火係教職員】

　○初期消火活動

○保護者への連絡

本部

保護者への
連絡

通報連絡係

○応急復旧

（２）登下校時の対応

○保護者への引き渡し
○関係機関への連絡

各班からの
報告の集約
と今後の対
応の決定、
関係機関と
の連絡等

初期消火、
被害状況調
査（鎮火
後）

生徒の所在確
認、校内巡視
（本人の安全
にも十分注
意）、指定さ
れた避難経路
で安全に避難
誘導

安全確保 ○災害対策組織の設置

搬出係

火　災　発　生
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今後の対応
決定

　・施設管理者等からの情報収集

　・保護者、関係機関への状況報告

　・生徒の不安を和らげる

○学校から教育委員会への対応状況、負傷者数、

　被害状況等の報告

○学校へ状況を報告し、指示を受ける

○保護者への連絡を学校に要請

○列車、バスに乗車中及び施設の中にいる場合は、係員の指示に従う

○負傷者の確認

　・救助要請

　・不明者の捜索

鎮　　　　　火

安全確保

○保護者への引き渡し

（３）校外活動時の対応

火　災　発　生

状況把握
及び

避難誘導

　・学校へ随時連絡

○生徒の安全確保

○現地対策本部の設置

○状況を正確に把握し避難誘導
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生徒の安否確
認、今後の所
在場所と連絡
先確認、保護
者への連絡

各班からの報
告の集約と今
後の対応の決
定、関係機関
との連絡等

○対応状況、施設等被害状況の教育委員会への報告

○保護者への連絡

○関係機関への連絡

○応急復旧

（４）在宅時（勤務時間外）の対応

火　災　発　生

安全確保

通報連絡係防火係

○災害対策組織の設置

班 本部

○管理者は教職員へ連絡

○市町村教育委員会から管理者へ連絡がある

今後の対応
決定

鎮　　　　　火

学校へ集合

被害状況調
査、危険箇所
の処理、立入
禁止区域の指
定

業

務

内

容
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第４節 台風時の対応 

１ 対応の要点 

台風は、ある程度予測することができるため、事前の情報収集が最も重要となる。気象情報

を収集して対応を検討し、周知することが災害から身を守る最大の対策である。 

 

生徒の 
状況 

予測から発現まで 災害発生時 災害発生後 

在校時 

○警報、注意報の発表を知

ったら、対応方針を検討

し、周知する。 

○災害の前兆現象が確認さ

れた場合、生徒を安全な

場所へ避難させる。 

○警報、注意報の内容に応

じて、通学路の危険予想

、情報収集や保護者への

連絡など対策を講じる。 

○被災した場所を確認し、

生徒が立ち入らないよう

規制措置を行う。 
○関係機関へ連絡・情報収

集を行う。 
○必要な救護、応急手当を

行う。 

○周辺地域に災害があり校

舎等への避難を要請され

た場合、所要の検討を行

う。 
○校舎等への被害がある場

合は、復旧への応急的対

策をとる。 
○二次災害の可能性を検討

して、対策の継続か通常

への復帰かを判断する。 
 

登下校

時 

○登校時に危険が予想され

る場合は自宅待機を指示

する。（各種の警報が発

令されている場合の対応

は「気象警報と休業措置

について」に従う。） 

○警報、注意報の内容に応

じて、通学路の危険予想

、情報収集や保護者への

連絡など対策を講じる。

（特に下校時） 

 

○連絡網などにより通学途

上の生徒の安全を確認す

る。 

○周辺地域に災害があり校

舎等への避難を要請され

た場合、所要の検討を行

う。 
○校舎等への被害がある場

合は、復旧への応急的対

策をとる。 
○二次災害の可能性を検討

して、対策の継続か通常

への復帰かを判断する。 
○通学路の危険個所を確認

し、通学路の変更や安全

を確認してから登下校さ

せるようにする。 

 



　の教育委員会への報告

○臨時職員会議の開催（対応方針決定）

　・教育委員会に報告

　・生徒への連絡（対応、今後の予定、諸注意）

○保護者への連絡

○校舎内外の異常の有無を点検

○避難所開設の要請に備える
○居残った生徒の保護者
　への引き渡し

○対応状況、負傷者数、施設等被害状況

○応急的補強

○通学路の安全確認

○○警報発令

状況把握

２　状況別の基本的対応手順

（１）在校時の対応

○市町村防災対策本部等からの情報収集

○気象情報の収集確認

安全確保

今後の対応
決定

○教育委員会との協議

下校させる場合

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られる者については保護
者に引き渡す。

　安全な方法で下校させる。

　生徒の帰宅を確認。

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られない者については、
学校で保護を行う。

　生徒に災害情報や保護者か
らの連絡事項を伝える。

　順次、帰宅可能な生徒を保
護者に引き渡す。

　学校が危険となれば、避難
所へ避難する。

学校で保護する場合
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○避難所開設の要請に備える

　・全校生徒の所在・安否の確認

　　（駅等で立ち往生している生徒がいないか）

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られない者については、
学校で保護を行う。

　生徒に災害情報や保護者か
らの連絡事項を伝える。

　順次、帰宅可能な生徒を保
護者に引き渡す。

　学校が危険となれば、避難
所へ避難する。

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られる者については保護
者に引き渡す。

　安全な方法で下校させる。

　生徒が帰宅できたか確認。

○校舎内外の異常の有無を点検

○居残った生徒の保護者
　への引き渡し

○保護者への連絡

○教育委員会への連絡

○応急的補強

○対応状況、負傷者数、施設等被害状況

　の教育委員会への報告

今後の対応
決定

安全確保
○臨時職員会議の開催（対応方針決定）

　・教育委員会に報告

　・登校済みの生徒への連絡（対応、今後の予定、諸注意）

学校で保護する場合 下校させる場合

（２）登下校時の対応

○○警報発令

状況把握
○出勤可能な職員は出勤する

○気象情報の収集確認

授業開始前に各種の警報が発令された場合の対応は「気象警報と休業措置（お
よび公認欠席）について」に従う。
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第５節 大雪時の対応 

 

１ 対応の要点 

大雪は、ある程度予測することができるため、事前の情報収集が最も重要となる。気象情報を収集し

て、対応を検討し周知することが、災害から身を守る最大の対策である。 

 

生徒の 

状況 
予測から発現まで 災害発生時 災害発生後 

在校時 

○警報、注意報の発表を知っ

たら、対応方針を検討し

周知する。 

○警報、注意報の内容に応じ

て、通学路の危険予想、

情報収集や保護者への連

絡などの対策を講じる。 

○対応を決定するまでは、生

徒に適切な指示をして待機

させる。 

○校舎内外の施設設備の点検

を行い、補強等の安全措置

を行う。 

○関係機関へ連絡・情報収集

を行う。 

○周辺地域に災害があり校舎等

への避難を要請された場合、

所要の検討を行う。 

○校舎等への被害がある場合は

、復旧への応急的対策をとる

。 

○二次災害の可能性を検討して

、対策の継続か通常への復帰

かを判断する。 

登下校時 

○登校時に危険が予想される

場合は自宅待機を指示す

る。（各種の警報が発令

されている場合の対応は

「気象警報と休業措置に

ついて」に従う。） 

○警報、注意報の内容に応じ

て、通学路の危険予想、

情報収集や保護者への連

絡などの対策を講じる。

（特に下校時） 

○連絡網などにより通学途上

の生徒の安全を確認する。 

○通学路の危険箇所を確認し、

通学路の変更や安全を確認し

てから登校させるようにする

。 

○周辺地域に災害があり校舎等

への避難を要請された場合、

所要の検討を行う。 

○校舎等への被害がある場合に

は、復旧への応急的対策をと

る。 

○二次災害の可能性を検討して

、対策の継続か通常への復帰

かを判断する。 

 



○応急的補強

○対応状況、負傷者数、施設等被害状況

　の教育委員会への報告

○関係機関への対応

　・教育委員会に報告

　・生徒への連絡（対応、今後の予定、諸注意）

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られない者については、
学校で保護を行う。

　生徒に災害情報や保護者か
らの連絡事項を伝える。

　順次、帰宅可能な生徒を保
護者に引き渡す。

学校で保護する場合

○状況に応じて、関係機関へ連絡

大雪警報発令

状況把握

２　状況別の基本的対応手順

（１）在校時の対応

○関係機関からの情報収集

○気象情報の収集確認

安全確保

今後の対応
決定

○近隣の学校との情報交換

○教育委員会への連絡

下校させる場合

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られる者については保護
者に引き渡す。

　安全な方法で下校させる。

　生徒の帰宅を確認。

○居残った生徒の保護者
　への引き渡し

○保護者への連絡

○校舎内外の異常の有無を点検

○臨時職員会議の開催（対応方針決定）
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○関係機関への対応

○保護者への連絡 ○居残った生徒の保護者
　への引き渡し○校舎内外の異常の有無を点検

○応急的補強

　・教育委員会に報告

○対応状況、負傷者数、施設等被害状況

　の教育委員会への報告

　　（駅等で立ち往生している生徒がいないか）

　・登校済みの生徒への連絡（対応、今後の予定、諸注意）

学校で保護する場合 下校させる場合

（２）登下校時の対応

大雪警報発令

状況把握
○交通途絶等で出勤できない場合は連絡する。

○安全に注意して速やかに出勤

○気象情報の収集確認

授業開始前に警報が発令が発令された場合の対応は「気象警報と休業措
置（および公認欠席）について」に従う。

今後の対応
決定

○関係機関からの情報収集

○状況に応じて、関係機関へ連絡

○近隣の学校との情報交換

○教育委員会への連絡

○臨時職員会議の開催（対応方針決定）
安全確保

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られない者については、
学校で保護を行う。

　生徒に災害情報や保護者か
らの連絡事項を伝える。

　順次、帰宅可能な生徒を保
護者に引き渡す。

　学校が危険となれば、避難
所へ避難する。

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られる者については保護
者に引き渡す。

　安全な方法で下校させる。

　生徒の帰宅を確認。

　・全校生徒の所在・安否の確認
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第３章　事件・事故

１　突然の危険な侵入者への対応

報告

○生徒への対応の指示

指示 ・避難についての指示　・パニックの防止

○関係機関への通報

□警察への通報－不審者の状況、被害の状況

□消防署への通報－負傷者の状況

□教育委員会への通報－発生の第一報

○被害生徒･教職員の状況（氏名、負傷の状況）

○救急車の搬送先－救急車同乗教職員が状況を随時報告

○事故の経過

○警察の現場検証から事件の状況を収集

○管理職の指示により担任等が簡潔に連絡

・事件の発生　・負傷の状況　・搬送先

○目撃者のショックをやわらげるカウンセリング等の配慮

・目撃生徒及び他の生徒についてきめ細かく

○担任が家庭訪問（必要があると判断する場合）

事件目撃者への対応

救
急
車
同
乗

保護者へ連絡

教育委員会へ報告 ○管理職が事件後の対応状況について第二報

不審侵入者発見

校長
（教頭）

第１節　不審者侵入時の対応（生徒に危害を加えようとした場合）

情報収集整理

○通報（大声、警報ブザー、ホイッスル等）

○複数の教職員が急行し、生徒の安全確保と現場確認

○警察への通報（場所、人数、凶器有無）

○消防署への通報

○生徒の避難誘導と、教職員自身の護身

外部への対応

全校集会の開催

○保護者への速やかな説明等、誠意ある対応

対策会議・職員会議 ○会議により今後の対応等について協議

○管理職が担当し、窓口を一本化

医療機関

事故報告書提出

学校安全の再点検

○教育委員会へ提出

○原因の調査と必要があれば改善要請

○事件の概況説明

○生命の大切さ、安全な登下校の指導（保護者の迎え等）
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１　交通事故の対応
（１）事故発生時の対応

まだ

到着

○管理職が担当し、窓口を一本化

○事件の概況説明

○生命の大切さ、安全な登下校の指導

○教育委員会へ提出

○原因の調査と必要があれば改善要請

外部への対応

全校集会の開催

事故報告書提出

通学路の安全点検

医療機関

保護者へ連絡

教育委員会へ報告

対策会議・職員会議

事故目撃者への対応

○事故の状況に応じて必要であれば、会議を開催し、
　今後の対応等について打ち合わせる。

○保護者に説明等、誠意をもって対応

○管理職、担任が速やかに見舞う。

事故発生連絡

救急車到着

第２節　交通事故等の対応

情報収集

学校へ連絡

○管理職の指示により担任が簡潔に連絡
救
急
車
同
乗

○事故に対応できる教職員（生徒指導主事・養護教諭等）

○救急車の搬送先

○被害生徒状況（氏名、負傷の状況）

　２～３名が事故現場へ急行する。

○救急車の手配について確認する。

○救急処置

　出血等の確認→気道確保→呼吸の確認
　→人工呼吸・心臓マッサージ・AED使用

○場合によっては担任が家庭訪問

○目撃者のショックをやわらげる個人面接等

○警察の現場検証から事故状況収集

○事故の経過

○管理職が事故の概要について第一報を入れる。

  ・事故の発生　・負傷の状況　・搬送先

救急車到着
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２　学校内等での事故の対応
（１）授業中などに児童生徒が突然倒れた場合の対応

○発見時刻、発生時の状況等を正確に確認する。

○他の教職員に助けを求める。

ある

なし

ある

なし

ある

なし

○４回繰り返す

○反応（循環のサイン）がでるまで繰り返す。

○記録者を決め、時系列に沿って記録する。

○管理職の指示により担任が簡潔に連絡

  ・事故の発生　・生徒の状況　・搬送先

○管理職が事故の概要について第一報を入れる。

○管理職が担当し、窓口を一本化

○教育委員会へ提出

○管理職が、養護教諭、担任等の役割分担を迅速に指示する。

事故発生

○意識の有無、体温、チアノーゼの有無などの状況を迅速に
　把握する。

教職員役割分担

教育委員会へ報告

人工呼吸を２回

心臓マッサージと人工呼吸

救急車到着

気道の確保

○呼吸が不十分であれば人工呼吸を続ける

○十分な呼吸、拒否する動きがでるまで続ける

○事故の状況に応じて必要であれば、会議を開催し、
　今後の対応等について打ち合わせる。

外部への対応

事故報告書提出

学校医へ連絡 ○養護教諭が事故の概要を連絡し、指示を受ける。

医療機関 ○保護者に速やかな説明等、誠意をもって対応

救
急
車
同
乗

○場合によっては担任が家庭訪問

回復の体位にして、観察を続ける

救急車到着

１１９番通報

保護者へ連絡

○事故原因や状況に基づき、再発防止の具体策や
　具体的な改善点を検討する。

○必要に応じ、全校生徒やＰＴＡに説明し、学校の対応への
　理解と協力を求める。

事故目撃者への対応
○目撃者のショックをやわらげる個人面接等

再発防止策

対策会議・職員会議

意識の有無 呼吸は十分か

十分な呼吸

反応があるか
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（２）水泳の飛び込み時等に事故が発生した場合の対応

○意識の有無、体温、チアノーゼの有無などの状況を

　迅速に把握する。

○発見時刻、発生時の状況等を正確に確認する。

○他の教職員に助けを求める。

○首を動かさないように気をつける。

ある 十分

なし

ある

なし

ある

なし

○４回繰り返す

○反応（循環のサイン）がでるまで繰り返す。

○管理職が、養護教諭、担任等の役割分担を迅速に指示する。

○記録者を決め、時系列に沿って記録する。

○管理職の指示により担任が簡潔に連絡

  ・事故の発生　・生徒の状況　・搬送先

○管理職が事故の概要について第一報を入れる。

○管理職が担当し、窓口を一本化

○教育委員会へ提出

 プールから引き上げる

事故発生

回復の体位にして、観察を続ける１１９番通報

○事故原因や状況に基づき、再発防止の具体策や
　具体的な改善点を検討する。

学校医へ連絡 ○養護教諭が事故の概要を連絡し、指示を受ける。

救
急
車
同
乗

○場合によっては担任が家庭訪問

○必要に応じ、全校生徒やＰＴＡに説明し、学校の対応への
　理解と協力を求める。

事故目撃者への対応
○目撃者のショックをやわらげる個人面接等

再発防止策

対策会議・職員会議
○事故の状況に応じて必要であれば、会議を開催し、
　今後の対応等について打ち合わせる。

外部への対応

事故報告書提出

医療機関 ○保護者に速やかな説明等、誠意をもって対応

保護者へ連絡

気道の確保

○呼吸が不十分であれば人工呼吸を続ける

○十分な呼吸、拒否する動きがでるまで続ける

教職員役割分担

教育委員会へ報告

人工呼吸を２回

心臓マッサージと人工呼吸

救急車到着

意識の有無 呼吸は十分か

十分な呼吸

反応があるか

- 22 -



いずれの場合も爆破予告直後即座に警察、消防に通報しているが、実際に爆発が起きた際には怪我人の
救護が急がれるので再度「救急」を要請する。

　
　　　避難場所での指示等

・人員確認、怪我人等の調査
・状況説明
・不要に不安がらせない対応

　　　　怪我人の救護等
・警察や消防の到着前に怪我人
等の救護を行う。
・警察や消防が到着後はその指
示に従う。
・人員確認で行方不明者がある
場合には警察や消防に伝える。

　　　　　　家庭連絡
・電話、本校HP、まちCOMIメール
などを用いて、保護者に状況説明
を行う。
・自力帰宅、引き取り帰宅に関わ
らず、生徒が帰宅したことの確認
を取る。
・以降の学校再開についての連絡
方法を周知しておく。

爆破予告等の発覚

家庭への連絡として、学校HP,ま
ちCOMIメールで事情説明する。

家庭への連絡として、学校HP,ま
ちCOMIメールで事情説明する。

担任、副担任は生徒が帰宅したことを確
認する。

爆破予告後、①避難する前に、②避難の最中に、③避難後に実際に爆発が起こった場合

b.実際に爆発が起きてしまった場合の対応

①の場合、爆発音がした場所から
遠ざかるように避難させる。放送
機械が作動する場合は的確な指示
を出す。爆発中心部には誰も近づ
かない。

②の場合、爆発音がした場
所から遠ざかるように避難
させる。放送機械が作動す
る場合は的確な指示を出
す。爆発によって怪我人等
がでた場合は避難後報告さ
せる。

③の場合、爆発音がした場所か
ら十分距離があることを確認す
る。近い場合は更に避難する。
その後再度の人員確認を行い被
害に遭っている者がないことを
確認する。

全職員を招集し、情報を共有し、短時間で対応
策を決定し実行する。

情報の伝達と対
応策の決定

家庭への連絡として、学校HP,まちCOMI
メールで事情説明する。生徒へ帰宅の指示をする。

（校内の荷物を持ち帰る。）通常授業に戻る。

猶予がありそうな場合

直後に避難指示を出すとともに、警察、消防への通報と県教委への報告

第３節　爆破予告等への対応

１ 在校時の対応

爆破予告等の発覚

a.実際に爆発が起きる前の対応

警察、消防への通報と県教委への報告

管理職が最善だと考える避難場所を指定し、す
ぐに避難を開始するよう放送する。

一刻の猶予もない場合

最善と考えられる場所への避難
・人員点呼　・事情説明

警察・消防等の点検によって安
全が確認された場合

警察・消防が安全であると判断し
ない場合

校内災害対策本部が授業継続が可
能と判断した場合

校内災害対策本部が授業継続
が不可能と判断した場合

生徒へ帰宅の指示をする。（校内の荷物
はそのままで）
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第３節　爆破予告等への対応

 ２ 在宅時（生徒の登下校中を含む）の対応

a.実際に爆発が起きる前の対応

爆破予告等の発覚

情報の伝達と対
応策の決定

一刻の猶予もない場合

爆破予告発見者が校内にいる者に対し適切な避
難の呼び掛けを放送等で即座に行う。避難後、
新たに校内に入ろうとする者がないように監視
する。

猶予がありそうな場合

管理職に報告し、指示を仰ぐ。その後、校内に
いる者に対し適切な避難の呼び掛けを放送等で
即座に行う。避難後、新たに校内に入ろうとす
る者がないように監視する。

最善と考えられる場所への避難後
・人員確認　・事情説明

・新たに校内に入る者がないように監
視する。・本校HP,まちCOMIメールで自

宅待機を呼び掛ける。

警察・消防等の点検によって安
全が確認された場合

警察・消防が安全であると判断しな
い場合

校内災害対策本部が授業継続が可
能と判断した場合

校内災害対策本部が授業継続
が不可能と判断した場合

生徒へ帰宅の指示をする。（校内の荷物
はそのままで）

②の場合、爆発音がした場所
から遠ざかるように避難させ
る。放送機械が作動する場合
は的確な指示を出す。爆発に
よって怪我人等がでた場合は
避難後報告させる。

③の場合、爆発音がした場所か
ら十分距離があることを確認す
る。近い場合は更に避難する。
その後再度の人員確認を行い被
害に遭っている者がないことを
確認する。

家庭への連絡として、学校HP,まちCOMI
メールで事情説明する。

通常授業を行う。
生徒へ帰宅の指示をする。
（校内の荷物を持ち帰る。）

家庭への連絡として、学校HP,まち
COMIメールで事情説明する。

家庭への連絡として、学校HP,ま
ちCOMIメールで事情説明する。

担任、副担任は生徒が帰宅したことを確
認する。

いずれの場合も爆破予告直後即座に警察、消防に通報しているが、実際に爆発が起きた際には怪我人の救
護が急がれるので再度「救急」を要請する。また、新たに校内に入ろうとする者がないように監視する。

　
　　　避難場所での指示等

・人員確認、怪我人等の調査
・状況説明
・不要に不安がらせない対応

　　　　怪我人の救護等
・警察や消防の到着前に怪我人
等の救護を行う。
・警察や消防が到着後はその指
示に従う。
・人員確認で行方不明者がある
場合には警察や消防に伝える。

　　　　　　家庭連絡
・電話、本校HP、まちCOMIメールな
どを用いて、保護者に状況説明を行
う。
・自力帰宅、引き取り帰宅に関わら
ず、生徒が帰宅したことの確認を取
る。
・以降の学校再開についての連絡方
法を周知しておく。

警察、消防への通報と県教委への報告

直後に避難指示を出すとともに、警察、消防への通報と県教委への報告

b.実際に爆発が起きてしまった場合の対応

爆破予告等の発覚

爆破予告後、①避難する前に、②避難の最中に、③避難後に実際に爆発が起こった場合

①の場合、爆発音がした場所から遠
ざかるように避難させる。放送機械
が作動する場合は的確な指示を出
す。爆発中心部には誰も近づかな
い。
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第４章　疾　病　等
第１節　食中毒発生時の対応
１　初期対応の概要

○欠席連絡・健康観察などから

 ・児童生徒の異常・異変に気づく

 ・異常を訴える児童生徒が普段より多い

 ・欠席者や早退者が通常より多いとき

保護者（本人）から聞き取り ・学級全体の児童・生徒の健康観察

 ・症状の内容・発症の日時 ・他の学級、学年の状況把握

 ・医師の診断の有無と所見

なし ・感染症の疑い（次節で対応）

・欠席者等への対応（必要に応じ家庭訪問等）

あり 対応についての協議

 ・現時点までの状況説明

 ・教職員の役割分担

 ・プライバシー保護

・医療機関の確保と把握

・授業の継続か打ち切りか

・臨時休業 ・医療機関への受診 ・臨時健康診断

・学校給食の停止 ・保護者への連絡 ・保健指導

・原因究明に対する協力 ・早退、欠席等の措置 ・保護者への通知

・外部への対応（一本化） ・家庭訪問

・学校医　・学校給食センター（受配校の場合）

・所管の保健所　・教育委員会

症状の把握

欠席者・早退者

全校集会
（必要に応じ）

・状況説明、保健衛生指導など

（状況や対応内容の説明、検便等各種調査協力
依頼など）

 関係機関への連絡

異常・異変発生

校内対策会議

必要に応じ保護者説明会の開催

学校運営 児童生徒・保護者への対応

症状のある者 症状のない者

登校している児童生徒

学校医・医療機関の指導助言

食中毒の疑い
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２ 職員体制 

（１）校内対策委員会の設置 

①   現時点までの状況説明をする。 

②   学校としての今後の具体的対応策を協議する。 

③   各職員の役割分担を確認する。 

④   発症生徒のプライバシー保護と人権尊重について確認する。 

 

（２）職員の役割 

校     長 
◎関係機関との連絡調整 

◎市町村対策会議等への対応 

教     頭 
◎対策本部（職員室）に詰め、状況把握及び連絡調整 

◎事故報告書の作成準備 

教務主任 

◎全校生徒の出欠状況の整理 

◎保護者向けの文書の作成 

◎関係書類の整備 

担     任 ◎生徒の臨時健康観察 

発症した生徒 

の担任 

◎家庭と連絡をとり、状況確認 

◎発症者報告書（個人）の作成 

◎他の生徒の指導 

保体主事 

養護教諭 

◎発症した生徒の看護 

◎臨時健康観察結果の回収、集計 

◎発症報告書（個人）の回収及び発症児童生徒一覧表の作成 

◎発症報告に基づき、医療機関別に診療を受けた生徒の状況一覧を作

成 

食堂職員 

◎喫食調査用紙の回収、集計及び原因の検討 

◎関係書類の整備 

◎調理場、配膳室の現状保存 

◎検食、保存食、残菜、使用水の確保と保存 

学校医 
◎生徒の健康診断、診療、保健衛生指導 

◎保護者へ依頼すべき生徒の健康管理に関する指導 、 協 力  
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３ 関係機関への対応 

（１）教育委員会への対応 

次の状況等を速報し、指導を仰ぐ。 

ア   食中毒（疑い）の発生を確認した状況 

イ   発症生徒数 

ウ   症状の傾向 

エ   原因に関する事項 

オ   学校がとった措置 

（２）保健所への対応 

ア  状況を報告し、指導助言を受ける。  
イ  原因究明、被害拡大防止、二次感染防止等に関する保健所の対応に協力する。  
ウ  立入り検査や来訪を受けた場合は、担当責任者を定めて対応する。 

（３）食堂への対応 

ア  状況を通報する。  
イ  原因究明のための次のような措置を依頼する。 

・使用食材及び保存食の保存 

・使用食器や器具の現状保存  
・回収した残菜の保存 

 

４  関 係 書 類 等  

（ １ ） 整 え て お く べ き 関 係 書 類  

ア 学校日誌 

イ 出席簿 

ウ 生徒緊急連絡簿 

エ 保健日誌 

ア 献立表綴 

イ 食材発注簿 

ウ 物資受払簿 

エ 検収記録簿 

オ 保存食記録簿 

カ 配食記録簿 

キ 納入業者一覧表 

ク 検食記録  

ア 学校環境衛生検査関係綴 

イ 使用水点検記録簿 

ウ 日常点検記録簿 

エ 従事者検便記録簿 

 

（２）作成すべき関係書類 

ア 発生報告書 

イ 臨時健康観察結果一覧 

ウ 発症報告書（個人） 

エ 発症生徒一覧表 

オ 生徒喫食調査 

カ 医療機関別の生徒診療状況一覧表 

 

５ 救急体制・連絡網 

○学校内の救急体制、医療機関等電話番号などの整備が必要である。 

 

 

 



第２節　　感染症発生時の態応
１　初期対応の概要

○欠席連絡・健康観察などから

 ・児童生徒の異常・異変に気づく

 ・異常を訴える児童生徒が普段より多い

 ・欠席者や早退者が通常より多いとき

登校している児童生徒

保護者（本人）から聞き取り ・学級全体の生徒の健康観察

・症状の内容・発症の日時・喫食状況 ・他の学級、学年の状況把握

・医師の診断の有無と所見

学校医・医療機関の指導助言

マスコミ、地域の関係機関等から情報収集

なし ・食中毒の疑い（前節で対応）

・欠席者等への対応（必要に応じ家庭訪問等）

あり 対応についての協議

 ・現時点までの状況の共通理解

 ・二次感染予防

 ・教職員の役割分担

 ・プライバシー保護と人権尊重

・医療機関の確保と把握

・授業の継続か打ち切りか

・臨時休業 ・医療機関への受診 ・臨時健康診断

・原因究明に対する協力 ・保護者への連絡 ・全員の喫食調査

・外部への対応（一本化） ・早退、出席停止等の措置 ・保健指導

・家庭訪問 ・保護者への通知

・学校医　・所管の保健所　・教育委員会

全校集会
（必要に応じ）

・状況説明、保健衛生指導など

必要に応じ保護者説明会の開催

（状況や対応内容の説明、健康調査等への
協力要請など

 関係機関への連絡

学校運営 児童生徒・保護者への対応

症状のない者症状のある者

異常・異変発生

校内対策会議

欠席者・早退者

健康状況の把握

感染症の疑い
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２ 「伝染病」と「感染症」の定義 

伝染病とは伝染性感染症のことである。つまり、伝染病は感染症に含まれているものであ

る。 

ウイルス、細菌、寄生虫などの微生物が、人体または動物の体内に侵入し、臓器や組織の

中で増殖することを「感染」といいい、その結果、生じる疾病が「感染症」である。 

感染症には人から人へ伝染し流行的に発生する「伝染性感染症」（例：インフルエンザ、

コレラ、結核など）と、人から人へと感染することなく単発する「非伝染性感染症」（例：

破傷風、敗血症など）がある。 

 

３  学校における対応 

学校においては、感染症の中でも人から人に伝染する疾病、すなわち伝染病の流行を予防

することが、生徒が安全に、かつ健康な状態で教育を受けることができるためにも極めて重

要である。 

 

（１）学校において予防すべき伝染病の種類 

第
一
種 

感染症予防法の一類感染症と二類感染症 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルク熱、ラッサ熱、急性

灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス 

第
二
種 

飛沫感染するもので、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が

高い伝染病 

インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱及び結核 

第
三
種 

学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある伝染病 

腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病 

 

 ※重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）は新感染症（平成１５年４月厚生労働省  

通知）であり、出席停止の適用に当たっては、当面、第一種の伝染病と同様  に

取り扱うものとされています。（文部科学省通知）  

 

※重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）の感染の疑いがある場合、受診する前に必ず

事前に電話で保健所又は医療機関に連絡する必要があります。 
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（２）基本的な処置及び対応 

①全身状態の観察    
・バイタルサインのチェック  
・皮膚の状態はどうか 

・のど及び口腔内の状態はどうか 

②状況把握 

・家族の健康状態はどうか  
・学級の状態はどうか  
・他校の状態はどうか  
・地域の状態はどうか 

③生徒の隔離 

・症状のある生徒の隔離 

④保護者への連絡 

⑤他の生徒への指導   
⑥学校医への連絡  
⑦関係機関への連絡  
⑧校内検討委員会の設置 

 



第３節　薬品事故発生時の対応
１　基本的な対応
（１）基本的な処置

（２）初期対応の概要

○救助協力者を求める

○周囲の状況の観察（空き箱等の証拠物、吐物）

○二次災害の予防

ある ○応急処置をする

 ・多量の水や牛乳を飲ませて吐かせる

なし  ・吐かせてはいけない場合の確認

○保温

ある ○吐いた物が気管に入らないような体位にする

○保温

なし

○医師・救急車へ連絡（１１９番通報）

  ・症状及び行った処置を連絡し、今後の対応を聞く

○校内への連絡

○保護者への連絡

○医療機関への付添・看護

○教育委員会への連絡・報告

○学校薬剤師への連絡

○保護者への連絡・対応

○外部への対応（窓口一本化）

人工呼吸

気道の確保

教職員の役割分担

搬送      （救急車かタクシーを原則とし、複数の教職員が付き添う）

医　　療　　機　　関

①　飲む　　－薄めて吐かせる。救急処置をしつつ医師の指示を受ける。

②　吸入　　－新鮮な空気中に連れ出す。気道確保。人工呼吸。

③　皮膚付着－大量の流水で洗い流す。

④　目に入る－大量の流水で洗い流す。専門医に受診する。

事故発見

意識の有無

呼吸の確認
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２ 救急体制・連絡網 

学校内の救急体制、医療機関等の電話番号、事故発生処理票及び受診票などを整備してお

く必要がある。 

 

３ 盗難及び紛失への対応 

（１）対応のポイント 

①外部からの侵入者による盗難である可能性とともに、紛失した薬品が水道水等に混入さ

れるおそれがあるため、速やかな対応が必要である。 

②生命に関わるような事件になりかねないことから、薬品の早期発見が大切である。 

③薬品の紛失が学校の管理下で発生した場合、学校の責任が大きく問われることになるた

め、日常の安全指導及び安全管理が大切である。 

 

（２）緊急対応のフロー図

○理科室の管理責任者が確認

  ・全教職員に使用の有無を確認

  ・薬品台帳等により確認

○管理職に報告　全教職員に連絡

○警察に届出（現場の保存）

○水道水等の飲用禁止の指示・徹底

○生徒の体調調査
  ・異常がある場合－養護教諭個別指導・手当

↓

学校医（専門医）受診

○児童生徒へ説明・所持確認

○全職員による校内点検

○警察の捜査協力

○教育委員会

○必要により、保健所・消防署
関係機関への報告

紛失確認

紛失報告

児童生徒の安全確保

紛失物捜索

 

 

（３）その他の配慮事項 

①安全管理を徹底し、紛失薬品の混入を防ぐ。 

②保護者に事件の状況を文書で知らせ、理解と協力を求める。 

③教育委員会との連携を密にし、適切な対応に努める。 
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第５章 避難所としての学校運営 

第１節 学校が避難所となる場合の基本的な考え方 

学校は教育施設であるが、災害が発生した場合、学校が避難所として重要な役割を果たす

ことになる。災害時における教職員の第一義的な役割は、生徒の安全を確保するとともに、

学校教育活動の早期正常化に向けて取り組むことであり、避難所運営は市町村災害対策担当

部局が主体となって行うものである。しかしながら、学校が避難所となった場合、災害応急

対策が円滑に行われるよう、教職員は避難所の運営について、必要に応じて積極的に協力す

べきである。 

 

○運営体制 

運営体制を定める場合には、市町村災害対策担当部局の職員が配置されるまでの間、避難

所運営に係る業務の全部又は一部について対応することを想定した体制とし、具体的な対応

方策についても定めておくことが必要である。  
この場合、生徒が在校中に学校が避難所となり、生徒への対応と避難者への対応とが同時

に求められる場合も想定しておく必要がある。 

 

○初動態勢 

校長をはじめ各教職員が早急に参集できず、避難所の運営を当初の計画のとおり行えない

場合があっても、参集した教職員により少なくとも次のような業務を行う必要がある。 

・校内にいる生徒の安否確認、避難誘導 

・避難者の受け入れ、誘導 

・救命、救急措置 

・教育委員会、災害対策本部等との連絡、情報確認 

・避難者への情報伝達 

・備蓄物資の配給 

 

○学校施設の使用 

避難所となる場合の学校施設の使用は、それぞれの場所の機能を踏まえて判断する必要が

ある。 

普通教室は、災害対策上やむを得ない場合に限り、適宜開放することとするが、学校教育

活動の再開に備え、一定数は確保することが大切である。また、理科室などの特別教室は、

薬品など危険物が置かれているため、原則として避難者収容のためのスペースとしては使用

しないことが望ましい。 



第２節  避難所の運営組織

救援物資の受け取り・保管・管理・配分

飲料水の確保配給

炊事、食事の配給（全員の当番制）

避難所の清掃、トイレ、ゴミ処理（全員の当番制）

防疫については保健所等と連絡。消毒の実施。

初期消火、出火防止の広報、火災の警戒にあたる。被災地区点

検、危険個所の指示・広報。防犯（警察との協力）

負傷者の救護処置にあたる。重傷者の搬送。

第２次避難（校外）に備える。避難地、避難路の安全確認。

炊　事　係

清掃防疫係

警備防火係

救　護　係

避難誘導係

避難所総括責任者を中心に、各種状況を判断し対策を決定するとと
もに、必要な指示・命令を出す。なお、指示・命令系統は一本化し
ておく。避難所運営会議の設置。ボランティアへの対応。

情報広報係 被害状況その他異常事態を把握し、本部へ連絡するとともに、本部
の指示命令を各係責任者に連絡する。災害情報、安否情報、被災情
報、生活情報等の収集・伝達、デマの防止。関係機関への連絡。避
難者名簿の作成・管理。避難所広報誌・広報板等の作成。

運営本部

物資管理係

給　水　係
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第３節  避難所設営に係る教職員の対応と運営の在り方
１　教職員の対応

情報連絡活動

自主防災組織への移行

災害の発生

連絡用看板の設置。避難者用緊急電話の早急な設置依
頼。メディアを活用した情報収集。

施設開放区域の明示

学校災害対策本部設置

（避難所支援班の結成）

避難者誘導

救援物資の調達配給

ボランティアの受入

炊き出しへの協力

可及的すみやかに名簿を作成。原則として入所時に本部
で記入。

トイレ・ゴミ集積所の管理。食中毒や伝染病など衛生面
への配慮。

運営本部長・副本部長の依頼。班編成、班長会議につい
ての助言。生活上の基本ルールについての助言。

活動拠点の設置。支援班との連携。専門ボランティアに
コーディネーターを依頼。

要請に基づき使用可能な調理室、給食室などの提供。献
立への助言。

避難者の名簿づくり

本部の中に避難所支援班を設置し構成人数を決定。地元
の自主防災組織や市町村災害対策担当部局の職員との協
力体制を確立。学校医・地域の医師会との連携。ボラン
ティア受入準備。

開放できる区域、立入禁止区域の明示。緊急車両やヘリ
コプター発着のスペース確保。高齢者や障害者などへの
優先的配慮。優先区域順に開放

担当者による誘導。避難所使用のマナーと一般的注意の
徹底。

食料・医療物資などを市町村対策本部へ要請。食事・救
援物資の配給経路の把握。高齢者・障害者等や非常持出
品のない家庭への配慮。配給時におけるトラブル回避。

衛生環境の整備

避難所運営組織づくり支援
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２　運営の在り方

 避難所の設置・運営についての責任を有する立場

   ・管理責任者となる行政職員の学校への派遣

   ・医師等の学校への派遣

組織化    ・救援物資の配給・生活環境改善

 派遣調整    ・災害救援ボランティアの派遣

 ・パイプ役

・初動活動

 ・人的支援

・避難所運営

連絡調整・協議

 避難所運営が円滑になされ、かつ学校機能
が回復されるよう、担当部局との調整役と
なり、学校を支援する立場

教育委員会

負担軽減と
学校機能回
復

ボランティア

避難所
運営の
協力

要請

運営上の種々の
要請と連絡調整

市町村（災害対策担当部局）

 第一の役割は、生徒の安全確保、
応急教育の実施。避難所設置・運
営について協力・援助すべき立場

学　　　校

開放施設の決定と避難者の受け
入れ、誘導。災害対策本部など
との連絡、情報確認。

県教育委員会の援助・調整により県内外
の教職員を派遣。自主防災組織・ボラン
ティアと学校が有効に連携できるよう調
整。

避難所運営に係る学校からの要望の連絡
調整

避
難
所
指
定
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各種警報発令時の学校の対応について 

2015 鳥取中央育英高等学校 

 

＜基本的な対応の仕方＞ 

（１）安全確保を最優先し、生徒の安全を確保できないと判断した場合は休校等

の措置をとる。（まち COMI メール、HP で連絡＝午前６時判断を基本とす

る） 

（２）安全確保を最優先するが授業や行事などをできるだけ計画通り実施する。 

（３）警報が出ていても、天候の状況等回復の見通しがあれば通常の授業や行事

を行う（その場合は学校から特別な連絡をしない）。ただし、居住地域等

により登校すべきかどうかを生徒・保護者が判断する（その場合欠席扱い

としない）。 

（４）登下校時及び授業中における自然災害等の対応は別途「危機管理マニュア

ル」による。 
 

＜対応の仕方に関する考え方＞ 

生徒の安全確保を最優先することは当然であり、気象庁が発表する各種の

警報には細心の注意を払って学校の対応をする必要がある。同時に、学校の

教育目標に基づいて計画された大切な一日を簡単にカットしてしまうことは

できない。学校の教育は一日一日が生徒の人格形成のためにあり、そこに全

力を傾注するのが学校の使命であり、授業や行事などはできるだけ計画通り

実施すべきだと考えている。 

よって、生徒の安全確保を最優先するとともに、できるだけ計画通り授業

や行事などを実施するという基本方針の下に、臨時休校等の判断をしたい。        

生徒の安全確保のために注意を要する気象状況については前日から情報を収

集し、その後の時間ごとの予報も参考にし、更に公共交通機関の運行状況等

も考慮して、適切に判断したいと考える。 

また、居住地域によって積雪や風雨等の状況が異なるので、登校すべきか

どうかを一律に学校が指示するのでなく、生徒及び保護者が適切に判断し行

動することを求めたい。したがって、そのような判断のもとに登校を控えた

場合は欠席扱いとはしない。ただし、登校を控えた状況を報告することが必

要である。 

その他、自然災害等への対応は別途「危機管理マニュアル」による。 

 


