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Ｉ 防災管理計画

１．目的

本校における防災管理とは、火災や自然災害による事故の要因となる学校環境や通学を含む学校

生活における危険を予測し、それらの危険を速やかに除去するとともに、災害の発生時及び事後に、

適切な応急手当や安全な措置が実施できる体制を確立して、生徒等の安全を確保することである。

２．職員の任務

（１）火災、地震、風水害等の自然災害の発生にあたっては，この計画に従って素早く行動しなければ

ならない。

３．災害時の対応

（１）火災に対する対応

①初期対応

（ア）火災警報装置が作動した場合は、直に現場を確認する。

（イ）火災を発見した場合は，発見者が他の教職員や生徒に声や火災報知器で火災を伝えるとともに、

出火場所と状況を職員室（教頭）に伝える。

（ウ）教頭は、直ちに消防本部（１１９番）に通報し，校長に報告する。

（エ）職員は初期消火に努める。

（オ）負傷者がいれば直に火災場所から搬出し、応急手当を行う。

（カ）火災の場所や規模、風向きなども考慮して避難場所を決定する。

②避難

（ア）生徒在校の場合は，生徒の避難を最優先とする。

（イ）火災に状況に応じて、「火災発生。運動場に避難。タオルで口を押さえながら、低い姿勢で逃

げる。」など的確な指示を行い、迅速かつ安全に生徒を避難させる。

③報告

（ア）玖珠町教育委員会に電話通報し，事後文書報告を行う。

（２）地震災害への対応

①初期対応

（ア）屋内では落下物、転倒物、ガラスの飛散等から身を守る態勢を取らせる。

上からものが「落ちてこない」横からもものが「倒れてこない」「移動してこない」場所を見

つけ頭部を保護する。

・机があればその下にもぐり机の脚を持つよう指示する。



・実験等で火気を使用していたり、工作等で工具を使用していたりした場合は、火傷やけがに

注意するよう指示する。

（イ）屋外運動場では落下物を避けるため校舎等から離れ、運動場の中央に避難させる。

（ウ）二次的に起こる火災を防ぐため、給湯室、家庭科室、理科室等の火気の始末を徹底する。

（エ）職員室に在室する教頭又は教職員は、緊急放送をする。状況に応じて、生徒の安全確保、避難

経路の確保、火の元の初期消火を職員に指示する。

②避難

（ア）揺れが収まった後、校舎の大規模な損壊の恐れも考えられるため、本部（教頭）の指示により、

教職員による誘導で運動場中央に避難を開始する。その際、余震による落下物から身を守るた

め、頭部を保護しながら避難するように指示する。

③生徒の下校または引き渡し

（ア）校区内の交通事情や生徒の居住地の被災状況の危険性にも十分配慮した上で行う。安全の確保

が確認できない場合は学校に留めおき、保護者に引き渡す。

（イ）担任は「保護者への生徒引き渡し名簿」で確認し、保護者へ引き渡す。

（ウ）担任は教頭に生徒の下校または引き渡し状況を報告する。

（エ）校長は、玖珠町教育委員会へ報告する。

④留意点

（ア）登校時や在宅時に地震が発生した場合など、生徒が自分で瞬時に安全の為の行動を実践するこ

とが求められるため、平素から「上からものが落ちてこない場所、横からものが倒れてこない

場所や移動してこない場所に身を寄せる」など、生徒一人一人の判断による対応ができるよう

指導しておく。

（イ）緊急地震速報の警報音による安全確保訓練や様々な場面を想定した訓練を行う。

（ウ）登下校中や在宅に地震が発生した場合の対応として以下の指導をしておく。

・カバンや持ち物で自分の頭を保護する

・建物や、塀、崖下、河川から離れる

・自動車は思わぬ動きをするので離れる

（エ）また、登下校中に地震が発生した場合は

・原則として自宅か学校のどちらか安全で近い方に向かう。学校は森地区の避難場所になってい

るので、自宅の安全が確保できない場合は学校（体育館）に避難する。

（オ）校外活動中の場合、携帯、スマートフォン等による地震情報等必要な情報の収集に努める。在

校している職員（教頭または校長）は引率教諭にメールで状況確認をし、校長は、生徒の安全

確保のための避難を指示する。引率責任者は生徒の安全確保を最優先に避難を誘導する。



（３）風水害への対応

①初期対応

（ア）気象情報をテレビ、ラジオ、インターネット等で収集する。

（イ）大雨警報、洪水警報、暴風雨警報等が発表された場合、これら警報が発表される可能性がある

場合、または、避難勧告が発令された場合、注意報・警報の内容、気象情報、気象レーダー等

を確認した上で、生徒等の登校もしくは自宅待機、臨時休業、在校時については、下校もしく

は校内での待機等を速やかに検討し、教育委員会と相談の上、決定する。

（ウ）登下校時刻や方法については、河川、水路の状況や天候、交通機関の運行状況などを把握し、

集団登校、保護者の送迎、集団下校、保護者への引き渡しなど生徒等の安全を考え決定する。

早めの対応を心がけ、時期を逸して危険な状況の中を登下校させることのないように注意す

る。

（エ）強風による転倒、移動のおそれのあるものの固定、風圧によるドアの開閉や窓ガラスの飛散に

よるけがの防止など予想される被害に対して適切な処置を行う。

②避難

（ア）大雨による土砂崩れ、洪水による浸水などの危険が迫ったと判断される場合、（避難勧告等の

連絡があった場合）は生徒等を安全な場所へ避難させる。すでに道路の水路が溢れ、浸水して

いるなど学校の２階に滞在する方が安全と判断される場合は、次善の策として教室待機を検討

する。

③留意点

（ア）情報収集に当たっては、大雨、洪水、暴風の各注意報の中で警報の可能性に言及している場合

や時間的余裕を持って警報が発表される場合があることに留意する。

（イ）校外活動を行う場合、出発前に現地の気象情報を確認し、状況によっては、計画の変更、中断、

中止等の適切な措置を講ずる。

（ウ）校外活動中の対応

・大雨や強風が予想される場合、出発前のみならず現地でも最新の気象情報の入手に努めると

ともに、警戒等の発表時には、現地の防災関係機関からの情報を学校に連絡し、校長の指示

により計画の変更、避難などの措置をとる。

・風雨が小康状態となっても、土砂災害等に時災害の危険があるので、引き続き現地の防災機

関からの情報を踏まえて、校長の指示により行動する。



（４）積雪への対応

①初期対応

（ア）気象情報をテレビ、ラジオ、インターネット等で収集する。

（イ）大雪警報等が発表された場合、または、これら警報が発表される可能性がある場合、注意報・

警報の内容、気象情報、気象レーダー等を確認した上で、生徒等の登校もしくは自宅待機、臨

時休業、在校時については、下校もしくは校内での待機等を速やかに検討し、教育委員会と相

談の上、決定する。

（ウ）登下校時刻や方法については、積雪の状況などを把握し、集団登校、保護者の送迎、集団下校、

保護者への引き渡しなど生徒等の安全を考え決定する。早めの対応を心がけ、時期を逸して危

険な状況の中を登下校させることのないように注意する。

②降雪・積雪時の留意させること

（ア）車道をやむなく歩く場合、一列で歩く。

（イ）下の方ばかり向いて歩かない。全体に目を配り注意をする。

（ウ）屋根や木の下等からの落雪に十分注意する。

（エ）自動車の往来には注意する。（スリップ等）

（オ）車道での雪遊びはしない。

（カ）ジャンパーやズボン等のポケットに手を入れたまま歩かない。

４．避難訓練の実施計画

５月 火災想定 避難経路・避難場所・避難の仕方

１０月 台風時対応訓練

１月 地震・火災想定 避難訓練

不定期 緊急地震速報の警報音による安全確保訓練



Ⅱ 危機管理

１．学校危機管理マニュアル

＝学校での事件・事故など緊急事態発生時の対処、救急及び緊急連絡体制＝
＜基本的な構え＞

１．生徒の安全確保と生命維持を最優先とする ２．管理職は冷静で的確な判断と指示を行う
３．迅速で正確な通報や連絡と適切な対処を図る ４．学校全職員による組織的な対応であたる

→報告

←指示

→報告

←指示
→報告

←指示

→報告

←指示

校長（教頭）

・事態や状況

把握と判断

・対応、指示

・連絡、報告

教 諭

○防御

・暴力の抑止と

被害の防止

［各担任］

○避難、誘導

・避難場所への

迅速な誘導

［各担任］

・避難場所での

安全確保

養護教諭

・負傷者等の把

握

・症伏の確認

・応急手当

・ＡＥＤ

学校医

・状況によって

処置対応

校長と教頭が不在の場合は、教務主任を中心に対応する

保護者、家庭玖珠町教育委員会 関係機関（警察・消防・病院等）

家庭への連絡（担任） 付添搬送（養教）

医療機関

〔地域や警察の協力を得て取り組む安全対策〕

１．登下校の安全対策

・通学路の点検と見直し

通学路安全マップの作成、危険箇所等の登下校実地指導

・安全な登下校の実施

地区ごとの集団登下校、保護者（教職員）による一人通

学区間の同行、校区の方による見守りの連携

・安全教育の実施

警察の協力による防犯教室や不審者対応訓練の実施、Ｐ

ＴＡによる「子ども連絡所」依頼活動

２．情報の提供、共有

・不審者、不審車両等の連絡システムの見直しと改善

・不審者等情報があった場合の事後対応の徹底

３．生徒を守る地域の連携協力体制づくり

・学校、保護者、校区の連携による見守り意識の共有を、機

会あるごとに図る。

重大な事件・事故発生の場合
事件・事故対策本部

本部長（校長）副本部長（教頭）
○外部との対応
・記録、連絡、報告等の徹底
・保護者への説明
・報道機関等との対応
・教育委員会との対応

○情報の収集、整理
・事件や事故の概要と問題点
・生徒、不審者、教職員の状況
・通学路の安全確保
・保護者等の意見聴取
・記録の整理
・情報の集中管理

○教護活動（生徒のメンタルケア）
・健康状態の把握

○教育再開準備
・実態に即した指導計画の作成
・施設、教材等の準備
・指導体制の整備

○再発防止対策の実施
・安全管理の充実
（施設設備等の充実）
（マニュアルの見直し）

・安全（防犯）教育の充実

発見者

・発生の事態や状況の把握

・近くの子どもの安全確保

・協力要請や緊急通報

事件・事故発生

最寄りの教職員等 事件や事故発生の通報



２．学校への不審者対応マニュアル

関係者以外の学校への立ち入り ※玄関入り口に案内設置

不審者かどうか

○不審な行動をしていないか。（不自然な場所への立ち入り，凶器や不審なものの所持）
○声をかけて用件を尋ねる。（正当な用件か。）
・生徒の学年・氏名を答えられるか。（保護者）
・職員の名前・職種・担当が答えられるか。

正当な理由なし 正当な理由あり

丁寧に校地内からの退去を求める

退去しない 退去した

危害を加える恐れはないか （再び進入する恐れがないか見届ける）

ある ない 再び退去を求める

不審者の乱入
（凶器を持って暴れる。）

隔離・通報する

・周辺の生徒を避難させる。
・職員室へ緊急連絡する。（状況によっては大声で非常ベルで）
・教職員が現場へ急行，暴力行為抑止と退去の説得（校長・教頭）

・校内放送で不審者の侵入を伝える。（教頭）
「これから緊急生徒集会を開きますので○○を通らないで□□□□に集合してください。」

・１１０番通報（教頭）
「玖珠町立森中学校です。不審者が侵入して暴れています。」 直ちに来てください。

教育委員会へ緊急連絡・支援要請（校長・教頭）

避 難 〈授業中・休み時間〉

校内放送を聞いたら，生徒を避難場所（体育館）へ避難させる

負傷者がいる。 ・１１９番通報（教頭） ・応急手当（養護教諭） ・保護者への連絡（担任）

事後の対応 ・情報の整理と提供 ・保護者への説明 ・心のケア ・再発防止対策実施

○避難訓練の実施計画・・・１月 不審者想定 避難経路・避難場所・避難の仕方



Ⅲ 学校防災 教職員研修計画

１ 目的

予期せぬ地震や火災、風水害等の緊急時に、生徒の生命・身体の安全確保を最優先し、適切な対応

がとれるよう、教職員の保防災意識の向上と、防災対応能力を高める研修や訓練を実施する。

２ 内容

○防災計画・安全計画の周知徹底

○出火防止対策の周知徹底

○火災時の活動内容の周知徹底

○地震時の周知徹底

○風水害時の周知徹底

○不審者侵入時の活動内容の周知徹底

○安全点検の実施

３ 研修・訓練の実施計画

月 内 容

４月 防災計画・安全計画の周知

５月 避難訓練(火災対応)

６月 安全点検

７月 風水害時の危機管理の周知

８月 不審者対応研修

９月 安全点検

１０月 台風時 対応訓練

１１月 ストーブ使用時の出火防止対策について

１２月

１月 安全点検 地震・火災 避難訓練

２月

３月 安全教育・防災教育の見直し



Ⅳ 森中学校安全点検実施計画
玖珠町立森中学校

１．安全点検の目的

○潜在危険を早期に発見し、生徒の事故災害を未然に防止する。

○生徒の行動等を観察することで徒生徒の事故災害を未然に防止する。

○点検を通して、生徒が安全に行動する能力と環境の安全確保に努力する態度を養う。

○点検結果に基づき、的確な処理及び改善を行い、事故災害の可能性を除去する。

２．安全点検

（１）日常点検

○普段の生活の中で絶えず安全に対する意識を持ち、身の回りの危険を発見したり適切な措置を

行ったりする習慣をもつ。

（２）定期点検

○日頃十分に目が行き届かない箇所を定期的に点検し、すべての安全の確保に努める。そのため、

学期に１度「安全点検の日」を定め、全職員で組織的に点検する。

（３）臨時点検

○学校行事で事故が起こったりすることのないようにするため、行事前には使用する場所の安全

点検を行う。

３．事後措置

○施設・設備について、生徒の安全の確保を図る上で支障となる事項があった場合は、即座に、そ

の改善を図るために必要な措置（必要に応じて危険箇所の明示、施設及び設備の修繕等）防止す

るための措置をを講じる。また、即座にその措置を講ずることができないときは、玖珠町教育委

員会に対し、その旨を申し出る。

４．安全点検実施方法

（１）安全点検の時期

・安全点検は学期１回(６月、９月、１月)に実施する。

・その他、日常点検に加えて、必要に応じて臨時の安全点検日を設ける。

（２）安全点検者

・安全点検は、学校の教職員全員によりおこなう。

・臨時の安全点検は、学校行事の前後や災害時にその都度必要に応じて関係職員を中心に行う。

・日常の安全点検は、日常的に職員が全員で行う。

（３）安全点検の方法

・定期点検実施にあたっては、安全点検表にそって点検をおこない、結果を記入する。



（４）安全点検の事後措置

・安全点検の結果、発見された危険については、学校内で処理できるものについては、速やかに処理

し、その旨を点検表に明記する。学校内で処理できないものについては、校長の指示に基づいて専

門業者等に処理を依頼する。

→危険物の除去（石、ガラス片、不要な釘等） ・修理又は取り替え ・使用禁止、使用上の注

意や指示の明示 など

点検箇所及び担当     

原 自転車置場、３階学習室、３階トイレ、 

川野 １の１教室、前廊下、音楽室 

  佐藤 北階段、理科１（準備室）、中央階段 

  池永 北３階フロア、美術室（準備室）、南３階トイレ前フロア 

梅木 生徒玄関、玄関前フロア、体育館への渡り廊下 

後藤 運動場、体育館、体育館トイレ、２の１教室、 

平松 ２の２教室、前廊下、手洗い場、理科２ 

木付 調理室、被服室（準備室）、学習支援教室①②、 

浅井 北２階フロア、２の１前廊下、西階段 

奥田 ３の１教室、前廊下、技術室、ＰＣ教室 

牧 ３の２教室、前廊下、手洗い場、生徒会室、 

金岡 北階段、北トイレ、職員男子更衣室 

羽野 ２階渡り廊下、２階トイレ、いやしの部屋 

吉田 保健室、職員女子更衣室、生徒女子更衣室、 

麻生 図書館 

樋口 事務室 

石井 給食コンテナ室、給湯室、職員トイレ、 

校長 校長室、職員玄関 

教頭 職員室、教材室、相談室、印刷室 


