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第 1 部 危機管理体制 

１ 危機管理の目的とプロセス 

（１）危機管理の目的 

①子どもと教職員の生命を守る 

②子どもと教職員の信頼関係を維持し、日常の組織・運営を守る 

③学校に対する保護者や地域社会からの信用や信頼を守る 

（２）危機管理のプロセス  

①危機の予知・予測  

過去発生した事例から、危機発生の原因や経過等を分析・検討することにより、発生の前

兆等を明らかにし、危機の予知・予測に努める。 また、生徒や社会の現状・変化等を踏まえ、

今後発生する可能性のある危機を想定し、その危機の予知・予測に努める。 

②未然防止に向けた取組  

日頃から、生徒一人一人への継続的な支援や、施設・設備の定期的な点検等により、未然

防止に向けた取組を行う。 また、生徒、保護者、地域の人々からの情報収集等により、危機

を予知・予測し、問題の早期発見に努め、危機に至る前に解決する取組を行う。  

③危機発生時の対応  

危機が発生した場合、「緊急対応」として、生徒、教職員の生命や身体の安全を守るとと

もに、被害を最小限度にとどめる。  

④対応の評価と再発防止に向けた取組  

緊急時の対応を事態収拾後に総括し、再発防止に向けた取組を実践していく。 また、未

然防止の取組についても、定期的に評価し改善していくとともに、日々の教育活動の充実に

努める。  

 

 

２ 危機発生時の緊急対応 

（１）緊急対応における要点 

①冷静な対応  

示された手順・内容に従い、最優先とする対応は何かを意識しながら、冷静に対応する。  

②管理職のリーダーシップ 

危機発生時、管理職は状況を判断し、全教職員に「緊急対応を行う」旨を明確に伝え、役

割分担等について的確な指示を行う。 また、教職員からの報告・連絡が円滑に行えるよう、

管理職は所在を常に明らかにしておく。  

③正確な情報収集及び情報の共有化  

事件・事故発生時、周囲にいた生徒等から可能な限り正確に聞き取った情報を、対策本部

において整理し、要点を文章化し、教職員でその情報の共有化を図る。  

④組織的な対応  

対策本部での決定事項を教職員全員で共有し、学校全体で組織的に対応できる体制をつ

くる。また、混乱した状況では、教職員の臨機応変な対応が必要となるが、個人の判断で

対応することは極力避ける。やむを得ず個人の判断で対応した場合は、必ず事後に報告す

るなど「報告・連絡・相談」の徹底を図る。 

⑤保護者・地域との連携 育友会役員や地域の関係者と協力して危機の解決に当たるとともに、

生徒及び学校の教育活動を守る体制づくりをする。  
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＜緊急保護者会の開催＞ 

緊急保護者会の開催については、教育委員会や育友会役員等と連携を図り、事件、事故が当事者

だけでなく、他の生徒及び保護者に与える影響が大きい場合や、生徒及び保護者に、不安感や不信

感が高まっている状況等を考慮する。  

・事件、事故についての正確な事実や対応の概要を説明することで、噂の流布等による混乱

を避ける。  

・学校運営の正常化を図るため対応方針を説明し保護者や地域の人々の協力を求める。 

・学校の対応方針等に対する保護者の要望や考えを聞く。  

※開催上の留意点 

・説明内容の十分な準備 として、学校が収集した情報について、事実と確認した情報とそ

うでない情報の整理や、事件・事故の背景等を分析し、説明内容について準備しておく。  

・個人情報への配慮として、事件・事故にかかわる生徒の人権やプライバシーについて 最

大限の配慮を行う。 

・保護者会での説明内容や協議事項、今後の対応方針等について協議し、教職員の共通理解

を図っておく。  

・保護者会においては、様々な意見や要望が出されることが考えられる。それらを受け止め

た上、誠意をもって対応する。  

・開催目的・内容等について、教育委員会や育友会役員と事前に協議する。必要な場合は、

助言や職員の保護者会への同席等を、教育委員会に依頼する。 

 

＜報道機関への対応＞  

・個人情報や人権等に最大限に配慮しながら、事件・事故についての事実を公開していく姿

勢で対応し、事実を隠しているのではないか等の誤解が生じないようにする。 また、公

開できる情報はきちんと伝えるが、プライバシー保護等の理由から伝えられない場合、そ

の旨を説明し、理解を求める。  

・報道を通じて、事件・事故の概要だけでなく、学校の対応状況や今後の方針を広く保護者

や地域の人々に説明できる。学校と報道機関との関係が協力的なものとなるよう、誠意を

もって対応する。  

・報道機関に情報を提供する場合、どの機関に対しても公平に情報を提供する。  

・取材要請があった場合、対応は教頭が窓口となる。また、重大な懸案事項に対しては、校

長が対応する。  

・多くの取材要請が予想される場合、生徒の動揺を防ぎ、正常な学校運営を維持する観点か

ら、校内の立ち入り・取材場所、時間・生徒や教職員への取材に関しての依頼を文書等に

より行う。  

・取材要請があった場合、後に連絡が必要となることがあるので、必ず社名、記者名、連絡

先等を確認しておく。  

・あらかじめ取材意図等を把握し、予想質問に対する回答を作成することなどにより、的確

な回答ができるように準備する。その際、事実関係が正確に把握できているか、推測の部

分はないか、人権やプライバシー等への配慮はできているかなどの点に留意する。  

・不明なことや把握していないことは、その旨を明確に答える。誤解につながるような曖昧

な返答はしない。  

・記者会見を開く際の留意事項等について、事前に教育委員会と打ち合わせておく。  

・取材要請が多い場合は、教育委員会と連携を図り、記者会見を開くことで対応する。その

際、会見場所、時間等については、学校運営が混乱しないよう考慮した上で決定する。取

材が長期化する場合は、記者会見を定例化することも考えられる。  
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（２）危機発生時の緊急対応のモデル    ＝ 初動対応の①～⑤ ＝  

 

※校長不在時の対応判断・指示
又は

　　　

　・応急措置 　・動揺を鎮める 　・施錠等による 　・行為の制止

　・救急車の要請 　・場所の移動 　　立ち入り禁止 　・負傷の有無確認

　・事情聴取 　・事実確認 　　措置 　・場所の移動

　　（可能な場合） 　・事情聴取

　・救急車への同乗

　　（事情説明）

1 いつ
2 どこで
3 だれが
4 何を
5 なぜ
6 どのように

さ 最悪の場合を考えて

し 慎重に

す すばやく

せ 誠意ある行動

そ 組織的に

○負傷生徒 ・継続した心のケア

○負傷生徒の保護者 ・誠意ある態度での対応

○加害生徒 ・暴力行為等には毅然とした態度で

○加害生徒の保護者 ・今後の対応について理解を得る

○他の生徒 ・関係生徒の人権やプライバシーに配慮

・教職員間で説明内容の共通理解を

○他の生徒の保護者 ・保護者説明会等の開催の有無

○報道関係 ・窓口の一本化と誠意ある対応

校長 教頭 生徒指導主事

緊急対応の周知
③緊急連絡

事件・事故発生

　　　複数で分担して）

（５Ｗ１Ｈ※→

※５Ｗ１Ｈ

①発見・通報・初期対応

②情報の集約

※可能な限り、多くの職員で対応する

負傷生徒への措置 周囲の生徒への措置 現場の保存 加害生徒への措置

⑤組織的な対応　　　「報告・連絡・相談」の徹底

教育委員会
との連携

⑦再発防止の取り組み

教育委員会へ報告書の提出

関係機関との継続的な連携

⑥問題の背景分析

ＰＴＡ、地域
との連携

・反省、謝罪、再発の防止等ていねいな指導

・情報の共有化

・役割分担

・留意点の確認

・支援の要請

④対策本部の設置

（校長・教頭・生徒指導主事等）

関係機関と
の連携

・事実の連絡

・事実の整理
・今後の対応方針の決定
・役割分担の決定
・記録

緊急職員会議

・搬送先の
　　病院名等

・救急車の要請

２２－４６７０

２２－４０６４

119

・事実の連絡

・事実の連絡

負傷生徒の
保護者

教育委員会
加害生徒の

保護者
消防 警察

教務主任

※危機管理のさしすせそ

２２－２１３１

佐伯警察署

米水津駐在所
３５－６００１

・事実の連絡

・来校の依頼
 又は家庭訪問

　　の実施

 



 
 

 
 
 5 

（３）避難場所及び避難経路 

 

緊急時の避難場所一覧 

危機の種類 避難場所 電話番号 

台風・集中豪雨 本校 ２３－１５２６ 

地震・津波 

地震：第１次避難場所（本校／北グランド） ２３－１５２６ 
津波：第２次避難場所（本校北校舎屋上、本館

屋上３階） ２３－１５２６ 

津波：第３次避難場所（五所明神又はやまばと公園） ２２－１２５６（五所明神） 
火 災 本校グラウンド ２３－１５２６ 

不審者侵入 本校グラウンド ２３－１５２６ 

 
 

＜１０ｍを超える津波への対応＞ 

１０ｍを超える大津波が予想される場合は、第３次避難場所（五所明神またはやまばと公園）

に避難する。避難経路は、下図の通り。 
五所明神は、北グラウンドから新常盤橋に出て、佐伯中央病院信号を横断し、南海病院方面へ

市道を直進する。南海病院前の道を右折し、踏切を渡り、高台の五所明神を目指す。 
やまばと公園は、正門から出て直進して曽根病院手前を右折し、公園に至る。 
いずれも、生徒５０１名と教職員４６名の避難場所として使用する。五所明神、やまばと公園

はいずれも地域の避難場所でもある。 
                           （平成３０年４月２０日策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 やまばと公園 
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第２部 事項別危機管理（緊急対応の要点と未然防のポイント）    

（１）台風・集中豪雨 

 

台風・集中豪雨  

     

情報の収集 

 □テレビ・ラジオ・インターネット・１７７電話等で気象情報を収集する。 
□教育委員会や市（振興局）の担当課等からの避難情報等の収集。 
□地区内および通学路の土砂崩れ等がないかの情報収集。 
□※自宅待機措置等の場合は職員による安全確認。→迂回路、通学路変更指示。 
□環境整備と予防策 
※台風等事前に分かっている場合は、体育館・特別棟・本館教室の窓の暴風雨対策をする。 

※樹木、堀、ガラス窓、戸口などの補強や、置物、道具類の片付け等の事前対策。 

 

  
   

下校・待機・臨時
休業等の判断 

 
※対策本部設置 

 
下校させ

る場合 

□安全な下校ができる時間内に下校させる。 

□生徒の帰宅確認（帰宅即担任への電話）を学級ごとに行う。 

※帰宅確認時に家庭での保護者、大人の在宅状況もつかんでおく。  

   

 
学校で待

機させる

場合 

□早めの下校措置がとれなかった場合でなおかつ風雨の状態が一時的と判断される

場合については、学校での待機もありうる。 

※ただし、待機後の下校措置が安全にできるかどうかの判断を行うこと。 

※生徒の引き渡し等のための連絡網（携帯）の確認。 
 

  

 

自宅待機

させる場

合 

□前日または当日のあらかじめ決めておいた時間に、校長のもと「自宅待機」の決

定を下す。 

□教頭は職員連絡網で職員に周知、担任は学級連絡網で各家庭に周知する。 

□職員については出勤を原則とする。職員の安全出勤が危ぶまれる際は、勤務対応

等別途校長が連絡する。 

□待機の解除は、通学路の安全状況が確認された後。 

※ただし、可能な交通手段の確認を必ず行って決定する。 

※自宅待機が長時間続き登校・出勤が困難と判断される場合、「臨時休業」の連絡

を職員、生徒に行う。 

 

  
  

事後の対応と措置 

 □学校再開の前に、 

 ①通学路の安全確認（育友会役員による情報、職員による現地確認）を行う。 

②通学手段の確認（徒歩、自転車、保護者送迎）を行う。 

③学級担任より生徒連絡網で登校（時間・日課等）連絡を行う。 

□施設設備の被害状況の確認し、市教委に報告する。 

 

 

指導上の留意点 

○情報収集手段の整備・点検 

 ・ラジオ・テレビ・電話・ファクシミリ・インターネットおよび防災無線の整備・点検。 

 ・教職員連絡網・生徒（保護者）連絡網、関係諸機関連絡先一覧の作成・点検。 

 ・情報収集のための育友会役員や区長等との情報連絡体制を整えておく。 

○校区内の危険箇所の把握および周知 

 ・佐伯市への照会（鶴谷地区ハザードマップ）により、校区内の危険箇所（土石流危険箇所等）を把握し、生徒・保

護者および教職員に周知しておく。 

○通学路の確保・家庭訪問、交通指導、下校指導等の機会を活用して、日頃から生徒の通学路の安全、危険箇所を確認

しておく。 

 



 
 

 
 
 7 

（２）地震・津波 

 

指導上の留意点 

○緊急地震速報に対する対応 

 ・全校放送にて「緊急地震速報」が流れたら、まずはその場でゆれがおさまるまで動かず、身の安全を確保することを

徹底する。 

○情報収集手段の整備・点検 

 ・携帯用ラジオ・ハンドマイク・防災無線等の整備と点検 

○防災体制の確立 

 ・日頃から教職員の危機管理意識を高めるとともに、マニュアル等に基づいた防災体制の点検・整備をしておく。 

○実践的な避難訓練の実施 

 ・生徒が地震発生時に落ち着き、正しい行動がとれるように、日頃から緊急時の安全な行動の取り方について理解さ

せておくとともに、様々な場面を想定した防災避難訓練を実施する。 

地震（発生） 
 ※東南トラフ地震の発生の可能性はいつ起こっても不思議ではない。本校でも、地震、津波に関する

危機管理意識が求められる。  

     

安全確保 
火の始末 

 ※大きな揺れを感じたら、 
□授業担当教諭は、「落ち着きなさい。」「窓から離れて机の下にもぐりなさい」等の指示をする。 
□身を隠すところのない場合は、落下物から身を守るよう本等で頭部を保護し、低い姿勢をとらせる。

「本を頭の上にのせなさい」「低い姿勢になりなさい」  
□各部屋の火気を使用中の職員は、直ちに消化し、ガスの元栓を閉め、電気器具はコンセントを抜く。 
□授業担当者、各部屋の職員は出入り口を開放するなど避難経路を確保する。 

 

     

情報収集 
※瞬時に行う 

 
管理者 

□テレビやラジオ等で地震・津波情報を把握する。 
□初期の揺れに対する状況を正確に把握し、負傷者の救護や避難の指示を決定する。  

   

 
授業者 

□生徒の動揺をおさえ、負傷の有無や負傷の程度、避難時の安全（教室及び教室近辺の
被害・損壊状況、転倒・落下の危険性など確認する。 

□生徒の不安を増大させないよう、原則としてその場を離れない。 
 

  

 

待機者 

※役割分担に応じた行動をとる。 
□分担して東・中央・西階段に急行し避難路の確認、教室の負傷生徒の確認を行う。 
□避難経路、負傷者の有無を管理職に報告。 

□負傷者がある場合は養護教諭が応急処置。 

 

    

避難指示・誘導 

 

管理者 

□揺れが収まり、避難経路・避難場所の安全が確認できたら、放送による避難指示。 
「地震が収まりました。生徒は静かに運動場（避難場所）に避難しなさい。」２回 
□放送が使用できない場合はハンドマイクまたは肉声で。 

※津波情報を確認し、避難場所（運動場）へ移動する。ラジオの携帯。 

 

  

 
授業者 

□指示に従い、生徒の避難を開始する。 
※「押さない・走らない・しゃべらない」（お・は・し）の指示と誘導。  

  

 
待機者 

□避難経路、避難場所において誘導と安全確保の分担につく。 
□逃げ遅れた者がいないかの確認をする。  

    

※津波警報発令 ※注意報も同等とし、第２次避難場所（校舎北校舎、本館屋上）の安全確認を行う。 

    

避難場所での対

応※２次・３次避

難場所への移動 

 □教職員は、人員確認および負傷者の状況確認を速やかに行い、管理職に報告する。 
□負傷者の状況を判断して、速やかに救急車を要請する。養護教諭は応急処置をとる。 

※「津波警報」発令の場合、第２次避難場所（本館屋上、北校舎屋上）もしくは第３次避難場所（やまばと公
園）へ移動する。 

 

    

事後の対応と措
置 

 □警報（注意報）の解除をうけて、安全確認の後、各教室に帰還する。 

□校区内の被災状況等を振興局や地域の情報から把握する。 
□通学路の安全確認をする。 
□生徒の引き渡しで生徒を下校させる場合は、保護者との連絡が取れるまで学校に待機させる。 

□管理職は、学校の状況を教育委員会に報告（第一報）し、必要があれば支援要請を行う。 
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地震防災隊組織表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役割分担表 

 

担当者 内 容 

防災隊長 
防災副隊長 

１．地震防災隊の活動に関する一切の権限を持つ。 
２．情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせる。 
３．地震の発生を各班長に伝達し、校内にその旨必要な措置について周知する。 
４．避難誘導班に、生徒の避難誘導にあたらせる。 
５．津波からの避難に支障がない範囲で、被害の発生防止、軽減を図るための

必要な措置を行なわせる。 
                                                                                                        

情報収集 
通報連絡班 

１．隊長の指示により、ただちに情報収集を行い、随時隊長に報告する。 
２．地震津波に関する情報や防災に関する情報を収集し、生徒・職員に伝える。 
３．情報伝達の手段を定めておく。 

避難誘導班 

１．隊長の指示により、生徒を避難誘導する。 
２．避難誘導の際の混乱の発生防止に努める。 
３．避難誘導完了を確認し、隊長に報告する。 
４．所属生徒の安否確認を行う。 

救護班 
１．応急処置・報告等 
２．経過観察 
３．保護者への状態説明 

搬出班 １．重要書類・物品の搬出 

避難者対応班 １．本校に避難した地域の避難者を誘導し、混乱の発生防止に努める。 

地震防災隊長 
 校長 松下伸生 

 

通報・情報収集連絡班（班長 安藤） 
（近藤）（川野秀）（足立） 

 

避難誘導班（班長 小野） 学級担任／授業担当者 
（本田）（戸髙）（神田）           

地震防災副隊長 
 教頭 堀口秀一 
 

初期消火班（班長 今山）（片岡）（仲宮） 
＊なければ、避難誘導にまわる。 

救護班（班長 三浦）（矢野）（飯島）（神田） 

搬出班（班長 広瀬）（尾野）（増井） 

避難者対応班（班長 御手洗）（冨髙）（野口） 
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災害時引き渡し訓練について(保護者資料) 

1 目的 
災害などで引き渡しが必要になった場合に備えて、引き渡しの手順を生徒・保護者・学校

が確実に共通理解するとともに、課題を明らかにする。 
 

2 引き渡しの手順 
(1) 生徒は学校で災害等が発生した場合、避難訓練の手順に従って避難行動をとります。 

その後、状況を検討して学校が生徒を「留め置き」するか家庭に「引き取り」してもらうか

を決めます。(状況によっては、学校に留めた方が安全な場合もあります)この家庭に「引き

取り」してもらう場面を「引き渡し」といいます。 
(2) 学校から引き取る方(原則保護者になります)を「災害時児童生徒引取責任者」といいます。

先日提出していただいた「引き渡しカード」に書いていただいた方がそれに該当します。 
学校は、確実に「災害時児童生徒引取責任者」に引き渡すことが義務づけられています。生

徒や保護者の知り合いだからといって、安易に引き渡したりはできません。 
実際の災害時に「引き取り」に来たくても来られないことが想定されますが、その場合は学

校が責任を持って生徒をお預かりします。 
(3) 状況が落ち着き、「留め置き」か「引き渡し」の判断をしてから、保護者の皆様に「鶴谷メー

ル」を使ってお知らせすることになります。「引き渡し」の場合は、引き渡す時間と場所をお

知らせします。 
「引き渡し」の場所は、学校か第３次避難場所の「やまばと公園」か「明神神社」のいずれ

かです。 
(4) 原則、徒歩で「引き渡し」場所までおいで下さい(自動車は大混乱、大渋滞を引き起こします)。 
(5) 今回は、第３次避難場所「やまばと公園」を想定して訓練を行います。 
 

 



 
 

 
 
 12 

（３）火災 

 

火災（発生） 
 ※風水害・地震津波は予期できぬ故に緊急対応に高度の判断力が求められるが、火災について

は、予防の観点からの危機管理こそ重要である。  

     

状況把握および安全

確保 

 □火災発生場所を確認する。（職員室の火災受信機または通報） 
□消防署に通報（１１９番）する。 

□通報と同時並行で校内放送をおこない避難指示をする。 
 「○階○○教室で火災が発生しました。生徒は運動場に避難してください」※繰り返し 
□可能な場合 ①初期消火 

       ②搬出書類・物品の搬出等を行う。 
□授業担当者、各部屋の職員は避難経路を確認（火元に遠い経路から）、生徒を誘導する。 
※状況をふまえ、管理職の判断で対策本部を設置する。 

 

     

避難指示および誘導 

 □生徒の動揺をおさえ、指示に基づき整然と避難・誘導する。 

 ※「押さない・走らない・しゃべらない」（お・は・し）の指示と誘導。 
□配慮を要する生徒のサポートを行う。他の職員の要請、場合によってはリーダー生徒等。 
□逃げ遅れた者がいないかの確認をする。（教室から出るとき。） 

 

    

避難場所での対応 

 □名簿（出席簿）による人員確認および負傷者の状況を確認する。 
□負傷者の負傷の程度に応じて、速やかに救急車を要請するとともに、養護教諭等による応急

処置を行う。 

□生徒や教職員が負傷した場合は、処置の対応も含め保護者や家族に連絡する。 
□避難後の対応（下校指導等）を決定し指示・指導する。 

 

    

事後の対応と措置 

 □管理職は、学校の状況を教育委員会に報告（第一報）し、必要があれば支援要請を行う。 

□今後の対応等についての緊急職員会議。 
 ①今後の教育活動について。（当面の日課） 
 ③生徒への指導・連絡。 

□関係所諸機関への報告・説明。事情聴取については管理職が対応し、他の職員は管理職の要
請があるまで待機する。 

□警報（注意報）の解除をうけて、安全確認の後、校舎に帰還する。 

□校区内の被災状況等を振興局や地域の情報から把握する。 
□通学路の安全確認を行う。 
□生徒の引き渡しで生徒を下校させる場合は、保護者との連絡が取れるまで学校に待機させる。 

 

 

指導上の留意点 

○火の扱いに対する学習 

・生徒に対して、授業や学校生活の中で日常的に「火の便利さ」と扱いの不十分さによる「火の怖さ」について理解

させる。 

・火を取り扱う学習時（家庭科、理科、特別活動、総合的な学習など）には、特に安全対策第一を考え、正しい火の

取り扱いについて指導するとともに、火災へとつながりやすいふざけや誤った操作がないように学習ルールを確立

する。 

○消火器・消火栓の扱いの学習 

・教職員は、消化器・消火栓の場所を確認しておき、火災時に使用できるように、学習訓練をしておく。 

○避難法の訓練 

・生徒、及び教職員が火災発生時に安全かつ迅速に避難できるように、防災訓練を計画的に実施する。 

○消防自衛組織作りと役割と意識化 

・校長を隊長とし、各教職員に任務分担した自衛消防隊を編成する。また、各教職員は自分の役割・責任について理

解する。更に、管理職不在の時でも迅速に対応できるように機能的な組織にしておく。 

○火災に結びつく場所や物の日常点検 

・火災発生の元（原因）となりそうな場所 ＜給湯室・理科１・２教室・調理室＞等を日常点検する。 

○整理整頓 

・校内の整理整頓をし、特に灯油等引火性のある油類については厳重に保管する。 
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火災予防管理組織編成表 

防火管理者（教頭） 

   

1 職員室 教頭 27 体育館 戸髙 46 北４F 資料室 廣田 

2 湯茶室 成松 28 武道場 戸髙 47 北１Ｆ生徒便所男 足立 

3 事務室 村上 29 ゴミ集積所 成松  48 北１Ｆ生徒便所女 飯島 

4 放送室 御手洗 30 生徒会室 岩矢 49 北２Ｆ生徒便所男 片岡 

5 校長室 教頭 31 給食保管室 成松 50 北２Ｆ生徒便所女 植村 

6 会議室１ 安藤 32 多目的教室 近藤 51 北３Ｆ生徒便所男   増井 

7 会議室２ 安藤 33 少人数① 広瀬 52 北３Ｆ生徒便所女 河野 

8 各教室 学級担任 34 少人数② 岩矢 53 北４Ｆ生徒便所男 廣田 

9 書庫 村上 35 少人数③ 伊東 54 北４Ｆ生徒便所女 川野(美) 

10 被服室 香川 36 パソコン室 御手洗 55 少人数④ 仲宮 

11 調理室 香川 37 印刷室 村上 56 少人数⑤ 新野 

12 保健室 三浦 38 男子更衣室 広瀬 57  鶴谷１  佐藤 

13 職員更衣室・女 甲斐 39 女子更衣室 甲斐 58  鶴谷２  松岡 

14 職員更衣室・男 教頭 40 本館２Ｆ便所男 広瀬 59  鶴谷３  吉良 

15 職員便所・女 植村 41 本館２Ｆ便所女 松岡    

16 職員便所・男 神田 42 本館３Ｆ便所男 矢野 外施設 

17 理科１ 増井 43 本館３Ｆ便所女 甲斐 1 クラブハウス部室 各顧問 

18 理科２ 増井 44 スマイルルーム 神田 2 体育倉庫 今山 

19 技術室 御手洗 45 CS ルーム 安藤  3 農具庫 松岡 

20 図書室 新野  4 自転車置き場 安藤 

21 音楽１ 本田 5 用具室 安藤 

22 音楽２ 本田 6 トイレ・男 戸髙 

23 美術１ 冨髙 7 トイレ・女 川野(美) 

24 美術２ 冨髙    

25 配電盤  村上     

26 カウンセリング 小野     
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自主点検及び自衛消防隊編成表 

自主点検班編成表 

No. 設 備 の 区 分 実  施  者 
１ 消火器 村上 
２ 屋内消火栓設備 教頭 

 ３ 自動火災報知機 教頭 
４ 非常警報設備・器具 教頭 
５ 誘導灯 教頭 
６ 電気設備 教頭 
７ 火気使用設備 村上・成松 
８ 危険物施設 教頭 

自衛消防組織編成表 

係 氏  名 任 務 内 容 
指 揮 教頭 村上 ・隊長の補佐及び全体指揮 

通報連絡 
教頭  ・消防機関への通報及びその確認 
安藤  ・校内への通報及び避難状況等の把握 

避難誘導 小野 学級担任 
教科担任 

 ・生徒の安全な避難誘導とその管理 
 ・消防隊到着時の生徒の事故防止 

初期消火 今山 
 ・火災の初期消火に努める 
 ・防火扉の開閉 

救 護 三浦  ・負傷者の応急処置・救急薬品の整備 
搬 出 広瀬  ・非常持ち出し品の搬送及び管理 

校内消火器設置場所（６０カ所） 

設 置 場 所 本数 設 置 場 所 本数 
北校舎１F 廊下東 １ 北校舎４F 廊下西 １ 
北校舎１F 廊下中東 １ 体育館１Ｆ南東 １ 
北校舎１F 廊下中西 １ 体育館１Ｆ南西 １ 
北校舎１F 廊下西 １ 体育館１Ｆ南西 １ 
北校舎２F 廊下東 １ 体育館１Ｆ北西 １ 
北校舎２F 廊下中東 １ 体育館１Ｆ北東 １ 
北校舎２F 廊下中西 １ 体育館２Ｆ部室前 １ 
北校舎３F 廊下西 １ 特別棟１Ｆ調理室 １ 
北校舎３F 廊下東   １ 特別棟１Ｆ調理準備室 １ 
北校舎３F 廊下中東 １ 特別棟１Ｆ技術室 １ 
北校舎３F 廊下中西 １ 特別棟１Ｆ技術準備室 １ 
北校舎３F 廊下西 １ 特別棟１Ｆ調理室前 １ 
北校舎４F 廊下東 １ 特別棟２Ｆ第１理科室 １ 
北校舎４F 廊下中東 １ 特別棟２Ｆ第１理科室準備室 １ 
北校舎４F 廊下中西 １ 特別棟２Ｆ第２理科室 １ 
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特別棟２Ｆ理科準備室 １ 管理棟１Ｆ事務室内 １ 
特別棟２Ｆ廊下東 １ 管理棟２ＦＥＶ前 １ 
特別棟２Ｆ廊下西 １ 管理棟２Ｆ３－１前 １ 
特別棟３Ｆ廊下東 １ 管理棟２Ｆ女子トイレ手洗場 １ 
特別棟３Ｆ廊下西 １ 管理棟２Ｆ多目的トイレ前 １ 
特別棟４Ｆ廊下東 １ 管理棟２Ｆ多目的教室内 １ 
特別棟４Ｆ廊下西 １ 管理棟２Ｆ鶴谷学級前 １ 
別棟武道場 １ 管理棟３ＦＥＶ前 １ 
別棟武道場部室内 １ 管理棟３Ｆ３－４前 １ 
管理棟１Ｆ生徒昇降口 １ 管理棟３Ｆ女子トイレ前 １ 
管理棟１Ｆ給湯室 １ 管理棟３Ｆ多目的トイレ前 １ 
管理棟１Ｆ職員用女子更衣室横 １ 管理棟３Ｆ図書室前 １ 
管理棟１Ｆ会議室２前 １ 管理棟３Ｆ少人数数教室前 １ 
管理棟１ＦＥＶ前 １ 管理棟Ｒ 屋上出入り口前 １ 
管理棟職員室内 １ 屋外キュービクル用 １ 
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避難経路及び避難場所 

（１）避難場所 北グラウンド中央 

１学年はテニスコート側、２学年は中央、３学年はクラブハウス側に総合庁舎

に向かって集会の隊形に集合 

 

（２）避難経路 

 北校舎 
美術室 西階段 WC 少人数 １－４  １－５ １－６ 東階段 WC 

  WC 少人数 １－１  １－２ １－３  WC 

２－１  WC ２－２ ２－３  ２－４ ２－５  WC 

   鶴谷３ ｽﾏｲﾙﾙｰﾑ  鶴谷２ 鶴谷１  WC 

         脱靴場                                                  脱靴場 

    ○基本的に、それぞれの教室に近い階段から避難する。 

      〔東階段〕１－２、１－３、１－５、１－６、２－４、２－５ 

〔西階段〕１－１、１－４、２－１、２－２、２－３ 

１階まで降りたら、北グラウンドへ。 

 

    ○ただし、普通教室から出火した場合は火の元から遠い階段を利用する。 

 

 

 本 館 

ＷＣ 西階段 ３－３ 少人数 ３－４ 東階段  

ＷＣ  ３－１ 少人数 ３－２   

ＷＣ  校長室 給湯室 職員室  事務室 

    生徒玄関                              玄関 

    ○火の元となるのは１階の可能性が高い(給湯室・職員室等)ので、状況に応じて火の元から

遠い階段を利用して北グラウンドに避難する。 

      

 

 

 特別棟 

非

常

階

段 

音楽室２ 準備室 音楽室１ 階段 準備室 

準備室 被服室 準備室 美術室  ＷＣ 

準備室 理科室２ 準備室 理科室１  吹奏楽部室 

準備室 技術室 準備室 調理室  ＷＣ 

 

    ○火の元となる可能性が高いのは、理科室・調理室。階段からの避難が原則となるが、状況

によってはベランダから非常階段を利用する場合もあり得る。 

 

    ○外に出たら、北グラウンドに避難する。 
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（４）Ｊアラート 

 

Ｊアラート発令 
 

    

状況把握および 

安全確保 

 □正確な情報を確認する（携帯電話、ラジオ、テレビ等） 
□発令後すぐに校内放送をおこない避難指示をする。 

 「ただいま、Ｊアラートの発令によりミサイルが発射されたことがわかりました。生徒は校
舎内に入り、なるべく窓から離れて身を守ってください」 ※繰り返し 

□授業担当者、各部屋の職員は各教室に行き、生徒の状況を確認。避難していない生徒がいた

ら、安全な室内に誘導する。 
 

     

屋内待機および 
状況把握 

 □人員点呼をし、各学年主任に報告。 

□生徒の動揺をおさえ、静かに室内で待機するよう指導する。 
□配慮を要する生徒のサポートを行う。他の職員の要請、場合によってはリーダー生徒等。 
 

 

     

事後の対応と措置 

 □管理職は、学校の状況を教育委員会に報告し、必要があれば支援要請を行う。 

□今後の対応等についての緊急職員会議。 
 ①今後の教育活動について。（当面の日課） 
 ③生徒への指導・連絡。 

□関係所諸機関への報告・説明。事情聴取については管理職が対応し、他の職員は管理職の要
請があるまで待機する。 

□警報の解除をうけて、安全確認の後、生徒に連絡する。 

□通学路の安全確認を行う。 

 

 

 

 

指導上の留意点 

 

 ○「Ｊアラート」放送に対する対応 

   ・全校放送にて「Ｊアラート」が流れたら、屋外にいる場合、すみやかに近くの屋根のある建物の

中に入る。屋内では窓から離れ、安全が確認できるまで動かず、身の安全を確保することを徹底

する。 

 

 ○情報収集手段の点検 

   ・防災無線、携帯電話、携帯用ラジオ等の整備と点検 

 

 ○防災体制の確立 

   ・日頃から教職員の危機管理意識を高めるとともに、マニュアル等に基づいた防災体制の点検・整

備をしておく。 

 

 ○普段から生徒に意識を持たせる 

   ・いつ発令されるかわからないので、学校はもちろん、在宅時、外出時にどのような行動を取れば

よいのか、日頃から考えさせるようにする。 
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（５）不審者の侵入 

 

不審者の侵入 
 ※ 突然の校舎内（教室）への侵入のケース 

※ 通常は、事務室応対の様子で判断する。  

     

生徒の安全確保と

不審者への対応 

 □当該教室（場所）の教職員は、不審者と生徒の間に入り、生徒を防御する。 

 ※①生徒の安全な避難 
  ②職員の安全をどう確保するかの判断と行動。 
□可能な場合は、手近な道具（モップ・椅子・机・消化器等）を活用し、不審者の移動を阻止す

る。 
□不審者の様子を観察し、効果的な阻止行動をとる。 
 ※語りかけ。誘導隔離等。 

□武器／刃物等の有無の確認。 
□生徒との距離を確保した後、大声で、生徒に避難を指示する。可能なら、職員室へ連絡するよ
う生徒に指示する。 

  「外へ逃げろ」等。 
□大声で、他の職員を呼ぶ。（応援および通報の依頼。） 
 ※応援は男性職員が急行する。さす又等の携行。 

    

不審者への対応 

 □当該教室の教職員は、不審者との間合いに注意を払いながら、不審者の移動を阻止する。 

□応援に駆けつけた教職員は、役割を分担して、生徒の避難の安全確保と不審者の阻止に分かれる。 
 ※他教室の生徒も全員避難させる。（避難場所＝運動場）  

 

   

関係機関への緊急

連絡 

 □連絡を受けた教頭（職員室在室職員）は、警察に通報するとともに必要に応じて救急車を要請
する。佐伯警察署２２－２１３１ 中央交番２５－０１５５ 

□通報と同時並行で校内放送をおこない避難指示をする。 
 「○階○○教室で緊急事態発生。生徒は運動場に避難しなさい。」２回  

    

生徒の安全避難と

隔離 

 □不審者阻止にあたっている職員以外の教職員（女性職員中心）は、避難場所に集合した生徒の
掌握（人員および負傷等の確認）を行い、管理職に報告する。 

□警察の到着まで、阻止の状態に気をつけながら現場待機する。 

※万一不審者が移動してきた場合は、距離を十分とる場所に移動させる。 

 

    

負傷した生徒職員
への対応 

 □養護教諭等は、負傷者の応急処置を行うとともに、救急車が来たら同乗し、医療機関へつきそ

う。 
□他の１名も自家用車で同時に医療機関へ同行する。 
□担任は、負傷した生徒の保護者に連絡をとり、負傷状況や搬送先の病院名等を伝える。 

 

    

不審者の身柄確保 
 □警察によって不審者の身柄確保を行う。 

□完全な確保を見届けて、管理職は避難場所集合隊形を解く。 

 

    

事後の対応と措置 

 □管理職は、教育委員会に状況報告を行う。（第一報）  
□情報の混乱を避けるため、関係機関や報道機関等への対応は、管理職が行い窓口を一本化する。 

□ＰＴＡ役員会、保護者説明会等を設け、保護者に対して説明と連絡を行う。 
□カウンセラー等による生徒等への心のケアに配慮する。 

 

 

指導上の留意点 

○防災体制の確立 

・日頃から教職員の危機管理意識を高めるとともに、不審者侵入事故を想定した対応訓練を実施する。 

※不審者を隔離するための具体的な対応の仕方、警察、消防署への通報を取り入れた訓練などの実施。 

・生徒に対しても不審者対策を想定した避難訓練を実施する。 

・生徒に対する安全教育の中に、被害に遭わないための行動のあり方、被害が発生した場合またその恐れがある場合

の行動の仕方について指導する。 

○不審者の侵入防止体制の整備 

・出入り口の限定。（通常日、生徒登校後は職員出入り口のみの開放するようにする。） 

・事務室前での受付と来校者チェック 

・校内巡視による不審者侵入のチェック 

○警察署（中央交番）や家庭・地域との連携 

 ・不審者情報の家庭への発信 
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（６）授業中（部活指導中）の事故 

 

授業中（部活動

中）の事故発生 

 
※重傷が予想される場合。部活動中の事故も準ずる。  

     

安全確保 
 □授業担当教師（部活担当教師）は、生徒を落ち着かせ、すべての活動を安全に気をつけながら中

止するように指示する。 
 

 

     

状況把握 

 □担当教師は、次のことを確認する。 
  ・生徒の負傷の有無、負傷の程度  ・教室や器具の被害の程度 

□担当教師は、ガス漏れや火災等の二次災害が起こりそうな場合には、避難の指示を出す。 
□担当教師は、安全を確認した後、警察等の現場検証に備えて、教室に施錠するなどして現場の保

存を行うとともに、現場の写真や対応等の記録を残しておく。 

 

    

連 絡 

 □担当教師は、インターフォンの利用や生徒への依頼により、職員室や近くの教室で授業をしてい

る教師等に連絡し、応援を要請する。 
□その後、管理職に連絡をする。 

 

    

応急処置 

 □担当教師は、負傷した生徒の応急処置を行うとともに、負傷の程度により救急車の要請を他の教
職員に依頼する。                    ※救急救命法の習得 

□連絡を受けた養護教諭は、負傷した生徒の応急処置を引き継ぐ。 ※ＡＥＤの導入 
 

 

    

保護者への対応 
 □担任は、負傷した生徒の保護者に連絡を取り、負傷の状況や搬送先の病院名等を伝える。 

□管理職、担任、授業担当教師等が負傷した生徒を見舞い、負傷した生徒の保護者に正確な報告を

するなど、誠意ある対応を行う。 
 

    

事後指導 
 

□他の教職員は、他の生徒が平静に授業を受けられるように事後指導をする。 
 

    

関係機関への報告 

 □管理職は、教育委員会に報告（第一報）を行い、今後の対応について指示を受ける。 
□必要に応じて、学校健康センターの保障制度の適用申請を行う。 

 

    

窓口の一本化 
 □情報の混乱を避けるため、関係機関や報道機関との対応は管理職が当たり､窓口を一本化する。 

 

指導上の留意点 

○指導計画の作成 

・生徒がゆとりを持って活動(観察･実験)に取り組めるように、無理のない指導計画を立てる。 

・活動中(観察･実験)での生徒の実態を十分把握し、安全に関わる指導内容を指導計画に位置づける。 

 ※原則として、活動には担当教師がつくこと。担当教師不在時は、活動を中止する。 

○活動(実験)前の安全指導 

・経験を積んだ活動(実験)でも必ず事前確認(予備実験)を行い、安全性を確かめておく。 

・実施する活動(実験)での器具や薬品の安全な取り扱いの指導とともに、万一事故が発生したときの処置の仕方に

ついても指導しておく。 

・部活動指導時は、当日の生徒の健康状態の十分な把握を行う。 

○活動(実験)中の安全 

・グループ活動(実験)では役割分担を決め、責任を持って行うよう指導する。 

・活動(実験)する場所を整理させる。不要な用具は片づける。 

・活動(実験)の注意事項を守らせる。 

・活動(実験)中は、適切な机間指導を行う。 

○活動(実験)後の安全 

・責任を持って後片づけさせる。 

・活動(実験)で生じた廃液や廃棄物の処理は、環境に配慮した適切な指導をする。 

・使用(実験)器具・用具を点検させ、元の場所に返却させる。指導者による確認・施錠。 
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（７）登下校中の交通事故 

 

登下校中の 

交通事故発生 

 
  

     

救助の要請 
 □事故発生の連絡を受けた教職員は、直ちに救急車の手配について確認を行う。 

□次に、警察についても事故の通報の確認を行う。  

     

情報収集 
 □管理職は、複数の教職員に、生徒名簿、学校へ連絡できるもの(携帯電話等)を持って現場へ向か

うよう指示する。 
□事故対応用に電話回線を１回線確保する。 

 

    

応急処置 

 □現場に到着した教職員は、救急車がまだ到着していない場合、手分けをして、応急処置や、現場

にいる他の生徒の安全確保を行う。 
□負傷者が多数で混乱している場合は、付近の住民に応援を要請する。 

 

    

情報把握および学
校への連絡 

 □現場の教職員は、被害生徒の氏名、負傷状況、救急車での搬送先を確認し、同乗者、連絡者を決
めて学校へ連絡する。 

□現場に残った教職員は、警察による現場検証に立ち会い、事故の状況把握に努める。 
 

    

保護者への対応 
 □学校で待機している教職員は、現場からの報告に基づいて、保護者へ事故の発生・負傷の状況・

搬送された病院名を正確に連絡する。  

    

関係機関への報告 
 □管理職は、事故の概要について、教育委員会へ第一報を入れるとともに、詳細がわかり次第、事

故後の交通安全指導も含めて報告する。  

    

被害生徒への対応 

 □管理職、担任は、速やかに被害生徒を見舞う。 

□保護者には、改めて事故の状況を説明するとともに、誠意をもって対応する。 
□事故を目撃した生徒に、動揺を緩和するための面接や家庭訪問の実施等により、心のケアを継続

して行う。 

 

    

全校集会の実施 
 □学校は、状況により全校集会を開き、事故の状況を説明し、生命の大切さを説くとともに、安全

な登下校について指導する。  

   

窓口の一本化 
 □学校は、状況により全校集会を開き、事故の状況を説明し、生命の大切さを説くとともに、安全

な登下校について指導する。  

 

 

指導上の留意点 

○通学路の点検 

・学校は、育友会等と協力して、通学路の点検を行い、危険箇所があれば速やかに道路管理者へ改善を要望する。 

・日頃から工事箇所や危険箇所の把握に努め、生徒及び保護者への周知を徹底し、安全に通学できる体制を整える。 

 

○交通安全教育の充実 

・生徒の発達段階に応じた交通安全教育の充実に努める。 

  ※交通事故は、未然に防止できるものがあることや、交通法規を守っていても起こりうることなどに気づかせ、

自分自身のこととしてとらえさせる。 

・交通安全教室等を開いて、正しい歩行や安全な自転車の乗り方、自動車の内輪差、制動距離等について理解させ

る。 

・教職員による定期的な登下校の交通安全指導、育友会生活指導部による定期的な交通安全指導を行う。 
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