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くくねらい〉〉〉〉

児童生徒の安全確保を図るため､日常的な防災活動や災害発生時における基本
的なマニュアルを作成し､円滑な対応に備える｡
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Ⅰ学校の防災活動

Ⅱ災害発生時における小中学校の基本的対応

Ⅲ学校災害対策本部の設置

Ⅳ災害時職員対応マニュアル
(突然､大規模な地震が発生した場合の行動例)

1　2　3　4　5 在校時における基本的対応
登下校時における基本的対応
校外活動中における基本的対応
学校における対応と教育委員会への報告及び連携
その他
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①教職員の直接管理下(授業､給食指導等)で｢東海地震に関連する情報｣や｢警戒
宣言｣が発表された場合

②教職員の間接的な管理下(休み時間､始業前､放課後)で｢東海地震に関連する情
報｣や警戒宣言が発表された場合

③社会見学､遠足等で｢東海地震に関連する情報｣や警戒宣言が発表された場合
④登校､下校時に｢東海地震に関連する情報｣や警戒宣言が発表された場合
⑤ ｢東海地震に関連する情報｣や警戒宣言が発表された場合の留意点

(2)地震への対処

①教職員の直接管理下(授業､給食指導等)で地震に遭遇した場合
②教職員の間接的な管理下(休み時間､始業前､放課後等)で地震に遭遇した場合
③社会見学､遠足等で遭遇した場合
④登校､下校途上で遭遇した場合
⑤障害のある児童生徒-の配慮

(3)

①校舎･建物の被害状況ごとの対応
②学校の教職員の対応
③　障害のある児童生徒-の配慮

Ⅵその他
(1)地震発生時における避難状況等の報告(FAX送信表)
(2)防災行政用無線による情報提供
(3)神奈川県地震防災対策強化地域
(4)学校の海抜と緯度経度



Ⅰ　学校の防災活動
日頃の安全教育や安全管理を推進し､また災害が発生した場合において､速やかに児童生

徒の安全確保を図るため､次の事項を定める｡

学校防災委員会の設置

◆委員長(校長)
◆副委員長(教頭)

地震対応マニュアルの作成

学校施設等の点検･整備

防災用品等の点検･整備

避難経路･避美佳場所の確認

保護者･地域との連携

適切な安全指導及び施設管理

学校の防災体制の推進に必要な計画を検討･策定し実施

◆総務班
地震対応マニュアルの作成と学校災害対策本部等組織の整

備､資料･情報収集､記録など
◆施設.設備班

施設設備の点検など
◆防災教育班

防災教育･避#訓練､研修の企画など
◆救急･救護班

応急手当､防災用具の取り扱いの指導など

災害の状況別の具体的対策
児童生徒の安全確認､保護者への引渡し計画
関係機関への連絡体制の整備(随時見直し)など

校内･校地内の施設･設備の点検･整備(定期､随時)石油保管庫
や薬品保管庫等の危険物保管所を含む

○消防法に基づく点検･整備
○学校保健安全法施行規則第28条の5に基づく点検.整備

○保管場所の把握
重要書類等の適切な保管
指導要録､成績一覧表等､卒業生台帳等

災害状況別の具体的な避難方法

第一次避難場所､第二次避難場所の確認
在校時､登下校時等における避難経路

児童生徒､教職員の共通認識
避難先(非常口や屋上等)のカギの確認

児童生徒の発達段階に応じた防災教育
家庭･地域とともに考える防災教育
｢自分の生命は自分で守る｣ことを基本とした指導

教職員の防災に関する研修の実施
停電で校内放送が使えない､津波警報が発令されたなど､
様々な場面の状況を想定
消防用設備等及びAEDの使い方

円滑かつ的確な情報の収集と伝達
教育委員会･近隣校との連携､

○一元的な情報管理
学校内における情報の管理･連絡体制や災害時に連絡が必要
な機関の把握

○保護者との災害時の連絡･協力体制の整備
○教職員の｢鎌倉市防災･安全情報メール｣への登環

○学校防災計画や災害発生時における学校の対応について､内
容の共有

〇三災害時における学校への連絡方法の周知や登校途中や下校後
における協力の要請
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Ⅱ　災害発生時における小中学校の基本的対応

(1)次のような災害状況においては､学校は原則｢休校｣とする｡
●(ア)震度(5強)以上の地震が発生した場合

(イ)津波警報が発令された場合
(ウ)大規模停電が発生した場合
(ェ)広域に交通機関が停止した場合
(オ)その他

(2)学校の再開については､連絡網を使い各家庭へ連絡する｡

(3)在校時に休校となる災害が発生した場合は､引き渡し下校を原則とする｡
小学校では保護者に引き渡しできるまで学校で保護する｡中学校では集団下校とす

る場合もあるが､海岸に近い学校や帰宅しても保護者が不在の生徒については学校で
保護する｡

(4)学校の状況把握をするとともに､教育委員会には次の点を報告をする｡
(ア)児童生徒の下校､保護の状況(引き渡し･集団下校等)
(イ)休校の措置に関すること
(ウ)施設設備の被害状況

※　電話､ FAXが使えない場合は､ MCA無線を使い連絡報告する｡

Ⅲ　学校災害対策本部の設置
災害の規模･被害状況を踏まえ､原則として校長室(若しくは職員室等)に学校災害対策

本部を設置し､学校として組織的な災害対応を図る｡
その際､消防計画で定める自衛消防組織との整合性を踏まえ､各学校の実情に応じた組織

を編成するD

くくくく組織編成の例〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

学校叉書対策本部

本部長(校長) :本部の総括､意思決定
副本部長(教頭) ･本部長の指示による連絡･報告等､各班の連絡･調整等

通報達紹班

避難誘導班

応急救護班

初期消火勤王

安全防護班

児童生徒への避難等の指示､消防(1 19番)等への通報
教育委員会への連結報告等外部対応､ MCA無線機による情報確認

災害情報の収集と校内被害状況のf巴握､教職員の安否確認

保護者との連紹

避難路の確保と児童生徒の避難誘導､児童生徒の安全確認
避難状況の確認と要救助者の救出､下校引渡し等

負傷者の応急措置､ AEDの取り扱い

消火器･消火栓を用いた初期消火作業､火気停止措置の確認
消火用水等の確保

防火戸･防火シャッター･排煙装置等の操作､火気使用設備の応急防護措置
校舎･体育館等被害状況の点検把握､危険箇所への立ち入り禁止措置

通学路等の被害状況の把握

l　搬出班l　重要書類の搬出･保管
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Ⅳ　災害時職員対応マニュアル
(突然､大規模な地震が発生した場合の行動例)

(1)在校時における基本的対応

地震発生

児童生徒の安全確保

○落下物･転倒物､ガラスの飛散などから身

を守るよう指示する｡
◆ r頭部の保護｣

◆ ｢机の下にもぐるJ

◆ ｢机の脚を持つ｣など

○火気を使用中のときはあわてずに消火する
○児童生徒の負傷者の確認､周囲の安全状況

を確認し.余震や二次災害に備え落ち着か
せる｡

校庭避難及び情報収集

学校災害対策本部の設置

○ラジオ等で地震の状況を把握
MCA無線による鎌倉市からの情報提供

○教職員各自の役割確認と校長の指示

○校舎･体育館等施設の被害状況､
ライフラインの被害状況の確認

○施設の使用の可否の判断及び危険箇所への
立入禁止の表示

○地震による校舎等施設の状況を把握､避難経路の安全確認
○全児童生徒･職員への避難指示

支援が必要な児童生徒の保護
○校庭に避難(頭部の保護､慌てない､押さない､しゃべらないなどの指示)
｡ +-ご!-F ;Jt語草笹＼喜. t喜諸:I;･jii'1:声等rT済髭許

○教職員の連携(避耗場所-の誘導､負傷者の搬送など)
☆持ち出し品

出席簿､児童生徒名簿､救急医薬品､引渡しカード､筆記用具､携帯電話､
ハンドマイク､ラジオ､ MCA無線機､ AED等

避難後の安全確保

○人数の確認及び児童生徒の安全確保
集団は少人数の教職員で児童生徒全体が見渡せるよう配慮する｡

○負傷者の確認と応急処置
関係機関-の連絡(消防署関係は119番､教育委員会､学校医等)

○児童生徒の不安への対処
教職員は児童生徒のそばにいて､安全な行動をとるよう声をかける.

避難後の対応

①避難継続の判断
②休校等の決定
③児童生徒の帰宅の決定
④保護者への連絡

保護者への引き渡し･集団下校

引き渡し下校の方法､保護者への連絡方法､連絡が取れなかった場令
の対応など､避穀を継続する場合の引き渡し方法等について､保護者と
の共通理解を図っておく｡

教育委員会への報告と今後の対応について

○避難所の開設準備､避難者の誘導
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在校時における活動状況別対応例

場所 侘)¥ｨ駟~��共通事項 

普通教室 ��ｸｯx,ﾈ岑,�(.ｪHｯx,ﾈｷ(/�{ﾈ訷,X+X,�*��.磯ﾘ,(.h*H,倡x麌+x.�2�◆教師による安全確保の的 確な指示 ◆頭部を保護し､窓や壁際 から離れるよう指示 ◆火気使用中であれば教職 員が消火 ◆児童生徒の人員等状況確 

特別教室 ��ｸ��ﾋ�(h,X*�.ｨ,隶ｸﾊ��O�,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ輾鹵�/�+x.薬�4ｸ5蟹o)V�9鋳�

体育鋸 ��ｸ4ｸ8�5�9凅陋ｩZ�.)7ﾈ�9Z�,亢8/�WH*ⅲ�ﾉｩZ�(h匣,儖�>�+x.�.h*H輾麌+x.薬�伊ｩZ�,ﾈﾕﾉ�(.)�ﾈ孜w�ｾ�,ﾈ見'X,�.h,��,H,ﾙ(ﾈ.)¥x,弍�.�5�*B��

校庭 ��ｸﾕｨ�9佶ｩZるuhｾ��*�.yz8.ｪHﾕｩ.ｹ(b�匣,儖�>�+x.�.h*H輾麌+x.�"�

プール ��ｹ�ﾈ.(*�,�7h�ｸ8ｸ,ﾈ傀,�ｩ:�+ZH傀/�,"�*�-�.h*H輾麌+x.��ｲ�

○揺れが収まれば素早くプールから出る よう指示する. ○避難準備を指示する○ (履物を履き､衣服やバスタオルで 身体を保護するよう指示) 僖jH�鈷,ﾈ���8ｦﾙDb�

②始業前､休み時間､放課後等
場所 侘)¥ｨ駟~��共通事項 

階段 ��ｸ�9(X.(4ｨ6�999�,Y:ｩYH/�]ｸﾎﾈ+ZI�(ｴ��+x.�.h*H輾麌+x.薬��ｸ4ｸ8�5�9凅陋ｩZ�.)7ﾈ�9Z�,亢8/�WH*ⅲ��岔9�,ﾉ(h匣,Y�y�ﾈ/�.�*ﾘ+x.��ｸ-ﾈ+ﾒ�,ﾚHｽ�*ﾘ,ﾈｻ8�,ﾈｯx岔9�,儖�>�+x.��ｲ�◆揺れが収まるまで頭部を 保護し､教職員が到着す るまで待機する.よう全校 

廊下 凾ﾉ指示 ◆教職員は分散して児童生 徒の安全確保､指示誘導 ◆校舎外にいる児童生徒の 安全確保､負傷者の応急 手当 
トイレ等 ��ｹv�.ｨ*ｨ�-ﾈ,�+ﾘ.zHｻ8踪,ﾈ輾麌,偖ﾒ�**Hﾕｩ.ｸ,儖�>�+x.��ｲ��ｸ�鈷,ﾈ���8,hｮｸﾊ�8�*ｨ,�*(*丿ﾘ*�-��.薬�

校庭 プール ��ｸﾉｩZ�.(4ｸ8�5��ｺIuhｾ�鶫�隘�.)[ｸ,ﾂ�ｽ�*ﾘ*�.yz8.ｨ.��ｲ��ｹv�.ｨ*ｨ�-ﾈ.�-ﾈ,Y:ｩYH/�]ｸﾎﾈ+ZHﾔﾈ*"��ｨ�,ﾉ(h匣,Y�(ｴ�+x.��ｲ�

等 ��ｸ7h�ｸ8ｸ5H486�,YO�>��OX/�+x.��ｲ�謁ｩZ�/�yｨ*ｺH笹Y�.(6�5�5�4�8ｸ,R��y�ﾈ/�]ｸﾎﾈ+x.薬��
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(2)登下校時における基本的対応

地震発生

児童生徒の動き

自分の安全を確保するための行動

○頭部を保護し､身を低くして
身構える｡

○車道に出ない｡

○建物や窓ガラス､石垣ブロッ
ク塀などから離れる｡

教職員の動き

○校内にいる児童生徒の確認
と避難を指示するo

O通学路における児童生徒の
安否確認と被害状況を把握
する｡

○津波警報が発令された場合
2次避難の準備をする｡

公共施設や公園等近くに避難場所がある場合

○揺れが収まったら､通学路の
周りの状況に応じて､公共施
設や幼稚園､学校､広場のあ
る公園等に避難する｡

○避難する場所が近くにない場
合は､その場を動かず保護者
や教職員が来るまで.できる
限り広い場所でそのまま待機
する｡

○保護者及び地域と連携し､
児童生徒の所在と安全確認

をする｡

①校舎内校庭等巡回
②通学路の巡回と点検
(卦自宅-の確認

④支援が必要な児童生徒
-の援助

○登校した児童生徒は学校内
の避難場所に避難する｡

○他校の児童生徒も受け入れ
て避難場所に避美佳する｡

自宅が近い場合

○自宅が近い場合は､原則自宅
に帰る｡
ただし､自宅が海岸に近い

場合は高台に避難する｡

○児童生徒の登下校状況と安
否確認をする｡

○児童生徒の家族や家と地域
の被害状況も把握する｡

学校が近い場合

○学校が近い場合は､学校に避
難する.

0 2次避難場所が指定されてい
る学校の児童生徒は､帰宅せ
ず2次避難場所へ避難する｡

○保護者への引き渡しが確実
にできるまでは､学校で保

護する｡
○保護者が家庭に不在の場合

は､引渡カードに記載の協
力者に引き渡す､または保
護者が来校するまで学校に
て保護する｡

学校災害対策
本部の設置

○校長(本部長)は今後
の対応について指示

○教職員は各自の役割
確認

○地震情報を収集する
連絡手段等の確保
津波､余震等はラジオ､

電話､ MCA無線で確認

施設内点検

○施設の被害状況確認

○施設の使用の可否の
判断及び危険箇所へ
の立入禁止の表示

児童生徒の保護

○児童生徒の登下校状
況の把握と救助

○児童生徒の安否確認

○他校への連絡

○怪我人の救護
救急車の要請は119番
AEDの準備

○施設の被害状況､児
童生徒の避難状況を
教育委員会へ報告と
今後の対応について
の連携

○ライフラインの被害
状況の確認

○地域との連携と保護
者の協力

被害の状況に応じた対応が迅速にできるよう､学校･家庭･地域とが連携し､連絡体制の整
備や地域住民の協力体制について､日頃から協議の場を設定し協力体制の確認を行う｡

(pTA･保護者会役員又は校外委員会等の委員､自治町内会や子ども110番など地域住民の方との連携)
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(3)校外活動中における基本的対応

地震発生

児童生徒の安全確保

○正確な状況把握と的確な避難指示をする｡
下見時に施設管理者等との打合せを十分行い､見学施設の避難経路､避難場所

を確認するとともに施設全体を把握しておく｡

引率の教職員が対応できるよう資料等の提示に工夫する｡
○電車､バス等に乗車中は係員の指示に従う｡

電車等から降りて徒歩で移動する際は､安全に移動できるよう乗務員･係員等
の協力を得る｡

交通手段が使えない場合を想定して､事前に学校まで戻る他のルートを確認し
ておく｡

○グループ行動時における集合場所等の確認と連絡方法を徹底する｡
○がけ崩れや落石等にも注意し避難する｡

近くの避難所への避難

○施設内では施設管理者の指示に従い､まとまって行動する｡
○大きな揺れが収まったら､余震や津波等の情報を収集し､避難場所･救護施設等へ

避難する｡
○近くに避難場所･救護施設がない場合､公的機関や地元の人等から情報を収集し､

的確な対応を行う｡

避難後の安全確保

○児童生徒の安全確認と人数把握､負傷者の応急手当を行う｡
怪我の状態によっては､救急車(119番)を要請する｡

○不安になっている児童生徒に対して､安心できるよう対応する｡
○避難施設等の協力を得て､地元公的機関に救護を要請する｡
○避難してからも情報を収集し､津波やがけ崩れ･落石など危険がないか等避難場所

の安全確保に留意する｡

学校への連絡､避難後の対応

○学校へ連絡し.状況報告を行うとともに対応を協議する｡
学校と連絡が取れない場合は鎌倉市教育委員会･地元の公的機関に連絡する｡
災害時の連絡手段としては､公衆電話の利用も考慮する｡

○学校から教育委員会へ連絡する｡
○学校から保護者へ連絡する｡
○教育委員会から地元公的機関への救護要請をする｡

修学旅行や遠足等で鎌倉市以外で学習しているときに､鎌倉市内で地震があった場合

■学校は引率教員に鎌倉市の状況を連絡し､今後の対応を指示する｡
■鎌倉には帰らず､現地にて待機することも想定し､学校と現状の確認をする｡
1地元公的機関や関係者(旅行業者等)と連携し､帰途の方法等を確認する｡
1児童生徒の不安を少なくできるよう対処する｡

(状況の説明､今後の予定等)
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(4)学校における対応と教育委員会への報告及び連携

:オ

(5)その他

○避難所の開設準備､避難者の誘導､自主防災組織との連携

週休日･休日または夜間の場合

○学校と保護者は児童生徒の安否や所在の確認の方法について､連絡那.取れる体制を整えて
おく｡

○校長･教頭は今後の措置について検討しておく｡
○教職鼻の所在が確認できるよう複数の連絡体制を整えておく｡
○教職員の家･家族等の状況把握等も含め安否確認を行う｡
○避難所開設に向けての支援を行う｡
○市職員は鎌倉市職員の非常配備要綱に基づき､あらかじめ指定された場所へ参集する｡
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V参考資料〔学校における地震慧監荒慧妄言fl慧警IfB㌔票学校における地震防災活動マニュアルの作成指針(抜粋)

(1) ｢東海地震に関連する情報｣や警戒宣言-の対応
平成1 6年1月から､ ｢東海地震に関連する情報｣ (平成23年3月24日一部改正)として､

東海地震に関連する調査情報(臨時･定例) ､東海地震注意情報､東海地震予知情報が､気
象庁から発表されることとなりました｡

これまでは､内閣総理大臣からの警戒宣言の発令を受けて､県､市町村及び防災関係機関
等が一斉に事前の準備行動を行うこととされていましたが､この改正により､ ｢東海地震注
意情報｣が発表された段階から､ "地震に備えた必要な準備行動"を開始することとなりま
-.JL.､

東海地震注意情報及び東海地震予知情報の発表や､警戒宣言の発表により､県内において
は住民の帰宅などの対応行動が強化地域の内外を問わず広く行われると考えられることか
ら､強化地域内の学校はもとより､強化地域外の学校においても対策が必要です｡

その際､電話等が非常に利用しにくくなることが想定されるので､あらかじめ複数の通信
手段(電子メール､携帯電話メール､災害時優先電話等)の使用について､情報を収集し､
教職員に周知する必要があります｡

①教職員の直接管理下(授業､給食指導等)でr東海地震に関連する調査情報(臨時) ｣や
｢警戒宣言｣が発表された場合

ア東海地震に関連する調査情報(臨時)が発表された場合
◆平常授業を続けますが､不十分な情報により児童生徒に不安が生じる恐れがある場合には､情報
の内容･趣旨について放送を用いたり､担任または授業担当者が詳しく説明するなどします｡

イ　東海地震注意情報､東海地震予知情報及び警戒宣言が発表された場合
◆学校は｢休校J　となります｡

◆児童生徒は原則として保護者-引き渡し帰宅させます｡
◆交通機関利用者､留守家庭等で帰宅できない児童生徒については､氏名･人員等を確実に把握

し､引き続き保護します｡

｢東海地震に関連する情報｣や警戒宣言発表時の､交通機関の対応については公表され
ているので､帰宅の計画をあらかじめ具体的に作成しておきます｡

②教職員の間接的な管理下(休み時間､始業前､放課後)で｢東海地震に関連する調査情報
(臨時) ｣や警戒宣言が発表された場合

ア東海地震に関連する調査情報(臨時)が発表された場合
◆特別な対応はありません｡

イ　東海地震注意情報､東海地震予知情報及び警戒宣言が発表された場合
◆児童生徒を安全な場所に集め､保護者-引き渡し帰宅させます｡
◆交通機関利用者､留守家庭等で帰宅できない児童生徒については､氏名･人員等を確実に把握

し､引き続き保護します｡

｢東海地震に関連する調査情報｣については､情報のレベルによる交通機関の対応が予 

想できるので､帰宅の計画をあらかじめ具体的に作成しておきます○ 

学校にいない児童生徒に対して､東海地震に関連する調査情報､東海地震予知情報及び 
警戒宣言が解除されない問は休校であることを伝えます○当日の連絡はできないことが予 
想されるので対応について日ごろから周知しておきます○ 
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③社会見学､遠足等で｢東海地震に関連する調査情報｣や警戒宣言が発表された場合
集合解散場所から行事の実施場所までの地域が地震防災強化地域内か外かの別､交通機

関の運行状況等を事前に確認し､どの場所で発表されるとどのような状況となるかを想定
しておきます｡

ア東海地震に関連する調査情報(臨時)が発表された場合
◆特別な対応はありません｡

イ　東海地震注意情報､東海地震予知情報及び警戒宣言が発表された場合
◆学校と必要な情報について連絡を取り､状況により教職員の応援を依頼します｡
◆強化地域外の場合は､原則として教員が児童生徒自宅の最寄り駅まで引率します｡

◆強化地域内の場合は原則として教員が児童生徒を徒歩で自宅近くの安全な場所(避難場所等)まで

引率します｡状況により学校まで児童生徒を引率して戻ることも考えられます｡

※　強化地域は(p16)Ⅵその他(3)神奈川県地簾防災対策強化地域を参照

(神奈川県では茅ヶ崎市､寒川町､海老名市､厚木市より西側の市町)

④登校､下校時に｢東海地震に関連する調査情報｣や警戒宣言が発表された場合

a)児童生徒の行動
ア東海地震に関連する調査情報(臨時)が発表された場合

◆特別な対応はありません｡

イ　東海地震注意情報､東海地震予知情報及び警戒宣言が発表された場合
◆学校の実状に応じた対応を基本とするが､登校中の場合は可能ならばそのまま通学路を登校し
ます､下校中の場合は通学路をそのまま安全に注意しながら下校することを原則とします｡

◆交通機関を利用している児童生徒は､交通関係者の指示に従い､決して自分勝手な行動をとら

ないようにします｡途中経路で児童生徒が集まり､互いに助け合うようにします｡

b)出勤途中の教職員の行動
ア東海地震に関連する調査情報(臨時)が発表された場合

◆特別な対応はありません.

イ東海地震注意情報､東海地震予知情報及び警戒宣言が発表された場合
◆教職員は無理のない範囲で出勤します｡正確な情報の把握を行い､児童生徒と保護者に休校
の連絡をしますo登校してきた児童生徒については一時保護し､順次保護者-の引き渡しを
行います｡帰宅が難しい児童生徒については引き続き保護をします｡

⑤ ｢東海地震に関連する調査情報｣や警戒宣言が発表された場合の留意点
･情報の把握と的確な指拝のため学校災害対策本部を設置
◆正確な情報の把握(教育委員会からの情報提供)
◆職員-の連絡体制の確認､緊急時の役割分担等の確認
◆措置の決定･実施

(休校､帰宅･保護､施設の保安措置､初期消火･救護の準備等)
◆休校中の管理体制
◆関係機関(教育委員会､警察､消防､その他)及び保護者-の連絡

◎児童生徒の指導と対応
.学校で活動中は教室へ集合し､この後のことについて指導する｡

｡登下校時の場合は各学校の実情によるが､原則帰宅を指導｡保護者が在宅の場合は､原則と

して家族と行動を共にするよう指導｡日ごろからの指導が重要である｡
｡状況把握(氏名､人数､異常の有無､帰宅手段の状況等)の記録担当者を決め､問い合わせ

に関して情報提供を行うo
･障害のある児童生徒の介助について､支援方法等を確認する0

｡地区別･方面別等の帰宅方法など､地域の状況の応じた帰宅方法を計画する｡
･保護者-の引き渡しカード等の確認を行い､変更があるときは速やかに修正する｡

｡遠距離通学､公共交通機関等の利用者及び留守家庭等で帰宅できない児童生徒の把握と保護

する際の体制を確認する｡
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(2)地震への対処
①教職員の直接管理下(授業､給食指導等)で地震に遭遇した場合

a)児童生徒の行動
○　普通教室では即座に机の下にもぐる習慣を身に付けておくことが大切です｡自分で行動すること
が困難な児童生徒については､教職員等が援助(介助)して身体を保護する必要があります｡

○　特別教室や体育館では､地震に遭遇した時､普通教室と机の形･大きさ･数等が違うため､どの
ように自分の身の安全を図るか､あらかじめ教室以外の場所で体験し理解しておく必要がありま
す｡

○　ストーブが転倒し火災となる可能性があるのでストーブの近くの児童生徒は､速やかにストーブ
から離れます｡

b)教職員の行動(授業担当者等)
○　地震の際､まず児童生徒を机の下にもぐらせて両手で机の脚をしっかりつかませ､頭を保護する
よう指示します｡また､緊急事態に遭遇して児童生徒がパニックに陥ることが考えられるため､パ
ニック状態の防止に努めます｡

○　ストーブを使用しているときは､ストーブが倒れ火災が発生する可能性があるので､ストーブの

周りの児童生徒には速やかにストーブから離れるように指示します｡
○　揺れの状況や教室･設備の状況等によって必要かつ可能な措置に努めます｡揺れがおさまった
ら､児童生徒の安全を確認し､ -ルメットや防災頭巾があれば着用して､火の元の消火確認や避難
路として出入口を確認します｡

o　教職員は､いろいろな災害の状況を想定し､正確な情報の把握に努め､絶えず冷静さを失わず適
切な指示をすることが出来るように､平素から訓練を行い､万全を期しておくことが必要となりま
すo

c)職員室に在室する教聴員の行動(管理職等)
○　地震に遭遇したら､身の安全を確保するよう緊急放送をします｡児童生徒の安全確保､避難路の
確認､火の元の消火を教職員に向けて指示します｡緊急放送が出来ないことが考えられるので､事
前に放送内容の共通理解を図っておくことも大切ですo

o　全体への指示を出す教職員､校内を見回り状況を把握する教職員､緊急放送･連絡する教職員､
教職員不在教室の児童生徒の状況を確認する教職員など､役割分担によりすばやく行います｡

②教職員の間接的な管理下(休み時間､始業前､放課後等)で地震に遭遇した場合
○　教科等の学習中の場合に比べ､指示や人員の把握がしにくい状況であることを踏まえた対応が必
要です｡教職員は事前に役割分担や行動のルールを事前に決めておきます｡

o　この時間の児童生徒は､個人もしくはグループで校舎内外に分散している状況が多いことを想定
し､教室などでは机の下にもぐる､校舎外ではガラスの飛散などが考えられるので校舎に近づかな
いなど､あらかじめ示された対応や主体的な判断による対応ができるように指導しておきます｡

③社会見学､遠足等で遭遇した場合
○　社会見学や遠足等は､学校とは違う学習環境で行われるため､児童生徒の精神面等では平常でな
いことが予想されますo　また､見学場所等では学校には無い設備や物品があったり､教職員以外の
人の指示に従って学習したりすることが多々あり､このような場面で地震に遭遇した場合は､その
都度状況に応じた対応が要求されます｡

o　屋内にいる場合は､速やかに机の下などの安全な場所-移動させる､海岸にいる場合は津波､山
間部にいる場合は山崩れや崖崩れが起こる可能性があるので､速やかに安全な場所に避難させるな
ど､具体的な対応については､あらかじめ非常の場合の行動計画を作成し､これに基づいて行動し
ます｡

○　どのような状況で遭遇しても児童生徒の人数を確認し､安全な場所-避難誘導することが優先さ
れます｡また､引率先から学校-状況を速やかに連絡します｡
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④登校､下校途上で遭遇した場合
○　児童生徒の登下校中に地震が発生した場合､児童生徒が自分で瞬時に安全のための行動を選択し
実践することが求められます｡このようなことから､平素より様々な災害を想定した上で､安全を
確保するための行動シミュレーションについて十分に時間をかけて指導し考えさせておくことが必
要ですo実際に遭遇した場合､まず｢カバンや持ち物で自分の頭を保護する｣ ､次に｢建物､塀､
崖下､川岸等からすぐ離れる｣ ､ ｢自動車は思わぬ動きをするので離れる｣等の指導をしておきま
すQ

o　地域の実状に応じた対応をすることが原則ですが､登校中に地震に遭遇した場合は､可能ならば
そのまま通学路を登校させ､下校中は､原則として安全に注意しながら下校させます｡

o　交通機関を利用している児童生徒は､交通関係者の指示に従い､決して自分勝手な行動をとらな
いように指導しておきます｡また､避難の途中経路で児童生徒が集まり､互いに助け合うように指
導します｡

⑤障害のある児童生徒への配慮

a)障害のある児童生徒が通常学級または特別支援学級に在籍する場合
o　通常学級に在籍している障害のある児童生徒の場合も特別支援学級に在籍している場合も､それ
ぞれの学校の緊急避難対応に従うことが原則です｡ただその児童生徒の障害の状況を日頃より全教
職員で共通に理解しておき､いざというときにすぐ対応できるように訓練しておくことが必要で
す｡

○　車椅子の場合､あるいは背負って避#する場合､手を引いて同行しなければ移動できない場合等
それぞれの対応が準備されていなければなりません｡また､心臓病､癖頬等をもつ児童生徒の場
合､緊急時の対応について､保護者と事前に相談しておく必要があります｡

o　障害のある児童生徒の場合､異常な状況であるという判断がとっさにできにくいので､日頃より

十分な訓練が必要になります｡

b)スクールバスを利用している児童生徒がいる場合
○　バス運行中に地寮が発生した場合を想定して､その対策を講じておく必要があります.平常時よ

り近隣住民の理解と協力を得られるようにしておくことも重要です｡

(ア)登校時間帯に発生した場合
【スクールバス利用の児童生徒】
◎乗車後の児童の掌握

スクールバス運行時に地震が発生した場合は､学校と連絡を取り安全確保に留意しながら､

可能であれば学校まで乗車後の児童生徒を移送します｡

学校までの走行が不可能な場合は､安全なところにパスを停め､周囲の人々に援助を求めな
がら､学校から応援の教職員が駆けつけるまで待機します｡

◎乗車前の児童生徒の場合
バス乗車場所までは保護者付添いなので､乗車前の場合は保護者の管理にゆだねます｡

【通常交通手段利用の児童生徒】
登校途中の児童生徒については､状況に応じ､登校するか､自宅に戻る方が安全かを判断する

ように､日頃から指導しておくことが必要です｡しかし､知的障害児の場合はかなり困難である
ので､配慮を要します｡

なお､一時的に行方不明となった場合にも地域住民等の協力を得られるように､協力依頼の文
面を入れた本人の証明カードを所持させる等の対策を家庭において行えるよう指導し､日常から
通学区域の交番や商店等-の理解･協力を依頼しておくことも必要です｡

(イ)全員登校後に発生した場合
児童生徒の安全確保と緊急避難は､各学校のマニュアルに基づいて行います｡そのための訓練

は日頃から学校でいろいろな場合を想定し､徹底しておきます.

(ラ)下校時間帯に発生した場合
スクールバスは､地震発生時点で､乗車中の児童生徒については乗車させたまま､安全確認を

しながら学校-引き返します｡学校までの走行が不可能な場合は安全な場所に車を停め､周囲の
人々に援助を求めながら､学校から応援の教職員が駆けつけるまで待機します｡
一般交通機関の利用者については､教職員が最寄の駅(各学校で指定している所) -出向き､

児童生徒を学校-引率します.
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(3)地震発生後の対応
避難を開始するにあたっては､児童生徒の掌握を第-に考えなければなりません｡けが人

の有無についての確認や､身体に障害のある児童生徒の避難確保等､児童生徒全員を掌握
し､避難を開始することが肝要です｡

◎基本的対応として共通する事項
◆　児童生徒や教職員が､けが等をした場合は他に優先して応急手当をします｡ (応急手当はけがの

程度が重い者や避難に支障がある者を優先して行います｡ )
◆　必要に応じ､救急車の手配をします｡ (救急車の手配が不可能な場合も想定し､自力で搬送可能

な近隣病院を把握しておく必要があります｡ )
◆　教育委員会やその他関係機関に被害状況等を報告します｡報告先､報告方法については､事前に

確認しておきます｡
◆　電話等が非常に利用しにくくなることが想定されるので､あらかじめ電子メール､災害用伝言ダ

イアル､災害時優先電話など複数の通信手段を検討しておくことが必要ですo　特に､災害時の重要
通信を確保するため､ ｢災害時優先電話｣については､設置場所や使用方法について確認し､教職
員に周知しておきます｡

◆　下校の可否は､地域の被害状況により判断します｡

◆　児童生徒は保護者-引き渡します｡保護者が来校するまでは､学校で児童生徒の安全管理に努め

ますo地域の住民が避難してくることが予想されるため､校内に児童生徒の保護エリアの他に住民
の保護エリアを確保し､混乱を避けます｡

①校舎･建物の被害状況ごとの対応
a)火災が発生
◆　火災発生場所を認知したら､消防(119番) -通報します｡

◆　火災発生場所を校内の教職員､児童生徒に周知するとともに､教職員で初期消火に努めます｡ま
た､最適な避難経路を選び､児童生徒を校庭等､安全な避難場所に誘導避難させます.

◆　停電で放送設備が使用不能となる場合は､非常放送設備を利用します｡また､ -ンドマイク等の

利用も考えられます｡
◆　避難が終了したら直ちに分担に従い､児童生徒の掌握やけがの程度等を確認します｡

b)建物が損壊
建物が損壊するような地震の場合は､児童生徒の精神状態に平静さが欠けてしまうこと

が予想され､けが人が多く発生することにより混乱が大きくなることがも予想されます｡

◎次の事項に留意します｡
◆　火災が発生しなければ､児童生徒の人員(名前)やけがの程度等を確認し､二次災害に備え､担
任等の誘導のもとに安全経路を確認しつつ順次避難場所に避難誘導させます｡また､児童生徒の掌
握やけがの程度等を確認します｡

◆　建物が損壊している場合は､ガラスの破片が飛散していることが多く､また､避難中に余震等に

より割れたガラスが落下するといった危険性も考慮しておきます｡

◆　校舎内を巡視して天井落下､壁の剥離､階段の崩壊等の被害状況を確認します｡

C)建物が倒壊
被害状況が著しいので､児童生徒の安全確保のため大至急､脱出避難しなければならな

い場合です｡

◎次の事項に留意します｡
◆　校長(教頭)は状況を判断し､必要に応じて速やかに避難させます｡'

◆　児童生徒を脱出避耗させるにあたってはその場にいる授業担当者の判断にゆだねられる場合が考
えられます｡けが人がいる場合は､けがの状況を見極めながら早急に安全な場所に避#させます｡

◆　被害状況の把握を行います｡管理職を含む複数の教職員で校舎内の巡視をしますが､目的は残留
している児童生徒の救出等とし､施設の被害状況の把握は､最終的には専門家(応急危険度判定士
等)にゆだねます｡

◆　崖崩れ､地面の陥没等の危険な状態がないか､確認します｡

◆　ガラスは､建物の高さの1/2の距離まで飛散する可能性があります｡校舎の高さを確認し､校

舎に隣接する場所等校庭の危険箇所を把握しておく必要があります｡

d)建物に異常なし
◆　担任等は管理職等からの避難指示を待ちます.

-12-



②学校の教職員の対応
◆　避難してない児童生徒や教職員の捜索や救出､牧言草にあたります｡

◆　避難した児童生徒の安全確保とけが等の応急処置にあたります｡
◆　馴寺休校としたときは､保護者と連絡をとり､引き取りの依頼をしますC　引き取りに来られない

場合も児童生徒の状況などを保護者-連絡するよう努めますQ
◆　火災の場合は初期消火に努めます｡火災がなければ被害状況の把握に努めます｡

◆　校庭等､児童生徒が避難している場所が建物の破損や倒壊で危険になったり､他からの情報で学

校が危険と判断した場合は別の安全な場所へ避難します｡
･教育委員会-の報告や指示とともに､警察署･消防署･町内会等と連絡連携して情報収集に努め
ます｡

③障害のある児童生徒への配慮
各学校の状況に応じて､帰宅あるいは学校待機等の措置をとります｡しかし､状況判断

が適切にできない児童生徒も多いと予想されるので､混乱に拍車がかかりパニック等にな
ることも十分考慮して対応しなければなりません｡

H祈疎緑irq ,7卵レ(緑f,94aZl< 277QbZ･御桝動

I F7Iレ絢咋久　-･妨7勺ーン呼物Z･.く.

･殊白叩傾斜査L古聯一･･如与イ練1鴫.
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Ⅵその他
(1)地震発生時における避難状況等の報告(FAX送信表)

FAX送信表
鎌倉市教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　24-5564(指導課)

教育指導課　様　　　　　　　　　　　　　FAX　24-5569

地震発生時における避難状況等の報告
報告日　　　平成　　年　　月　　日

報告時刻　　午前･午後　　　時　　　分

1児童生徒･教職員の在籍

在籍児童生徒数 ��在籍数職員数 ��

欠席児童生徒数 ��年休教職員 ��

登校した 児童生徒数 ��出勤教職員数 ��

自宅にいる 児童生徒数 ��出勤不可能 教職員数 ��

2被害の状況
(1)児童生徒･教職員の状況

(2)施設･樹木･ライフラインの状況　(施設は該当項目に○印を記入)

校舎 ��ﾈ支ｹ��校庭 �6Hｴ2�汰 �4ｸ5��

小破損 �� �� �� 

中破損 �� �� �� 

大破損 �� �� �� 

立ち入り禁止 �� �� �� 

3休校等の状況

休校



(2)防災行政用無線による情報提供

防災行政用無線は､地震や台風をはじめとする気象情報や市からの防災情報等をスピーカー
から放送し､市民の皆さん-伝達する設備で､現在､市内に137基設置されていますD

防災無線が放送された際には､インターネットにて鎌倉市のトップページに｢重要なお知ら
せ｣として放送内容が掲載されます(平日8時30分～17時15分まで) ｡

放送の対象となる項目は次のとおりです｡

①　防災行政用無線の放送対象
定例試葺英放送(毎日(夏季17時00分､冬季16時30分) )

(ア)大雪･大雨･台風情報等の気象警報(発表及び解除時)
(イ)柏尾川の水位についての河川情報(発表及び解除時)
(ウ)地震情報(震度4以上) ､津波予報情報
(ェ)東海地震(注意情報･警戒宣言発表時)
(オ)その他一般放送(必要に応じて放送)

･大規模なライフライン(電気･ガス･水道等)や鉄道事故等の事故
･ごみ収集の中止時　　　　　　　　　　　　･光化学スモッグ注意報の発表

･警察からの依頼による行方不明者の捜索　　･選挙投票日の周知放送

②　地震関連情報の内容

地震.津波予報情報 ��ｹ7ォ決�8,ﾉ&��ｸ*ｨ*�,�+ﾘ�ｨﾘx,唔�ｹ7�*�.h-�,9Fx,ﾉtﾉk8,�,(*(,B�
お知らせします. 

大津波警報 �6ﾘ決�8,ﾉ,9Fx,ﾈｮｸﾊ�*ｩIx,�,H*(.��ｨﾘx,�5H488ﾈ98,X*�&ﾘ.x+�+X-ﾂ�
す03秒間のサイレンを2秒おきに6回繰り返します. 

津波警報 �&ﾙ/i7�,ﾉ,9Fx,ﾈｮｸﾊ�*ｩIx,�,H*(.��ｨﾘx,�5H488ﾈ98,X*�&ﾘ.x+�+X-ﾂ�
す05秒間のサイレンを6秒おきに3回繰り返しますo 

東海地震注意報 豫��ｨ+8.ｨ+ﾘﾋｸ�ｸ*ｩ8ﾈ､9&��ｸ,ﾉ��)ｸ,X*�.�)Eﾉ�ｸ*ｨﾘ(-ﾈ,�+ﾘ�ｨﾘx,��は､地震に備えるよう注意を促しますoテレビ.ラジオでも発表さ 
れますo 

東海地震警戒宣言 �8ﾈ､9&��ｸ*ｩJﾙ�h+x.仆�.ｨ*ｨ*�.��ｨﾘx,唏､8ｭﾙWHｽ�*�.x,ﾉO�>�,ﾈ､ｨ趙�
などを呼びかけますoテレビ.ラジオでも発表されます○ 

③　防災行政用無線の内容は以下の方法でも確認することが出来ます｡

インターネット 乘����87ｨ�ｸ8�7坪5v⑧G�｢�wwr�6宥呈ｶ�ﾖ�ｷW&�豸���v�v�讒��｢重要なお知らせ｣として放送内容を掲乾します○ 

携帯サイト 乘����88(6�488ｹLX7ｨ�ｸ8�7��ｸ5r�
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/mObire/index.htmE 

電話 傲�f�6X8ﾈ7ｨ985H�ｸ7(5��
0120-24-0467(無料) 

FMラジオ 乘���4x7H4x8�茨ﾉFy�C�"繖ﾖgG｢��
(災害時に割り込み放送をします○) 

ケーブルテレビ 乘���5��ｸ7X8ｸ6X8ﾈ7"�
(画面にテロップを流します○) 

□□鎌喜市防災･安全情報メール配信■暮■■
この外にパソコン･携帯電話への防災･安全情報メールでも､防災行政用無線の放送

内容を確認できます｡その際､登録が必要となりますので､次のアドレスにて登録手順
をご確認ください｡

◇メールサービス登録手順説明書◇
http://www･city･kamakura･kanagawa.jp/sougoubousal/documents/haishintejyun pdf

問い合わせ先 所属課重:防災安全部総合防災課　内線番号(2614)

鎌倉市御成町18-10　第3分庁舎　2階
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(3)神奈川県地震防災対策強化地域
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(4)学校の海抜と緯度経度

鎌倉市立小中学校の海抜と経度緯度
鎌倉市教 劔刪辷ﾏ員会 

学校名 佝�7��緯度 丶9K"���グランド等(m) 乘����2�78�8ｮ馮ｹ�ﾒ�

1 ��bﾘ惲�139度32分51秒 �3Y7��瓜｣S�V"�6.9 ��53-2-21 

2 ��i?�惲�139度33分55秒 �3Y7��兒｣#YV"�16.1 ��53-2-10 

3 佩I�ﾈ惲�139度32分50秒 �3Y7��兒｣�iV"�7.6 ��53-2-16 

4 ���ｨ惲�139度31分40秒 �3Y7��瓜｣3儼"�22.3 ��c#3"絣�53-3-2 

5 俛�ｨ惲�139度29分32秒 �3Y7��瓜｣CIV"�16.2 �7h�ｸ8ｳ#2綯�52-3-4 

6 ��ｹ�(惲�139度31分15秒 �3Y7��兒｣S�V"�10.6 ��42-4-20 

7 傅ﾈﾞ(惲�139度32分25秒 �3Y7�#�Z｣3yV"�13.2 ��43-1-20 

8 仂ｩ>ｨ惲�139度31分25秒 �3Y7�#�Z｣�IV"�8.7 ��43-1-6 

9 ��Y�H惲�139度32分05秒 �3Y7�#�Z｣�YV"�8.9 ��43-1-3 

10 伜(ﾞ淫ﾂ�139度32分01秒 �3Y7�#�Z｣�儼"�28.7 �#R紕�43-3-3 

日 俑��(惲�139度33分04秒 �3Y7�#�Z｣C�V"�38.9 鼎"綯�43-2-17 

12 ��ﾈｾ�2�B�139度30分25秒~ �3Y7��兒｣#YV"�28.9 ��52-2-7 

13 俯Yz(惲�139度30分47秒 �3Y7��瓜｣C)V"�23.9 ��52-4-3 

14 儻域ﾘ惲�139度31分13秒 �3Y7�#�Z｣�9V"�21.0 ��ゅR�42-4-10 

15 亊i$ｨ惲�139度30分48秒 �3Y7�#�Z｣3儼"�19.4 ��ゅB�32-4-14 

16 ���m淫ﾂ�139度31分05秒 �3Y7�#�Z｣�IV"�23.3 ��9nX�ｳB綯�42-2-5 

17 ��bﾙ(b�139度33分20秒 �3Y7��瓜｣�儼"�28.1 ��53-4-18 

18 ��i?�(b�139度33分32秒 �3Y7��兒｣C�V"�26.0 犯s#C"紕�43-4-24 

19 佩I�ﾉ(b�139度32分31秒 �3Y7��兒｣�IV"�32.5 �3�紕�53-ト20 

20 俛�ｩ(b�139度29分51秒 �3Y7��瓜｣CYV"�6.5 迭綯�52-3-5 

21 ��ｹ�)(b�139度31分24秒 �3Y7��兒｣S�V"�24.8 �#"綯�43-3-16 

22 ��Y�I(b�139度32分12秒 �3Y7�#�Z｣C儼"�10.3 ��43-1-14 

23 仂ｩ>ｩ(b�139度31分10秒 �3Y7�#�Z｣S9V"�8.8 ��42-2-15 

24 舒)�9(b�139度32分56秒 �3Y7�#�Z｣C儼"�35.2 �3�纈�43-2-12 

25 偃慰ﾉ(b�139度30分18秒 �3Y7��兒｣3�V"�32.2 �3����52-2-2 

経度･緯度はグーグル地図､海抜は鎌倉市都市基本図を参照
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