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危機管理と指導方針

（学校安全マニュアル）

生活安全 交通安全 災害安全

周南市立周陽中学校



- 2 -

学校における危機管理

☆学校危機管理とは(定義)

子どもたちや教職員等の生命や心身等に危害をもたらす様々な危機を未然に防止
するとともに、万一、事件・事故、災害が発生した場合に、被害を最小限にするため
に、適切かつ迅速に対処すること

※ 「学校の安全管理に関する取組事例集」平成15年6月文部科学省等から

☆学校危機管理の基本

※「学校における危機管理マニュアルの作成指針」より抜粋
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１ 学校危機管理の目的

・生徒と教職員の安全を確保するとともに、施設等を守る。
・危険を早期に発見し、事件・事故、災害を未然に防止する。
・事件・事故、災害の発生時に、迅速・的確に対応する。
・事件・事故の再発防止と、教育の再開に向けて対策を講じる。

２ 未然防止（平常時)の対応
（１）学校安全の３領域別未然防止

①交通安全の取組

○ 警察等と連携し、交通安全教育の充実を図る。
□交通安全教育の充実により、「自らの命は自ら守る」意識を醸成し、交通
ルールを守ることを身に付けさせる。

□心にゆとりと、時間に余裕をもって行動することを身に付けさせる。
□警察等と連携し、交通安全教室、自転車教室等に取り組む。
□生徒が主体となる「サイクルスクールリーダー活動」を推進する。
□特に、自転車の安全運転に気を付けさせ、定期的に自転車の安全点検をさせる。
・携帯電話を操作しながら、傘を差しながら、ヘッドホンステレオ等を聞きな
がらなどの、「ながら運転」はしない

・坂道などで、スピードを出し過ぎ、高速で走行しない
□道路横断時は、横断歩道や自転車横断帯を利用し、飛び出しや斜め横断はしない。
□交差点や踏切では、必ず一旦停止し、左右の車両等の走行に気を配る。
□仮入学時に、新入生及び保護者に対し、交通安全指導の徹底を図る。

○ 危険予測学習（ＫＹＴ）を徹底する。
□教職員による説明的な指導からはじめ、生徒が自らの安全を自ら確保しようとする態度につなげ
る。

□危険予測学習では、
①状況把握、②危険予測、③回避方法の考察、④安全行動の意思決定
の４段階で学習する。全校集会や学級活動だけではなく、終わりの会などの短時間も活用する。

○ 加害者となった際の責任について教える。
□自転車は軽車両の一つであり、場合によっては、交通事故の加害者となることを常に意識させる。
□自転車であっても、法律違反をして事故を起こすと刑事上の責任が、相手に怪我をさせた場合は、
民事上の損害賠償責任が生じることを生徒に教える。

□万一の事態に備え、保護者に対し、個人賠償保険や傷害保険等の利用について啓発する。

②災害安全の取組

○ 学校防災体制を整備する。
□情報収集・連絡体制を確立する。
・緊急地震速報を活用する
・「山口県土木防災情報システム」を活用して、台風、大雨、土砂災害等の気象制情報等を迅速に
入手する

・生徒、保護者に休校・自宅待機等を早急に連絡するため、学校Ｗｅｂページの緊急通信欄や、緊
急メール配信システムを活用する

□災害発生時のパニックを防止するため、専門家や関係機関等とも連携し、防災教育や避難訓練等
を計画的に実施し、安全に避難できるようにする。

□関係機関（市、消防署等）と連携した体制を整備して防災力の向上を図る。市で行われる防災訓練
にも参加する。
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□市防災担当部局や地域防災組織（公民館活動等）と連携し、避難所の運営等の協力体制を整備
する。

○ 防災教育に取り組む。
□防災教育は、生徒が自然災害のメカニズム、地域の自然環境や過去の災害、防災体制の仕組
みなどをよく理解し、災害時における危機を認識して、日常的な備えを行うとともに、的確な判断の
下に自らの安全を確保するための行動を迅速にとれる能力（防災リテラシー）を身に付けることを
目的としている。

□学校安全計画に基づき、各教科、道徳及び特別活動、総合的な学習の時間等、学校教育全体を
通じて、組織的・計画的に防災教育・訓練に取り組む。

□理科や社会科の教科学習、特別活動等を活用した地域人材や専門家による防災教室、避難訓練
等を実施する。

□火災・地震等の避難訓練を学期に１回実施する。
□被災後の対応についても、学習の機会をもつ。

地震

○ 地震に備え、施設・設備の安全管理を徹底する。
□本棚やテレビ等、校舎内の施設・設備について転倒・落下防止策を施す。
□灯油タンクや簡易倉庫など、屋外の施設・設備について転倒防止策を施す。
□施設・設備の定期安全点検において、地震対策に関する項目を明記して点検する。
□避難経路となる廊下や階段、出入口等には避難の障害となる物を置かない。

○ 学校外における地震被災の対応を周知する。
□ブロック塀等倒壊しやすいものに近付かない。
□窓ガラス等高所からの落下物に気をつける。
□土砂崩れや土石流等が起こりそうな場所に近付かない。
□海岸にいたときは、海岸から離れ高所に避難する。

風水害ポ ト６

○ 日常からの風水害・土砂災害に備える。
□日常から危険箇所を把握し、安全マップに掲載し、避難経路や方法も記載させる。
・河川、ため池等の氾濫の恐れがある場所
・崖崩れ等の土砂災害の起こりやすい場所
・道路が浸水しやすい場所
・暴風時に倒木等の被害の恐れがある場所 など

□学校と地域の実情に応じて避難訓練を実施する。

○ 台風の接近等、緊急時の対応について、事前に生徒・保護者に伝えておく。
□登校前の時点で、災害の恐れがある場合は、登校の可否を決定し、家庭連絡等によって速やかに
的確な指示を行う。
・年度当初に学級連絡網を作成するとともに、緊急メール配信システムの利用を促す。
・登校の可否について午前６時までに決定し、６時３０分から学級連絡網を使って各学級に連絡を
徹底する。（連絡がつかない家庭については学校からの連絡や家庭訪問等により徹底をはかる）

□状況により、教職員の巡視、安全指導をする。
□下校させる場合には、気象状況、通学路の状況等を確認し、下校のタイミングを的確に判断する。
早めの下校を実施し、危険な状況下での下校はさせない。

□台風等による臨時休業や下校時刻を切り上げる場合は、近隣学校間で連携する。

○ 天候回復後は、安全点検をする。
□学校施設設備を点検し、安全確認を行い、必要に応じて適切な措置を講じる。
□飲料水について、必ず安全確認を行う。また、学校給食についても、施設設備の衛生管理を徹底
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する。
□通学路の安全点検を行い、状況によっては通学路の変更を行うなど、適切な措置を講じる。

⑤生活安全－防犯

地域ぐるみの学校安全体制の確立
○ 地域ぐるみの安全体制を確立する。
□学校、保護者、地域（防犯団体等）の連携を密接にし、教職員の見守りやパトロール、地域のおじさ
ん、おばさん運動との連携を図り、「生徒を一人にしない」対策を講じる。

□近隣の小学校（桜木、周陽、遠石）や高等学校（徳山商工）、教育委員会や警察等と、不審者情報
等を共有するとともに、生徒、保護者への注意喚起を常に行う。

□警察署が発信する「警察署メールマガジン」や、県警Ｗｅｂページの「山口県地域別犯罪発生地図
（安全マップ）」も活用する。

□防犯団体等と生徒の対面式・交流会等の開催など、交流機会を増やす。（防犯訓練等で）
□小中連携による生徒指導連絡会議等を活用し、「小中連携生活の手引き」等に生かす。
□地域安全マップを作成し、共有する。

○ 万一に備え、緊急連絡体制を整備する。
□「学校等に対する緊急通報システム」等による、緊急事案発生時の連絡や
支援要請のために、緊急メール配信システムを整備する。

□緊急時の学校の登下校対応について保護者、地域に周知する。
ポイント３
○ 学校、保護者、地域が連携し、通学路の安全点検を実施する。
□定期的に安全点検を実施し、「安全マップ」を見直す。
安全点検－校内は毎月１日実施

校区内は周陽中ボランティア活動時（６月～８月）での地域の安全点検で実施
□危険箇所については、生徒、保護者に情報提供する。（安全マップ、たより、ホームページ）
□生徒等から通学路の状況について、随時報告を受ける。

不審者侵入防止体制の確立
○ 不審者侵入防止体制を確立するとともに、定期的に安全管理体制を確認する。
□通用門は、登校時以外は閉めておく。（正門、北門、西門）
□校地内外の樹木の伐採等を行い、不審者が侵入して隠れやすい死角を排除するなど、校地内の
見通しを確保する。

□教職員による定期的な校内巡視や、校外巡視にも取り組む。
□防犯対策として、夜間や休業日の施錠を徹底する。特に、部室の施錠、貴重品の管理にも配意す
る。

□夜間や休業日の学校開放等においても、生徒の安全確保、安全管理に十分に努める。特に、校地
及び校舎の出入口を限定するなど、安全管理に配意する。

□防犯器具の設置場所や取扱方法等について、防犯訓練や研修会で確認し、緊急時に対応できる
ようにする。（さすまたは職員室に設置）

□山口県版「学校の安全管理４０の点検項目」（学校安全・体育課Ｗｅｂページ掲載）を活用し、不十
分な点を改善する。

ポイント５
○ 来訪者への対応
□出入り口に、「関係者以外の立入りを禁止します」「用事のある方は事務室受付へお越しください」
などを表示する。

□受付がわかるように案内を表示する。
□受付で受付名簿への記入、来校者証を配付し、着けるよう依頼する。
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○ 警察への通報体制
□不審者を発見した場合は、即座に１１０番通報する。（所轄署への連絡では、パトカーの配備など警
察の緊急対応が遅れる）

－警察への通報基準－

○生徒や教職員に危険が感じられる場合
○威圧行為を繰り返したり、脅迫している場合
○窃盗行為をしようとしている場合
○覚醒剤やシンナーなどの薬物を使用している場合
○火災発生の原因となる行為をした場合
○不審者が強引に生徒との接触を求めた場合
○生徒等に破廉恥行為を強要している場合など

防犯教育の充実
○ 警察や保護者等と連携し、防犯避難訓練や教室に計画的に取り組む。
□すべての生徒が、防犯の基礎である「いかのおすし」(行かない・乗らない・大声で叫ぶ・すぐ逃
げる・知らせる）を身に付ける。

□生徒が危険を予測し回避できるよう、防犯に関する危険予測学習（ＫＹＴ）を活用する。

○ 「安全マップ」の作成を通して、危険予測・回避能力を育てる。
□安全教育の一環として、総合的な学習の時間や特別活動を活用して、安全マップづくりに取り組
む。

□作成方法は、小グループや保護者と一緒に、直接、現場を見て、地域の方から取材するなどして、
危険箇所を把握する。

□「暗くてさびしい道」「空き地で危険。人気がない」「大きな車に注意」などの把握した情報は、実際
の地図やイラスト（略図）として書き込む。

□「交番」や「子ども１１０番の家」など、安全を確保できる場所も明示する。
□危険箇所は、地形、時間帯、天候等の多角的な視点からの安全点検を実施する。

ポ

○ 防犯指導を充実する。
□できるだけ日没前に帰宅し、日没後は一人で外出しないように指導を徹底する。外出が必要な場
合は、可能な限り送迎するよう保護者へ依頼する。

□特に、部活動等で帰宅が遅くなる生徒については、単独行動を避け複数で行動する指導を徹底す
る。

□保護者にも、生徒の通学路や安全について、家庭で十分話し合うよう依頼する。

④生活安全－防犯以外

★転落事故防止

○ 安全教育を徹底する。
□生徒に対し、天窓やフェンスなど、屋上やベランダ等の施設の危険性を十分に理解させ、立ち入ら
ない、危険な行動をとらないよう指導を徹底する。

□サッカーゴール、ハンドゴール等にぶら下がらないよう指導を徹底する。
○ 安全管理を徹底する。
□防護塀や柵等のない平屋根は、生徒に使用させない。
□屋上の出入り口は施錠・閉鎖し、普段は上がれないよう管理を徹底する。
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□運動会や文化祭等において、スローガンやモニュメント等を設置する場合には、フェンスや防護柵
等がない屋根部分については必ず教職員が行う。

★遊具事故防止

○ 安全教育を徹底する。
□鉄棒等の危険性と安全な使い方について、機会があるごとに十分な指導に取り組む。

○ 安全管理を徹底する。
□定期的、日常的な安全点検を必ず実施する。
□安全点検のポイント
・目視だけでなく、金槌で叩く、揺らす、大人の力で実際に作動させるなど徹底した点検を行う。
・担当職員に任せるだけでなく、管理職が金槌等を使い実地で点検する。
・土台や溶接部分の破損、転倒の危険を十分に確認する。
・教職員間で遊具に関する情報交換(安全面での気付き)を行う。
・安全点検表を作成し、複数で確認する。
・遊具の使用規定を作成し、適宜、見直す。

★プール事故防止

○ 生徒への安全教育を徹底する。
□水泳は危険を伴う運動であるため、睡眠を十分にとる、欠食をしないなど体調管理に努め、十分に
準備運動を行うなど、自ら安全な行動を取ることの重要性について指導する。

□周囲の級友の安全について気を配りながら泳ぐことを指導する。
□人員点呼（バディシステム等）の重要性を理解し、素早く、正確に点呼できるようにする。
□典型的な事故例を知り、個人の能力に応じた水泳を心がける。
・スタート時に頭部から深く入水し、水底で頭部を打つ。
・入水や潜水の際、無理な息こらえ等による重大事故（ノーパニック症候群）がある。
・一定の技能を身に付けている生徒にも重大事故がある。

○ 施設の安全点検と水質管理を徹底する。
□プールの安全管理・衛生管理については、「プールの安全標準指針」及び「学校環境衛生の基準」
を参考として徹底を図り、適切な管理体制を整える。

□プールの排(環)水口の蓋及び吸い込み防止金具の強度、ボルト等による固定等が十分か、定期的
に点検し、不備な箇所は速やかに改善を図る。

□プールの遊離残留塩素濃度は、プール水使用前及び使用中１時間に１回以上測定し、必要事項を
帳簿等に記録し、保存しておく。

□プール水等の排水については、事前に必ず水質検査を行い、残留塩素の低濃度を確認した上で
放水する。

□塩素剤等を取り扱った水質管理や排水時の措置は、安全に十分配慮するとともに、学校薬剤師の
指導・助言を得る。

○ 指導時の安全管理を徹底するとともに、緊急時に常に備える。
□指導に当たっては、「水泳指導の手引き（二訂版）」及び「学校における水泳事故防止必携（新訂
版）」を参考とする。

□監視員は、プール全体が監視できるよう十分な人数を配置する。
□プールサイドに不要な器具等を放置せず、安全に留意する。
□非常事態に備え、携帯電話等をプールに持参する。
□ノーパニック症候群に関する共通理解を図り、指導時に留意する。
□全教職員が、救急蘇生法及びＡＥＤの使用法等を身に付ける。
□緊急対応について明確にしておく。
・事故発生時には、即座に呼吸及び脈拍を確認し、必要な場合は救急車の要請をするとともに、そ
の場で救急蘇生を行う。

・事故現場の目撃者を最小限に抑えるとともに、目撃した生徒の心のケアに努める。
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○ 水泳中の事故防止について、保護者に十分な啓発をする。
□夏季休業中等の水泳事故の際、即座に救急蘇生法を実施できるよう保護者と連携して研修会等を
実施する。

★水難事故防止

○ 生徒への指導事項を徹底する。
□遊泳禁止の海や湖沼はもちろんのこと、雨後の増水した河川には絶対に近寄らない。
特に、河川では、雨が上がっても、２～３日は流れが速くなっているので十分に注意する。

□海岸における離岸流（波打ち際から沖合に向かってできる潮の流れで、幅１０メートル前後の局所
的にできる強い引き潮）の存在を知り、離岸流の有無等、事前に情報を得て、適切に遊泳する。

□ため池や貯水池等、立ち入り禁止・遊泳禁止箇所では、絶対に、泳いだり、魚釣りをしない。
□河川上流域では、急な増水による水難事故の可能性もある。キャンプや水遊びの際には、気象状
況や上流ダムの情報等に注意する。

□河川の危険性については、生徒・保護者に十分に指導・啓発する。
・水面は穏やかでも、水中では流れが速く、流れが複雑である。
・河床は複雑で滑りやすく、また、急に深くなっている。
・深さ３０センチ以上（生徒の膝下の高さ程度）になると、転倒しやすい。

★落雷・突風事故防止

○ 落雷や突風等の脅威を指導・啓発する。
□近年、部活動中の落雷や積乱雲からの突風（ガストフロント）によるテントの倒壊により、死者が出
るなどの重大事案が全国的に発生しており、。

□落雷や突風等、自然の怖さを認識し、危険を予測・回避することの大切さについて生徒や保護者に
指導・啓発する。

○ 屋外活動時の留意点について教職員で共通理解し、指導する。
□屋外での授業、運動会・文化祭等の学校行事、各種競技大会の実施及び
開催にあたっては、事前に気象情報を入手する。

□気象情報を入手する際は、強風や落雷等の警報や注意報等に留意し、
発令された際は、参加者の安全確保を最優先する。
雷警報、大雨警報等が発令された場合は、下校や部活動の中止について
企画委員で検討し、教職員、生徒、保護者に周知する。

□大気が不安定なため、竜巻・ガストフロント・雷雨の発生等、急激な天候
の変化が予想される場合は、予め、避難方法等について教職員の共通
理解を図り、早期に対応する。

□特に、テント等の設営には十分配慮する。

★薬品事故防止

○ 理科薬品の安全管理を徹底する。
□古くなり、薬品で腐食等がある保管庫は、新しいものと交換する。
□保管庫の鍵は、理科薬品管理責任者が管理する。
□地震対策として、保管庫が壁などに固定されていること。ガラス窓は、金網等が施されたものにし、
薬ビンの転倒による破損がないようにする。

□医薬用外毒物・劇物は、表示通りの保管場所に保管する。
□保管庫内では、転倒防止のため、仕切りの入った保管用トレーに保管することが望ましい。液剤の
場合は、砂を入れて保管する。砂を入れることにより、薬液がこぼれた場合、化学変化の速度が遅
延される。
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□毎学期ごとに、在庫量と帳簿量を確認する。使用が無くても、任意に抽出し重量を量り、在庫量を
確認する。

□不要な理科薬品は、適正な方法で廃棄する。
□理科薬品の管理帳簿の毎学期の確認欄に学校長の確認印を設ける。
□使用する度に、教員が薬品の量を計量し帳簿に記入、在庫量と帳簿量を確認する。
□理科薬品保管庫の取扱いは、生徒にはさせず、教員が行う。
□「理科薬品管理状況調査表」に基づき、学校薬剤師による点検を年１回以上実施し、結果の報告を
校長が受ける。

○ その他の薬品の安全管理も徹底する。
□農薬、プール薬品等の管理を適切に行う。

★熱中症防止

○ 熱中症による事故防止対策を徹底する。
□授業や学校行事、部活動等の際には、熱中症による事故防止に留意する。
□暑い季節の運動や作業は、涼しい時間帯に行い、運動が長時間にわたる場合には休憩を多くと
り、スポーツドリンク等により、こまめに水分や塩分を補給する。

□体が暑さに慣れていないときには、短時間で軽めの運動から始め、徐々に慣らす。
□暑い季節には、吸湿性や通気性のよい軽装にするとともに、屋外で直射日光に当たる場合は、帽
子を着用する。

□個人差や体調により、暑さへの耐性が違うことを踏まえ、健康観察を行う。

○ すべての教職員が応急処置を理解しておく。
□涼しい陽の当たらない場所に寝かせ、衣服をゆるめ、水分や塩分を補給する。
□経過観察中、容態が急変し、死に至るケースもある。注意を怠らない。
□昏睡状態でけいれんを伴う場合はもちろん、応答が鈍いなど、少しでも意識が朦朧としている場合
は、救急車を要請し、早期に医師の手当てを受ける。

□医師の診断までの間、濡れタオルや氷などで体を冷やすなどの応急手当を行う。
□緊急時の対応のために、応急手当の研修や、連絡先（学校医、消防署、教育委員会、家庭等）を
明確にするなど、救急体制を確立しておく。

★野犬被害防止

○ 野犬による被害防止対策の指導を徹底する。
□野犬に対して、不必要な刺激（威嚇等）を与えない。
□緊急時の際は、大きな声で助けを求める。また、噛まれる等の被害に遭った場合は、早急に
受診する。

□登下校は、人通りの多い道を通り、なるべく複数で行動する。

（２）生徒の教室・訓練
○ 生徒の防犯教室・訓練、交通安全教室、防災教室・訓練とともに、安全に関する総合的な取
組を推進する。
□防犯教室・訓練とともに、生徒による安全マップづくり、ＫＹＴを活用した交通安教全教育、災害の発
生メカニズム、地域の自然環境、過去の災害等の学習について、各教科、道徳及び特別活動、総
合的な学習の時間等を通じて行い、生徒の危険・予測・回避能力を育む。
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□専門家と連携して取り組む。
① 防犯教室・防犯訓練 周南警察署生活安全課
② 交通安全教室 周南警察署交通課

交通安全学習館(山口県総合交通センター内)
③ 防火訓練地元消防署 徳山東消防署
④ 防災教室・訓練 市防災課、徳山東消防署
⑥ 地震、風水害、土砂災害 徳山高専
・発生メカニズム 山口大学理学部、工学部等専門家
・地域災害事例、被害防止 市防災課

下関気象台防災業務課
ボランティア活動・日本赤十字社山口県支部

⑦ 海浜事故防止 徳山海上保安部
⑧ セーフティライフ･セミナー 教育庁学校安全・体育課

イント2
（３）教職員研修
○ 教職員の研修・訓練をする。
□研修や訓練は計画的に行う。朝礼時や職員会議等も活用し、危機対応等の共通理研解にも取り
組む。

□教職員は、生徒とともに、避難訓練に主体的に取り組む。
□毎年度、以下に取り組むことが望まれる。なお、研修は、職員会議等での確認等も含む。

○学校安全計画について
○危機管理マニュアルについて
○重大事案発生時の危機対応について
（初動・初期対応、保護者との連携、心のケア、報道対応等）

○休日・夜間等における危機管理体制について
○不審者対応の実技研修について
○スクールガードとの連携について
○危険予測学習（ＫＹＴ）について
○災害発生時の対応について
○救急救命法について
○学校安全の広報・啓発（Ｗｅｂページ等）について
○賠償責任や傷害保険の理解についてなど

３ 緊急時の初動・初期対応

（１）事案発生時の基本的対応
○ 生徒を守るためには、事案発生直後の初動対応が何より重要であり、管理職を中心として迅
速・的確な意思決定をする。

○ 管理職への報告と最新情報入手
□５Ｗ１Ｈに基づきメモを取り、校長(管理職)へ情報を集約する。
□校長(管理職)は、現場を確認し、必要に応じ現場を保存する。
□校外での事案は、生徒指導主任等を派遣し、現場での情報確認や目撃児童生徒等の有無等を確
認する。地元警察・消防・教委からも最新情報を入手する。

□時系列での記録開始と最新情報把握。過去の記録も確認する。

○ 緊急支援要請等
□重大事案発生時は、警察、教育委員会、ＣＲＴ等へ支援を要請する。
□傷病者がいる場合は、生命の安全を最優先し、できる限りの応急措置、救急救命措置を施すとと
もに、救急車出動を要請する。



- 11 -

○ 緊急時の校内対応組織
□事案発生時は、全教職員が協力し、組織的に危機対応に当たる。

ー校内対応組織ー

班 役割分担 担 当 役 割 内 容

総 責任者 全体指揮 ①校長②教頭 ・事案の全体把握と対応決定

括 ・警察、教育委員会との連携

・被害者・被災者への対応

（事案により謝罪）

・保護者対応、報道対応など

①学校安全班 学校安全担当 教頭、生徒指導主任 ・最新情報の把握

（危機管理班） ・学校内外の安全状況の把握

危 情報管理担当 教務主任､情報教育担当 ・保護者、関係機関、報道等への

連絡・通知等

・報告準備

機
庶務担当 教頭 ・記録(時系列)の整理

事務長（事務室） ・食事等補給など

管
②報道対応班 報道担当 校長､教頭､教務主任 ・報道対応準備

理 ③保護者班 保護者担当 教頭、生徒指導主任、 ・該当保護者への状況説明・支援

個別担当 (遺族 担任等を指名 等

等） ・全保護者への緊急連絡による不

安軽減

・緊急保護者会や通知文の準備

など

①学年班 学年担当 学年主任､生徒指導担当 ・被害生徒への付添・見舞い

担任・副担任 ・学年生徒の状況把握と不安軽減

ケ など

②ケア班 ケア担当 養護教諭､教育相談担当 ・応急手当

・学校医・医療機関等との連絡連

ア 携

・ハイリスク生徒の把握（ケア会議

開催）

・教育相談等のケア活動など
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－緊急連絡体制－

警察１１０

非常事態発生 職員室教員
発見者 養護教諭 消防車１１９
担当者 救急車

医療機関
連絡・報告 連絡・報告 報告

校 長 生徒指導主任 学級担任 保護者
教 頭 教務 学年主任 付添 （教務）

家訪
指示 指示

市教育委員会 速報
■「いつ、どこで、誰が、何を、
なぜ、どのようにした、どう
した、現状はどう、学校の対

ＰＴＡ会長 処は」等を簡潔に報告。詳細
は後刻。

続報
学校運営協議会 ■事実経過及び学校の対処を報

告。指示を受ける。

校長会

全教職員 事実関係説明、役割分担指示

生徒・保護者 事故被害生徒、保護者対応
生徒集会（全校、学年）
保護者説明会

警察・裁判所 必要に応じて協力要請、補償

マスコミ 広報体制の設置指示・窓口対応
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○緊急時の避難手順

避難手順１・・・グラウンドに避難する場合 火災、地震、津波、不審者
緊急放送－教頭
「ただいま○○○○で火災が発生しました。生徒のみなさんは、先生の指示に従って速やかに
グラウンドに避難してください。」
－生徒の動き－
①廊下にすみやかに整列し、グラウンドへの移動を開始する。
－移動順－避難用の階段から近い組の順
１年・・・１年校舎昇降口～西側坂～グラウンドへ
２年・・・２，３年校舎昇降口～体育館側通路～西側坂～グラウンドへ
３年・・・２、３年校舎昇降口～西側坂～グラウンドへ

②グラウンドに整列・避難終了
③人数確認（総務委員男女→担任→学年主任→教頭）
－報告の仕方－
「○組・男子○名 欠席者○名 現在員○名 異常なし」

※安全に注意しつつ、校舎内では、「おはしも」の徹底をする。
お＝押さない は＝走らない し＝しゃべらない も＝戻らない

※学年の各階先頭クラスの担任は、移動開始の指示をする。
※校舎外に出たら、なるべく速く避難場所に移動する。「おはしも」の徹底
※火災発生の場所等により、避難経路を変更する場合がある。
（緊急連絡により臨機応変に対応する）

※グランド南側に、陸上競技場方面を向いて、全校集会の隊形で整列する。
各学年総務委員委先頭で男女各１列

避難手順２・・・体育館に避難する場合 不審者

不審者の発見
授業担当 発見者 近隣者（事務室） 職員室
（担任）

学級指導 不審者発見
近隣者に通報 → 職員室に応援要請 → 応援１の派遣

さすまたの準備－応援２
不審者対応

発見者による不審者対応
①用向きの確認「何かご用ですか」
②退去要請「恐れ入りますが、お引き取り下さい」
③拒否された場合は不審者と断定して対応→緊急対応に移行

事務室職員
やりとりを確認し、
職員室に応援再要請→・不審者の隔離－応援２，３

・警察、委員会への通報－校長
生徒への指示・安全確保 ・教職員、生徒へのの緊急連絡－教頭



- 14 -

－教職員の緊急連絡内容と授業者の対応－

緊急放送
「授業中失礼します。先生方は、教室の窓をしめ、教室に施錠をしてください。次の放送があ
るまで生徒を待機させて下さい。」

※「教室に施錠してください」という放送が、「不審者侵入」をあらわすことにする。
※授業者は、生徒が動揺しないよう冷静な指示をする。→無言で待機

○避難放送
「生徒のみなさんは、先生の指示に従って速やかに体育館に避難してください。」

－生徒の動き－

①廊下にすみやかに整列し、体育館への移動を開始する。 ※無言、敏速の徹底
－移動順－
１年・・・１，２，３，４組の順で ２階中央廊下から旧特西側階段を通って

↓
２年・・・１，２，３，４，５組の順で ３年校舎２階南側出口から２階中央廊下を通って

↓
３年・・・１，２，３，４組の順で ３年校舎１階南側出口から１階中央廊下を通って

※安全に注意しつつ、小走りで移動する。
※学年の各階先頭クラスの担任は、移動開始の指示をする。
※不審者の動き、場所により、教室に待機する場合や、避難経路を変更する場合がある。
（緊急連絡により臨機応変に対応する）

②体育館に整列する。

○避難終了
③人数確認（総務委員男女→担任→学年主任→教頭）
－報告の仕方－
「○組・男子○名 欠席者○名 現在員○名 異常なし」

※津波発生等、高台に避難する必要がある場合は、徳山大学陸上競技場へ避難する。
※「おはしも」を徹底する。押さない 走らない しゃべらない もどらない
※学年の各階先頭クラス担任は、移動開始の指示をする。
※不審者の動き、場所により、教室に待機する場合や、避難経路を変更する場合もあ
る。（緊急連絡により、臨機応変に対応する）
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４ 緊急時の中・長期対応

○ 指揮統括［校長、教頭］
□ 現状把握と分析
□ 教育委員会、関係機関等と連携
□ 各担当者に状況に応じた適切な指示

○ 危機対応［危機管理チーム］
●危機対応
□ 情報を広く収集し、管理職に報告
□ 保護者会、記者発表等の企画・運営
□ 遺族や被害者への対応
□ 通知文、学校だより等の作成配布
□ 記録、報告書等の作成

●再発防止策の確立
□ 事件・事故の発生要因把握、問題点等の整理
□ 安全性の評価と改善
□ 安全対策の確立

［安全パトロール、施設設備等の改善、安全指導など安全管理、安全教育等の見直し］
□ 保護者、関係機関、地域等と連携強化
□ 「危機管理マニュアル」「学校安全計画」等の見直し改善

●学校再開の準備
□ 生徒等の現状把握
□ 保護者、地域等の願いや考えなどの把握
□ 実態に応じた教育計画の作成
□ 授業等に必要な場所等の確保、指導体制整備

○ケア対応［心のケアチーム］
□ 傷病者の状況経過把握
□ 学校医、SC、医療機関等と連携
□ 心のケアの継続
□ 災害共済給付等の事務

※事件・事故、災害が収束すると、直ちに対応状況を総括する会議を開催し、問題点を明確に整理し、
再発防止に向け改善点を明らかにし、再発防止策を講じる。同時に、危機管理マニュアルと学校安
全計画を見直し、改善を図る。


