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危機管理マニュアル

岸和田市立山直北小学校



１、学校における危機管理について
＜危機管理に関する学校の方針＞

①児童の命を守る

②児童・保護者の心を守る

③学校に対する社会的信用・信頼を守る

＜対応の原則＞

さ・・・最悪の事態を考えて

し・・・慎重に

す・・・素早く

せ・・・誠意を持って

そ・・・組織的に対応

山直北小学校は、歴史も古く、地域に大切にされている学校である。校区には、幹線

道路が通り、工場や郊外型商業施、や新しい住宅も増えてきた。場所によっては、農地

も多く残っていて最寄り駅から離れているため、防犯面では比較的落ち着いている地域

といえる。ただ最近は不審者情報も増えてきた。また、村中の細い道路が、自動車の抜

け道としてよく使われることや坂道が多いことから、交通安全には特に気を付ける必要

がある。

児童と校区の実態に合わせて、緊急時の一斉下校訓練や避難訓練（火事・地震津波）

を行っている。不審者の対応については、職員の対応を揃え共通理解している。

また、PTAでの日々の見守りや老人会の安全見守り、市民協での危険箇所点検等も、
連携して行っている。。

学校敷地は、子どもの避難については余裕があるが、広域避難場所としては、周りに

住宅が密集しているところもあり、十分とはいえない。校舎についても耐震工事は行っ

たものの、これまでくり返された増築部分の床板にひびが入るなど安全対策は万全とは

言えない。また、地域ぐるみの緊急避難については、今後の大きな課題である。

２、日頃からの安全対策
（１）日常の危機管理に関すること

①安全管理体制や施設設備の整備・安全点検

１、自衛消防組織

総指揮 校長

副指揮 教頭

指揮係 防災担当（２０１７年度 戸根）

通信連絡係 教頭 森川

避難児童管理係 各学年主任

防護安全係 寺田（南校舎）、古川（東校舎）

森岡（中央校舎）

救助係 各クラス担任、支援学級担任



消防工作係 東海林、岩出、、横山、校務員（野島）

搬出係 佐伯（事務担当）

救護係 荒木（養護教諭）、黒石、平松

２、火災・地震時の任務内容

係 名 火災時の任務 地震時の任務

指揮係 自衛消防隊の指揮及び総指揮・副指揮の補佐 左に同じ

通信連絡係 １、消防機関への通報及びその確認 １、出火防止の呼びかけ

２、校内への通知及び避難状況の把握 ２、情報収集体制の早期確立

避難児童 １、児童の安全管理 左に同じ

管理係 ２、消防隊到着時の児童の事故防止

防護安全係 使用中の電気・ガス・危険物などの安全処 左に同じ

理（防火扉の開閉など）

救護係 １、避難終了後の捜索 左に同じ

２、残留者の救出

消防工作係 火災の初期消火 左に同じ

搬出係 非常持ち出し品の搬出及びその管理 左に同じ

救護係 負傷者の応急処置 左に同じ

３、予防管理組織

防火 消防担当責任者 火元責任者（管理者空欄は校務分掌による）

管理 場 所 係 名 場 所 管 理 者

理科室 上仁

家庭科室 黒石

音楽室 平松

図工室 原崎

東校舎 訓練室 瀧上

コンピュータ室 楠見

放送室 津守

３年・少人数教室 各担任

支援学級教室 各担任

教 頭 作業室 野島（校務員）

相談室 森川

外国語教室 中内

校長 ４年・５年・６年教室 各担任

校長室 校長

保健室 荒木（養護教諭）

会議室 楠見

中央校舎 職員室 教頭

倉庫 野島（校務員）

ＯＡ室・印刷室 佐伯



更衣室 男 森川

更衣室 女 荒木

南校舎 １年・２年教室 各担任

多目的室Ⅰ 教頭

図書室 畑谷

体育館 体 育 体育館 森岡

体育倉庫 体 育 体育倉庫 森岡

給食室 給 食 給食室 岩出

幼稚園舎 教頭 職員室・保健室・保育室・リズム室 各担任

４、施錠・解錠の方法

登校・下校時間以外、校門はすべて施錠されている。来校者は、インターホンを通じ

て職員室に解錠の旨を伝える。職員室で判断ののち、解錠をする。

５、来校者の受付

○来校者は、職員室で受け付けを行い、「来校者」の名札を付けてもらう。

６、通学路の設定・安全点検

○通学路の設定については、交通事情や犯罪面を考慮し、随時検討する。

○通学路地図に各自の通学経路を記入して学校・家庭で保管し、緊急時に活用できる

ようにしておく。

○安全点検については、毎月行っている。

○登校指導時にＰＴＡおよび職員が確認を行い、教頭に報告する。

７、保護者・地域・関係機関との連携体制の構築

○緊急時、保護者への連絡は、メールサービスを利用し、また、町内放送で呼びかけ

てもらう体制を整えている。

○下校時には、正門前で地域のボランティアの方が立って見守りをしてくださってい

る。また、地域の老人会も見守り活動してくれている。

（２）安全教育・研修・訓練に関すること
①子どもの発達段階に応じた指導計画

避難訓練では、事前指導を丁寧に行い、必ず低学年優先するな徹底指導している。

また、併設幼稚園の二次避難場所として小学校運動場を設定し、集合時訓練を行う。

その際、自分より小さい子への対応も指導する。

②教職員、保護者、ボランティア等の研修

毎年、水泳指導の前に心肺蘇生方の講習を教職員対象に行う。また防災主担者は、

不審者対応の研修に参加している。

３、緊急事態発生時の対応
【不審者対応】

★原則は、校内に入れない。



インターホンで対応し、チェックする。不審な点があれば、校内に入れず、

正門外で対応する。

①部外者が学校へ立ち入った場合

ア、不審者かどうかを判断する（判断のポイント）

○声をかけて、用件をたずねる。

○順路を外れていたり、不自然な場所に立ち入ったりしていないか。

○不自然な行動や暴力的な態度はみられないか。

○凶器や不審な物をもっていないか。

イ、用件が明らかで正当な場合は、校長室に案内する。

ウ、正当な理由のない者には、丁寧に校地・校舎内及び周辺からの退去を求める。

また、対応する際は、身を守るために１メートルから１．５メートル離れる。

○素直に応じた場合でも、再び進入する恐れがないかを見届ける。

エ、次のような場合は、不審者として「１１０番」通報する。

○受付を無視し、無理に立ち入ろうとする。

○退去の説得に応じようとしない。

○暴力的な言動をする。

オ、児童等に危害を加える恐れがないか判断する。

○凶器や不審な物をもっていないか。また、言動に注意する。

カ、児童等に危害を加える恐れがあると判断した場合は、別室に案内し隔離すると

同時に警察に「１１０番」への通報や教職員の緊急連絡、教育委員会への緊急

連絡・支援要請などを行う。

○暴力的な言動がある場合には、教職員自身の安全のため距離をとり、暴力

の抑止に努める。

○隔離や暴力の抑止が困難である場合は、直ちに全教職員で組織的かつ迅速

に児童等の安全を守るための具体的な対応を行う。

キ、警察・教育委員会に報告し、学区内のパトロールの強化や近隣の学校等に情報

を提供する。

②不審者情報が入った場合

ア、警察以外からの情報については、警察に真偽を確認するとともに、正確な情報

の収集に努める。

イ、警察、教育委員会、他の学校と連携し情報交換を行う。

ウ、学校の出入り口の監視、警察への巡回要請、保護者等地域の関係者への協力要

請、通学路の安全確保を行う。

エ、児童等への状況説明や集団下校を実施する。保護者に緊急メールでお知らせす

る。校区内で起こった場合は、プリントでもお知らせする。

オ、安全確保が困難な場合は、臨時休業について教育委員会と協議する。

【事故・大けが発生時】
①発見・通報

ア、被害の拡大防止に努める。

被害者（負傷者）・加害者の有無、周囲の状況を迅速に把握し、応急処置、避



難・誘導、防御等により被害の拡大防止に努める。

イ、直ちに警察署、消防署へ通報する。

被害者（負傷者）が生命の危機にかかわるような緊急時には、第一発見者が携

帯電話等を活用するなどして直ちに警察、消防署に通報する。

＜児童が発見した場合＞

近くの教職員に知らせ、教職員が通報する。

＜教職員が発見した場合＞

正確に状況を把握し、通報した後、近くの教職員に応援を要請する。

＜保護者・地域住民からの通報により確認した場合＞

教職員が発見した場合と同様の対応をする。

ウ、被害者（負傷者）の保護者へ連絡する。

被害者（負傷者）の保護者には、把握した情報を速やかに連絡し、学校の対応

等を説明するとともに、処置についての意向を打診し、必要に応じて学校また

は病院に急行してもらう。また、必要な場合には、ＰＴＡの役員等に協力を要

請し、被害者（負傷者）及び保護者に対して校（園）長、教頭及び関係職員は

誠意をつくすとともに、継続的に対応する。

エ、教育委員会への報告

発生状況を速やかに教育委員会へ報告（第一報）し、その後逐次状況を報告す

る。また、事件・事故発生時には様々な対応が必要となり、学校だけで対応す

るには限界がある。そのような場合には、学校だけで抱え込まず、教育委員会

に職員の派遣や報道機関への対応などについて支援を要請する。

②全教職員による対応

日頃から学校の実情に応じて教職員の役割分担を明確にしておき、事件・事故発生

時には校（園）長、教頭のリーダーシップのもと、全教職員が一丸となって対応す

る必要がある。

＜役割分担＞

○担任・担任団・養護教諭・・・被害者・被害者の保護者への対応

○教務主任・・・保護者への連絡、ＰＴＡ等関係者への連絡

○生活指導主担・・・加害者への対応、

○事務職員等・・・電話対応、記録等

○管理職・・・情報整理、指示命令、教委連絡、関係諸機関との連携

尚、出張等で係が不在の時でも機能するように係が重複するなどの工夫をする。

ア、現場へ急行する

○要請を受けた教職員は、複数で現場へ急行し、被害者（負傷者）・加害者の

有無、周囲の状況を把握する。

○負傷者に対しては速やかに応急処置をし、加害者に対しては状況を見極めな

がら行動を抑止する。

○教職員は児童等の安全を確保するとともに、必要に応じて防御用具等を使用

して、警察官が到着するまでの時間を確保する。



○状況を校（園）長等へ報告する。

イ、校内放送等により児童等を安全な場所に避難させる。

○報告された情報をもとに、必要に応じて校内放送等により児童等を安全な場

所に避難させる。（体育館・運動場）状況によっては児童を教室に待機。

○複数確保している避難経路を教職員が安全確認をしたうえで、事件・事故現

場に近づかないような経路を指示する。

○危険の回避後は、他の教職員と連携して児童等の動揺をしずめるようにする。

ウ、二次的な被害（ＰＴＳＤ等）を防ぐ

事件・事故現場を児童等が目にしないように現場から遠ざけるなどの対応を状

況に応じて行う。

エ、児童等の人数確認をする

○学級担任、学年主任等が中心となって避難した児童等の人員を確認し、校

（園）長、教頭に報告する。

○不明者がいた場合には、校（園）長、教頭の指示のもと、担任以外の教職員

等が複数で捜索する。

③報道機関への対応

ア、情報の混乱を避けるため、組織として窓口を一本化＜校（園）長、教頭＞し、

複数で対応する。

イ、事件・事故の状況、経緯、今後の対応等について可能な範囲で誠意をもって対

応する。

ウ、関係者のプライバシーには十分配慮する。

※記者会見は、教育委員会と連携を取りながら、できるだけその日のうちに行う。

【火災発生時】
１、非常サイレンを鳴らして非常事態の発生を知らせる（教頭）

静かに放送を聞くように指示をする。

２、放送で火災が発生したことを知らせる。

入り口を開ける

窓を閉めるように指示をする。

電気を消す

家庭科室、理科室などでは火を消す。

３、避難開始

ハンカチで鼻・口を押さえて、担任の誘導で並んで避難する。

４、集合・点呼

人数確認

学年ごとに現状報告（担任→学年主任→教頭）

支援学級児童は、学級担任が引き継ぐ



（留意点）

・放送をしっかり聞き、

「お（押さない）・は（走らない）・し（しゃべらない）も（もどらない）」

を守って行動する。校舎を出たら、駆け足。ただし中庭は走らない。

・避難するときは、ハンカチを口に当て、火元の近くをなるべく通らないように

する。

・火元から離れるため、集合場所を体育倉庫前にする。集合したら担任がいなく

ても、静かに素早く整列出来るようにする。

・校舎内にいる児童は、上靴のまま避難する。

・教室の電気を消す。

・低学年が優先

・教師は児童出席簿を持って出る。

・火災時は窓を閉める。廊下の窓も確認する。

・集合後の態度（立たない、しゃべらない、砂で遊ばない等）を徹底させる。

・誘導責任者

授業中：授業実施中の教職員

自習中：補欠教員または隣接する教室の担当教員

【地震発生時】
１、非常サイレンを鳴らして非常事態の発生を知らせる（教頭）

「机の下に隠れる」「扉を開ける」などの的確な指示を出す。

２、放送で、地震（およびそれに伴う火災）が発生したことを知らせる。（教頭）

放送をよく聞く。

３、避難開始

担任の誘導で並んで避難する

窓を閉める

教室の電気を消す

４、集合・点呼

人数確認

学年ごとに現状報告（担任→学年主任→教頭）

（留意点）

・放送をしっかり聞き、「お（押さない）・は（走らない）・し（しゃべらない）・も

（もどらない）」を守って行動する。校舎を出たら駆け足。ただし中庭は走らない。

・火元の家庭科室から離れ、なおかつ建物から離れるため、体育倉庫から１０ｍほ

ど離れ、砂場よりに集合する。

・校舎内にいる児童は、上靴のまま避難する。

・教室の電気を消す。避難経路確保のためドアを開ける（地震）児童が廊下に並ん

だら窓を閉める（火災）

・低学年が優先。

・教師は出席簿を持って出る。



・事前指導用ビデオ「地震！そのときあなたは！」を視聴し、避難時の行動や訓練

に真剣に取り組むことの大切さなどを指導する。

・集合後の態度（立たない、しゃべらない、砂で遊ばない等）を指導する。

・頭を保護しながら非難するように指導する。フードをかぶる時の注意もあわせて

指導する。

・誘導責任者

授業中：授業実施中の教職員

自習中：補欠教員または隣接する教室の担当教員

＜教職員対応の留意事項＞

ア、地震に対する恐怖心やデマに惑わされて自己中心的な行動に走ったり、パニックに

陥らないよう適切な指導をする。

◆余震が続くことがあるが、時間の経過とともに落ち着いていくものであることを

理解させる。

◆大地震の後は、混乱に乗じ人を惑わす各種のデマが飛び交うのでラジオ・テレビ

・警察消防等の確実な情報の入手に努める。

◆地震・津波・余震等の推移に関する情報は、刻々気象庁や管区気象台等から発表

されるので情報の入手に努める。

イ、慌てたり、走ったり、出入り口等に殺到し将棋倒し等による事故を防ぐための指示

を徹底させる。

ウ、障がいのある児童等には、実情に併せて介添え者を決めておく。また、歩行が困難

な児童等については級友の助力等の保護措置について十分配慮する。

エ、新入学・低学年児童については集団行動から逸脱することのないよう把握に努める。

オ、保護者への連絡に努める。

カ、下校については、校長は帰宅途中の安全を確認したうえ、地区・班別等の方法によ

り集団下校させる。

キ、地震がおさまっても、校区内の家屋等の倒壊が著しく、また火災が発生し混乱が生

じている場合は、児童等に帰宅させることが危険なので直接保護者に引き渡す。こ

の場合、引き渡しカード等により記録しておく。

ク、留守家庭や被害の大きい家庭等では、児童を直ちに引き取ることができないと予想

されるので、学校で最後の一人を保護者に引き渡すまで児童の管理にあたる。また、

児童の家庭への引き渡し方については事前に家庭に知らせておく。

【台風等風水害発生時】

○事前に、警報時の対応をプリントで家庭に伝えておくとともに、緊急時の下校先と下
校方法を学校・家庭で確認しておく。

１、台風による警報が出されたことを受けて、迅速安全に下校させる。

２、避難開始

・下校の旨を、保護者にメールで配信。内容説明のプリントを準備

・放送で全児童に知らせる（各クラスの担任は、訓練通りに行うことを確認する）

・校区内のポイントに、担当職員が移動



・チビッコの児童のうち、兄弟と下校する児童以外をチビッコに行かせる

・高学年が低学年を迎えに行き、順次下校開始

・残った児童の下校を、職員とともに開始

・職員で校区内パトロールを行い、下校状況を把握し危険箇所の確認をする

＜教職員対応の留意事項＞

ア、風水害に対する恐怖心やデマに惑わされて自己中心的な行動に走ったり、パニック

に陥らないよう適切な指導をする。

イ、慌てたり、走ったり、出入り口等に殺到し将棋倒し等による事故を防ぐための指示

を徹底させる。

ウ、障がいのある児童等には、実情に併せて介添え者を決めておく。また、歩行が困難

な児童等については級友の助力等の保護措置について十分配慮する。

エ、下校については、校長は帰宅途中の安全を確認したうえ、迅速に安全に一斉下校さ

せる。

オ、児童等に帰宅させることが危険な場合は、直接保護者に引き渡す。この場合、引き

渡しカード等により記録しておく。児童を直ちに引き取ることができないと予想

されるので、学校で最後の一人を保護者に引き渡すまで児童の管理にあたる。児童

の家庭への引き渡し方については事前に家庭に知らせておく。

【食中毒・感染症の発生時】

○校内での発生を防ぐため、学級活動における食品の取り扱いについて職員間で共通理
解しておくとともに、給食当番の衛生指導の徹底を図る。

１、状況の把握

・児童の状態を把握（担任・養護教諭）

・養護教諭は、児童の安全を確保し、管理職・保健主事と協議し、事態に応じて校

医に相談する。

・担任は、保護者に連絡し、現状を伝えるとともに、事前の健康状態について情報

を得る。

・管理職は、教育委員会に状況報告をする。

２、対処

・緊急を要するときは、救急車を要請し、医療機関に搬送。養護教諭がつきそう。

・緊急でないと判断した場合は、保護者の迎えを要請する。

・担任団は、学級児童等の対応をし、不安感を与えないようにする。

・管理職は、校医の指示に従い、伝染病のおそれがないと認められるまで、出席停

止の指示を出す。教育委員会に対応状況・結果を報告する。

・教職員全体への説明は必要に応じて行う。

３、留意点

・集団発生の場合は、学校全体の被害者数の把握、児童の症状把握、受診時の医療機

関の把握などを行う。

・必要に応じて、保護者への文書による報告や説明会を開くなどする。

・当該児童の人権やプライバシーを侵害しないように配慮する。



・再発防止に向けて、指導の徹底を図る。

【食物アレルギーの事故発生時】

○アレルギーの児童に対する対応を共通理解しておく。エピペンの研修、除去食につい
ての岸和田市の対応を理解し、アレルギー献立表の見方、本校の対応の理解徹底。

１、状況の把握

・児童の状態を把握（担任・養護教諭）

・養護教諭は、児童の安全を確保する。

・管理職・保健主事と協議のうえ、救急車を要請し、医療機関に搬送する。

・担任は、保護者に連絡し、現状を伝えるとともに、医療機関に同行してもらう。

・管理職は、教育委員会に状況報告をする。

２、対処

・緊急を要するときは、救急車を要請し、医療機関に搬送。養護教諭がつきそう。

・緊急でないと判断した場合は、保護者の迎えを要請する。

・職員は、学級児童等の対応をし、不安感を与えないようにする。

・緊急を要する場合、管理職は、エピペンを使用する。

３、留意点

・必要に応じて、保護者への文書による報告や説明会を開くなどする。

・当該児童の人権やプライバシーを侵害しないように配慮する。

・誤食等の再発防止に向けて、指導の徹底を図る。

【交通事故、行方不明・誘拐発生時】

○交通ルールについての指導は毎年行う「交通安全教室」で徹底する。

○普段の登下校時の安全についての指導を行っておく。「いかのおすし」の徹底
１、状況把握

・事故や事件の一報を受けた際、情報を正確に把握する。

・保護者・地域・他の児童などから広く情報を得る。

・職員全体での共有を図り、事態の内容に合わせた対応についての共通理解を図る。

２、対処

・把握した情報をもとに、対応の手順を整理する。（生活指導担当・首席・教頭・校長）

・どのように対処するか、職員全員に知らせ共通理解し、役割分担の確認する。

・保護者と連絡を密にし、問題の解決を図るとともに、保護者の思いに寄り添い支え

る。

・校長は、教育委員会に状況報告を行う。

・関係諸機関との連携

・病院・警察・消防・近隣学校・幼稚園・チビッコ・PTA・各町会及び市民協議会
（安まちメール 子ども９９番 地域安全マップサービスシステムの更新）

・必要に応じ、緊急対策本部の設置。

３、留意点

・突発的なことだけに、冷静で落ちついた対応・誠実な対応が求められることを肝に



銘じる。

・被害児童の安全を第一に考える。

・他の子どもの安否を確認する。

・町内放送やメール配信での呼びかけの検討は慎重に行う。

・情報の集約・必要に応じて、保護者への説明会を開くなどする。

・当該児童の人権やプライバシーを侵害しないように配慮する。

・マスコミ対応を協議する。

・他児童へのケアと今後の指導の検討

【近隣での凶悪事件発生時】
１、状況把握

・事故や事件の一報を受けた際、情報を正確に把握する。

・保護者・地域・他の児童などから広く情報を得る。

・職員全体での共有を図り、事態の内容に合わせた対応についての共通理解を図る。

２、対処

・把握した情報をもとに、対応の手順を整理する。（生活指導担当・首席・教頭・校長）

・どのように対処するか、職員全員に知らせ共通理解し、役割分担の確認する。

・子どもが不安を感じないように指導支援。

・保護者への連絡を行う。メール配信及び文書作成。

・校長は、教育委員会に状況報告を行う。

・下校の方法について検討し、子どもの安全を第一に考え、一斉下校か、保護者への

引き渡しかを決定する。

・関係諸機関との連携

・警察・消防・近隣学校・幼稚園・チビッコ・PTA・各町会及び市民協議会
（安まちメール 子ども９９番 地域安全マップサービスシステムの更新）

３、留意点

・突発的なことだけに、冷静で落ちついた対応・誠実な対応が求められることを肝に

銘じる。

・被害児童の安全を第一に考える。

・町内放送やメール配信での呼びかけの検討は慎重に行う。

・情報の集約・必要に応じて、保護者への説明会を開くなどする。

・当該児童の人権やプライバシーを侵害しないように配慮する。

・マスコミ対応を協議する。

・児童へのケアと今後の指導の検討

【犯行予告・脅迫電話発生時】
１、状況把握

・事故や事件の一報を受けた際、情報を正確に把握する。

・保護者・地域・他の児童などから広く情報を得る。

・職員全体での共有を図り、事態の内容に合わせた対応についての共通理解を図る。



２、対処

・把握した情報をもとに、対応の手順を整理する。（生活指導担当・首席・教頭・校長）

・教育委員会に報告し指示を得る

・どのように対処するか、職員全員に知らせ共通理解し、役割分担の確認する。

・校長は、教育委員会に状況報告を行う。

・関係諸機関との連携

・病院・警察・消防・近隣学校・幼稚園・チビッコ・PTA・各町会及び市民協議会
（安まちメール 子ども９９番 地域安全マップサービスシステムの更新）

・必要に応じ、緊急対策本部の設置。

３、留意点

・突発的なことだけに、冷静で落ちついた対応・誠実な対応が求められることを肝に

銘じる。

・被害児童の安全を第一に考える。

・他の子どもの安否を確認する。

・町内放送やメール配信での呼びかけの検討は慎重に行う。

・情報の集約・必要に応じて、保護者への説明会を開くなどする。

・当該児童の人権やプライバシーを侵害しないように配慮する。

・マスコミ対応を協議する。

・他児童へのケアと今後の指導の検討

４、事後の対応
事件・事故が発生した場合は、速やかな情報の整理と児童等への説明や保護者、報道

機関への情報提供などが必要となる。

①「事件・事故対策本部」の設置

迅速かつ的確な緊急の対応を行うためには、情報を収集、分析し、対応方針を決定

したりする機能を持つ組織（事件・事故対策本部）が必要となる。学校は、緊急時

に事件・事故対策本部をどのように編制するかについて、事前に決定しておき、緊

急時に直ちにその組織が機能するようにしておく。

＜事故・事件対策本部＞

＜本部＞【校（園）長、教頭】

・全体の状況把握と必要な指示、把握

・組織活動の推進（対応指示、調整）

・教育委員会への報告、支援要請

・警察、消防等関係機関との連絡・連携

・保護者や報道機関等への対応

※教育活動の一時停止など残された児童等への対応を適切に行うことで、児童等

の動揺を防ぎ、関係機関・団体と連携して児童や保護者が不安にならないよう

に配慮する。

＜渉外班＞【教務主任】

・適宜状況把握・連絡・広報の準備、情報の集約



・記録（日時を追って、事件・事故の発生後の経緯を克明に記録しておく）

・報告の準備

＜情報班＞【生活指導主担、事務職員等】

・事件・事故状況の把握

・地域の安全状況の把握

・学校の安全状況の把握

・問題点の整理

＜救護班＞【養護教諭】

・負傷者の実態把握・応急手当実施・救急車の搬送記録

・学校医、医療機関等の連絡・連携

・その後の経過把握・心のケア着手（臨床心理士等との連携）

※頭部及び腹部への負傷が予想される場合は、後で症状が出ることがあるので帰

宅後も経過状況を把握する。

＜教育再開班＞【教務主任、学年主任、教科主任、学級担任】

・学習場所の確保

・学習用具の確保

・実態に即した学習指導計画の作成

・緊急の安全対策実施

・警察、消防等関係機関との連絡・連携

＜再発防止対策班＞【安全担当、養護教諭等】

・安全管理の充実策の検討

・危機管理マニュアルの改善

・施設設備の充実改善

・安全教育の充実対策

・保護者、地域の関係機関等との連携方策の検討・改善

②児童等への説明、並びに保護者及び報道機関への情報提供

ア、児童等への説明

児童等には、緊急集会等を開催したり、学年・学級等で事件・事故の状況を説

明するなど適切に指導する。

イ、保護者等への情報提供

保護者には、緊急保護者会などで迅速かつ正確に情報提供を行っていくことが

重要である。その上でＰＴＡや地域の関係者等と協力し、児童の安全確保や教

育活動の円滑な実施を図る。

○連絡や報告を速やかに行い、保護者や地域の方々に学校として適切な説明責

任（情報開示）を果たすように努める。

○事件・事故の重大性を勘案し、保護者説明会等の開催や学校便りなどの広報

の発行を行い、児童や保護者の不安を解消するように努める。

＜保護者説明会の内容＞

・事件・事故の概要（発生日時、場所、加害者、被害者、被害の程度等）

・被害者への対応（応急手当、救急車、家庭訪問の状況等）

・今後の対策（お見舞い、心のケア、安全対策、休校措置、関係機関との連携



等）

・協力依頼（校内や地域のパトロールなどの支援活動）

ウ、報道機関への情報提供

○情報の混乱を避けるため、組織として窓口を一本化＜校（園）長、教頭＞し、

複数で対応する。

○事件・事故等の発生状況や経過、負傷者の状況、緊急に実施した措置などを

整理し、適宜提供する。

○個人情報や人権等に配慮して情報を提供する。

○取材が長期化する場合は、記者会見を定例化することも必要である。

③教育再開の準備及び事件・事故の再発防止対策の実施

事件・事故の発生状況や対応の経過などを把握し、これまでの取り組みや対策等を

見直し、問題点を整理して、教育の再開と事件・事故の再発防止に向けた対策を講

じる。

④報告書の作成

事故報告書は、学校管理規則に基づいて作成し、教育委員会に報告する。

⑤災害共済給付等の請求

学校の管理下での事件・事故については、日本スポーツ振興センター法の規定により

災害共済給付が行われる。所定の様式で作成し、必要な証明書を添付して請求する。

※日本スポーツ振興センター・学校管理下における児童等の事件・事故災害に対

し、災害共済給付（医療費、傷害見舞金及び死亡見舞金の給付）を行っている。

※【ミサイル発射情報が発信された場合の対応】

大阪府に J アラートによるミサイル発射情報が発信された場合の対応については、別紙
により全職員共通理解のもと、事態の応じた安全指導を行うとともに児童の安全確保に努

める。 → 別紙①②参照



大 阪 府 教 育 庁  

平成 29年９月 15日 
 

Ｊアラートによるミサイル発射情報に対するガイドライン 
 
Ⅰ あらかじめ教職員間で確認・情報共有する事項 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ⅱ Ｊアラートによるミサイル発射情報が発信された場合の対応 
  

※ 児童生徒等には、必要以上に不安にさせることがないよう、十分、配慮しながら、 
下記の事項について周知を図るなど、実態に応じた安全指導を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 速やかな避難⾏動と情報収集 （29.9.８ ⽂科省事務連絡をもとに作成） 
 
○落ち着いて、直ちに次の⾏動をとる。  
屋外にいる場合 ⇒ できる限り頑丈な建物や地下（地下街や地下駅舎などの地下施設）に避難する。  

 
建物がない場合 ⇒ 物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。  

 
屋内にいる場合 ⇒ 窓から離れるか、窓のない部屋に移動する。  
 
＜近くにミサイルが落下した場合 ＞  
○屋外にいる場合：⼝と⿐をハンカチで覆い、現場から直ちに離れ密閉性の⾼い屋内⼜は⾵上へ 

避難する。  
○屋内にいる場合：換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして室内を密閉する。 
 

○正確かつ迅速な情報収集  
 Ｊアラートの続報、テレビ、ラジオ、インターネット等から情報収集する。 
 ⾏政からの指⽰があれば、それに従って落ち着いて⾏動する。 

 
２ 登下校時の留意事項  
 
○ミサイルが上空通過、大阪府域外に落下した場合   

⇒ Ｊアラートの続報などでミサイルが上空を通過したことや海上等に落下したことの確認が取れ 
た場合は、原則として登下校を再開する。  

 
○ミサイルが大阪府域内に落下した場合   

⇒ Ｊアラートの続報、テレビ、ラジオ、インターネット等から情報収集し、安全を確保できるよう
に落ち着いて⾏動する。 

 
○ミサイルの落下物を発⾒した場合   

⇒ 決して近寄らず、警察・消防に連絡する。 

１ 児童生徒等の避難方法や安全確保の方策 
下記 「Ⅱ Ｊアラートによるミサイル発射情報が発信された場合の対応」を参考に適切な指⽰
ができるようにしておく。 

 
２ 児童生徒等の安否確認方法 

自然災害時の対応等を準用するなどして検討しておく。 
 
３ Ｊアラートが発信された場合のバス利⽤時の⾏動や学校との連絡方法 

支援学校の通学バスや校外活動時など、あらかじめバスの委託業者等と確認しておく。 
 
＜バス利用時の対応＞ 
Ｊアラートが発信された際には、原則として、速やかにバスを安全な場所に停⾞させる。 
その後、乗⾞している児童生徒等の人数や状況に応じて、可能な場合には、児童生徒等を頑丈な 
建物等に避難させる、⾞内で姿勢を低くさせるなどの対応を⾏う。  
（支援を要する児童生徒等に関しては、落ち着いて行動ができるように配慮すること。） 
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１ Jアラートが発信されたとき

２ 状況別の臨時休業の取扱い等
Ａ Ｂ Ｃ

領⼟・領海
外に落下

日本の上空
を通過

領⼟・領海
に落下

（Ｄを除く）

万が⼀、Ｄ（⼤阪府域に落下）の事態が⽣じた場合の対応については、府教育庁から別途指⽰します。

Ｄ

状 況
パ タ ー ン

臨 時 休 業 の
取 り 扱 い

在 校 時

登 下 校 時

⼤阪府域に落下

校 外 活 動 時

①児童生徒等を安全な場所で保護

②引率教員等は、⾃校に現状報告を⾏う
 とともに、引き続き情報収集に努める

③安否情報を保護者へ連絡する

○学校に登校した、又は下校していない
 児童生徒等については、在校時に準じ
 た対応を⾏う

①原則として児童生徒等を学校で保護

②引き続き情報収集に努める

③安否情報を保護者へ連絡する

臨時休業原則として臨時休業は⾏わない

教育活動を再開

（登校時）
    登校後、教育活動再開
（下校時）
    安全確認後、下校させる

 ○始業の繰り下げ等の対応をとった場合
  は、高等学校課学事グループ、または
  支援教育課学事・教務グループまで
  報告すること

安全確認後、校外活動を再開

Ⅲ  ⼤阪府にＪアラートによるミサイル発射情報が発信された場合の府⽴学校の対応

校 外 活 動 時

登 下 校 時

在 校 時

引率教員等は、児童⽣徒等を頑丈な建物などへ速やかに避難誘導

学校に登校した、又は下校していない児童生徒等を校舎内・体育館などへ
速やかに避難誘導

校舎内・体育館への避難や建物内では窓から離れるなど、児童⽣徒等を速やかに
避難誘導

登 校 前 ⾃宅待機

ミサイルが発射され、⽇本の領⼟・領海の上空を通過、⼜は領⼟・領海に落下する可能性がある場合
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