平成 2９年 3 月１日

災害時及び緊急時の安全対策（Ｆ部門）
神奈川県立秦野養護学校
地震、火山災害、台風、大雪等、荒天時の対応も含めた災害時における児童生徒
の安全対策を、保護者のみなさまとの連携を密にしながら、実施していきたいと考
えています。
また、児童生徒の所在不明時の緊急対応や不審者から安全を守るための対策につ
いても、保護者のみなさま、関係機関と連携しながら進めています。ご協力お願い
申し上げます。また、災害時及び安全対策に関してお気づきの点がございましたら、
ぜひ学校に情報をお寄せください。
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登下校 及び 欠席連絡等について
不審者に関する対策
大雨・台風・大雪など、荒天時の対応
富士山、箱根山の火山活動に関する情報発表時の対応
緊急時（児童生徒が行方不明になった場合等）の対応
災害時（災害が発生した場合等）の対応
「災害時用食料」の備蓄対策と防災用品の準備
東海地震関連情報発表時の対応
災害時の連絡手段

１．登下校 及び 欠席連絡等について
①登下校時刻について
・ 登校時刻は９：００です。
・ 下校時刻は１４：４０です。ただし、水曜日、１〜３年生については、１３：３０です。

②欠席・遅刻・早退の把握
・ 児童生徒の登下校の状況把握のため、保護者の方に欠席・遅刻の事前連絡をお願いします。
※Ｆ部門職員室 0463‑8２‑3551
・ 体調不良等による早退の場合には、学校より連絡をいたします。

２．不審者に関する対策
Ｆ部門では不審者から児童生徒の安全を守るために、保護者のみなさまのご協力と関係機
関との連携をとおして、次のような体制ならびに取り組みを行っています。

①校舎内の立ち入り
ア）校舎に立ち入る際は『保護者』の名札をおつけください。また、外来者には昇降口で受
付簿に記入の上、
「来校者」の名札をつけていただくようご協力をお願いいたしておりま
す。
イ）校門や昇降口等に不審者対策の案内板を設置してあります。
ウ）校門は原則として登下校時間外は閉門します。ご用のある場合には、開門してお入りく
ださい。
児童生徒登校後〜１４：００頃（水曜日は１３：００頃まで）は、閉めています。
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②防犯ブザーの活用
登下校時や外出時の不審者対策として、必要に応じてご家庭で防犯ブザーのご用意をお
願いいたします。

③通学路の危険箇所の把握
通学生については、家庭訪問を実施し、通学路の危険箇所の調査、緊急時の待避場所等の
確認を必要に応じて実施しています。

④不審者情報の収集と伝達
秦野市学校・警察連絡協議会に加入し、市内の様々な不審者情報や各校の取り組み等の
情報の交換をしています。関係機関より寄せられる不審者情報を担任を通じ、必要に応じ
てクラスや家庭へ連絡いたします。

⑤児童生徒への不審者対策の指導
不審者から身を守るため、学校内・外での対処の仕方等について、学活をはじめ様々な機
会を捉えて指導しています。不審者情報が得られたときには、帰りの会等で該当地区の生
徒に注意を呼びかけたり、「はだようメール」で情報を配信したりします。

⑥不審者対策訓練の実施
神奈川県防災安全課の「くらし安全指導員」や秦野警察署の警察官を迎え、毎年様々な場
面を想定した訓練を実施しています。

３．大雨・台風・大雪など、荒天時の対応
①午前６時の時点で秦野市に「特別警報」
「大雨警報」、
「暴風警報」、
「洪水警報」、
「大雪警報」
のいずれかが発令されており、校長が児童生徒の安全な登校が困難であると判断した場合
は臨時休校となります。その場合には、午前６時３０分までに「はだようメール」
（または
電話）で連絡します。（連絡がない場合は、学校は平常どおり授業を行います。）
②学校から連絡のない場合でも、安全に登校できない（居住地に警報が出ているなど）場合
は、無理に登校させることのないようにしてください。その場合は電話連絡を学校にお願
いいたします。

※Ｆ部門職員室 0463‑8２‑3551

③児童生徒の登校後、危険が予測される事態が発生した時は、校長の判断で緊急下校となる
場合があります。
「はだようメール」(または電話)で連絡をしますので、保護者による引き
取りをお願いいたします。
警報発令時の動き

午前

秦野市
６時の
時点で

に

特別警報
大雨警報
暴風警報
洪水警報
大雪警報
の

いずれか
が発令中

午前
6 時 30 分
までに
学校より
連絡があっ
た場合
午前
6 時 30 分
までに
連絡がない
場合

臨時休校

平常対応

※「連 絡 がない場 合 」とは、台 風 等 が去 り、天 気 が急 速 に回 復 しているにもかかわらず警 報 が残 っている場
合等を想定しています。「臨時休校」の場合には、必ず学校より連絡をいたします。
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４．富士山、箱根山の火山活動に関する情報発表時の対応
①午前６時の時点で「噴火警報・予報」、「降灰予報」等が発令されており、校長が児童生徒
の安全な登校が困難であると判断した場合は臨時休校となります。その場合には、午前６
時３０分までに「はだようメール」（または電話）で連絡します。（連絡がない場合は、学
校は平常どおり授業を行います。）
②学校から連絡のない場合でも、安全に登校できない（居住地に警報が出ているなど）場合
は、無理に登校させることのないようにしてください。その場合は電話連絡を学校にお願
いいたします。

※Ｆ部門職員室

TEL 0463‑8２‑3551

③児童生徒の登校後、噴火警報・予報、降灰予報等が発表された時、校長の判断で緊急下校
となる場合があります。そして、安全に下校できない状況や交通事情の悪化が予想される
場合には「はだようメール」(または電話)で連絡をしますので、保護者による引き取りを
お願いいたします。

５．緊急時（児童生徒が行方不明になった場合等）の対応
①「緊急時用カード①」記入のお願い
緊急時の連絡や、万一の事故あるいは災害時の状況把握、登下校の指導等にご家庭とす
みやかに連絡がとれるよう、「緊急時用カード①」のご記入をお願いいたしております。
新年度が始まるにあたり、新入生・転入生につきましては新たな記入を、在校生につき
ましては確認及び訂正をお願いいたします。

②「緊急時用カード②」について
児童生徒が何らかのトラブルで行方不明になった場合、捜索のための手がかりとして、
児童生徒の【顔写真】【全身の写真】を撮影し、学校が「緊急時用カード②」を作成しま
す。カードの内容は、氏名・年齢等の情報と写真です。
このカードをもとに、学校職員が捜索活動を行う他、必要に応じて、鉄道や警察などの
関係機関にも「緊急時用カード②」を資料として提供し、連絡を取り合います。（※捜索
終了後に回収します。）

③携帯電話会社・鉄道会社におけるサービスの活用
児童生徒が携帯電話を所持しているご家庭においては、各携帯電話会社が行っている「お
子様の居場所を把握できるサービス（名称は携帯電話会社により異なります）」をご確認
いただき、緊急時に備えての加入をご検討ください。
鉄道においても、児童生徒が定期券で改札を通過した際に、保護者にメールが届くサー
ビスがありますので、利用をご検討ください。

６．災害時（災害が発生した場合等）の対応
①課業中
災害が発生した場合や東海地震の注意情報・予知情報が発令された場合は、保護者（家
族）による児童生徒の引き取りをお願いします。保護者へ引き取りのメール配信、電話連
絡をします。
確実にお引き渡しするために、
「 緊急時の児童生徒引き渡し確認票」を作成しております。
また、
「平常時の児童生徒引き渡し確認票」も作成しております。日常的にお迎えに来る
方や事業所等の方に確認票をもとに確実にお引き渡しします。
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②登下校中
災害が発生した場合や東海地震の注意情報・予知情報が発令された場合は、状況の把握
をお願いします。保護者（家庭）に所在確認の連絡や情報のメール配信、電話連絡をしま
す。
・スクールバス乗車中
移動が可能であれば、学校へ向かいます。向かえない時は、近隣の避難所に向かいます。
家庭に所在の連絡をしますので、避難場所へ児童生徒の引き取りをお願いします。教員も
移動できる範囲で保護へ向かいます。
・自力通学中
保護者（家族）は予想場所、学校へ向かってください。教員も保護や情報収集に努めます。
・保護者送迎中
自宅に向かうなり、戻るなりしてください。

７．「災害時用食料」の備蓄対策と防災用品の準備
大規模地震対策の一環として食料の備蓄をしておりますが、それをさらに充実させるため
に、ご家庭にもご協力をいただき、学校に保管しております。また、災害時に備え、次のも
のをお預かりします。
①購入と保管について
・学校で一括購入します。購入代金は１セット 2000 円程度ですが、年度当初に集金しま
す。
セット内容はアルファ米（かゆ・リゾット・雑炊対応可）5 食、水 500ｍｌ4 本
＊アレルギー対応、その他個別対応が必要なお子さんについては、ご家庭で準備していた
だきました備蓄食料（3 日分を目安）をお預かりします。
・教材室等のスペースを利用して保管していきます。
②基本サイクル
・各学部入学時（＋小４年度当初）に集金し、未使用の場合は卒業時に（＋小３年度末）
に返却します。
③防災用品の準備
・毛布

1枚

毎年度末に返却しますので、点検・虫干し等をお願いします。
・着替えセット一式

（一泊できる準備をお願いします）

学期ごとに返却しますので、サイズ確認・季節に合ったものへの交換等をお願いします。
＊全体共通のお預かり以外のほかに、特別な物品等が必要な場合は、個別に担任と相談し
お預けください。
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８．東海地震関連情報発表時の対応
気象庁が発表する「東海地震に関連する情報」により、学校では次のように対応します。

学校での対応

※お子様と日頃から連絡手段や通学路、避難場所の確認をしておいてください
※大規模地震が発生した場合もこれに準じた対応となります。
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◆情 報 収 集 に努 めな がら︑

平 常 通 り の活 動 を 行 います ︒

（http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/tokai/fig/announcement_standard.pdf）

◆学 校 は︑臨 時 休 校 にな ります ︒

◆保 護 者 の方 に引 き 取 りに来 ていた だき ︑下 校 します ︒

出典：気象庁ホームページ

９．災害時の連絡手段
①「はだようメール」配信
災害が起こったときには、
「はだようメール」を配信して、児童生徒引き取りの要請や状況伝
達を行います。メールの内容をご確認いただき、開封確認をクリックしてください。開封が確
認できた場合、電話連絡等はいたしません。（※詳しくは、巻末資料 AB をご参照ください。）
「はだようメール」に未登録の場合は電話連絡を行います。

②災害時優先電話について
本校の電話は、災害時優先電話として登録しています。災害時優先電話は、ご家庭からの着
信については一般電話と同じ扱いですが、学校からの発信は優先扱いとなります。
（※災害時優
先電話から発信しても、相手が話し中の場合は一般の電話と同じく接続はできません。）

③災害用伝言ダイヤル(電話が通じないときに！)

（出展:NTT 東日本 HP)

ａ．被災者の状況を学校が把握する場合
⑴被災者は、被災者の自宅電話番号をダイヤルし、家族の安否情報や被災状況をメッセージ
に録音しておきます。
⑵学校職員など関係者は、被災者の自宅電話番号をダイヤルし、メッセージを再生し、状況
を把握します 。

ｂ．学校の状況を被災者が把握する場合
⑴学校は、学校の電話番号をダイヤルし、学校の被災状況等をメッセージに録音しておきま
す。
⑵保護者など関係者は、学校の電話番号をダイヤルし、メッセージを再生し、状況を把握し
ます。

災害用伝言ダイヤル（171）は、被災地の方の電話番号をキーにして、安否等の情報を音声で登
録・確認できるサービスです。
※携帯電話でも伝言板サービスがあります。携帯各社でご確認ください。
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