平成 2９年３月１日

災害時及び緊急時の安全対策
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
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登校時刻について
A 部門の登校時刻は８：３０です。
B 部門は、９：００に病棟に教員が入ります。
E 部門の登校時刻は８：４０です。

②秦野駅発のバス発車時刻（通学生）
秦野駅方面からバスを利用して通学する通学生は、原則として次のバスを利用してください。
A 部門

秦野駅７：４５発 または ８：０４発

E 部門

秦野駅８：１５発

③欠席・遅刻・早退の把握
・ 当日の欠席、遅刻の連絡は、保護者の方から 8:30 までに連絡をお願いします。
※秦野養護学校職員室

TEL 0463‑81‑1429

・ 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
本校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。
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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、外来者には事務室窓口
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）門や生徒用昇降口等に不審者対策の案内板を設置してあります。保護者のみなさまは、
生徒用昇降口に直接行っていただいてもかまいません。
ウ）来校された方が自然に受付に足が向くよう、職員玄関の脇の道をふさぐ形でプランター
を設置しています。

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
通学生の家庭訪問を実施し、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、学活を始め様々な機会
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。

⑦緊急時の１１０番通報装置の設置
校内２ヶ所に１１０番通報がボタンひとつでできるシステムを設置しています。

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。

※秦野養護学校職員室

TEL 0463‑81‑1429

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。
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警報発令時の動き

特別警報

午前

秦野市
６時の

大雨警報
暴風警報
洪水警報
大雪警報

に
の

時点で

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。

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。

※秦野養護学校職員室

TEL 0463‑81‑1429

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。）
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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、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。
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。
・公共交通機関利用中
駅員、運転手の誘導により、近くの避難場所に移動することになっています。
情報収集に努め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。

７．「災害時用食料」の備蓄対策
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、特に通学児童生徒を対象に、ご家庭にもご協力をいただき、学校に保管しておきます。
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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。
「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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