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～震度５以上の地震発生時の組織的な素早い対応のために！ ～

大規模地震対策特別措置法に基づき、東林小学校では注意情報・予知情報・警戒宣言が

発令されたり、震度５以上の地震が発生した場合には速やかに校内災害対策本部を設置し、

職員は迅速に対応します。

○災害時優先電話は職員室教頭机前に設置

○防災無線は職員室教頭席窓側に設置

○災害時ＰＨＳ電話機、デジタルＴＶは状況により校長室から

校庭または職員室に移動して設置

１ 防災本部・緊急災害対策委員会の設置（速やかな災害への対応）

１ 緊急災害対策本部の設置（速やかな災害への対応）

２ 職員の参集体制・配備体制
◆東南海地震情報発令時の学校・職員の対応

◆課業中に大地震が発生したときの学校・職員の指導の流れ

◆夜間・休日に地震が発生した場合の職参集体制、配備体制

◆地震発生時の防災機材・資材について

３ 大地震が起きた時の学校・家庭の対応
◆授業中/登・下校時間中の学校・児童・家庭の動き

４ 避難所立ち上げ時の協力

～ 地震･風水害でのメール配信（地域・保護者と連携した防災体制）～

1923年（大正12年）9月1日の関東大震災における神奈川県被害図

２ 災害対策委員の招集

2 災害対策委員会設置

3 児童名簿・防災機材

の準備・活用

課業中 夜間･休日

1 地震 の発生

平成26年度暫定版

íアスレチック前に防災本部を設置する。

í児童が校庭に避難を開始する場合は、正門と南門に「大地震発生

に伴い児童の引き渡し実施」と掲示し、児童の引き取りに対応する。

掲揚塔に赤旗を掲揚する。（荒天の場合は余震・施設の被害状況を

総合的に判断した上で、教室で行う。）

校長・教頭・教務・安全主任・児童指導担当者・学年主任・養護教諭

栄養職員・学校技能員による災害対策委員会を招集

課業中 á 安全確保後に避難、保健室で負傷児童の手当て

児童の引き渡し / 児童の安否確認 / パトロール

授業打ち切り/

揺れが収まった

後、児童に校庭

への避難を指示

児童避難

引き渡し

夜間・休日á 職員参集、施設の安全点検

職員参集

安否確認

大地震が発生したら、学校はこんな動きをします！

参考
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全体指示・把握報告

市教委報告
関係部署連絡

・東林中
・上鶴間中
・上鶴間小
・くぬぎ台小

現地対策班（まち
づくりセンター）・
南消防署東林分
署との連絡調整

避難所運営協議
会との連絡調整

判断/職員への

指示

教 頭

問い合わせ・対応

状況/職員把握
校内放送で避難
指示
災害時優先電話に
よる問合わせ対応

学校メール送信
便り/ＨＰ作成
ＦＭさがみへ連絡

関係機関連絡
・児童クラブ
・私設児童クラブ
・見守り隊
・医療機関へ連絡

ＰＴＡとの連携
・ＰＴＡ会長
・校外委員長

避難・引き渡し対応

避難指導/誘導
/整列下校/
人員確認

引き渡し準備
欠席者の把握
負傷者の把握

学区外児童把握
・児童票
・引き渡し名簿

児童引き渡し

家庭への連絡

担 任 級 外

機材準備・巡視・迎え対応

安全担当

避難誘導/引き渡し運営
災害本部設置(外；ｱｽﾚﾁｯｸ前)

級外･養護教諭・栄養職員

停電時の対応
防災機材の持ち出し/準備
児童の避難誘導
正門・南門に引き渡し掲示
掲揚塔に赤旗掲揚
校舎内見回り
保健室運営
負傷児童の手当て
引き渡し児童・保護者の対応
引き渡しまでの児童の保護
非常用食料・応急用飲料水
等の準備・配布
信号での児童安全確保
給食業者との対応

全体指示・把握報告

同 上

職員招集

判断/職員への
指示

問い合わせ・対応

校内施設被害
状況の確認

職員参集把握

学校メール送信

ＰＴＡ本部・校外委員
との連携

安否情報確認

安否確認

・登校班班長から
の連絡を待つ

・安否が確認でき
ない児童宅には
家庭訪問する

パトロール

校内施設被害状況確認

安全担当

災害対策本部設置(校長室)
校内施設被害状況確認

その他級外・養護･栄養

校舎内見回り

パトロール

避難所設営協力

当面の措置 臨時休校の期間決定

学校再開に向けて検討・準備

校長・教頭・教務・安全主任・児童指導担当者

学年主任・養護教諭・栄養職員・学校技能員
災害対策委員会

校 長

東林小の防災組織と地震発生時の対応

課

業

中

夜

間

・

休

日

児童の安否確認・安全パトロール
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◆東南海地震情報発令時の学校・職員の対応

当面の対応 夜間・休日

■平常授業を続ける。 職員参集なし調査情報
■不十分な情報の発令により、児童に不安が
生じる恐れのある場合は、情報の趣旨を説
明する。

注意情報発令 ■学校は休校 校長・教頭
参集

予知情報発令 ■児童は自動的に引き渡しとなる。
（引き渡しまで学校で保護する） 全職員参集

警戒宣言発令

解 除 ■解除され、学校再開判断がでるまで休校 全職員解散

◆課業中に大地震が発生したときの学校・職員の指導の流れ

校長・教頭 教職員 児 童

一次行動

＊とっさに身を守る行動をする ＊危険なところから離れる
＊頭を守り、大きな揺れに備える姿勢をとる

二次行動

＊校内放送による避難の指示
（歩行中の児童は近くの教室へ）

＊職員は各教室に急行し児童を確認・掌握
＊火元の確認

＊停電時は、職員室待機職員が避難場所と
避難経路を指示

＊放送の指示に従い児童を掌握し避難誘導
（施設被害状況に応じ、避難経路を選択）
＊停電時は近くの職員が避難誘導にあたる

＊PTA会長・校外委員長
へ引き取り実施連絡

＊児童数確認 報告 不明者残留児童救出

＊正門・南門に引き渡し掲示／赤旗掲揚

三次行動
＊引き渡しまでの児童の保護
＊非常用食用・飲料水等の準備配布

＊給食業者等との対応

四次行動
五次行動

六次行動

避 難 命 令

避難所開設初期対応への協力

学校再開に向けての準備

学 校 再 開

避難誘導・避難確認
地震情報の収集

災害対策本部設置

人員点呼による避難の確認

a震源地 b余震の可能性

c地域の被災状況

d中学校区の状況

児童引き取りメール配信

保護者への児童引き渡し

教育委員会への状況報告

２ 職員の指導・参集・配備体制

震 度 ５ 以 上 の 地 震 発 生

地震予知情報・警戒宣言の発令

緊急地震速報受診システム受信 あと○秒後に震度６の揺れがきます
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◆夜間・休日に大地震が発生した場合の職参集体制、配備体制

校長・教頭 教職員 児 童

一次行動

自宅や家族の被災状況を
確認した後、学校へ参集
する準備をする

二次行動

装備(＊)を確認し、学校に
向かう。参集メールを受信
した場合は返信する

三次行動
四次行動

五次行動
六時行動

＊装備…P.5の「夜間・休日に大地震が発生した場合の参集職員の装備」参照

連絡調整者は
できるだけ早く参集し

初期対応する

a校内巡視
・校内安全確認

・施設の被害状況確認

初期対応する

b児童の安否確認

・児童の安否確認
(班長からの連絡を待つ)

・連絡がつかない児童宅
へ家庭訪問する

c学区巡視

・地域の被災状況確認

・避難場所の確認

a児童・保護者の安否
確認

b教職員の安否確認

c校内・通学路の被害
状況確認

d災害状況の確認

勤務校へ参集する

災害対策本部の設置・災害対策委員会の招集

避難所開設初期対応への協力

学校再開に向けての準備

学 校 再 開

連携

震 度 ５ 以 上 の 地 震 発 生

地震予知情報・警戒宣言の発令

登校班親班長

から直接学校へ

可能な範囲で早

く児童の安否

を報告する
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◆地震発生時の防災機材・資材について

停電していないとき 停電したとき 平常時

非常一斉放送 移動用アンプ アンプ・マイク
安全確保/安否確認/ （職員室から） ハンドマイク 単一電池備蓄
避難指示 拡声器点検

ヘルメット
赤布 引渡表示

情報収集 ひばり放送 非常用ワンセグＴＶ 緊急地震速報ｼｽﾃﾑ
ＴＶ ラジオ 携帯電話充電用災害規模
ラジオ 車載ＴＶ アダプタ準備通学路の安全確認
ｅネットSAGAMI ラジオ準備見守り隊の動向
インターネット 懐中電灯準備

市教委・市防災本部への 災害時優先電話 防災無線 定期点検
ｅネットSAGAMI PHS携帯電話 運用テスト連絡・報告
防災無線 PHS携帯電話 災害時優先電話

保護者への引き取り連絡 学校グループメール 災害時優先電話 学校メール受信状況

ＨＰ ＦＭさがみ の確認

（テストメール）

電源・トイレ（水） 体育館のみ非常用発 ガソリン
電機による電力供給 水（トイレ用）

受水槽点検
トイレ用水の確保 バケツ準備

緊急持ち出し書類等 出席簿 児童票 登校班名簿・児童引き渡し名簿 クラス写真

防災マニュアル 学校校舎使用図 学区地図

非常用食料・防災機材

（引き取りのない児童の

一時避難用）

学校で日常的に使用したり 教育活動用の応急処置のための医療品

保管しているもの AED、乾電池 等

【児童引き渡し完了までの非常用食料】

飲料水500ml petボトル312本、乾パン288食、白粥７食

ビスケット70缶 （＊それぞれ賞味期限が異なる）

ＰＴＡで準備してもらっている食料

【生活物資】

ブランケット156枚、寝袋78個、

ランタン12個、懐中電灯24個、ラジオ6台（乾電池付）

［国・市からからの支給物資、ＰＴＡの準備物資］

◆夜間・休日に大地震が発生した場合の参集職員の装備
・食糧（３食分）、飲料水（２リットル）

・携帯電話（予備バッテリー） 懐中電灯 ラジオ

・防寒具 手袋（軍手） マスク

◆泊まり込みが想定されるケースでは

・２日分の追加食料 寝袋 着替え（３日分） 生活用品 服用している薬 等



児童が 登･下校中
の場合の対応

自動的に児童は引き渡し

になります

児童

a揺れが治まるまで、その場で安全確保

b揺れが治まったら、児童は登校班
で学校か家の近い方に移動

c家に帰っても家族がいない場合は書き
置きをして大人のいる安全な場所に避難

学校

a揺れが治まるまで安全を確保

b在校児童を校庭に避難させ、在校
児童、登下校中の児童の安否確認

c引き渡しメール発信・正門・南門に
「引き渡し実施」掲示

d児童の引き渡し
※迎えが来ない児童は一時、学校で保護する

e学校職員は親班長に児童の安否確
認をし、地区パトロールをする

家庭 の対応

aひばり放送、学校メール、

ＦＭさがみ等で状況把握

メールが発信

されなくても

【登下校中なら】

b通学路の安全確認をしながら徒歩で
児童を（探しながら）迎えに来る
登校時に児童が引き返して家に戻ってしま

った場合、保護者は登校班親班長を通し

て子どもが家に戻ったことを学校に連絡する

登校班□班、○年○組の【名前】は、

無事に家に戻ってきました。

【授業中なら】

c通学路の安全確認をしながら徒歩で

在校児童を引き取りに来る
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大地震 が起きた時の学校・家庭の対応
大きな地震（震度５以上）が起こったら、東林小では次のように行動します

掲揚塔に赤旗

東南海地震 時の学校・家庭の対応も同様に

自動的に児童は引き渡しになります

児童が 学校 にいるときの対応
自動的に児童は引き渡しになります

学校・児童

a揺れが治まるまで安全を確保

b児童は教師の指示で校庭に避難

c引き渡しメール発信・正門・南門に

「引き渡し実施」掲示 掲揚塔に赤旗

d児童の引き渡し

荒天時は余震・校舎内の被害状

況を確認し教室で待機する

※迎えが来ない児童は一時、
学校で保護する

児童が 家 にいるときの対応

自動的に児童は自宅待機になります

学校

a自宅待機メールを発信
b情報収集と学校再開に向けて関係
諸機関との調整

家庭･児童

aひばり放送、学校メール、ＦＭさがみ
等で状況把握

b登校班で連絡を取り合い
学校再開の連絡を待つ
c登校班班長は児童の安否
を確認し、学校へ連絡
する

停電して信号が止まる

立っていられない など

大きなゆれの地震

（震度５以上）

注意情報発表
予知情報発表
警戒宣言発令
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校庭への児童の避難（荒天時：教室もしくは体育館）

保護者への引き渡し決定

保護者へのメール配信

保護者への児童引き渡し開始

校長等は児童引き渡し完了後に校避難所開設に協力

被災者が一時避難所から東林小学校避難所に移動

鍵は担当市職員・学校・現地対策班（東林まちづくりセンター）が保管

施設被害の状況と安全確認

校地内・校舎内立入区域の設定

避難所倉庫（備蓄品）の確認、救護所；保健室・視聴覚室

避難所受付；正面玄関(居住区；体育館）運営本部；特活室

～参考～ 災害発生時の学校職員参集状況（平成２５年８月現在）

担当職員参集

鍵の開錠

避難所開設準備

東林小学校避難所運営協議会設置要項に基づき、災害発生時には東林小学校に開設される避難所運営に

協力します。

避難所開設

東林小

災害対策委員会

震度５強以上の地震発生 まず、学校職員は保護者への

児童の引き渡しを行います

４ 避難所立ち上げ時の協力

～15 30 45 60 75 90 105 120 (分)

徒 歩 ●● ●●● ● ●●●●

自転車 ●● ●●● ●●● ● ● ●

バイク ●

240分以上かかる職員 ●●

●● ●●●

計(人) ２ ３ ２ ６ ６ １ ２ ５ ４

〈参集者の持ち物〉

ヘルメット、手袋、タオル、マスク

毛布（寝袋）、水、非常食、ラジオ、懐中

電灯、携帯電話 等を持参

●● は、連絡調整者

●●●

（150分）

●

（240分）
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震度５以上の地震の発生、台風や雷などで

登下校に危険が予想されるとき、東林小学校

では次のようなメールを配信します

災害対策委員会

登校前⇒前日または
朝６：３０判断

登校後⇒状況により判断

地震・風水害でのメール配信（地域・保護者と連携した防災体制）

本校職員・ＰＴＡ会長、中学校・児童クラブ

私設児童クラブ・交通指導員、安全見守り隊 への連絡

※ 児童は学校か家庭の近い方へ避難。家庭に帰った場合は、着いた時点で学校に連絡
する。登校した児童は、お迎えがあるまで学校で保護する。

※地震や台風、不審者など、特に被害がない時は児童だけで一斉下校とする。

※ 地震や台風等で支障が想定されるときは集団下校とする。職員は、班の集合場所、ま

たは分岐点まで引率し１５分間待機する。家に入れない児童は学校に連れて戻る。

※ 地震や台風不審者対応等で大きな支障が想定されるときは、職員と保護者代表者の引

率による集団下校とする。登校班の代表者は学校に迎えに行き、職員とともに下校
する。代表者以外の保護者は登校班集合場所で待機する。職員は分岐点で１５分間待機。

※ 震度５以上の地震が起こった場合大きなは、メールが配信されなくても自動的に児童

は引き渡しとなります。（凶悪事件が発生し、児童の下校に大きな危険が想定される場
合は、必ずメールを配信します。）原則として引き取り人は、防災緊急カードに記載さ
れている方となります。

臨時休校 本日は、大地震の発生（台風接近）に伴い、臨時休校とします。登
校
前

登
下
校
中

繰り下げ登校 本日は、台風接近のため、登校時間を繰り下げます。△時間
遅れで登校させてください。

児童引き渡し 本日は、東南海地震警戒宣言が発令されたため（大地震発生

に伴い、凶悪事件の発生に伴い）、児童のお迎えをお願いします。

在
校
中

平常通り ケース１ 地震や台風、火災、不審者など、特に被害がない時

一斉下校 ケース２ 台風接近に伴い、○時△分に一斉下校とします。

集団下校 ケース３（職員引率下校) 台風が接近し、風雨が強いため、
○時△分に職員引率で一斉下校を開始します。在宅の保護者は登校班集合場所までお迎

えをお願いします。

集団下校 ケース4（職員・登校班代表者引率下校) 大型台風の
接近に伴い、（不審者事件の情報があったため）、授業を打ち切り、○時△分に一斉下校

を開始します。在宅の保護者は登校班集合場所までお迎えをお願いします。

集団下校 ケース５（児童引き渡し) 本日は、東南海地震警戒宣言が発
令され（震度５の地震の発生に伴い、台風○○号接近による警戒警報発令に伴い）、

児童の下校が困難なため、□時△分から児童の引き渡しを行います。

～いざ！というときのために～ 東林小学校非常時対応マニュアル より

～家庭への連絡メールの文例～ ※状況によっては連絡ができない場合もあります
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東林小学校

相模原市南区の東林小学校付近は

震度６弱、建物被害（全潰れ）は

１割程度であった

参考 1923年（大正12年）9月1日の関東大震災における神奈川県被害図
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大地震を想定した東林小学校防災マニュアル

～震度５以上の地震発生時の組織的な素早い対応のために！～
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