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１ 本校の危機管理の基本方針

(１)危機管理の必要性

学校は、子どもが安心して学び、教職員が安心して教育活動を行なう安全な場所でなけ

ればならない。しかし、時として学校の安全を脅かす事件・事故が発生する。その際に、

適切かつ確実な対応ができるよう危機管理体制を確立する。

(２)危機管理の目的

①子どもや教職員の命を守る。

②危険をいち早く発見して、事件・事故の発生を未然に防ぐ。

③万一、事件・事故が発生したときは、敏速かつ適切に対応し、被害を最小限に抑える。

④事件・事故の再発防止と再開に向けた対策を講じる。

(３)本校の課題

①２、３階には３つの階段（校舎内南北階段、非常階段）があるが、非常階段からおり

たところの土地の状態はあまりよくない。いつも整備しておく必要がある。

②国道２１０号線のすぐそばに位置し、一日中交通量が多い。部外者の侵入に関しては

目視しやすいが、門塀は設定されていない。運動場や体育館は職員室から死角になっ

て注意が必要である。

(４)課題を補う危機管理体制

①不審者等に対する施設上の弱点に対しては、教職員の巡視等を行なうことによって、

危険をいち早く発見するなど、日常の危機管理意識を高めることに、事件・事故の発

生を未然に防ぐ。

②児童の緊急時の対応について、日常的に訓練する。

③毎月初めに全教職員で安全点検を行なう。

④教職員が危機管理の各担当業務を熟知し、緊急事態発生時に備える。

⑤学校の情報を発信し、開かれた学校づくりに努め、緊急事態が発生した場合に、保護

者や地域の人に快く協力してもらえるよう、地域との信頼関係を築く。
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２ 危機管理体制・役割分担

(１)日常

担当者 活 動 内 容

管理職(校長・教頭) 全体の総括

○安全教育に関する事項(防犯教育、防犯訓練など)

○安全管理に関する事項

(施設・設備の点検、児童の安全確保に関する点検など)

○学校安全計画全体の状況把握と必要な指示、掌握

(教職員を対象とした研修・訓練など)

○ＰＴＡ、地域社会、関係機関との連携

学校安全担当 ○児童の安全確保に関する点検

○安全教育の計画と実施

○広報紙の発行による啓発活動

担 任 ○施設・設備の日常的点検

○児童に対する安全教育の実施

○児童の安全確保に関する日常的点検

救護(養護教諭) ○児童の健康状態、要観察者の状況把握とかかりつけ医療機関の

掌握

○応急手当、心肺蘇生法についての資料作成、講習会の実施

○救急病院の掌握

○負傷者搬送時の必需品の確認と準備
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(２)緊急時

担当者 活 動 内 容

対策本部 ○全体の状況把握と必要な指示、掌握

(校長､教頭､ ○児童の避難の必要性の判断と指示

主幹教諭) ３名 ○校内の緊急放送

○１１０番・１１９番通報

○教育委員会、関係機関への連絡と支援要請

○保護者への緊急連絡、保護者説明会の準備と開催、

連絡文書の作成

○報道機関への対応

○記録

不審者等への対応 ○不審者対応・隔離

(校長、教頭、職員 ○事件等の情報収集、把握、整理

室職員) ○校内巡視

４名

避難・誘導 ○児童の安全確保と人員確保

(各学級担任、支援 ○児童の安全な避難・誘導

員、授業者) ９名 ○下校方法決定後の保護者との連絡

○児童の安全下校の確認

負傷者対応 ○負傷者発生現場での応急手当。

(養護教諭) ○避難場所での負傷者の有無等の確認と応急手当、搬送準備

○負傷者氏名の確認とリスト作成

○救急車同乗と搬送先からの連絡

○負傷者と保護者への対応
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３．校内緊急時の連絡網・対応図・連絡先一覧表・避難経路図

(１)緊急時の連絡網

①作成する連絡網

職員連絡網

・校長から各職員までの連絡網を教頭が作成する。

地区連絡網

・地区担当教職員から各保護者への連絡網を保護者の了解を得た上で担当が作成

する。

・個人情報保護と目的外使用禁止の徹底

②緊急連絡網の保管場所

職員連絡網

・校長室、職員室(教頭保管)

・各職員１部

地区連絡網

・地区担当教職員及び教頭が保管

(２)緊急事態の発生時の対応図・連絡先一覧・避難経路図

①緊急事態発生時の基本対応図(別紙Ⅰ)及び緊急事態発生時の連絡先一覧を作成し、校

長室、職員室、保健室に掲示し、教職員への周知を図る。

【緊急時の連絡先】

玖珠警察所 ７２－２１３１

野上駐在所 ７７－６８００

玖珠消防署 ７２－２１４１

九重町教育委員会 ７６－３８３４・７６－３８１２

日田教育事務所 ０９７３－２３－５１２５

大分県日田玖珠県民保健福祉センター ０９７３－２３－３１３３

矢原医院 ７７－６１２１

②基本避難経路図(別紙Ⅱ)を作成し、教職員の周知を図るとともに、児童に指導する。
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４．学校事故 自然災害に対して

① 予防 ‥‥‥ 施設・設備の危険箇所の点検

防災三本柱 ② 災害発生時の対応マニュアルの作成と熟知

③ 避難四原則 ‥‥ 押さない、走らない

しゃべらない、もどらない

【１】火災に対して

（１）日頃の予防策

①定期的に安全点検を実施する。

＊屋外煙突 火気を使う場所の整理整頓 コンセント周りの埃 理科室薬品の保管

状況 調理室のコンロ等の点検

②ストーブの管理責任者を明確にし、毎日の消火を確認する。

③消火栓、消火器等の場所の確認と使用方法の周知

④日頃から避難時には、「おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない」を徹

底させておく。

（２）火災発生時の具体的な避難行動

〈授業中に火災が発生した場合〉

ア 職員室の職員の動き（情報収集）

① 火災報知器がなったら、探知場所の確認。消火器を持って、複数で現場の確認

に行く。

① 火災の場合、一人が通報に戻る。校内放送、校長への報告を行なう。他は、初

期消火に当たる。

① 消防署、町教委への連絡

① 避難場所の確保

① 避難後災害本部の設置、避難児童の確認、負傷者等の確認、手当て、非常持ち

出し物品の搬出

イ 教室の職員の動き（児童掌握）

①静かにさせ、校内放送を聞かせる。

②指示に従って、誘導避難する。指示は、短く大きな声で行なう。

③姿勢を低くさせ、ハンカチ等を口・鼻に当てさせる。

④避難時は、教師は先頭で、後方を確認しながら非難させる。

⑤避難集合場所に着いたら、児童を落ち着かせ、人員を確認する。
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〈休み時間に火災が発生した場合〉

ア 職員室の職員の動き

①火災報知器がなったら、探知場所の確認。消火器を持って、複数で現場の確認に

行く。

②火災の場合、一人が通報に戻る。校内放送、校長への報告を行なう。他は、初期

消火に当たる。

③消防署、町教委への連絡

④職員は各持ち場に行き逃げ遅れている児童はいないかを確認する。

⑤校内に児童がいないことを確認したら、避難集合場所へ行き、児童の確認をする。

確認ができたら本部に報告する。

⑥避難後災害本部の設置、避難児童の確認、負傷者等の確認、手当て、非常持ち

出しの搬出

イ 児童の動き

①非常ベルがなったら、静かにし、校内放送を聞く準備をする。（騒いだり、現場

を見に行ったりしないように事前指導しておく）

② 校内放送の指示に従って、自分で避難する。（火元の反対の出口から避難するよ

う意識化させておく）

③ 姿勢を低くし、ハンカチ等で口と鼻を押さえながら避難する。

④ 避難集合場所に到着したら、学年ごとにならび担任の来るのを静かに待つ。

（３）避難集合場所 運動場中央

（４）避難経路 別紙２

（５）職員役割分担

第１次自衛活動 ① 火元第一発見者

第２次自衛活動 ② １１９番通報・関係機関連絡

全校連絡・指示

③ 避難誘導 児童を安全な場所へ誘導 〔各担任〕

④ 救助 要救助者の救助〔体育専科・養教〕

⑤ 消火 消火器・消火栓等による消火活動

第３次自衛活動 ⑥ 搬出 非常持ち出し物品の搬出

⑦ 工作 電気切断、プロパン・灯油類隔離

⑧ 救護 負傷者の救護 〔養教〕
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【２】風・水・雪害に対して

●気象状況による臨時休校及び一斉下校の判断について

１．前日の時点での「臨時休校」の判断……

（１）大型台風が接近しており、明日、九重町が暴風域に入ることが予想されるとき

（２）自然災害等により通学路に甚大な被害が出ていて、安全な登下校ができないと

判断される場合

→ 前日のうちに地区連絡網及び学校配信メールを利用して臨時休校を知らせる

２．当日、午前６時での「臨時休校」の判断……

（１）台風、集中豪雨等のため、通学路を利用しての安全な登校ができないと判断し

たとき （自治体の避難勧告、気象台からの情報を参考にする）

（２）大雪により児童の学校への登校に障害が出ると予想されたとき

→ 午前６時より地区連絡網及び学校配信メールを利用して臨時休校を知らせる

３．上記１、２に該当しない場合は、安全を確かめて登校…

危険箇所があれば、学校まで連絡

→ ただし、自宅周囲の状況や道路の状況によって登校させるのが難しいと思

われる場合は保護者の判断で自宅待機とし、その旨を学校に連絡

４．気象状況による「一斉下校」の判断……

（１）台風や集中豪雨等により、災害が発生もしくは予想されるような状況の時

→ 「児童引き渡し」（６月訓練）を行う

＊学校より保護者一人ひとりへ学校配信メール及び未加入者への電話連絡

＊保護者の迎え（それまでは学校待機）

＊「放課後児童クラブ」は中止

（２）現在はある程度穏やかであるが、今後状況が悪くなることが予想され、早く下

校させた方が良いと判断した時

→ 「平常の一斉下校」（通常水曜に行っている）を行う

＊学校より保護者一人ひとりへ学校配信メール及び未加入者への電話連絡

＊一斉下校（教職員引率による）

または保護者の迎え（それまでは学校待機）も可能（連絡の時確認）

＊「放課後児童クラブ」は関係者に連絡し、可能な対応をしてもらう
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【３】地震に対して

（１）日頃の予防策

①戸棚・本箱等の上には、物を置かないようにする。

②倒壊する恐れのあるものは、出入り口のそばに置かない。

③児童の机の配置は、ストーブ等の危険な箇所に近づけない。

④天井・壁などのひび割れ等を日頃から点検し、発見したら管理職にすぐに知らせる。

⑤避難訓練を行なうとともに、日頃から心構えの指導もしておく。

（２）地震発生時における指示・措置

①どんな行動をとるのか、大きな声で明確に伝える。

②机の下などにもぐらせ、頭部を守らせる。窓際やロッカーに近い児童は、頭部を反

対方向に向けさせる。

③倒壊の危険を感じたら、教師の判断で速やかに建物の外に出す。

④教室の窓や出入り口の戸を開き、出口を確保する。

⑤火気を使用中の場合は揺れがある程度収まって消火する。

（３）避難集合場所 運動場中央

●規模の大きい地震が発生した場合……

（１）規模の大きい地震が発生した場合、すぐに電話連絡（携帯電話を含む）ができな

い場面が想定される

→ 児童は学校内の安全な場所（体育館、運動場）に避難して家族の迎えを待ちます。

（長時間になることも想定）

＊保護者は周囲の安全が確認されたら学校に児童を迎えに来る

【４】学校が避難場所になる場合

（教育委員会と緊密に対応、指示を仰ぐ）

ア 避難場所 ‥… 体育館

イ 避難本部 …… 校長室

ウ 被災者対応 ‥‥ 校長・教頭で検討 → 組織化〔全職員〕
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５．安全管理

【１】不審者対策（学校外）

（１）日頃の予防策

①児童への指導の徹底

・顔見知り以外の人には、むやみに近づいたりしない。

・登下校で不審な声かけや車に引き込まれそうになったら、大声を出して大人を呼

ぶ。また、近くの家に逃げ込む。その場合、すぐに１１０番通報する。

・むやみに自分の名前や家族の名前、また友だちの名前・住所・電話番号など個人

情報を教えない。

・知らない人が家族の名前を出してきても、無闇に信用せず、先生や知り合いに確

認してから行動するようにする。

・気になることがあったら、できるだけ早く学校に知らせる。

（２）対策

①通学路を定期的に点検し、危険が予想される場所を把握し、児童・保護者に周知す

る。さらに、玖珠警察署や野上駐在所と連携し情報の共有をおこなう。

②不審者に関する情報等を受け取った場合は、全教職員及び児童に周知し、注意を喚

起する。また、学校配信メール・保護者宛文書を配布し注意を促す。

③校区内で起こった場合は、現場に急行し、情報を把握後、教育委員会や警察に連絡

をする。また、配信メールで家庭に注意を呼びかける。

【２】不審者対策（学校内進入）

（１）日頃の予防策

①日常使わない入口や非常口は内側から鍵をかけておく。

②１階の教室の窓の鍵は、使用していない場合は必ず施錠するようにする。

③来客は、職員室で確認できるように、必ず職員室に立ち寄り、来客簿に記入しても

らうようにする。

④不審者進入を知らせる手段として、教師にホイッスルを携帯させる。

⑤不審者進入の場合の教職員の対応のあり方について熟知しておく。

⑥不審者進入の場合の避難の方法や、不審者を発見した場合の職員への連絡のあり方

について児童に周知しておく。
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（２）不審者進入に対応する手順

はじめの対応 対応１ ＊不審者の侵入

①声をかけ、不審者かどうかの確認

・立ち入りの理由を確認する。理由がなければ退

去を求める。

・立ち入りの正当な理由があれば受付に案内する。

②退去したかどうかの確認

緊急事態発生 組織的対応１ ③退去しない場合は、教職員へ不審者の侵入を連絡

の対応 ④退去の説得（暴力行為抑止）

⑤１１０番通報、教育委員会への支援要請

⑥別室に案内、隔離

組織的対応２ 隔離ができない場合は、

⑦移動阻止（刺股・催涙スプレー・防犯ネット等）

⑧児童への周知（校内放送）・安全確保

⑨避難誘導

⑩警察による保護、逮捕

組織的対応３ ⑪被害者の確認、応急手当

⑫救急車要請の判断

⑬被害者等への心のケアに着手

事後の対応 組織的対応４ 事件・事故対策本部発動（校長・教頭）

○情報の整理と提供

○保護者への説明

○児童への心のケア

○教育再開準備

○報告書の作成 ○対応の見直し 等

（３）避難集合場所 運動場中央

（４）避難経路 別紙２

（５）職員役割分担

対応１ 第一発見者
組織的対応 全校連絡・指示、１１０番・１１９番通報、関係機関連絡 （校長 副：教頭）

避難誘導 （担任又は授業者）

侵入者への対応 （教頭他複数対応）

負傷者の救護 （養教）
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【３】食中毒への対応

（１）日頃の予防策

①飲料水の検査は日常的に検査を実施する。（色・におい・濁り）

②大分県薬剤師会学校保健委員会玖珠支部による定期検査

③便所、手洗い場所等、病原菌に汚染されやすい場所は十分清潔に心がけ、定期的な

消毒を実施するとともに、消毒液等を設置する。

④教室、調理室等の環境調査を定期的に行なうとともに衛生保持に努める。

⑤病虫類の駆除を徹底する。

⑥健康観察を実施し、異常を訴えるものは給食当番から除外する。

（２）食中毒発生への対応

対応の流れ 実際の対応

食中毒の発生 １．食中毒発生の連絡を受けたら、直ちにその概要を把握する。

実態把握 （１）罹患者の氏名・学年と病状（養護教諭、教頭）

（２）該当者以外の児童の健康状況の把握（担任、養護教諭）

（３）食事の内容等の把握（教頭、担任、家庭科担当）

・給食の場合 →献立・食事場所・発生時刻の把握

・調理自習の場合→献立・調理場所・発生時刻・実習者

材料及びその購入場所の把握

関係機関への連絡 ２．食中毒の内容を校長に報告する。（教頭）

３．学校医・保健所・教育委員会へ連絡をする。（校長）

事後処理 ４．学校医からの意見に基づき、出席停止・臨時休校・消毒等の事

後処理を行なう。その際は、関係機関と連携を密にとる。

（校長、教頭、養護教諭）

５．関係保護者、ＰＴＡ役員への説明、協力依頼（校長、教頭）

６．全校児童への説明、指導（担任）

７．事後の処理を行なう。（全教職員）

・原因の究明、全保護者への説明、施設設備の点検と改善等

事後報告 ８．関係機関へ事故の報告をする。（校長）

９．マスコミへの対応（教頭）

【緊急時の連絡先】

九重町教育委員会 ７６－３８３４・７６－３８１２

大分県日田玖珠県民保健福祉センター ０９７３－２３－３１３３

矢原医院 ７７－６９０２
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【４】感染症（主にインフルエンザを想定）への対応

＊ノロウイルス感染等、他の感染症は以下「インフルエンザ」を置き換える

（１）感染症の判断……医師の診断を基準とする

（２）日頃の予防策

①手洗い、うがい、睡眠、栄養、休養等を学校･家庭で意識的させおこなわせる

②マスク着用で予防に努めさせる

③流行の情報などを把握し、家庭への情報発信に努める

④関係医療機関との連携を密にする

⑤流行時は集会等など、一所に多く集まる機会を避ける

（３）インフルエンザ感染・発症者が増えた場合の対応

①インンフルエンザが増えつつある場合

【学級担任】…欠席児童、早退児童に家庭訪問・電話で状況確認をする。

・医師の診断結果を保護者から詳細に聞き取り、養護教諭や校長（教

頭）に報告する。

・出席停止児童への文書は、担任が届ける。児童が訪問する場合は、直

接面談しないよう指導しておく。

【養護教諭】…欠席者及び出席者の感染・発症状況を把握し、校長（教頭）に知らせ

る。

・全校の発症状況を全職員で共有し、保健指導や対応について共通理解

を図る。

・保健指導を通して児童に注意を喚起し、保健だより等で保護者へ連絡

する。

【学校全体】…校長（教頭）は、児童の発症状況の把握をし、養護教諭等と相談しな

がら対応の判断をする。

・判断内容については、必要に応じて文書で家庭に配布する。

・状況によっては、教育委員会に報告する。

②時間差登校をする場合

○学級時間差登校をする場合、各家庭に連絡し、学級担任を中心に登校指導をす

る。

○全校時間差登校をする場合、各家庭に連絡し、全職員で登校指導をする。

③学級閉鎖の場合

○インフルエンザの発症者が急激に増えた場合、校長（教頭）、養護教諭で検討

し、学校医の指導を受けて判断する。

○教育委員会に報告する。

○家庭への通知は、文書を作成して配布する。

○学級閉鎖中の児童の学習及び生活指導の依頼をする
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○閉鎖中、児童に対しては家庭訪問や電話連絡を行い、健康状況を確認して学習

内容等を通知する。

④臨時休校の場合

○学級閉鎖中の学年と、学級閉鎖をするに相当する学級が複数になった場合に検

討し、学校医の指導を受けて校長が判断する。

○教育委員会に報告する。（第1次報告は電話で、第2次は文書で）

○家庭への通知は、文書を作成して配布する。

○学級閉鎖中の児童の学習及び生活指導の依頼をする。

○閉鎖中、児童に対しては家庭訪問や電話連絡を行い、健康状況を確認して学習

内容等を通知する。

【５】給食異物混入への対応

（１）日頃の予防策

①給食運搬者から食缶コンテナを受け取る際は職員が立ち会い、ランチールームに

は施錠する。

②牛乳についても同様に受け取り、保冷庫は施錠する。

③給食配膳は必ず教職員とおこなう。

④給食中は不必要に児童が立ち回ることがないよう指導する。

⑤飲料水の検査は日常的に検査を実施する。（色・におい・濁り）

（２）異物混入時への対応

対応の流れ 実際の対応

異物混入の発生 １．異物混入の連絡を受けたら、直ちにその概要を把握する。

実態把握 （１）どの段階の異物レベルか検分し判断（養護教諭、教頭）

（２）同時に児童の食事を一旦中止（担任）

（３）異物を吟味（校長、教頭、養護教諭）

・危害が及ぶような異物の場合は全校の給食を中止

・異物ではなかった場合は給食を再開

（４）発生概要を確認し、まとめる

関係機関への連絡 ２．教育委員会へ連絡をする。（校長）

事後処理 ３．給食センターからの異物分析報告、混入原因説明。

４．関係保護者、ＰＴＡ役員への説明（校長、教頭）

５．全校児童への説明、指導（担任）

事後報告 ６．マスコミへの対応（教頭）

【緊急時の連絡先】

九重町学校給食センター ７７－７８１８

九重町教育委員会 ７６－３８３４・７６－３８１２
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【６】食物アレルギーへの対応

（１）事前の予防策

①新入学時、転入時、新規診断時には必ず食物アレルギー調査票等で実態を把握し、

保護者と面談の上、情報を共有する。

②保護者・養護教諭・栄養教諭・給食センターの四者面談を実施し、対応を協議・

確認する。

③該当児童について校内食物アレルギー対応委員会を開催し、提出書類・アレル

ゲン・症状・今後の方針を検討、確認し、「食物アレルギー個別支援プラン」を

作成する。

④校内で管理職・担任・養護教諭だけでなく全教職員と情報を共有する。

（２）日常の予防策

①対応給食について、保護者･養護教諭・校長とで献立表を確認した上で、担任に

周知する。

②代替食の容器を養護教諭が確認し、担任（給食指導者）に直接手渡す。除去食に

ついては、担任が該当児童と直接確認する。

③担任（給食指導者）は、代替食の容器を該当児童に直接配膳する。除去食につい

ては、配膳されていないことを食べる前に確認する。

（３）進級時の対応

①「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」を保護者に返却し、対応内容の変

更の有無を確認する。変更がなければ「継続用」の提出を求める。

（４）アレルギー症状への対応～県保健地域保健協議会作成
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【７】いじめ対応～別刷「野上小学校いじめ防止基本方針」に詳細

【８】個人情報保護の対応

（１）日常の予防策

①教育公務員としての守秘義務を厳守する。

②町の情報モラル指針に基づき、校務用ＰＣ及び業務用ＰＣに私用ＵＳＢ等を接

続しない。

③私用ＰＣを校内に持ち込まない。

④成績処理、電話番号・住所等、個人情報に関わる全ての電子データは校外に持

ち出さない。それらが記載されている紙媒体は原則持ち出さない。ただし、業

務上必要な場合は校長が許可を出す。その場合は、車内に放置しない、公共の

場で出さない等を厳守する。校内では、来校者や児童の目に触れる場所に放置

しない。

（２）児童等の写真・作品について取り扱い

①保護者に、児童の写真等の学校ＨＰや学校便り等への掲載承諾を年度当初にと

り、承諾児童のみＨＰ等への掲載をおこなう。ただし、特別な場合を除き、氏

名は掲載しない。

＊特別な場合…顕著な表彰等で保護者が公表を許可した場合

②新聞、ＴＶ等の取材に関しては、町教育委員会と協議し校長が取材の可否を決

定する。取材を受ける場合は、報道機関に個人が特定されないよう配慮を要請

する。

（３）個人情報の年度末管理

日常的に児童の個人情報等に限らず全ての個人情報は、最善の注意を払って取り

扱うとともに、その管理を徹底する。特に年度末は下記の処理をおこなう。

・成績等、最重要個人情報はシュレッダーを使用し確実に廃棄する

・一般的な個人情報は清掃センターに持ち込み、焼却炉投入を確認する

・ＰＣ内の個人情報は、町のマニュアルに沿って初期化・処理をおこなう

【９】Ｊアラートへの対応

（１）基本的な構え

地震時と同じ初期対応をとるが、校舎内にいる場合は、できるだけ窓から離れ

た中央部に避難させ、机の下にもぐる等頭部を保護する姿勢をとらせる。校外

活動時は、できるだけ頑丈な建物内に避難させる。

（２）避難・指示

地震等発生時マニュアルと同様

【10】フッ化物洗口への対応 ＊2019年７月１０日より実施予定

～別刷「フッ化物洗口対応マニュアル」に詳細
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