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１ 防災組織に関すること
（１）防災組織体制

【定時制】
パターンＡ ：災害の発生が生徒登校前及び全日制と同様の勤務形態の場合

（全日制の防災組織に入り活動する）

※報告事項（在籍・欠席・不明・現認の数）

校長（隊長） １学年主任 各クラス担任

生徒指導主事 ２学年主任 各クラス担任

（全日）

３学年主任 各クラス担任

待機職員

教務主任 搬出

（全日） 警備

消火

本

全日制教頭 保健体育部長 救助

（副隊長） （全日）

救護

部 全日制管理部長

１年次担任 ①登校している生徒

２年次担任 の有無を把握

定時制副校長 ３年次担任 ②登校前の生徒・保

※副隊長の補佐 （定時） ４年次担任 護者に連絡

専門員（給食施設の点検・連絡）

教務主任 養護教諭（全日とともに救護活動）

（定時） 総務部 （定時制表簿の搬出）

その他 （全日とともに救助活動）

火災発生確認・防護安全

事務長

通報連絡
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パターンＢ ：災害の発生が生徒登校後及び全日制職員勤務時間終了後の場合

（定時制職員を中心としての防災組織にて活動する）

※報告事項（在籍・欠席・不明・現認の数）

校長（隊長） １年次担任

２年次担任

生徒指導主事 ３年次担任

（定時） ４年次担任

救護（養護教諭）

教務主任 表簿搬出（総務部）

（定時） 給食施設の保全・連絡（専門員）

本 通報連絡

定時制副校長 事 務 事務表簿の搬出

部 （副隊長） （定時） 関係自治体等との連絡

全日制教頭 生徒指導主事 各学年主任を通じ残留生徒の確認

（全日）

全日制残留職員は全日制教頭の指示のも

と連絡・救助・搬出活動に従事する。

教務主任 残留職員の確認

（全日）

事務長 全日制事務職員への連絡

【平成２７年度職員係分担】

本 部 校長・教頭・事務長 ・避難場所の設定・情報連絡体制確保等

指 揮 副校長 教務主任 ・具体的指揮・隊長の補佐

放送・連絡 事務・技師 ・校内放送・関係機関通報

生 徒 掌 握 生徒指導主事・担任 ・生徒の掌握及び救助・保護者との連絡

救 護 養護教諭 ・負傷生徒等の救護

搬出・管理 総務部 ・関係表簿等の搬出
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（２）職員の参集体制

定時制職員の勤務時間外で学校に影響を与える大災害の発生した場合

の定時制職員の安否確認及び参集（配備）体制は以下のとおりとする。

職員の 生徒の在宅時間の場合

館山市の震度 安否確認

電話が通じる 電話が通じない

第４次配備 震度６弱以上 家庭訪問

行う※２ 電話にて確認 避難所訪問

５強

第３次配備

５弱 状況による 状況による（本部からの指示）

第２次配備 ４（被害有り）※１ 状況による 行わない

第１次配備 ４（被害無し） 行わない 行わない

※１ 被害とは学校施設に情報の流出・消失等が予想される甚大な被害が発生した場合や在校中の生

徒・教職員（全日制含む）に複数の死傷者が発生した場合を基準とする。

※２ 震度６以上の場合は、携帯電話の「災害伝言サービス」に安否情報を登録してください。

「災害伝言サービス」利用方法（ＮＴＴDoCoMo）

http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/info/disaster/disaster_board/01.pdf
震度５強以下の場合は、職員緊急連絡網にて安否確認を行う場合があります。

連絡通信手段の複線化 安否で伝えること

定時制副校長への連絡 ①本人及び家族の無事

自宅電話 ②自宅等の被害の状況

携帯電話 ③出校可能か否か

自宅メール ④現在の所在地

職場メール ⑥救助等が必要か

携帯メール
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２ 防災教育（災害安全）に関すること
（１）地震・津波に関すること

ア 対応

①地震発生（緊急地震速報発令）

放送可能な場合 校内放送により安全確保を指示

放送不可能な場合 物が倒れてこない，移動してこない場所に退避

②地震発生直後

放送可能な場合 放送の指示に従い退避

放送不可能な場合 各自で非常出口等を確認し退避

③避難場所集合

年次ごとに集合し，担任による点呼を受ける

担任は生徒指導主事に，在籍・欠席・不明・現認の数を報告

④発生後の回復措置

直後の回復が可能な場合 落下物等に注意し教室に戻る

回復に時間を要する場合

一時避難場所（給食会館）に移動し回復まで待機する

帰宅困難時は別掲による

管理外 学校管理下

の場合 の場合 ※「正常化への偏見」

↓

初期対応 自分にとって都合

落ちてこない，倒れてこない，移動してこない の悪い情報を無視し

場所に退避，出入口の確保，火元の処理 たり，過小評価した

りしてしまう人間の

二次対応 心理特性のこと

素早い情報収集と臨機応変の対応

※「正常化への偏見」にとらわれない

（臨時）対策本部が設置されるケース →

①求められる機能と業務内容の明確化 ②的確な情報収集と発信 ｐ９

安否確認 引渡し（待機） 心のケア 避難場所協力
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イ 地震・津波を想定した避難訓練（防災教育）

①目 的

学校管理下において地震が発生し大津波警報が発令された場合，平素の反

復訓練の成果によって生徒を災害から保護し，併せて防災思想の普及及び人

命尊重意識の高揚を図ることを目的とする。

②訓 練（平成２７年の実施要項）

・実施日 平成２７年５月１８日（月）

・日 程 午後８時～同８時４５分（ＬＨＲ）

・場 所 ４階廊下を避難場所として訓練

・対象者 生徒及び教職員

・分 担 「災害時における対応について」に従う。

・内 容 午後８時 ・放送により大津波警報の発令を伝える（副校長）

・生徒は教員の指示に従い廊下に出て，校内の階段

にから昇降口前に避難する。

・ＨＲ担当者は，避難場所にて人員を確認し，本部

に報告する

・ 確認後，４階講義室に移動し講評を受ける。

③防災講話 午後８時１５分から同８時４５分（講義室）

講師 県立高等学校 教諭

内容

東日本大震災を実際に経験した先生から，当時の状況等について，実体験

やボランティア体験などをまじえて講話していただき，大地震・津波の恐ろ

しさと共に，それから身を守るために大切な事柄について考えさせる。

（２）火災に関すること

ア 対応

①火災発生

報知器での発見 報知器の作動箇所を目視確認（複数・受話器持参）

人による発見 発見者は火災報知器を押し管理職に報告。

②地震発生直後（１１９番通報と初期消火）

放送可能な場合 放送の指示に従い退避

放送不可能な場合 各自で非常出口等を確認し退避（担任は避難誘導）

③避難場所集合（放送または玄関前駐車場）

年次ごとに集合し，担任による点呼を受ける

担任は生徒指導主事に，在籍・欠席・不明・現認の数を報告
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④発生後の回復措置

直後の回復が可能な場合（軽微な場合）･･･管理職の指示により下校

生徒等に人的被害等が発生した場合

保護者に連絡する。県教委の指示のもとに外部対応をする

警察・消防の活動等に協力する

人による発見

報知器を押す

探知機による感知

火 災 報 知 器 作 動 事務室

副 校 長 校 長 １１９番

緊急放送 生徒指導主事 教務主任

クラス担任 教職員

生徒の安全確保・確認 表簿搬出 救護 初期消火

（臨時）対策本部が設置されるケース

①求められる機能と業務内容の明確化 ②的確な情報収集と発信

→ｐ９

イ 火災を想定した避難訓練（防災教育）

①目 的

火災発生時における避難方法の体験と防災に対する意識の高揚を図るとも

に、今後の防災計画改善の資料とする。

②訓 練（平成２７年の実施要項案）

・実施日 平成２７年９月２８日（月）

・日 程 午後８時から同８時４５分

・場 所 昇降口前を避難場所として訓練

・対象者 生徒及び教職員

・分 担 「災害時における対応について」に従う。

１０：０５ 放送により火災の発生を伝える（副校長）。※生徒は教室
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訓練，訓練。火災発生。現在確認中。生徒は指示があるまでその場で

待機してください。

※生徒は放送を聞き，あわてて外に飛び出すことがないように注意する。

２０：０６ 放送により避難指示をする（副校長）。

火災発生場所は，２棟４階教室です。生徒は先生の指示を聞いて，避

難準備をしてください。戸締り，消灯を確認し，出席簿を持って，非常

階段から外に出てください。

避難場所は昇降口前（雨天時は給食会館）です。暗いので慌てずに行

動してください。

※非常階段（雨天時は中央階段）を利用して，上履きのまま昇降口前に避難

する。 人員報告 （生徒）担任→生徒指導部長→副校長

（職員）総務主任→副校長

★報告事項は，在籍数・欠席数・不明数・現認数

人員確認後→水消火器による消火訓練

給食会館（又は会議室）へ移動（玄関の雑巾で上履きをよく

拭き取る）。

③講評並びに講話
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３ 緊急連絡体制に関すること

（１）職員への連絡

(緊急連絡網による)

（２）生徒・保護者への連絡(別添生徒名簿)

ア 授業中に大規模災害が発生した場合

保護者には自宅ないしは緊急連絡先に架電するとともに、学校や生徒

の状況等について個人情報に抵触しない範囲で、館山総合高校のホーム

ページを活用して連絡する。

イ 授業中以外の時間帯にて大規模災害が発生した場合

①生徒緊急連絡網（電話・携帯電話）による連絡

・生徒・保護者の緊急時の連絡先に架電

・安全確認（被害状況の確認）

・当面の学校の運営について連絡

②館山総合高校ホームページを活用した連絡

・午後１時から生徒登校前までの時間においては臨時休校等の指示を

ＨＰに掲載する。

（３）関係機関への通報・連絡(電話又はファクシミリ）

県教委防災電話 地 館山市役所防災係

域

県 学校危機管理監 関 館山消防署

係

教 学校安全保健課（保健関係） 館山警察署

委 学校安全保健課（給食関係）

関 教育総務課

係 教職員課

財務施設課

指導課

南房総教育事務所（安房分室）
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４ 生徒が帰宅困難となった場合に関すること
（１）臨時対策本部の設置

定時制が主体となる夜間において大規模災害が発生した場合、全日制を

含めた全職員が動員できる体制が出来るまでの期間、臨時対策本部を設置

する。

大規模災害の発生（定時）
（死傷者の発生、激甚災害の発令等）

県学校安全保健課
副校長 校 長 事務長

事務室 館山消防署 市防災係

臨時対策本部 22-0119
館山警察署

総務主任 教務主任 生徒指導主事 22-0110

保護者対応 施設(市民)対応 生徒対応

準備すべきもの 対策本部に引継ぐまでにすべきこと

臨

時 ・防災マニュアル ・校長、事務長への連絡

対 ・生徒、職員名簿 ・関係機関（県、警察、消防、市役所）への連絡

策 ・ラジオ・懐中電気 ・生徒、職員の安全確保

本 ・トランシーバー ・保護者への連絡対応（引渡しの判断）

部 ・拡声器・携帯電話 ・避難市民への対応（一時避難所の指示）

・消火器・ヘルメット ・備蓄備品の管理と配付

給食会館 事 務 室 体 育 館

定時制生徒避難所 臨時対策本部 市民避難所

館山市に引継

☆(市役所に要請)正門・玄関等で市民避難所は体育館であることを指示してもらう
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（２）食糧等の備蓄

・生徒が一時避難として学校で宿泊しなくてはならない場合に備え、生徒分

の水・非常食を備蓄（ＰＴＡ会費で購入し、生徒卒業時に更新する）。

・本校は、避難所の指定を受けておらず市の食糧備蓄もないので、上記備蓄

品は生徒優先で活用する。

・津波のおそれのある場合→２階の備蓄食糧及び保健室医薬品、各室の鍵等

を上層階に移動し、臨時対策本部も事務室から上層階（２階職員室等）に

移動する。

・断水に備え、ポリタンク等に水を汲みおく（飲料水、トイレ用等）。

確保（必要に応じて上層階へ移動）

・食糧 ・水 ・医薬品 ・各室の鍵 ・防寒具

（３）待機及び宿泊場所

通常 津波のおそれ等がある場合

給食会館 最上階の教室

☆上記の移動を行う場合は、臨時対策本部も２階以上の上層階に移動

（４）生徒帰宅（下校・引渡し）の判断

生徒の下校・保護者引渡しの判断は以下の基準に従い、臨時対策本部が

行う。

Ａ 地震の際に学校に留め置く判断基準

・震度５強以上で「津波又は大津波警報」が発令されている場合

・帰宅経路の安全が確保できない場合

・（未成年生徒の場合）保護者との連絡がつかない場合

・その他、関係機関から待機要請等があった場合

Ｂ 風水害の際に学校に留め置く基準

・暴風警報等が発令され、帰宅経路の安全が確保できない場合

・学校付近の市街地が床下浸水するなど歩行・走行が著しく危険な場合

・竜巻警報・落雷警報が発令され、校外に出ることが著しく危険な場合

・その他、関係機関から待機要請等があった場合

☆上記Ａ・Ｂに該当する大規模災害時には、各生徒（未成年）は保護者との連

絡をとることを優先し、連絡がとれない場合に一人で下校（帰宅）する、又

は友人等の保護者とともに下校（帰宅）することはさせない。
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５ その他
（１）学校が一時避難場所となった場合の対応に関すること

本校は、館山市から「避難所」としての指定はなく、「（一時）避難場

所（地震の場合）」として指定されていますが、平成１６年の資料では、

市立施設で収容が出来なくなった場合には、避難所としての協力を依頼す

る可能性があることも要請されている。

本マニュアルでは、「学校における地震防災マニュアル（千葉県教育委員会）」

の「避難所に指定されていない学校の対応」に基づき対応を記載する。

大規模災害の発生 ･･･館山市防災係に連絡

市備蓄品が供給される場合

①備蓄品の供給はいつになるか確認（事務）。

②避難場所として「体育館（１，２階）」を準備することを連絡（事務）。

③避難者に対し以下のことを伝達（副校長）。

・避難所に指定されておらず、臨時の避難場所であること。

・市民の備蓄品は保管されておらず、今後供給される予定であること。

・状況が落ち着き次第、市が指定するの避難所に移動してもらうこと。

市備蓄品の供給がない場合

①市防災係に避難者へどこに移動してもらうかの指示を受ける（事務）。

②緊急避難場所として「体育館（１，２階）」を準備することを連絡（事務）。

③避難者に対し以下のことを伝達（副校長）。

・避難所に指定されておらず、臨時の避難場所であること。

・市民の備蓄品は保管されておらず、今後も供給される予定がないこと。

・状況が落ち着き次第、市が指定するの避難所に移動してもらうこと。

☆災害時要援護者への対応

災害時要援護者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から身を

守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援

を要する人々ことである。

一般的には、高齢者・障害者・外国人・乳幼児・妊婦等があげられる。

これらの人々から避難要請があった場合は、市防災係の指示に基づき、生

徒に準じる支援を行うこととする。
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（２）学校再開に向けた取組に関すること

できるだけ早い授業の再開に向け、次のような点に留意する。

①生徒の心のケア

役 割

ア 生徒の安否確認、被災状況、心身の健康状態の把握と整理

管 イ 教職員間での情報の共有（毎日定時の打合せ連絡）

ウ 臨時の学校衛生環境検査実施の検討（県教委・健康福祉部）

理 エ 教職員の心のケアに向けた体制作り（スーパーバイザー要請等）

オ 生徒の心のケアに向けた体制作り（職員役割分担）

職 カ 地域の関係機関等の協力体制の確立

ク 保護者に対し生徒の心身の健康に対する注意喚起

ケ 報道機関への対応

ア 生徒の安否確認、心身の健康状態の把握

養 イ 健康観察の強化

護 ウ 担任との連絡を密に

教 エ 保健室の環境確認と不足品の補充要請

諭 オ 学校医、学校薬剤師との連携強化

カ 心のケアに関する啓発資料の準備

担 ア 生徒の安否確認、心身の健康状態の把握（家庭訪問等）

任 イ 生徒の家庭状況の確認

等 ウ 教室を中心とした学習環境の確認と整備

エ 養護教諭との連携を密に

学 ア 災害の概要把握と学校内の対応状況の確認

校 イ 生徒のメンタルヘルスを巡る緊急事態への見立てを行う

医 ウ 教職員へのコンサルテーションを行う

等 エ 生徒や保護者の個別面談の実施

オ 養護教諭、関係機関との連携強化

☆生徒にあらわれやすいストレス症状の観察ポイント

身体 の健 康状 態 心の 健康状 態

・食欲の異常（拒食・過食） ・睡眠障害 ・心理的退行現象（幼児返り） ・多弁、多動

・吐き気、嘔吐・ 下痢、便秘 ・頭痛 ・イライラ、ビクビク ・攻撃的(乱暴)

・頻尿 ・だるさ ・孤立(閉じこもり) ・無表情
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②授業の再開に向けて

ア 授業時間の検討

・生徒、保護者の状況・要望を勘案し、定時制の時制に束縛されない柔軟

な授業時間の確保を図る。

・県教委（指導課・教職員課）と協議の上、長期休業日の授業について

検討する。

イ 学用品（教科書）の調達

・学用品の給与は、災害救助法が適用になれば館山市長が行うことになる。

・学用品の給与を受ける者

住家の全壊（全焼）、流失、半壊（半焼）又は床上浸水により学用品を

喪失又は毀損し、就学上支障のある生徒。

・学用品の品目

教科書･･･文科省検定済教科書

教 材･･･教育委員会に届出又は承認を受けて使用しているもの

文房具･･･ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵の具、画筆、画用紙、

下敷、定規等

通学用品･･･運動靴、傘、鞄、長靴等

※学用品給与には費用の限度があり、高校生１人当たり４８００円以内

（災害救助法施行規則第６条）

ウ 奨学金の貸付

罹災したことにより千葉県奨学資金貸付条例の資格を有することにな

った場合は、予算の範囲内で貸付が行われる。また現に奨学生であった

生徒が罹災した場合、返還が著しく困難になった際には、返還の猶予又

は免除ができる。

エ 授業料の減免

授業料を納入する生徒の保護者又は成年に達した生徒の住家等の建物、

家財又は農作物その他の生産の手段となる物件に被害を受けたときには、

授業料の減免申請ができる。

オ 教職員の服務

ａ 災害対応業務に従事する場合の服務の取扱い

・防災計画に基づく生徒の安全確保や教育活動再開のための業務を職務

として行うことができる。

・教員の時間外における勤務には、「義務教育諸学校等の教育職員の給与

等に関する特別措置に関する条例」第７条第２項の規定により、教員

以外の職員には、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」第８条第２

項の規定により勤務を命じて職務として行うことができる。

・小学校就学の始期に達するまでの子のある職員及び日常生活を営むの

に支障がある者を看護する職員から、深夜勤務（午後１０時から午前
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５時まで）の制限の請求が出ている場合は、適切に対応する。

・労働基準法第６６条により、妊産婦が深夜勤務の免除を申請した場合は、

これを承認する。

b 災害復旧業務等を行うため、校長は各教職員の勤務時間帯を返納して勤

務を命じることになるが、その際には以下の点に留意する。

・勤務時間の割振りは、「学校職員の勤務時間の規則」第２条第４項の規定

により、校長が行うこととされていることを受け、始業及び終業時刻を

明確にした上で、各教職員通常の勤務時間帯を変更して、たとえば３交

代制等の勤務を命じることができる。しかしその際には、職員の健康状

態等を考慮し、適切な勤務を命令しなければならない。

通常教育への移行

ア 生徒の被災状況の把握

・生徒、家族の被災状況を確認し、整理する(一覧表の作成)。

・生徒、家族等の避難先を確認し、整理する(一覧表の作成)。

・緊急時の転出入の手続きについては、国・県から発出される通知に

従う。

イ 教職員の被災状況の把握

ウ 施設・設備の点検、確保

・発災後の安全点検により、使用可能(不可能)な施設を明確にし、疑

義のある施設については、専門家（県の営繕担当）に安全点検を依

頼する。

・ライフラインの復旧状況を把握し、早期に教育活動が再開できるよう

に関係機関に要請する。

・避難場所に学校を提供したことにより、学校施設に不具合が生じた場

合には、館山市及び館山市教育委員会に連絡し、補修等を依頼する。

エ 教育活動再開の決定

・校長は、生徒の通学手段、学校施設、生徒の状況を総合的に判断し、

県教育委員会との連携の元に、教育活動の再開を決定する。

・生徒、保護者への再開の連絡は、連絡網や関係市町の同報無線に依

頼し行う。
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別添１ 館山市避難予定場所一覧表（地震）
避難場所 所在地 電話 保有面積 収容 屋内収容 収容区域№

1 富浦学園周辺 富浦町多田良 － 堂の下の一部10,312 4,200
2 西行寺周辺 船形 － 堂の下の一745 9,500 3,000

部、仲宿、柳

塚

3 船形小学校 船形 船形地区405 27-2528 17,117 5,100 1,500
4 長勝寺境内 川名 － 川名の一部、549 27-2109 1,178 900

川名岡

5 第一中学校 那古 船形地区、那954 27-2021 42,742 27,000 1,600
古地区

6 那古小学校 那古 那古地区272 27-2644 17,281 5,800 1,200
7 安房農業改良セン 亀ヶ原 － 那古地区803 10,910 4,900
ター跡地

8 八幡宮境内 八幡 － 八幡の一部、68 22-1258 17,826 8,700
湊、湊団地

9 安房高等学校 北条 三軒町、鶴ヶ1381-1 22-0130 23,055 15,000 1,500
谷、 新鶴ヶ

谷、渚、八幡

の一部

10 館山総合高等学校 北条 北条地区106 22-2242 45,000 15,000 1,800
11 第三中学校 北条 北条地区1452 23-7321 32,313 18,000 2,300
12 北条小学校 北条 北条地区456 22-2141 30,496 16,000 2,700
13 安房南高等学校跡 北条 北条地区611 47,180 15,900 2,000
14 中央公園 北条 － 六軒町 ･1740 19,950 7,100 1 4

･ ･ 、六5 6
軒町 の一3
部、 北条海

岸、長須賀の

一部

15 来福寺境内 長須賀 － 長須賀の一部46 22-4362 300 300
16 城山公園周辺 館山 博物館本館 － 長須賀の一362 62,000 10,000

部、新井、下

町、仲町、上

町、真倉、青

柳

23-5212
17 館山小学校 館山 館山地区317 22-2155 21,682 11,000 2,100
1 8 総持院境内 沼 － 岡沼の一部1139 23-0671 2,939 1,300
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19 館山海上技術学校 大賀無番地 館山地区22-1911 8,596 3,000 200
20 西岬地区公民館 見物 西岬地区65 29-1370 2,635 1,600 544
21 西岬小学校 加賀名 西岬地区151 29-0300 14,820 6,100 900
22 洲崎神社境内 洲崎 － 洲崎、西川名1697 29-0713 2,203 1,000
23 西岬地区公民館分伊戸 西岬地区2503 29-1643 3,983 800 353
館

24 神戸小学校 犬石 蒲生、犬石1496 28-0059 12,251 4,700 900
25 房南中学校 佐野 神戸地区2070 28-0042 20,041 11,000 300
26 安房特別支援学校 中里 神戸地区284-1 28-1866 21,099 5,000 300
27 安房神社境内 大神宮 － 香取、中郷、508 28-0034 44,759 21,100

西町、川坂、

上郷

28 布良﨑神社境内 布良 － 本郷379 3,635 1,700
29 龍樹院境内 布良 － 神田町280 28-0154 2,600 1,100
30 富崎小学校 相浜 富崎地区282-1 28-0004 5,622 3,700 700
31 相浜神社 相浜 － 二斗田42-1 1,599 450
32 安房自然村 布良 － 向600 28-1111 4,000 3,000
33 豊房小学校 大戸 豊房地区266-2 22-0950 15,407 9,000 600
34 旧畑小学校跡地 畑 － 畑73 1,218 300
35 神余小学校 神余 － 豊房地区1363 28-0065 4,310 1,600
36 館野小学校 山本 館野地区1028 22-1061 14,902 6,800 900
37 九重小学校 安東 九重地区3 22-9803 11,197 3,200 500
38 館山市コミュニテ 北条 北条地区、館740-1 23-3111 47,846 24,000 1,715
ィセンター 野地区

※津波の場合は、北条地区には避難所・避難場所の指定はありません。

※館山総合高校直近の、津波避難場所は「第三中学校」となっていますが、

指定地区は六軒町 1･7の一部、六軒町 2となっています。
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千葉県ハザードマップ（館山市：津波浸水）


