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ガイドライン作成にあたって
我国は近年、地震、津波、風水害、火山爆発などの甚大な被害を被っており、今後も日本の
どこかで起こり得ることは確実といえます。
2011 年（平成 23 年）3 月 11 日の東日本大震災、巨大津波による未曾有の被災状況は 5 年経過した
現在もその傷跡はなまなましく、それは被災当事者にとっては時間が経過しても癒えることはありません。
また、この度の東日本大震災では、原子炉の爆発による放射線汚染被害が甚大であり、風評被害による
生活、経済への被害はいまだに解決の目処がたっていません。福島県下の学校の生徒・学生募集への影響
も大きな問題となっています。
この大災害を教訓として、国、都道府県、市町村等の行政は勿論、各自治会や学校関係機関等において、
防災に対する課題を検討し改善しつつあることが推察できます。
一般社団法人日本看護学校協議会
（以下、
本協議会）の会員校においても、改めて防災の検討を重ね課題を見出し、
「災害時のマニュアル」の再構
築にあたる等防災への関心が高まっています。
また、まだ記憶に新しい 2014 年（平成 26 年）2 月の看護師国家試験では、大雪により交通網が遮断
され受験不能となった学生、疲労困憊の状況で受験した学生等、国家試験が始まって以来の出来事が起こ
りました。本協議会では、ただちに当該校の実態把握をし、受験不可能であった学生達及び受験地への
移動に長時間を要し、心身ともに最悪の状況で受験せざるを得なかった学生達の救済のため、
「看護師
国家試験の追加試験に関する要望書」を厚生労働省へ提出致しました。その結果、他の関係団体からの
働き掛けもあって、
『追加試験』が年度内に実施され多くの学生を救済することが出来ましたが、こう
した不測の事態に対応できる体制づくりの必要性を示しました。
この度、本協議会が「自然災害等不測の事態に対処するガイドライン」の作成に至った理由は、
① 近年起こっている自然災害の甚大さに危機感を持ち、これまで考えた事態を超えた備えが必要である
と考えたこと、② 看護師等養成施設の社会的意義を背景に、自校の学生の庇護のみではなく、地域住民
の支援を目的とした備えが重要であると考えたからです。
本ガイドラインを各看護師等養成施設の地域性等を活かした各校の「防災マニュアル」作成の一助に
して頂きたいと願っております。なお、本ガイドラインのほとんどは、地震・津波の災害マニュアルに
ついて述べていますが、二次災害の予防項目には、地震・津波以外の自然災害等予防も包括しました。
本ガイドラインは、
「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き（文部科学省）
」を参考に
Ⅰ～Ⅲにまとめました。Ⅰは、学校防災マニュアルの作成について、Ⅱは、防災対応の段階に応じた
マニュアル作成のポイント、Ⅲは、一般社団法人日本看護学校協議会が行なう災害・防災支援の構成に
なっています。
【用語の定義】
自然災害等：地震・津波・風水害等
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Ⅰ 学校防災マニュアルの作成について
１.目 的
１）学校における災害発生時の対応等について教職員の役割等を明確にし、学校防災体制を確立する。
２）地域や関係機関等に周知し、地域・関係機関全体で災害に対する意識を高め、体制の整備構築を図る。
２．ポイント
各学校の立地条件や特徴、発生時間帯により変わることが考えられますが、以下の内容が共通事項とし
て必要と考えます。
１）事前の危機管理（備える）に関する内容
発生時、事後の危機管理すべてに影響する、最も重要な部分です。起きうる災害のすべてに対応で
きる準備（ライフラインの切断時、原子力災害等）が必要です。
・安全な教育環境の整備・防災教育・緊急連絡体制・家族との連絡体制・備蓄・原子力・放射線に
関する教育
２）発生時の危機管理（命を守る）に関する内容
・初期対応：突然やってくる災害に対して、学生一人一人が察知した段階で、素早く身の安全を確
保することが重要となります。あらゆる場所、時間においてこの様な行動がとれるようにするた
めの事前の指導や繰り返しの避難訓練が大切になります。
・二次対応：対応の優先順位を考え、わかりやすい内容にする。
３）事後の危機管理（立て直す）に関する内容
・安否確認方法・学生待機・下校の判断・家庭との連絡方法・教育活動の再開・必要時地域住民避
難所対応
４）地域や関係機関との連携により、マニュアルの整備や防災訓練を実施
３．各学校における防災マニュアル作成上の留意点
１）学校の立地している地域・環境の把握を行い、反映させる。
・学校所在地の自治体の地域防災計画・ハザードマップの活用・地域の特性・避難経路等
２）学校内の状況、地域の人的状況の把握を行い、反映させる。
・学生・教職員数、学内及び臨地実習等学生の所在確認方法、学生・教職員の通学方法や居住地等
３）作成後も定期的に見直し、学生・教職員に周知できるようにする。
・実践的なマニュアルとする為に、訓練→評価→改善を繰り返し行い、成果や課題を明らかにして
おく。
４）学生・教職員に周知できるような工夫、日常から携帯できるようなポケットガイドの作成等、
非常時にすぐに活用できるようにしておく。

Ⅱ 防災対応の段階に応じたマニュアル作成のポイント
１．フローチャート （次ページ）
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２．各段階の危機管理
１）事前の危機管理
（１）体制整備と備蓄
学校防災の体制整備や災害時に役立つ備品、物品等の備蓄等については、日常から災害発生時を
想定して備えておくことが大切です。特に発生時の危機管理に関する体制整備は、学生等の命を
守るために最も重要な部分であり、全教職員の理解と行動に結びつけるためには形式的なもので
なく機能的で実践的なものが求められます。また、学校の実情や立地条件に応じ、地震発生後の
二次対応についても体制整備を図っておくことが必要です。
① 校内の体制整備
学校安全の中核となる教職員を中心に、役割分担を明確にし、日常から組織や機能面の点検を
行います。
・災害発生時には、全教職員が各学校防災マニュアルに基づき、学生等の安全確保及び応急手当、
二次災害対応等を実施する必要があります。そのためには、学校安全の中核になる教職員が安全に
関する情報や話題を絶えず提供し、日常的、定期的に職員会議、校内研修会等のあらゆる場と機会
を活用して意図的に話し合いを進める。
・全ての教員がそれぞれに役割を分担し、それらを統合することが大切です。
そのためには、校務分掌、校内規程等で教職員の役割分担と責任が明確になっていることが必要
であり、学校防災マニュアルの策定、避難訓練等の企画･調整･評価などについて、関係教職員の
連携の核となる教職員を校務分掌の中で明らかにし推進する体制を整備する。
・校内防災委員会の設置が望ましい。
校内防災委員会の設置例
１．学校防災の充実を図るため、校長を委員長とする防災委員会を設置する。
２．委員は、防災管理者（校長、副校長）を始め教務主任、安全担当者及び各部門の責任者とする。
３．委員会の開催は定例会と臨時会とし、計画的に開催する。
４．防災委員会は、警報等が発令された場合は、軽快本部となり、災害が発生した場合は対策本部
となる。
５．防災委員会は次の事項について審議する。
(１)学校防災についての研究･調査に関すること
(２)学校防災マニュアルの立案に関すること
(３)校舎内外の施設･設備等の安全管理に関すること
(４)避難訓練等の充実に関すること
(５)教職員の研修に関すること
(６)関係機関等との連携に関すること
(７)学校施設が避難所となった場合の協力体制に関すること
(８)その他、学校防災の推進･運営に関すること
「
『生きる力』をはぐくむ防災教育の展開」より抜粋、一部改変
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② 関係機関との連携した体制整備
学内、学外の関連機関と学校防災に関して以下のような点について、各学校の立地条件をふまえ、
地域の特徴に応じた事前の協議･調整を行い、連携体制を整備しておく。
ア．連携する関係機関等
保護者会、自治体の防災担当部局、自治会、町内会、自主防災組織、消防署、警察署設置主体病院、
実習施設、学校医等、各学校の立地条件により必要な関係機関との連携体制を整備する。
イ．協議・調整の内容の例
・学校安全計画や学校防災マニュアルの検討
・地域防災訓練と地域の避難場所、避難所の確認
・備蓄倉庫等の防災に関する施設・設備の確認
・津波災害時の避難のための高層住宅等との利用協議
・近隣商店街との災害発生時の物資提供等の協議
・災害発生時の避難方法や避難所の運営方法
・災害発生時の医療体制
・災害発生時の通学路の安全確保、防犯対策等
・学生等のボランティア活動
・情報通信網が途絶した場合の保護者や関係機関等への多様な連絡方法（災害伝言ダイヤル、
インターネット掲示板等固定電話以外の様々な手段）
③ 二次災害を想定した準備
ア．各学校の地域性や条件をふまえ、想定するべき二次災害を洗い出す。
地震発生後に起こる二次災害は次のようなものが考えられます。これらの災害は、学校の
自然的環境、社会的環境、施設の耐震化の有無などによって起こりやすさが変わります。
検討する際には学校だけでなく、専門家の意見を含め検討することが大切です。
想定するべき二次災害の例
津 波

□海からの津波

□河川を遡上して堤防を越えてくる津波

火 災

□学校からの火災 □周辺の地域からの延焼・類焼

余 震

□建物の倒壊

□非構造部材の落下・転倒・移動

その他の災害

□土砂災害

□液状化

□地盤(沈下,すべり,亀裂,擁壁の崩壊等)

□水害(堤防決壊,ダムの決壊,土砂ダムの決壊等)

□原子力災害

□雪害 ※住民以外の避難者の可能性も考慮
イ．適切な避難場所・経路、避難指示を明確にする。
避難の判断・指示を素早く行うことができるように、チェックシートやフローチャートなどの形
でその手順を明確にしておくことが大切です。適切な避難場所・経路を選んでマニュアルに明記
し、訓練しておくことが必要です。
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それぞれの二次災害の判断材料となる情報と避難場所の例
二次災害

判断材料

避難場所

津波

□1 分以上続く長い地震の揺れ

近くに高台があれば高台

□気象庁の津波警報・大津波警報

建物の高層階や屋上

□学校周辺の状況(海の潮位の変化や河川の状況)
□学校の自然環境
火災

校庭・公園などの広い空間

□校舎・校地の巡回

□学校周辺の状況(出火と延焼の有無、避難経路の 一次避難場所
状況)

広域避難場所

□市町村の災害対策本部からの避難勧告・避難指示 ※風上に避難（複数の方角に
□消防署への通報と情報収集

避難場所を用意）

□発災時の気象条件(風向、風速、湿度等)
余震による □校舎・校地の巡回

校庭

倒壊

□応急危険度判定士による判定

近隣の耐震性のある建物

□学校の耐震化の状況

落ちてこない・倒れてこない・
移動してこない場所

その他

□校舎・校地の巡回

土砂災害

□学校周辺の状況(避難経路の状況、車道や歩道の 緊急の場合は校舎上層階の崖

水害 等

危険区域外の建物

通行状況、河川の水位や濁り、崖の状況等)

から遠い部屋

□学校の自然的環境・社会的環境
④ 実習等校外での活動における体制整備
実習施設等校外での活動においては、学生だけでなく引率教員も慣れない環境での行動となる
ため、事前の十分な準備が必要です。活動場所により、想定すべき二次災害は異なるため、実施
計画を立案するに当たっては、活動場所や移動経路上での避難場所を決め、保護者等へ周知する
ことも考えておきましょう。実習等で校外に出掛ける場合、引率者は発災後、すぐに情報が得られ
るように準備する。学外活動を行う場合は、実施施設、宿泊施設の避難ルート、非常ドアの確認を
行い、学生にも把握させておくことが必要です。学外活動中は、指導教員が、安否確認、帰宅の
判断、家族との連絡等学内に準じた対応を行う。
また、実習受け入れに先立ち、以下の内容を確認し申し合わせ行う。
ア．災害発生時、患者の保護、避難に関わる学生の責任の範疇
イ．学生が帰宅困難の場合、実習施設内での避難は可能であるか
ウ．臨床指導教員が不在の場合の、状況把握と指示にあたる責任者
⑤ 災害発生時や待機時に必要となる備品や備蓄
地震が収まってからの避難行動、その後の帰宅や学校に待機することを想定し、それぞれの場面
で必要となる物資等をリストアップするとともに、それらをどこに保管するかについても考えてお
く。特に津波や土砂災害、水害の被害が想定される地域では、保管場所に注意が必要です。
また、必要と考えられる物資が揃わないときには、その代用品となるものについても考え、
さらに、特別な支援を必要とする学生のための備品や備蓄についても考えておきましょう。
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なお、学校が地域の避難所となっている場合には、自治体の防災担当部局等と協議した上、
管理場所、備蓄物資の内容、管理者、管理方式等についてあらかじめ定めておくことも必要です。
地震発生時の安全確保に役立つ物資等の例
頭部を保護するもの

□防災ずきん

□ヘルメット

停電時に役立つもの

□ハンドマイク □ホイッスル □懐中電灯・電池式ランタン

救助･避難時に役立つもの

□バール

□ジャッキ

二次対応に役立つ物資等の例
情報収集に役立つもの

□携帯ラジオ

□携帯テレビ(ワンセグ)

□携帯電話

□衛星携帯電話

□乾電池

□トランシーバー

□マスターキー □手袋（軍手） □防寒着
避難行動時に役立つもの

□雨具

□スリッパ

□ロープ

学校待機時に役に立つ物資等の例
□飲料水

□食料(α米,無洗米,乾麺,乾燥野菜,ﾚﾄﾙﾄ,缶詰,ｶﾛﾘｰﾒｲﾄ,ﾁｮｺﾚｰﾄ等)

□卓上コンロ(ガスボンベ)
生活に役立つもの

救護に役立つもの

□テント

□簡易トイレ

□ビニールシート

□アルミシート

□バケツ

□暖房器具(石油ストーブ)

□使い捨てカイロ

□電子ライター

□タオル

□紙コップや紙皿

□ＡＥＤ

□医薬品類

□携帯用救急セット

□懐中電灯

□ガーゼ・包帯

□副木

□衛生用品

□医療ニーズのある学生のための予備薬・器具等
□マスク

その他

□毛布・寝袋

□アルコール

□担架

□発電機

□ガソリン・灯油

□ダンボールや古新聞

□投光器

□プール水

□携帯電話充電器
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以下に災害時の備蓄品や備蓄場所を検討する上での学ぶべき事例をいくつか列記します。

・東日本大震災の事例から
□ 津波で１階の職員室が水没し、屋上に行くための扉の鍵を取りに行けなかったが、２階に合鍵
があることを思い出し開けることができた。
□ 体育館の倉庫に備蓄していた毛布が津波をかぶったが、流出することもなく、アルミパックさ
れていたので湿ってもなく、津波が引いた後取りに行き、冷え込んだ屋上で一夜を明かすため
の貴重な防寒具となった。アルミ袋は教職員や地域の大人が保温用に使った。
□ ホルマリン漬標本が棚から落下破損。流出したホルマリンの清掃に注意し、しっかりとした瓶
の固定用棚を準備した。
＊要注意；水銀血圧計破損時の水銀野取扱い
酸素ボンベの設置・保管状況
重量物（教材）の設置・保管状況
□ 実習室保管の車椅子を活用し、近隣の障害を持った高齢者（実習時に把握）の救助活動を教員
と学生が協力し行った。

・ある看護学校の備蓄の事例
□ 入学時に学生達に備蓄品（ﾍﾙﾒｯﾄ・水）を購入させ、３年間各個人のロッカーで保管させ、
卒業時に持ち帰ってもらうようにしている。

□ ある看護学校は、災害時の避難拠点になっており、以下の物品が校内に備蓄されている。
災害救急用セット 50 人分を 2 セット
五目御飯 900 食分、マスク、ヘルメット、ガーゼ、アルミブランケット、軍手、
タオル、感染対策防護キット、防災服上下、医師ベスト 等

さらに、災害時用として、以下の設備を有している。
自家発電が 3 日、それに伴って井戸水の使用可能
（飲み水ではないが、最悪沸騰させられれば、何とか飲める水質）
2 階の実習室だけでなく、ベッドが動かせるようにエレベーターの設置
講堂には毛布 30 枚とブルーシートの 90 センチ×100 メートル 2 本を設置
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（２）点 検
学校の施設及び設備等の安全点検については、計画的に実施するよう定められている。災害発生時、
学生の安全を確保する。避難のためには校舎内の施設及び設備、避難経路や避難場所の点検も必要です。
① 計画的な安全点検（施設及び設備等の安全点検）
安全点検の対象である学校施設等は、常に同じ状態ではないので、季節、時間、自然災害により
変化します。安全点検を継続的かつ計画的に行い、環境や行動における重大な危険の見過しがない
よう実施する。
※学校保健安全法施行規則より
安全点検の種類

時間・方法等

対

象

法的根拠等

定期の安全点検

毎学期 1 回以上
計画的に、また教職員全員が組
織的に実施

学生が使用する施設・設備
及び防火、防災、犯罪に
関する設備などについて

毎月 1 回
計画的に、また教職員が組織的
に実施

学生が多く使用すると思 明確な規定はないが、
各学校の実情
われる校地、運動場、教室、 に応じて、上記（規則 28 条第 1 項）
実習室、図書室、特別教室、 に準じて行われる例が多い
廊下、昇降口、ベランダ、
階段、便所、手洗い場、屋
上など

必要があるとき
・体育祭、文化祭、展覧会など
の学校行事の前後・暴風雨、
地震、大雪、近隣での火災
などの災害時
・近隣で危害のおそれのある
犯罪（侵入や放火）の発生時
など

必要に応じて点検項目を
設定

毎授業日ごと

学生が最も多く活動を
行うと思われる箇所に
ついて

毎学期 1 回以上
学生が通常時に使用する施設及び
設備の異常の有無について系統的
に行わなければならない
（規則 28 条第 1 項）

臨時の安全点検

日常の安全点検

必要があるときは、
臨時に安全点検
を行う
（規則 28 条第 2 項）

設備等について日常的な点検を
行い、
環境の完全確保を図らなけれ
ばならない
（規則 29 条）

② 非構造部材の点検
ア．非構造部材とは、建物そのものではなく、天井材、外装材、照明器具、家具等を総称する。
耐震化が図られ、地震動によって建物が倒壊する危険性が低い学校施設でも非構造物よる危険性
が考えられ点検が必要です。
イ．学校施設は学生の活動場であるとともに、地域住民の応急避難場所としての役割を果たすことか
ら、その安全性の確保は重要です。※専門家の耐震診断、必要な補強工事。
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② 二次対応「揺れが収まったら」
ア．より安全な場所に素早く移動し集合する。
イ．津波の危険がある地域では、校内高所、校外高台等への避難が必要である。
ウ．地震動による避難経路の破損、交通状況によりあらかじめ定めておいた避難経路が使えない
可能性もあるので複数の経路設定にしておく。
（貯水池の決壊、土砂災害、液状現象）
エ．地震発生後の二次災害として火災も考えられる。消防署への通報、避難誘導、初期消火、非常
持ち出し品の搬出、出火場所、風向き、建物の構造を考慮し、安全な避難経路を素早く判断す
ることが求められる。
③ 教科、領域と関連させた避難訓練
ア．看護学校として在宅看護、災害看護、統合分野、地域医療等を踏まえた避難訓練を行う。
イ．実習先の避難訓練時には参加することも必要である。
ウ．地域の実情に詳しい人や関連機関、団体と連携を図り実態把握や教材資源として活用する。
エ．地域の防災対策にも繋がり、地域の方々等の助け合いの精神を育てていく。
（４）教職員研修等
教職員は災害から学生の生命や身体の安全を守るため防災に関する自らの意識や対応能力、防災
教育に関する指導力が求められます。学校や地域の実態に即した実践的な研修を行う必要があります。
① 学校安全の中核となる教職員を養成し、校内研修の充実を図る。
校務分掌中に学校安全の中核となる教職員の位置づけ、研修の推進役としての役割の担当等の
校内体制の整備をし、教職員全体の資質の向上を図る。
＜研修内容＞
・マニュアルに基づく地震、火災、津波などに対応した避難訓練
・ＡＥＤを含む心肺蘇生法などの応急処置に関すること
・教職員、学生の安全確保と安否確認の方法
・学生の危険予測、回避能力等を育成するための安全教育と教育内容、教材に関する共通理解
・心のケアに関すること等
② 地域や関係機関、団体との連携による人材等の活用
教職員の研修と併せ、
地域の実態に応じた指導も必要である。
地域の実情に詳しい人や関係機関、
団体と連携を図り実態把握や教材資源として活用していく。
＜行動連携＞
・学校や地域の特徴にあった防災マニュアルの作成
・過去の災害や地域の対応を踏まえた防災教育カリキュラムの開発
・地域と学校が協働した防災訓練
＜地域資源の活用＞
・学校で行う安全教育や訓練に地域人材の指導を活用する
・地域にある安全に関する施設の活用
・地域の地形、地質、過去の災害、環境を教材として活用する
・地域で開催される安全に関する行事に参加し、自らの安全を確保する能力や地域の方々との助け
合いの精神を育てる
③ 原子力・放射線に関する基礎知識の習得
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２）発生時の危機管理
災害の発生時に適切かつ迅速に対処し、被害を最小限に抑えるための危機管理
（１）初期対応
地震発生時には、学生は恐怖を感じて動けずパニック状態になることも考えられます。
教職員は落ち着いて「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」安全な場所を判断し、適切に
指示することが求められます。日常から校内の状況について把握しておくとともに、
非構造部材等
（柱、
梁、壁、床等の構造設計の主な対象となる部材以外の天井材、内・外装材、照明器具、設備機器、
窓ガラス、家具等）などの危険性も把握しておきましょう。
また揺れている間でも、学生の安否確認、避難行動の補助、応急手当等が必要になることもあり、
揺れがおさまった後の確認行動や情報の連絡方法について一連の流れを確認しておく必要があります。
学生がそれらの危険性を判断して避難行動をとることができるように、
実践的な災害訓練や指導を行う
必要があります。
場

例
・教室
・実習室

学内

「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所や留意点
地震による強い揺れを感じ、緊急地震速報の報知音が聞こえたら、直ちに「落ちて
こない・倒れてこない・移動してこない」場所を判断して身を寄せる。

・図書室

・机のある場所では机の下に隠れる

・更衣室

・机がない場合は、椅子などの落下物を防げるものの下に隠れる

・標本室

・倒れるもの、落ちてくるものがない、横から倒れてこない場所に移動し、低い
姿勢になりカバンなどで頭を覆う。

学外活動

・研修旅行

・学内に準じて避難行動をとる

・課外活動

・実施前に災害発生時の連絡方法、避難場所について取り決めておく。

・ボランティア
活動など

臨地実習

・病院

・災害発生時は、実習施設内の避難誘導指示に従って行動する。

・見学実習

・医療機器や、床頭台など、学内とは異なる非構造部材の存在も判断しながら、
「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所に避難する。

管理下外

・自宅

夜間、休日等で学生が自宅にいる場合も、上記の対応ができるように指導する。

（夜間、休日）

通学途中

その他

地震による揺れを感じたら、周囲の状況を十分に確認して、
「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所に身を寄せる。
・ブロック塀や瓦屋根、自動販売機、ガラス、外壁、電線などの落下物や転倒物
・液状化やマンホールの隆起などにも注意が必要
・公共交通機関などを利用している場合は係員の指示に従う。

（２）二次対応
地震の揺れが収まった後、次に発生する災害から避難するためのマニュアルが必要です。特に津波が予測
される地域では迅速な対応が求められます。また火災、土砂災害などについても正確な情報に基づいた判断
と適切な避難行動が必要です。
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① 情報収集
各学校の地域の特徴もふまえて、想定される二次災害を理解し、それぞれの二次災害の判断材料となる
情報収集と避難場所の想定をしておく必要があります。
正確な情報を得るための情報ツールとして、ラジオ、テレビ（ワンセグ放送）
、広域無線、インターネット、
メール、電話、FAX などが考えられますが、停電時には電池式ラジオが有効です。
停電時には職員が直接出向くことや、情報収集体制を取り決めておくことも必要です。
津波災害の危険性のあるところは、情報の有無に関らず素早い避難行動が必要です。
② 臨機応変な判断と避難
自然災害は、過去の災害やハザードマップなどの想定を超える規模でおそってくる危険性をはらんで
いる。実際の災害場面では、防災マニュアルの内容に留まらず、その時々の状況をしっかり把握し、最も
安全と思われる行動を選択する事が大切です。
二次避難先でも安全を確認して、必要があればさらに避難するという姿勢が必要です。

＜正常化の偏見＞
人には、自分の身に迫っている危険を根拠なく過小評価してしまう性質があるといわれている（正
常化の偏見）
。
「たいした被害はないだろう」
「ここまでは来ないだろう」という考えが、避難の機会を
奪い命を危険にさらすことがある。災害からの避難は一刻を争うものなので「正常化の偏見」を打ち
破って一刻も早く避難を開始することが求められます。
学生の避難誘導に際しては、自分の心の中の「正常化の偏見」や、防災マニュアルの想定以上の
災害が起こる可能性を常に意識することが求められる。

（３）二次対応の留意点
実際の避難行動では、混乱が予測され、パニックや移動中の事故を防ぐためにも的確な指示が
求められます。避難経路の道路状況も刻々変わることにも留意が必要です。
・余震による道路の破損
・液状化によるマンホールの隆起
・火災の煙
また、誘導中に学生の姿を見失わないような人員の配置や、避難に遅れる学生への対応も想定する
ことが必要です。それらに対応した災害訓練も必要となります。

３）事後の危機管理
（１）安否確認の内容と教職員の対応
安否確認の内容に併せ、学校からの情報発信についても伝えておくことが大切です。
特に情報通信網が不通の場合は、例えば、地域施設の掲示板などの活用をするなど、事前に
決めたルールに従って行動することが必要です。
安否確認の内容(例)
・学生および保護者・家族の安否・受傷等の有無
・被災状況
・避難先
・今後の連絡先・方法

12

（２）連絡・通信手段の複線化
大規模な地震が起こった後は、しばらくは通信機器の被災や回線の混雑により、
電話で連絡を取り合うことが難しい状況になる事が考えられます。
そこで事前に準備していた連絡手段・方法のルールに則り連絡できるようにする。
（３）対策本部の設置
二次対応後、学生の安全が一旦確保された段階でその後の対応・対策について方針や
具体的な業務内容を確認・決定し行動していくために、対策本部を設置する必要があります。
被害状況によっては、校舎が使えない、必要物品が揃わないことも考えられます。
また、停電等により情報収集が円滑にできない場合も考えられ、立ち上げの際には状況に
応じた臨機応変な対応が求められます。
学生の帰宅や学校が避難所となる場合については、事前に地域住民や家族とルールを決めて
おくことにより対応業務を軽減することにもつながります。
＜組織図例＞
学校災害対策本部
本部長（学校長）

：対策本部の総括・意思決定

副本部長（副学校長）

：本部長の指示による連絡報告、各班の調整

通報連絡班…(警察・消防機関への通報、災害情報収集）
（地域、関係機関との連絡調整）

※教務主任
※事務長

避難誘導班…(学生の安全確保、下校指示および確認など） ※担任
（保護者への連絡）

※副担任

救 護 班…(学生職員等の救護）

※健康係（他教員）

消火、施設等点検班…(消火、立入禁止措置、危険回避対応）

※事務職員

搬 出 班…(重要書類等の非常時搬出・保管） ※必要時（事務、教務係）
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＜各班の業務内容例＞
業務内容
通
報
連
絡
班
避
難
誘
導
班

必要備品等

・学校災害マニュアルを基に各班に的確な指示・要請
・学生等への状況伝達

災害マニュアル

・関係機関・地域・報道との連絡並びに情報収集

ラジオ・拡声器非常用物品

・通信内容・決定事項・行動等の記録
・学生および教職員の安否確認
・安全な避難経路における避難誘導

学生名簿

・負傷者の把握

行方不明者の記載用紙

・下校指導並びに掌握・記録

(学生・教職員)

・揺れが収まった直後の負傷程度の把握
・行方不明の学生・教職員の本部連絡

安全靴等

救
護
班

・学生及び教職員の救出・救命

防災マスク

・負傷者や危険箇所等の確認および通報

ヘルメット・スコップ

・担当区域で負傷者の搬出

トランシーバー

・学校施設内のチェック

担架
AED

消
火
・
施
設
等
点

消火器

・初期消火

ヘルメット

・避難・救助活動等の支援

ラジオ

・被害の状況確認

手袋

・二次被害の防止

被害調査票等

検
班
保管金庫

搬
出

学生関係書類
・重要書類等の搬出・保管

学籍簿、成績関係等

班

学生名簿
教務日誌

＜的確な情報収集と発信＞
災害対策本部として正しい方針や方策を立てるためには、正確な情報が必要です。
情報収集に関しては、複線化を図ると共に、伝令など直接的な行動が必要な場合も想定しておくことが
大切です。また、情報の正確性についても注意が必要です。混乱期には流言飛語などの情報が錯綜する
ことがあり、正しい情報を見極めるためにも複数の情報源を持つことが大切です。
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情報の発信についても、同様に学校からの情報発信であることが分かるよう、事前に連絡用掲示物の
準備をして、避難所や地域の掲示板を活用する方法も考えられます。
（４）帰宅指示と待機
地震の規模や被災状況により、
学生の下校の可否等の判断が必要である。
また大規模な地震の場合は、
各校が事前に決めたルールに基づいて実行する。
①帰宅判断
ア．津波など限られた時間での対応が迫られる場合には、保護者・家族に対して災害に関する情報を提
供すると共に、保護者・家族と学校に留まる避難行動を促す。
イ．家庭の状況等により、学生の安全確保が出来ない場合は、学校に留める。
ウ． 学外実習中、登下校中の対応についても帰宅指示のルールに基づき実施する。
帰宅指示のルール(例)
学
校
を
含
む
地
域
の
震
度

震度５弱
以上

震度４

学生各自が保護者・家族と連絡をとり、帰宅の判断をする。

原則として帰宅させる。

以下

＊上記はあくまでも例であり、学校周辺の交通事情等の環境によって十分検討し設定する必要
がある。

② 学校に待機させる場合の留意点
大規模な地震では、待機が長時間に及ぶことが考えられる。学生を待機させる場合には、
下記の点に留意する。
ア．不安を訴える学生等の心身のケアを図る。
イ．近隣からの火災の対応や、津波などの対策が十分とれるようにしておく。
ウ．待機が長時間に及ぶ場合を想定して、食料の確保や宿泊の対応なども考えておく。
（５）心のケア
大きな災害に遭遇し、
「家や家族・友人などを失う」
、
「事故を目撃する」などの強い恐怖や衝撃を
受けた場合、不安や不眠などのストレス症状が現れることが多くあります。
こうした反応は誰にでも起こりうることであり、時間の経過と共に薄らいでいくものであるが、場合
によっては長引き生活に支障を来すことがあるため、適切な対応と支援を行うことが必要です。
＜体制作りと教職員の役割＞
災害時におけるストレス症状のある学生への対応は、基本的に平常時と同じです。
速やかに学生の異変に気づき、問題の性質(早急な対応が必要か否か、医療を要するか否か etc.)を見極め、
必要に応じて保護者や主治医等と連携を取り、組織的な支援に当たることが大切です。
いつでも適切な対応が迅速に行えるよう、平常時から学生の心のケアの体制づくりをしておく必要が
あります。
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A：震災から学校再開まで
A：震災から学校再開まで

B：
B：
学学
校校
再再
開開
かか
らら
１１
週週
間間

安否確認・健康状態の把握と組織体制の確立
安否確認・健康状態の把握と組織体制の確立

心身の健康状態の把握と支援活動
心身の健康状態の把握と支援活動

学生の安否確認、
被災状況、
心身の健康状態の把
１．１．
学生の安否確認、
被災状況、
心身の健康状態の把
握の指示(家庭訪問・避難所訪問)
握の指示(家庭訪問・避難所訪問)
臨時の学校環境衛生検査の実施についての検討
２．２．
臨時の学校環境衛生検査の実施についての検討
教職員間での情報共有
３．３．
教職員間での情報共有
教職員の心のケアに向けた校内組織体制づくり
４．４．
教職員の心のケアに向けた校内組織体制づくり
学生の心のケアに向けての組織体制
・役割分担の
５．５．
学生の心のケアに向けての組織体制
・役割分担の
管管
確認確認
理理 ６．６．
心のケアの対応方針の決定と共通理解
・全体計画
心のケアの対応方針の決定と共通理解
・全体計画
職職
の作成
の作成
地域の関係機関等との協力体制の確立
７．７．
地域の関係機関等との協力体制の確立
保護者との連携・健康観察の強化依頼等
８．８．
保護者との連携・健康観察の強化依頼等
緊急支援チーム(CRT
等)の受け入れ
９．９．
緊急支援チーム(CRT
等)の受け入れ
報道関係機関への対応
10. 10.
報道関係機関への対応

学生の心身の健康状態の把握と支援活動の指示
１．１．
学生の心身の健康状態の把握と支援活動の指示
・健康観察強化
・質問紙調査等
・健康観察強化
・質問紙調査等
・家庭での様子調査 ・相談希望調査等
・相談希望調査等
・家庭での様子調査
・臨時の健康診断の検討・個別面談
・臨時の健康診断の検討・個別面談
・教職員間での情報共有・医療機関等との連携等
・教職員間での情報共有・医療機関等との連携等
保護者への啓発活動の実施の指示
２．２．
保護者への啓発活動の実施の指示
・健康観察の強化
・健康観察の強化
・啓発資料の配布等
・啓発資料の配布等
朝礼等での心のケアに関する講話の実施
３．３．
朝礼等での心のケアに関する講話の実施
・被害の拡大、二次的被害の防止
・被害の拡大、二次的被害の防止
教職員の心のケアに向けた校内組織体制づくり
４．４．
教職員の心のケアに向けた校内組織体制づくり

継継
心身の健康状態の把握
１．１．
心身の健康状態の把握
・健康観察の強化
・心のケアの質問紙調査、相
・健康観察の強化
・心のケアの質問紙調査、相
談希望調査等
談希望調査等
・教職員間での情報の共有
・教職員間での情報の共有
２．２．
管理職との連携
管理職との連携
３．３．
保護者との連携
保護者との連携
・啓発資料の配布
・啓発資料の配布
・家庭での健康観察の強化依頼・個別指導
・家庭での健康観察の強化依頼・個別指導
４．学校医、スクールカウンセラー、
４．学校医、スクールカウンセラー、
専門機関等との連携
専門機関等との連携

続続

安否の確認と心身の健康状態の把握
１．１．
安否の確認と心身の健康状態の把握
・家庭訪問、避難所訪問
・家庭訪問、避難所訪問
学学
・健康観察の強化
・健康観察の強化
級級
・教職員間での情報の共有、連携
・教職員間での情報の共有、連携
担担 ２．２．
管理職との連携
管理職との連携
任任 ３．３．
学校医、スクールカウンセラーとの連携
学校医、スクールカウンセラーとの連携
等等 ４．４．
学校再開に向けての準備
学校再開に向けての準備
・学校内の被害状況、衛生状況調査
・学校内の被害状況、衛生状況調査

支支
援援

災害の概要把握と学校内の対応状況確認
災害の概要把握と学校内の対応状況確認
１．１．
学生や保護者に対して
学生や保護者に対して
学学 １．１．
校校 ２．２．
学生のメンタルヘルスをめぐる緊急事態への見
学生のメンタルヘルスをめぐる緊急事態への見
・学生や保護者の個別面談
・学生や保護者の個別面談
医医
立てを行う
立てを行う
・必要に応じた地域の専門機関への紹介
・必要に応じた地域の専門機関への紹介
とと
カカ ３．３．
教職員へのコンサルテ－ションを行う
教職員へのコンサルテ－ションを行う
２．２．
教職員に対して
教職員に対して
ウウ
学生・保護者や教職員の個別面接準備
学生・保護者や教職員の個別面接準備
ンン ４．４．
・学生対応への助言とストレス対応研修
・学生対応への助言とストレス対応研修
セセ ５．５．
心のケアの資料準備
心のケアの資料準備
・個別支援
・個別支援
ララ
ーー ６．６．
関係機関との連携に関するつなぎ役になる
関係機関との連携に関するつなぎ役になる

「子どもの心のケアのために－災害や事件・事故発生時を中心にー」より一部引用
「子どもの心のケアのために－災害や事件・事故発生時を中心にー」より一部引用
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＜危機発生時における健康観察のポイント＞
災害発生時における学生等のストレス症状の特徴を踏まえた上で、健康観察を行い、学生等が示す心身の
サインを見過ごさないようにする。コミュニケーションの低下、心の症状のみならず、腹痛や頭痛、不眠、
食欲不振などの身体症状にも注目して行うことが肝要です。また、災害発生時においては、日頃から抱えて
いる心身の健康問題が表面化しやすいので、そのような学生等に対しては状態の変化などに留意して健康観察
を行う必要があります。
自然災害などによる PTSD の症状は、最初は症状が目立たないケースや直後の症状が一度軽減した後の
２～３か月後に発症するケースがある。このため、被災後の健康観察はなるべく長期に渡って実施することが
必要です。
急性ストレス障害(ASD)と外傷後ストレス障害(PTSD)の健康観察ポイント
持続的な再体験症状

・体験した出来事を繰り返し思い出し、悪夢を見たりする
・体験した出来事が目の前で起きているかのよう生々しい感覚が蘇る
(フラッシュバック)等

体験を連想させる

・体験した出来事と関係するような話題などを避けようとする

ものからの回避症状

・体験した出来事を思い出せないなど記憶や意識が障害される
(ボーっとする等)
・人や物事への関心が薄らぎ、周囲と疎遠になる等

感情や緊張が高まる

・良く眠れない、イライラする、怒りっぽくなる、落ち着かない

覚醒亢進症状

・物事に集中できない、極端な警戒心を持つ、些細な事や小さな音で驚く等

＜関係機関との連携＞
災害の実際の対応に当たっては、その種類に応じて対応が求められていることや、関係機関等との連携に
よって進められることが多いので、学校においては日頃からどのような地域資源があるか把握しておくととも
に、平常時から関係機関等との連携を図っておくことが大切ある。
「学校保健安全法」では、関係機関等との
連携について下記のように規定しています。
（地域の医療機関等との連携）
第十条

学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たっては、必要に応じ、
当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。
＊学校保健安全法より

(６)避難所協力
災害時における教職員の第一義的役割は、学生等の安全確保・安否確認、教育活動の早期正常化であり、
教職員が不在の時間帯に災害が発生する確率が高いことも含め、事前に防災担当局や地域住民等関係者・
団体と体制整備を図り、出来る限り地域住民等が主体的に開設・運営ができる状況を作っておくことが重要
です。
平成 21 年度保健師助産師看護師学校指定規則改正に伴い新設された統合分野｢看護の統合と実践｣には、
｢災害直後から支援できる看護の基礎的知識について理解する内容｣が盛り込まれており災害医療に関する
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基礎教育での重要性が強調されています。今後は教育機関でも単なる避難所として場所の提供にとどまらず、
人的資源も含めた地域における学校の役割を明確にし、地域住民や行政との連携を図りながら早急に災害
医療支援連携システムの構築を行っていくことが求められます。
東日本大震災では、被災した地域が極めて広範囲にわたったため、避難所となった学校は最大で 581 校に
のぼり、長期に渡り教職員が避難所運営の中心的な役割を担うことになった例が多く見られました。
しかし学校支援地域本部を設置するなど地域と日頃から連携していた学校は、地域の自治による避難所
運営に円滑に移行でき、教職員が学生等の安否確認や授業再開に向けた業務に専念することができたという
事例も報告されています。
<教職員の協力体制の整備>
学校施設が避難所となる場合には、おおよそ下図のようなプロセス(一例)が考えられます。
各自治体が作成している避難所の開設や運営マニュアルと伴わせ、教職員が協力できる内容について関係機関
とあらかじめ調整しておくことが必要です。その際、教職員の勤務時間帯であっても休暇や出張等で教職員が
不在の場合や、勤務時間外では教職員が学校に参集するのに一定の時間が必要であること等により、少人数で
運営を担わざるを得ない事態が発生することを考えておくことが大切です。また学生等の安全確保や授業再開
時の混乱防止等のため、学生等と避難者のスペースや導線を分けておく必要があります。
災害状況等
救
命
避
難
期

避難所としての機能

協力内容として考えられる例

(直後～)

地震発生

・施設設備の安全点検

地震・津波発生

地域住民等の学校への避難

・開放区域の明示
・駐車場を含む誘導等

ライフラインの途絶
地域社会の混乱
継続する余震 等

生
命
確
保
期

(数分後～)

避難所の開設

・名簿作成

避難所の管理・運営

・関係機関への情報伝達と収集

消防・警察・自衛隊等の援助

・水や食料等の確保

開始

・備蓄品の管理と仕分け、配布等

近隣地域等からの救援物資等

・衛生環境整備

期 生
活
確
保

(数日後～)

自治組織の立ち上がり

・自治組織への協力

応急危険度判定士による安全

自治組織の確立

・ボランティア等との調整

期 学
校
機
能
再
開

(数週間後～)

避難所機能と学校機能の同居

仮設住宅等への入居等

避難所機能の解消と学校機能

点検

・要援護者への協力 等

の正常化

日常生活の回復
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・学校機能再開のための準備

Ⅲ 一般社団法人日本看護学校協議会が行う災害・防災支援
この度、
（一般社団法人日本看護学校協議会以下）本協議会が「自然災害等不測の事態に
対処するガイドライン」の作成に至った理由は、冒頭にもありますように近年度々発生している
自然災害の甚大さに危機感を持ち、これまで以上の備えが必要であると考えたこと、また、 看護師等
養成機関の果たす社会的意義から、自校の学生の庇護のみではなく地域住民の支援を目的とした備えが
重要であると考えたからです。
本ガイドラインを各看護師等養成施設の地域性等を活かした各校の「防災マニュアル」作成の一助に
して頂きたいと願っております。

本協議会が行う災害・防災支援は、会員校が大規模災害に被災した時、被災により教育活動に
支障を来しているとき、その他 本協議会の理事会が必要と認めた場合に具体的な活動を行います。
１．組織・運営
1）本協議会は、発災時必要に応じて速やかな緊急支援対策委員会を会長が設置する。
2）委員長は、会長とし、委員の任命は会長が行う。
3）支援の内容については、理事会の承認を得て遂行する。
2．内容
1）災害・防災に関する速やかな情報収集及び正確な情報の提供をする。
2）発災時には、会長はすみやかに被災状況の確認をおこない支援要求に対応する。
3）支援要求に対して、会員校の協力を求め対応する。
4）事態解決に向け、関連機関との連絡調整及び要望書等の提出を適宜行う。
（1）厚生労働省
（2）文部科学省
（3）都道府県
（4）その他
3．連携・協力体制及び情報網体系図 （別添）
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連 携・協 力 体 制 及 び 情 報 網 体 系 図
連 携・協 力 体 制 及 び 情 報 網 体 系 図

各都道府県看護教育
各都道府県看護教育
関連団体
関連団体

看護関連議員
看護関連議員

出版業界
出版業界

厚生労働省
厚生労働省
一般社団法人日本看護学校協議会共済会
一般社団法人日本看護学校協議会共済会

看護系大学協議会
看護系大学協議会

(一社)
(一社)
日本看護学校協議会
日本看護学校協議会

公益社団法人日本看護協会
公益社団法人日本看護協会

全国助産師教育協議会
全国助産師教育協議会

全国訪問看護事業協会
全国訪問看護事業協会

日本精神看護協会
日本精神看護協会

文部科学省
文部科学省

公益社団法人日本医師会
公益社団法人日本医師会

(一社)
(一社)
日本看護学校協議会
日本看護学校協議会
ブロック活動委員会
ブロック活動委員会

病院団体協議会
44病院団体協議会

各都道府県ブロック代表者
各都道府県ブロック代表者

各都道府県医師会
各都道府県医師会

各都道府県看護協会
各都道府県看護協会
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