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１ 「災害の原因」は何だろう？



日本で起こった様々な災害

地震

津波

水害

土砂災害



自然災害の原因 → 防災対策・防災教育のヒント

地球上の自然現象

地震・火山→ 地殻変動

大雨・暴風→ 大気の熱力学的変化

津波→ 地震による海底の地形変動

地形・地質

海岸

河川

低地

丘陵地

山地

人間の活動・行動

土地利用

社会資本の整備

災害情報の活用

防災教育

生活習慣

被災経験

避難行動

直接の原因 被害の程度に影響

＋＋



２ 大分県の災害リスクの例

地震・津波



南海トラフの位置

出典：海溝型地震の長期評価資料
（政府地震調査研究推進本部）
に加筆して作図

日向灘



南海トラフの
巨大地震
の歴史

★南海トラフ巨大地震の多様な
発生パターン

①広範囲（東海＋南海）で同時に
巨大地震が発生する場合

宝永地震（１７０７）など

②南海トラフの片方（例：東海）で先
に地震が発生し、その後短期間
でもう片方（例：南海）で地震が
発生する場合

安政東海地震・安政南海地震
（１８５４）など出典：海溝型地震の長期評価資料

（政府地震調査研究推進本部）
に加筆して作図



南海トラフ地震における被害想定 出典：大分県ホームページ

内陸でも震度４～６弱の揺れ 沿岸部は県内全域で津波が襲来



大分県とその周辺の活断層のリスク

出典：「地質図ナビ」（産業技術総合研究所）及び

主要活断層の長期評価資料（政府地震調査研究推進本部）
を元に作図

中央構造線断層帯（豊予海峡－湯布院区間）
M７．８程度の地震が想定される

評価Zランク（３０年以内の地震発生確率＝約０％）

周防灘断層帯
M７．６程度の地震が想定される

評価Sランク（３０年以内の地震発生確率＝２～４％）

日出生断層帯

万年山・崩平山断層帯



周防灘断層帯の地震における被害想定 出典：大分県ホームページ



３ 災害の分類と対応方法

突発型災害と進行型災害



突発型災害

★いつ発生するかわからない災害
（突然発生する災害）

例 地震

★あらかじめ避難することができない

★その場で身を守り、すぐに避難するとよい
→実践的な避難訓練
→耐震化・家具の固定・安全点検など被害を軽減する取組（減災）

災害の分類



進行型災害

★気象予報などで発生が予想できる災害

例 台風や大雨によって起こる災害
水害
土砂災害

★災害が発生したときに避難するのは危険
★災害が発生する前に避難するのが安全
★地形の影響を強く受ける（危険な場所がある）

→ いつ、どこに、どうやって避難すればいいのかを知る

突発型災害と進行型災害





４ 防災教育に取り組んだ児童生徒が
大規模災害に、どう対応できたのか

東日本大震災（２０１１）前後における
釜石市の状況



出典：文部科学省 安全教育調査官 森本晋也先生（元 釜石東中学校 教諭）から提供



出典：文部科学省 安全教育調査官 森本晋也先生（元 釜石東中学校 教諭）から提供された資料に加筆

震災の２年前

から防災教育に
取り組んでいた



出典：文部科学省 安全教育調査官 森本晋也先生
（元 釜石東中学校 教諭）から提供



出典：文部科学省 安全教育調査官 森本晋也先生（元 釜石東中学校 教諭）から提供



出典：文部科学省 安全教育調査官 森本晋也先生（元 釜石東中学校 教諭）から提供



出典：文部科学省 安全教育調査官 森本晋也先生（元 釜石東中学校 教諭）から提供された資料に加筆

釜石東中学校と鵜住居小学校の児童生徒の避難行動

★釜石市内の死者は
９２７名（地震津波の直接死）

★釜石市内では学校管理下の
児童生徒は全員助かった。

★帰宅していた児童生徒も
自分で判断して避難できた
ケースが多かった。

※市内児童生徒の死者５名
（うち東中１名、鵜住居小２名）

釜石市
「命をつなぐ未来館」
菊池のどか 氏
（元釜石東中生徒）から
井上が聴き取り



釜石東中学校と鵜住居小学校の児童生徒の避難行動

津波が背後から迫る中、２番目の避難場所（福祉施設）から最後の避難場所まで走ろうとする児童生徒

出典：文部科学省 安全教育調査官 森本晋也先生（元 釜石東中学校 教諭）から提供された資料に加筆



出典：文部科学省 安全教育調査官 森本晋也先生（元 釜石東中学校 教諭）から提供



釜石東中学校の元生徒へのアンケート調査

出典：文部科学省 安全教育調査官 森本晋也先生（元 釜石東中学校 教諭）から提供された資料に加筆

★主体的・体験的な学習経験
が生徒の印象に残っている

★避難訓練や災害のプロセス
を実感できる学習が防災意
識を高めている



釜石東中学校の元生徒へのアンケート調査

出典：文部科学省 安全教育調査官 森本晋也先生（元 釜石東中学校 教諭）から提供された資料に加筆

★防災訓練の経験と教科等の
学習による知識が結びついて
具体的なイメージとなって生徒
に定着している。

★地域を災害から守るという
共助の意識が醸成されている。



５ 防災教育の校内での計画から実践、評価
について



安全教育（防災教育）の基本的な進め方

学校教育活動全体を
通じた計画的な指導

・各教科（理科・社会・保健体育・家庭科など）
・特別活動の時間
・道徳科
・総合的な学習の時間

などを通じた計画的な指導が重要

安全教育と安全管理
との関連

・学校や周辺地域の安全点検の結果を安全教育の
指導に反映させることにより事故や災害の防止に
つなげる

・教科等による学習内容と防災訓練を関連づける

教職員全員が理解しておく必要
がある

安全点検・防災訓練の時期や内
容を安全教育と関連づける

学校安全計画に適切かつ確実に位置づける必要がある

参考：「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育 p36-37 文部科学省（２０１９）



★教科横断的な視点で安全に
関する資質を確実に育む

★「カリキュラムマネジメント」の
確立

★総合的な学習の時間をベース
に関連する各教科の学習と
結びつける

★HRでの安全指導や学校行事
（防災訓練等）を教科等の学習
と関連づける

★校内の安全点検に防災の
視点を取り入れる

★必要な教職員研修を実施する

出典：文部科学省 安全教育調査官 森本晋也先生（元 釜石東中学校 教諭）から提供の資料に加筆して作成



教科等における防災教育（小学校学習指導要領より）

非常食の調理（家庭）

防災マップづくり
（総合的な学習の時間）

災害の原因 災害への対応（事前） 災害への対応（事後）

社会
地域に起きる災害と日頃の備え

理科
土地のつくりと変化
※地震・火山災害・津波

社会
自然災害からの復旧・復興

社会
自然災害と行政の働き

理科
天気の変化
※風水害

理科
河川の働きと水害

社会
我が国の国土と自然環境

理科
流れる水の働き
※土砂災害

総合的な学習の時間

社会
国土の保全と国民生活
※自然条件と災害の種類、発生の位置や
時期

家庭
衣食住の生活

生活科
通学路の様子や安全

出典：文部科学省資料 「「生きる力」を育む学校での安全教育」の記述を元に作図したもの



教科等における防災教育（中学校学習指導要領より）

土砂災害の実験（理科）

防災マップづくり
（総合的な学習の時間）

災害の原因 災害への対応（事前） 災害への対応（事後）

社会
地理的分野：日本の様々な地域

理科
大地の成り立ちと変化
※地震・火山災害・津波

家庭
住居の機能と安全な住まい方
※地震・風水害

家庭
日常食の調理と地域の食文化

理科
気象とその変化
※風水害

保健体育（保健分野）
傷害の防止

社会
国民の生活と政府の役割

理科
自然と人間
※地域の自然災害について総合的に調べ、自然と人間の関わり方について認識すること

総合的な学習の時間

出典：文部科学省資料 「「生きる力」を育む学校での安全教育」の記述を元に作図したもの



教科等における防災教育（高等学校学習指導要領より）

災害図上演習（地理歴史）

防災・減災の意識を育む
（地理歴史・数学）

災害の原因 災害への対応（事前） 災害への対応（事後）

理科「科学と人間生活」
自然景観と自然災害

家庭「家庭基礎」
衣食住の生活の自立と設計 ※防災など安全に配慮した住生活

理科「地学基礎」
地球のすがた

保健体育（保健）
応急手当

公民「公共」
現代社会の諸課題
防災情報の理解と活用

地理歴史「地理総合」
自然環境と防災 ※地域の自然環境と災害・ハザードマップと自然災害への備え・持続可能な地域づくり

総合的な探求の時間

地理歴史「地理探求」
現代世界の系統地理的考察

理科「地学基礎」
変動する地球

出典：文部科学省資料 「「生きる力」を育む学校での安全教育」の記述を元に作図したもの



総合的な学習の時間における防災学習（豊後大野市立緒方小学校）



総合的な学習の時間における防災学習（豊後大野市立緒方小学校）



総合的な学習の時間における防災学習（杵築市立杵築中学校）



防災訓練と学習の連携を図る

中学校・高校の家庭科
「安全な住生活」

※災害に備えた住生活・住環境の工夫
について取り扱うこととされている

・地震の揺れによる住宅の被害
・地震に備えた家具の固定
・地震に備えた家具の配置（避難経路確保）

地震に対応する
避難訓練を実施

※室内や避難経路の安全を
考慮した避難訓練
・校舎の損壊、ガラスの散乱
等を想定に入れた対応

※緊急地震速報の音声を活用
した避難訓練
・緊急地震速報が鳴ってから
揺れ始めるまでに何ができるか

「動き・考える」訓練を目指す

高校の公民
「現代社会の諸課題」

※災害情報の理解と活用を取り扱う
こととされている

・緊急地震速報について

防災教育コーディネーターの活躍に期待！



防災学習の工夫

主体的な学習

※調べ学習や防災対策の提案、地域への還元

・最近発生した災害について調べる
（例）
地形や気象、地域の産業や社会との関連
避難行動、その後の対策

・地域の「災害史」について調べる
（例）
市町村防災担当課や図書館活用、郷土史家
の講演や地域の古老からの聞き取り

・フィールドワークによる防災マップ作成

・学習の成果を発表する

体験的な学習

※実験や実習、フィールドワーク

・非常食の試食

・地震体験車の活用

・家具の固定具の効果を実験

・フィールドワークによる防災マップ作成

・タイムライン作成演習

・流水の働きの実験

当課事業「学校防災出前講座」
が活用できます。



防災教育の評価

１ アンケート調査

★防災意識の変化
・天気予報を注意しているか
・安全に避難する自信があるか

★居住地域の災害リスクの把握
・過去の災害事例を知っているか
・洪水の危険な場所を知っているか

★日頃の防災対策の実践
・家具を固定しているか
・ハザードマップを確認したか
・家族で話し合いをしたか

など

２ 防災クイズ（テスト）

★防災に関する知識が身について
いるかを評価できる

・津波の速度は沿岸付近でおよそ時速何㎞か？
①３００㎞ ②１１０㎞ ③３５㎞ ④４㎞

・大雨のとき、市役所が「避難指示」を出すまでは
避難してはいけない
①正しい ②まちがい

・ハザードマップでがけ崩れの危険がある場所は、
高さ５ｍ以上であり勾配が角度３０度以上のがけ
に、住宅などが隣接している場所である
①正しい ②まちがい

など

本当の評価・・・将来、災害に襲われたときに、自分や大切な人の命を守ることができたか



６ 主体的・体験的な防災教育の手法

防災フィールドワーク
マイタイムライン学習



防災フィールドワークの手順 １

★地図の入手

都市計画図
・市役所・役場の
建設課などで入手

森林基本図
・県の各振興局で入手

住宅地図
・（株）ゼンリンに依頼して
災害図上演習用地図
を作成できる（有料）

地理院地図
・インターネット上で無料
で閲覧できる

など

★ルートの選定

危険な場所等を事前調査
・グーグルマップのストリートビュー
やハザードマップで確認

地域を数カ所に区分し、児童生徒
を班分けして調査できるようルート
を計画し、地図上に蛍光ペン等で
記載

１班あたり３０～４０分程度で
調査できるルートを選定するとよい

★事前学習

地形と災害の関係（水害・土砂・津波）
・河川沿いの低地は浸水
・水路は内水氾濫
・平地と丘陵の間は土砂災害
・海岸沿いの低地は津波
・台地の上は安全

建物や工作物（地震）
・民家の窓ガラスや瓦屋根の落下
・ブロック塀の転倒
・自動販売機などの転倒

地震の揺れや土砂災害の様子など
の動画を視聴するのも効果的

※引率者（指導者）も事前学習
しておくとよい

★引率者（指導者）の手配

教職員のほか、地域の防災士やス
クールガード、市町村職員等の人材
を活用



防災フィールドワークの手順 ２

★フィールドワークの実施

持って行く物
・班別の地図
・デジタルカメラ（またはタブレット端末）
・赤ペン、鉛筆
・記録用紙

危険（安全）な場所を見つけたら
写真を撮影し、地図上に赤ペンで
番号を記載（①、②・・・）

記録用紙に番号とコメントを入れる
（①ブロック塀 地震で倒れる・・）

地域の人に災害について聴き取り
調査することもできる

急傾斜地を調査（豊後高田市立桂陽小）

ブロック塀を調査（豊後高田市立桂陽小）

水害体験を聴き取り（竹田市立豊岡小） 自動販売機を調査（別府市立大平山小）



防災フィールドワークの手順 ３

★調査結果を地図にまとめる

教員が写真を印刷する

清書用の地図を模造紙に貼っておく
・写真などを貼る余白を確保する

児童生徒は清書用の地図に
危険箇所等をプロットする
・番号を書くかシールを貼る

記入用紙に写真を貼り付け、コメント
を記入して、清書用地図の余白
に貼り付ける

調査に持って出た
班別の地図

清書用地図
（都市計画図）

清書用の地図に
赤色シールで
調査地点をプロット

記入用紙

模造紙
※清書用地図を

貼っている

記入用紙
にコメントを記入
し写真を貼る

地図の作成作業（豊後高田市立桂陽小）



完成した防災マップの例（竹田市立豊岡小）

凡例

清書用の地図（都市計画図）

に着色、ビニールシートに浸水
想定範囲を記入

模造紙



進行型災害とタイムライン

マイタイムライン
災害から身を守る（避難する）ために、各家庭において
「①いつ、②だれが、③なにをするのか」を決めたもの

タイムラインとは
「災害に対処するための行動計画」のこと

家庭では・・・



マイタイムラインをつくるための手順

１ 気象情報や避難情報に関する知識を知る

２ 自宅の災害リスクを検討する（災害時に危険な場所？）

３ 避難方法の決定（避難所などに行くか、自宅に止まるか）

４ 「避難スイッチ」を決める

５ 避難するために準備する物や避難する前にしておくことを検討

６ 日常の行動と警戒レベル別の行動を考えて並べることにより
「マイタイムライン」を作成する



避難スイッチ

「わが家の避難スイッチ」を決めよう

「避難スイッチ」とは・・・・・

「避難することを決心する」きっかけのこと

「進行型災害」は逃げ遅れたら危険

そのためには「避難するタイミング」が大切



マイタイムライン学習の実施例（中津市立山国中）

① 具体的な避難行動や事前準備を話し合い
「シート１」に記入

② 避難スイッチを「シート２」に貼り付け、
「シート１」の内容をどの時点で行うか決めて

タイムラインを完成させる

この班は
レベル３で

避難スイッチを
入れることにした



学校防災出前講座

学校安全・安心支援課では、毎年「学校防災出前講座」を各学校
からの依頼により実施しています。（約３０校）

★児童生徒の防災学習や教職員の校内研修が可能です。

★メニューの例

「防災フィールドワーク」・・・地図の入手、事前調査・学習の支援や
フィールドワークの講師を派遣

「タイムライン作成演習」・・・講師派遣や教材や資料を提供

「学校防災に関する基礎講座」・・・防災に関する講演会開催など



７ 学校の防災対策

①学校周辺の災害リスクの評価方法

②学校内外の安全点検と減災対策

③危機管理マニュアルと学校タイムライン



学校周辺の災害リスクの評価方法

★地形と災害リスク・・・地形図の活用
地理院地図（標高データ、陰影起伏図、断面図作成機能）
治水地形分類図

★ハザードマップの活用
ハザードマップでわかること（わからないこと）
市町村が作成し公開しているハザードマップ
国土交通省が公開している「重ねるハザードマップ」

★ハザードマップでわからないことをどう調べるのか
地質図
現地調査（フィールドワーク）



河川がつくる地形は水害や土砂災害と関係がある

・河岸段丘（かがんだんきゅう）

・谷底平野（こくていへいや）
・扇状地
・氾濫平野
・旧河道（きゅうかどう）
・自然堤防
・後背湿地
・天井川
・三角州

★「災害によって地形ができる」

★「地形によって災害が起こる」



出典：「山から海へ 川がつくる地形」（国土地理院） を一部改変

谷底平野

氾濫平野

氾濫平野

氾濫平野

谷底平野

自然堤防

河岸段丘

河岸段丘

旧河道

扇状地

後背湿地

自然堤防後背湿地

氾濫平野

河川がつくる地形の模式図



①ヤフーなどの検索サイトで
「地理院地図」と検索

②ここをクリック

地理院地図の活用



③地理院地図の画面
が表示される

④見たい場所まで
地図をスクロール
する

⑤地図を拡大する

これらの操作で学校
付近の地図を表示させる

ここでは例として杵築高校
付近を表示する



十の場所の標高（２６．７ｍ）が表示されている

杵築市中心部の地理院地図



土地の高低や凹凸がわかりやすい地図を表示する方法

「陰影起伏図」



①「地図」のアイコン
をクリック ②ここをクリック



「陰影起伏図」を表示する方法

①「陰影起伏図」をクリック

②「透過率」をクリック



「陰影起伏図」を表示する方法

③バーを動かして透過率を調整（７０～９０％が見やすい）



地理院地図（陰影起伏図）を活用して学校周辺の災害リスクを考える

低地が浸水

土堤でせき止められた大きな溜池

崖崩れのリスク

低地が浸水

河川の狭窄部に
洪水のリスク

溜池の下流の水路
・土堤が決壊したら
ここを洪水が襲う

支川の合流点
に背水（逆流）
のリスク

台地上は
比較的安全

低地が浸水



河川の働きによって形成された地形について調査した地図

「治水地形分類図」



治水地形分類図・・・河川がつくる地形を調査して地図化したもの

①ここをクリック
②「治水地形分類図」を選択
③「更新版」を選択すると・・



治水地形分類図・・・河川がつくる地形を調査して地図化したもの

自然堤防

旧河道

段丘面（河岸段丘）

氾濫平野

自然堤防

氾濫平野（薄い緑色）
・河川の氾濫で泥が堆積した平地
・洪水や内水氾濫のリスクがある
・古くから水田として利用されてきたが都市化により
宅地（市街地）になっていることがある

旧河道（白地に青のしましま）
・昔河川だった場所
・地盤が軟弱であり地下水位が高く液状化のリスクがある
・土地が低く水はけが悪い

自然堤防（黄色）
・河川の氾濫で砂が堆積してできた、わずかに高い土地
・古くからから宅地（集落）として利用

段丘面（オレンジ色）
河岸段丘の台地上の土地
水害のリスクは上記の３つの地形よりはやや軽減される



災害時の危険箇所（範囲）や避難場所について表示した地図

「ハザードマップ」

①市町村が作成したハザードマップ



市町村ハザードマップの例 竹田市（水害・土砂災害）

洪水の浸水想定
５～１０ｍ

土砂災害警戒区域
（急傾斜地）

家屋倒壊等氾濫想定区域
※河岸浸食により家が流される
危険がある

浸水危険情報と避難方法

・家屋倒壊等氾濫想定区域
避難が遅れると命の危険が非常に高い
避難情報と合わせて河川の水位にも注意し
事前に避難所へ

・浸水深３ｍ以上のエリア
住宅２階の床面以上に浸水するので、避難所へ
（高層住宅の住民も）

・浸水深０．５～３ｍのエリア
平屋建ての住宅や集合住宅１階の住民は
避難所へ
２階以上に住んでいる（または２階建の戸建て）
の場合、避難できれば避難所へ。逃げ遅れた場合
は２階以上の部屋に止まる

参考：鈴木猛康 編著「防災工学」（理工図書 ２０１８）ｐ９５～９６



特別なハザードマップの例 「内水ハザードマップ」と「ため池ハザードマップ」

内水ハザードマップ（中津市 南部・北部校区）
・大雨が降ると、河川堤防が決壊しなくても、下水道の
流下能力を超えることにより市街地が氾濫する
ことがある・・「内水氾濫」

・内水氾濫が起こる可能性がある場所（平坦な低地や
窪地になっている場所）を表示した地図

ため池ハザードマップ（豊後高田市 十王池）
・農業用水を貯水する「ため池」は、河川上流の谷を
土堤でせき止めている一種のダムである

・大雨や地震により溜池の土堤が決壊した場合の
洪水リスクを表示した地図



災害時の危険箇所（範囲）や避難場所について表示した地図

「ハザードマップ」

②「重ねるハザードマップ」（国土交通省）



「重ねるハザードマップ」（国土交通省）で大分市畑中付近を見る

「重ねるハザードマップ」の特長

・「地理院地図（陰影起伏図）や航空写真に災害リスク
を重ねて表示したもの

・地形と災害リスクの関係が直感的に理解できる

・市町村のハザードマップは、１枚の地図に、
水害、土砂災害、津波などがまとめて表示されて
いるが、「重ねるハザードマップ」は見たい情報
を選択して表示できる

・インターネット上で公開されており、無料で閲覧
できる

「洪水」をクリックすると・・



「重ねるハザードマップ」（国土交通省）で大分市畑中付近を見る

「洪水の浸水想定が表示

川から離れた場所でも浸水深
が深い（濃いピンク）場所
があるのはなぜだろう？

ここをクリックすると「凡例」が表示



「重ねるハザードマップ」と治水地形分類図を並べてみると・・

★氾濫平野（薄い緑色）や旧河道（青いしましま）の部分は周辺よりも標高が低いため浸水深が深く、５～１０ｍの浸水想定

★段丘面（オレンジ色）や自然堤防（黄色）も浸水するが、上記よりは標高が高いため、浸水深がやや浅い（３～５ｍ）



リアス式海岸の災害リスク（八幡小・彦陽中付近）を調べる

八幡小の敷地標高は７．４ｍ



重ねるハザードマップで見るリアス式海岸の津波浸水想定（佐伯市八幡小・彦陽中付近）

海岸沿いの低地・埋立地や
河川沿いの低地（谷底平野）
では、浸水深５～１０ｍ程度
の浸水が想定されている

お寺や神社が比較的標高が高く津波が
浸水しにくい場所にあることがわかる
（江戸時代などの被災経験から？）



地理院地図による津波浸水深の試算（八幡小・彦陽中付近）

１０．１ｍ

標高１０．１ｍ

試算した地点の標高４．２９ｍ

浸水深５．８１ｍ

浸水深５．８１ｍ



ハザードマップでわからないことを、どうやって調べるのか

①地震の揺れによる建物や工作物の被害

③小河川や水路によって起こる水害

※市町村のハザードマップでは、主要な河川
のみ浸水想定を調査している

②地震による地盤の液状化のリスク

④内水氾濫のリスク
（内水ハザードマップが作られていない地域）

現地調査（フィールドワーク）により老朽化した
建物や、ブロック塀等の工作物を調査する
※防災教育の一環として実施するとよい

治水地形分類図で「旧河道」・「後背湿地」・「埋立地」
なっている場所はリスクが大きい。

地理院地図で小河川や水路の位置を確認しておく

地質図を調査して、「堆積岩」（谷底平野・山間盆地、

河川・海岸平野堆積物）と表示されている場所は、過去
に水害が起きている・・・次ページで解説

治水地形分類図で「旧河道」・「後背湿地」・「埋立地」・
「氾濫平野」になっている場所は平坦で低く水が溜まり
やすい地形であるためリスクが大きい。

地理院地図（陰影起伏図）で地形を読み取ることも
できる



地質図から水害危険箇所を想定する

洪水で堆積した土砂から成る地質
＝過去に洪水があった場所

学校

出典：産業技術総合研究所「地質図ナビ シームレス地質図V2」の画面を加工して作図



学校内外の安全点検と減災対策



安全点検の体系

出典：「防災・避難対策マニュアル２０１７」（大分県教育委員会）

★学校周辺（通学路）の安全点検は

「通学路合同点検（交通安全・防犯）」
の機会に防災面を含めて点検したり

児童生徒への防災教育の一環としての
フィールドワーク（防災マップ作成）

として実施するとよい



安全点検に防災の視点を・・・熊本地震の学校の被害事例



安全点検とその後の安全対策

地震による被害を軽減するため、安全点検の機会に
危険箇所を把握する。

家具等の固定や、物品の置き方を改善することにより
地震時の転倒・落下リスクを減らすことができる

出典：「防災・避難対策マニュアル２０１７」（大分県教育委員会）



危機管理マニュアルと学校タイムライン



「危機管理マニュアル」全体構造図

事前の危機管理
（予防する）

個別の危機管理
（命を守る）

事後の危機管理
（復旧・復興する）

点検

避難訓練

教職員研修

安全教育

事故等発生時の対応の
基本

様々な事故への対応

不審者侵入への対応

登下校時の緊急事態
への対応

交通事故への対応

気象災害への対応

地震・津波への対応

新たな事象への対応

事後の対応

心のケア

調査・検証・報告・
再発防止等

・計画的な点検の実施
・事故等情報を生かした点検
・関係機関と連携した点検

・目的を明確化した訓練
・地域関係機関等と

連携した訓練

・学校安全の中核となる教員
の育成と校内研修の充実

・安全に関する資質・能力の
育成

・教育活動を通じた取組
（地域安全マップの作成）

・児童生徒等の安否確認
・引渡しと待機
・避難所対応
・教育活動の継続

・健康観察による
ストレス症状等の把握と対応

・調査による原因究明
・調査結果に基づく

再発防止策
・保護者等への丁寧な説明と

継続的な支援

参考：「学校の危機管理マニュアル作成の手引」H30.2（文部科学省）



「危機管理マニュアル」の作成・見直しのポイント

原案作成

協議・修正

周知

訓練

改善 評価

見直し

✓人事異動等による
分担や組織の変更

✓施設・設備や通学
路、児童生徒等の状
況の変化

✓地域や関係機関と
の連携に変更

✓訓練等で問題点
や課題の発見

家庭、地域、関係機関との協議の場を活用

保護者・自治体・地域住民と合同

○各学校の実情に応じて想定
される危険を明確にし、児童
生徒等の生命や身体を守るた
めの具体的な対応策を載せる。

※ハザードマップだけでなく学
校の立地環境を考慮して避難
経路や避難場所などを決める。

○全教職員の役割分担を明
確にし、共通理解を図る。

○家庭・地域・関係機関と連
携して児童生徒等の安全を確
保する体制を整備する。

学校安全e-ラーニング 中堅教職員向け研修テキスト資料 文部科学省



県立学校の「危機管理マニュアルの項目点検票」・・記載すべき内容を示して自主点検している



「危機管理マニュアル」の記載例 学校の地理的データと災害リスクの評価

佐伯鶴城高校 国東高校



「危機管理マニュアル」の記載例 地震・津波発生時の対応

事前指導・準備と発災後の
対応を記載

場面別の対応を記載
・授業日（生徒在校時）
・授業日（登下校時）
・校外活動中
・休日・夜間



学校の「タイムライン」の作成例 日田市立いつま小学校

気象災害の「警戒レベル」に応じた学校の対応
を時系列で記載しているもの

学校周辺の雨量観測所の雨量データを
もとに対応を考えている
※Webサイト「大分県 雨量・水位情報」を活用

時間雨量８０㎜以上で学校待機の準備

警戒レベル３で引渡を実施

警戒レベル４以上または、
時間雨量５０㎜以上（内水氾濫の危険）
累加雨量２００㎜以上（土砂災害の危険）
の降雨があれば引渡を中止



「防災対策に必要なもの。それは勇気と想像力、そして少々のお金だ」

チャップリンの名言

「人生に必要なもの。それは勇気と想像力、そして少々のお金だ」
Life can be wonderful if you’re not afraid of it. All it takes is courage, 
imagination… and a little dough.
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