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分類項目 具 体 例

授業中等の事故

侵 入 者

交通事故

自然災害

問題行動

保健・環境

施設・設備

情報管理

保護者対応

学校の危機には？

体育、実験・実習中、学校行事、遊具事故等

不法侵入、迷惑行為、凶器所持等

登下校時、学校行事・部活動の移動時等

火災、風水害、地震、津波、竜巻、台風等

暴力行為、いじめ、薬物乱用、自殺等

飲料水・大気汚染、食中毒、感染症、熱中症等

施設の破損、盗難、薬品等不正使用等

文書・データ紛失、人権・プライバシー侵害等

説明不足、事故等発生時の対応等



• 放課後１７時頃、職員室にいたあなたは、市民の方か

ら、「○○中学校の生徒が○○１丁目の交差点で交通

事故に遭い、救急車で病院に搬送されるのを見た」と

の電話連絡を受けました。

• 「生徒は大変危険な状態にあるようだった」との話もさ

れました。

• 職員室には、数名の教員しかいません。どのように対

応しますか。

危機対応演習



危機対応演習

１ あなたはまずどのように対応しますか、２点答えてください。

① 職員室にいる教職員に知らせるとともに、直
ちに校長に報告する。

② 手分けして校内にいる教職員を職員室に緊
急招集する。
（校内放送を利用する場合は、緊急用の放
送コメントで招集）



危機対応演習

２ その後、学校としてすぐにどのような対応をしますか。

対応項目 具 体 的 対 応

情報入手

保護者への連絡

教育委員会への
報告等

緊急職員会議

情報収集

被害生徒・保護
者への対応

連携

◇消防署・警察署から情報入手
◇現場と病院に複数で急行し、情報入手

◇担任は、被害生徒の保護者に連絡

◇教育委員会へ報告し、今後の対応を連絡・相談

◇情報の共有を図る
◇今後の対応について共通理解を図る

◇一緒に下校していた友人や事故を目撃した生徒の
情報を収集する

◇校長は直ちに病院に行き、生徒と保護者に寄り添う

◇教育委員会と連携しながら対応する



危機対応演習

３ 初動対応後、取り組むべき対応項目を答えてください。

対 応 項 目

ハイリスク生徒の確認

ハイリスク生徒を中心とした生徒のケア対策の協議
（スクールカウンセラー等との連携）

ＰＴＡ会長等に連絡

全校生徒や保護者等への連絡内容の確認
（連絡内容については被害生徒の保護者の承諾を得る）

緊急保護者会開催の対応を協議

報道への対応の準備



再発防止危 機
事件・事故発生!!!

危険

危険
危険

危険

平常時の危機管理
（ﾘｽｸ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

▼ ▼ ▼

① 未 然 防 止

事後の危機管理
（ｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

▼ ▼ ▼

③ 通常生活再開
・再発防止

危険

緊急時の危機管理
（ｸﾗｲｼｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

▼ ▼ ▼
② 被害の拡大防止

学校における危機管理

学校危機管理は、子どもたちと教職員の安全を確保する
ことを目的とする、危機の未然防止、緊急時の初動・初期対
応、事後の中・長期対応の３段階からなる取組です。



・防犯を含む、日常生活で起こる事
件・事故等への安全対策
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生活安全

交通安全

災害安全

・様々な交通場面における安全対策

・自然災害（地震、津波、風水害
等）及び火災等への安全対策

学校安全の３領域

学校安全は、幼児児童生徒が、自他の生命尊重を基盤と
して、自ら安全に行動し、他の人や社会の安全に貢献できる
資質や能力を育成するとともに、児童生徒の安全を確保す
るための環境を整えることをねらいとしている。

学校安全３領域に「総合的に取り組む」



安全学習

安全指導

心身の安全管理

生活や行動の安全管理

学校環境の安全管理

校内の危機管理体制

家庭・地域社会との連携

安全教育

対人管理

対物管理

安全管理

組織活動

学校安全

▲ これらを、学校安全計画に位置付ける

学校安全の活動



「あなただったらどうする」

気付き 考え 行動できる

生きる力としての危険予測・回避能力の育成

「どちらが危険？」

危険予測学習（KYT）

これからの安全教育２ 安全教育
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危険だと思われるところが、５か所あります
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危険だと思われるところが、５か所あります



• 次の３枚の写真の状況について、施設面ではどのよう

な改善が望まれますか？

①昇降口付近

②駐車場

③屋上

※予算執行が伴うのではないか、また、その場合、何を優先的に対応したらよいか、などの視点に基づき、ご自身の勤務校の

校舎内・校地内を見渡してください。

（例） ・児童生徒同士や車両との接触事故等を防止するために動線や活動範囲を分ける。そのためにコーンなどの設置

や、床（地面）に表示が必要かもしれない。（その個数は？）

危機対応演習



周南市教委作成



周南市教委作成



周南市教委作成
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自転車に乗っています。予想される危険は、どのよ
うなものがありますか？



●予想される危険は？
・妊婦の車道側を通ろうとするが、男の子が急に右側に移動しぶつかる。

・妊婦が持っている袋が自転車に引っ掛かり、おばあさんに接触する。

・横断歩道を歩いてきた人とぶつかる。

●危険を避けるためにどうすれば良いか？
・歩道を自転車で通行する場合は、歩行者の動きに注意する。

・そこで、徐行するか、止まる。また、自転車を押して歩く。

・歩道を横切る自動車や、横断歩道を渡ってくる歩行者等に気を付ける。

危機対応演習





●部屋でＴＶを見ていたら、突然、強い地震が発生しまし
た。予想される危険は？
・棚が転倒して、その上や中に置いてある物が落ちてくる。

・ＴＶが転倒して壊れる。

・照明器具や壁に掛けてある時計・額が落ちてくる。

・窓ガラスが割れ、破片などが飛び散る。 など

●揺れが収まるまで、どうしますか？
・テーブルの下に入り、身を守る。クッション等で頭部を守る。 など

●揺れが収まったら、どうしますか？
・足を守るもの（下足、スリッパなど）を履き、屋外へ避難する。

・ラジオなどで、情報を聞きながら避難する。

・海が近いところであれば、津波を想定し高台に避難する。 など

危機対応演習



死亡・不明者 １８，０００人以上

児童生徒 死亡・不明 ６００人以上

避難・転居者 ３２万５０００人以上



http://archive.shinsai.yahoo.co.jp/


（財）消防科学総合センター



宮城県石巻市立大川小学校

全校児童 １０８人中７４人死亡または行方不明

教職員 １３人中１０人死亡または行方不明

校長不在による指揮系統の混乱

津波想定の避難場所が決められていなかった

・「高台」とのみ記載
・結局、約２００メートル先の北上川堤防付近の
高台に避難（地震から約４０分後）することに

・県道に出ようとしたとき、津波にのまれた



「大川小学校事故検証中間とりまとめ」（大川小学校事故検証委員会）より



大川小に、過去１２年間勤務した教職員への追跡調査から

「大川小学校事故検証中間とりまとめ」（大川小学校事故検証委員会）より



大川小をめぐる控訴審判決の概要

判決の概要 今後の対応

危機
管理意識

〇教員の給与を負担する県の責任に加え、市教委も含めた「組織的
過失」を認

〇教師は児童の行動を拘束する以上、地域住民よりもはるかに高い
レベルの知識と経験が求められる

〇校長らが事前に予見するべきだったのは、東日本大震災の津波で
はなく、2004年に公表された「宮城沖大地震Ｍ８」で発生する津波
〇北上川から約200ｍに学校があり、「地震で堤防が沈下したり、壊
れたりして、学校まで浸水する危険があった」と予見の可能性を認定

〇市町教育委員会は、各管理下学校の
危機管理マニュアルの内容を点検及び
指導

〇各学校においては、ハザードマップの
活用を念頭に置きつつ、実情に応じて
予見・想定される危機を再検証して明確
化

ハザード
マップ

〇同校はハザードマップでの津波の予想浸水域外に立地していたが、
「教師らは独自にマップの信頼性を検討するべきだった」「市からの情
報も独自の立場から批判的に検討することが要請されていた」と指摘

〇ハザードマップは「相当の誤差があることを前提として利用する必
要がある」「結果として誤りだった」と指摘

〇各学校においては、ハザードマップの
活用を念頭に置きつつ、実情に応じて
予見・想定される危機を再検証して明確
化（再掲）

危機管理
マニュアル

〇避難所を「近隣の空き地・公園等」とあいまいに記載していた危機
管理マニュアルの改訂を学校が怠った。さらに、指導する立場の市教
委には是正させる義務があった。700ｍ離れた高台を避難所に想定し
ておけば震災直後に避難開始でき、津波を回避できた。

※１審では、津波到着の７分前に教員が津波到着を予測できたと指
摘
学校の裏山ではなく、約150ｍ離れた北上川堤防近くの別の高台に
誘導した教員の過失を指摘

〇避難場所、避難経路が明確であるか。

〇各学校の立地条件や地域ｊ実情に応
じて予見・想定される危機への対応が
明らかにされているか。

〇危機発生時の情報収集の方法（電源
がない場合も想定した手段など、何を
使ってどの情報を収集するか等）やその
際の役割分担は明確であるか。

※学校安全アドバイザーの活用や防災
部局との連携強化



宮城県石巻市 私立日和（ひより）幼稚園

マイクロバスが津波にのまれ、
４～６歳の男児１人、女児４人が死亡

地震発生時のマニュアルでは、
「園にとどまる」とされていた

・寒さと不安で泣き出す園児を見て、保護者へ返
すことを判断し、バスを出発させた

・巨大な津波に襲われるかもしれないことは容易
に予想され、ラジオや防災無線を正確に聴くべ
きだった

・マニュアルは職員に配付されていなかった



東日本大震災
死者・行方不明者がなかった学校の対応

○ 教諭が自家用車のテレビで情報収集

○ より高い避難場所に避難した

○ 中学生が率先避難者となり、それを見て小学生や地
域の人も避難した(何度も避難訓練を実施）

○ 「津波てんでんこ」（防災文化の継承）
2011年の東日本大震災で「釜石の奇跡」と呼ばれる事例

○ 総合的な学習の時間を活用して地域住民と津波避
難マップを作成（日頃から地域との連携）



○ 防災マニュアルの整備

１ 地震・津波に係る危機意識の高揚

２ 学校の立地条件の確実な把握

３ 地震と二次災害への対応を併せた避難訓練の実施

５ 在宅時や通学途中での災害発生想定

６ 避難所としての学校の役割についての共通理解

【東日本大震災を受けての学校の課題】

○ 避難訓練の工夫

○ 安全指導の充実

○ ハザードマップ等による確認

４ 保護者への引き渡し

７ 情報入手



山口県 「災害記録 ～平成21年7月21日豪雨災害～ 」から



山口県 「災害記録 ～平２５年７月２８日大雨災害～ 」から



学校安全・体育課 撮影

小川小の被害状況 H25.7.28 大雨災害







危機対応演習 「風水害」

梅雨前線の停滞で数日前から断続的に雨が降り続いていま
したが、九州南部に接近した台風の影響で、正午をすぎて急
速に雨足が強まりました。そのような中、午後１時に県内全市
町に対して大雨・洪水警報が発表され、併せて隣接するＢ市
に「土砂災害警戒情報」が発表されました。

◆学校が即時に取るべき対応を確認しましょう

１

２

山口県土木防災情報システム等による正確な気象情報の入手

管理職等の緊急協議による対応の検討



「山口県土木防災情報システム」等の確認で、学校付近の
「土砂災害降雨危険度」はレベル２だが、近隣ではレベル３に
達している箇所もあること、台風の接近で、今後、風雨共に
強まる見込みであることがわかりました。これらを踏まえ、管
理職等で対応を検討した結果、児童生徒を早期に下校させ
ることとなりました。

◆児童生徒の下校措置をとる場合の留意点を確認しましょう。

項目 具体的内容

１ 通学路の安全確認 教職員により通学路等の安全を確認する。

２ 安全指導 予測される危険と身を守る方法について注意喚起する。

３ 保護者への連絡
下校措置について、緊急連絡網やメール等で連絡する。
翌日の日程等について保護者へ文書等で周知する。

４ 帰宅確認 必要に応じ、担任等が帰宅確認をする。

危機対応演習 「風水害」







土砂災害降雨危険度」とは、地域の詳細な土砂災害発生危
険度を以下に示す４段階で情報提供するもの。

◆レベル１
今後の雨量に注意 気象や雨量の情報収集の開始
◆レベル２
避難準備開始の目安
災害時要援護者（幼・特別支援）などは避難開始
◆レベル３
避難開始の目安
土砂災害が集中的に発生する危険が高まっている
◆レベル４
土砂災害発生のおそれ
土砂災害が集中的に発生するおそれ

土砂災害降雨危険度



● 年間３回（学期１回）以上の実施
● 火災、地震、不審者侵入の訓練

授業時間中に・・・
放送の指示で・・・
教職員の誘導で・・・
運動場へ避難する・・・
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小学１年生がうんていの鉄棒の間をくぐっ
て降りようとして、かぶっていた自転車用
ヘルメットが引っかかりヘルメットのひもで
首を絞められ意識不明の重体となった。



６歳男児がリング部分に乗って遊んでいたところ、
右手人差し指の先端を切断となる怪我を負った。











(1) 校内における緊急時の連絡用電話等
(2) 非常警報装置
(3) 非常通報装置
(4) 防犯カメラ
(5) さすまたの配備
(6) 防犯スプレーの配備
(7) ＡＥＤの設置
(8) 担架・ストレッチャー
(9) ラジオ・防災無線・緊急地震速報受信装置



「附属池田小学校事件の概要」から





平成１３年６月８日午前１０時過ぎころ、犯人は

自動車で附属池田小学校南側正門前に至った

が、同所の門が閉まっていたことから、そのま

ま通り過ぎ、同所から離れた自動車専用門に

至り、開いていた同小学校専用門の前に自動

車を止め、出刃包丁及び文化包丁の入った緑

色ビニール袋を持って、同専用門から同小学

校敷地内に立ち入った。

大阪教育大学ＨＰ 別紙「附属池田小事件の概要」より抜粋引用



２年南組の担任教員は、体育館の横で、犯人

とすれ違い軽く会釈をしたが、犯人は会釈を返

さなかったので、保護者でもなく教職員でもな

いと思ったにもかかわらず、何らかの雰囲気を

察して振り返るなど、犯人の行く先を確認せず、

不審者という認識を抱けなかった。

犯人は、１０時１０分過ぎころ、２年南組テラス

側出入口から担任教員不在の２年南組教室内

に入り、出刃包丁で５名の児童を突き刺し死に

至らしめた。
大阪教育大学ＨＰ 別紙「附属池田小事件の概要」より抜粋引用



犯人は２年南組の教室テラス側出入口からテ

ラスに出て東に隣接する２年西組の教室に向

かい、１０時１５分ころテラス側出入口から同教

室に入った。

当時２年西組では、児童全員前を向いて座り、

担任教員は犯人の侵入方向に向いて教卓の

席に着いていた。

犯人は教室に侵入する際大きな物音をたてた

が、２年西組の担任教員は気付かなかった。

犯人は侵入したと同時に、３名の児童を次々と

突き刺し、うち１名を死に至らしめた。
大阪教育大学ＨＰ 別紙「附属池田小事件の概要」より抜粋引用



犯人に気付いた、２年西組の担任教員は、悲

鳴をあげ、校内放送を用いて誰かに知らせよう

としたが、利用を停止した。

その後、同教員は、犯人が児童に向かって包

丁を突き刺すのを見たが、児童の避難誘導を

せず、警察へ通報するため廊下側前のドアか

ら出て事務室に向かって廊下を走った。

大阪教育大学ＨＰ 別紙「附属池田小事件の概要」より抜粋引用



「警察への支援依頼の基準例」

○ 児童等や教職員に危険が・・

○ 威圧行為や脅迫を繰り返す

○ 窃盗行為をしようとしている

○ 覚醒剤やシンナーを使用

○ 児童等に破廉恥行為を強要



「救急車の要請基準例」

○意識喪失を伴うもの

○ショック症状（蒼白、脱力感、脈異常、冷

汗、あくび等）

○痙攣が持続するもの

○多量の出血を伴うもの

○骨の変化が見られるもの

○大きな開放創（開いた傷）をもつもの

○広範囲の火傷 など



緊急時の連絡に備える

事務室等に
① 連絡事項の文例等を準備しておく
② 連絡先の一覧を掲示しておく

警察への通報文例（局番なしの１１０番）
① おちついて、「△△小学校です。今、不審な男が校内に侵入して暴れ
ています。子どもが怪我をしています。すぐに支援をお願いします。」
② その後、質問に応える形で通報者氏名、電話番号などを伝える

消防への通報文例（局番なしの１１９番）
① 相手は、「火事ですか、事故ですか」と聞くので、はっきりと
「火事（事故）です。消防車（救急車）をお願いします。」 と伝える。
② その後、落ち着いて、質問に答えていく。



危機対応のポイント
①
対応する心構えは？

② 状況確認のポイント
は？

③
誰に報告・連絡？

④ 救急車要請のタイミン
グは？

⑤ 保護者への連絡のタイ
ミングは？

最悪の事態を想定

幅広い情報収集
(本人・周囲の人・現場の確認)

管理職・養護教諭・担任など

即時判断・即時連絡

即時連絡・適宜続報の連絡



調布市立学校児童死亡事故

検証結果報告書から



【事故当日平成２４年１２月２０日の経過】
●粉チーズを使っていないジャガイモのチヂミ（除去
食）は丸い紙カップに入れられ該当児童専用の黄色の
トレーに入れられ配膳された

●チーフ調理員は、該当児童に給食を手渡した際、どれ
が除去食であるかをはっきりと該当児童に伝えなかっ
た

●保護者が念のために持たせている献立表には、食べて
はいけないものに引かれているピンクのマーカーがな
かった

●担任はチヂミを該当児童に渡した
●担任は、除去食一覧表（担任用）でのチェックをおこ
たった ※職員室の担任の机の引き出しにあった



●給食が終了し、清掃時間にさしかかった頃、該当児童
から「先生、気持ちが悪い」と訴えがある

●担任はランドセルからエピペンを取り出し、「これ、
打つのか？」と尋ねたが、「ちがう、打たないで」と
言われたので打つのをやめる

●養護教諭が駆けつけ、担任に救急車を呼ぶよう指示
●担任はアナフィラキシーを疑い、栄養士に献立を確認
し、「チヂミのおかわり」が原因と把握

●担任は、保護者に電話で連絡したが、通話が切れた
●保護者から学校に電話があり、電話に出た担任に「エ
ピペンを打って下さい」と言われた



●５年２組では、養護教諭が該当児童から「トイレに行
きたい」と言われため、おんぶしてトイレへ向かった

●養護教諭はトイレに駆けつけたスクールサポーターに
ＡＥＤを取りに行くよう指示、別の教諭Ａに人を呼び
に行くよう指示

●Ａ教諭がエピペンを校長に手渡す
●校長は、即座にエピペンを打ったがささらず、２回目
で、注射を完了

●校長とスクールサポーターとで、ＡＥＤを試みたが、
「通電の必要なし」のメッセージが流れた

●そこに、保護者との電話、救急車の要請を終えた担任
が駆けつけた

●救急車が到着、校長の誘導でトイレへ



地域住民から電
話で問い合わせ 保護者から電話

で問い合わせ

救急車の要請・
搬送

報道関係者か
ら電話で問い
合わせ

警察関係者
多数来校 被害児童生徒の搬

送病院の確認

報道関係者
多数来校

教頭は電話対応
で動けない

被害児童生徒
の保護者への
連絡・対応

他の児童
生徒動揺

報道ヘリの
飛来

報道関係者
が校長に会
見要求

教職員への指示機能せず

教育委員会と連携がとれない

全国版のニュースで放送

学 校 の 機 能 は 完 全 に 停 止

例えば・・・

校長は報道対
応で動けない

事故
発生



・ ・ ・ とならないために

日 頃 か ら

小さな事案でも

危機対応は全教職員で組織的に

教職員の危機対応力の強化



危機対応演習 爆破予告の脅迫電話

・ 運動会前日の午前１１時に電話があり、あな
たが電話に出たところ、若い男の声で「明日の運
動会を中止させるために、校舎内に爆発物を仕
掛けた。このあと１２時に爆発する。」と告げられ
ました。

あなたは、爆発物を仕掛けた場所などを聞き取
ろうとしましたが、相手はそれ以上詳しいことは
言わず、すぐに電話は切れました。



（１） あなたは、まずどのように対応しますか。
２点答えてください。

危機対応演習 爆破予告の脅迫電話

【 回答例 】 即、管理職へ報告することを前提に。
・可能ならば、ナンバーディスプレイで着信番号を確認する。
・告げられた内容を、できる限りそのままの語句を用いメモにまとめる。（５Ｗ１Ｈの観点）
・電話がかかってきた時刻、予想される性別や声の特徴、興奮状態等について、覚えている内容をメモしておく。 など



① 関係機関への連絡 ・警察に通報する

（２） その後、すぐに学校としてどのような対応をしますか。

・教育委員会に連絡する

危機対応演習 爆破予告の脅迫電話

② 教職員の緊急招集 ・事案の内容や今後の対応の共有

③ 児童生徒の緊急避難 ・児童生徒を動揺させないように留意し
ながら、グラウンド等安全な場所に避
難する。（避難後、確実な安全確認）

・教職員の安全確認

・児童生徒に事情説明

④ 警察との連携 ・警察到着後、警察の指示に従う



（３） 危険物が発見されなかった場合、学校としてどのよう
な対応をしますか。

危機対応演習 爆破予告の脅迫電話

・ 警察、教育委員会と連携した、状況に応じての児童生徒の
速やかな下校

・ 家庭への電話等による事案概要等の連絡

・ 警察への学校周辺の巡回警備の要請

・ ＰＴＡ役員に連絡し、関係機関とともに、状況に応じて体育
祭の日程等の変更も検討し、翌日以降の児童生徒の安
全確保に万全の体制をとる。

・ 不安を訴える児童生徒には、スクールカウンセラー等と連
携して心のケアを行うとともに、保護者にも伝え、連携して
対応する。 など。



危機に対応する組織例

初
動
・
初
期

危機対応

▼保護者・報道対応

▼教育委員会・関係機
関との連携

▼警備 等

「危機管理チーム」（対策本部）

保護者： 教頭・学年主任・担任

報道： 校長・教頭・教務・生徒主任

教委： 校長・教頭・事務長

警備： 生徒主任・保健安全主任

庶務： 事務長・事務職員

救護・心のケア 「ケアチーム」

学年： 学年主任・担任・（教務）

ケア： 養護教諭・教育相談担当

直
後

子どもの避難・誘導 授業担当者・担任・学年主任

発生源への緊急対応 身近な教職員・管理職





• 危機が重篤な場合は、校長が電話取材で身動きが取
れなくなる可能性が大きい。対応準備が必要。

① マスコミの対応に追われて指示が出せなくなる
（学校全体が動かなくなる）

② マスコミ対応で心身共に消耗してしまう
（危機対応能力が落ちる）

③ 準備不足で対応し、失言する
（新たな危機をつくり出す）

報道対応チームが必要

報道対応窓口を一本化する
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１ 報道対応チームで（回答は一人、準備はチーム）

２ 取材が殺到することが想定される場合は、必ず記者
会見を設定

３ 学校が主体的に、正確な情報を積極的に公表し、誠
意をもって対応。謝罪すべきことは謝罪する

４ 但し、①事件の背景や原因（発生時直後は多くが憶
測）、②個人情報（ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ）にかかわること、③保護
者・遺族に同意が取れないことは、発表を控える

（例えば、早い段階で「いじめはなかった」などと断定しない。）

５ 正確な応答のため、説明文・想定問答を準備する

６ 取材記録・新聞記事等を一元的に集約・保存する

報道対応のポイント



「山口県学校安全推進計画」

取組の検証

国の第２次計画（H29.3策定）

「第２次山口県学校安全推進計画」
（H29.12策定 H33までの計画）

子どもたちの安全の確保に向けて

学校安全の質と水準の向上を図る
74

【参考】



【参考】

75

～主な内容～

・学校安全の中核となる教職員の位置づけ

・系統的、体系的な教育「カリキュラム・マネジメント」

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

・「日時等を事前に告げない避難訓練」等
実践的な学びの推進

・キャリア・ステージに応じたＯＪＴによる研修

・専門家、防災担当部局等との連携 等



ま と め

● 安全教育では、危険予測学習の積極的な活用と
避難訓練の工夫・改善が重要

● 学校危機の未然防止のために
安全管理の徹底と安全教育の充実

● 事件・事故等発生時の迅速で適切な対応のために
教職員の危機対応力の強化が必要

● 事件・事故等発生時には、一人で対応しようとせずに組
織で対応

● 万が一、学校で重大な事件・事故等が発生した場合は
管理職としっかり連携して対応



最悪を想定して
慎重に
素早く
誠意をもって
組織で対応する
最善を尽くす


