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基本方針

Ⅰ.児童生徒、教職員の生命の保持、心身

の健康と安定および安定を確保する。

Ⅱ.確実な保護者への引き渡しを行う。

Ⅲ.正確な情報を収集し、迅速な判断を行う。

Ⅳ.教育活動の早期再開をめざす。

Ⅴ.避難所の運営



今年度の取り組み

・ 学校防災アドバイザー研修 計５回

講師：湯井恵美子さん

①研修の打ち合わせ

②避難所シミュレーションゲーム

③校内研修

④校内研修

⑤校内公開研修



事前準備・備蓄品

• 非常用持ち出し袋

• 安心安全メールの活用

• 学校備蓄品

• 災害時引き渡し訓練



防災学習・訓練

校外学習 防災かるた

火災避難訓練地震避難訓練



避難所開設・運営

• シミュレーション研修



地域との協働

• 防災研修への参加

★地域の方

★市役所の防災に関係している

部署の職員

・夏休みの陶芸教室



学校周辺のハザードマップ



藤井寺支援学校が抱える課題

★避難経路の問題★

・大和川が決壊した場合３～５ｍの水害が起こる。

被害は本校校舎の二階以上に相当する。

⇒課業中だった場合、小学部・中学部・高等部

３年生は２階以上に避難しなくてはならない。

※本校屋上に上がるには高等部棟階段を三階
まで避難しなくてはならない。実際に起きた場合
は被害の拡大は否めない。
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藤井寺支援学校が抱える課題

★避難経路の問題★

水害が起こる際は事前に避難情報がだされる。

支援学校が避難する合図は「避難準備・高齢
者等避難開始」 これは家でも同等である。

・「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されれ
ば本校は学校を捨て違う建物に避難する必要
がある。

・しかし、今現在近くの施設は見つかっていない。



藤井寺支援学校が抱える課題

• 近くの高い建物は・・・。

〇東大阪大学柏原高等学校

〇上新電機、スーパー万代

〇スーパーやおひこ

〇大和川沿い国土交通省

現在確認中・・・・。



藤井寺支援学校が抱える課題

★避難生活に必要な備蓄品★

• 児童生徒数（医療的ケア）を考慮して備蓄品
を考えてみる。



藤井寺支援学校が抱える課題

• 現在の児童生徒人数について

現在約3分の1が医療的ケアが必要な児童生徒
数となっている。

人数 医ケア

小 ４３ １１

中 ３７ １１

高 ５１ １２

計 １３１ ３４



本校の備蓄品（R1/1/7現在）

備蓄品名 数量 保管場所 備考

飲料水（2ℓ） 642本 ギャラリー

飲料水（500ml） 240本 ギャラリー



飲料水について

• ２ℓのペットボトルが６４２本

生徒合計１３１人＋教員合計のべ１５３人

総合計２８４人・・・１人２本しか配布できない。

(１日３Ｌ/人必要と言われている）

・500ｍｌのペットボトルが２４０本

総合計２８４人に対して1人1本も配布できない。



本校の備蓄品（R1/1/7現在）

保存食 保管数 保管場所

白飯（アルファ化米） 750食 ギャラリー

白がゆ 300食 ギャラリー

ミキサー粥 200食 ギャラリー

なめらか白粥
(ミキサー粥 1袋20人分) 200食 事務室



保存食

• 白飯７５０、白粥３００、ミキサー粥４００

• 白粥を食べる児童生徒１１人

白粥は水２００ｍｌが必要

27回分/人・・・1日３食で9日分

水は５．４Ｌ必要



保存食

・ミキサー粥２００
ミキサー粥を食べる児童生徒１９人
ミキサー粥は水２１０ｍｌ ２３ｇ/人
１０回分/人・・・1日３食で３.５日分
水は約２．１Ｌ/人必要

・おいしいなめらか白粥 ２００人分(一袋２０人分)
水１２０ｍｌ ２０ｇ/人
10回分/人・・・1日３食で３.５日分
水は約１.２Ｌ必要



保存食

白飯、アルファ化米 ７５０
• 白飯は残りの人数２５４
必要な水は１７０ｍｌ １００ｇ/人
３回分/人・・・1日３食で１日分
水は500ｍｌ必要

一人あたりに配られる水分は約４.５Ｌ
(ごはんを１日３回水で戻すだけで０．６Ｌ/日必要)



本校の備蓄品（R1/1/7現在）

エアーマット ２枚 防災倉庫

ウォータータンク ５個 防災倉庫

発電機 ２台 防災倉庫
体育大会で
使用して点検

ガスコンロ ２台 ギャラリー

ガスボンベ（250ｇ） 26本 ギャラリー

2011/04/06
製造１本

2013/12/04
製造25本



物品について

• エアーマット２枚（たたみ１畳分）

夏の避難訓練で実際に使用したが、２枚では
全く足りない。医ケアがある、ないに関わらず横
にならなければならない状況も多くブルーシート
を敷いたテント内に直接寝るのはきつい。

• ガスボンベ２５０ｇ２６本（使用時間１本/時）

発電機２台使用時３日は持つのか？



エアーマット 発電機



本校の備蓄品（R1/1/7現在）

ブルーシート ４枚 防災倉庫

軍手 48双 防災倉庫

バール ５本 防災倉庫

スコップ 大５本、小５本 防災倉庫



物品について

• ブルーシート４枚

避難訓練の際に使用した。

各学部や学年等で所持はしているが、備蓄品
しか使用できなかった場合簡易テントは６張り
あり既に足りていない。

・軍手

教職員全員分はない。また地域の方やボラン
ティア分は確実にない。



本校の備蓄品（R1/1/7現在）

ヘルメット １０個 防災倉庫

アルミシート 90枚 防災倉庫

手回しラジオ １台 防災倉庫

自動吸引機 １台 防災倉庫

ランタン 27個 防災倉庫

７個⇒
単１電池3本必要

20個⇒
単３電池3～6本必要



物品について

• ヘルメット１０個

探索班（教員）の分だけで本校児童生徒、教
職員分は全く足りない。

※学校によっては、全員分廊下に吊るされて

いる学校もある。

・自動吸引機１台

手動吸引機１台

吸引が必要な児童生徒・・・ ２８名



自動吸引機 手動吸引機



本校の備蓄品（R1/1/7現在）

ウエットタオル 60枚 防災倉庫

タオル 80枚 防災倉庫

カイロ 332個 防災倉庫



ウエットタオル カイロ



物品について

• ウエットタオル６０枚、タオル８０枚

全校児童生徒数・・・・１３１名

・カイロ・・・３２０個

きりばいの場合（使用時間１４時間）

全児童教職員２８４人に対して一人一個。



日本セイフティーラップポン・ブリオ

価格:￥92,060

●サイズ/幅48×奥行51×高さ80~86cm(3段階
/3cm)、便座:幅37.5×奥行45cm、穴部:幅19.3×
奥行29.8cm、便座高:40~46cm(3段階/3cm)、ひ
じ掛け内寸:40.8cm、ひじ掛け高:21~24cm(2段階
/3cm) 
●重さ/約21kg(最大使用者体重/100kg) 
●材質/本体:ラバーウッド(ウレタン塗装)、便座:
発泡ポリエチレン(PE)、座面:木材・PVC・発泡ポリ
ウレタン
●電源/ACアダプター
●消費電力/75W 
●付属品/ジグリン、ハンディーマニュアル、カタ
メルサースタンド
●標準機能/便座高さ調整、ひじ掛け高さ調整、
有線リモコン、やわらか便座



非常時持ち出し袋

R１年度
本校の非常時持ち出し袋の回収
率
１学期・・・５７％
２学期・・・５２％

というように本校の現状として一
度持ち帰ると再度提出されず学
期事に回収率が減っていく傾向
にある。
R1年度だけでなくH30年度も同じ
傾向にあった。



非常時持ち出し袋

• 薬の使用期限などや袋の
中身を再確認してもらうた
めに返却しているが、どの
ように回収率を上げればよ
いのか検討中。

• 備蓄品の数からしても個人
への配給はかなり少ない
ため、提出を！！！







非常用持ち出し袋
の提出率

備蓄品の充実
と

保管場所

２次避難場所

そのほかにも
課題が

いっぱい！！



子どもたちの命を災害から守るために

力をあわせて！！


