
特別支援学校用
災害シミュレーションパッケージ



『特別支援学校用災害シミュレーションパッケージ』を
使用していただく皆様へ

シミュレーションパッケージについて

発生する可能性のある災害は火災だけではありません。地震、水害、
津波等の多くの災害発生の危険性があります。これまでの防災組織のあ
り方や避難訓練の仕方を見直すことが必要です。

災害発生時には、特別支援学校は在校児童生徒や幼児の避難所として
使用されるだけではなく、卒業生の避難場所として使用される可能性も
あります。

また、地域住民の方の避難所として使用される可能性もあります。災害
の種類や規模により、数日間～数か月の避難が必要となることも考えら
れます。

災害に備えるためには、年に数回実施されている防災訓練以外に、毎日、
各自が被災した場合を想定し、子どもやご家族の安全をどのように守
ることができるのかをシミュレーションしておく必要があり、シミュレ
ーションを病院内で行った効果が明らかになっています。

そのため、本『特別支援学校用災害シミュレーションパッケージ』は、
病院内でも実施されている「イメージトレーニング編」を基にした「イ
メージトレーニング編」と「設備編」「備蓄編」とがあり、チェックリ
ストに沿ってシミュレーションの実施、および設備や備蓄の確認をします。
これらをまとめて解説した「解説編」が本冊子の内容です。

イメージトレーニング編
全教職員が「今日、災害が発生したら」という状況を想定し、チェック

リストをひとつひとつチェックしながら、児童生徒をどのように避難させ
るか、安全の確保はどのようにすればいいかを具体的にシミュレーション
できるようになっています。朝の数分間に実施してみてください。

教職員が実施する項目を[Ⅰ.教職員用 ]として、校長・教頭が実施する項
目を[Ⅱ.校長・教頭用 ]として、作成しました。また、 [Ⅰ.教職員用 ]には、
医療的ケアを必要とする児童生徒用の「医療的ケア」に関する項目を作成
しました。「学校で決めておく項目」は皆様で設定し、ご活用ください。

設備編
学校の設備が災害に対応できるように備えられているか、確認する

チェックリストです。年に３回担当者が確認します。

備蓄編
災害発生時に必要となる、学校に備蓄しておくもののチェックリ

ストです。児童生徒数、教職員数に応じた保管場所が必要となりま
す。保管期限も確認します。年に３回確認します。

教職員全員は、非常用持ち出し袋の確認、管理者や担当者は学校
全体の備蓄を確認します。
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学校の防災組織
パッケージを活用いただくにあたり、現在の学校の防災組織等の見直しや追加

についての検討が必要ではないかと考えられます。
地震と水害に見舞われた新潟県長岡市立長岡養護学校、および、水害にあった

兵庫県立出石特別支援学校の教員および長岡市職員の方から当時の状況について
の説明を受けた結果、以下のことについての事前の準備の必要性が提示されまし
た。

・災害発生から３日間は水・食料の確保が難しい。
・学校が住民の避難所となったが、あらかじめ準備をしていなかったため、対応

にとまどった。
・日を追うごとに教職員の心身の疲労が強くなった。
・地域の状況を把握し、危険地域がどこであるのかを知っておく。
・水害は予測が付き難いため早めの判断が必要である。
・災害後の復旧に携わるには安全靴があった方がよい。

今後は、以下の内容について事前に再確認および準備をしておくことが必要です。

◎防災組織と教員の役割分担
火災を想定した防災組織ではなく、多くの災害に備え、また、避難所としての使用

も考慮し設備や備蓄の管理をも含めた組織を再編成する。

◎避難時の組織（長岡市立養護学校地震防災計画より）

災害が発生し、学校が避難場所となった場合に考えられる役割等を決め、事前に避
難時の組織をつくる。

管理体制・・・管理責任者は校長とする。
運営体制・・・市職員が派遣されている場合は市職員を、派遣されていない場合は

校長を本部長として以下の組織により管理運営を行う。

受付係・・避難者の受付と出入りのチェック及び人数の把握、名簿の作成

宿泊避難者係・・宿泊避難者の避難場所の管理（教頭、各学部より）

対応、表示係（教務部、学校安全）・・各種の表示、防災センターからの
情報伝達、掲示

炊き出し係・・援助食料物資の配給、援助食料の調理（学校栄養職員、
保健給食部）、配給

物品管理係（各部より一人）・・援助物資の受付管理

ゴミ対策係（庶務、施設設備部）・・避難所のゴミ管理

情報係（視聴覚部）・・避難所運営の記録、地震や避難に関する情報の
収集、 整理

保健係（養護教諭、看護師）・・教護及び衛生管理、健康相談及び医療機
関との連絡、カウンセリング

本部長 副本部長
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◎避難場所
地域住民の避難場所となった場合、住民の方と児童生徒が同じ場所を避難場所

とすることは、両者に心理的、身体的な負担となることが言われています。両者の
避難場所をどこにするのかについても事前に決めておくことが必要です。

◎情報の入手方法
災害発生時、ケーブルテレビから地元に密着した情報を得ることが出来たという

情報を得ています。緊急時に正確な情報を得るためのルートの確認、及び、日々の地
元情報を得るためのルートの確認をしましょう。

◎スクールバス
スクールバスに児童生徒が乗車中に災害が発生した場合の、連絡手段および救

援方法についても確認しましょう。
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1.発生危険のある災害

発生する災害の種類により、避難方法や経路、場所が異なることが考えられます。
そのため、ご自分の学校で毎日の天候等を考慮しながら、発生の危険性がある災害
を確認し、学校や周辺がどのような状況になるのかをイメージしましょう。

河川の氾濫に関しては、他県の豪雨の影響を受ける可能性があります。近隣他県
の情報も確認しましょう。

2.児童生徒

特別支援学校に在籍する児童生徒（幼稚部がある場合は幼児を含む）の背景は、
視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱と様々です。児童生徒の多くは
ひとりで避難することはできないため、児童生徒の個々の状況をよく理解した教職
員が安全に避難できるように補助することが必要となります。保護者が付き添い、
または、待機している場合には、保護者と協力しながら避難することが必要です。
起こりうる災害をイメージしながら確認しましょう。

◎担当児童生徒数
自分がその日に担当する児童生徒がだれかを確認しましょう。

◎児童生徒の１日のスケジュール
教科により児童生徒は部屋を移動することになります。数名の児童生徒を担当し

ている場合、教室が離れてしまい全員の児童生徒の側に居ることができない状況が
生じることも考えられます。

そのため、担当児童生徒の１日のスケジュールを確認し、どの時間帯に児童生徒
と離れているのかを確認することが必要です。

◎児童生徒の体調
体調により、避難時の必要物品や移動手段に変更が生じる可能性もあります。

◎児童生徒の移動手段
児童生徒の体調や発生の危険がある災害により、移動手段が変わることがあり

ます。

◎児童生徒の移動時担当者
児童生徒の体調やスケジュール、また、教職員の出勤状況により

移動時の担当者に変更があることが考えられます。

◎児童生徒の服装
災害発生時の季節、気温や天候、また、発生する危険性のある災害の種類（原発

事故は屋内避難）により、児童生徒の服装の準備が異なることが考えられます。
車椅子を使用している児童生徒においても足の安全を守るため、くつの準備があ
るのかを確認しましょう。

◎児童生徒の必要物品
個々の必要物品を１つにまとめておきましょう。各自が１つにまとめた必要物品

の置き場所を決め、毎日場所の確認をしましょう。児童生徒の体調により必要物品
に加わるものがあるかもしれないため、その確認も必要になります。
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◎災害時児童生徒の予測される状況
緊急時の不安や驚きのため、パニック状態となったり、

行動を起こすことができない児童生徒がいることが予測されます。
年数回実施している避難訓練の方法を工夫し児童生徒が緊急時に
どのような状況になるのか、また、その時の避難方法等を確認して
おくことも必要かもしれません。

◎保護者の付き添い・待機状況
保護者と協力しながら避難することが必要です。待機している保護者数や待機

場所を確認しておきましょう。また、避難終了時には保護者を含めての全員の安
否の確認が必要となります。

◎保護者の緊急連絡先（変更）
緊急連絡先・方法に、その日のみの変更がないかどうか確認をしましょう。

3.教職員

出勤している教職員と不在の教員を確認し、緊急避難時に不在教員の補充とし
て児童生徒を誘導・避難させる教員がだれであるのかについて確認しましょう。

4.教室・避難経路

教室内が安全であるか、また、避難経路に問題はないのかについて確認しま
しょう。災害の種類により、避難場所が異なり、避難経路が変わることもありま
す。どのような種類の災害にも対応できるよう、日々、起こりうる災害をイメー
ジしながら避難場所や避難経路の確認を行いましょう。

◎教室内に危険物はないか
教室内の安全確保のため、棚やテレビなどの視聴覚教材の固定、

棚の上の物品が落下しないように固定がなされているか、電燈や
電球が落下しないか、ガラスの破損の可能性はないか、棚に収納
している物品が飛び出さないか等について確認しましょう。

◎出入り口・非常口・避難経路の確認
発生した災害により、出入り口、使用できる非常口、避難可能な経路が変わる

ことも考えられます。発生可能性のある災害を確認し、災害に合わせた確認をし
ましょう。災害の種類により車椅子の児童生徒の避難時、エレベータが使用でき
ないこともあります。その際の避難方法、避難担当者、避難経路についても考え、
事前に訓練を行っておくことが必要です。

◎避難場所までの経路がふさがれていないか
物品等で避難場所までの経路がふさがれていないか確認しましょう。車椅子や

キャスターつきベッドで避難する場合、十分な移動スペースがあるのかについて
も確認しましょう。

◎避難場所
災害の種類により避難場所は変わります。発生の可能性のある災害を確認し、

避難場所を特定しましょう。避難場所を設定する場合、事前に、全員が確実に避
難場所まで避難することが可能なのか、また、避難場所自体の安全を確認するこ
とも必要です。
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7.医療的ケア

医療的ケアを必要とする児童生徒を担当している教員、養護教員および看護職員
が確認する内容です。起こりうる災害をイメージしながら避難場所や避難経路の確
認を行いましょう。

◎対象児童生徒数
登校している児童生徒がだれであるのか、またその人数を

把握しましょう。

◎対象児童生徒の体調
児童生徒のその日の体調により、持ち出し物品や避難方法、避難場所が異なるこ

とが予測されます。事前に決められた避難方法と場所でよいのか毎日確認しましょ
う。

◎避難時担当教職員
児童生徒のその日の体調により、避難時担当教職員の増員が必要な場合がありま

す。また、担当教職員の出張や休暇により、補充の教職員が担当する場合がありま
す。児童生徒が安全に避難できるよう担当教職員を毎日確認しましょう。

◎避難方法
児童生徒のその日の体調、または、発生が予測される災害により、避難方法が変

わることが考えられます。それに伴い、車椅子、ストレッチャー、担架等の避難に
用いられる移送用具も変わることが予測されます。移送用具の置き場所も確認する
ことが必要です。

◎持ち出し物品・置き場所
児童生徒の個別の持ち出し物品はひとつにまとめ、置き場所を決めましょう。

また、全体としての持ち出し物品のチェックリストを作成し、まとめられる物は一
箇所にまとめ、置き場所を決めておきましょう。

◎バッテリー
吸引器等のバッテリーで使用する医療器具について充電が充分であるのかについ

て確認をしましょう。バッテリーの最大の充電時間と使用可能時間についての確
認をしましょう。

5.避難物品

◎ 持ち出し物品置き場（教員、事務職員、児童生徒）
避難時に教職員として持ち出すことが必要な避難物品と個人の

避難物品の置き場所、児童生徒の避難物品の置き場所を確認しましょう。

6.連絡先

◎避難後に報告する教員
自分が避難時に担当する児童生徒の避難が終わった後に、人数や状況を報告する教

員がだれであるのかの確認をしましょう。
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8.各学校で決めておく項目

学校の立地状況や児童生徒の状況により、各学校で決めておく項目を抽出しま
しょう。

Ⅱ.校長・教頭用

各学校の管理者が、災害発生時に管理する立場として日々確認しておくことが必要
な項目と内容です。だれが担当するのか、また、確認した内容をどのように管理し共
有するのかについてイメージしながら、あらかじめ決めておくことが必要です。

◎発生危険のある災害
天候等により、発生の危険性のある災害は異なります。また、災害の種類により避

難方法、避難経路、避難場所が異なることが考えられます。そのため、毎日危険性の
ある災害について確認することが必要です。

◎全児童生徒数、全職員数、保護者数、訪問者数
避難終了後、全員の安否の確認が必要です。保護者や訪問者数や

氏名に関しては、来校者がわかるよう、バッジや来校者名記載表を
使用するなどして確認しましょう。

◎不在教員に対する補充教員などの対応
出勤している教職員と不在の教員を確認し、緊急避難時に不在教員の補充として児

童生徒を誘導・避難させる教員がだれであるのかについて確認しましょう。

◎持ち出し物品・置き場所
学校管理者として必要な持ち出し物品について確認をしましよう。また、まとめて

保管することが可能な物品については置き場所を決めてまとめて保管しましょう。

◎避難時の組織
災害発生時には、地域住民も避難してくることが予測されます。また、災害の種類

や規模により、数日間～数か月の避難が必要となることも考えられます。事前に避難
時の組織をつくることが必要です。

◎スクールバス
スクールバスの台数、運転手名、全乗車人数について毎日確認しましょう。

◎連絡先
災害発生時の連絡先を事前に複数確認し、児童生徒の状況や災害状況により、どこ

へ連絡する必要があるかを把握できているか確認をしましょう。

◎職員の家族（緊急連絡先）
家族の緊急連絡先と連絡方法を把握できているか確認をしましょう。

◎保護者の付き添い・待機状況
緊急時は保護者の協力を得ながら避難することが必要です。待機している保護者の

数や待機場所を確認しておきましょう。また、避難終了時には保護者を含めての全員
の安否の確認が必要となります。
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設備解説編

立地条件の把握

学校の立地環境、周囲の地理から、どのような災害の危険性がどの程度あるのか
を定期的に把握し、それに伴った備えをしていく必要があります。具体的には、校
舎の耐震強度や地盤強度からの地震による被害の想定、各自治体から出ている水害
等のハザードマップ、EPZ（原発事故に関する防災対策を重点的に充実すべき地域
の範囲）の把握による原子力事故に対する被害想定などが必要になります。また、
災害発生時に、一般住民の避難所指定になっているかどうかを確認し、災害時の住
民への対応の必要性も把握しておく必要があります。

これらの確認は、年に1回、担当者を決めて行いましょう。

校舎

災害時には、普段は安全と思われている校舎が、思わぬ脅威になることがありま
す。普段から校舎の細部を点検し、どこにどのような危険性があるのかを把握して
おきましょう。また修繕の必要な場合には、早めに対応しておきましょう。これら
の確認は年に3回（4月、8月、12月）行いましょう。

校内には多くの非常扉（防火扉）があります。火災発生時には、これらの扉を閉
める必要性も出てきます。安全に避難できるよう、避難経路と非常扉の位置の確認
が大切です。

避難時に危険となりえる窓ガラス、ガラスの扉、鏡や額縁などの装飾品の位置や
状態も確認しておくことが重要です。危険箇所には、ガラスの破片の飛散防止フィ
ルムを用いる、窓ガラス等の下には児童生徒がいないようにする方法もあります。

さらにスロープや階段、エレベータなどの確認、ドアのたてつけなども定期的に
確認しておきましょう。

校内設備

災害時には、ライフラインが断絶する可能性が非常に高いです。そのため、ライ
フラインが途絶えたときに、代用できる設備の確認と、校内の危険箇所の確認を普
段から行っておくことが大切です。これらの点検は、年に3回、担当者が行い、教
職員がその情報を共有しておきましょう。

◎ライフライン
災害などで停電が起こったときには、医療的ケアに関する機器の充電や使用が通

常の電源からは取れなくなります。バッテリーを使用することができる場合でも、
使用時間には限りがありますので、非常電源の有無、位置は確認しておく必要があ
ります。また、発電機は、非常電源がない場合や校舎の被害が大きく、屋外に避難
する場合などに必要となります。発電機の保管場所や実際の使用方法も一緒に確認
する必要があります。

校舎の耐震強度 地盤 学校周囲の地理

避難所指定 各種ハザードマップ
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災害発生時、水の確保は大変重要です。校内に貯水槽があるか、利用できる水量は
どの程度か、使用時の開栓方法も含めて平常時に確認しておきましょう。また、水道
の元栓の位置確認も重要です。大きな地震発生後は、水道管の破裂例が多く報告され
ています。そのようなときに元栓を締め、大量の流水を防ぐ、さらにその後の復旧の
方法を確認しておくことが重要です。

トイレの排水用水は、特に避難所になっている場合や校内に滞在を余儀なくされる
場合に大変重要な問題です。トイレ排水用水をどのように調達するか、その方法につ
いて検討しておく必要があります（例；プールの水を、バケツを用いて運ぶ等）。

災害時の連絡手段として、携帯電話は大変便利ですが、回線がパンクしつながりに
くい状況になることが予測されます。阪神淡路大震災のときに、一番つながりやす
かったのは、NTTの設置している公衆電話でした。校内または近隣に公衆電話がある
か、緊急時の使用方法について確認しておきましょう。

◎危険箇所の把握
教室や廊下にある棚やテレビ、電球の固定状況がどのようになっているか、児童生

徒が避難する場合の危険となるものの有無を確認しましょう。

◎ゴミ処理方法等の検討
災害時には、多くのごみが発生し、避難所となった場合には、ごみの処理方法が大

きな問題となります。ごみや排泄物の臭いが避難者や教職員の精神衛生にも影響を与
えかねないため、その処理方法は大変重要です。あらかじめ、災害時のごみ置き場を
どこにするか、また排泄物を埋没する場所などの検討をしておきましょう。

情報

災害発生時は、周囲からの情報を収集すること、保護者や自治体、関係部署へ情報
を発信することの双方が大変重要になります。これらの確認は、避難訓練を実施する
際に同時に確認をしておきましょう。

具体的には、災害発生時に使用できる非常電話や災害用ケーブルテレビ、災害用電
話の有無の確認、各使用方法の確認が必要です。また、災害発生時に、児童生徒の保
護者にどのような方法で情報伝達するかを確認し、教職員がその方法を知っておく必
要があります。個々の保護者への連絡方法に合わせて、ラジオや短波などの方法で情
報を流すなどの方法もあります。
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備蓄解説編

災害発生後の生活に必要な消耗品や薬品、それらを使用するときに必要なものを最
低３日分備蓄しましょう。救援物資が届けられるまでおおよそ３日かかるといわれて
います。

保管場所と定期的な確認

備蓄するものは、種類・量ともにかなり多くあります。校内のどこに保管するか検
討し、保管場所を把握しておく必要があります。また、消費期限のある食料品や薬品
はその期限を確認し、交換・補充しましょう。電池やガスを使用するものは電池交換
やガスの残量確認も必要です。

4月、8月、10月に備蓄品の確認を実施し、特に、4月は夏季に
必要なもの、10月は冬季に必要なものが備えてあるかを確認します。

教職員用非常袋

災害発生時の避難時に、教職員全員が携帯するものです。リュックやウエストポー
チのようなものを用意し、両手が使用できるようにします。

教職員は、袋の内容を確認し、交換・補充します。懐中電灯は、両手が使用できる
ようヘッドライトか、肩にかけられるものを用意します。

教職員が袋の内容を定期的に確認することを統括する人を決めておきます。

衣食住に必要なもの

避難所に指定されていなくても、近隣の住民が避難してくる
可能性があります。これらの避難者用の備蓄をどうするかについて
も、日頃から検討する必要があります。

◎食料品
食品は、長期間保存でき、なるべく調理の必要のない、缶詰、乾燥ごはん、カップ

ラーメン、レトルト食品などを用意します。温めたり、刻んだりすることが必要な食
品を優先して必要とする児童生徒の確認をし、トロミ剤も用意しておきましょう。

調理が困難な場合に備えて、ベビーフードのような、咀嚼・嚥下の難しい児童生徒
のためのもの、また、アレルギー食などを用意する必要があります。

飲料水は、ひとり一日あたり2リットル～３リットルを目安として用意します。

◎調理器具
お湯を沸かせるものが必要です。また、カセットコンロでは対応できないときのた

めに、ドラム缶と木炭や薪の備えがあるとよいでしょう。

◎食器類
ラップやアルミホイルで食器を覆うようにすると、食器を洗う必要がありません。

なるべく、水を使わずにすむようなものを用意しましょう。
また、衛生的に保管できるようにしましょう。
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◎明かり
明かりは、教職員全員が懐中電灯を携帯する必要があります。
食事の場所やトイレ、また、傷病者の処置をする保健室などに

据え置きできるものも必要です。また、明かりを吊るすことの
できるようなフックなどを用意しましょう。
ろうそくも用意しておきます。

◎トイレ
トイレ排水用の水を運搬するものが必要です。また、学校のトイレが使用できない

時のために、非常用トイレを用意する必要があります。

◎作業用物品
水や木材を確保するための物品として、ホース、汲み上げ用ポンプ、のこぎり、ポ

リバケツ、ポリタンクなどが必要です。また、トイレを戸外に用意する必要があると
きのためにシャベルもあるとよいでしょう。

作業する人の安全のために安全靴を備えます。
また、自動車用DCコンバーターの備えがあると、自動車から電源を確保すること

ができます。

◎ゴミ袋
大量のゴミが発生します。ゴミ袋を十分に用意しましょう。

◎衣類・衛生用品
入浴やシャワーの使用ができない時に備えて、清浄綿やウェットティッシュ、ドラ

イシャンプーを用意しましょう。また、衣類、くつ、オムツなどは児童生徒全員が用
意できるとよいでしょう。

ティッシュペーパーは、多用途（タオル、ぞうきん、ふきんなど）に使用できます。
十分に用意しておきましょう。

◎寒さ、暑さ対策
衣類や毛布などのほかに、寒さを防ぐことのできるダンボール、新聞紙、アルミブ

ランケット、カイロなど、また、暑さ対策のためにすだれ、テント、うちわなどを用
意しましょう。瞬間冷却材は効果の継続時間が短いため注意が必要です。
また、夏は虫刺されを予防するものも検討しましょう。

健康管理・応急処置

児童生徒の内服薬について、特に、朝・夕の内服薬を預かることを検討しましょう。
災害時は、児童生徒の体調が悪化することが想定されます。坐薬などが充分に保管さ
れていることが必要です。

また、一般薬と救急処置に必要な物品を備えます。
感染予防のための、消毒薬、ゴム手袋、マスクを用意します。霧吹きは、消毒薬を

散布するのに使用します。熱中症の応急処置のための生理食塩水もあるとよいでしょ
う。また、アルコール綿は体を冷やす時にも使用できます。

移送用として車椅子、担架、ストレッチャー（キャスターつきベッド）
があるとよいでしょう。
災害時は、カーテンやシーツなどの厚手の布地を担架の代用として活用
できることを教職員全員が確認しておきましょう。
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医療的ケア

災害時にもケアがスムーズに実施できるよう、充分に物品を備蓄しておきましょう。
経管栄養注入時の白湯のように、温める必要のあるものがあります。その方法と必要
物品を検討しましょう。

災害時は、水が使用できないことを想定し、通常は手洗いのみで実施するケアも手
袋の装着や、消毒薬の使用を検討しましょう。

吸引器の予備のバッテリー、酸素ボンベ、パルスオキシメーターの電池も確認しま
す。

また、災害時は、児童生徒の体調が悪化することが予測されます。ストレスのため
に筋緊張、けいれん発作、痰の増加、発熱などが考えられます。ケアの回数が増加す
ることも想定し、充分な備えをしましょう。

12

児童生徒の心理的ケア

児童生徒が数日間学校で生活することになるかもしれません。児童生徒の心理面の
ケアも検討し、ケアやレクリェーションに必要な物品を備えておきましょう。
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設備編 特別支援学校用災害シミュレーションパッケージ

平常時確認しておく事項

①立地環境（1回/年） 担当者（　　　　　　　　　　）
校舎の耐震強度

地盤

避難所指定の有無

ハザードマップ 洪水や浸水予測、震度予測、EPZ＊の確認 ＊EPZ：（原子力）防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲

学校周囲の地理 おきやすい災害予測、避難経路の検討のために重要

②校舎（年3回；4月、8月、12月）

非常扉 ドアのたてつけ

非常階段 避難器具

窓ガラス　　　　 避難時の危険性はないか 額縁など装飾品

ガラスの扉　　 避難時の危険性はないか 鏡

屋根　　　　　　 瓦などが落下する危険性はないか

スロープ　　　　 災害発生時に使用できる状態か

階段　　　　　　 災害発生時に使用できる状態か、危険性はないか

壁　　　　　　　 ひびや破損の箇所はないか

エレベータ　　　 点検はされているか

③校内設備（年3回；4月、8月、12月）

非常電源の場所 落下しそうなものの確認

発電機の場所・使用方法・燃料 　電球

貯水槽の水量・開栓の方法 　棚

水道の元栓の場所、閉め方、復旧方法 　テレビ、時計

ガスの元栓の場所、閉め方、復旧方法 　黒板、ホワイトボード

トイレ排水用水の調達方法 学校周囲の電線、電柱

公衆電話の位置、緊急時使用方法 校庭を囲む塀、巨木

消火器の位置 災害発生時のごみ置き場

災害発生時の排泄物処理場

④情報（避難訓練時）
消防署への非常電話の有無、使用方法

災害用ケーブルテレビの有無、使用方法

災害用電話の有無、使用方法

緊急情報伝達方法（メール、ラジオ、短波）

災害時に備えて検
討しておきましょう
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備蓄編

保管場所 児童生徒個人のリュック 　　　　倉庫

教職員個人のリュック 　　　　体育館

保健室 　　　　調理室

教職員用非常用袋

衣食住

飲料水３日分

食料 児童生徒用 保管期限の確認 　　　年　　　　　　月

教職員用 保管期限の確認 　　　年　　　　　　月

一般避難者用 保管期限の確認 　　　年　　　　　　月

調理器具 カセットコンロ
なべ
やかん
ガスカセット
ポット

食器類 ラップ

紙皿 はし　スプーン　

コップ ビニール袋

非常用給水袋

ろうそく、マッチ、ライター類

トイレットペーパー

保管場所

児

アルミホイル

木炭・薪

ドラム缶

非常用トイレ、簡易トイレ

ろうそく用アルミホイル

（　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　特別支援学校用災害シミュレーションパッケージ

＊備蓄品の確認は4月、8月、10月に実施しましょう。
　　　4月は、夏季に必要な物
　　 10月は、冬季に必要な物　　を特に確認します。

＊食品は長期間保存でき、なるべく調理の必要のないものを用意しましょう（缶詰、乾燥ごはんなど）。
＊飲料水は、ひとり１日あたり最低２リットルを目安とし用意しましょう。

＊専用の食品が必要な児童生徒のための食品を用意しましょう
　（アレルギー食、ゼリー、ベビーフード、トロミ剤など）。

＊避難所に指定されていなくても、近隣の住民が避難してくる可能性があります。
　　避難者用の食料について検討しましょう。

＊温めたり、調理する食品を優先して必要とする児童生徒の確認をしておきましょう。

電池 単1電池 単2電池 単3電池 単4電池

缶切り

懐中電灯 はさみ 絆創膏 緊急笛

ウェットティッシュヘルメット 軍手 マスク ビニール袋

ティッシュマジック

ラジオ トランシーバー

ランタン ヘッドライト 明かりを吊るすもの　フック

携帯電話充電器

テント ブルーシート レジャーシート

ライター

タオル(薄手)または手ぬぐい 使い捨て手袋

ゴム手袋

ハンドマイク

ガムテープ

＊ラジオは、手動で充電できるもの、明かりが付いているもの、また、携帯電話の充電ができるも
　のなど多くの種類があります。使用しやすいものを用意しましょう。

教

保

倉

体

調
＊保管場所を示す印を決め、各備蓄品の保管場所がわかるよ
　うに印を記入しておきましょう。
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タオル 清浄綿
衣類 ウェットティッシュ
下着 ティッシュ
靴下 ドライシャンプー
オムツ ペーパータオル
くつ マウスウォッシュ
レインコート 歯ブラシ
傘 洗濯ばさみ

生理用ナプキン

冬季 毛布
防寒着
カイロ

夏季 クーラーボックス 帽子
虫除け テント
蚊取り 瞬間冷却剤(30分間程度の短時間の使用）
うちわ イオン飲料 (ペットボトル・粉末)
氷 すだれ・網戸用の網

衛生・健康管理

内服薬

坐薬

救急セット(体温計、消毒薬、ガーゼ、包帯、三角巾、副木、保冷枕、
　　　　　　　保冷剤、蒸留水、生理食塩水）

一般薬（解熱剤、胃腸薬）

＊熱中症への緊急的な対処方法として消毒用アルコールによる冷却も検討しましょう。

ダンボール

ゴム手袋、マスク、血圧計、聴診器、トリアージタグ

児童生徒個人別の確認

保管期限
保管方法

保管期限
保管方法

保管場所

ドラム缶 プロパンガス、コンロ

作業用ロープ

サバイバルナイフ のこぎり、斧 シャベル

ポリバケツ ポリタンク

ホース

くみ上げ用ポンプ

安全靴

新聞紙 アルミブランケット

ゴミ袋

消毒用アルコール

次亜塩素酸ナトリウム
　　（塩素系漂白剤など）

手指消毒用ジェル

霧吹き

マスク
帽子
手袋

保管場所

万能バサミ

工具

衣類
衛生用品

　　　　　　　　　　　　　　　　特別支援学校用災害シミュレーションパッケージ
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移送

バッテリー

吸引器
吸引ポンプ
手袋
アルコール綿
吸引チューブ
経管栄養カテーテル
酸素ボンベ
酸素マスク
酸素カテーテル
パルスオキシメーター
パルスオキシメーター用電池

心理ケア
児童生徒用物品

医療的ケア

経管栄養

　栄養剤

　白湯

児童生徒個人別の確認

吸引

チューブ

水

消毒液

吸入

吸入器
吸入薬

導尿
カテーテル
消毒薬
清浄綿

手袋

＊通常は手洗いのみで実施する医療的ケアでも、手洗いが十分にできないことを考慮し、
　消毒薬や手袋を用意しましょう。

車椅子

担架

キャスターつきベッド

厚手の大きな布（シーツやカーテンなど）

保管場所

保管場所 　　　　　　　　　　　　　　　　特別支援学校用災害シミュレーションパッケージ

保管場所
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