保育室等での対応
通常預かり時の対応
保育者等の対応

園児への対応・留意点

地震発生！
園児の安全確保

揺れがおさまる

安全を確保していただき、揺れが

頭を守り、机の下に入るよ

収まりましたらすぐ迎えにいら

う指示します。子供たちが

してください。津波が発生してい

パニックや怖がらないよ

ない場合は定時までスクールで

う注意し指導します。散歩

預かります。その際各自に持ち込

中は高い建物から離れ公

んでいる非常用バッグを携帯さ

園の中央で揺れが収まる

せます。

まで待ち、いったん教室に
戻ります。

津波発生！
津波が発生した場合はライフジ
ャケットを着用し、ビルの上の階
園庭等の安全な

に階段を使い避難します。下の階

場所へ避難

ががれきで埋まった場合その場

階段移動中も揺れが起き
ることが想定されるため
滑落に気を付けます。

で待機します。
避難場所決定と指示
★津波危険地域は迅
速な避難を最優先

指定避難場所へ

藤沢市民会館

藤沢市鵠沼東

8-1 0466-23-2415 避難施設

日中明るいうちに移動し

大道 小学校 藤沢市 朝日町 3-3

ます。避難場所につきまし

0466-26-3976 避難施設

たら KIS 先生は避難施設

授業時間を過ぎましたら避難施

の管理下に入り職員の指

設に移動します。遅くても日没 1

示に従います。

時間前には到着できるようにし
ます。
インフラの崩壊が想定され電話

避難後の対応

連絡不能になる可能性がありま
す。避難施設で名簿記入しておき
ます。直接避難所に確認にいらし
てください。

保護者への連絡

学校のドアに最初に向かう避難
場所を貼ります。HP 上で情報を

保護者への引き渡し

足場の安全確認を優先に

可能な範囲内で出します。

Disaster Manual

Teachers and Parents’ Act

Teachers’ Act

Earthquake!
Ensure Children’s

！

Safety

Shake Stops

Tsunami！

Evacuate to the safe
place.
Evacuating location
and instructions
Tsunami Hazardous
areas have priority to
quick evacuation.

の安全な
場所へ避難
避難場所決定と指示
指定避難場所へ
★津波危険地域は迅
速な避難を最優先

避難後の対応

保護者への連絡

保護者への引き渡し

Ensure safety and pick your
child up as soon as the
shaking stops. If there is no
tsunami, we will keep your
children at school until the
usual dismissal time. In this
case, the children will take out
carry their own emergency
bags prepared by their parent.
If a tsunami occurs, we will
wear a life jacket, and
evacuate to the upper floor of
the building using the stairs.
Evacuation Site:
Fujisawa Shimin Kaikan
Fujisawashi Kugenumahigashi
8-1 0466-23-2415
Daido Elementary School
Fujisawashi Asahicho 3-3
0466-26-3976
After class dismissal time, we
will move to the evacuation
site. We will arrive there 1
hour before sunset at the
latest.
In the situation where the
building may collapse, we may
not be able to contact using
the telephone. We will sign
our children’s name at the
evacuation site, so please
come and check directly at the
evacuation site.
We put the name of the
evacuation site heading to on
the school door. We will
release the information on the
website as much as possible.

Instruct the children to
protect their head and
go under the desk. Take
care of the children to
avoid them from panic
or getting scared. If it
occurs
during
park
time, we will wait of the
center of the park until
the shaking stops, and
go back to school
Be careful not to slide
down the stairs while it
is shaking.

Prior to safety when
walking, the class will
leave for the evacuation
site before sunset. After
we arrive at the
evacuation site, KIS
teachers will go under
the control of the
evacuation facility and
follow the instructions
of the staff.

