
保育防災講座
①避難訓練の基礎知識

【保育防災スペシャリスト初級】



自己紹介
 女性消防官として東京消防庁に入庁、都内の消防署の予防課に勤務

 退職後、保育士の免許を取得し、保育士となる

 29歳で東京都認証保育所の施設長となり、3年後には認可保育所の

園長となる

 独立し、保育士をサポートするために一般社団法人保育の寺子屋を

立ち上げる

 令和2年、横浜市内に小規模保育所を立ち上げる

 昨年より保育防災コンサルタントとして、保育士向けの防災講座や

保育施設の防災指導等を行う

 無類の動物好きで、柴犬と猫を飼う

 現在東京未来大学に在学、心理学を中心に学ぶ

保育防災コンサルタント

ふじみ ともこ



保育防災スペシャリストとは

マスター

上級

初級

６つのテーマを学び
日常の保育や訓練に
活かすことができる

防災の知識を持ち、
園内での防災リーダー
として活躍できる

専門的な防災知識を持ち、
保育防災コンサルタント
として、保育施設等への
防災指導ができる

オンライン講座（全６回）を受講

オンライン講座と実技講座を受講



保育防災スペシャリスト講座
（全６回の講座内容）

① 避難訓練の基礎知識

② 園に必要な備蓄について（必要な備蓄、あると便利なもの）

③ 災害時の保護者対応（保護者への連絡方法、お迎え対応）

④ 訓練計画（年間計画の立て方、実施記録のポイント）

⑤ 乳幼児への防災教育（子どもたちへの伝え方）

⑥ 地域との連携（災害時に助けてもらうには）



この講座について

 保育園での防災知識を身に着ける

 ６つのテーマすべてを受講すると、『保育防災スペシャリスト

初級』の資格を取得できる（現在特許出願中）

 今回のテーマは「避難訓練の基礎知識」

 保育園での避難訓練にちょっぴり自信が持てるようになる

（人によってはすごく自信が持てるようになるかも）

 初級講座は基礎的内容であり、学生や新人保育士にもおすすめ



この講座で学ぶこと
『避難訓練の基礎知識』

1. なぜ訓練を行うのか（事例検証）

2. 想定される災害について考える

3. 訓練計画の立て方

4. 避難訓練の方法

一方的に聞くのではなく、
「自ら考え行動できるようになる」ことが目標



考えよう！
「なぜ避難訓練を行うのか？」

 保育園では毎月１回の避難訓練が義務付けられています。

（幼稚園では１年に２回）

 訓練が必要とは思っている、分かっている。でも、なぜ？？？



“

”

3.11東日本大震災
日和幼稚園の悲劇

子どもの安全を考える日和幼稚園遺族有志の会より

どうしたらこの悲劇を避けることができたと思いますか？



“

”

3.11東日本大震災
福島県の保育園の実録

「命を預かる保育者の子どもを守る防災BOOK」（学研教育みらい）より

まずは目を閉じて聞いてください。

どんなことを感じ、何が子どもたちを救ったと思いますか？



どんなことを感じましたか？

体験したことがないことを想像をするのは難しいものです。

でも、体験者の「声」を聴くことで想像することはできます。

この「想像力」こそ防災に最も必要な武器なのです。

日和幼稚園の園バス。津波後の火災によって5名の幼い命が奪われた



保育園、幼稚園での防災訓練

①防災会議

•新年度や新しい職員が入

職した際に行う

•マニュアルの読み合わせ

•災害時の役割分担などを

決めておく

•避難訓練のリーダー（指示

する人）を毎月変える

•備蓄の再確認。必要と思

われるものを話し合う。

②机上訓練

•普段訓練ができない時間

帯に訓練時間帯を設定す

る（例えば、食事中や午睡中）

•それぞれがどう動くかの

確認が大事

•できるだけリアルに想像

しながら行う（停電が起

こった、誰かが怪我したなど

予想されることを色々出し合

う）

③実践訓練

•事前に自分の動きや子ど

もたちの動きなどを確認

しておく

•抜き打ち訓練をやる場合

は実施後のフィードバッ

クが大切

•いつも同じ内容ではなく、

様々な想定で行う

•保育園は月１回必ず行う



保育園の避難訓練の基準

① 毎月1回以上実施すること

※実践的避難訓練、初期消火訓練は必ず月1回

① 地震だけでなく、火災、風水害の想定も行う

② 机上訓練（図上訓練）は1回にカウントされない

③ 様々な想定で行うことが望ましい（場所、時間帯等）

④ マニュアルを作成し、それを基礎として実施する

※幼稚園の基準は年に2回以上の実施



避難訓練をやる際に、
おさえておきたいポイント３つ

①災害は『十人十色』

②想定内の災害はない

③活かせる訓練



ポイント① 災害は、『十人十色』

防災を考えるうえで忘れてはいけないことは、

『決して同じ災害はない』ということ。

季節、時間、発生場所が異なれば、対応も変わる

・阪神淡路大震災・・・建物の倒壊及び火災による被害

・東日本大震災・・・津波による被害

・熊本地震・・・3日で２度の大地震、避難後のストレス等による災害関連死



どのような『災害』を想定していますか？

地震、風水害、火災それぞれで起こりうる災害を考えてみましょう

 地震の場合・・・

 風水害（台風）・・・

 火災・・・

◆ 大雪による停電などの災害も考えられる



訓練は災害の想定＋「ねらい」が重要

災害の想定 時間帯 ねらい（目的）

地震（震度7）

→火災発生

14:30 お昼寝中 午睡時の対応（職員の動き）

午睡時間帯の配慮を考える

地震（震度5強）

→津波

10:00 園外保育中 発災後の情報収集

避難ルートの確認

《ポイント》

➢ まずは「想定」を具体的に決める（地震…だけでなく、震度はどのくらいかなど）

➢ 想定が同じでも「ねらい」が違えばマンネリ化しない



ポイント② 想定内の災害はない

 避難訓練は意味がない？

→訓練は、基本の動きを身に付けるために大切。

東日本大震災で、多くの保育園幼稚園の先生が言っていたこと、

それは『日頃の訓練のおかげ』です。

 ワンランク上の訓練を

→日ごろの訓練に、想定力（想像力）を加える

例えば、『職員が怪我をした』『液状化が発生』などを訓練に加える



考えてみよう！
子どもたちを連れて公園に来ています。
この時、地震が発生したら、どのような被害が考えられますか？

たくさんの想定ができるように日頃から脳内シミュレーション訓練を行いましょう！



ポイント③活かせる訓練

屋外での避難訓練事例
NHK首都圏ネットワークで紹介



活かせる訓練の方法とは？

 訓練時に監督者をおく（訓練に参加せず、外から見る）

 必ずフィードバックし、課題点を話し合う

 訓練はできるだけ多くの職員が参加することが望ましいが、

その時に陥りやすいのが社会的手抜きという「気持ちの不参加者」

『自分一人くらいやらなくてもバレないだろう』という考え。

そういう人には、担当を割り振るなどの工夫を。



『訓練実施時間を事前に伝える？伝えない？』

どちらがいいの？（抜き打ち訓練は必要？）

馴れ合いになってしまう 落ち着いて行動できる

よくわからないうちに

終わっている

緊張感をもってできる

伝える

伝えない

メリットデメリット



抜き打ち訓練はバランスよく

 新年度、急に抜き打ち訓練をしても、みんな動くことができない

 抜き打ちで行うのは職員が慣れてからのほうが良い

 『大まかな告知』は防災意識向上につながる

 訓練後は、必ずしっかりとフィードバックを行う

〈好事例〉

抜き打ち訓練１回目 「本日避難訓練を行います。時間は未定です」

抜き打ち訓練２回目 「今週避難訓練を行います。いつ行うかは未定です」

※徐々に発生予告の時間幅を広くしていく。



保育防災ハンドブックの活用法

①事前に園のマニュアルに合わせて決め事を記入する

園で決めているルール

例）・地震発生時に園内放送で避難を知らせる

（園内放送が使えない場合は伝達係が各クラスに知らせる）

・〇〇公園は津波想定区域のため、ただちに××公民館へ

避難する

防災会議、職員会議などで全員で話し合い、記入することが

もっとも望ましい

このハンドブックを完成品と思わないこと。
園独自のルールを記入することで、本当に使える
ハンドブックとなることを忘れずに。



保育防災ハンドブックの活用法

②避難ルートは必ず記入する

 避難ルートをチェックし、危険個所を記入する

 ルートは2か所以上決めておく

 避難場所ごとにルートを記入する

➢ 電柱、自動販売機、看板などは倒れて道を塞ぐ

可能性がある

避難場所や連絡方法などを一つしか決めていない園が多い。

最低でも2つ以上のパターンを想定しておくことが重要。



避難訓練の基礎知識〈まとめ〉

 まずは自園で起こりうる災害を想定する

 「今、災害が起きたら」と考えて脳内シミュレーションを行う

 マンネリ化を防ぐには、想定を具体的に＋ねらいを立てる

 訓練実施後のフィードバックで課題点を見つけ、次回に活かす

 避難方法や連絡方法は3パターン以上決めておく



【避難訓練で不安なこと】

（参加者のみなさまへのアンケートより）

 訓練がマンネリ化していて、実際の時に役立つような訓練になってい

ない

 アレルギー児の配慮がしっかりできるか不安

 防災が他人事になっている人がいる

 シフト制でスタッフの勤務がバラバラ。訓練に全員が参加することが

難しい



資料：避難場所の違い（想定に合わせて避難場所を変える）

広域避難場所

指定緊急避難場所

指定避難所

地震災害及びそれに伴う大規模な火災等により、広い範囲にわたって大きな被害が予測さ
れる場合、その被害から逃れるために指定されている公園、緑地、河川敷、グランド等。

災害対策基本法に基づき、切迫した災害の危険から一時的に逃れるための場所で、
災害の種類ごと（洪水・崖崩れ、土石流及び地すべり・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水
氾濫・火山現象等）に定めるものです。

災害対策基本法に基づき、災害によって自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生
活を送る場所として定めるものです。市内の市立小中学校等から指定しています。


