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緊急時の登下校の対応に ついて
保護者の皆 様には 、日頃 より本校 の教育 活動につ いてご 理解と ご協力を いた
だきありがとうございます 。
大雨や台風 、大地 震等の 対応につ いて児 童の安全 を図る ために 下記の基 準を
お示しいたします。ご理解 ご協力のほどお願 いいたします。
記

＜大雨・台風・荒天時＞
◎登校に関して 午 前 6 時 30 分で判断します。
・杉並区 に大雨 や強風な どに関 する 警 報 （注 意報で はありま せん） が発令さ
れている場合には、 自宅待 機 とします。
（警報は、気象庁のホームページ、177 番、ニュース、データ放送等で 確認
できます。）
・警報が出ていない場合 には、通常通りの 登校となります。
・午前 6 時 30 分の時点で警報が発令 されていて、そ れ以降に警報が解 除され
た場合、登校 時刻を杉 並区緊急 メール配信 及びホー ムページ でお知らせ し
ます。
（緊急 の自然災害発生時 は、電話連 絡網による連絡は 行いません。ご
了承ください。）
・いずれ の場合 も、 状況に 応じて 無理を せず、 ご家 庭で判 断して 安全第 一で
対応してください。遅れて 登校しても遅刻に はなりません。
・緊急メ ールに 登録 できな いと学 校に連 絡いた だい た方に は、学 校より 指定
された固定電話等へ連絡を します。
◎下校に関して
・警報が 発令さ れている 場合は 学校で待 機させ ます。 警報が解 除され たのち
教職員で安全を確認し、安 全確保を図り下校 させます。
・警報が 解除され ない場 合や解 除が遅い 時刻に なった場 合、引 き渡し を行い
ます。引 き渡しの 詳細は 杉並区 緊急メー ル配信 及びホ ームペー ジでお 知ら
せします。

＜震災時

杉並区で震度５弱以上の地震が発生した場合＞

◎ 登校時
・学校か自 宅か近 い方に避 難しま す。自宅 に保護 者がい ない場合 は学校 に避難
します。
・学校では 、児童 引き渡し を行い ます。引 き渡し の詳細 は杉並区 緊急メ ール配
信及びホー ムペー ジでお 知らせし ます。 安否の把 握のた め、登 校せず自 宅で
安全が確保できている場合 は、学校へ何ら かの手段でご連絡 をお願いします 。
保護者に引 き渡す まで、 児童は学 校で保 護を継続 します 。でき るだけ早 い学
校への連絡や来校をお願い します。児童だけ で下校させること はしません。
◎学校での教育活動中
・校庭、体育館等の安 全な場所に避難さ せます。その後 、引き渡しを行 います。
・引き渡しの詳細は杉並 区緊急メール配信 及びホームページ でお知らせします 。
保護者が留 守の場 合、連 絡が取れ ない場 合は、保 護者に 引き渡 すまで学 校で
保護を継続 します 。でき るだけ早 い学校 への連絡 や来校 をお願 いします 。児
童だけで下校させることは しません。
◎ 休日等、学校管理外の時間
各家庭で 安全を 確保 してく ださい 。その 後の対 応に ついて は学校 より何 らか
の連絡をします。
この他、 緊急 事態が 発生し た場合 、子 どもの 安全を 第一に 考え、 適切 な判
断をとり 対応し ます 。この 場合、 緊急メ ール、 ホー ムペー ジ、連 絡網、 掲示
板等活用できる方法を使い ご連絡をします。

緊急時に おい ては、 上記の 対応を 基本 として まいり ますの で、ご 理解 とご
協力の程、よろしくお願い いたします。
どのよ うな場 合も、警 報の発 令の有無 にかか わらず 、児童の 安全を 第一に
考え、登校に関してはご家 庭で無理のない対 応をお願いいたし ます。
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