
全学教育科目等授業実施時に弾道ミサイル発射における Jアラート 

による情報伝達があった際の対応について 

平成 29年 9月 25日 学務審議会教務委員会 

全学教育科目等授業実施時に弾道ミサイル発射における J アラートによる情報伝

達があった際は、内閣官房国民保護ポータルサイト等に掲載によるもののほか、以下

のとおり対応するものとする。 

１ 対応本部の設置 

①J アラートが発動したことを確認した場合、直ちに理事を筆頭とするＪアラート

対応本部（以下「本部」という。）を教育・学生支援部内に設置し、テレビやラジ

オ、インターネット等で情報収集を行いつつ、緊急性・安全性に鑑みて、対応を

検討する。 

【ミサイル通過など日本の領土内に落下の可能性がなく安全性を確認できた場合】 

②引き続き情報収集に努め、必要に応じて放送設備等を利用し授業担当教員へ対応

を指示する。

【日本の領土内に落下した場合】 

②引き続き情報収集に努め、行政からの指示等により放送設備等を利用し授業担当

教員へ対応を指示する。

２ 授業担当教員の対応 

（１）屋内にいる場合

①本部からの指示を待たずに授業を中断し、身の安全の確保に努める。

行動例（内閣官房国民保護ポータルサイトより抜粋）

・できるだけ窓から離れる。

【ミサイル通過など日本の領土内に落下の可能性がなく安全性を確認できた場合】 

②授業を再開する。ただし、本部から指示があった場合は、指示に従い対応する。

【日本の領土内に落下した場合】 

②授業を中止し、身の安全の確保に努め、本部からの指示に従い対応する。ただ

し、緊急性・安全性に鑑みて、直ちに対応を求められる場合は、授業担当教員

の判断で対応してよいものとする。

行動例（内閣官房国民保護ポータルサイトより抜粋）

・近くにミサイルが落下した場合は、換気扇を止め、窓を閉め、目張りをして

室内を密閉する。



（２）屋外にいる場合

①本部からの指示を待たずに授業を中断し、身の安全の確保に努める。

行動例（内閣官房国民保護ポータルサイトより抜粋）

・近くのできるだけ頑丈な建物や地下などに避難する。

・近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ、頭部を守る。 

【ミサイル通過など日本の領土内に落下の可能性がなく安全性を確認できた場合】 

②授業を再開する。ただし、本部から指示があった場合は、指示に従い対応する。

【日本の領土内に落下した場合】 

②授業を中止し、身の安全の確保に努め、本部からの指示に従い対応する。ただ

し、緊急性・安全性に鑑みて、直ちに対応を求められる場合は、授業担当教員

の判断で対応してよいものとする。

行動例（内閣官房国民保護ポータルサイトより抜粋）

・近くにミサイルが落下した場合は、口と鼻をハンカチで覆いながら、現場か

ら直ちに離れ密閉性の高い屋内の部屋または風上に避難する。



 

Responding during General Education Classes to J-Alert Emergency Broadcasts due to 

Ballistic Missile Launch 

September 25, 2017 
Academic Affairs Council 

Educational Affairs Committee 

In the event that a J-Alert emergency broadcast regarding a ballistic missile launch occurs during 

General Education classes, in addition to referring to the Civil Protection Portal Site, instructors are to 

respond as described below. 

1. Establish Response Headquarters

① Once the J-Alert broadcast has been confirmed, a J-Alert Response Headquarters (hereafter,

"headquarters") will be established immediately, headed by the Executive Vice President. It will

gather information from the television, radio, and Internet, then consider responses in light of the

situation's urgency and safety.

[After it has been confirmed that the missile has passed and there is no possibility of it falling on 

Japan] 

② The headquarters will continue to gather information, and give directions to class instructors as

needed using the public address system etc.

[If a missile falls nearby] 

② The headquarters will continue to gather information, and relay directions from the government to

class instructors using the public address system etc.

2. Instructor Response

(1) If inside:

① Do not wait for official instructions. Suspend class and make efforts to ensure the class's safety.

Recommended action (based on Civil Protection Portal Site directions):

-Move away from windows.

[After it has been confirmed that the missile has passed and there is no possibility of it falling on 

Japan] 

② Resume class. However, please follow any further official instructions you receive.

[If a missile falls nearby] 

② Cancel class. Make efforts to ensure the class's safety as described below. Please follow any

official instructions you receive. However, class instructors may use their own judgment to

respond to the situation in light of its urgency/safety.

Recommended action (based on Civil Protection Portal Site directions):

-If a missile impacts nearby, turn off ventilation fans, close windows, and seal any cracks.



 

(2) If outside:

① Do not wait for official instructions. Suspend class and make efforts to ensure the class's safety.

Recommended action (based on Civil Protection Portal Site directions):

-Evacuate to a sturdy building or underground structure.

-If there are no suitable buildings nearby, take shelter behind any available object or lie flat on

the ground and cover your head. 

[After it has been confirmed that the missile has passed and there is no possibility of it falling on Japan] 

② Resume class. However, please follow any further official instructions you receive.

[If a missile falls nearby] 

② Cancel class. Make efforts to ensure the class's safety as described below. Please follow any

official instructions you receive. However, class instructors may use their own judgment to

respond to the situation in light of its urgency/safety.

Recommended action (based on Civil Protection Portal Site directions):

-If a missile impacts nearby, cover your mouth and nose with a handkerchief and leave the area

immediately. Try to get inside or move upwind of the impact site.




