
                                                

第 ３ 章 学校における安全管理 
 

第１節 学校環境の安全管理 
 児童生徒等の安全を脅かす事故等は、学校管理下のあらゆる場面で発生することが、想定される

ことから、全ての学校及び教職員は、日頃から、事故等の未然防止や事故等発生時における対応に

関して、適切な対応を組織的に講じられるようにしておくことが必要である。 
 

１ 学校環境における安全管理の方法 

  学校は児童生徒等の教育の場として、また、集団生活の場として、最も健康で安全な環境でな

ければならない。学校環境は、常に同じ状態にあるわけではなく、季節あるいは時間、使用頻度、

自然災害等により劇的に変化するものである。したがって、学校環境の安全を維持するための管

理には常に気を配る必要がある。 
学校環境の安全管理の方法としては、安全点検の実施と改善措置が考えられる。 

 

（１） 安全点検の種類と対象 

安全点検の対象や内容は多岐にわたる。そのため、安全点検を継続的かつ計画的に行わなけ

れば、環境や行動における重大な危険は見過ごされる可能性がある。 
安全管理を効果的に進めるには、過去の事故事例や使用頻度、破損や腐食しやすいものなど、

学校の実態に応じた点検の観点を設定し、全教職員の共通理解の下、計画的に行う必要がある。

実施方法は、法的に定められており、規則によれば、安全点検は、定期的、臨時的、日常的に

次表のように行うとされている。 
 

安全点検の種類 時期・方法等 対 象 法的根拠等 

定期の安全点検 毎学期１回以上 

計画的に、また教職員

全員が組織的に実施 

児童生徒等が使用する施設・

設備及び防火、防災、防犯に

関する設備等について 

毎学期１回以上、児童生徒等が

通常使用する施設及び設備の

異常の有無について系統的に

行わなければならない 

（規則28条第1項） 

毎月１回 

計画的に、また教職員

全員が組織的に実施 

児童生徒等が多く使用すると

思われる校地、運動場、教室、

特別教室、廊下、昇降口、ベ

ランダ、階段、トイレ、手洗

い場、給食室、屋上など 

 

明確な規定はないが、各学校の

実情に応じて、上記（規則28条

第1項）に準じて行われる例が

多い 
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臨時の安全点検 必要があるとき 

・運動会や体育祭、学

芸会や文化祭、展覧会

などの学校行事の前後 

・暴風雨、地震、近隣

での火災などの災害時 

・近隣で危害のおそれ

のある犯罪（侵入や放

火など）の発生時等 

必要に応じて点検項目を設定 必要があるときは、臨時に、安

全点検を行う（規則28条第2項） 

日常の安全点検 毎授業日ごと 児童生徒等が最も多く活動を

行うと思われる箇所について 

設備等について日常的な点検

を行い、環境の安全の確保を図

らなければならない（規則29

条） 

 

（２） 安全点検の方法 

安全点検の実施計画では、対象や種類別の安全点検表及び項目ごとの観点や分担を明らかに

した実施要領を作成し、全教職員が必要な項目を認識した上で実施しなければならない。 
また、臨時の安全点検については、計画的に実施するものではないが、突発的に必要となる

場合もあるので、実施すべき状況やその方法等について事前に検討しておく必要がある。個々

の点検は、目視・打音・振動・負荷・作動等により行われるが、対象や項目に応じて、複数の

方法を組み合わせる。以上の点検作業は、学校管理の一環として、原則として教職員が行うも

のである。       
しかし、近年、老朽化した遊具や固定施設の破損、設置の状態等により重大な事故が発生し

ていることから、定期的または臨時に、専門家による安全点検を積極的に実施する必要性が高

まっている。各学校及び設置者で必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
 

（３）安全点検と改善措置 

学校環境の安全の確保については、学校保健安全法第２８条において「校長は、当該学校の

施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場

合は、遅延なく、その改善を図るための必要な措置を講じ、又は、当該措置を講ずることがで

きないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。」と規定されている。 

施設及び設備の安全点検を実施し、児童生徒等の安全の確保に支障となる事項を認めた場合

は、危険物の除去、施設・設備の修繕、危険箇所の明示、立入禁止や使用禁止又は使用場所の

変更を行うなどの適切な措置を講じなければならない。 
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大規模な改修を伴う場合など校長が対応できない事項については、学校の設置者に速やかに

報告し、適切な措置の実現を図らなければならない。補修・改修履歴等の安全管理に関する情

報を設置者と学校が共有する必要があり、人事異動の際にも引き継ぐことが重要である。 

 

２ 学校環境における安全管理の対象 

対象や項目の設定では、学校種の違い、学校環境等や地域の実情を考慮する必要がある。また、

学校開放により一般者が校内施設を使用することが日常的となっているが、学校開放では、開放

部分と非開放部分を明確にして、必要に応じて進入禁止場所の明示や施錠等を行う。 

なお、危害を加えるおそれのある者、不審者等の侵入対策など防犯に関する安全管理について、

十分配慮する必要がある。 

 

（１）校舎内等の安全管理 

校舎内・園舎内の管理の対象としては、教室（保育室）、廊下、階段、トイレ、特別教室、

体育館（遊戯室）等が考えられる。これらは、児童生徒等の学校生活の中で最も多く使用され

る場所であり、状態の変化には特に留意する。また、寮や寄宿舎については、校舎内等の安全

管理に準じて行う。 

ア 教室（保育室） 

床や腰板などの状態、くぎ、びょうなど危険の有無、教室の窓枠、窓からの転落の危険性、

窓ガラスの破損の危険性、出入口の扉の危険の有無及び机、戸棚、その他の備品の配置及び

机、いすの破損の有無についても配慮する。 

イ 廊下、階段、昇降口、ベランダ、庇 

廊下の窓枠の破損の有無、フェンスの危険の有無、廊下や階段、昇降口やベランダなどの

不要物や足掛りとなる物の有無、額等掲示物の固定不全、庇からの落下防止などについて配

慮する。 

ウ トイレ、水飲み場 

トイレや水飲み場は、多数の児童生徒等によって同時に使用される場所であり、そのため

に起こる事故も少なくない。したがって、周囲の危険物や昇降口との 関係についても常に

安全を確かめておく必要がある。また、水飲み場、洗口場、手洗い場等は、特に滑らないよ

うにしておくように配慮する。 

エ 屋上、天窓 

常時児童生徒等が使用している屋上については、金網の高さ、天窓の管理、床やフェンス

などの破損の有無など、危険のない状態にしておかなければならない。    

また、使用しない場合には、屋上への出入口の施錠、天窓への接近禁止等、適切な管理を

行う必要がある。 
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オ 給食室 

給食室は、食中毒や火災の発生が懸念される場所であり、このため、調理器具の保管状態、

ねずみや害虫等の駆除、刃物類の始末、防虫網の整備、火気の後始末や電気、ガス使用の管

理、運送用のコンテナの取扱いなど万全でなければならない。 

カ 特別教室等 

理科室、技術室、家庭科室、図画工作（美術）室などの特別教室や保健室などの施設・設

備や薬品等による事故は、その取扱いの不注意によって起こる場合が多い。したがって、こ

れらの特別教室や準備室等の薬品戸棚の管理、電源、ガスなどの安全装置、危険標識等の整

備、刃物類の管理、実験用の危険薬品や保健室の薬品の貯蔵と管理は、常に万全でなければ

ならない。 

キ 体育館（遊戯室） 

体育館（遊戯室）は、運動場と同様、児童生徒等の活動が活発に行われる場であるため、

床板や壁面の破損状況、電源等の安全、体育施設や体育用具の破損の有無、取付け口や固定

口の破損の有無などについて確かめるとともにギャラリー開口部からの落下防止等、安全管

理に配慮する。 

ク 校舎等の外壁 

校舎・園舎の外壁の亀裂、表面仕上げ材の浮きなどから剥落等の危険の有無について配慮

する。 

 

（２）校舎外等の安全管理 

校舎外・園舎外の安全管理としては、運動場・園庭等、体育施設、運動用具等の倉庫、プー

ル、足洗い場等が考えられる。これらの安全管理については、外部環境や一般の者との接点が

多いものであることに留意する。 

なお、施設や器具・用具については、それ自体の安全管理だけでなく、使用法や扱い方も重

要であるが、それらについては「第２節 学校生活の安全管理」において述べる。 

ア 運動場・園庭等 

運動場・園庭等は、児童生徒等が学校生活において最も活発に活動を行う場所であり、体

育授業、クラブ活動等、放課後、休憩時などを中心に利用される。      

したがって、地面の勾配、凹凸の状態、排水の状態などについて点検し、危険物（ガラス、

石、くぎ等）の除去を行い、常に安全な状態に整備しておくよう配慮する。 

イ 遊具、体育等の固定施設、移動施設 

固定施設については、遊具、鉄棒、野球場等のバックネットなどの破損の有無や周囲の状

態、設置状態、砂場、掲揚塔などの塔の状態について常に安全を確かめ、けがが起こらない

ようにしておかなければならない。 

-11-



                                                

また、サッカー、ハンドボールのゴールポストなどの移動施設については、特に固定の状

態、破損の有無を確かめるとともに、移動した場合、固定状況の点検を実施する。 

ウ 運動用具等の倉庫 

児童生徒等のけがの中で、運動や勤労生産的活動のための用具の撤去や収納の際に起こる

ものも決して少なくない。したがって、それらの倉庫や用具室の整理整頓に努めるとともに、

常に施錠ができる状態になっているかの確認が必要である。また、石灰による角膜損傷など

の報告もあることから、用器具等の保管状態や取扱い、児童生徒等の出入状況などについて

も十分に配慮する。 

エ プール 

プールについては、浄化・消毒装置やシャワー、洗眼器などの設備が設置目的に合った機

能を果たしているか、それが安全に使用されているか。また、プールの中に危険物や異物な

どが混入していないか、プールの排水口、プールサイドやプールの周囲が安全な状態に保た

れているかなどについて、常に確認しておくよう配慮する。 

オ 足洗い場 

足洗い場は、水飲み場と同様、多数の児童生徒等によって同時に使用される場所であり、

周囲の危険物の有無、周囲が滑りやすくなっていないか、排水の状態などについて確かめ、

安全な状態が保たれるように配慮する。 

  カ 駐輪場 
自転車は、所定の場所に保管され、整理整頓されていなければならない。また、駐輪場の

周囲が安全な状態に保たれているかなどについて、常に確認しておくよう配慮する。 
 

３ 自然災害等発生に備えた安全管理 

自然災害等発生に備えた安全管理としては、火災や地震、火山活動などの災害発生時の避難に

関する事項及び地震等への備えに関する事項等が考えられる。例えば、危険等発生時対処要領（危

機管理マニュアル）の作成・点検をすること、「緊急地震速報」を受け取った際の対応、避難経

路や防災施設等の周辺に障害物を置かないこと、避難器具の点検、設備や器具等の転倒・落下防

止、発火しやすい薬品等の安全な保管、校外関連機関との連絡体制・連絡機能の確保、非常用物

資の備蓄などについて十分配慮する。さらに、自然災害等発生時に学校が避難所となった場合を

想定して、学校避難所運営方策について防災担当部局等と協力するとともに、使用場所について

の一応の優先順位を、教育委員会等と十分協議し、衛生管理にも配慮した安全管理について検討

すべきである。 

一方、防災に関する施設や設備については、誤作動によるけがなど、日常の安全性の観点から

の安全管理も必要である。防災扉、防火シャッターについては定期点検、取扱いの注意等を徹底

する必要がある。 
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第２節 学校生活の安全管理 

  
 学校生活の安全管理は、休憩時間、各教科等の学習時、クラブ活動等、学校行事、その他学校に

おけるすべての教育活動を対象として、主に児童生徒等の行動により生じる危険を早期に発見し、

事故を未然に防止するために行うものである。 

学校生活の安全管理を効果的なものにするには、まず、安全管理の観点と方法を適切に定める必

要がある。観点と方法の設定には、全国、地域、あるいは各学校における過去の事故統計や事故事

例を分析し事故の発生状況を把握するとともに、自校の児童生徒等の多様な行動などの実態を踏ま

えなければならない。さらに、観点や方法について全校教職員の共通理解を図る必要がある。 

 
１ 学校生活の安全管理の方法 

 

（１）事故の発生状況や原因・関連要因等の把握 

自校における事故の発生状況及びその原因・関連要因等を確実に把握するためには、次の情

報等を活用する。 

ア 運動や遊びなどの活動内容、活動場所等の実態調査  

イ 学級日誌、委員会活動及びクラブ活動等の記録  

ウ 健康観察や保健室来室状況等の記録  

エ 教職員による行動観察などの情報を活用する。 

 

（２）国内等の事故 

独立行政法人日本スポーツ振興センターの事故統計や事故事例などを活用する。以上のよう

な情報は、校内は当然のこと、地域の学校間においても積極的に交換されることが望ましい。

さらには、事件・事故発生時の対応についても、必要に応じて救急等の措置がとれるよう準備

しておくことが必要である。 

 

（３）行動や場所の規制 

行動や場所の規制は、休憩時間やクラブ活動等、児童生徒等の自由度が高い時間帯において

も有効であるように、具体的で明確でなければならない。例えば、立入りを禁止する場合には、

その場所を明示するとともに、容易には立ち入ることができないような措置を講じる必要があ

る。そのためには、まず、規制について教職員が共通理解し、協力体制を確立し指導する必要

がある。さらに、規制の理由を児童生徒等に理解させ、遵守を徹底させなければならない。 

 

２ 学校生活の安全管理の対象 

 

（１）休憩時間 

休憩時間等の安全管理は、始業前の特定時間、業間の休憩時間、昼の休憩時間、放課後な
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どがその対象となる。このような時間には、児童生徒等は解放感から、とかく無意識のうち

に危険な行動に入る場合があり、事故の発生も多く、児童生徒間の暴力やいざこざ等が起こ

ることも考えられる。したがって、始業前の特定時間、業間の休憩時間、昼の休憩時間、放

課後等それぞれ時間の特性に応じて、次のような観点から安全点検を行い、必要な措置をと

るようにする。 

ア 校舎内で活動している場合 

（ア）屋上や階段、廊下や教室の施設そのものに破損や危険はないか。 

（イ）校舎内での施設の利用や児童生徒等の行動に危険はないか。            

（ウ）庇や天窓に乗ったり、窓から不用意に体を乗り出したりするなど危険な行動をしてい

ないか。 

   （エ）児童生徒等が使っている道具や遊具等に危険はないか。 

イ 運動場、体育館等で活動している場合 

（ア）運動や遊びをしている者と他の者との間隔に危険はないか。 

（イ）運動や遊びの種類と場所に危険はないか。 

（ウ）休憩時間から学習時間に移るときの児童生徒等の行動に危険はないか。 

（エ）人目につきにくいところで運動や遊びをしている者に危険はないか。    

（オ）新しく児童生徒等の間に流行している遊びで安全上の問題となるものはないか。 

ウ 運動場、体育館等で遊具や固定施設、移動施設を利用している場合 

（ア）遊具、固定施設そのものについて不備や危険はないか。 

※特に施設、器具等の移動、設置を行った場合の固定状況等を含めた安全確認 

（サッカーゴール、ハンドボールゴール、鉄棒、跳び箱等） 

（イ）施設を正しく利用しているか。 

（ウ）利用している者の行動に危険はないか。 

（エ）固定施設の近くにいる者に危険はないか。 

 

（２）各教科等の学習時間 

各教科等の学習時、特に、理科、図工、美術、技術・家庭科、体育科、保健体育科及び高

等学校の専門教育での実験、実習、実技などにおける事故は少なくない。また、総合的な学

習の時間では、校外で活動するなど不慣れな場所に出かけることも想定されるので、安全へ

の一層の配慮が必要となる。各教科等の安全管理では、学習中は当然のこと、学習前から心

身状態等の把握に努める。さらに、けがの可能性が高い児童生徒等に対しては、個別的に配

慮する。校外での活動に際しては、事前の調査等が不可欠であることはいうまでもない。      

これらの教科に共通して留意すべき事項としては、次のような点が挙げられる。 

ア 授業計画、授業内容が適切であるか。 

イ 始業前や各教科等の指導前に、児童生徒等の心身の状態の把握、服装、学習中に予想され

る危険に対する配慮がなされているか。 

ウ 施設、用具、教材・教具等が整備され、その扱い方が児童生徒等によく理解され、利用の

仕方に危険はないか。 
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エ 情緒不安傾向の児童生徒等、特に、注意を要する者に対する適切な個別的配慮がなされて

いるか。 

これらの基本的な共通点に留意して、それぞれの教科の特性、児童生徒等の実態に応じた具

体的な観点を作成して、安全管理の万全を図る必要がある。 

 
（３）クラブ活動・部活動 

クラブ活動等の活動は、児童生徒等が自主的に行う、学年や学校全体など集団で行う、校外

で行うなどの特徴を有する。 

また、これらの活動は、場所、活動状況等極めて多岐にわたる。よって、多様な状況に応じ

た安全管理が必要となる。 

ア 校内の指導組織を確立し、教職員の共通理解が図られているか。 
  イ 異なった学年の児童生徒等による共通の活動であるため、無理や危険はないか。 
  ウ 場所、時刻、時間等に無理や危険がないように活動が計画されているか。また、用具や使

用施設・設備の安全が確認されているか。          
エ 参加する児童生徒の健康状況を十分把握し、自己管理を徹底するとともに、望ましい人間

関係の育成が図られているか。 
  オ 担当教員と担任をはじめ、他の教職員や保護者との十分な連絡が保たれ、連携協力の下に

指導がなされているか。 
 
 ＜体育的活動＞ 

 体育的活動での児童生徒の事故発生率は、小学校、中学校、高等学校と年令が進むにつれて

増加する。事故原因としては、施設・設備、用具等の不備、児童生徒等の危険な行動、活動内

容が児童生徒等の実態に則さないことなどが考えられる。安全管理と安全指導の両面から次の

点に留意することが大切である。 
（ア）児童生徒等が、精神的に不安定であったり、身体的に不調であったりすれば、児童生徒

等の安全性に大きく影響する。活動前に一人一人の心身の健康状態を、観察や質問によっ

て的確に把握することが重要である。 
また、活動中も常に健康状態の把握に努め、異常に気づいたら適切な措置をする。 
さらに、見学者の扱いについてもその安全性に十分配慮する必要がある。 

（イ）児童生徒等一人一人が自分の健康管理に努めるよう指導する。 
（ウ）人と人との身体接触が多く行われる種目では、危険行為は重大な事故をまねく恐れがあ 

るため、ルールを遵守し、粗暴なプレーを絶対に行わないよう繰り返し指導する。 
（エ）個人ごとの能力の把握に努め、能力に応じた段階的指導をするとともに、補助者が必要

な場合には、正しい補助ができるよう指導する。 
（オ）施設、用具、活動場所等の安全について点検及び整備を確実に行い、取扱いや利用方法

について正しく理解させ、活動時には、自分たちで安全管理ができるようにさせる。   

(例えば、砲丸、やり、ハンマー、弓、アーチェリー等の扱い・保管は特に注意。) 
特に、ギャラリー開口部からの安全管理については、開口部をふさぐ、注意喚起の表示
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等、生徒の転落防止を徹底する。 
（カ）対外試合等に参加させる場合には、あらかじめ校長の許可を求め、保護者の承諾を得て

参加させるようにし、必要な場合はあらかじめ健康診断（感染症等も含む）を受けさせる

等、児童生徒等の健康管理に十分留意する。特に危険を伴う種目については、過去の競技

歴等も検討し、選手の選考を行う。また、競技そのものの安全管理はもちろんであるが、

会場までの行き帰りの安全にも十分留意することや事故が起こったときの対応や連絡方法

についても確認しておくことが重要である。 
 

 ＜生産的活動＞ 
（ア） 施設・設備、用具等の安全性の確認は、児童生徒等の実態に応じて、十分な指導の下、 

児童生徒等にできるものはさせてもよいが、最終的には教員の責任において行う。 
   （イ）作業に適した服装で行わせる。 
     （ウ）作業時は安全を第一とし、真剣に活動へ取り組ませる。 
     （エ）作業内容によっては、場と人数を考え、間隔を十分もたせる。 
     （オ）施設や用具の安全な使い方については、繰り返し指導し、注意を喚起する。 
     （カ）作業終了後は、使用用具の確認を行い、手入れと保管を徹底する。 
 
（４）清掃・作業 
  ア 身軽で活動しやすく、汚れを気にせず、安全に作業ができる服装で行わせる。 
  イ 用具や道具の点検、修理、補充等が正しく整備され、保管も含め、安全に利用させる。 
  ウ 清掃・作業場所やその周辺に危険がないことを確認する。 
  （ア）清掃・作業の手順を明確にする。 
  （イ）場所・人員・用具の適正配分をする。 
  （ウ）次のような場所は、指導教員の監督の下で行わせる。 
        a ２階以上の窓・ベランダ、校外 
        b ふみ台を利用して清掃する場所 
        c くわやかま等の危険な用具を利用したり、ガラス等の危険な物を処理する場合 
 
（５）学校行事 
  ア 参加者の人員は確認されているか。 
  イ 異なった学年の児童生徒等による共通の活動であるため、無理や危険はないか。 
  ウ 場所、時刻、時間等に無理や危険はないか。また、用具や使用施設・設備の安全が確認さ

れているか。 
  エ 参加する者の健康状態が十分把握され、活動状況に危険はないか。 
  オ 活動している者同士の間に危険はないか。 
  カ 不審者への対応については検討、指導されているか。 
  このような基本的な共通点を押さえながら、各活動内容に沿って、具体的な観点を設定し、児

童生徒等の自己管理と併せて、効果的な安全管理を進めていくことが必要である。 
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  なお、行事終了後、評価・反省を行い、問題点について改善策を協議する。 
  以下、ア 運動会・体育祭 イ 旅行・集団宿泊的行事 ウ 学習発表会等 エ 全校美化活動等

について留意点をあげる。 
  ア 運動会・体育祭等 
  （ア）活動前 
    ａ 種目の選定は、児童生徒のニーズや能力と発達段階に応じた適切なものとする。 
    ｂ 競技の内容・方法、きまりを十分理解させ、練習計画を立て、事前指導の徹底を図る。

当日の準備運動についても念入りに行う。 
    ｃ 競技１レースの人数を適正にする。 
    ｄ 走り方のきまりを明確にする。 
    ｅ 各競技の基本的な技能を十分習得させる。 
    ｆ 団体競技の規則は明確化する。 
    ｇ 施設、用具・器具等の安全点検をすると同時に、その準備の仕方や役割分担について、

十分に指導を行う。 
    ｈ 競技場の整備を徹底する。また、外来者に対する安全措置を講じる。 
    ｉ 天候の状況等(気温、湿度等も含めて)から実施するかどうかを適切に判断する。 
    ｊ 健康観察は、学級担任による健康観察や、特に注意を要する児童生徒等の健康診断な

ど、資料を活用して行う。特に、水泳や長距離走など、身体に大きな負担のかかる競技

会については、事前に児童生徒等各人の健康状態を十分に把握する。 
    ｋ 本部と救護の所在を明確にし、事前に学校医と連絡をとっておくなど緊急事態に対応

できる準備をしておく。特に、校外で持久走等を実施する際には、事前調査による   

コースの安全確認を十分に行い、当日の救護車の手配や、要所に応急手当のできる職員

やＡＥＤを配置しておくなど救護体制に万全を期す。 
ｌ 外来者に対する安全措置を講ずる。 

  （イ）活動中 
    ａ 危険な行動をとる者、不必要な場所に行く者がいないかを監督する。 
    ｂ 用具の取扱いは、真剣に行わせる。 
    ｃ 児童生徒等の行動範囲に不審者がいないかを巡回する。 
  （ウ）活動後 
    ａ けがや体調等の状況を把握、適切な措置をする。 
    ｂ 用具の後片付け、保管を安全に行う。 
  イ 旅行・集団宿泊的行事 
  （ア）全体計画は、安全を配慮した無理のないものを作成する。 
    ａ 日程、経路、交通機関、目的地の状況等についての安全について、実地踏査などによ

る事前調査を行い十分に検討する。 
    ｂ 万一の事故に備えて緊急時の連絡体制・医療体制の点検を行う。 
    ｃ 保護者へ丁寧な説明をし、理解を図る。 
  （イ） 活動にあたっては、特に次の点に留意して指導する。 
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    ａ 事前に参加児童生徒等の健康状態を把握し、配慮が必要な児童生徒等については適切

な対応を図る。また、旅行中の発病や事故に際しては、すみやかに医療機関その他の関

係方に連絡するなど、適切な措置をとる。 
    ｂ 人員点呼・健康観察を適切に行うとともに、集合場所、時間、合図の仕方等を指示し、

徹底する。 
    ｃ 歩行は、追随歩行にならないよう一人一人に安全を確認させる。 

特に駐車場や高速道路のパーキングエリア等での交通安全に配慮させる。 
    ｄ 乗り物利用時は、待ち方、乗降の仕方、車内態度等安全な利用についての指導を徹底

する。 
    ｅ グループ行動、自由行動の範囲を指定し、計画を立てさせ、危険箇所への立入りを禁

止する。また、単独行動をとらせない。 
    ｆ 緊急事態発生の場合の連絡方法を確認する。 
    ｇ 施設利用の安全について実地指導する。（出入口、非常口、通路、ベランダ、部屋、風

呂場）特に、万一の災害に備え、避難の方法等を周知徹底しておく。 
    ｈ 行事終了後、自宅に到着するまでの間、健康安全に配慮するように指導する。 
  ウ 学習発表会等 

（ア） 展示、発表、催し物等の内容は、健全で全教職員の共通理解が得られるものであり、事

前準備や事前審査により、危険な実験・機械操作・演技をチェックし、事前に中止や改

善の指導を行う。また、その実施は、必ず教員の指導の下で行わせる。 
（イ） 道具類及び施設・設備を安全に整備し、舞台、会場や会場周辺に危険のないようにする。 

万一の場合に備え、避難経路を確保し避難の方法を明示する等して児童生徒等、また、参

観者の安全を図る。 
（ウ） 電気・ガス・化学薬品等や工作機械類等を準備及び発表に使用する場合は、十分な安全 

上の指導と配慮を行う。 
（エ） 会場を一般公開する時には運営本部と救護本部を明示し、外来者にもその所在がわかる 

ようにしておく。また、不審者の侵入に備えて、参観者の受付や巡回等の体制を整える。 
万一の事態に備えて警察に協力を依頼しておくことも配慮されてよい。 

  （オ）その他 
    ａ 練習計画は無理のないようにする。 
    ｂ 児童生徒等の協力体制と係分担に無理のないようにする。 
    ｃ 教職員の勤務時間を超過して準備活動を許可する場合は、指導職員の有無、活動内容 

や下校時の安全を検討して延長時間を設定する。 
    ｄ 会場作成など前日の準備作業の安全について十分に掌握する。 
    ｅ 模擬店等の保健・衛生管理を十分に行う。（保健所への連絡・許可） 
    ｆ 前（後）夜祭等を実施する場合は、夜間の集団行動や下校時の安全、部外者の侵入等

の対策も検討しておく。（消防署・警察への連絡・協力依頼） 
    ｇ 後片付けの時間にゆとりのあるように終了時刻を設定する。 
    ｈ 会場撤去作業上の安全管理を十分に行う。 
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    ｉ 大量のごみや紙くず、空缶等の危険物が出るので、その処理を適切にする。 
    ｊ 事後の校舎内外の安全点検を確実に実施する。 
  エ 全校美化活動等 
  （ア）用具、道具を正しく安全に使用させる。 
    ａ 用具・道具を所持する場合、周囲の人に危険部分を向けない。 
    ｂ スコップやくわは、片手で使用しない。 
    ｃ 刃先を向かい合わせて作業しない。 
  （イ）ワックス類、スプレー類、薬剤、肥料等を安全に取り扱う。 
  （ウ）清掃・作業場所やその周辺に危険がないようにする。 
  （エ）清掃・作業時の生徒相互の間隔は適切にとる。 
  （オ）清掃・作業に適した服装にする。 
 
 （６）学校給食 
  ア 食かん等の保管、運搬に危険がないようにする。 

（ア） 調理室（配膳室）での保管中、及び運搬ルート上での異物混入がないような管理 
  （イ）当番の仕事と人数       

（ウ）調理室（配ぜん室）からの受け渡し方 
  （エ）運搬車の扱い方        

（オ）運搬車への載せ方、降ろし方 
  （カ）リフトの使い方        

（キ）廊下、階段における運び方 
  （ク）熱い物、重い物の扱い方    

（ケ）食かん等の持ち方 
  （コ）他の児童生徒等との接触 
  イ 配食に危険がないようにする。 
  （ア）配食方法の違いとその手順 
   （セルフサービス方式、テーブルサービス方式、グループ配食方式、その他） 
  （イ）通路の間隔と障害物      

（ウ）配食時の並び方と通行方法 
  （エ）盆の持ち方、運び方      

（オ）配食時の待ち方 
  ウ 食事中、後始末、その他に危険がないようにする。 
  （ア）手洗場の状況と利用の方法   

（イ）運搬車、食かん、食器等の安全確認 
  （ウ）食器類の持ち方、扱い方    

（エ）食事中のマナー、姿勢 
  （オ）机上よりの落下防止      

（カ）後始末の順序、内容 
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第３節 防犯に関する安全管理 

 
 学校において児童生徒等の生命や安全を守ることは、すべての教育活動においての基礎となり、

また、その前提となる。このため、学校においては、保護者や警察等の関係機関、地域の防犯ボラ

ンティア（スクールガード）等、関係団体等との連携を図り、児童生徒等が、危害を加えるおそれ

のある不審者等による犯罪の被害者とならないよう十分な対策を講じる必要がある。具体的には、

「千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例（千葉県教育関係職員必携）」を参照するとと

もに、学校や地域の実情等を考慮し、日常の安全確保、学校周辺や地域における不審者等の情報が

ある場合の安全確保、不審者等の侵入の防止、校内や敷地内に侵入した場合の安全確保及び緊急の

対応等について、不審者対応マニュアル等を作成するなど、多様な観点から対策を検討し、実施す

る必要がある。 
なお、防犯に関する安全点検を実施する際には、「学校等に侵入して行われる犯罪の防止に配慮し

た学校等の構造、設備及び管理に関する指針（千葉県教育関係職員必携）」を確認するとともに、こ

れまで実施している施設・設備等の定期・臨時及び日常の安全点検と改善措置と併せて実施すると、

効果的・効率的に実施できるものと考えられる。 
 

１ 日常の安全確保 

（１）教職員の共通理解と校内体制の整備 
   日ごろから、児童生徒等の安全確保に関する教職員の共通理解と意識の高揚を図り、危険等

発生時対処要領（危機管理マニュアル）の作成・改善などにより、校内体制を整備する。 
（２）来訪者の確認 
   学校への来訪者の案内・指示・誘導、敷地や校舎への入口等の管理、入口や受付の明示、来

訪者への声かけや名札等による識別などについて検討し、必要な対策を実施する。 

 
２ 学校施設面における安全確保 

  校門、囲障、外灯、校舎の窓、出入口等の破損、鍵の点検・補修、警報装置や防犯監視システ

ム、通報機器を設置している場合の作動状況の点検、警察や警備会社等との連絡、通報体制の整

備、死角の原因となる立木等の障害物の有無、駐車場や隣接建物等からの侵入の可能性などにつ

いて検討し、必要な対策を実施する。 

 
３ 不審者情報に係る関係機関との連携 

  日ごろから、学校周辺や地域の不審者情報に係る関係機関等との連携を図るとともに、近接す

る学校等間の情報提供体制を整備する。 
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４ 始業前や放課後、授業中や昼休み等における安全確保の体制整備 

始業前や放課後、授業中や昼休み等における教職員やボランティア（スクールガード等）等に

よる校舎内外の巡回などについて検討し、必要な対策を実施する。 

 
５ 安全に配慮した学校施設の開放 

  開放部分と非開放部分とを明確に分けることと不審者等の侵入防止策（施錠等）の実施、保護

者やＰＴＡ等による学校支援のボランティア活動への積極的な協力の要請など、必要な対策を実

施する。 

 
６ 「地域に開かれた学校づくり」と安全確保の両立 

  「地域に開かれた学校づくり」については、家庭や地域社会とともに児童生徒等を育てていく

観点に立って、学校施設の開放、教育機能の開放、学校情報の公開、教育活動や学校運営の開放

などを行っているものであり、今後もその重要性は変わらない。 
  したがって、「地域に開かれた学校づくり」を推進するためには、その前提として、学校の教職

員や地域住民の学校の安全管理に関する意識を高め、学校や地域の状況に応じた外部からの不審

者等の侵入防止の対策を継続的に実施し、児童生徒等の安全確保を図ることが絶対の条件である。

その際、学校評議会等の活動と連動させたり、ＰＴＡ、地域住民、スクールガード・リーダー、

学校安全ボランティア（スクールガード）等との緊密な連携を図ったりする等、学校の安全確保

が重要である。 

 
第４節 通学の安全管理 

 

 通学の安全管理は、児童生徒等の通学時における安全の確保を目的とするもので、通学路の設定

とその安全確保及び通学の手段に対応した安全管理が主な対象となる。特に、中学校や高等学校に

おける生徒の通学手段は、徒歩に加えて、自転車やバス、電車、場合によっては二輪車や自動車な

ど多岐にわたることから、それぞれの交通手段の特性を考慮した安全管理が求められる。また、通

学の安全管理については、交通安全だけでなく、誘拐や傷害などの犯罪被害防止や防災の観点から

も対策が必要である。 

なお、通学の安全確保には児童生徒等の行動が大きくかかわるので、児童生徒等の行動の自己管

理が極めて重要となる。したがって、安全管理だけでなく計画的な安全指導が不可欠であり、両者

を特に密接に関連付けるべきである。さらに学校、家庭、地域社会がそれぞれの役割を果たし責任

を持って児童生徒等の指導に当たることが重要である。 
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１ 通学路の設定 

  各学校の通学路の設定とその安全確保に当たっては、交通事情等を考慮するとともに、誘拐や

傷害などの犯罪被害防止や防災の観点も考慮し、教育委員会をはじめ関係機関と協議し、可能な

限り安全な通学路を設定する。通学路の条件としては、具体的に次のような事項が挙げられる｡ 

（１）できるだけ、歩車道の区別のある道路であり、また、区別がない場合には、次の点に留意す

る。 

  ア 自動車の交通量が比較的少ない。 

  イ 道路幅が児童生徒等の安全な通行を確保できる状況にある。 

（２）遮断機のない無人踏切や見通しの悪い危険箇所がない。 

（３）横断箇所に横断歩道、信号機などが設置されているか、もしくは警察官等による誘導が行わ

れている。 

（４）人通りが比較的多く、地域の人の注意が向きやすい。 

（５）街灯が設置されている。 

（６）地震による落石や地すべりが起こりやすい箇所や川、池、沼、提防等に沿った道路は、児童

生徒等の実態に応じて避ける。 

（７）工事中の道路や高圧線の下や、破損している橋のある道路は避ける。 

  

２ 通学路の点検 

  指定された通学路については、変更が生じた場合、通学路図を作成し、関係機関（教育委員会

等）に提出するとともに、交通量の変化、道路工事の場所や時間、危険箇所の状況、児童生徒等

が立ち寄る場所などについて絶えず点検を行い、道路事情の変化に適切に対処する。 

 

３ 通学路の安全確保 

（１）通学路を表示する標識については、道路管理者、公安委員会等と十分協議し、適切な箇所に

設置する。 

（２）歩車道の区別のない道路については、状況によって、通学時間帯における車両の通行禁止等

の交通規制が措置されるよう関係機関に要請にする。 

（３）無人踏切、信号機のない横断歩道等で特に危険と思われる場所については、適切な改善を関

係機関に要請する。また、防犯上危険な箇所についても点検し、こども１１０番の家等、緊急

避難場所について把握する。 

（４）保護者に対し、児童生徒等が犯罪や事故の被害から自分の身を守るために注意すべき事項に

ついて、日頃から家庭内で話し合いを持つよう要請する。 

（５）保護者や地域の警察、自治会、防犯協会、青少年教育団体等と協力して、危険箇所の点検や

不審者等の情報伝達、巡回パトロール等を組織的に実施する。 
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４ 安全な通学方法 

  通学の安全を確保するためには、通学路の設定等のほかに、地域の道路や交通事情に即した通

学手段を選ぶとともに誘拐や傷害などの犯罪被害防止の視点で、適切な安全管理の下に通学する

ようにする。 

（１）徒歩、バス及び電車等交通機関利用による通学の安全確保 

   ア 一人一人の通学方法を把握し、地域の道路環境、交通量等を具体的に検討したうえで、個々

の通学路ごとに集団登下校を実施するかを決定する｡集団登下校の実施にあたっては、教育委

員会、警察署、保護者、その他の関係機関と密接に連携し、登下校時の交通規制、保護、誘

導等に万全を期す。特に、集合場所の選定や集団の人数に留意し、児童生徒等に対しては、

集団として規律ある行動がとれるよう指導の徹底を図る。 

   イ 部活動等で下校時刻が遅くなる場合について、交通事情の変化や防犯等を配慮し、安全に

下校できるよう具体的に指導する｡ 

   ウ バス、電車等の利用者に対し、乗降時や乗車中の行動、降車後の横断等における安全確保

について周知する。 

   エ 悪天候や自然災害発生時に備えて、情報の入手方法を確認し、状況に応じて登下校時刻や

通学順路の変更、保護者や教職員の引率による下校等の対処をする｡  

（２）自転車通学の安全確保 

   平成２９年４月１日施行の「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づ

き、学校や家庭における交通安全教育の充実に努めるとともに、自転車乗車用ヘルメットの着

用等及び自転車損害賠償保険等の加入促進を図る。 

  ア 自転車通学については、児童生徒等の通学距離、地域の交通事情等を考慮し、自転車通学

に関するきまり等を設け、通学の安全が保たれるようにする｡ 

  イ 登下校時の歩行者と自転者等の混雑や交錯を配慮し、駐輪場や経路等の調整を行う｡ 

  ウ 定期的に自転車を点検させ、その結果を記録させるとともに不良箇所を修理するよう指導

する｡また、駐輪場の使用について、使用場所や禁止場所の遵守及び整理整頓などの習慣を身

に付けさせる｡ 

  エ 自転車通学の児童生徒等に対しては、運転にふさわしい服装、ヘルメットや雨具の着用、

防犯登録、保険への加入などの指導とともに、悪天候、濃霧、薄暮等の自然環境の変化に対

処した自転車の安全な走行について計画的な指導を実施する｡ 

  オ 道路交通法等の交通関係法規を守り、安全な走行、スピードの抑制、無灯火や二人乗りの

禁止等の指導及び歩行者、特に、高齢者、幼児、障害のある人たちへの配慮など、自己管理

能力を高めていくような指導の徹底を図る｡ 
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【自転車の点検】 

点検箇所 点検のポイントと整備の仕方 

サドル  またがった時に､両足のつま先が地面に軽く着く程度に固定されているか。 

ハンドル  高さは適正か。ハンドルの角度が、前輪と直角に固定されているか。 

警音器(ﾌﾞｻﾞｰ)  よく鳴るか｡ 

ブレーキ 

 

 前後ともブレーキが効くか｡（時速１０kmで走行中、ブレーキをかけてから

３ｍ以内で止まれるものでなければならない｡） 

前照灯  ライトが明るく点灯するか。（１０ｍ前方がよく見えるか。） 

反射器材 

 

 反射器材は、夜間１００ｍの後方から自動車のライトで照らされた場合、 

よく見えなければならない｡また、側方からもよく見えるか｡ 

タイヤ  タイヤには十分空気が入っているか｡溝がすり減っていないか。 

ペダル  曲がっているなどのために、足がすべる恐れはないか｡ 

チェーン  ゆるみすぎてはいないか。 

変速機等  正しく作動するか｡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  整備が不十分な箇所がある場合には、速やかに自転車安全整備店で修理させる。 

  なお、自転車安全整備店の表示がある店で点検整備をすれば、「ＴＳマーク」を貼付されるが、

これには傷害保険と賠償責任保険が附帯されている｡ 

 

 

第５節 事件・事故災害発生時の危機管理 
 
 学校においては、学校保健安全法第２９条で規定されている危険等発生時対処要領（危機管理マ

ニュアル）を作成するものとされている。生命や心身等に危害をもたらす様々な危険から児童生徒

等を守るためには、学校や地域社会の実情等に応じた実効性のある対策を講じなければならない。 

その中心となるのは学校が行う危機管理であり、事前に、学校は適切かつ確実な危機管理体制を

確立し、危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の周知、訓練の実施など、教職員が様々な
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危機に適切に対処できるようにする必要がある。とりわけ、エピペン®やＡＥＤの使用など、児童  

生徒の生命にかかわる初期対応については、全ての教職員が迅速かつ適切に対処できることが必要

であり、学校安全計画に教職員の危機管理研修として位置付け、実践的な研修を継続して実施する

ことが重要である。 

 学校の危機管理では体制づくりが重要であり、校長が責任者となり、校務分掌により安全を担当

する教職員が中心となって活動できる体制を作り、教職員はそれぞれの状況に応じて平常時から役

割を分担し、連携をとりながら活動を進めていく必要がある。 

 学校は事件・事故災害発生時には迅速かつ適切に対応することが求められる。危険等発生時対処

要領（危機管理マニュアル）に沿って、危機管理責任者である校長を中心に遺漏なく対応し、児童

生徒等の安全を確実に確保し、速やかな状況把握、応急手当、被害の拡大の防止・軽減等を実施す

る。 

事態が収拾した直後から、保護者及び関係者への連絡・説明を速やかに行い、教育再開の準備や

事件・事故災害の再発防止対策を実施する。また、心のケアなど、必要な対策を講じることが必要

である。 
 

１ 学校における事故防止に向けた対策例 

＜引用資料＞ 

 「学校事故の法的責任と対策～適切な法律知識を知り、リスク管理を行うために～【各論】」 

弁護士 大井倫太郎 著 

   【一般社団法人 日本経営協会 主催 ＮＯＭＡ行政管理講座「学校事故の法的責任と対策」 

    （平成２９年７月３１日、８月１日）資料】 

   

（１）登下校中の事故対策（引用資料ｐ８７） 
１ 自然災害対策 

暴風雨時の土砂崩れ、側溝の増水や大地震後の海岸付近、０メートル地帯での津波被

害等、自然災害時の通学路の危険個所を調査したハザードマップの作成と情報共有、暴

風雨警報、落雷注意報、津波警報等の情報共有と対策マニュアルの策定（実踏調査、登

下校時間の変更、通学順路の変更、保護者への連絡方法、引き取り方法等のルール）と

情報共有、防災訓練の実施と子ども・保護者への安全教育の実施等が対策として重要。 

２ 防犯対策 
   平成２６年７月１４日には岡山県倉敷市で、小学５年生の女児が下校途中に４９歳の

男に車で連れ去られ、５日後に保護される事件が発生する等登下校中に子どもたちが犯

罪に巻き込まれる事件が発生している。 

集団下校、ＰＴＡや町内会、マンション自治会等地域と連携し、スクールガード・リ

ーダー等による見守り・巡回の実施、学校行事を通じた近隣住民との交流・日頃の関係醸
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成等により、地域社会の見守る目を養っていくことが重要である。また、通学路において

犯罪に巻き込まれやすい死角がないか、過去の連れ去り事件等、各自治体や警察機関とも

連携し、不審者情報やハザードマップの作成とウェブやメール等によるタイムリーな情報

共有、防犯劇やロールプレイなどを通じて、不審者に襲われた際に、大声を出して逃げる

練習を行うことや、万が一不審者に襲われた際に、逃げ込むことができる１１０番の子ど

もの家の増設と駆け込む練習の実施など子どもたちの危機回避能力を高める防犯教育の実

施も効果的である。 
（警視庁の標語）『いかのおすし』 

（行かない、乗らない、大きな声で叫ぶ、すぐ逃げる、知らせる） 
３ 交通安全対策 

また、平成２４年４月の京都府亀岡市内で通学途中の児童・引率保護者らに無免許の

１８歳少年が運転する軽自動車が突っ込み、３人が死亡、７人が重軽傷を負った事件を

受け、文部科学省は、各都道府県教育委員会宛に『通学路の交通安全の確保の徹底につ

いて（依頼）』を発令し、あらためて通学路における危険地域の把握と安全対策の実施を

指示している。国土交通省、各地方自治体や警察等関係諸機関と連携し、各地域のＰＴ

Ａや保護者らによるハザードマップに基づき、事故多発箇所等について、ガードレール

等防護策の設置、路側帯設置、歩道等の整備など具体的なインフラ整備につなげていく

ことが重要である。 
 県内においても、平成２９年３月に登校途中の小学 3 年生の女児が行方不明になり、遺体で発

見されるという大変痛ましい事件が発生している。「通学路の安全確保対策」について、下記の内

容を踏まえた不断の取組が重要である。（参考：平成 29 年 3 月 27 日発 教安第 1165 号「学校等

における幼児児童生徒の安全確保対策の強化について」） 

１ 学校・地域の実状や発達段階に応じた防犯教育の徹底 
 ○休業中における家庭での児童・生徒の外出時の注意喚起 
 ○複数による登下校、できるだけ一人にならない登下校の指導 
 ○「いかのおすし」等、緊急時の対処法の指導  
○「こども１１０番」等や防犯ブザーの活用の指導 

 ○地域安全マップの作成・活用や、防犯教室の実施による危険予測能力・危険回避能力の育成 
２ 関係機関と連携した見守り活動等の徹底 
 ○通学路の防犯上の要注意箇所の把握及び周知のため、教職員や保護者等による通学路の安全 

点検の実施 
 ○保護者や地域住民、スクールサポーター、スクールガード等と連携した見守り体制の強化 
 ○不審者の出没情報等について、情報を迅速かつ確実に共有する体制の再確認 
 ○以上の点を踏まえた、警察との連携強化 
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（２）理科実験中の事故対策（引用資料ｐ３） 
アルコールランプの引火、エタノールによる燃焼実験中の引火、水素発生実験中のフラ

スコ爆発、酸素発生実験中のガラス容器爆発、塩素吸引等、実験器具や薬品の使用方法の

取り扱いミス、児童生徒の悪ふざけによる事故が発生している。 

 理科学習等においては、その用法等を誤れば児童生徒らの生命身体に危害を及ぼし得る

危険性のある薬品や器具等を用いることから、児童生徒らの学齢や危険回避能力等に応じ

て、 

①薬品、器具等の保管、メンテナンス、定期点検等の実施 

②教師のみによる事前の予備実験の実施確認 

③教科書、指導書、監督官庁からの通達・通知等に定められた実験の用法、容量、手順等

を遵守する（指導計画、週案策定等） 

④児童生徒らに対する薬品、器具の危険性に関する指導と安全教育の実施 

⑤実験環境の整理整頓 

⑥実験中の児童生徒の動静把握と安全指導 

 特に悪ふざけによる事故の割合が比較的高いことから、薬品、器具類の取り扱い時の逸

脱行動等がないように指導注意 

⑦事故時の応急処置に必要な物品（救急箱、消火器、水入りバケツ、雑巾等）の常備、養

護教諭、１１９番、医療機関等との平時からの連携体制の構築と適切な応急処置、専門

医療機関への搬送、やけどの程度や薬品等によって応急処置が異なるため、あらかじめ

事故後の応急処置マニュアルを策定、教職員、養護教諭等で情報共有をしておく必要が

ある。等、具体的な安全対策を講じていくことが肝要である。 
 
（３）体育授業中の事故対策（引用資料ｐ１３） 

 体育活動中の事故としては、突然死、頭部外傷、脊髄損傷、溺水、熱中症の事故が多い。

突然死では陸上競技、バスケ、サッカー、頭部外傷では柔道、脊髄損傷ではラグビー、水

泳、体操などが多い。 

 突然死対策（死亡事案の約５６％）としては、心臓検診を含む定期健康診断の実施（既

往症の把握、共有）、学校生活管理指導表に基づく管理区分に従った運動種目、内容、強度

の選定、日常的な健康状態の把握、緊急時対応を含めた担任教諭、養護教諭、学校医、家

庭、主治医、医療機関等との情報共有と連携、進学時・転校時の引継等が重要。 

①生徒の健康状態・疲労度の把握と家庭との情報連携 
②生徒の能力、過去の実績や種目の危険性に応じた難易度の取捨選択 
③入念な準備運動（ストレッチ）の実施・励行 
④生徒の能力に応じた個別的・段階的指導、補助者の配置等 
⑤生徒に対する安全指導・注意（受け身の習得、頸部筋トレ等、種目等に応じたケガの防

止法、危険な技掛け、危険部位へのブロック・タックルの禁止、既往症や怪我、健康状
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態の自主申告の重要性等） 
⑥ヘルメット、ヘッドギア、マウスガード、防具等の点検・装着 
⑦生徒の技能差・体力差に配慮した練習・対戦相手の選定 
⑧脳震盪、熱中症等各症状や対処法に関する知識習得と情報共有 
⑨救助法（救急連絡→ＣＰＲ（胸骨圧迫３０回+人工呼吸２回）反覆→ＡＥＤ）、人工呼吸

法、ＡＥＤの研修受講、その他救命具の装備、携行 
⑩事故時の養護教諭、１１９番や医療機関への連絡体制の整備 
⑪保護者への事後報告と経過観察等の万全な安全対策が求められる。 

 
（４）水泳の事故対策（引用資料ｐ１９） 

「ノーパニック症候群」（パニック症状を示すことなく、一時的な平衡機能の失調や瞬間

的な呼吸停止、意識喪失等を発症すること）等、各種目の特有の症状等に関する知見を日

頃から深めるとともに、日々の児童生徒らに対する安全教育においても情報共有していく

べきである。 
 文科省『水泳指導の手引き』等は教師の注意義務の水準を定める目安となるため、指導

書や手引き、監督署官庁からの通達通知等は学校全体で周知徹底しなければならない。 
 バディーシステム（泳者を２人ずつの組に編成させ、相互に互いの安全を確認しあいな

がら協力して練習を行う方法）は、水泳指導時の児童生徒の安全確保、監視体制の実践例

として極めて効果的な手法である。 

 

①定期健康診断による心臓病、呼吸器系疾患、皮膚病その他感染症等の把握 
②水泳カード等による児童生徒の当日の健康状態の把握 
③生徒の実態や指導の狙いに合わせた目的別・能力別のグループ編成 
④入念な準備運動の実施 
⑤気温（水温）、生徒の体調、疲労度等に応じた指導 
⑥飛び込み、潜水等に関わる安全教育・指導（無理な潜水時のノーパニック症候群、助走

逆飛び込み等危険行為の禁止）と能力に応じた段階的・個別的指導 
⑦バディーシステム、複数の監視員配置等の効果的実践的監視体制整備 
⑧溺水症状（酸素欠乏、低体温、徐脈）の理解と対処法の知識習得 
⑨救助法（救急連絡→人工呼吸２回／溺水救助時は５回→ＣＰＲ（胸骨圧迫３０回+人工呼

吸２回）反覆→ＡＥＤ）の習得研修、活用と救命具（リングブイ、レスキューチューブ

等）の装備 
⑩事故時の養護教諭、１１９番通報や医療機関への連絡搬送体制の整備 
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⑪保護者への引継と経過観察 
⑫スタート台、排水口、浄化消毒装置の安全確認、シャワー室・更衣室、洗眼器、水質の

衛生管理、その他設備の定期点検、修理 
 
（５）教室内での突発事故対策（引用資料ｐ２５） 

①のこぎり、針、ハサミ、コンパス、彫刻刀等使用工具の危険性に応じた児童生徒への安

全指導（使用方法、管理方法等） 
②児童生徒の年齢（危険回避能力）に応じた立ち会い・動静監視 

③問題行動等を起こす危険のある児童生徒の動静注視と指導 
④ＴＴの活用等による教室内の見守り体制の充実 
⑤悪ふざけ等による事故被害の危険性や教室内における禁止行為、人権教育、安全指導の

徹底 

 
（６）始業前・休憩時間・放課後の事故対策（引用資料ｐ７３） 

学校生活の中で一定の危険に曝される中で、子どもたちは危険回避能力を身につけてい

くとういう教育的意義は重要であり、始業前、休憩時間、放課後にも常時教職員の監視体

制が必要不可欠とまで解すべきではないが、一定のリスクを惹起する要因としてのハザー

ドについては、日頃から検証分析し、教職員間での情報共有、児童生徒への安全指導や学

校施設管理等に活用反映しておく必要がある。 
①体育館、遊具等の使用日時、使用可能な遊具の種類・数量の限定、使用する児童・生徒

を低学年と高学年とで区別する等のルール作りと児童生徒への周知 
②遊具等の安全な使用方法に関する児童生徒への安全教育 
③ヒヤリ・ハット情報の収集と校内施設・設備・遊具保管状況等の安全点検の実施 
④問題行動が予想される児童・生徒に対する動静観察、教職員間の情報共有 
⑤登下校、休憩時間の見回り、見守り体制の整備 

 
（７）校外学校行事中の事故対策（引用資料ｐ３７） 

①事前の実踏調査、現地自治体、山岳隊、インストラクターや指導員等、専門家からの情

報収集、ヒアリング、指導等により危険な場所等を把握しておく。 

②天候や潮の流れ、河川の水位等直前直後の気象情報（警報、注意報等）や自然状況に関

する情報を共有し、刻々と変化する自然状況を逐一把握し、教職員間で正しい情報をタ

イムリーに集約・共有・引き継ぎする。 

③定期健康診断による心臓病、呼吸器系疾患、皮膚病その他感染症等の把握 

④生徒の当日の健康状態の把握 

⑤生徒の年齢、能力、過去の実績や種目の危険性の程度に応じた難易度、コース等の取捨

選択 
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⑥入念な準備運動の実施 

⑦遵守事項（集合時間、点呼、連絡体制等）や注意事項（危険区域への立ち入り禁止等）

と危険回避措置（遭難、転覆時対処法、救助要請の方法等）の安全指導 

⑧十分な監視体制の整備 

⑨救助法、人工呼吸法、ＡＥＤの研修、活用と救命具、救護船の用意 

⑩事故時の養護教諭、１１９番や医療機関、保護者への連絡体制の整備 
 
（８）落雷の事故対策（引用資料ｐ５５） 

①屋外競技の引率教諭、部活動顧問、審判その他運営者（放送局、スポンサー等を含む）

間であらかじめ試合・活動中止決定権者を定め、選手らの生命・身体の安全を最優先に

科学的知見に基づいた中止決定フロー、避難場所への誘導等につき規則、マニュアル等

を定め、周知徹底する。 
②雷警報、注意報等気象情報（雷ナウキャスト：雷の激しさや雷の可能性を１㎞格子単位

で解析し、その１時間後（10 分～60 分先）までの予測を行うもので、10 分毎に更新し

て提供）をタイムリーに引率教諭、部活動顧問、審判その他運営関係者（放送局、スポ

ンサー等を含む）間で情報共有する。 
③児童生徒の生命身体の安全確保を優先し、雷警報、注意報等の気象情報及び周辺の天候

状況等に応じ、①で決定したマニュアルに基づいて、果断に躊躇なく試合中止決定及び

避難誘導等を行う。 
④避雷針の設置された安全な会場選定、安全な避難場所の確保及び教職員や選手らへの雷

事故の科学的知見に基づいた安全研修・教育の実施 

 
（９）部活動中の事故対策（引用資料ｐ４９） 

部活動中の事故としては、柔道、野球、バスケ、ラグビーにおける頭部外傷、突然死等

の事故が多い。 

 脳震盪とは、頭部打撲直後から出現する神経機能障害であり、かつ、一過性で完全に受

傷前の状態に回復するものをいう。健忘、興奮、意識喪失、頭痛、めまい、吐き気、ふら

つき、多弁、集中力の低下等症状は多種多様であるため、国際ラグビー協会の規定ＳＣＡ

Ｔ２ポケット版を参考に、練習を中止させ、寝かせた状態で記憶力テスト等による意識障

害の有無や頭痛、吐き気、気分不良の有無を確認する。 

 １度目の頭部外傷では軽微な脳震盪でも、２度目に頭部が激しく揺さぶられたり、頭部・

顔面打撲等による衝撃が加わることにより、頭蓋骨と脳を結ぶ架橋静脈が伸展破断し、急

性硬膜下血腫が生じるおそれがある（セカンドインパクトシンドローム）。 

 １度目の頭部外傷後全く正常な状態であっても６時間くらいは急変の可能性もあるた

め、保護者に連絡引継を行い、１日～数日は練習を休止して安静にし、経過観察する必要

がある。 

 脳震盪の症状が見られすぐ回復した場合でも、速やかに脳神経外科医を受診させる。脳

震盪の症状に改善が見られない場合には、すぐに救急搬送を行う。 
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 脳震盪の診断がされた場合には、２日～４週間練習を休止し、脳神経外科医の許可がな

ければ、練習を再開してはならない。 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部活動中の事故には、頭部の打撲のみならず眼や歯牙等といった顔部のけがも多く発生してお

り、痛みなどの自覚症状がなくても重症化する場合もあるので、早期に医療機関で受診させるな

ど慎重な対応が求められる。 
また、児童生徒のけが等の事故への対応については、以下の点についても留意し、土日休日等

も含め、受診できる医療機関のリストや校内緊急連絡体制を整えておくことが重要である。  

（参考：平成 24 年 10 月 3 日発教安第 631 号「学校における児童生徒のけが等の事故への対応に

ついて」） 
○初期対応 
（１）事故の状況を正確に把握し、迅速かつ適切な救急・救命措置（ＡＥＤの使用）を行い、児童

生徒の生命の安全を最優先する。 
（２）職員の付き添いによる医療機関への搬送（救急車の手配）、保護者への連絡、関係機関への連

絡、詳細な記録等を迅速に行える校内体制を整え、組織で対応する。 

≪参考 ポケット ＳＣＡＴ２≫ 

 以下の症状（頭痛など）や全身的な徴候（歩行の不安定性など）、脳機能の障害（混乱など）、

異常行動のどれか一つでもあるときには、脳震盪を疑うべきである。 

 １ 症状 

以下の徴候や症状のうち、どれかが見られるときには、脳震盪の疑いがある。 

□意識消失   □痙攣発作、ひきつけがある   □健忘症   □頭痛 

□頭部圧迫感   □頚部痛   □吐き気やおう吐   □めまい 

□ものが霞んで見える   □バランスが悪い   □光に過敏   □音に過敏 

□すばやく動けない感じ   □霧の中にいる感じ   □“気分が良くない” 

□集中力がない   □思い出せない   □疲れている、活力がない 

□混乱している   □眠くなりやすい   □いつもより感情的   □悲しい 

□怒りやすい   □神経質、不安感がある 

 ２ 記憶力 

  全ての質問に正しく答えられなければ、脳震盪の疑いがある。 

   ・“ここはどこ（の競技場）ですか”   ・“今は前半・後半どちらですか” 

   ・“最後に得点したのは誰ですか”    ・“最後の対戦相手は” 

   ・“最後の試合は勝ちましたか” 

３ バランステスト【直列立ち】 

“非利き足を後ろにし、そのつま先と反対側の足の踵を接して一直線上に並べて立ってく

ださい。体重を両足に均等にかけるようにしてください。手を腰から離さず、目を閉じた

ままで２０秒間、安定性を維持するようにしてください。あなたがその姿勢から動いた数

を数えます。もしその位置から、よろめいて動いてしまったら、目を開けて初めの位置に

戻ってバランスを取り続けてください。あなたが位置につき、目を閉じたら開始します。” 

※２０秒間選手を観察します。もし５回以上エラー（手が腰から離れる、目を開ける、

つま先と踵が離れる、歩く、よろめく、転ぶ、５秒間以上開始の位置から離れたままにな

る、など）があったら、脳震盪の症状かもしれません。 

 

脳震盪が疑われる選手は、直ちに競技を中断させ、急いで医学的評価を受けさせるべきで

あり、一人きりにしたり、自動車の運転をさせたりすべきではない。 

-32-



                                                

○保護者対応 
（１）保護者には、事故の原因、事故発生時の状況、発生後の措置等を丁寧に説明するとともに、

誠意を持って対応する。 
（２）児童生徒の帰宅後の容体についても、学校が保護者に確認する。 
○救急体制の整備 
（１）学校における事故等発生時の対応について、保護者にも事前に説明しておく。 
（２）管理職や養護教諭が不在時の救急体制を整備しておく。 

  
（１０）熱中症による事故対策（引用資料ｐ４３） 

【熱中症の症状】 

（ア）熱失神 

皮膚血管の拡張による循環不全で、脈が速くて弱く、呼吸回数の増加、顔面そう

白、血圧低下、一過性の意識喪失がおこる。 

（イ）熱疲労 

脱水や塩分の不足による症状で、脱力感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き気などが

みられる。 

（ウ）熱けいれん 

大量に汗をかき、水だけを補給して、血液の塩分濃度が低下した時に、足、腕、

腹部の筋肉に痛みやけいれんがおこる。 

（エ）熱射病 

体温の上昇のため、中枢機能に異常をきたした状態で、意識障害（うわごとや、

呼んでも答えないなど）がおこり死亡率が高い。 

【重症度】 

 熱中症の症状も多様であり、症状が重くなり、対応が遅れると死に至る危険がある。 

  Ⅰ度（軽症）＝めまい、失神、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗 

  Ⅱ度（重症）＝頭痛、気分の不快、吐き気・嘔吐、倦怠感・虚脱感 

  Ⅲ度（重症）＝意識障害、けいれん、手足の運動障害、高体温 

【予防のための運動指針】 

①ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）３１度以上の場合には、原則として運動は中止する。 

②ＷＢＧＴ２８度以上の場合には、熱中症の危険が高いので激しい運動や持久走など熱

負荷の大きい運動は避け、運動する場合には積極的に休息をとり水分補給を行う（厳

重警戒）。 

③ＷＢＧＴ２５度以では、熱中症の危険が増すので、積極的に休息をとり、適宜水分、

塩分を補給する。激しい運動では３０分おきくらいに休息をとる（警戒）。 

④ＷＢＧＴ２１度以上では、熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の

兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する（注意）。 
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【熱中症対策】 

 ①熱中症の発生には気温、湿度、風速、輻射熱（直射日光など）が関係しており、同じ

気温でも湿度が高いと危険性が高くなるため、環境条件や体力、体格等に応じた運動、

休息、水分補給の計画が必要であること 

 ②発汗によって失われた水分を補わないと脱水になり、体温調節能力や運動能力が低下

するため、こまめに水分を補給する必要があり、その場合、０．２パーセント程度の

食塩水が適当であること 

 ③体調が悪い時には体温調節能力も低下し、熱中症につながるため、疲労、発熱、かぜ、

下痢などの時に無理に運動をしないようにすること 

 ④熱中症に対する救急処置として、熱失神や熱疲労の場合には、涼しい場所に運び、衣

服をゆるめて頭を低くして寝かせ、水分を補給すれば通常は回復するが、吐き気やお

う吐などで水分補給ができない場合には病院に運び、点滴を受ける必要があること 

 ⑤熱けいれんの場合には、生理食塩水（０．９パーセント）を補給する 

 ⑥熱射病の場合には、死の危険のある緊急事態であるため、体を冷やしながら集中治療

のできる病院へ一刻も早く運ぶ必要があること 

⑦熱中症の症状や対策に関する教員、生徒、保護者への安全指導、啓蒙 

 ⑧部活動や試合中の water break の実施、水分・塩分補給用品や氷水、エアコン、扇風

機、テント、グリーンカーテン等の整備活用等 

 ⑨養護教諭、救急車、医療機関との連携、保護者への報告・引継等 
 
（１１）学校施設・設備による事故対策（引用資料ｐ１４７） 

①教室の窓に手摺り設置、バルコニー・庇・屋上等への立ち入り禁止・施錠・防護フェン

スの設置、天窓防護策・防護ネットの設置等、学校設備の危険箇所に応じた具体的な安

全対策の実施と安全点検 
②学校施設・設備の修繕必要箇所の把握と修繕計画と実施 
③遊具、器具、薬品等の使用方法に関する児童生徒への安全教育・事故回避措置の指導等 
④安全ガラス、格子等の防護策の設置 
⑤２階以上の窓の開口幅の制限 
⑥床のバリアフリー、階段縁の滑り止め・色分け、廊下曲がり角のミラー設置 
⑦階段吹き抜け部分の格子設置 
⑧内壁角、突起部位への緩衝材設置 
⑨プールの水深確保、排水口固定措置と定期点検 
⑩ランドセル、縄跳び等を使用したままの雲梯遊び等、遊具の危険な使用方法に関する禁

止指導等の徹底 
⑪サッカーゴール、バスケットゴール等の固定確認、点検 
⑫体育館、遊具等の使用日時、使用可能な遊具の種類・数量の限定、使用する児童・生徒

を低学年と高学年とで区別する等のルール作りと児童生徒への周知 
⑬ヒヤリ・ハット情報の収集と校内事故事例の集積と安全対策 

-34-



                                                

（１２）体罰の事故対策（引用資料ｐ９７） 
①部活動やスポーツの目的・意義・価値の再確認 
   勝つことや成績が目的ではなく、自主性、協調性、責任感、連帯感、達成感、フェ

アプレーの精神等を学び、克己心を養い、主体的かつ実践的な思考力・判断力の育成

等、豊かな人間性の育成が目的であることの再確認 
②オリンピック協会、各種競技団体の最新の科学的知見に基づいた、生徒の年齢、健康状

態、心身の発達状況、技能の習熟度、気象条件等に配慮した合理的かつ適切な指導方法

の採用 
③体罰を容認しない学校風土の醸成 
   体罰、暴力、いじめ、しごき等が子どもの肉体・精神、人格を著しく傷つける許さ

れない犯罪行為であることの周知徹底、教職員への倫理研修、児童・生徒への人権教

育 
④顧問教諭を含む学校組織全体での計画的安全指導計画の策定と実施 
⑤許される有形力の行使（技術習得練習、正当防衛、緊急避難等）と許されない有形力の

行使（殴る、蹴る、威圧・威嚇的言動、セクハラ発言、人格非難等）の区別に関する知

識習得、定期研修の実施 
⑥教職員の不満、不安、ストレス、怒り等の感情コントロール（アンガ―コントロール）

へのサポート・対人コミュニケ―ショーン能力の向上に向けた研修（ロールプレイ等）

体制の整備実施 
⑦児童生徒の問題行動別対処方法に関するケース研究、教職員間の情報共有、適切な「懲

戒権行使」の徹底（退学、停学、訓告、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、

清掃、学校登板の割当て、文書指導など） 
⑧外部指導者やＰＴＡ等による部活動参観、練習見学会等の実施 
⑨匿名アンケートによる情報収集、スクールカウンセラー等を活用した相談窓口、ホット

ラインの設置 
⑩不登校、服装の乱れ、成績低下等被害児童生徒の問題行動のサインを見逃さない 
⑪事後の被害児童に対するケア、加害教職員に対する事実確認、教育委員会、保護者、警

察機関等への連絡事情説明、謝罪、マスコミ対策、適切な懲戒処分断行等 

 
（１３）セクハラの事故対策（引用資料ｐ１１２） 

①男女共同参画社会実現のため、男女の相互理解を深め、互いの人格を尊重し合う学校風

土の醸成 
②子どもの個人の尊厳、自己決定権、人格の尊重という教育の究極目的を再確認し、セク

ハラが、子どもの肉体・精神、人格を著しく傷つける許されない犯罪行為であることの

周知徹底、教職員への倫理研修、児童・生徒への人権教育。教師対生徒の関係における

信頼感・親近感と愛情・恋愛感情とを区別する、取り違えない教職員としての使命感・

規範意識の醸成（「軽いスキンシップ」「冗談」「信頼関係」が正当化理由になり得ないこ

と） 
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③指導等は公開の場で複数の教職員の目が行き届いた場で行い、部室、教官室等で教職員

と児童生徒が密室で２人きりの状態で指導等を行わない。行う場合は管理職への声掛け、

使用簿記入を義務付ける。 
④教職員の自宅を含む学校外における指導の禁止 
⑤保健体育、部活動等における女性教職員を入れたＴＴの活用 
⑥許されない性的言動の具体例等に関する知識習得、定期研修の実施 
⑦外部指導者やＰＴＡ等による部活動参観、練習見学会等の実施 
⑧匿名アンケートによる情報収集、スクールカウンセラー等を活用した相談窓口、ホット

ラインの設置 
⑨不登校、服装の乱れ、成績低下等被害児童生徒の問題行動のサインを見逃さない 
⑩事後の被害児童に対するケア、加害教職員に対する事実確認、教育委員会、保護者、警

察、機関等への連絡事情説明、謝罪、マスコミ対策、適切な懲戒処分の断行等 

 
（１４）いじめの事故対策（引用資料ｐ１２８） 

（事前対策） 
①子どもの個人の尊厳、自己決定権、人格の尊重という教育の究極目的を再確認し、いじ

めが、子どもの肉体・精神、人格を著しく傷つける許されない犯罪行為であることの周

知徹底 
②児童生徒への道徳・学活・読書、いじめを体験した高校生・大学生・保護者の体験談等

を活用した人の命の大切さや人権尊重を学ぶ教育、ロールプレイ、生徒会主催のいじめ

を考える生徒フォーラム、いじめ根絶集会・いじめに立ち向かう全国生徒会議の実施 
③福祉機関、保健機関、相談機関等の連携によるスクールソーシャルワーカーの導入によ

る不登校児支援、状況把握、相談支援等 
④教職員、生徒会、保護者らを交えたいじめ問題対策委員会（プロジェクトチーム）の設

置、ボランティアによる校内巡回 
⑤教育学や心理学等を専攻する近隣大学と連携し、ハートフルフレンド、メンタルフレン

ド等と称し、大学生との交流の中で心のサポート、学習支援、対人関係能力やコミュニ

ケーション能力の向上を図る。 
⑥高学年と低学年の交流授業（兄姉授業等）、職業体験、地域の老人ホーム、社会福祉施設

やボランティア活動等への参加などの総合学習を通じて、児童生徒に活躍の場＝居場所

作り（尊重される、認められる、褒められる場）を通じて、児童生徒の自尊心、自己肯

定感、達成感を高める。 
⑦心の健康チェック表、匿名アンケート、担任－生徒間の交換ノート（心のキャッチボー

ル）等による情報収集、スクールカウンセラー等を活用した相談窓口、ホットラインの

設置 
⑧家庭環境の変化（両親の離婚、死別等）、不登校、服装の乱れ、成績低下等、問題行動の

端緒となるサインを見逃さない 
⑨家庭の教育力向上、保護者と児童生徒の環境調整に向けた取り組み 
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（事後対策） 
⑩事後の被害児童生徒及び加害児童生徒に対するケア、事実確認、教育委員会、保護者、

警察、機関等への連絡事情説明、謝罪、マスコミ対策、訓告、謹慎、出席停止、停学、

退学処分等適切な処分の断行 
⑪誠実、正確、適時の事実確認と被害生徒の親族・遺族への報告を行う。事案真相解明を

求める被害生徒の親族・遺族らの要望を踏まえて「第三者委員会」を設置する場合は、

学校及び学校設置者と利害関係を有しない中立公平な学識経験者、医師、臨床心理士、

弁護士、学校事故対応専門家等（被害生徒の親族・遺族側の推薦受け入れも検討）によ

り構成する。 
⑫定期的な家庭訪問や面談、病院へのお見舞い、お墓参り等を教師、生徒ら学校ぐるみで

協力して励行する。亡くなった児童生徒についても、遺族らの意向や心情に配慮し、卒

業時に連番を除いた卒業証書や卒業アルバムを授与する。再発防止策の作成や実施状況

を報告する。障害を抱えた被害生徒の復学や公的福祉施制度活用のための情報提供・ア

ドバイス等を行うなど。 
⑬月命日や一周忌等、事故の記憶を学校全体で風化させない努力を行う。 

   

（１５）学校における食物アレルギー対応 
（参考：学校給食における食物アレルギー対応の手引き 平成 25 年 11 月千葉県教育委員会） 

【実態把握及び取組プランの作成】 
①「食物アレルギーに関する調査票」で食物アレルギー疾患を持つ児童生徒の把握 
②「学校生活管理指導表」により、保護者と個別面談。面談者は、校長、栄養教諭／学校

栄養職員、養護教諭、学級担任等 
③「食物アレルギー対応委員会」を開催し、「食物アレルギー個別取組プラン」の検討・決

定及び保護者との個別面談。委員会構成者は、校長、共同調理場長、栄養教諭／学校栄

養職員、養護教諭、学年主任、学級担任、給食担当教諭等、調理員、可能であれば教育

委員会担当者、主治医、学校医 
④決定した「取組プラン」を全教職員に周知徹底する。 
【職員研修のポイント】 
１ 事前の対応 
（１）基本的な知識・理解 ①食物アレルギーとは ②アナフィラキシーとは 
２ 日常での対応（自校のマニュアルの確認） 
（１）給食での配慮事項（調理場や保護者との連携） 
（２）給食以外での配慮事項 
（３）食育を通して、他の児童生徒への説明・協力 
（４）幼稚園、小学校、中学校等、異なる学校段階での連携 
（５）該当児童生徒に対する個別指導（家庭と連携して食べて良いもの、いけないものを

自覚させる） 
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３ 緊急時の対応 
（１）発症時の症状と対応の仕方（教職員の役割分担） 
（２）緊急対応訓練（シミュレーション研修、消防機関や医療機関との連携） 
（３）エピペン®の保持者と保管場所の確認 
（４）エピペン®の使い方（実技研修） 
（５）発症後の児童生徒の心のケア 
 
【学校給食以外での留意点】 
１ 食物・食材を扱う授業・活動】 
 ◇微量の摂取・接触により発症する児童生徒は、食べるだけでなく、吸い込む、触れる

ことも発症の原因となるので、個々の児童生徒に応じたきめ細かな配慮が必要である。 
  ○調理実習 ○牛乳パックの洗浄 ○ソバ打ち体験 ○小麦粘土を使った授業など 
２ 運動 ＜食物依存性運動誘発アナフィラキシー＞ 
 ◇原因食品の摂取と運動の組合せでアナフィラキシー症状を起こすことを食物依存性運

動誘発アナフィラキシーといいます。多くの場合、原因となる食品を摂取して 2 時間以

内に一定量の運動（昼休みの遊び、体育や部活動など）をすることにより、発症します。 
  ○運動前 4 時間以内は原因食品の摂取を避ける。 
  ○原因食品を食べた場合、以後 4 時間の運動は避ける。 
３ 宿泊を伴う校外活動 
 ◇保護者や宿泊先と事前に十分情報を交換する。 
 ◇参加する教職員全員が、どの児童生徒に、どんな食物アレルギーがあるか、知ってお

く。 
 ◇万一の場合を想定し、搬送する医療機関などを事前に調査しておく。 
 ◇万一発症した場合の対応を事前に保護者・本人・主治医・学校医と十分に話し合って

おく。 
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本部長（校長：全体の動きを掌握する） 
※校長と副校長・教頭の役割分担を明確にする 

危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）事例 

２ 危険等発生時緊急連絡体制図 

（フローチャート図）（例示） 
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                       ＜付添の役割り＞ 

                       ① 搬送先、② 容態、 

③ 怪我等の状況、 

 ④ 治療状況等の報告 

児童生徒の安全確保と校内連携 関係機関等への連絡 記録の保存と報道対応 

 

○教職員への指示・命令 

・被害状況の把握 

・負傷者の応急手当 

 ※必要に応じた救命措置 

  ＡＥＤの使用等 

・児童生徒等の心身のダメージ 

 ※スーパーバイザーの要請 

・児童生徒の避難誘導 

 ※避難場所と避難経路の指示 

・他の職員への連絡と連携 

 

○事故等の概要 

・いつ ・どこで ・何が起き 

･たか ・被害状況は？ 

○警察（１１０番通報） 

○消防署（１１９番通報） 

○管轄の健康福祉センター 

（保健所） 

○学校医     

○被害保護者、ＰＴＡ役員等 

 

○正確で詳細な記録と保存 

 ・事故等の概要 

 ・学校からの連絡･対応状況 

 ※時系列 

・警察･消防等との連携状況 

○報道機関への対応 

  ※未確認の質問への回答は

避けること（窓口は管理

職に一本化）。 

通
報 

【第一発見者】 

＜教職員・関係機関＞ 

○いつ ○どこで ○何が起きたか 
※児童生徒等の安全確保に留意する 

＜学校＞ 

校長（副校長・教頭） 

○冷静かつ迅速な初動体制 ○校長のリーダーシップ 
※管理職が不在の場合・・・ 代理者（     ） 

児童生徒等が巻き込まれた 

事件・事故発生 

校 内 対 策 本 部 の 設 置 

応急手当等の指示 

＜養護教諭＞ 

○負傷した児童生

徒への応急手当 
※人命に関わる緊急の

場合は、ＡＥＤの使

用･人工呼吸等 

報告 
○支援依頼 

支援 

 

当

該

教

育

委

員

会 

・いつ 
・どこで 
・何が起きたか 
○人的支援 

 ○ＳＣ･ＳＶ

等の要請 

職員 
 
付 
添 

・被害保護者 
・ＰＴＡ役員等 

他の関係機関 
・健康福祉センター等 
 

警察 消防署 
（救急車） 

負

傷

者

搬

送 

負
傷
者
搬
送 

職員 
 
付 
添 

医 療 機 関 

＜教育活動を再開する上での留意点＞ 

○児童生徒等の安全が確保されていること。 
○事故等による児童生徒等の動揺が沈静化していること。 
  ※状況によっては、全校集会や保護者説明会を開催する 
  ※集会等の内容等について、事前に当該家族（保護者）の意向

を確認しておく 

＜保護者・一般＞ 

地域の方等からの情報提供 
※どこで何が起きたかを確認する 

【具体的な事件・事故など】 

地震、火災、風水害、雪害、原子力災害、 

感染症、不審者侵入、交通事故、不登校、 

進路関係書類の誤記載、アナフィラキシー、 

体罰、セクハラ被害、生徒間暴力、いじめ、 

授業中の事故、部活動中の事故、自殺、 

校内行事での事故、校外行事での事故、 

家出、連れ去り被害、個人情報の紛失、 

盗難事故、器物破壊事故、熱中症、伝染病、 

食中毒、爆破予告、脅迫電話、ＤＶ（虐待）、 

施設・設備の瑕疵など 
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第６節 安全管理の評価 
 
１ 安全管理の評価の意義 
 安全管理が、現在有効に機能しているとしても、将来、安全管理の対象や項目が変わったり、安

全上の新たな問題が生じたりすることにより、現在の方法を改善する必要が出てくる場合がある｡ 
また、職員の異動等により、教職員の安全管理に関する共通理解が低下することも考えられるた

め、安全管理に関する評価が必要となる｡ 
 安全管理の評価の意義は、安全管理の実態を把握することにより、安全管理の対象・観点・方法

が、安全管理のねらいに合致しているか否かを検討し、より有効な安全管理のための改善策を明ら

かにすることにある｡ 
  
２ 安全管理の評価の観点 
(1) 安全管理の 
    計画・体制 
 
 
 

 ア 学校安全計画の安全管理に関する計画は適切であったか｡ 
 イ 安全管理に関する危機管理マニュアル等は適切に機能するように

作成されているか。 
 ウ 事件･事故災害における情報の収集や連絡体制が整えられている                            か。 
 エ 計画されたことが実行され、記録されているか｡ 

(2) 校舎内外の施設 
   ･設備の安全点 

検と事後措置  
 
 
 
 
 
 

 ア 安全点検の実施要領が作成され、全教職員の共通理解が図られて

いるか｡ 
 イ 安全点検は年間を通じて計画的に行われているか｡ 
 ウ 安全点検の結果に基づいて事後措置が適切に行われているか｡ 
 エ 日常の安全点検が児童生徒等の活動と相まって適切に行われその

結果に基づいて適切な事後措置が行われているか｡ 
 オ 安全点検や事後措置の記録が適切に管理され、安全指導や安全管

理に役立てられているか｡ 
 カ 不審者等の侵入に対する対策が立てられ、実行されているか｡ 

(3) 学校生活の 
     安全管理 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ア 児童生徒等の安全にかかわる行動の実態や事故の発生状況が把握

され、それらが日常の安全管理や安全指導に役立てられているか｡ 
 イ 様々な教育活動や方法、あるいは活動の場所にかかわり、安全を

確保するためのきまりや約束、使用規則などが明確にされているか｡  

また、児童生徒等がそれらの必要性を理解し、守り、安全に活動

しているか｡ 
 ウ 理科、図工、家庭、体育等教科における安全のきまりや約束等が

明確にされ、教職員が安全に留意して授業を行っているか｡ 
 エ 情緒の安定を図るために、児童生徒等との日常的なかかわり関連

する指導、環境の整備、相談活動体制の整備などが適切に行われて
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いるか。 
 オ 学校生活の安全管理が、安全指導と関連付けられているか｡ 

(4)通学の安全管理 
 
 
 
 
 

 ア 通学路の設定、通学路の交通安全及び防犯上の安全確保のための

点検･整備が適切に行われているか｡ 
 イ 様々な通学方法について、安全のきまりや約束事などが明確に設

定され、それが児童生徒等に徹底されているか｡ 
 ウ 通学時の安全確保のために、保護者や地域の関係機関･団体等との 

連携を図っているか｡ 
(5)危険等(事件･事故

災害）発生時の救急

及び緊急連絡体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ア 校内で事故が発生した場合の応急手当や通報の体制が確立されて 
いるか｡ 

 イ 校内に不審者等が侵入した場合の緊急の対応について、体制が整 
備されているか｡ 

 ウ 遠足、修学旅行、集団宿泊、クラブ活動等の校外で行われる教育 
活動において、危険箇所がチェックされているか。また、事故が発

生した場合の救急及び緊急連絡体制が確立されているか｡ 
 エ 火災、地震、津波、風水害、雷等の防災計画が立てられ、災害発 

生時の安全措置や教職員の役割が明確にされているか。 
 オ 火災、地震、津波、風水害、雷等発生時の関係機関･団体等との連 

絡体制が確立されているか｡ 
 カ 全職員が応急手当の手順や技能を取得できるなど、危機管理の様 

々な内容について、研修を行っているか｡ 
 
３ 安全管理の評価の方法 

 評価の方法は、その目的や対象･項目等に応じて、担当者や具体的方法を検討する｡評価の担当者

は、職員の中から選ばれるが、必要に応じて教職員全員で行ったり、児童生徒等を参加させたりす

るなど適宜検討する。評価の際には、以下のような情報が有用である｡ 
（１）計画やマニュアル等の内容、有効性等に関する、関係者や担当者からの意見 
（２）計画やマニュアル等の内容の実施状況 
（３）安全点検等の記録結果やそれらの集計結果 
（４）児童生徒等の安全にかかわる行動等の実態や規則などの遵守状況 
（５）事故の発生状況  
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