
 

 

千葉県マスコットキャラクター チーバくん 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



まえがき 

 

子どもたちが健やかに育つことは、全ての人が望んでいることであり、そ

のためには、安全が確保された学びや活動の場の確保が必要です。 

一方で、子どもたちは、単に守られるだけの存在ではなく、幼稚園から高

等学校までの発達段階に応じて、自ら安全に対して主体的に考える力を育成

し、生涯にわたって、健康で安全な生活を送るための基盤となる、基礎的な

資質・能力を継続的に育成していくことが求められます。 

教育委員会では、これまで、学校の安全の確保については、「安全管理の手

引」を作成し、東日本大震災などを踏まえ、三訂版と版を重ねながら、これ

を活用し、各学校における安全管理を推進するとともに、安全教育に関して

は、主として、国の指導資料などを活用し、地域に即した事例などを踏まえ

ながら実施してまいりました。 

しかしながら、近年も首都直下地震や南海トラフ巨大地震の発生が懸念さ

れるほか、自然災害や交通事故、松戸市や新潟県で発生した登下校中の事件

や、スマートフォンやＳＮＳなどの従来想定されていなかった新たな危機現

象などを踏まえて、昨年の３月に文部科学省でも『「生きる力」をはぐくむ学

校での安全教育』を改訂しました。 

また、昨年の４月から５月にかけて、木更津市や滋賀県大津市での幼児児

童が巻き込まれた交通事故や神奈川県川崎市で児童が被害にあった事件が発

生し、交通安全や防犯に係る安全管理や安全教育を更に充実させることが重

要と考え、これまでの「安全管理の手引」に安全教育に関する内容を加え、

実際の指導事例などを盛り込み、現場で活用できるものを目指して「学校安

全の手引」を製作することといたしました。 

作成中の９月から１０月にかけて、台風１５号や１９号、全県的な豪雨な

どにより大きな被害が発生したため、防災面でもこれまでの対応等を再検証

する必要があり、これも盛り込む形となりました。 

さらに、授業等で活用できるワークシートや危機管理マニュアル、カラー

版の図表を多く掲載するなど、「使いやすい手引」を心がけて作成しました。 

この「学校安全の手引」が学校等で広く活用され、地域の実情に合わせた

安全教育の充実と適切な学校の安全管理に役立てていただけることを期待し

ております。 

 

令和２年３月 

学校安全保健課長 日根野 達也 
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子どもたちの「かけがえのない命」を守るために 

～「学校安全の手引」の活用について～ 

学 校 家 庭 

安全・安心な地域社会 

自ら考え、 

主体的に判断・行動できる

子どもの育成 

 児童生徒等が、自他の生命尊重を基盤として、自ら安全に行動し、他の人や社会の安全に貢献

できる資質・能力を育成するとともに、児童生徒等の安全を確保するための環境を整える。 

＜学校安全のねらい＞ 

＜学校安全の活動＞ 

安全管理  （対人、対物） 

組織活動 

「学校教育活動全体を通じて行う横断的な指導」

が必要というけれど、どう指導すればいいの？ 

安全教育 

 

 「今までも行ってきている安全教育を、 

どのように関連づけていけば、より効果的な 

ものとなるのか」  

安全教育を実践する上でのポイントを、第２章に掲

載しています。年間指導計画を立てるとき、授業のヒ

ントが欲しいとき、子どもたちの周囲に危険が迫った 

 ときなど、活用してください。 

 

（組織的に取り組む協力体制の構築 ・ 教職員研修 ・ 家庭、地域、関係機関との連携） 

地域ぐるみで安全を守り、安心して学校生活が送れるよう環境を整え、児童生徒等への実践的な 

安全教育を実施するためには、どのように組織活動を進めていけばいいの？ 

 

第５章に、組織活動における具体的な取り組み事例を示しています。学校だけで子どもたちの安全を確保す

ることは不可能です。家庭・地域・関係機関と上手に連携して、子どもたちの安全・安心を守っていきましょう。 

 

子どもたちの命を守る「安全・安心な環境」作りの 

ために、学校がやるべきことは何？ 

  

  ①学校安全計画の策定と見直し 

  ②危機管理マニュアルの作成・見直し・改善 

  ③適切な安全点検と改善 

  ④事故等発生時の心のケア  などが重要です。 

第３章、第４章に詳しく記載してあります。必要に応じ

て、巻末資料等も活用し、事件・事故等の未然防止 

 に向けて取り組んでください。 
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