
①登下校の校外指導 ②校内の巡回 ③声かけ運動 ④注意喚起や文書等の各家庭への配
布や地域での広報など、速やかな周
知体制の整備

⑤①～④以外の連携した、児童生徒
の安全確保のための取組
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＊毎月１日・15日には、ＰＴＡの活
動として、地区委員の方は地域の交
差点等危険な場所で、本部役員は、
学校の校門周辺に立ってあいさつ運
動を兼ねて、交通安全の取組を実施
している。
＊不審者対応として、昨年まで長期
休業期間に実施していた生徒指導面
（ゲームセンターや書店）の巡回の
一部を不審者対応として、学期中の
下校時の巡回に変更して、取り組む
こととなった。（資料あり）

＊特に実施していない。 ＊①で記載したが、交通指導を兼ね
て登校時にあいさつ運動、不審者対
応で下校時の巡視で声かけも行う。

＊○○中ＰＴＡの名前で「不審者に
注意しよう」（資料あり）を発行し
て、保護者や地域で小中学生を見
守ってもらうことと、声かけをする
ようにお願いした。

＊特になし ＊職員全員が、下校時に校門に出
て、交通指導を実施している。部活
動をしていない生徒が下校する時間
帯、部活動を終えて完全下校する時
間帯とに分けて下校指導を行ってい
る。

＊１年生の自然教室（２泊３日、家
を離れることもあるので）にあたっ
て、「子への手紙」を書いてもら
い、夜に生徒に渡し、どんなに大切
に育てられてきたのかを感じる機会
とした。
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＊生徒のヘルメット着用推進のた
め、登下校において、保護者・教職
員が連携し、４月に声かけを行っ
た。
＊不審者対応のため、１学期（５
月）教職員と地域の補導委員が連携
し、生徒の下校時にパトロールを
行った。

＊なし ＊ＰＴＡの１年間の取組のテーマと
して「生徒のヘルメット着用の声か
けをしよう」と話し合いで決まり、
年間計画の中で、ヘルメット着用の
声かけ運動の週間を設定している。
ヘルメット着用の生徒は増え、成果
は上がっている。

＊月１回の「学校だより」を通し
て、日常の注意喚起を保護者および
各区の回覧を行っている。

＊各区長の集まった後援会の総会の
場で、生徒の不審者対応への協力を
願った。

＊素速い不審者対応のため、米原警
察署と連携をとり、110番通報を常
に心がけている。

＊生徒会の空き缶回収
＊ＰＴＡの親子奉仕作業
＊福祉および職場体験学習
＊総学における２年の木彫り体験の
講師
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＊ＰＴＡ生活部の活動として、月２
回、全会員が当番制で町内15か所で
交通安全と挨拶運動の校外指導を実
施している。

＊実施していない ＊地域の青少年育成会議や少年セン
ター、民生委員児童委員協議会等と
連携して、月に１度、校門前で声か
け運動を実施している。

＊連休や長期休業期間前の定期的な
注意喚起の文書以外にも、不審者等
の情報が入るたびに、生徒はもちろ
ん、保護者への文書も発送するとと
もに、緊急かつ重大を要する場合に
備え、防災無線での全町内放送の周
知体制を整えている。

＊保護者、地区の首長、民生委員、
教師による地区別懇談会において、
安全をテーマとした話題を一つ挙
げ、共通認識と改善等に向けての取
組について話し合っている。

＊危機管理マニュアルの定期的な確
認と不審者侵入を想定した対応訓練
を実施している。

＊キャリア教育推進に係る取組にお
ける職場体験企業の開拓や指導ボラ
ンティア等において連携している。
＊朝読書の時間に、地域のボラン
ティアによる本の読み聞かせを月２
回実施している。毎回、12～14名の
方に来ていただいている。
＊外部講師とＴＴによる道徳の授業
を本年度は、紙芝居をされる方の協
力を得て実施した。
＊中学生へジャンプ交流体験事業の
一環として、夏季休業中に小学生や
その保護者と中学生との交流をねら
いに、各地区においてさまざまな活
動を展開した。
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＊ＰＴＡ全会員が毎月１日と交通安
全運動期間中、各地区の交通量が多
いところや、危険箇所に数名ずつ当
番を決め、登校時の交通安全指導と
挨拶運動を兼ねて立ってもらってい
る。ＰＴＡの地域委員が各地区の全
保護者の当番表を作成し、毎回学校
から当番用の袋（腕章や安全旗、記
録簿）を各責任者に子どもを通じて
渡し、全保護者が忘れることなく
立ってもらっている。地域の子ども
は地域が守るという趣旨と、地域の
子どもを知るということからスター
トした。子どもの数が少ない地域
は、保護者の数も少なく、依頼した
日に立てない地域も出てきているの
で、地区別も考えるべきかもしれな
い。

＊「愛の声かけ（愛のパトロール）
運動」を６月～２月の間（３時～、
５時～）、中学校区（○○小・△△
小・□□中の３校合同）で実施して
いる。この期間の土・日すべてを各
地区で日割りして、全10コースを合
同で巡回し、声かけをしてもらって
いる。（全保護者は年に１回必ず当
番）毎週金曜日には、学校から各
コースの責任者に子どもを通して袋
（腕章と記録簿）を渡し、当番の方
に電話連絡をしてもらい、まとまっ
て回ってもらっている。袋が間に合
わない日（返却が遅れるなどの理
由）があったり、勝手に交代されて
いたり、３校での連絡がうまくいっ
ていないことも時にある。また、意
義について疑問視されている方もあ
る。

＊不審電話や不審者情報などを速や
かに、各家庭や地域の関係者に文書
配布している。

＊ブロック生徒指導連絡協議会の開
催（年３回）

＊不審者対応研修会を校区の幼・
小・中合同で開催し、生活安全課長
を講師に招いて、訓練を行った。
＊生徒会などで特別に遅くなった時
は、自動車等で後追い指導・巡回を
行っている。

＊夏祭りへの参画、３学年進路学習
の講師、２学年キャリア教育の講
師、１学年総合的な学習の時間の講
師、地域親子フォーラムの開催、地
区別懇談会の開催（３日間・17か
所）
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＊教職員・ＰＴＡ補導部合同、交通
安全指導
＊校園あいさつ運動

＊体育大会当日のＰＴＡ補導部によ
る警備・巡視活動

＊教職員・ＰＴＡ補導部合同、交通
安全指導
＊校園あいさつ運動
＊街頭指導

＊学校通信、学年通信、ＰＴＡ本部
通信による広報、周知

＊不審者対応訓練 ＊○○フェスティバルでの外部講師
の招聘
＊体育大会でのＰＴＡ種目の開催

6

＊毎月１日・15日
＊ＰＴＡ、青育関係者（本校職員）
＊登校時
＊たすきをかけて数名が各地域の要
所等で

＊①に同じ ＊学校便りや緊急時に保護者あて
＊各関係機関や団体の会合で協力依
頼等

＊○○小学校区
「安全・安心推進協議会」の設立
所属団体の連携した自主的な活動

＊防犯教室への本校生徒の協力
（児童対象の人形劇など）

№ 安全管理に関わる取組以外に、保護
者や地域と連携した実践事例

保護者や地域と連携した取組以外
で、児童生徒の安全確保のため、工
夫されている取組

安全管理に関わる、それぞれの取組について、保護者や地域の方々と連携した具体的事例
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＊２年前に、下校中に生徒が不審者
にジャンパーの肘から袖口にかけて
カッターのようなもので切られる事
件が発生した。
＊次の日に、教師側の提起によりＰ
ＴＡ役員会を開き、対策について協
議した。その結果、さらに次の日に
ＰＴＡの臨時集会を招集し、「ＰＴ
Ａ生活指導委員会がリーダーシップ
をとり、毎日下校時間にあわせて３
～４名の班を組み、全会員が交替で
ステッカーを貼った自家用車で防犯
パトロールをする」ことになった。
＊集会で、提案された内容につい
て、「毎日であり、時間と人が計画
表に固定され、回数にして年間２～
３回になる」ことについて不満が出
ることを予想したが、緊急に対応し
た（対応が早かった）こと、実際に
自分たちの子どもが被害に遭ったこ
となどから、出席者全員が一致して
取り組むことを決定した。
＊この取組は、下校時のみではある
が、今も継続して進められている。
時々、欠席者があるが、混乱や不満
はない。
＊この取組の成果だと思われるが、
本校区での不審者の出没が極端に少
なくなった。（現在もほとんど０に
近い）この取組は、永久的に実施し
たいと考えている。

＊実施していない。 ＊市の取組にあわせて、ＰＴＡでも
「門口おかえり運動」を呼びかけて
いる。これは、市長の提案で、本年
度より実施している。
＊子どもたちの下校時間に合わせて
住民やＰＴＡ会員が地域で「おかえ
り」という挨拶をしながら声をかけ
ている。

＊学校だよりによる迅速な広報活動
の実施
＊学校のホームページを携帯電話か
らも閲覧できるようにし、緊急時の
連絡方法として活用

＊市内全ＰＴＡによる「通学路の安
全点検」の実施と危険箇所是正に向
けての市への要望
＊青少年育成市民会議のメンバー
（学校の職員も含む）による、校門
での定期的な「挨拶運動」の実施
＊個々が課題をもった生徒のケース
会議を実施（これは、生徒指導的な
色彩が強いが、地域の民生児童委
員、市の福祉課、各関係機関と学校
で組織し、連携を深めている）

＊部活動の朝練習がない日の、教師
による各地域へ出かけての登校指導
＊期末テスト１日目や２日目の教師
による各地域へ出かけての下校指導
＊入学時の１年生対象の交通安全指
導の実施
＊不審車対策をねらいとした避難訓
練の実施

＊ＰＴＡ球技会（一部の子どもも参
加）の実施
＊学校行事「ウォークラリー」への
参加呼びかけ
（ＰＴＡ役員を中心に生徒の安全確
保のために、保護者が事前準備の段
階から参加、協力）
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＊ＰＴＡ本部役員や地区委員を中心
に、４箇所を年間15回、登校指導
（あいさつ）を実施している。ＰＴ
Ａ地区委員会の活動として長年続い
ており、１日・15日は、青少年育成
学区民会議等、地域団体があいさつ
や安全指導を実施するので、別の日
に実施している。

＊今のところ実施していない。 ＊上記の①以外は、実施していな
い。

＊必要に応じ、学校だよりを発行
し、各家庭へ配布している。
＊安全マニュアルにより校区内の校
園、市役所の支所等にもファックス
で連絡を入れている。

＊生徒指導協力者会議（ＰＴＡ、校
区校園、関係諸機関の代表）を年３
回開催している。
＊地域関係者に対して不審者等安全
管理に関する外部評価を実施してい
る。

＊特になし ＊ＰＴＡ主催「学び、ときめき、育
ち合い」事業を年２回実施
＊環境学習等において、地域の方を
講師に依頼
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＊毎月１日と15日に、朝、生徒の登
校時に地域の方々があいさつ運動と
交通指導をしていただいている。ま
た、小学校では、毎日、登校時の校
外指導を行っておられるので、中学
生への指導も合わせて行ってもらう
ようにお願いしている。さらに、地
域の「子ども110番の家（車）にも
協力をお願いしている。

＊実施していない。 ＊７月から11月まで、ＰＴＡの地域
委員と１年の保護者、少年補導員で
分担して、パトロールを実施してい
る。休日の夕方、市内の大型量販店
を中心に２方面に分担して声かけを
していただいている。

＊文書の各家庭への配布は、生徒を
通じて行っている。
＊また、各自治会への回覧は、ＰＴ
Ａの地域委員を通じて回覧配布担当
に依頼している。

＊５月と11月の年２回、○○中教育
を語る会を開催している。メンバー
は、学区の小学校長、○○中ＰＴＡ
会長、学区連合自治会長、体振会
長、青少年育成協議会長、民生児童
委員代表（計15名）と本校関係教職
員である。上記の方々には、外部評
価もお願いしている。また、△△大
学の学生による放課後学習支援活動
（学習チューター）にも、外部評価
に協力してもらっている。

＊防犯ベルの貸し出し
＊不審者（車）の学区の幼・小・中
の情報交換活動

＊毎年８月か９月の休日に、青少年
育成協議会の声かけで、中学生と地
域の方々での地域のクリーン活動
（ゴミひらい）を実施している。
＊職場体験や総合的な学習の時間で
の訪問先
＊市民運動会での中学生の役員ボラ
ンティア
＊□□の集い（子育て支援）に地域
の方の紹介で中学生が参加
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＊学校の登校指導は、月２回、校門
と校外３箇所で行っている。また下
校指導は、不審者情報等が入ったと
きに随時行っている。
＊地域の青少年委員や補導委員でつ
くられている「○○ブリングアッ
プ」とＰＴＡ地区委員連絡網で不審
者情報がすぐに流れる体制があり、
登下校時に随時パトロールしていた
だくことになっている。

＊地域の○○ブリングアップが、学
校敷地の夜間パトを週１回程度、常
時行っておられ（校舎内はしていな
い）、異常等を学校に知らせていた
だくことになっている。
＊文化祭・バザーにおいて、保護者
とともにパトロール体制を組んでい
る。

＊夏休みに10回、冬休みに３回の
「愛の呼びかけパトロール」を
20:00～21:00に３～５ルートに分か
れて歩き、声かけを行っている。○
○ブリングアップの計画に地域の校
園も参加している。

＊「不審者情報」については、○○
ブリングアップのメンバーおよびＰ
ＴＡ各委員会役員へ流れるシステム
がある。目的は、「パトロール」に
あり、強制ではなく、動ける者が動
こうという柔軟な体制である。

＊○○ブリングアップの役員を通じ
た講師（△△署）による生徒向けの
防犯教室（7/7）
＊○○ブリングアップとの定例連絡
会
パトロールの前に各校園の状況説明
や地域の状況など情報を交換し、必
要ある時は、対策の検討をする。
（毎月１回、学期に１回の情報交換
会）
＊ＰＴＡによる不審者対応啓発とし
て、横断幕を作成して、グランド
フェンスに掲示 （6/1）

＊教職員研修「不審者に対してどう
対処するか」を夏休みに行う。
（8/22）
昨年は、「授業中に侵入して人質を
取った不審者」を想定しての実施訓
練。今年は、玄関に入ってきた不審
者への対応の訓練を、生活安全課の
２人の警察官のアドバイスを受けて
実施した。いずれも生徒の安全、他
教師・職員室への連絡、さすまた等
の扱いなどを実践的に行った。

＊保護者による清掃作業、「がんば
れ○○中」「ありがとう○○中」
＊文化祭でのＰＴＡの出しもの、昼
休みにおける「クイズ大会」
＊２年総合の時間で、「地域の人々
に学ぶ日本の伝統」ということで、
全８時間で、俳句、生け花、茶道、
将棋、折り紙、書道などを地域の
方々から学んだ。

保護者・地域との連携（中学校） Page 2



①登下校の校外指導 ②校内の巡回 ③声かけ運動 ④注意喚起や文書等の各家庭への配
布や地域での広報など、速やかな周
知体制の整備

⑤①～④以外の連携した、児童生徒
の安全確保のための取組№ 安全管理に関わる取組以外に、保護

者や地域と連携した実践事例

保護者や地域と連携した取組以外
で、児童生徒の安全確保のため、工
夫されている取組

安全管理に関わる、それぞれの取組について、保護者や地域の方々と連携した具体的事例

11

＊不審者が出たことを機に、約１か
月、ＰＴＡに依頼し、校外指導を行
う。

＊校舎内は除く。校地巡回。
＊○○学区まちづくり推進委員が、
長期休業中、週１回夜間巡視。
＜５年前、卒業生と在校生５～６名
がグループ化し、夜遅くまで地域で
たむろしたり、学校の窓ガラスを
割ったりしたことを機に、地域の自
治会長が中心になって組織づくりを
する。＞

＊民生委員、児童委員が、第２週月
曜日に校門で
＜実施の背景は、②に同じ＞

＊△△会館、□□会館を通して、自
治会長宅へ
＊自治会長は、班毎に回覧を回す。

＊中学校区別関係者との懇談会
補導委員、中学校長、小学校長、生
徒指導担当、自治会長、駐在所長、
小中ＰＴＡ会長、校区保育園長、校
区幼稚園長、生活安全課長、少年セ
ンター

＊不審者情報を本校ホームページに
載せる。
＊部活延長をなくす。
＊複数下校。
＊校門を必ず閉める。
＊生徒昇降口は、登校後閉める。
（遅刻生は、中央玄関口より入
る。）

＊読み聞かせ
＊選択教科の講師
＊●●中祭・文化の部、体験学習の
講師
＊道徳の社会人活用
上記の活動に、保護者や地域の方に
協力願っている。

12

＊ＰＴＡ会員が週１～２回程度、登
校時（教師は下校時）、各地区の危
険箇所で立ち当番を実施。道幅が狭
い中、小中高校生が登校し、加えて
車の往来が激しいため、バイコロ
ジーを要望中。（一部、本年度中に
できる予定）

＊普段は管理職が巡回し、他の職員
は授業の始まる前や授業後職員室に
戻る際、校内巡視をしながら戻る体
制を整えている。

＊名札をつけていない来校者には必
ず声かけを行い、問題がなければ名
札をつけていただくようお願いして
いる。

＊毎月出している広報により周知。
また、期末集会等保護者が来校され
る時には、いつも呼びかけている。
さらに、地域懇談会（学校および市
の主催）時を利用して学校よりのお
願いとして周知している。特別な場
合（周囲で問題等が起きた場合）
は、その都度、文書で各家庭へ周知
している。

＊学校評議員の協力を得て、問題等
の早期発見および対処を実施してい
る。

13

＊毎月、10日と20日にＰＴＡの全地
区委員による各地区での「あいさ
つ・交通安全」の声かけ運動

＊特になし ＊①に準ずる ＊不審者等の広報は、各保護者あて
の文書、ならびに学校から可能な防
災無線放送で対応している。

＊学区民青少年育成会議の事業の協
力。（警察の方を講師とした、地区
別の不審者対応教室）

＊全校で「不審者対応訓練」を実
施。単に全員避難ではなく、状況に
より教室で待機するなどの指示によ
る動きを学んだり、不審者が直接教
室に入った場合や、校舎の何階に不
審者がいるかによる避難経路の変更
などを事前にシュミレーションを職
員で話し合って行っている。

＊夏祭りでの生徒会による出店。
＊町商工会による感謝デーでの生徒
有志ボランティア（出店の協力）
＊ＰＴＡやひびきあいによる親子ス
ポーツ、バザー、人権講演会、踏破
遠足の協力
＊１年総合的な学習（地域学習）で
の聞き取り調査。

14

＊９月からの生徒指導部の立ち番で
あいさつ運動を展開している。

＊あいさつ通りの設置 ＊学校だより、ＰＴＡ新聞などによ
り、注意を呼びかけている。

＊ゼミ形式で行っている、総合的な
学習の時間に、地域の文化人やその
道の達人に来ていただいて、学習を
深めている。

15

＊毎月１・15日を安全の日と定め、
教職員が挨拶運動を兼ねて、街頭指
導をしている。
＊ＰＴＡ生活指導部は、６・９・２
月をあいさつ指導強化月間とし、登
校時の指導をしている。

＊ＰＴＡ生活指導部は、○○・△△
小ＰＴＡと連携し、第２土曜日を□
□中ＰＴＡの校外指導日として、大
型量販店やカラオケでの声かけを
行っている。

＊市教委や近隣の学校からの不審者
情報は、速やかに生徒連絡するとと
もに、保護者あての文書を配布して
いる。

＊□□Ｐ連、□□中ブロックが中心
となり、校区内の危険箇所の把握お
よび啓発活動の実施
＊生徒指導連絡協議会を年３回行
い、保護者や地域の方々、関係機関
との連携を図っている。

＊各学年（階）で、当番制をとり、
オープンスペースに、教師が、授業
中を含め常駐している。

＊特になし

16

＊教職員は随時、下校指導を行って
いる。
＊ＰＴＡは、計画的に当番を組んで
パトロールしてもらっている。

＊業間を利用してパトロールを行っ
ている。

＊「あいさつ運動」を中心に、熱心
に取り組んでいる。（毎月８日）

＊文書等で伝えなければならないも
のは、その都度配布している。

＊学校から発信している通信で、学
校の具体的な取組を知らせて、安全
確保の意識を伝えている。

＊「○○クリーン作戦」と称して、
地域の道路、施設のゴミ拾い、清掃
活動を地域、保護者の方と一緒に活
動している。

17

＊安全点検日の登校指導（１日・15
日）および毎日の全教職員による下
校指導

＊主に管理職を中心として、毎日巡
回している。

＊毎日、全教職員による下校時、校
門においての声かけおよび交通指導
を実施
＊生徒会生活委員による１日・15日
の朝のあいさつ運動の実施

＊問題発生は、至急に警察・教育委
員会等に連絡し、生徒および保護者
に連絡している。
＊ＰＴＡ等の会合で注意喚起してい
る。

＊ＰＴＡの健全育成による声かけ運
動の実施
＊安全管理についての外部評価の実
施
＊ＰＴＡ連絡協議会（市）の開催

＊特になし ＊特になし

18

＊ＰＴＡ会員による地区ごとの１
日・15日（安全の日）の登校指導と
あいさつ運動の実施
＊学期に１度、研修指導委員会（Ｐ
ＴＡ）によるあいさつ運動と登校状
況の確認を、朝、生徒昇降口で実施

＊特に実施していない。 ＊各地域で、ＰＴＡ会員や地域の方
に、全戸配布の校報を通じてお願い
している。

＊前述のとおり、本校の校報（月１
回発行）は、校区全戸配布をお願い
しているので、ある程度周知は可
能。
＊緊急のものは、生徒を通じての文
書配布や防災行政無線放送を活用さ
せていただく。

＊熊の出没の連絡はすぐに入ってい
るので、生徒が安全に下校できるよ
う、教職員が生徒の後ろを車でつい
ていき、家に送り届けている。日没
が早まって、暗くなる通学路の街路
灯設置等について、少しずつ進展し
てきている。

＊日常より、自分の安全は自分で守
ることができるよう、気をつけるこ
とを各学年、学級、全校集会などで
話している。

＊総合的な学習の時間の取組で、フ
ラワーガーデンの運営にお手伝いを
お願いしている。
＊環境委員会（生徒会）の活動で、
花の苗を地域の人にもらってもら
い、その配布の時に、学校近辺の花
壇への植え付けを、生徒とともに実
施してもらっている。

19
＊ＰＴＡ生活指導部の下校指導（毎
週金曜日）

＊文化祭、体育祭での校内巡回をＰ
ＴＡ生活指導部にお願いしている。

＊①に同じ ＊学校だより、学年通信で周知徹底
する他、緊急通知等も行っている。

＊夏季の○○大社の△△祭での街頭
補導

＊なし ＊町内での職場体験学習(２年)、福
祉・ボランティア活動
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①登下校の校外指導 ②校内の巡回 ③声かけ運動 ④注意喚起や文書等の各家庭への配
布や地域での広報など、速やかな周
知体制の整備

⑤①～④以外の連携した、児童生徒
の安全確保のための取組№ 安全管理に関わる取組以外に、保護

者や地域と連携した実践事例

保護者や地域と連携した取組以外
で、児童生徒の安全確保のため、工
夫されている取組

安全管理に関わる、それぞれの取組について、保護者や地域の方々と連携した具体的事例

20

＊ＰＴＡ、青少年育成学区民会議等
と連携し、毎月１日、15日に朝のあ
いさつ運動を行っている。
＊警察官が、学校園、地域と密接な
連携をしていただいており、学区内
を細かく巡回していただいている。

＊小規模校ということもあり、パト
ロールを含め、絶えず生徒や来校者
に目の行き届く体制はできている。

＊来校者には、管理職をはじめ、全
教職員が声かけを心がけている。

＊保・幼・小・中、支所、駐在所で
連絡網を作っており、不審者情報な
どが速やかに伝わる体制をつくって
いる。

＊長期休業中の愛の呼びかけ運動の
実施
＊生徒指導協力者会議を開催し、校
内・校外（通学経路）の安全確保に
努めている。

＊部活動、生徒会活動などで、帰り
が遅くなったときは、顧問等で通学
路をパトロールするようにしてい
る。

＊文化祭の体験講座をＰＴＡで担当
し、地域の特技を持っている方を講
師に依頼し、運営してもらってい
る。その時間帯をＰＴＡ全員研修会
に位置づけて、親子で体験する取組
にしている。
＊体育大会の午後のプログラムをレ
クレーション種目にして、ＰＴＡ
チームも一緒に競技して、盛り上げ
てもらっている。

21

＊おおよそ40地区のＰＴＡ実行委員
を通じ、「あいさつ運動」のポス
ター（生徒の手書き）を字の掲示板
や集会所に掲げ、住民が登下校にか
かわらず、絶えず子どもたちに声か
け運動を行い、目配りをしている。
学校では、定期的（またはニュース
ソースから）に一斉下校指導を行
い、指導と教師の姿が見える配慮を
している。
＊平成18年夏に、県道新道新設に伴
い、町道交差点における早期の信号
機新設と、自転車溜まりの設置要望
を県公安委員会、○○警察署長、○
○警察署関係課長、県議、県道維持
管理事務所、市土木課、△△支所地
域振興課、市議、市長等への陳情・
要望・依頼をＰＴＡの協力を得て進
めている。

＊当番等で決められた校内巡視はし
ていない。
＊生徒の登校後、生徒昇降口の入口
７つのうち、２つだけを開放し、安
全確保に努めている。これとともに
駐車場の締切を徹底している。

＊①に記述したように、本年度のＰ
ＴＡ活動重点目標として掲げ、地域
との連携をしている。

＊緊急対応については、生徒への注
意喚起とパト体制（特に下校時）を
実行。また、近隣施設への連絡（特
に学校関係）、関係機関への連絡や
要請、字ごとの生徒字長に注意喚起
と協力の文書配布、無線広報での呼
びかけに地域への協力、ＰＴＡ校外
生活委員会を中心としたパトロール
体制の実施など。

＊学校が計画する生活安全課を招い
ての「不審者対応と安全確保」講習
会（訓練）にＰＴＡ実行委員会のメ
ンバーも加わっての講習会を開きた
いと考えている。

＊４月当初、通学路の再点検をし、
危険箇所等の把握や対応をした。

＊資源回収バザー協力、親子清掃活
動、全校ボランティア活動への協
力、総合的な学習の時間の講師
（「□□の自然、今昔」等）、エコ
スクールへの協力、学校行事への保
護者等の参加など。
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＊交通立ち番の実施
本校ＰＴＡ生活指導委員会（９名）
が、５月～３月に毎月１回（年間８
回）、交通立ち番（毎回６名程度）
を実施している。具体的な内容は、
朝8:00～8:30に、学校前Ｔ字路およ
び周辺の交差点等で、挨拶や交通整
理をしていただいている。地域の交
通指導員に活動日に重ならないよう
に計画し、保護者の方からは「交通
立ち番をすることで、子どもの姿が
よく分かった。」「学校の周りの様
子が見られてよかった」という成果
や、「なかなか生徒を指導するとこ
ろまでいかなかった。」等の課題も
出ている。今後、ＰＴＡと十分連携
しながら、立ち番の場所や人数・時
間帯を工夫することを検討してい
る。また、学校としても日常的に朝
学活や学年集会等で、交通安全への
指導に力を入れるとともに、下校時
に学期に１回程度、全職員で一斉下
校指導を実施し、生徒への指導を充
実させている。

＊教師や保護者による定期的な校内
巡回（校舎内）は実施していない
が、管理職が適宜、校内をパトロー
ルしている。校内の校舎外のパト
ロールについては、地域の青少年育
成区民会議が中心となって、不定期
に地域のパトロールの一環で、本校
内の敷地も夜遅く（午後10時ごろ）
パトロールしていただいている。

＊「愛の声かけ運動」に連動して、
本校ＰＴＡ生徒指導委員会も７月・
11月の２回、声かけ運動を実施して
いる。（朝7:30～8:30）保護者の方
からは、「地域の役員さんと交流が
できてよかった」とお声をいただい
ているが、「一か所に固まりすぎで
はないか」という意見もあった。
＊また、生徒の下校時間帯に家庭に
おられる保護者や地域の方々に、庭
など外に出ていただき、生徒の姿を
見守ってもらうよう、地区別懇談会
や地域の方々との懇談の機会に協力
を呼びかけている。

＊事件や事案が発生した段階で、生
徒への安全指導とともに、すばやく
市教委や関係機関（交番、警察署、
少年センター等）に連絡するととも
に、必要に応じて保護者あてに情報
や対処方法等の文書を配布してい
る。市内の各校園所には、市教委か
らすぐにＦＡＸで連絡がされるとと
もに、内容に応じて直接、関係校園
とも電話等で連絡し合っている。
＊また、学校において、予め登録し
ていただいている保護者に対して
は、緊急時にメールサーバーから
メールを一斉に発信するシステムを
構築している。さらに、地域での広
報に関しては、地域の方に周知する
ため、各コミュニティセンターで掲
示している。

＊関係学区児童委員との懇談会の実
施
年１回ではあるが、本校の関係学区
（小学校区）の児童委員全員と学校
において懇談会を実施している。
（今年は７月12日：２時間）その中
で、学校の実態や児童委員の活動内
容の共通理解や、今年度の安全確保
に関する取組内容について検討して
いる。
＊中学校と地域との懇談会の実施
少年センター主催で、中学校区単位
に関係する児童委員や自治会長、関
係校園、各ＰＴＡ、中学校職員、セ
ンター職員、等で懇談会を実施し、
地域の問題点や各関係団体の取組を
共通理解している。
＊交番への連携強化
不審車情報があった時、保護者に連
絡するとともに、近隣の交番にパト
ロールを依頼し、教職員による一定
期間の立ち番を実施した。常日頃か
ら交番と情報を交換し、連携を深め
ている。

＊校内危機管理マニュアルの作成と
職員への周知徹底
＊専門家を招いての職員研修の実施
＊定期的な学校安全点検（門扉、
フェンス、施錠箇所、案内掲示板
等）の実施
＊外部からの侵入導線の一本化と、
記帳（受付）、訪問者証の着用の指
導
＊教職員による、地域での下校指導
＊生徒への継続的な指導、アドバイ
ス

＊学校図書館ボランティアによる、
昼休みや長期休業中の学校図書館の
開放と運営
＊ＰＴＡ行事への親子での参加（ひ
びきあい活動）
＊総合的な学習の時間における地域
人材・施設等への協力と活用
＊学校行事へのＰＴＡの協力・参加

23

＊毎月１日と15日(その日が休業日
の場合は翌日)にＰＴＡ校外指導部
の保護者と学校の教員が朝７時50分
～８時10分にかけて通学路の各ポイ
ントに立ち、交通指導や挨拶運動を
実施。
＊また、地域安全ボランティアの
方々がほぼ毎日、通学路上での安全
パトロールに取り組んでいただいて
いる。

＊地域安全ボランティアのメンバー
が、月に１～２回校地や校舎周辺の
安全パトロールに取り組んでいただ
いており、パトロールの結果を報告
いただいている。教員も空き時間に
巡回するよう心がけている。

＊問２の１で回答したように、毎月
１日、15日の朝のＰＴＡの挨拶運動
を実施するとともに、適時、地域安
全ボランティアの方々からの声かけ
をしていただいている。

＊不審者の出没時などでは、町教委
や警察、地域安全ボランティアへの
連絡を行うとともに、各保護者へお
知らせを発行し、事実説明と安全確
保への協力を依頼している。

＊地域防犯安全パトロールが組織さ
れており、約600名のボランティア
の方々が、地域安全のため活動して
おられ、校長が総会などに出席して
連携をとっている。

＊不審者の侵入等に備えて、職員研
修を実施した。
＊校舎内外の巡視に努めている。

＊ＰＴＡひびきあい活動（各学年の
学年研修部が中心になって、親子で
の創作活動や研修会などを実施して
いる）
＊文化祭や体育大会にＰＴＡとして
の参加を求めている。
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①登下校の校外指導 ②校内の巡回 ③声かけ運動 ④注意喚起や文書等の各家庭への配
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＊年間４回（１回につき４回）にわ
たり、朝の登校時に、「朝の交通安
全あいさつよびかけ運動」を全ＰＴ
Ａ会員を対象に実施している。これ
は、ＰＴＡ生活指導部主催事業で、
全会員が分担して、各交差点に立
ち、立哨指導を中心にあいさつ運動
を展開するものである。
＊「防犯安全パトロール隊」
通学路を地域の方々の散歩道にして
もらっている。（○○学区青少年育
成学区民会議）

＊毎年11月に、校区内の民生委員と
少年補導員に声をかけ、「民生委
員、少年補導員合同会議」を開催し
ている。２校時授業参観（校内巡
回）のあと、会議を開き、情報交換
会を実施。
＊少年センター所員、学校評議員、
学校長、教頭、生徒指導主事が出席

＊①に同じ ＊地域の広報に、△△中コーナーが
あり、生徒への目くばり、気くばり
をお願いしている。
＊不審者、変質者による被害の未然
防止に向け、生徒への指導ととも
に、保護者向け文書を発信してい
る。

＊警察署生活安全課にお願いし、長
期休暇の前に講話をお願いし、注意
を喚起している。

＊部活動への外部指導者の招聘
＊選択授業への外部指導者の招聘

25

＊本校区では、従来より各小学校単
位のＰＴＡや青少年育成学区民会
議、少年補導委員会等で定期的に
「あいさつ運動」が実施されてい
る。
＊中学校の生徒昇降口付近でもＰＴ
Ａによる「あいさつ運動」が年間６
回、また、７月と11月には、地域諸
団体による「あいさつ運動」が実施
されている。
＊また、教員と生徒会専門委員会に
よる「あいさつ運動」が月２回、生
徒会担当教員と生徒会執行部による
「あいさつ運動」が毎週水曜日に実
施されている。
＊下校時の指導については、少年セ
ンターや少年補導委員会、各小中Ｐ
ＴＡ、教員等で月１回の合同パト
ロールを実施し、大型量販店や駅前
等を巡回している。また、学校の長
期休業期間等にも特別パトロールを
実施している。
＊なお、課題がある場合には、教員
による登下校のパトロールを随時実
施している。

＊特にＰＴＡや地域関係者への依頼
は行っていないが、行事や授業の参
観時については、不審者等にも気を
配っていただくよう依頼をしてい
る。
＊また、来校者には、積極的に校内
の様子を見ていただくようお願いを
している。
＊教員による校内パトロールは、毎
時間ごとに実施している。

＊下校指導やパトロール時に、早く
帰宅するよう、また不審者に注意す
るように声かけをお願いしている。

＊中学校区生徒指導協力者会議を中
心として、本校区内の不審者情報連
絡網を作成し、子ども安全リーダー
代表から各地域関係者、中学校から
各校園、関係機関に速やかな連絡が
届くようにしている。

＊中学校区生徒指導協力者会議、補
導委員会、関係機関連絡会、生徒指
導連絡会等の会議を定期的に開催
し、不審者情報や地域の子どもたち
の状況を交流する。

＊不審者対応マニュアルの作成と、
不審者が侵入した際の対応や避難の
訓練を実施している。

＊地域活動（環境整備、美化活動、
研修会、放置バイク・自転車撤去作
戦、イベント等）の企画・運営に積
極的に関わり、その推進に協力して
いる。

26

＊ＰＴＡ地域安全パトロール（年間
通して）

＊なし ＊ＰＴＡとの共催での早朝挨拶運動
（7/4～7/6）
＊２学期早朝挨拶運動（予定）
（11/7～11/9）
＊３学期早朝挨拶運動（予定）
（3/6～3/8）

＊不審者情報等、迅速・的確な情報
提供と収集

＊生徒指導協力者会議（6/28開催）
＊第２回生徒指導協力者会議（２学
期開催予定）
＊第３回生徒指導協力者会議（３学
期開催予定）

＊特になし ＊特になし

27

＊以前より、ＰＴＡの朝の交通立番
が行われており、場所や時間は各町
に任されている。
＊また、月に数回、教員による登
校、下校指導を学校近くの３か所の
地点で行っている。

＊朝夕は、管理職が校地および校舎
内等巡回し、昼休み等については、
教員が所属学年の廊下等で見廻りを
行っている。

＊月に２回、朝の交通立番の時、
「おはよう」と、行事の時などの下
校指導の時は「さようなら」を校地
外の要所で行い、普段はみんなで登
下校の指導にあたっている。

＊学校だより等で、よびかけを行っ
ている。

＊特になし ＊特になし ＊今のところない

28

＊ＰＴＡの安全指導部を中心にＰＴ
Ａ評議員および教職員による「朝の
挨拶運動」を毎月、１日と15日に実
施している。また、定期テスト前１
週間の間、教職員による校区の下校
指導を行う。また、地域の老人会、
および更正婦人会による定期的な
「朝の挨拶運動」も行われている。

＊授業中、ならびに休み時間に数名
の教師で校舎内外の巡視を実施して
いる。特に、休み時間の巡視につい
ては「ふれあいタイム」と称し、生
徒たちとのふれあいを重点に置きな
がら、安全管理に努めている。
＊また、授業者が次の授業担当者が
来るまで、教室で待機することも本
校の特徴的な取組である。

＊これまでに述べたように、本校で
は生徒とのふれあいを大切にしてい
る。どの子も教師の掌の上に乗せる
ために、日頃から献身的な取組がな
されている。方法としては、日頃か
ら全職員が何気ない「言葉かけ」を
行っている。例えば、朝の会や帰り
の会などを常に複数の教員で行って
いるのも、本校の特徴的な取組とい
える。

＊不審者対応や防災のための文書
等、状況に応じた文書を各家庭に迅
速に配布し、保護者や地域の注意喚
起を図っている。また、町当局の防
災無線等も活用している。

＊字別懇談会での保護者や民生児童
委員との児童生徒の安全確保にかか
わる連携
＊○○町青少年育成会議での児童生
徒の安全確保に関する会議の開催、
および校外夜間パトロールの実施
＊老人会やシルバー人材センターに
よるお年寄りの「薄暮時間のウォー
キング」の実施を計画

＊老人会やシルバー人材センターに
よるお年寄りの「早朝、および薄暮
時間のウォーキング」の実施を計画

＊警察署生活安全課の補導員による
講話、および安全確保のための寸劇
の実施
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29

＊現在、特に行っていない。 ＊現在、特に行っていない。 ＊保護者、地域の方々と長期休業
中、パトロールを行い、その際、児
童・生徒への声かけの運動を進めて
いる。

＊学区内支所と連携を密にし、不審
者情報をはじめ、安全に係わり共有
している。必要に応じ、回覧の形や
通信での協力依頼も行う。

＊安全に関する会（子どもを守る
会）が、幼・小・中と保護者、関係
団体の協力のもと、定期的に会合を
もち、連携した取組を行うように
なっている。

＊毎週木曜、朝、地域に出かけ、交
通の要所で教師が立ち番をし、あい
さつ運動を兼ねている。また、放課
後も教師による下校パトロール等を
行い、安全に心がけている。

＊ＰＴＡ活動は活発で、ふれあい祭
（文化祭のバザーや模擬店）や各行
事について協力して取り組んでい
る。
＊キャリア教育等の職場開拓や生徒
の体験の受け入れ等

30

＊本校区内で、不審車出没の事案が
頻発することから、ＰＴＡに下校時
のパトロールを依頼している。
＊校外指導委員に防犯パトロールの
磁石付きステッカーを配布し、街中
を走行してもらうよう依頼してい
る。
＊朝は毎月、１・11・21の３回立ち
番指導をしていただいている。

＊学校の教職員が校内の巡視を行っ
ている。外部には依頼はしていな
い。

＊校報（毎月１回、校区内4,300戸
全戸配布）を通じて地域住民の方に
声かけ運動を依頼している。

＊前述の校報（月１回発行、校区内
4,300戸全戸配布）で、不審者や不
審電話の件について、啓発のための
記事を掲載している。

＊不審者出現の際には、市の安全課
のパトロールを強化していただいて
いる。また、警察へも即時通報して
いる。

＊ほぼ月１回のペースで、「校区連
絡会議」を開催している。生徒指導
に関する情報交換等、大変意義ある
会議となっている。これは、平成６
年度より継続している。本校にとっ
ては、大変重要な取組である。
出席者：主任児童委員３人、民生委
員学区長、副学区長６人、相談役１
人、学校より７人

31

＊ＰＴＡの本部や安全推進部の事業
として、年間を通じ毎月２回の交通
安全指導、あいさつの声かけを行っ
ている。（登校時に30分程度、各集
落の通学路や学校周辺で）

＊特になし ＊①で記述済みのあいさつ、声かけ
運動
＊地域の青少年育成団体による毎月
の「あいさつ運動」

＊不審電話が生徒宅にかかった折、
保護者あてに注意を促す文書を、校
長が作成し配布した。
＊生徒指導主事作成の「便り」で、
機会を見、注意喚起した。

＊生活安全課に依頼し、駐在所員や
パトカーによる学校周辺のパトロー
ル。（不審者出没時、卒業式当日）

＊授業の空き教員による校内パト
ロールの常時化
（生徒の動向に気を配ることと、外
部からの不審者への対応を兼ねて
行っている。）

＊地域青少年育成団体による「コン
サート」の開催（平成15年）
＊ＰＴＡ主催の、特に自転車通学に
関わる交通安全教室の開催（警察の
交通安全課員が指導、平成17年７
月）

32

＊ＰＴＡ活動として、毎月第２・第
４の水曜日に、地域での朝の立番
＊毎日、校門で全教職員の下校指導

＊生徒指導を中心に、校時毎に分担
を決めて実施

＊①と同じ ＊適時に学校文書として配布 ＊地域の団体（更正婦人会）による
集会でのお話
＊学期に１回程度の声かけ
＊青少年育成会、民生児童委員の学
校訪問（授業参観と管理職・生徒指
導主任との協議会）（年１回）

＊市から給付の防犯ベルを希望者へ
貸与

33

＊毎月の「安全の日」（原則として
１日・15日）にＰＴＡの生活委員会
と学校教職員が当番を割り当て、交
通危険箇所で立哨する。

＊教員のみで行っている。 ＊①の際、同時に行っている。 ＊地域内あるいは周辺地域等で生起
した安全上重大な問題については、
生徒を通じて文書配布をしている。

＊空き時間の教師は、常に割り当て
を組み、廊下や校門付近をパトロー
ルしている。

＊本年度、ＰＴＡ主催で講演会「生
命だきしめて」をもった。また、学
年単位では、親子ソフトボール大会
など、交流を深めた。

34

＊不審者出没
・全教職員に連絡、全校生徒に指導
（複数で下校）、校区小・幼・支所
に連絡
・教職員とＰＴＡに協力を要請し、
パトロールを実施
・ＰＴＡ補導部を中心に、地域の方
に協力を要請
・現在15か所で常時パトロールを継
続中

＊通常は、各学年、毎時間生指パト
を兼ね、校内巡回
＊文化祭・体育祭にはＰＴＡにも協
力していただき、校地内外のパト
ロールを実施
＊管理職による校内、校地内パト
ロールの実施

＊全教職員、ＰＴＡによるあいさつ
運動の実施（６月・12月）

＊不審者情報
→全教職員→生徒への注意指導（保
護者へ文書）
→校区内の校園へ連絡
→支所・交番・教委等、関係機関諸
団体

＊生指協力者会議等での情報交換、
協力要請

＊文書を用い、全校生徒へ指導する
とともに、遠距離通学生は、別に集
めて不審者対応指導を実施
＊希望者へ防犯ブザーの斡旋

＊環境浄化活動への参加
＊パトロール協力
＊総合的な学習の時間における地域
探訪への協力、講師
＊下校時間帯の立哨（15か所）
＊各行事への参加

35

＊１日・15日は、登校指導および安
全の日と位置づけ、保護者・生徒
会・本校職員による登校指導を行っ
ている。

＊日々教職員全員が、校舎内の巡回
待機パトおよび待機パトロールを
行っている。また、気になる子の保
護者に来校いただき、校舎を巡回し
ていただいている。

＊①と関連し活動を行っている。
＊また、関係機関および少年セン
ター等の街頭補導にも、随時、保護
者・職員で交番を中心に、あいさつ
運動を含めた意識で参加している。

＊学校だより、生徒指導だより、広
報など、月・学期など随時配布して
いるが、地域で被害があった場合、
緊急の対応で（不審者などによるい
たずら、盗撮など）保護者通知・お
知らせなどを配布し、注意、喚起を
促している。また、学校のホーム
ページからそのお知らせ文を貼り付
け、幅広く注意を促している。

＊ＰＴＡが主催で、地区別懇談会を
夏休みに開き、生徒の安全確保等に
ついて話し合いを進め、その会の中
に地域の青少年健全育成学区民会議
の方々にも来校いただき、ともに地
域の子どもたちを守る取組を行って
いる。
＊また、学期ごとの生徒指導協力者
会議を開き、生徒の安全確保・学校
の取組等を含め、話し合いを深めて
いる。
＊さらに、気がかりな子の指導な
ど、プロジェクト会議を開き、様々
なケースの指導に地域・関係機関の
ご指導をご示唆いただいている

＊本校の夏期研修会において、性教
育の指導方法について、本校職員が
講師として、研修を深めた。そこ
で、本校の性教育の指導が保護者に
もできる限り知っていただきたいと
の願いもあり、ＰＴＡ文化体育委員
会の方々に参加いただき、ともに性
および性教育についての学習と生徒
の関わり方なども含め研修を深め
た。
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36

＊朝の登校時に、地域の方々が、日
を決めて交差点等に立ってくださっ
ている。さらに不審者情報があった
時には、青少年指導員も巡回にあ
たっている。

＊ＰＴＡ指導部が中心となって毎日
17:00～17:30に校舎内、体育館、グ
ランド周辺等をペアで巡回してい
る。
＊下校時の不審者に係る安全対策と
して、校内巡回から通学立哨への広
がりをＰＴＡ本部と検討中。

＊上記①・②の時に積極的な声かけ
もしていただいている。

＊学校通信や学年・学級通信を通し
て、生徒の安全確保については、常
に注意を促している。
＊具体的な不審者情報があった場合
には、別途文書を全保護者に出して
注意喚起に努めている。

＊連合自治会、青少年指導員、民生
委員、児童委員と情報交換を行った
り、協力要請したりしている。

＊教職員による登下校指導 ＊参観日や体育祭などの休日開催。
＊総合的な学習の時間における訪問
や講師依頼など
＊地域の運動会や文化祭などへの積
極的な参加
＊「家庭・地域とともに進める開か
れた○○中学校教育推進委員会」を
年２回開催し、学校教育活動の評価
や地域の教育力、安全対策について
情報交換している。

37

＊ＰＴＡ生活指導部の活動で、各地
域において、当番制で朝の通学指導
を月２回の予定で行っている。指導
結果を日誌に記録し、学校の字担任
を経て、次の保護者に渡ることに
なっている。字担任は、その内容を
参考に指導する。

＊本年度、現段階では、校内巡視体
制を組んでいないが、昨年度、校内
へのアメ・ガム類の持ち込みや暴力
行為が危惧されたため、昼休みを中
心に、校内巡視を行った。
＊保護者や地域の方々と連携するま
でには至っていない。

＊区長会を通じ、各字全戸に配布で
きる形が整備されているため、ＰＴ
Ａ広報誌も町内全戸配布ができる。
また、防災無線が全戸に配備されて
いるため、緊急連絡も速やかに周知
徹底することができる。

＊「子ども110番のおうち」が設置
され、万が一危険が生じた場合に
は、駆け込める体制がとれている。
また、役場の職員を中心にして、
「子ども110番のくるま」が各事業
所にあり、町内の子どもの安全を見
張る役目をしている。

＊青少年育成町民会議のメンバー
が、月２回、学校の校門で「あいさ
つ運動」を展開している。また、毎
日、校長自らが校門に立ち、登校す
る生徒に声をかけている。
＊部活動を終え下校する生徒に、校
長や出られる職員が、声かけをして
下校指導をしている。

＊ＰＴＡ活動の一環として、学年別
に親子フォーラムを毎年、年１回開
いている。毎回100％近い出席率
で、親子の触れ合いの場となってい
る。
＊体育大会には、平日開催である
が、ほとんどの保護者が弁当持参で
参観し、昼食を子どもとともにとる
姿が、毎年続いている。また、幼稚
園児にも参加してもらって、中学生
と触れ合い、競技やＰＴＡ種目、独
居老人の招待もある。

38

＊ＰＴＡと連携し、校区の字で、６
月～12月の間に日を設定して、朝の
あいさつ運動を行う。各字の保護者
とともに字担当の教師がいっしょに
活動する。
＊毎学期始めに、市Ｐ連と連携して
朝のあいさつ運動を実施している。

＊長期休業を中心に、各地区（学
区）の補導委員会と連携をとりなが
ら、夜間のパトロールを実施してい
る。○○中校内を巡回箇所の１つに
入れている。（各６回で計18回程
度）
＊ＰＴＡ育成部の巡回活動におい
て、はじめに○○中校内を巡視した
後、駅周辺等の巡回指導を実施して
いる。

＊少年センター、青少年補導委員
会、ＰＴＡ育成部などのパトロール
活動を定期的に実施。特に長期休業
中については、校区内の大型店舗の
巡視を中心に、昼と夜に分かれてパ
トロールをし、声かけをしている。

＊不審者情報や下校時の注意など、
定期的に周知する文書とともに、随
時、不審者等の情報を知らせ、注意
を喚起している。

＊警察や関係諸機関との連絡会議を
定期的にもち、校長、生徒指導主事
が出席して情報交換を行う。（各学
期１～２回の実施）
＊毎年、保護者・生徒に対して、学
校の安全管理についての外部評価を
実施している。
「学校は、子どもたちへの直接指導
や保護者への啓発を通して、子ども
たちの安全確保に努めている」

＊各学期毎に下校指導強調月間を設
け、全職員が下校指導にあたる。
（定期テスト前や学期末を中心に）
＊全生徒に防犯ベルを持たせ、使用
について周知を図っている。

＊中学２年生で実施する職場体験学
習において、市内の60近くの営業所
に協力いただいている。今年度は、
５日間で実施する。
＊ＰＴＡ町別懇談会を校区内で実施
し、自治会長、民生委員、民生児童
委員にも出席いただいて子どもの健
全育成、安全対策について話し合っ
た。

39

＊ＰＴＡ地域活動部の朝夕のあいさ
つ運動の取組で、地区ごとに年間21
回の通学安全指導立哨を行ってい
る。登下校の時間帯が広いので、立
哨の時間帯や場所に工夫が必要であ
る。

＊現在は、特別な連携はない。 ＊ＰＴＡ活動における愛の巡回指導
を、７月～３月までＰＴＡ役員と連
携して、校区内の巡回パトロール指
導を行っている。

＊不審者情報等の各家庭への配布。 ＊学校のホームページにも行事だけ
でなく、不審者情報等を掲示し、携
帯電話からもアクセスできるように
している。

＊総合的な学習の時間に、地域の方
を講師にお願いしたり、地域の施設
へ出かけて、お話を伺ったりしてい
る。また、地域の老人会の方や手話
サークルのメンバーと交流してい
る。その他、道徳、部活動、合唱コ
ンクール、ボランティア活動等で、
地域の方に指導いただいている。

40

＊交通安全指導と兼ねて、毎月２回
字委員を中心に登校指導を実施して
いる。指導に立たれた方から報告用
紙を提出してもらい、生徒、職員、
時には、保護者にも知らせ、意識の
高揚を図っている。

＊特に実施していない。 ＊町Ｐ連の活動として、あいさつ運
動を展開し、啓発用シールやステッ
カーを会員に配布し、校種の隔たり
なく、町全体として子どもの様子を
見守ろうという意識を高めている。

＊県・町教委・警察等からの文書が
出るごとに、注意喚起の文書を生徒
を通じて配布している。

＊ＰＴＡ役員による、校内および通
学路周辺の安全点検の実施

＊入学時（新入生）全員に、防犯ブ
ザーを配布している。

＊キャリア教育（職場体験学習）を
実施するにあたり、地元企業の方を
講師に迎え、事前学習を実施してい
る。

41

＊交通安全、挨拶運動を目的とし
た、毎月１・15日の立番運動、交通
安全週間の立番をＰＴＡに依頼して
いる。

＊特になし ＊町青少年育成会議、民生児童委員
連絡協議会等、町内関係機関との連
携、また依頼により、地域全体に広
げられるよう努めている。

＊県教委・地教委の指導を受け、便
り、または町内無線等で徹底に努め
ている。

＊特になし ＊町内関係機関、特に町育成会議と
の連携

＊特にはないが、行事はもとより、
保護者会、授業公開等に保護者が学
校に出向く機会を多く設けている。
また、参加率も非常に高い。

42

＊交通安全週間を中心とした登校時
の安全指導

＊なし ＊登校時の安全指導の際に、あいさ
つによる声かけ運動

＊事件等の情報が入れば、速やかに
生徒を通じて文書で連絡している。

＊特になし ＊特になし ＊総合的な学習の時間（１年）で、
地域学習を行い、地場産業や伝統行
事などを調べる時に、地域の方が講
師として来ていただいている。

保護者・地域との連携（中学校） Page 7



①登下校の校外指導 ②校内の巡回 ③声かけ運動 ④注意喚起や文書等の各家庭への配
布や地域での広報など、速やかな周
知体制の整備

⑤①～④以外の連携した、児童生徒
の安全確保のための取組№ 安全管理に関わる取組以外に、保護

者や地域と連携した実践事例

保護者や地域と連携した取組以外
で、児童生徒の安全確保のため、工
夫されている取組

安全管理に関わる、それぞれの取組について、保護者や地域の方々と連携した具体的事例

43

＊登校指導は、全保護者によって６
月から翌年５月まで立案・計画し、
実施している。（町内10数か所）主
に交通安全指導を中心に実施。
＊下校指導は、９月から２月まで、
ＰＴＡ本部・生活部と教職員が一緒
にパトロールを実施。交通指導およ
び生徒の安全確保を目的に、校内３
コースを巡回する。

＊実施せず ＊登下校時に校外指導と合わせて実
施。

＊ほとんどが生徒を通じて配布して
いる。
＊緊急の場合は、町の防災無線を利
用している。

＊少年センター、補導委員、警察と
定期的に会議をもって、情報交換や
安全確保に向けて意見交換をし、対
応に役立てている。
＊青少年育成町民会議との夜のパト
ロールの実施（週１回）

＊校内における取組
防犯カメラ・ビデオの設置、夜間の
照明（玄関・自転車置場等）、防犯
訓練の実施

＊ボランティア活動として、駅舎清
掃（町青少年育成会議と連携）や共
同作業所、社会福祉協議会主催行事
への生徒・教職員の参加
＊青少年育成町民会議主催の育成会
議での青少年非行防止寸劇等への生
徒の参加
＊病院の助産師を招いての性教育や
職場体験事前学習で、町内企業の担
当者を講師として実施している。

44

＊学校独自 ＊学校独自 ＊ＰＴＡ校外補導が数年前より、10
月上旬の１週間、通学路に立って交
通安全の呼びかけと声かけ運動に取
り組む。
＊中学生とＰＴＡの交流が深まり、
保護者が中学生の様子を理解でき、
好評である。

＊学校またはＰＴＡが不審者に対す
る注意喚起文書を配布。
＊学校通信を配布し、学校の状況、
安全指導の取組に関わって、地域・
保護者に協力を依頼。不審事案に対
して連絡体制を確立。

＊7/1、ＰＴＡ校外補導部が、保護
者、ＰＴＡ会員、小学校ＰＴＡ、地
域民生児童委員に呼びかけ、少年セ
ンターから講師を招いて、学習会を
設定した。

＊不審者侵入時の緊急対応マニュア
ルの設定（暗号放送）
＊不審者対応防具（さすまた）の設
置

＊まちづくり、郷土学習等、学年ご
との「総合的な学習の時間」に地域
の方を講師に招く。
＊愛郷週間を設定し、学区の史跡清
掃に取り組む。
＊８月末、親子環境美化活動を設定
し、親子で学校美化に取り組む。

45

＊月１回（１日または15日）は、朝
の交通立番を全教職員・ＰＴＡ・校
区生徒指導推進協議会のメンバーで
実施。（通学状況や自転車の点検・
整備および安全指導のため、数か所
で実施）
＊毎週水曜日、およびテスト１週間
前は、下校指導を全教職員で実施
し、速やかに安全に下校することを
促している。
＊月１回（水曜日）は、放課後の交
通立番を全教職員で実施し、交通安
全指導全般にわたって指導の強化を
図っている。

＊朝の短学活前（フリーの教師）、
休み時間・昼休み（全教職員）に各
学年フロアーごとに校内巡視を実施
し、ベル着を促すとともに、生徒の
様子の把握に努めている。

＊月１回（１日または15日）は、朝
の登校指導時に、全教職員・ＰＴ
Ａ・校区生徒指導推進協議会のメン
バーで声かけ運動を実施。

＊生徒指導主事を中心に、速やかな
対応を図るため、その日のうちに文
書を作成し配布。その際、担任から
「必ず、保護者に渡すこと」を言い
添えている。
＊生徒指導主事を通じて、日常から
関係機関との連携に努めている。

＊学期に一回、生徒指導推進協議会
の実施
＊校区の２つの学区内での地域安全
連絡会議への参加
＊○○市安全対策推進フォーラムへ
の参加
＊○○市学校安全対策評価システム
の活用

＊不審者対策を中心とした避難訓練
の実施および教職員の実技訓練の実
施

＊学校祭での体験活動（地域協働合
校の一環）
＊職場体験学習の実施（２年生対象
に３日間）
＊福祉体験学習の実施（１年生対象
に１日）

46

＊「ＰＴＡ愛のパトロール」への参
加。市内巡回。
＊長期休業中の安全パトロール
＊各地域の青少年育成会議に参加
し、連携を深める。

＊行事等での保護者による校内の巡
回。体育大会・合唱コンクール等

＊毎週水曜日、朝7:50～8:30、ＰＴ
Ａ役員およびボランティアによる
「あいさつ運動」を実施
・あいさつ運動は、３年前ＰＴＡの
本部役員がはじめて行った。２、３
年目と地域の育成会、ＰＴＡボラン
ティアへと活動の輪が広がりつつあ
る。
＊公民館区の青少年育成会を単位と
して、各学期に２日間「あいさつ運
動」を実施

＊状況に応じて文書等配布。地域の
協力の必要な時は、公民館や育成会
の組織を通して周知を図っている。

＊不審者マップを作成し、地域の公
民館等に配布。（平成16年度、本年
度見直し）
＊学校評議員会やＰＴＡ本部役員会
で開かれた学校づくりと生徒の安全
確保についての意見交流を図る。
＊ＰＴＡによる保護者を対象とした
ＣＡＰ研修（平成16年度、17年度、
予算等の関係で実施できず。）

＊教職員の危機管理意識の高揚を図
る。夏季校内研修で外部講師による
「さすまた」の講習会を実施。
＊学校の門扉の開閉を登下校の時の
みに限定。
＊各学年教師による授業中および休
み時間ごとの巡視。教師の空き時間
がなく、負担が大きい。
＊管理職、生徒指導担当者等による
不定期な校内巡回。

＊職場体験学習（２年生が地域の事
業所に出かけ、３日間体験活動を経
験）
＊福祉体験学習（１年生による○○
高等学校における福祉体験活動）
＊地域の文化祭や運動会における手
伝い、吹奏楽部の演奏協力
＊ＰＴＡボランティアや△△会（□
□中第１回卒業生）による環境整備

47

＊ＰＴＡ健全育成委員会の事業の１
つとして、年間15回、月１回程度、
通学区９ポイントで通学指導、交通
指導、あいさつ運動を兼ね実施して
いる。従前より「あいさつは心の花
束」のスローガンのもと、保幼小中
であいさつ運動を展開してきたこと
もあり、あいさつへの関心度が高
く、地域、外来者からも本校生はあ
いさつをよくしてくれると好評であ
る。

＊実施していない。 ＊①で記述 ＊県や町からの通知文、緊急連絡が
入り次第、保護者あてに文書を配布
している。また、町教委も広報車
で、毎日定時に放送で呼びかけ、巡
回パトロールで実施していてくださ
る。

＊毎日の校舎完全施錠と定時の巡回
＊外来者に対しての声かけ
＊緊急時発生の連絡先の提示
＊職員の危機管理意識の高揚（研修
の実施）
＊情報の共有化（保護者・地域・近
隣の学校）
＊町当局、町教委、郡少年指導セン
ター、教育集会所、警察への定期的
訪問
＊職員のＰＨＳ常時携帯の義務づけ

＊ＰＴＡひびきあい活動、親子活動
の開催
＊部活動保護者会とふれあい活動

48

＊ＰＴＡの組織に「通学安全指導委
員会」があり、各町から１～２名の
委員が選出されている。この委員会
のメンバーが月に８日ほど、登校時
の立哨を実施されており、交通安全
指導を中心に活動いただいている。

＊取組はない。 ＊①の立哨の際に、声かけをしてい
ただいている。知らない生徒には、
なかなか声をかけにくいとの課題も
ある。

＊学級通信や生徒指導だより等の通
信を保護者や地域、関係機関に配布
している。

＊特にない ＊教員による登下校指導や業間も含
めたパトロールの実施。
＊生徒会執行部を中心にした声かけ
運動。

＊文化祭の一環として、模擬店やバ
ザーの実施。
＊奉仕活動として、草刈りや溝の泥
あげ清掃の実施。
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49

＊自転車通学生への指導（登下校校
外指導と兼ねる）
・学期ごとの立ち番による指導「教
員・保護者・地域関係者（必要時随
時）」
＊登下校指導
・不定期（年数回）「不審者情報や
地域からの連絡時に随時」
必要に応じて、地域安全リーダーの
方々の協力を得る体制あり。
教員の登下校路安全確保の立ち番
は、15分以内に完了できる体制あ
り。
＜課題等＞
・不審者情報等の学校への連絡が遅
れる場合や、事案のレベル等詳細な
報告が弱い。
・早期に事の次第と状況を学校が把
握することは、生徒の安全確保の観
点からも、その後の対応に係わる時
間的な猶予と体制の確立に大きい。
（改善を求める）

＊教員による巡回、特に毎時間始業
時には、全教員で当該学年のフロア
に行くことは、恒常的な日課であ
る。
＊生徒の動向により、必要時、校内
張り付きパトロールの実施。

＊登校時間帯に合わせ、校門付近に
おいて、学校長以下数名の教員によ
り、毎日実施（年に数回、保護者の
参加もあり）
＊完全下校の時間帯に合わせて、校
門付近において、部活動顧問を中心
に毎日実施

＊非常事変・不審者対応等について
は、学校長名で作成、配布。（作成
後20分以内で各学級配布が完了す
る）
＊内容により、地域関係者へ連絡す
る体制あり（学校の対応についての
連絡および地域への協力依頼）
＊その他
学校経営の基本、生徒の活動の様子
等、保護者や地域に理解を深めてい
ただけるよう、学校だより・学年だ
より、ＰＴＡだより等により、積極
的な広報活動に努めている。
＜課題等＞
事案の発生は、当然不定であり、そ
の時に職員室にいる教員で、初期対
応する必要があり、文書作成および
連絡等の体制づくりが急務である。

＊協力者会議（安全等に係わる地域
合同会議）
（参加者：地域・保護者・関係機関
等約30名）
学期１回を原則とするが、必要に応
じて随時開催できる。
＜課題等＞
いずれの会議でも起こることである
が、日程調整の苦労が多い。

＊これまでに回答した内容を確実に
行うことが大切であり、できる限
り、優先的に・人手も多く、保護者
や地域の方々と連携もこまめに、そ
して丁寧に実施すること。

＊文化祭での保護者の方々の協力
＊自転車通学生集会での警察の方の
安全指導
＊総合的な学習での職場体験学習
（地域内の職場との協力）
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＊毎朝7:55～8:15に○○小前と8:00
～8:20に△△中校門前の２か所で交
通立番を保護者と教師で、年度末ま
で行っている。
＊下校指導は、教師全員が完全下校
時に校門に出て実施している。

＊特になし ＊毎朝、8:00～8:20に石部中校門前
で、ＰＴＡの方と教師で、朝の挨拶
と交通安全の声かけを実施。本校の
教師１名とＰＴＡ４名が参加。１年
間実施。

＊特になし ＊毎月末に１回、駅前交番詰所を拠
点に、２名で、19:30～21:30ごろま
で周辺をパトロールしている。
＊「□□青少年指導支援の会」と連
携し、生徒の安全管理を図ってい
る。
＊ＰＴＡと連携し、夏休みに、夜、
巡回パトロールを25回実施。

＊交番の方に来ていただいて、危機
管理に関する講習や訓練を年１回程
度実施。

＊毎月第２日曜日に、地域の清掃隊
とともに、教師数名も参加し、駅か
ら２キロ程度の間の道路沿いの清掃
活動を実施。
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＊ＰＴＡの生活指導部の活動で、５
月と10月の各１週間、交通安全、挨
拶などの指導を朝の登校時にしてい
ただいている。

＊なし ＊ＰＴＡの生活指導部により、休業
中、学区内の「愛のパトロール」を
していただいている。あまり外では
生徒を見かけないようである。

＊学期始め、長期休業前や市内で不
審者が出たとの情報時に、生徒指導
担当より、保護者あての文書を出し
ている。

＊安全管理面だけではないが、地域
教育相談員との会議を月１回もち、
その中で生徒の安全面について協議
している。また、民生委員や補導委
員の方々の会議でも、情報を提供
し、協力を依頼している。

＊校庭のフェンスに「不審者・不審
車」を見かけた時、学校への連絡依
頼の掲示物を貼る。
字句：「ここは不審車がよく停まり
ます。（学校の電話番号）まで、ご
連絡を！」

＊生徒が運動場の整備をする「愛校
活動」において、地域の更正保護女
性会の方々にも参加していただき、
一緒に活動。
＊福祉体験、勤労体験や人権教育の
講師として。
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＊学区ごとに、ＰＴＡ生徒指導部
が、随時、下校時のパトロールを
行っている。ＰＴＡ主導でしていた
だいているが、勤めの関係などで、
生徒の下校時に合わせることが難し
かったり、人数が揃わなかったりと
課題も多い。しかし、できる範囲で
取り組んでくださっているので、継
続できている。

＊保護者や地域の方の校内巡回は
行っていない。

＊毎週月曜日の朝、ＰＴＡの方が各
地域のポイントに立ち、「おはよ
う」の声かけと、交通安全の指導を
してくださっている。保護者の方が
全員１回は参加して、子どもたちの
様子を見守ってくださっているので
ありがたい。

＊不審者の情報は、直ちに生徒たち
に伝え、指導すると同時に、必要な
ものは保護者に文書として配布す
る。

＊「交通安全総点検」
交通安全対策の一環として、町が中
心となり、通学路の点検を行ってい
る。様々な角度から検討し、改善を
図っている。

＊特になし ＊親子ひびきあい活動を実施してい
る。
＊講演会を計画、実施する。
＊環境ボランティアで、学校美化活
動を行っている。
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