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＊生徒の登下校時の交通安全と交通マナーの徹底（自転車二人
乗り・信号無視などの指導）を図るため、教職員とＰＴＡ役員
（育成部）が毎学期合同で登下校指導を行っている。また、毎
月教職員による学校周辺の街頭交通指導も併せて実施してい
る。

＊不審者の敷地内・校舎内への侵入防止と生徒の安全確保、さ
らには生徒の問題行動の未然防止の観点から、警察署（特に交
番）と少年センターとは定期的に連絡を取り合っている。その
結果、生徒の問題行動の早期発見や生徒の被害把握（特にス
トーカーや盗撮など）については、迅速な対応を取っていただ
いている。
＊また、体育祭や文化祭などの学校行事の前日・当日には、不
審者対策の一環として、交番に学校周辺の巡回を依頼してい
る。

＊昨年６月より、正門と西門の門扉を登校時から下校時まで閉
鎖（施錠はしない）して、不審者やバイク・自動車などの不法
な侵入の防止に努めている。
＊また、今年11月ごろには、不審者対策の一環として、防犯カ
メラ（ビデオ）が設置される予定で、学校施設の保全と生徒の
安全確保に役立てていきたい。

＊本校では、学科の特色を生かして学校周辺の高齢者との交流
会＜高齢者交流会＞を10年間継続し、好評を得ている。また、
昨年からは本格的に周辺自治会との連携をはかり、清掃活動を
主としたボランティア活動を推進している。
・文化祭におけるＰＴＡの参加･･･餅つき大会、親子ソフトボー
ル大会の開催
・「○○川一斉清掃」への参加･･･生徒会・クラブ員を中心とし
た清掃活動
・「高校生自分さがし体験事業」の実施･･･２年生全員による公
園や商店街の清掃活動
・「四者協議会」の開催･･･四者（生徒代表＋教職員＋保護者代
表＋地元自治会長）が本校について話し合う。
・広報活動の拡充･･･学校通信やＰＴＡ新聞の回覧・学校行事の
案内などを行う。
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＊地区青少年育成協議会への参加
＊ＰＴＡ活動として、登校時の交通指導
＊交通調査会議への参加
＊登校時における保護者車での送迎自粛指導

＊地元派出所との連絡体制の強化
＊地区警察署との連携

＊通学路での登校指導
＊「さすまた」の設置と職員組織の充実・意識の向上

＊専門教科の教育活動を通しての連携
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＊ＰＴＡ生活指導部が中心となり、夏季休業中に校外パトロー
ルを実施。

＊地域の学校間で、不審者情報提供体制をとり、その情報を基
に、生徒指導部が中心となって生徒に注意を喚起。
＊警察署員による研修
不審者・変質者からの被害予防と対応について、講話・実技訓
練（護身術等）を受ける。

＊平成17年度、防犯器具（さすまた）を校内に備え付け
＊来校者に対する名簿への記入と名札着用
＊門扉の閉門（課業時間帯も）
＊危機管理マニュアルの作成
＊校内巡視
＊通学路の安全点検（学校周辺）
＊不審者・痴漢撃退法の演習（生徒・職員対象）

＊地域に開かれた学校づくり
学園祭や体験入学等、学校教育内容を地域・保護者にオープン
に
＊学校評価制度を通して助言・意見の交換
＊地域の懇談会に出席し、意見の交換
＊ＰＴＡ活動を通じて連携
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＊中学校区での不審者情報交換
＊３つの地区の小・中・高・少年センター間の情報交換
＊地域の夏祭り等で、ＰＴＡと共同の「ふれあいパトロール」
実施
＊ＰＴＡ総会、保護者懇談会、家庭訪問(１年生は全員)等で、
安全確保に対して共通理解を図る。

＊不審者情報の警察署への連絡
＊不審者情報の少年センターへの連絡
＊定期的に警察署訪問

＊広い敷地で、四方から不審者が侵入する可能性があるため、
①来校者の事務での受付と名札の着用
②緊急時対応マニュアルの職員・生徒への徹底
③職員二人一組による業間巡視の実施(１日４回)
④職員二人一組の週番による放課後の巡視
⑤職員の防犯教室の実施
⑥避難訓練の実施
＊下校時間の設定と複数での下校の指導

＊淡海生涯カレッジの開催（年間５回）
＊保護者への授業公開（年間２回）
＊文化祭、体育祭の保護者公開
＊校外での農産物販売（月２回の脇本陣での販売、随時の市内
移動販売）
＊校内での即売（地域の方々や保護者を対象）
＊地域諸団体への農場開放（見学）
＊出前講座
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＊通学路交通立番（ＰＴＡ事業）
朝の通学時間帯に、学校周辺通学路で、保護者・教員が登校指
導をする。年間４～６回実施
＊愛のパトロール（ＰＴＡ事業）
市青少年育成市民会議主催の市内巡視に参加する。学校を中心
として、児童生徒の集まりやすいところで、声かけ、巡視を行
う。本年度は７回実施
＊地域住民との意見交換
提言・助言があると、随時、管理職をはじめ担当者が対応す
る。場合によると市担当も交えての意見交換も行っている。

＊警察
警察署、交番、その他周辺警察署を訪問しての日常的な情報交
換。不審者情報、連絡制度による本校生徒の非行情報の提供を
受ける。学校より巡視の依頼。
＊市少年センター
協議会、合同巡視、立入調査等の事業に参加する。
＊青少年育成市民会議（市教委）連絡協議会での情報交換。

＊朝の通学時間帯の立ち番（生徒指導課によって毎日実施）
＊全校一斉の校内安全点検（学期に１回）
＊門扉を閉じる（始業時より放課時まで）
＊センサーライトの増設
＊状況に応じて（不審者情報等）、登下校時の巡視（主に生徒
指導課）

＊通学路清掃（ＰＴＡ事業）
週休日に保護者、教員が行う。年間２～３回実施
＊文化祭バザー
地域の保護者に呼びかけ、不要品を提供してもらう。（各公民
館の協力）
＊ボランティア部の周辺地域での活動（老人施設・聾話学校訪
問、清掃活動等）
＊保育実習
家庭科の学習の一環として、地元幼児園を訪問し、交流学習を
行う。
＊ジュニアレスリング
市内小中学生が参加するスポーツクラブ（本校施設で本校教員
が指導）
＊学校開放講座
市広報等を利用し、地域の人を中心に募集を行う。
＊人権研修等
地域会館との情報交換と現地研修を実施
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＊毎月１回、教師と保護者各３名ずつが合同で朝の通学時に立
ち番をし、登校時の交通マナー指導、服装指導などについて声
かけ運動を実施している。
＊定期的に教師と保護者合同による初発型巡回指導を実施し、
非行の未然防止に努めている。

＊学校の生活指導係が定期的に地元警察署を訪問し、情報交換
をしている。
＊毎年１回、警察の交通指導係の方に学校に来ていただき、全
校生徒を対象に交通安全や薬物乱用防止等について、講話をし
てもらっている。
＊本校生徒や他の学校からの不審者情報が入れば、すぐに警察
に連絡をとって巡回してもらうことにしている。

＊生徒の通学路の安全確保のため、数年前から地元高校のＰＴ
Ａと合同で危険地域の安全確保に関する要望書を提出し、改善
をお願いしている。その結果、改善された点も多い。
＊平成16年度に本校の正門と生徒通用口の２か所に防犯カメラ
を設置し、不審者等の侵入に備えている。
＊職員室にさすまたを設置し、緊急時に備えている。

＊年１回、秋に保護者対象の学校評価アンケートを実施し、そ
の結果を分析して学校改善に役立てている。

No
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＊市青少年育成市民会議の主催で、年２回、全市諸団体が参加
して、幼・小・中・高校生を対象に「まちぐるみで愛の声かけ
運動」を実施している。学校ではＰＴＡ活動として位置づけ、
教職員や保護者が参加している。自転車の二人乗りの防止や交
差点での信号の厳守などの交通安全面だけでなく、挨拶や服装
などについての指導も行っている。その時の生徒の状況や問題
点等の報告を集約し、日常の生徒の安全確保や指導に活かして
いる。

＊日ごろから、近隣の警察署、派出所および少年センター等と
連絡を密にとり、不審者や生徒の安全管理のための情報交換を
やり取りしている。
＊今年度は、本校と市少年センターが主となり、不審者の情報
を収集し、地区の学校等に、発生場所や発生の状況等の不審者
情報を発信している。内容が詳しく、処置の概要等も報告され
るので、安全管理の参考になっている。また、警察署員の方を
講師として不審者対策講習会を開催し、さすまたの使用方法な
どの実習をしながら、不審者への具体的な対処の仕方について
の研修等を行っている。

＊本校の敷地は、地域住民の生活道として長年利用されてき
た。部外者の侵入と地域住民との区別がつき難く、部外者に対
する生徒の安全面で速やかな対応が必要であることから、昨年
度より防犯監視カメラを設置し、運用している。ハードディス
クへの記録のため、迅速に過去の画像が確認できるので、事件
や問題の解決のために有効に活用している。

＊ロータリークラブとの連携で、毎年本校の３年生を対象に、
同クラブの職業奉仕委員会のメンバー10人が面接官役となり、
就職模擬面接を実施している。生徒への服装や話し方のアドバ
イスだけでなく、学校全般にわたって助言をいただいている。
また同クラブによる交換留学も行われ、本校からはスウェーデ
ンに留学し、本校へはアメリカ合衆国から留学生を受け入れて
いる。
＊市内で唯一の高等学校ということもあって、地域との結びつ
きも強く、特にＰＴＡ活動、後援会活動も活発で、会合も多
い。また、人権教育担当者を中心に、地域総合センターとの連
携を日常的に進めている。
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＊不審者（主に露出）が多発している。遭遇した生徒の保護者
には連絡を取り、送迎、通学路の変更を依頼する。また、生徒
には複数人数での登下校を指示し、希望生徒には防犯ベルを貸
し出す。

＊生徒からの不審者遭遇の報告がある毎に、地域の交番に連絡
を取りパトロールを依頼する。
＊不審者情報をＦＡＸで情報交換し、生徒へ注意を促す。
＊校内への不審者に対応するため、警察による「さすまたの講
習」に生徒指導主任が参加する。
＊警察・少年センターの協力を得て、近隣の駅で登校時に立ち
番をする。

＊地域の夏祭りに、ＰＴＡ役員の協力を得て巡視をする。
＊保護者との生活懇談会を通して生徒の生活について情報交換
をする。
＊道路工事等で通学路に危険箇所があった時、自治会長さんが
説明に来られた。
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＊年に２回、通常門の前で、全職員と保護者の方（ＰＴＡ役
員）であいさつをしながら、交通立番を実施している。
＊全教職員は、毎日、８時10分から８時35分（30分間）まで通
常門（生徒の入口）で挨拶を兼ねて登校指導をしている。（担
任は８時25分まで）
＊このような取組の結果、問題行動が激減した。また、頭髪指
導や服装指導ができ、良い効果が出ている。
＊また、地域の方と挨拶や、会話等ができる。
＊しかし、全職員が毎朝登校指導を実施しているので、朝の打
ち合わせ等ができない。

＊地域の各諸団体および警察と町内のパトロールを実施してい
る。

＊毎月、１日と15日に場所を設定し、交通立番の実施（１日、
15日が土曜日・日曜日・休日の場合は、次の日に実施）
＊学校安全委員会の実施
（校舎内等の施設安全点検）

＊体育祭や文化祭の公開
＊公開授業の実施（保護者や地域の中学校の教員を対象とした
公開授業）
＊学校評議員会の実施
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＊保護者に対して、長期休業前に生徒の生活安全のための注意
プリントを配布している。
＊特に、女子生徒の保護者には、帰宅時間が遅くなる場合に
は、迎えに来てもらうようお願いしている。

＊警察署生活安全課、交通課の協力を得て、生徒の生活安全お
よび交通安全対策を行っている。
（平成17年度）
5/25(水)　交通安全講話、薬物乱用防止講話(１年)
6/13(月)　外部侵入者に対する防犯実技講習(全職員)
7/19(火)　防犯講話(全学年)

＊特になし ＊生徒の学習状況や生活の様子について保護者と懇談(保護者
会)
＊ＰＴＡ評議員会、ＰＴＡ総会で学校の現状を伝え、保護者か
らの意見を聞いている。
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＊生徒の通学安全のために、地域自治会等に協力をお願いして
いる。
＊市が地域の方々に依頼している「こどもＳＯＳホーム」との
連携を図っている。（実情として本校生徒のＳＯＳホーム利用
例は、これまで発生していない）
＊生徒が部活動で遅く帰宅する場合等は、保護者に最寄り駅ま
で迎えに来てもらうよう、保護者会で依頼している。
＊長期休業中には、地域の方による「ふれあいパトロール」に
本校も巡回してもらっている。

＊生徒指導課員が、月１回程度、警察署、少年センターを訪問
し、情報交換を行うとともに、安全確保について協力を依頼し
ている。

＊教職員が当番制で、毎朝に最寄り駅までの通学路に立ち、登
校時の安全確保に努めている。下校時も随時実施している。

＊生徒による地域道路の清掃を実施（年３回）
＊部活動生徒が地域行事に参加して発表（随時）
＊市民、保護者対象の学校発表会の開催（年１回）
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＊保護者にはＰＴＡの会議やホームページ等を通して、安全管
理について情報発信することにより連携をしている。また、
「学校評価」の一環として保護者から本校の安全管理について
アンケートをとっており、連携を深めようとしている。
＊現在、校舎改築中のため、地域住民との会議等が多く開催さ
れている。その中で生徒の安全管理（特に通学・交通関係）に
関して意見交換を行っている。

＊特に本校独自の連携は行っていないが、生徒指導担当の教員
が警察訪問の際には、生徒の安全確保のための意見交換を行っ
ている。

＊学期始めに交通安全指導週間を設定し、生徒の安全確保のた
めの取組を行っている。
＊２学期の中間試験最終日に、女子生徒全員を対象に護身術講
習会を実施する予定である。

＊特になし
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＊地元公民館との連携、近隣小・中学校との情報交換
登下校中の女子生徒へ「車に乗った不審者」から声かけが頻繁
に行われる事例が発生した。（平成17年６月９日）教員による
通学路の巡視とともに地域の小・中学校へ情報の連絡を行っ
た。その後公民館職員・駐在所員による巡視も行われた。事件
についての情報確認を行う中で、今後は公民館に情報を伝え、
公民館から関係学校・警察への情報伝達、巡視を行うことに
なった。また、保護者より不審者による声かけの通報があった
際は、全校生徒に注意を呼びかけ、学校での対応が保護者に伝
わるように努めている。今後は、メールマガジンでも情報発信
をしていく。

＊110番通報体制
地元警察署と不審者通報時の連絡先について、110番通報を警察
署生活安全課への連絡に優先して行うことを確認している。そ
のため校内に部外者が侵入した際、警邏中のパトカー２台、近
隣駐在所員が駆けつけ対応できた。（平成17年５月６日）　校
門前に部外者がたむろするなどする時には、通報体制が整って
いるため、教員が通報のための情報確認や部外者との対応がし
やすくなった。

＊校門門扉の閉鎖（施錠はしない）平成17年９月８日より
＊不審者による声かけ情報の収集。登校時間がずれた生徒に集
中しているため、遅刻者指導の際「声かけ」の有無を確認す
る。
＊「声かけ」発生時には、全校生徒へ情報の伝達と下校時の注
意指導を行う。

＊地域清掃活動
①部活動の部員による地域清掃活動
ア　公民館との連携により地域住民との共同作業として実施
（平成17年６月９日）
教員・部員200名以上参加
内容：○○川緑地の人口河川（○○川）のヘドロ上げ、除草
（平成16年に地元地域が国土交通省の表彰を受けた）
イ　部員によるゴミ拾い(平成17年６月６日～10日)、学校周
辺、通学路、学区内道路、公園周辺　部員参加合計100名。平成
15年度より年末清掃活動の一環として、12月末にも実施してい
る。
②第１学年による体験的活動としての地域清掃活動を行う。６
クラス232名(平成17年10月25日)第１学年６クラス全員による環
境学習として
＊吹奏楽部による地域活動への参加
地域の要請により「街づくりフェスタ」、「夏祭り」、「文化
祭」等で演奏を行っている。
＊行事へ地域住民の参加呼びかけ
文化部展覧会、夕暮れコンサートなどへ地域住民の参加を呼び
かけている。

14

＊ＰＴＡ総会や役員会などの機会あるごとに、生徒の安全につ
いて、校長や各教員から十分に注意するように口頭にてお願い
している。
＊学校評議員として地域代表の方が入っておられる。その意見
を地元の要望として聞くと同時に、地域には本校の安全への協
力のお願いをしている。

＊本校と最寄り駅の間の通学路における不審者が多発している
ので、最寄りの交番と連絡をとり、登下校時などでの定期的な
巡回をお願いしている。
＊生徒には、不審者に出会った場合は、携帯電話で110番をする
ように指導している。

＊本校は、校地内に一般住民が通行可能な里道があるため、校
門を完全に閉め切ることができない。実際、中学校の通学路に
も指定されている。このため不審者の侵入を初期段階で止める
ことが、より困難である。そのため、防犯カメラを２か所の門
（表門と東門）と部室前に設置し、常時ハードディスクビデオ
に録画するとともに、職員室で常にモニター監視している。

＊ボランティア活動（保育実習、合唱部のホーム訪問）等で地
域と交流している。

15

＊ほぼ月１回開催されているＰＴＡ役員会で学校の状況を報
告。必要に応じて支援を依頼。
＊文書による家庭への働きかけを必要に応じて行う。

＊警察の巡回要請やＳＳＴ制度による協力依頼
＊警察等との情報交換
＊地域自治組織（学区別）との情報交換

＊「学校危機管理マニュアル」に沿って対応
＊門扉の閉鎖、校内・校舎周辺の巡回
＊登下校指導
＊学校施設面において、防犯監視システムを設置

＊最寄りの交通機関や通学路の立ち番等を確認し、連携をとっ
ている。

16

＊「あんしんネット」（携帯電話への治安情報メール配信サー
ビス）の実施
保護者の携帯電話のメールアドレスを学校に登録していただ
き、不審者や被害事件の情報提供があった際に、具体的な情報
を電子メールで配信する。今年度13件配信（9/26現在）
（痴漢情報８件　不審者１件　盗撮１件　暴行１件　たかり１
件　つけねらい１件）

＊あんしんネットの情報提供を受けている。 ＊生徒が登校した際、放課後まで正門の扉を半分閉める。（今
年の６月から実施）

＊地域の会合に出席し、情報交換を行う。（学校長）
＊ＰＴＡ主催で学校周辺の草刈り等を実施
特に正門付近は、交通事故防止のため、樹木を伐採するなど見
通しを良くした。

17

＊ＰＴＡ育成部と生徒指導による「愛のパトロール」として、
生徒の登下校時に①最寄り駅および本校通用門で登校指導、②
量販店付近の巡視を行っている。

＊警察署と定期的に情報交換を行っている。 ＊交通安全期間中に、教員と生徒による登校時の安全指導を実
施している。

＊特になし

18

＊入学式後のＰＴＡ総会で、生徒指導課主任が、本校の安全管
理に関する取組並びに学校と家庭の連携の大切さを説明し、理
解を得る。
＊保護者会で不審者対応に関わる文書を配布し、注意を喚起す
る。
＊ＰＴＡ役員会でも不審者出没についての情報を流し、他の会
員にも注意を促していただくよう依頼する。
＊近辺の食堂店主と不定期ではあるが、情報交換をする。

＊本年は、５月に地元警察の指導のもと、職員対象の不審者対
応訓練を実施した。
＊生徒指導主任が定期的に警察訪問をして、連携を密にしてい
る。
＊地域の高等学校間で、不審者情報の交換を実施し、被害の未
然防止と犯人の早期逮捕に努める。

＊機会あるごとに、朝の連絡会や全校集会を利用して、教員・
生徒への安全確保への周知徹底を図っている。
＊正門等の立ち番指導を全教員が輪番制により実施し、生徒の
安全確保に努めている。

＊定期的にＰＴＡ役員会や学校評議員会を開催している。
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＊情報を提供し、提供してもらう努力をＰＴＡの会合ごとに ＊情報連携
＊パトロール依頼
＊信号機設置要請
＊各種講演依頼

＊施設整備
＊設備点検・補修

＊保護者への交換留学生　受け入れ依頼
＊保護者への文化祭模擬店依頼

20

＊特になし ＊不審者の侵入時の対応として、早い段階で協力を仰ぐように
する。

＊職員が名札をつける。
＊外来者が名札をつける。
＊外来者に声をかける。
＊さすまたの使い方講習会の開催
＊安全研修の開催

＊学校行事の参観

21

＊交通安全、不審者対応について、保護者との連携を図るた
め、文書での依頼、保護者会やＰＴＡ総会等での依頼と状況報
告を機会あるたびに行っている。
＊日没後の下校の安全を図るために、通学路の外灯を増設する
要求を、市役所、地域の自治会等に依頼している。
＊月２回、教職員とＰＴＡ役員合同で、朝の交通立ち番指導を
学校近辺３か所で実施している。
＊ＰＴＡ役員とともに、定期的に防犯パトロールを実施（平成
17年度１学期）。また、月１回土曜日にふれあいパトロールで
市内巡視を行っている。

＊定期的に近隣の警察署を訪問し、情報交換を行っている。
＊事故・事件発生時には、即座に警察署に連絡をし、連携を図
りながら対処している。校内における被害の場合は、必ず現場
検証をお願いしている。
＊警察に防犯のためのパトロールの頻度を多くしてもらうよう
依頼している。
＊防犯教育のために、県警の防犯アドバイザー（県警ＯＢ）に
講演してもらった。（７月）

＊あらゆる機会を捉え、生命安全、交通安全について、教職員
から生徒に話をし、意識の喚起を図っている。
＊月２回、交通安全指導を実施するだけでなく、暗くなってか
ら下校する生徒に、防犯を兼ねて適宜交通立ち番指導を行って
いる。
＊女子生徒に対しては、全員防犯ベルを携帯させるよう働きか
け、ＰＴＡの会計から半額を負担して購入させた。
＊生徒指導課を中心にして、繰り返し交通安全マナーの指導を
行っている。
＊生徒会活動の一環として、交通標語を生徒から募集して、校
内外に掲示した。

＊学校評価を全保護者にお願いし、よりよい学校経営や保護者
との連携についての意見を求めている。（平成16年度より）
＊保護者懇談会を学期に１回程度開催し、連携強化を図ってい
る。
＊ＰＴＡ役員に文化祭で模擬店を出してもらうなど、学校行事
に積極的に協力いただき、学校の活性化に寄与いただいてい
る。
＊地域の清掃活動を登校途中に生徒が手伝うことがある。

22

＊ＰＴＡと連携して、保護者による登校時の通学指導等を行っ
ている。（年度に数回）

＊特に不審者対応に関わってブロック各校、少年センター、行
政機関や警察と連携して情報交換を密にしている。
＊学校単位でも日ごろから近隣の派出所や所轄署との連携を心
がけている。

＊登下校時の安全確保については、学校近隣のポイントでの教
職員による立ち番等を日常的に行っている。

＊本校の特色的な学校行事の実施にあたり、ＰＴＡとの連携で
約100名の保護者の支援と協力を得ている。

23

＊通学時の安全指導のため、ＰＴＡ役員と本校職員が合同で、
生徒の朝の通学時に通学路の危険箇所に立ち、指導を行ってい
る。（年５回、３か所）
＊本校と地元中学校・高等学校のＰＴＡが協力して、通学路の
危険箇所の改善について行政機関に陳情を行っている。
・改善要請場所　　生徒の通学路　４か所

＊警察署から職員に来校してもらい、交通安全教室を実施し
た。（７月19日、自転車乗車のマナーや安全な乗り方につい
て）　　　　　　　　　　　　　＊本校と地元中学校・高等学
校のＰＴＡが協力して、通学路の危険箇所の改善について陳情
を行っている。

＊来校者には玄関事務室において、氏名等の記帳と名札の携帯
をお願いしている。
＊業間中と昼休みには、本校の出入口（正門・西門）に教員が
立ち番をし、本校への不審者の侵入を監視している。また、校
舎内も職員が手分けして巡視している。

＊本校は、平成20年に創立百周年を迎える伝統校であるため、
日ごろよりＰＴＡ、学校後援会、同窓会、国際理解教育振興会
等の組織が活発に活動され、本校の教育活動に様々な協力・支
援をいただいている。

24

＊通学マナー指導：「本校生が鉄道で帰宅する際、運転手に話
しかけ雑談している。非常に危険なので、指導して欲しい。」
という外部よりの苦情を受けて、ＰＴＡ役員数名と下校時の列
車に乗り、マナーを指導した。（１学期１回）
＊夏祭り巡視：市補導員（町民育成会議）と共に、夏祭りにお
ける巡視を保護者の方々と行った。

＊警察訪問：４、９、１月に定例訪問を行い、その他の時期は
随時必要に応じて連絡を取っている。お互いに情報交換を有効
的に行っており、よく機能していると思われる。
＊少年センター訪問：定期的には訪問していないが、センター
で掴んでおられる情報等、こまめに学校に情報提供をしても
らっているので、学校の状況等の連絡・報告のため随時訪問し
ている。

＊ＰＴＡとの連携：常に密接な関係を保ち、情報提供をしてい
る。各学校行事への参加、協力体制ができている。

＊公共施設との連携：生徒との連携、授業の一環としての連
携、休日における行事へのボランティア活動
＊市福祉施設との連携：普通科における福祉体験活動およびボ
ランティア活動
＊地元民との連携：生徒への指導・援助をしてもらっている。
合同でワークショップを行っている。

25

＊月に１～２回、登校時間帯にＰＴＡ生徒指導委員会を中心
に、通学路の交差点２か所で交通安全指導を実施している。
＊生徒指導課を通じて、学校周辺の保護者や地域の方々（補導
委員会、青少年育成会議、青少年支援の会、ＪＲ駅、市会議員
など）にお願いし、生徒の通学マナーや登下校時の様子につい
て気になる点を随時生徒指導主任に連絡していただくことにし
ている。
＊生徒指導課が、地域の方々や地元中学校の先生などと協力
し、駅に隣接した警察官詰所に出向き、当番制で午後６時～午
後10時にかけて駅周辺のパトロールを実施している。
＊生徒指導課が２市内の中学校並びに高等学校の生徒指導担当
者および少年センターとの連絡を密にし、不審者情報、問題行
動の早期対応、非行防止について連携している。

＊生徒指導課と交番が連携して、自転車通学生の通学マナー指
導（二人乗り、並進走行、整備不良など）を実施している。ま
た、通学用自転車の防犯登録指導や学校ステッカーを貼る指導
も協力して実施している。
＊生徒指導課が警察署本署並びに交番を定期的に訪問し、情報
交換と危機対応への連絡体制の構築に努めている。
＊校内においては、防犯カメラ等を利用し、学校周辺の緊急事
態（バイクの暴走や不審者の侵入など）の早期把握と関係機関
との速やかな連携に努めている。

＊防犯ブザーの貸し出しや生徒指導課による登下校指導などを
実施している。

＊保護者との懇談については、すべて担任に任せることなく、
必要に応じて学年主任や生徒指導主任が懇談に参加する体制を
取っている。
＊地域の青少年支援の会と連携・協力して、生徒指導上の課題
をもった生徒や地域の無職少年や高校中退生（本校の中退生も
含む）への指導、支援体制を構築している。
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＊地区別懇談会等を通じて、生徒の安全確保に関する課題を把
握し、迅速に対応するようにしている。
＊携帯電話に関する使い方やトラブルについて、保護者・生
徒・地域の方・教師による話し合いを行った。
＊学社連携連絡協議会を通じて、地域の生徒の安全確保のため
の取組を実施している。
＊今年度は、11月のＰＴＡの集いで「防災講座」を実施し、防
災のための心構えや危機対応の初歩技術を学習する予定をして
いる。
＊学校評議員から、生徒の安全確保に関する意見を求め、改善
を図っている。

＊緊急の場合は、市の広報を通じて、市内の各地域に、放送に
よる連絡体制がとれるようにしている。
＊警察との連絡制度により、生徒に関わる情報を的確に把握
し、対処できるようにしている。
＊本年度から、少年センター・市教委を中心に小中高のネット
ワーク網をつくり、生徒の安全に関わる情報を迅速に連絡し、
連携する体制を整えた。

＊防犯に関しては、希望者に防犯ベルを配布している。
＊生徒に携帯用（手帳大）の安全対応マニュアルを所持させて
いる。
項目　①身体への救急対応　②救急車の呼び方　　　③地震が
発生したら　④被災した時の心のケア　　⑤不審者を発見した
ら　⑥熱中症への対応

＊文化祭・体育祭に、保護者の方と地域の方を招待している。
また、ＰＴＡの活動として文化祭に合唱で参加している。
＊地区別懇談会を実施し、学校に関する情報の提供を行うとと
もに、保護者の方からご意見やご要望を聞くようにしている。
＊昨年度は、挨拶やマナー・授業・友人・携帯電話・学校に期
待することや望むこと等について、保護者・生徒・地域の方・
教師による話し合いの場をもち、意見交流を行った。
＊夏季ボランティア活動を生徒・保護者・教師で実施してい
る。今年度は、学校周辺のゴミ集めを行った。

27

＊生徒登校時の安全確保について、次の２点を全保護者に家庭
での指導の依頼をしている。
　１．変質者・不審者出現について
　２．交通安全について安全指導
＊ＰＴＡ役員と教員による朝の挨拶安全指導を月２回、駐輪場
などで実施している。（教員だけによる朝の挨拶安全指導は週
３回）

＊不審者などの出没や被害について、学校からは警察や市教委
に連絡。一方、市教委や警察からは広域な情報を発生時にすぐ
報告してもらっている。
＊警察署から講師を招き、１年生を対象に非行防止教室の中
で、被害者にならないための心がけについてもふれてもらって
いる。
＊自動車教習所から講師を招き、１・３年生を対象に交通安全
教室を実施している。

＊昼休み中、教員による昇降口での立ち番や校内巡視を実施し
ている。
＊期間を設けて（長期休暇前など）教員による街頭補導の形
で、生徒の下校時の安全を確認している。

＊本校は、地域との連携を大切にした学校である。生徒の実習
で学校周辺地域の公園をデザインから施工までさせていただい
たり、本校ブランドのお菓子やジュース、ジャムなどを町おこ
しとして製作している。(農業祭やマーケット、道の駅・マーガ
レットステーション、製菓店などで市販)
＊昨年、本校は30周年を迎えたが、その記念事業の一つとして
生徒が中心になり、20畳の大凧まつりのオープニングを飾らせ
てもらっている。今年は、ＰＴＡが生徒の協力を得て２畳大凧
の製作を行い、５月29日に行われた大凧まつりでは、見事に大
空に揚がった。コンテストの結果、本校は「特別賞」を受賞し
ている。
＊ＰＴＡ役員会は年４回実施しているが、出席率は平均75％と
なっている。役員会開催前に年間２回の役員研修会を実施して
いる。これは、生徒がどんな学習を受けているのかということ
を理解していただくことと同時に、今の農業や農業技術に接し
てもらうことを目的に実施しているものである。６月にはガー
デニング体験教室、９月には植物バイオテクノロジーを実施し
ている。
＊一昨年から文化祭にＰＴＡがコーラス隊(例年25名程度の会員
が出席)を編成し、地元会館で行われるクラス別発表会において
発表していただいている。
＊インターンシップは、２年生全員を対象に５日間、それぞれ
の専門性をいかしたところで実施している。また、学校だけで
準備するのではなく、保護者が直接、実習先(企業)にお願いす
る形をとっている。

28

＊保護者に生徒の実態と学校の指導を知ってもらうために、ま
た、生徒に学校と保護者が一枚岩であることを知らせるため
に、ＰＴＡの生活指導部の役員が交代で毎月第１・３月曜日に
学校前で教員とともに立番指導を行っている。さらに夏休みに
は、夏祭りなどの行事における巡視を教員とともに行ってい
る。ＰＴＡ総会を前にした役員会で生徒課主任が生徒の実態や
指導方針を説明。「三ない運動」の新入生と在校生へのアピー
ルをＰＴＡ役員に依頼。

＊地元警察署の生活安全課を生徒課主任が月１回以上訪問し、
生徒に係る情報を入手。（年に数回　教頭も同伴）
＊連絡制度ができてから、生徒の情報がよく得られるようにな
り、指導に生かせるようになった。
＊自転車事故防止に向けての交通安全教室、薬物乱用防止教室
の講師を依頼。

＊不審者対策として、女生徒がスキを見せないよう、服装指導
で、スカート丈が短くならないよう徹底。化粧・染髪について
も指導。　　　　　　　＊バイト帰りに交通事故が発生したこ
ともあり、アルバイトを許可制から届出制に変更し、帰宅時間
が遅くならないようにさせるなど、具体的な指導が入り易いよ
うにした。

＊学年別にＰＴＡ懇談会を実施し、教師と保護者が課題を共有
＊ＰＴＡ総会時に授業公開
＊学校評議員に地元の自治会長を選任
＊文化祭にＰＴＡも餅つきのイベントで参加
＊専門授業の一環として、地域に出向いて社会人にインタ
ビュー
＊豊かな体験活動について、地域のボランティア団体に協力要
請
＊福祉の実習を地域の福祉施設に依頼
＊町内の文化・スポーツ活動に学校施設を開放

29

＊毎月１日を基準に、年に数回、ＰＴＡ役員による交通立番を
行っている。また、都合のつく時間帯に校内外の巡視も依頼し
ている。

＊随時、学区内の警察署や少年センターを訪問し、情報交換を
行っている。

＊登下校時以外は、門扉を閉め、来校者には、その都度、開閉
を依頼している。
＊不審者が侵入しないように、毎日昼休み、正門にて職員が監
視している。

＊ＰＴＡとは、生徒指導の頭髪指導、禁煙指導等について、全
面的な協力をしていただけることを総会において、決議しても
らっている。
＊地元地域センターや最寄り駅の施設とは、青少年の健全育成
のための協力を得ている。

30

＊入学オリエンテーションにおける安全確保に係る保護者への
説明

＊警察生活安全課、少年センターと定期的に連携を図ってい
る。

＊地区の学校間で不審者情報の共有 ＊ＰＴＡの支援を受けた高大連携等の教育活動支援事業の展開
＊地元保育園での保育体験学習の実施
＊地域の交通安全街頭啓発活動への参加
＊地域中学校長による本校の学校評価の実施
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31

＊地域の青少年育成会議や少年センターと連携して校外巡視を
実施している。（通年）
＊教員が保護者とともに登下校の安全通学指導を実施してい
る。（年２回）
＊地元の小学校、中学校、地域の方々と「○○のＷＡ」という
組織を作り、青少年の育成、安全確保のための啓発運動を行っ
ている。

＊本校生徒の健全育成、不審者情報の把握のため、警察との連
絡制度を活用している。
＊所轄の警察、業者と連携して本校生徒の自転車を点検し、自
転車の盗難防止、整備不良防止等に努めている。
＊家庭内暴力の被害防止等、生徒の安全確保のため、警察等関
係機関と連携して、常に動ける態勢を整えている。

＊危機管理マニュアルの整備（適宜見直しをしている）
＊緊急時の連絡通報体制の整備
＊不審者の侵入を禁止する旨の立て札や看板等の設置
＊教職員による校内外の巡視の実施
＊来訪者への声かけの励行
＊来訪者の名札着用
＊防犯カメラの設置
＊不審者撃退用「さすまた」の備え付け

＊学校行事や地域行事への参加・協力・連携
・「○○探訪」の実施（学校・保護者・地域との連携）
・「ＰＴＳＡ座談会」の実施（学校・保護者・生徒）
・保護者の学園祭への参加
・生徒の地域行事「□□祭り」への参加
・地域と連携した委員会活動（図書委員会）
・学校、保護者、地域による校内植木剪定作業（平成16年度）
他

32

＊交通安全、通学マナー等の指導については、年１回７月に保
護者（ＰＴＡ）とともに通学路に立ち、声かけ、安全指導を実
施している。（生徒指導、ＰＴＡ担当）
＊本校は、女子生徒は少ない(22名)が、通学路における不審者
出没の危険について、複数下校や、寄り道等をしないで早く帰
宅するなど、学年通信等により保護者への注意、啓発を行って
いる。また、事件発生の情報があるごとに、生徒指導課より、
ＨＲ担任を通じて生徒に周知している。
＊地域との組織だった連携はないが、地域からの本校生徒の目
に余る行為のご指摘に対しては、その都度、ＨＲ担任、クラブ
顧問等から指導いただいている。

＊学警連絡制度により、生徒の問題行動に対する指導は、情報
交換により円滑に運営されている。また、そのことがあって、
生徒指導担当者との連携は密になり、不審者の出現等に対して
は、近くの交番へ気軽に通報することができる。（生徒指導担
当）

＊「さすまた」は、教頭席の後ろに３組常備されている。
＊監視カメラは、３台各入口を監視しており、モニターは事務
室、教頭席前に２台設置されている。
＊目的は、生徒の無断外出や喫煙行為等生徒指導上の取組では
あるが、朝の登校指導、昼休みの各入口での立ち番指導等が、
不審者の校内立ち入りへの抑止効果となっているのではないか
と考える。（定期的に生徒指導を中心に全教員担当）

＊通学範囲が全県にまたがり、地域と密着した人的な交流は薄
い。しかし、学校施設開放により地域のスポーツ活動、スポー
ツ少年団等で利用いただいている。
＊ＰＴＡ活動として、通学指導、除草作業、体育祭、文化祭等
への見学、参加により学校との協力体制がとられている。（Ｐ
ＴＡ担当）
＊地域の小学校との高小連携交流事業の実施

33

＊現在、県内だけでなく全国各地で高校生が巻き込まれる犯罪
が多発している現状と一人ひとりが危機管理意識をもつことの
必要性や情報モラル・命の大切さ等を、学園祭前の保護者あて
の文書を通して注意を喚起するとともに協力をお願いをしてい
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊学校評議員か
ら意見や提言等をいただき、学校教育活動に反映している。

＊非行少年等の警察と学校の連絡等により、平素から関係機関
と有効な連携を図っている。
＊湖東地区生徒指導連絡協議会からブロック連絡される不審者
や痴漢被害等に関する情報をすぐに全職員に通達し、生徒への
連絡徹底を図っている。

＊学園祭前は、校内のあらゆる場所で生徒の準備作業が行われ
ることから、この時期を中心に生徒会係だけでなく、各学年担
任団により、生徒の安全確保を図りつつ、校内の安全管理点検
を実施している。
＊毎週金曜日に担当による（生徒）自転車点検を実施
＊職員による登校時の安全指導

＊ＰＴＡ・後援会の総会以外に、年５回のＰＴＡ本部役員会、
年４回の（今年度は全定32）学友区の常任委員会および会員研
修旅行、文化講演会等を通して、生徒の健全な成長を図り、会
員相互の教養を高めるとともに連携を深めている。

34

＊特にありません。 ＊体育祭（本年７／６・７）当日、外部からの不審な訪問者へ
の対応として、午前・午後の一定時間帯にパトカーによる巡回
と待機をお願いしている。（平成15年度より）

＊特にありません。 ＊平成９年度より、本校隣接地区との連絡協議会を、年１回定
期的に継続して開催している。
（自治会からの要望や生徒の実態を伺うことで、円滑な関係維
持、生徒指導等、本校教育に生かしている。）

35

＊中学校区教育総合推進会議において緊急連絡網を作成し、不
審者情報の共有化を図り、緊急時の連絡を徹底している。ま
た、ブロック高等学校と少年センターとの不審者情報連絡網に
より、児童生徒の安全確保に努めている。
＊その他、保護者あて文章により、不審者情報を各家庭に流
し、家庭においても子どもへの指導を徹底してもらっている。

＊不審者情報があった場合、警察、少年センターへの連絡を徹
底し、警察や少年センターによる巡回パトロール等をお願いし
ている。

＊集団下校や早い時間の下校など指導の徹底を図る。
＊その他、防犯ブザーの貸し出しを行う。

＊体育祭や文化祭の事前に、学校周辺地域に協力・理解のチラ
シを配布し、周辺地域で苦情が生じた場合は、訪問をして解決
する。
＊また、周辺地域の行事（例えば地域の文化祭など）に参加し
て、日ごろから交流・連携を深めるよう図っている。

36

＊毎月２回、教員で、またＰＴＡとの合同は年間３回の朝の登
校指導として、通学路の要所で立番を実施している。
＊学校周辺の道路の防犯灯整備について、ＰＴＡを通じて地域
の自治会の協力を求め、行政に働きかける予定

＊生徒指導主任が、定期的に近隣の警察署を回り、情報交換を
している。
＊地域の少年センターから定期的に訪問を受け、情報交換をし
ている。

＊始業から放課後まで門扉を必ず閉めている。また、来校者に
対しても、開けた場合は必ず閉めるようにお願いしている。

＊アクティブ・ハイスクール支援事業の一環として、花づくり
を行っているが、その際に地域の方から指導を受けている。
＊体育祭や文化祭の時に、ＰＴＡとしてバザーを出店しても
らっている。

37

＜保護者について＞
＊日常の教育活動については、登下校時の交通安全指導や部活
動後の下校時刻の設定など保護者に協力を求め、指導してい
る。
＊ＰＴＡ役員に協力を求め、年１回教職員とともに、登校時に
校門前で通学指導を実施している。
＊学校行事・部活動での合宿などについては、事前に保護者宛
文書を配布し、参加承諾書を求めるとともに実施計画について
安全面での不備がないよう、計画段階で点検している。
＜地域について＞　　特に取組はない

＊校内での金銭盗難等については、警察に要請し、現場を確認
してもらうとともに、被害届を提出している。また、盗難防止
するための対策等についても適切に助言を求めている。
＊長期休業期間中に部室や格技場に不審者の侵入があったた
め、夜間のパトロールを要請した。

＜直接生徒への指導について＞
＊クラス担任から生活面を含めて、学期に１～２回は個別面談
を実施し、生徒個人が困っていることや安全面で心配している
ことを聞き取り、改善できるように対応している。
＊部活動顧問より練習中の事故防止や登下校での安全指導を含
めて指導している。

＜保護者との連携について＞
＊入学時に「説明会」を開催し、すべての保護者に出席してい
ただき、本校の教育内容について理解していただく機会として
いる。
＊ＰＴＡ活動の「学年別懇談会」や「ＰＴＡ新聞」などを通じ
て、本校の教育内容を十分に説明するとともに、保護者からの
意見を十分に聞く機会としている。
＊「学年通信」や「学級通信」を通じて、学年やクラスでの取
組について理解を求めている。
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38

＊担任を中心に、気になる生徒の保護者へ随時、電話連絡、家
庭訪問等を行っている。問題行動の未然防止、家庭との連携強
化等に役立っている。
＊２～３月の下校時に、最寄り駅で本校ＰＴＡ役員と本校職員
による下校指導を行った。生徒の通学実態を保護者に見てもら
うことができ、また、地域に学校の安全への取組を示すことが
できた。
＊郡学警補導連絡協議会にＰＴＡからも参加してもらってい
る。

＊警察署、少年指導センター、補導委員会、郡内の全ての小・
中学校で構成されている郡学警補導連絡協議会に参加してい
る。年３回の会議をもち、郡内の生徒指導に関わる諸問題、児
童・生徒を取り巻く地域社会の問題について連絡協議を行い、
情報を共有し、その対策を講じる内容となっている。
＊郡無職少年対策会議に参加。郡内の町別に、無職少年の実態
把握や諸問題、対策について協議している。無職少年対策連絡
協議会、少年補導委員会、各町無職少年対策委員、警察署少年
補導員、少年指導センター、中学校生徒指導主任に本校から
は、生徒指導主任が参加している。
＊毎月、３警察署への訪問を行い、情報交換を行っている。

＊特記事項なし ＊安全管理や進路指導を含め、担任を中心に保護者へ随時、電
話連絡、家庭訪問等を行っている。

39

＊自転車通学マナーの向上と歩行者をも含めた安全確保のた
め、下校時に年１回（11月下旬）、職員とともに通学路に立
ち、指導していただいている。

＊駅前交番との連絡を密にし、必要に応じ学校周辺の警邏回数
を増やすことなどを依頼している。

＊通学マナー指導
＊校門・通用門などの出入口を閉める。

＊各行事に対するＰＴＡの協力

40

＊地元自治会の代表者に本校の教育活動の説明をし、その理解
をお願いすると同時に、登下校時の注意、指導のお願いをして
いる。（年度当初）

＊最寄りの派出所に学校周辺の定期的パトロールをお願いして
いる。

＊様々な場を通じて、生徒や保護者に安全確保について指導や
お願いをしている。
＊本校の周囲のフェンスの低いところを、今年度にすべて高く
する予定をしている。
＊昇降口や自転車小屋付近を外灯により明るくしている。

＊毎年、本校周辺や通学路の清掃をして、地域住民の本校生徒
への理解を図っている。
＊特に、今年度は毎月、通学路の清掃を部単位ですることと
し、一層の理解を図ることにした。

41

＊交通安全指導(４月８日～７月20日　毎朝8:00～8:40　週休日
は除く)
本校の校門前のＴ字路が、平成17年下旬から十字路交差点とし
て開通し、信号機がないため、教員だけでは指導が厳しい状況
だったので、ＰＴＡ会員に呼びかけ、４月の始業日から立ち番
をし、交通マナーの指導も含め、生徒の交通安全に取り組ん
だ。多くの保護者の方に快くお引き受けいただき、今日まで交
差点においては事故が一件も起こっていない。ただ、毎朝、立
ち番を行っているので、打ち合わせでの連絡事項が充分、全員
の教員に徹底できていない点がある。
＊ＰＴＡ総会、カリキュラム説明会、教育懇談会等での挨拶・
声かけ・安全指導の協力依頼
校長や生徒指導主任から挨拶・声かけ・安全指導についての協
力を、機会ある毎に依頼している。

＊薬物講話、交通安全指導
毎年、行っているが、今年度も５月９日に実施した。４月に依
頼するため、警察署に出向いた時、交通安全については「自転
車の交通ルール」に絞って講話していただくようお願いした。
本校では、自転車通学の生徒が多いこともあり、自分の問題と
して熱心に聞いていた。グランドでの実習ができればより効果
的だと思う。

＊不審者に出くわした時の対応について
特に、工夫している取組ではないが、朝のＳＨＲで担任から、
また、全校集会では生徒指導主任から「叫ぶ、知らせる、逃げ
る」ことを機会ある毎に指導している。
児童生徒の安全確保のための特効薬はあまりないように思われ
る。日頃の地道な指導が必要なのではないか。

＊ＰＴＡ事業
他校でも行われていると思うが、選挙で選出された評議員の方
に広報部会、研修部会、補導部会のいずれかに入っていただい
て、いろいろな事業の企画・運営をしていただいている。
＊「自分探し体験」事業
本校の近くの川周辺の除草および近隣の幼稚園や保育園に出向
いて、地域の方々と連携を図っている。
＊市ＰＴＡリーダー人権教育研修会、市人権教育研究発表大会
への参加
市を中心とする研修会等にできる限り参加して、地域の方々と
連携を図っている。

42

＊ＰＴＡ役員のうち生活委員会が主となり、
①携帯電話についてのアンケートの実施（７月中旬）、
②街頭指導（主に教員とともに交差点等に立ち、登校時に、生
徒の通学安全自転車運転等を指導）（年６回実施）
＊市役所主催の情報交換会議に出席し、地域住民とともに生徒
の安全確保について協議

＊県教委の指示による「非行少年等の警察と学校の連絡」制度
により、所轄警察署から、あるいは少年センターからの連絡を
受ける体制の整備
＊近在の交番・駐在所に対する通報・連絡体制の整備

＊スクールカウンセラーの活用および県心の相談センターとの
連絡強化

＊学校評価による外部評価者として、保護者や地域の中学校に
評価を依頼し、結果を公表し、校内で課題検討の資料としてい
る。

43

＊地区一斉通学マナー指導
参加者：県高校生徒指導連絡協議会地元地区の各校より２名、
ＰＴＡ会長
日時：年３回
内容：割り当て駅構内および周辺での通学指導
＊ＰＴＡ交通安全指導
参加者：ＰＴＡ交通安全部　10～20名
日時：平成16年11月１日、16日(昨年度実績)
内容：各通学路の通学指導

＊不審者や不審車両等については、駐在所へ迅速な連絡をする
とともに、パトロールのお願いをしている。また、喫煙等が頻
繁に見られる場所やたまり場については、管内の警察署にパト
ロールをお願いしている。
＊さらに、月に１回は通学区域内の警察署を訪問し、学校と警
察との連絡制度を利用し、生徒の安全確保のための情報を集め
ている。

＊月２回（１日・15日）の教員による通学路の安全登校指導
＊月１回の校内施設設備の安全点検
＊年に２回、学校保健安全委員会を開催し、意見交換

＊ＰＴＡ活動を通した種々の連携
＊生徒のボランティア活動
・地元中学校体育祭に本校生３名がボランティアとして参加
・福祉施設へのボランティア活動
＊学校の情報発信
学校のホームページに日々の活動をのせて情報を発信（約１週
間に１回更新）
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児童生徒の安全確保のために、保護者や地域の方々とどの
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児童生徒の安全確保のために、警察等関係機関とどのよう
な連携をされていますか。
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方々とどのような連携をされていますか。No

44

＊日常的な十分な連携を図ることはできていないが、２学期当
初、ＰＴＡ会員と学校が共同して、通学時登校指導を１週間に
わたって実施している。

＊地元の派出所および少年センターと定期的に連携を行い、不
審者情報の交換、とりわけ有職少年の情報交換とその指導につ
いて、意見交換を行っている。特に、派出所の署員は常に駅前
や学校周辺のパトロールを行っていただいている。

＊特に下校時間（部活動終了時刻）については指導を行うとと
もに、職員で構成する週番が校舎内の点検を毎日行っている。
単独の行動についても注意を促している。

＊特にありません。

45

＊生徒課通信に不審者（変質者）に関する情報を掲載し、保護
者に危険箇所を知らせて注意を促している。
＊ＰＴＡ総会、役員会、保護者会等で安全確保のための生徒の
心得等を説明する場を設けている。

＊あらゆる機会に連絡を密にするとともに、生徒から不審者
（変質者）情報が寄せられた際には、直ちに市教委（少年セン
ター）に連絡し、さらに警察署生活安全課に連絡し、パトロー
ルの強化を要請している。

＊教員による学校周辺の危険箇所の巡回指導（登下校時）
＊交通安全指導も兼ねた登校時の校門指導
＊随時、生徒向けに不審者（変質者）情報を流し、注意を喚起
する。

＊特になし

46

＊安全確保のための連携としては無い。ただ、普段からの学校
内の教育活動について、地元自治会に対して、月１度学校通信
を配布している。そのことにより、学校に対して関心を持って
もらい、地元からの情報が得やすい体制をつくっている。

＊繁華街にあることから、近くの交番とは常に連携し、夜間の
校舎周辺の見廻りをできるだけ多く実施してもらっている。

＊校門（表・裏両方）に防犯カメラを設置している。 ＊問１の回答のとおり

47

＊毎月１日と15日に、登校時にＰＴＡ（役員）、教師、生徒
（交通安全委員）が協力し、交通立番を実施。

＊地元の駐在所と連絡を密にし、パトロール（巡回）経路に学
校周辺も加えてもらうよう要請。

＊裏門の設置および通用門の設置予定。 ＊近隣地域の住民の方に文化祭（展示の部）を公開。

48

＊特に記すべきことはありません。 ＊地域交番との連携を密にし、挙動不審な者を見かけた時は、
学校周辺の巡回を依頼している。
＊生徒の安全確保のために、高校生としてできる自己防衛（友
人を含めた部外者を学校に呼ばないことや非常時の迅速な避難
等）を指導し、職員だけでなく生徒を含めた危機管理マニュア
ルに基づく行動の徹底を図っている。当然のことながら、事件
発生時には、警察機関への連絡を迅速に行える対応を図ってい
る。

＊特に記すべきことはありません。 ＊地域の防犯関連団体や機関等の会合に積極的に参加し、必要
な情報の共有化を図っている。
＊年に１度の学校周辺ボランティア清掃活動の機会を捕まえ
て、地域の代表者との連絡を密にしている。
＊保護者には、日ごろより生徒に関することで、速やかな連
絡・報告ができるよう体制を整えている。

49

＊生徒の登校時刻が、午後５時を過ぎるため、特にＰＴＡ等と
の連携はしていない。

＊学校近隣に駐在所があるため、毎月１日と15日には、警察官
と本校職員（６名）が校門に立ち、交通安全指導及び不審者侵
入防止指導を行っている。
＊駐在所の警察官とは、常に互いの情報を交換することによっ
て、生徒が事件・事故に巻き込まれないようにしている。（駐
在所は午後６時以降不在となるため、課業時間中の事件・事故
には110番しか対処できない）

＊本校生徒の友人（特に有職少年）が課業中に来校することが
あるため、不審者マニュアルを作成し、職員に対策を徹底して
いる。
＊施設設備の充実として、門扉がない箇所に門扉を新設する予
定である。
＊授業を抜ける生徒もいるため、授業担当者以外の職員が廊下
巡視を行い、生徒から目を離さない指導をしている。

＊特にありません。

50 ＊定時制に同じ

51

＊保護者会等で、高校生が関係する代表的な犯罪事例を取り上
げ、保護者の立場から生徒の監督につき、より一層の注意をし
ていただくようお願いしている。

＊警察等に依頼して、護身術・救急救命法等、身の安全を確保
するための訓練を行っている。

＊生徒本人に自らを守れるよう折にふれてメール等の犯罪の温
床となるべき事例について説明し、注意を喚起している。

＊生徒の出欠状況、体調（精神的・肉体的）管理について、
日々、必要に応じて電話で状況の確認をしている。

52

＊通学途上の事故か病気等による欠席なのかを確認するため、
欠席する場合は本人または保護者が学校（担任）に連絡する。
また、連絡がない場合は、ＳＨＲ終了後、学校から保護者に確
認の電話連絡する。

＊学校敷地内に外部者が自動車で侵入する場合があり、複数の
教員が対応するとともに警察に出動をお願いしている。
＊夏場は、生徒の下校時刻に合わせ、学校周辺をパトロールし
ていただくよう依頼している。

＊バイクや自動車での通学を許可していることもあり、必要に
応じて校門付近で登校指導をしている。
＊必要に応じて生徒の下校時に、市内（駅周辺およびその他）
の巡視を実施している。

＊特に実施していません。

53

＊特に地域、地元との連携はとっていないが、保護者には、そ
の度毎に案内や啓発の文書を配布している。（担任）（４、
９、11月）

＊地元、警察とは定期的に情報交換をしている。（生徒指導担
当・管理職）（４、７･８、９、12、２月）

＊生徒個人用の災害時の対応マニュアルを作成している。（生
徒指導）
＊防災避難訓練時に生徒・職員に配布
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54

＊設問については、特に行っていないが、生徒の安全指導につ
いては、年度当初および学期末に学校行事やＬＨＲなどを活用
し、生徒指導課および担任を中心に行っている。保護者あてに
啓発文書を出している以外、特に連携は行っていない。登下校
時においては、特に女子生徒や遠方の生徒については、保護者
が迎えに来ることが多い。

＊管理職および生徒指導主任等が適宜、警察署を訪問し、情報
交換を密にしている。緊急時の対応についても再確認している
ところである。
＊警察署員を講師に招いて、年２回の研修会をもち、情報の交
換を行っているところである。

＊特になし ＊ＰＴＡ活動以外特になし

55

＊隣接する施設との連携
・危機管理マニュアルを渡している。
・児童生徒の安全が侵される時は、個々に適したマニュアルを
作成し、合意を得て対応する。
＊地域との連携
本校の児童生徒を知ってもらうため、「総合学習」の時間等を
利用し、「地域マップ」「地域巡検」「清掃活動」等を行い、
協力を得ている。

＊本校の児童生徒への理解・協力を得るためと迅速な対応依頼
ができるよう、警察・交番を訪問したり、巡視を依頼してい
る。
＊時には、子ども家庭相談センターと連携をとりあい、児童生
徒の安全管理に対応している。

＊遅刻・欠席・早退等は、連絡をとりあい、児童生徒の動きを
確認しあっている。

＊地域の文化祭に参加し、本校児童生徒の作品を展示してい
る。
＊体育祭にも参加している。

56

＊危機管理マニュアルに基づいた連絡体制をとっている。 ＊問１に同じ ＊児童生徒の健康上の安全のため、教員によるスクールバスの
添乗
＊校内巡視、不審者対応および健康管理のため

＊保護者とは、日常の中で連絡帳や電話などで連絡を密にする
ように取り組んでいる。

57

＊本校は、スクールバスによる送迎、施設職員と本校職員によ
る送迎、保護者による送迎が中心であり、自主通学の生徒は少
数であるため、地域とは特別な連携はしていない。
＊ただ、学校評議員には、学校評議員会だけでなく、入学式等
各種学校行事に出席を依頼し、その都度、安全確保について依
頼している。

＊児童生徒の所在不明事象に備え、警察署、管内主要交番等と
常に連携し、必要に応じ、児童生徒の顔写真を提示するなど、
万全を図っている。
＊また、不審者の侵入に備え、対応訓練を依頼するなど、各種
の連携を図っている。

＊教職員の緊急連絡網の整備
　特に児童生徒の自宅近隣教員の把握
＊児童生徒全員の顔写真等、個人情報の一括管理
＊学校周辺地図の整備

＊各種の学校行事に地域で活躍されている人やグループを招
き、交流を図る。
（例：運動会･･･江州音頭、学部集会･･･オカリナ演奏）
＊学校開放講座の実施→夏季休業中５回開催
＊各種地域で開催される展示会等への出展
＊地域の学校との学校間交流
＊児童生徒会による空き缶回収授業

58

＊行方不明時の対応について
本校は、障害をもつ児童生徒のための学校であり、本校での児
童生徒の安全確保のうえで最も肝要となっているのが「行方不
明時の安全確保」である。
そのために、「児童生徒の所在不明時の捜査体制マニュアル」
を作成し、校内外や児童生徒の居住地周辺、土日、祝日や夜間
の対応等、６パターンのマニュアルによって、教職員の捜査体
制をとっている。
ただ、この体制が効果的に機能を発揮するためには、日々の児
童生徒の状況把握が大切であり、保護者との連携については、
連絡帳により、学校、家庭における児童生徒の１日の状況を伝
え、情報を共有することによって連携を図っている。また、保
護者の送迎によって通学する児童生徒については、登下校時に
短時間でも保護者と対話をするよう努めている。
地域との連携については、「行方不明時」において、最も有力
な手がかりとなるのは、地域の方からの通報である。地域の
スーパー等での買い物学習や学校周辺の公園や施設への校外学
習などを通して、地域の方との大切な連携の１つと考える。
＊不審者侵入防止への対応
本校は、保護者の来校の機会が多く、年度初めに「保護者カー
ド（児童生徒の氏名を印字）」を各家庭に２枚ずつ配布し、来
校時には必ず着けるよう依頼し、協力を得ている。
地域との連携については、本校は、農地で囲まれた場所に立地
しており、周辺に民家が無く、「不審者侵入防止」に対する連
携は、あまりできていないのが現状である。

＊行方不明時の対応について
「行方不明時」においては、警察等関係機関の協力を依頼する
ことが多くある。このため、年度当初には、校区内の各警察署
に出向き、協力依頼をしている。
また、児童生徒の居住地の駐在所等においても、家庭と駐在所
の関係において、家庭の状況をよく把握してもらっているとこ
ろもある。
＊不審者侵入防止への対応
学校近くの警察署および駐在所には、登下校時における学校周
辺のパトロールを依頼している。
また警察署からは、定期的に不審者情報の提供を得ており、校
区内の市町教育委員会にも各地域での不審者情報の提供を依頼
している。

＊他に学校の取組としては、自主通学生には、防犯ブザーを貸
与、公用車に「特別警戒　防犯パトロール中」のステッカーを
貼り付けなどを行っている。
また、児童生徒の居住地校交流やサマーホリデー事業への積極
的参加を促し、児童生徒の顔や実態を把握してもらえるように
している。

＊本校は、保護者のＰＴＡ活動への参加が積極的で、校務分掌
にも地域支援部を設け、ＰＴＡの地区別活動や各地域の社会福
祉協議会等が主催される行事にも積極的に支援を行っている。
また、関係機関が開催する学習会（例：自閉症研究会等）にも
保護者とともに教師も参加したり、ともに学ぶ機会ももってい
る。
＊地域との連携においては、作業学習（田植え、稲刈り等）に
おいて地域の方の指導協力を得ている。

59

＊機会をとらえ保護者との連携を密にする。（個別懇談、依頼
文書、保護者会等）
＊バス通学等の場合は、確実な児童生徒の引き継ぎを徹底す
る。
＊地域の人と一緒に生徒が安全ボードの作成と地域に設置する
活動を通じて、地域の人々との関係づくりを推進する。

＊警察（駐在所）に警ら活動の強化を依頼。
＊生徒の通学経路を中心とした定期的な警察（駐在所）、交通
機関等への訪問協議。

＊警察（駐在所）による「自己防衛教室」の開催。
＊自主通学生同士の集団下校を指導。

＊様々な地域との交流活動を通じて、地域の人々と交流を深め
児童生徒が学び、障害の理解と共生が進むような機会を多く設
定している。
＊親子フォーラムなどの活動を実施。
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問１ 問２ 問３ 問４
児童生徒の安全確保のために、保護者や地域の方々とどの
ような連携をされていますか。

児童生徒の安全確保のために、警察等関係機関とどのよう
な連携をされていますか。

上記以外に、児童生徒の安全確保のために、工夫されてい
る取組があればお書きください。

児童生徒の安全確保に対する取組以外に、保護者や地域の
方々とどのような連携をされていますか。No

60

＊防犯対策に係る来校者対応
・保護者への名札配布と来校時着用の徹底
・地域の方については、学校事務室で受け付け、名札着用
＊こども110番のおうちへ本校が登録

＊警察署との連携
・交通安全教室　　警察官のお話、交通安全ビデオ鑑賞、交差
点での実地指導（信号・横断歩道等）
・不審者対応訓練　　生活安全課員によるさすまたの使い方等
の指導
・学期の終業式等でのお助け隊による寸劇を用いた生活指導
＊市少年センターとの情報交換
＊市地域ケア（要保護児童・ＤＶ）会議への出席
＊市青少年育成市民会議との連携
学校長が常任委員として参加
＊青少年育成学区民会議との連携
教頭が広報・啓発部会委員として参加

＊門扉の閉めきりと事務室からの不審者の監視
＊登下校時における駅、バス停等での通学指導による安全確保

＊学校行事への地域の方々の参加呼びかけ
　（運動会・夏祭り・文化祭等）
＊高等部花販売学習　　周辺地域への販売活動
＊高等部花贈呈活動　　警察署・保健所・福祉センター等
＊高等部作業学習の中での落ち葉拾い
＊学習参観、体験入学、居住地校交流、教育相談等
＊ＰＴＡ活動
＊後援会を立ち上げ（発足６年目）、教育支援のお願いと会誌
での学校紹介

61

＊様々な地域との交流活動（小学部：各児童の居住地校交流、
地元子供会とのデイキャンプ、地元老人会との餅つき交流、中
学部：地元老人会とのゲーム交流、高等部：地元に出向いての
葉ボタン販売、贈呈、その他：地元学校との交流学習等）を毎
年積み重ねてきた結果、地元に顔見知りの人も多くでき、声を
かけてもらったりしながら、児童生徒の安全確保にも繋いでい
る。

＊地元交番の警察官の指導のもと、子どもたちに時間を十分に
とった「交通安全教室」を実施した。（子どもを３グループに
分けて、約３時間ほどかける）また、職員の交通安全教室も別
の日に開催し、職員の交通安全に対する意識の高揚に努め、日
常的に地元警察等関係機関との連携を図っている。

＊毎年２回ずつ、不審者対応訓練、児童生徒の行方不明訓練を
実践さながらの状況をつくって実施している。また、児童生徒
を含めた火災訓練、地震訓練を行い、特に、車いすの生徒に対
しては、エレベーターを使用しないで、実践さながら複数の職
員で担いで避難し、児童生徒の安全確保に努めている。
＊児童生徒の安全確保、危険防止のため、子どもたちの校内で
の自転車等の走行を原則として禁止している。また、２階の各
階段踊り場付近に柵を設け、在学中は閉めて、児童生徒が転落
しないようにしている。

＊ホームページや「学校通信」により、学校での情報等を保護
者や地域の方々に発信している。また、運動会や文化祭では、
職員と保護者が一緒になって演技等に取組、その練習等を通し
て信頼関係を深めている。

62

＊地域・学校・園の生徒指導連絡協議は、月１回行われてお
り、当該地域の様々な情報交流に努めています。（生徒指導担
当を中心に）
＊地域との連携に関しては、開かれた学校づくりの延長線上に
あると考えている。

＊地元警察との連携は、現在のところ次の３点である。
①「交通安全教室」の際に来校してもらい、指導と実演協力お
願いしている。（担当は、生徒指導、年に１回）
②「防犯訓練」として、職員の現職研修に来校してもらい、指
導と実演協力をお願いしている。（担当は、教頭と教務主任、
年に１回）
③校園巡回パトロールの１校に加えてもらい、各種情報の提供
もお願いしている。（担当は、教頭と生徒指導、月に１回）

＊毎学期ごとに「子どもの安全と危機管理」の観点で、点検と
改善に向けて、全教職員で取り組んでいる。

＊ＰＴＡ厚生委員会を中心に、奉仕作業を実施してもらい、校
地や校舎内の施設設備に目を向けていただく機会をつくり、い
ろいろな声を聞かせてもらっている。
＊地域の取組としては、学区校園のＰＴＡ連合会の事業として
「バリアフリーフォーラム」を実施し、学区内の校園ＰＴＡ、
児童生徒との交流の機会をもっている。

63

＊保護者による付添通学（幼稚部、小学部低学年）
＊小学部児童、中学部生徒に対する通学指導（学級担任によ
る）
＊登下校時チャーターバス利用、教職員の添乗指導

＊全校防犯教室の実施
（年１回、今年度は５/18実施）
内容：不法侵入者を想定した避難訓練、各部ごとに防犯教室を
実施
＊交通安全教室の実施
（年１回、10月に予定）
（警察・交通安全協会の協力による）

＊正門門扉常時閉門の実施
＊来校者の把握
＊職員による校内巡視

＊地域代表者の学校評議員の委嘱
＊各部の取組（授業参観等）

64

＊医療機関との連携・協議 ＊警察署生活安全課より講師に来てもらい、教職員への講習会
を行った。

＊登下校は、教員による引率を行っている。 ＊入院中の児童生徒であり、外出には必ず保護者同伴としてい
る。

65

＊学校評議員の会で、地域の評議員に依頼をし、情報の共有と
子ども110番担当宅との連携

＊学校周辺パトロールの協力依頼と歩道に設置されている点字
ブロックの啓発

＊管理職等の校内定期的巡視 ＊学校評議員や自治会長、ＰＴＡ役員等を通じて、盲教育啓発
のために、行事等の案内や情報提供依頼

66

＊ＰＴＡが発行している「学校ニュース」を地域の自治会を通
して配布し、理解や啓発に努めている。
＊スクールバス通学、自主通学のルートや環境および本人の状
況を関係者全員が検討・協議し、安全性の確認を行っている。

＊警察からの不審者情報を、随時、学校に伝え、注意と安全確
認を呼びかけている。

＊特になし ＊清掃や草刈り等、校内外の環境整備に協力してもらってい
る。
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