
 小学校

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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＊平成10年、保護者や地域の人の提
案により、「子ども110番設置通学
路等環境安全対策実行委員会」が設
置され、「親と子どもの環境安全探
検隊」を実施し、通学路の安全確認
を地域・家庭・学校が一緒になって
行っている。
（ＰＴＡ主催で実施し、児童・保護
者が安全に対する認識を深める）

＊平成13年から、地域のボランティ
アによる巡回が始まった。平成15年
９月からは、市教委による学校安全
ボランティア事業により、地域のボ
ランティアと保護者により、午前１
回２人、午後１回２人が、校地内を
巡回してもらっている。

＊年に６回、学校・ＰＴＡ・地域が
一緒になってあいさつ運動を実施し
ている。（平成10年から実施）

＊地域からの不審者情報、○○市か
らの不審者情報については、子ども
に伝えるとともに、保護者にも文書
で知らせている。

＊低・中・高学年ごとに、体育館で
防犯教室に取り組んだ。もし、不審
者に出会った場合、どういった行動
をとるべきか、寸劇を通して考えさ
せ、一人ひとりの安全に対する意識
を身につけさせた。地域の方（補導
委員）、交番の方にも来ていただ
き、寸劇の後のコメントやお話をし
ていただいた。

＊一人で帰らず、友だちと二人以上
で、帰ることが安全であることを各
担任が、教室などで話し、学年ごと
に分団で帰る曜日も決め、火曜日に
学年別分団下校を実施している。

＊問２の①であげた「親と子どもの
環境安全探検隊」と問２の③であげ
た「あいさつ運動」。あいさつ運動
と連携して教師側は立哨安全指導も
行うこともある。
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＊登校は分団登校、下校は各学年で
集団下校、毎月一斉下校を１～２回
実施している。
＊登校時は、子ども学校安全サポー
ター（数名）が集団場所から学校ま
で登校の安全を見守っている。教職
員と保護者は、登校指導をかねて交
通事情の危険な場所で立哨してい
る。
＊通常の下校時は、集団で下校して
いるが、定期的に職員が通学路を一
緒に歩いたり、分団下校で指導をし
たりしている。
＊下校時の地域の方による見守り
が、まだ不十分である。

＊子ども学校安全サポーターが午前
中（毎日）と午後（不定期）に校内
を巡回している。
＊職員は、出勤時に校舎内外を点検
してから解錠し、児童を迎えてい
る。退勤時にも校舎内外を点検をし
ている。

＊職員は、複数による登下校の指導
と、防犯ブザーの常時携帯、帰宅後
の遊びや外出について等、指導を繰
り返し行っている。
＊子ども学校安全サポーターによる
地域への声かけをしている。
＊安全パトロールのかたの声かけ

＊学年はじめの学校説明会において
は、保護者に話をし、不審者等の対
応について連絡先等を明記した文書
を配布し、理解と協力を得るように
している。
＊不審者等の情報が入った場合は、
その日のうちに文書にて各家庭へ知
らせている。
＊本校の児童が、不審者に遭遇した
場合は、関係機関、近隣の学校等、
地域の方、子ども学校安全サポー
ター、地域委員等に連絡をしてい
る。

＊子ども学校安全サポーター会議を
学期に１回開催し、日常時の指導体
制についてや、情報交換をしてい
る。
＊地域協働合校を進める会議におい
て、子どもの様子を報告している。
状況によっては、協力を要請してい
る。
＊どこからでも子どもの様子が見え
るようにするため、校庭の樹木の剪
定を地域の方に協力を依頼している
が、実行には至っていない。（職員
と保護者で年に１回環境整備作業を
しているが、追いつかない現状であ
る。）

＊職員の危機管理意識を高めるため
に、不審者対応研修などを年間の予
定に設置し、専門家を講師に招い
て、具体的な研修を行っている。ま
た、本校の防犯について、実際に現
場を見ていただいて診断を得て、実
際に生かしている。
＊教室は配置において、６年生を１
階に配置し、１年生を２階（職員室
が２階であるため）に配置してい
る。
＊校舎外の遊びや活動については、
教師の目が届く運動場のみにして、
前庭や学級園へは、教師の引率を励
行している。

＊公民館を利用した体験学校、子供
会主催による行事、体育振興会主催
によるスポーツ大会、○○っ子祭
り、ふれあい祭り、楽しい音楽会、
クラブ活動指導、運動会、江州音
頭、老人クラブの方と花植え・すい
とんの会、校外学習のサポート
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＊登校時の保護者による立番
＊毎日の下校は、方面別の集団下校
＊毎週１回は、ボランティアによる
安全指導の立番
＊情報に応じて、立番地点の増設や
引率体制をとっている。

＊市の事業で学校安全パトロール
（保護者と地域のボランティア）
が、昨年９月から始まっている。
＊ＰＴＡのふれあいパトロール
＊教職員による下校時のパトロール
（随時）

＊朝の立番の方にあいさつ運動も
やってもらっている。

＊学校だより
＊不審者情報等のうち、関連性が高
く、必要な者は各家庭に注意喚起の
文書を配布している。

＊安全推進委員会（少年補導員、安
全リーダー、ＰＴＡ会長や後援会長
で構成）の開催

＊避難訓練等 ＊アドベンチャーハウス
＊わくわく夏祭り、ふれあい祭
＊米づくり体験、ふなの放流体験、
ホンモロコの養殖
＊クラブの時間の特別講師（お茶、
お花、手芸など）
＊本の読み聞かせ等（保護者のグ
ループ）
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＊登校時には門２か所と、交差点２
か所に毎朝、教職員、保護者、地域
の三者が交代で立って登校指導をし
ている。
＊毎週水曜日と木曜日は、全校一斉
に下校指導をし、集団下校をしてい
る。

＊毎日、保護者と地域の方がボラン
ティアで巡回を行っている。不審者
侵入の防犯訓練の際も一緒に行動
し、後でさすまたの使用の訓練にも
参加してもらった。保護者からとて
もよく分かったと好評であった。

＊毎月10日の「ハートデー」には、
校門前で教職員、保護者（ＰＴ
Ａ）、地域役員が、緑の安全ベスト
を着用して立ち、登校してくる子ど
も一人ひとりにあいさつや温かい励
ましの声かけを行っている。

＊様式に記入することで、速やかに
配布している。
＊学校だよりは、鶯色、注意喚起の
文書はオレンジ色で印刷するなど、
周知徹底しやすくしている。
＊不審者情報は、ＣＡＴＶ（ケーブ
ルネットワーク）と連絡網で連絡し
ている。

＊地域のボランティアの方、ＰＴ
Ａ、学校とで定期的に「子どもの安
全を考える会」を開き、情報交換、
意見交換をしている。
＊安全管理についての外部評価を地
域、ＰＴＡ役員から受けている。

＊○○市全体で「学校安全対策評価
システム」を確立し、学期ごとに評
価、点検を行っている。

＊高齢者の方々が、江州音頭を子ど
もたちに教えに来てもらったり、昔
の暮らしや遊びについて話をしても
らったりしている。
＊クラブの時間に「ものづくり」や
「料理」を教えてもらっている。
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＊登校は集団登校で、児童が横断す
る所には保護者が交代で立哨してい
る。
＊下校は、３年以下は学年で一斉下
校の形をとっている。
＊不審者の情報が入ったときは、学
校・保護者・地域が協力してパト
ロールを実施している。

＊学校安全パトロール
午前・午後の各１時間、休み時間を
中心に二人体制で、地域・保護者が
パトロール
＊職員によるパトロール

＊おかえりなさいコール
更生保護女性会の方による見守り
（毎週金曜日　　15:00～16:00）
＊地域安全パトロール
月１回、校門前で委員による声かけ

＊学校だよりでの注意喚起
＊不審者出没のお知らせ文
＊不審者情報を地域緊急連絡網に従
い、電話で連絡
＊ホームページに不審者情報を掲載

＊○○小学校安全対策推進委員会の
開催（地域・ＰＴＡ）
＊外部評価（安全管理にかかわる項
目を設定）

＊常時、門を閉めている。
＊児童在校時は、正門以外の児童通
用門を施錠
＊保護者（各家庭に１個）に名札を
配布し、来校時につけてもらう。

＊生活科や総合的な学習の時間にサ
ポーターとして活用
＊運動会では、ＰＴＡ役員が時間を
割り振り、パトロールを実施
＊学区ふれあいまつり（本校で実
施）開催日には、参加者全員がリボ
ンをつける。

NO.
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

安全管理に関わる取組以外に、
保護者や地域と連携した実践事
例

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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＊近隣で発生した不審者による声か
け事件により、緊急にＰＴＡ役員を
招集し、本校における対応を協議す
る。その結果、Ｈ16.６より「子ど
も110番の車の巡視活動」の実施を
決定する。（校区を３つのエリアに
分け、各エリア毎に子どもの下校時
間に合わせ巡回する。当番は２軒１
組とし、１週間で交代する）
＜問題点＞
学年によって下校時間が異なるた
め、最低でも一日２回巡回しなけれ
ばならない。このことが仕事をもつ
保護者に少し負担となっている。

＊始業前、中休み、昼食時は主に教
頭が校内を巡回しており、保護者や
地域の方の協力は特に求めていな
い。しかし、読書ボランティアや読
み聞かせボランティアの方を、頻繁
に学校に出入りしていただき、不審
者が学校に侵入しにくい状況をつ
くっている。

＊下校時、子どもたちに安全に気を
つけて帰るよう一声かけることをＰ
ＴＡ総会や保護者会の時に確認し
合った。

＊不審者による声かけや侵入事件が
発生した場合は、その日のうちに保
護者に対し、児童の安全確保につい
ての依頼文を作成し、配布してい
る。

＊民生児童委員さんによる下校時の
巡回。
＊「子ども110番の家」の方と学校
との情報交換

＊複数学年による集団下校の実施
（１年生だけで下校する時は、教師
が字の入口まで引率）

＊朝読書、読み聞かせボランティア
＊学校行事や校外学習のサポーター
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＊保護者が地域ごとに当番を組み、
登校時の交通安全と不審者対策を目
的とした立哨活動を実施している。
子ども110番の家を設定し、子ども
が危険を感じた時や不審者に遭遇し
た時に逃げ込める対策をとってい
る。

＊保護者全員と地域団体の有志が、
午前２名、午後２名の当番を組み、
課業日すべてにおいて巡回パトロー
ルを実施している。

＊下校時間を周知し、地域の住民す
べてに対して、子どもたちへの声か
け運動を実施している。

＊中学校区での、地域安全対策会議
が設置され、問題点や課題が検討さ
れている。その中で、公民館を中心
とした中学校区での「緊急連絡網」
が組織されている。また、中学校区
内で発生した事故・事件・不審者情
報は、中学校区内の各小・中学校が
保護者向けの文書を作成し、各家庭
に周知する申し合わせをしている。

＊○○地区交通・安全対策協議会が
設置され、地域全体の交通安全や防
犯に関わる課題の解決に向けた取組
が検討されている。
＊また、保護者に対する外部評価に
は、子どもの安全についての意見が
たくさん寄せられ、学校はそれに対
する具体的な対策を求められてい
る。

＊「○○市学校安全対策評価システ
ム」が設置され、学校の安全対策が
チェックしやすくなった。
＊○○市において、「熱中症予防条
例」による熱中症予防情報が発令さ
れるようになり、子どもの安全確保
に生かせるようになった。
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＊登校については、ＰＴＡの方々に
より、横断歩道や危険な個所で立番
をしていただいている。
＊下校については、地域のシルバー
の方々に、毎日巡回していただいて
いる。これは、昨年、地域の方々へ
呼びかけたことで実現した。児童に
気軽に声をかけて下さり、その他に
も個別に協力を申し出て下さる方も
おられたので、安全旗や防犯プレー
トのマグネットプレートをお渡しし
た。

＊なし ＊ＰＴＡを中心に「門口声かけ運
動」に取り組んでいただいていま
す。これは、市の呼びかけによるも
のです。

＊中学校区での事案や、特に問題と
される事案については広報していま
す。その他については、機会をとら
え、児童に指導の徹底を図るように
している。
＊あまり多くの注意文書を配布する
と、不安をあおったり、無関心に
なったりすることが心配である。
ホームページ等を利用して、必要な
人が情報を得られるような工夫もし
ていきたいと思う。

＊学校に不審者が侵入したことを想
定した避難訓練を９月１日に実施し
た。今年は、ＰＴＡとも連携して、
ＰＴＡ連絡網を使った連絡体制の確
立と、集団下校への協力をお願いし
た。

＊教師による巡回下校指導を実施し
ているが、その時に安全パトロール
記録を持参している。もし、不審者
や不審な車に出会ったときに、その
特徴をすぐに記入できるようにして
いる。

＊年間を通した学習の支援や相談活
動など、児童学校生活に深く関わっ
ていただける地域の方を「学校支援
スタッフ」としてお願いしている。
これらの方々は、民生児童委員や学
校評議員を経験された方で、学校の
あり方もよく理解してくださってお
り、担任との連携もより深い部分で
可能である。＜守秘義務等の関係も
出てくるので＞
＊学校ボランティアやゲストティー
チャーの方々も、田んぼの学習・紙
芝居・お話会・昔のあそびなどでお
世話になっている。
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＊早くから一部、旧来の地域でボラ
ンティアとして下校の引率をしてい
ただいていた。今年に入り、青少年
育成区民会議の事業として、下校時
の見守り運動が始まり、両者を合わ
せる形で「見守り隊」として活動し
ていただいている。

＊市の安全対策事業として予算化
＊毎日、朝と昼、二人ずつのボラン
ティアが校内、校庭の巡視をしてい
ただいている。

＊①に加え、自治連合会にも広が
り、各地域で下校時の声かけを自主
的にしてもらっている。

＊ホームページの掲示板に注意喚起
の文書を載せ、登録していただいて
いる方にはメール配信している。

＊月１回の安全点検
＊必要に応じて、校区内パトロール

＊不審者対応の避難訓練を参観授業
として実施、危機管理意識を共有し
た。
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＊登校時
・保護者が集合場所や立哨場所で子
どもの安全把握
・民生委員の方や地域の方々が家の
前で子どもの登校の見守り
＊下校時は、地域の方々（学区地域
安全連絡協議会のメンバー）が14時
～16時まで、学校から各地域周辺の
パトロールと見守り

＊あんあんパトロールの方が、登校
時から１校時までと下校時に校門付
近の見守りと巡回、校舎内の見守り

＊あいさつ運動　　毎月第１・第３
金曜日に正門、西門での声かけ、見
守り
＜青少年学区民会議の呼びかけで関
係各種団体が参加＞　　自治連合
会、社会福祉協議会、体育振興会、
老人クラブ連合会、市民センター、
町会長、民生児童委員、更生保護女
性会、交通安全協会、少年補導委
員、子ども会連絡協議会、各ＰＴＡ
等

＊不審者情報、学校のガラス破損な
どについては、保護者にたよりを配
布。併せて公民館にも連絡し、他の
関係各種団体に連絡してもらうよう
になっている。

＊学校が主催で「○○学区安全推進
委員会」を年２回開催
学校、地域、家庭の連携と協力の和
を深め、広げていくための委員会を
設置し、子どもの安全を守るための
情報交流をはじめ、よりよい校区づ
くりのための体制づくりを行う。
＊地域が主催で「○○学区地域安全
連絡協議会」の事業計画の中に、児
童の安全確保の事業内容を挙げて活
動

＊朝の登校指導
学期始めの４月・９月・１月に行
う。（分団担当場所のポイントで）
＊下校指導
学年で下校時刻を合わせ、一人では
帰らないでグループで下校させる。

＊花いっぱい運動（学習環境にすて
きにするため花づくり）
４年：一人一鉢
児童の育てた花の苗を公民館活動の
人々や学区（14町）に配布
ＰＴＡ環境部：玄関前ロータリーの
プランターでの花栽培
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＊ＰＴＡの安全ボランティアの方が
分団登校に同行し、登校指導をして
いただいている。一方、不審者等の
発生の折は、下校時を中心に教師と
ボランティアが連携しながら安全パ
トロールを実施している。

＊月～金　　7:50～8:50
ＰＴＡ安全ボランティア（２名）に
よる校舎周辺および校舎内のパト
ロールを実施していただいている。

＊教師、ＰＴＡ安全ボランティア連
携による週１回の「あいさつ運動」
の展開、校門（２か所）に立ち、登
校してきた児童に声かけを行う。

＊校区近辺で発生した不審者による
事件については、注意を促す文書を
配布している。

＊校外学習の引率補助
＊安全ボランティア懇談会（年３
回）
＊学校安全研修会にボランティアの
方々の参加を求める。

＊全校遠足（５月）
各分団⇔琵琶湖博物館
・担任が各担当の分団集合場所に出
向き引率する。その際、各地域の保
護者も「安全ボランティア」とし
て、全行程の引率を行う。

＊「花のつどい、星のつどい、夢の
つどい」３つのつどいに地域のお年
寄りを招待し、歌や発表を通して交
流を深める。
＊４年米づくり、６年地域に学ぶ
地域の知恵を継承し、次世代に受け
継ぐ態度を育てる。
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＊毎日ではないが、学区内の民生児
童委員や各町内会の方々が、ボラン
ティア的に子どもたちの登下校につ
いて見ていただいている。また、Ｐ
ＴＡの地域委員が、輪番制で集合場
所等に立番をしていただいている。

＊市の学校安全巡回事業で、１日２
回（午前・午後）二人一組１時間程
度、校舎内と学校近辺を巡回パト
ロールしていただいている。職員
は、始業前や休み時間等、学年で１
名は子どもたちの安全確保のため教
室を離れないようにしている。
＊いづれも、緊急時はマニュアルに
従って対応するように周知徹底を
図っている。

＊マニュアルに学校来校者に「おは
ようございます。」「何かご用です
か。」「こんにちは。」等、声かけ
を徹底するようにしている。また、
来校者には記名していただき、名札
をつける等の対応をしている。

＊学校のホームページでお知らせし
たり、２週間に一度の学校便りや月
１回の各学年便りにおいて、子ども
たちの安全について、各家庭にお知
らせと協力をお願いしている。ま
た、緊急時の連絡網や対応内容等に
ついてもお知らせし協力依頼してい
る。

＊学区地域安全委員会（関係各種団
体連合組織）を年間３回程度開催
し、児童や地域の安全対策について
協議し、連携した取組ができるよう
にしている。
＊また、学区自治連合会の月１回の
定例会議に学校の管理職が出席し、
子どもたちの安全について協力依頼
している。

＊○○市の学校安全巡回事業に基づ
いて、保護者と地域の方々に子ども
たちの安全確保について協力を得
て、巡回パトロールしていただいて
いる。

＊毎月８日を「挨拶の日」として、
子どもたちの登校する時間帯に学区
の各種団体等で構成した「夢街道挨
拶運動（テーマ：挨拶は心と心の通
じ合い、心通わせ街づくり）」の
方々が、分団登校の集合場所や学校
近辺に立番していただき「おはよう
ございます」等、声かけをしていた
だいている。（本年で12年目）
＊また、市の地域協働合校推進事業
（ふるさと祭りや農業合校）や公民
館事業（２泊３日の体験合校）等、
子どもたちを中心に据えた様々な事
業で、子どもたちの健全育成に努め
ている。
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＊保護者が毎朝、当番制で決められ
た横断歩道に立って指導する。（旗
当番）
＊教職員が定期的に校外で指導
＊毎朝、生徒指導、学校長が登校指
導を学校前横断歩道で指導（保護者
と一緒に）

＊保護者が毎朝、校地内を見廻る。
＊教職員が朝、下校時、校地内を見
廻る。

＊来校者には必ずあいさつ「おはよ
うございます」「こんにちは」と声
をかける。

＊不審者情報は、○○ブロック校園
にファックス連絡をする。
＊○○学区の４つの団体（子ども安
全リーダー等）
＊不審者情報は、できるだけ保護者
へ文書配布などをして知らせる。

＊○○学区安全推進会議において、
緊急連絡体制の見直しを実施中

＊防犯教室
＊交通安全教室
＊教員だけの校地内パトロール
＊校内巡視

＊５年生の総合で琵琶湖博物館魚の
会の方やＮＰＯリバプレ隊の方を講
師に学区の川の学習をする。
＊３年生の社会科で、学区老人クラ
ブの方に昔の遊び（おじゃみ・水
でっぽう等）を教えていただき、交
流を深める。
＊６年生　　地域の老人クラブを中
心に来ていただき平和学習を行う。
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＊平成15年５月19日付け文書で、本
学区の子ども安全リーダー代表の呼
びかけにより、子ども安全リーダー
および各関係団体に対して、子ども
たちの登下校の安全確保についての
取組が始まり、現在に至っている。
各団体が定期的に登下校指導を実施
していただいている。今年度よりＰ
ＴＡ校外部も自主的にパトロールを
始められた。

＊平成16年度より、学校長のよびか
けで「ついでパトロール」運動がス
タートした。ＰＴＡとして、保護者
として学校に来られた時は、ついで
に校内パトロールをして帰ることを
お願いしている。現在、「安全パト
ロール」の腕章を配布し、それをつ
けての巡回を実施している。

＊あいさつ運動、声かけ運動は、以
前から月２回は実施してきたが、平
成16年度には、子ども安全リーダー
から「地域の皆様へのお願い」（み
んなで子どもを守りましょう）の文
書により、子どもたちの通学時間で
の見守り、声かけを依頼した。

＊校区内での起きた不審者情報につ
いては、プライバシー保護に十分配
慮しながらも「隠さない」ことを前
提に、注意喚起の文書を速やかに配
布し、保護者に他人事ではない切実
感、緊迫感をもってもらえるよう取
り組んでいる。

＊本校では、子育て学校安全推進協
議会を設置し、年間３～４回児童の
安全を中心に会議を設定している。
＊安全確保のためには、学校の教育
活動を地域に開くこと、地域の方や
保護者の方に授業に入っていただく
ことが欠かせないと考えている。

＊ついでパトロールの推進
保護者が学校に来られた時、また、
地域で買い物等をされるとき、パト
ロール中の腕章を目につくところに
身につけてもらう取組
＊入学児童全員に、自転車のカゴに
つけるパトロール中のボードをＰＴ
Ａ会費より購入し、配布している。
＊防犯ブザーをＰＴＡ会費より補助
し、全員に携帯させている。

＊歴史紙芝居、ホタル鑑賞会、公園
めぐり、地域の商店街探検、校区内
歴史探検、○○川探検、車いす体
験、盲導犬体験、敬老の日の作文、
○小フェスティバル、学区文化祭ボ
ランティア、防犯ポスター展、幼少
連携（昔あそび、運動会、はじめま
して集会）、米作り体験、校外学習
引率ボランティア　等
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＊ＰＴＡ研修指導部で、下校時の見
廻りを当番制にて行う。近隣の不審
者の出現時には、青少年指導員や民
生児童委員の方々へも連絡を行い、
登下校の見廻りおよび立哨等の安全
対策を連携して行う。

＊校内の巡視に関しては、現在のと
ころ行っていない。

＊本学区では、ＰＴＡ役員や地域の
各種団体の方々だけでなく、地域の
住民が子どもに声をかけるという風
土がある。例えば、下校途中の児童
に「お帰り」と地域の方が声をか
け、それに対して「ただいま」と自
然に子どもが言葉を返すという姿が
見られる。そして、このような風土
を大切にしたいという地域の意識も
ある。

＊「児童の安全確保」に関する情報
については、急を要する案件につい
ては、ＰＴＡの各町の役員に連絡を
まず入れ、その後、保護者や学区の
派出所、青少年指導員、民生児童委
員、各自治会等の各種団体へ文書を
配布している。また、同じ中学校ブ
ロックの小中学校に対しては、情報
の交換を速やかに行うように努めて
いる。しかし、現状では情報伝達に
時間を要するという問題があり、今
後、各団体や地域住民全体への連絡
網の整備を行う必要がある。他方、
保護者へも「メール」での情報伝達
の手段を確立することが、本校のみ
ならず全市的にも望まれる。

＊「家庭・地域とともに進める○○
小学校教育推進委員会」「○○っ子
をよりよくする会」での話し合いを
行っているとともに、中学校ブロッ
クにおいては生徒指導連絡協議会
で、児童の安全管理に関することに
ついても案件として取り上げ、保護
者および各種関係団体と協議を行っ
ている。

＊「交通安全教室」（１学期）
全校児童対象に自転車教室を警察
署・市役所の他に地域の交通安全協
会の方々にも協力をお願いして行っ
た。
＊「防犯教室」（１学期）
警察署とともに地域の安全リーダー
に協力いただき実施した。

＊「○○カルタオリエンテーリン
グ」（１学期）
全校生徒が縦割り班で地域を巡る活
動で、各ポイントごとにその場にま
つわる話を地域の方にしていただく
とともに、児童の安全管理について
協力していただいた。
＊「運動会での江州音頭」（２学
期）
地域の方に「○○」にちなんだ歌詞
を作詞していただいたもので、当日
および練習にも毎年交代で地域の方
が音頭をとってくださっている。
＊「祖父母学級」
学習参観や交流の他に全校児童と体
育館で給食を祖父母の方々や地域の
お年寄りと食べる。この活動には老
人会に協力いただいている。
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＊登校時において、保護者が当番制
で、主な交差点等での立哨活動を続
けていただいている。
＊周辺での不審者の情報の対応とし
て、学年ごとの下校指導とともに、
ＰＴＡ地域委員をはじめ、地域の関
係団体にも、下校の安全について協
力を要請した。

＊市の支援を受けて、午前10時～11
時、午後１時～２時の１日２回、２
人組で安全巡回ボランティアによる
校内巡回を実施している。
＊安全巡回ボランティアには、保護
者はもとより、地域住民の方々にも
関わっていただいている。
＊希望日、時間などを伺いながら、
学校で当番割りふりや依頼をしてい
る。

＊青少年育成区民会議が中心になっ
て、毎週月曜日の朝、児童が登校し
てくる校門のところで、「あいさつ
運動」のタスキをかけて、声かけを
していただいている。

＊市内での不審者情報が各学校に知
らされる中で、特に近隣地区で発生
した事案について、保護者へ文書で
注意喚起するとともに、ＰＴＡ会長
には、直ちに電話等で内容の周知を
図っている。

＊平成16年度より、学区学校安全対
策推進委員会を発足させ、学校、保
護者、地域住民が一丸となって、校
内パトロールをはじめ、学校安全の
ための危機対応の組織づくりを図っ
た。現在、推進委員会の委員長は、
前年度ＰＴＡ会長になっている。

＊市が作成した、学校評価システム
を活用して、学校の安全管理につい
て、管理職、一般教員それぞれの目
で点検を加えた。その中で、特に、
児童昇降口付近の門扉の施錠につい
て、徹底を図った。

＊公民館を中心に、学校や地域の各
種団体による毎月１回のわんぱくプ
ラザや、夏休みの宿泊体験教室を開
催
＊学校においては、地域の先輩に学
ぶことなど、地域の人々を講師に招
いたり、花壇や農園の栽培活動や水
田づくりに、環境ボランティアの
方々の協力を得て進めている。
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＊ＰＴＡ安全パトロール（ＰＴＡ役
員・教職員）下校時に学区内を車で
巡回する。
＊安全ボランティア（ＰＴＡから21
名を募り、下校時に通学路で立哨指
導）

＊管理職が朝始業前、始業後、行
間、放課後に校内の巡視を行う。

＊ＰＴＡのあいさつ運動の実施（朝
の登校時に、通学路でＰＴＡ保護者
の立哨）
＊ハートフル推進員（青少年育成町
民会議の委員）のあいさつ立哨

＊校報等で定期的・随時、安全に関
する啓発広報活動の実施
＊町のケーブルＴＶで随時、テロッ
プ放送を実施

＊町の青少年健全育成協議会（ハー
トフル推進員）朝の立哨指導
＊町の民生児童委員（随時の登下校
指導）
＊学区交通安全協会（定期的な交通
安全指導）

＊地域の駐在所との情報交換の実施
＊交通活動支援推進員の立哨（県警
所管：民間警備会社への委託）

＊４年の総合的な学習の時間：地域
のグループ別見学の実施にあたり、
保護者安全ボランティアを募り、グ
ループ別行動の指導補助を依頼し
た。

18

＊毎月１日に16か所のポイント指導
実施地点において、教員、ＰＴＡ地
区委員、子ども安全リーダーをはじ
め地域の方々の協力を得て、登校指
導を行っている。ポイント地点で気
付いたことは記録され、一覧表にま
とめて評価し、指導いただきたいこ
ととして学級担任に返している。
＊毎月20日を「無事カエル（帰る）
大作戦」の日とし、保護者を中心に
下校時間帯に家の外へ出て、子ども
たちを「お帰り」と迎えてもらう、
見守り活動を実施している。

＊有志の保護者による、毎日、午
前・午後に各１時間実施。二人以上
が一組となり、子どもたちの様子を
見ながら、校舎内・運動場周辺を巡
回。

＊登校時には、複数の教員が校門・
昇降口に立ち、「あいさつ」運動を
展開している。
＊「パトロール中」「パトロール巡
回中」のプレートを全ＰＴＡ会員に
配布し、犬の散歩、買い物など外出
時に服やかばんにつけてもらってい
る。また、大きいサイズのプレート
は、車の中に置いたり、自転車に取
り付けるなどして、地域ぐるみで子
どもたちの見守り、声かけを実施し
ている。（自治会にも連合会を通じ
て配布）

＊不審者情報については、中学校区
の連絡網がしっかり整備されてお
り、各校へ迅速に伝達されている。
＊インターネットのホームページに
も掲載はしているが、確実に正確に
各家庭へ知らせるために文書配布は
不可欠であると考えている。

＊青少年育成学区民会議（学校４名
事務局員）による、７月あいさつ運
動や夏季深夜パトロール（20:50
～）に参加。
＊子ども安全リーダー連絡協議会の
主催で、○○警察署の協力を得て、
学校内で授業中に不審者が侵入した
場合の避難の方法や校外で不審者に
出会った時の身の安全の守り方を体
験する学習「子ども安全教室」を開
催した。

＊校区周辺において、不審者出没情
報や大雨が降っている等の状況に応
じ、登校途上の安全確保のため、校
長の判断で通学路を含めて必要だと
判断される場所における立番等を実
施している。状況によっては、教師
が引率して学年単位・登校班単位で
の集団下校の処置をとっている。
＊教室・廊下等の窓からの転落事故
を未然に防止するために、常日頃か
ら子どもたちへの安全教育・指導の
徹底に努めるとともに、校舎２階以
上の窓に注意を促すステッカーを
貼っている。

＊校舎内に「ふれあいルーム」を設
け、子どもたちにとって祖父母の年
代の方々との交流の場としている。
活動は、週２回（月・木曜日）、昼
休みの時間に５～６名の方が来てく
ださり、皿回し、コマ回し、おじゃ
み、けん玉、将棋、双六、折り紙な
どをともに楽しんでいる。その他に
「ふれあいルーム」の年間行事とし
て、「７月集会」「12月集会」「ど
んど焼き」が続けられてきた。これ
らの行事には、地域の老人会も招待
している。また、「３年生の茶席体
験」の世話もしてもらっている。
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＊学校とＰＴＡが中心となり、地域
団体の協力を得て、「子どもを守る
プロジェクト」を立ち上げた。

＊職員が当番制で、毎日３回（朝・
長休み・昼休み）たすきをかけて巡
回している。
＊子どもや保護者は、安心できると
好評である。
＊月・水・金の朝のみ読み聞かせボ
ランティアがついでに巡回

＊子どもを守るプロジェクトの一環
として、学区民児協の皆さんが、毎
月２回（10日・20日）、朝の声かけ
運動を実施
＊ＰＴＡの会員と教職員が毎月２回
（１日・15日）に実施

＊自治会の全掲示板に提出（ＰＴＡ
町委員が協力）
＊ホームページの活用
＊メールマガジンによる速やかな周
知

＊「子どもを守るプロジェクト」に
協力していただく関係機関・団体と
の連絡会議を開催し、情報交換やプ
ロジェクトの見直しを行っている。

＊各学年で安全に関する授業を公開
している。また、子ども自らが安全
マップを作成するなど、「安全」を
常に意識した生活が送れるよう指導

＊安全に関する教養講座の開催（平
成16年度）
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＊ＰＴＡ本部と生活指導部会が、学
期に１回、下校時のパトロールを通
学路中心に徒歩で実施
＊本部役員、町内委員に「ＰＴＡパ
トロール中」の札を配布して、自転
車等につけてもらう。
＊民生児童委員が、担当の地域の登
下校について、意識的に見廻り（犬
の散歩などを子どもの通学時間に合
わせる等）

＊中休み・昼休みの教職員の巡回
（当番制）に加えて、本部役員など
ＰＴＡ役員の校内巡回の依頼。

＊ＰＴＡ生活指導部、教職員が、毎
月始め、朝のあいさつ運動を校門付
近で

＊学校より「不審者対策へのご協力
のお願い」の文書配布
・すべての日を学年での集団下校
・不審者に出会った時の注意等
・保護者の来校時のお願い　　等

＊全ＰＴＡ会員を対象にしたＣＡＰ
の講習会の実施（児童は４年生全員
が受講）
＊「○○小学校、地域と進める心の
通い合う学校づくり協議会」「民生
委員との懇談会」で、不審者対策に
ついて説明し、理解・協力を要請す
る。

＊教職員が休み時間、３か所に分か
れて巡回
＊不審者対応マニュアル作り（校
内・校外）とその周知徹底
＊教職員の不審者対応訓練（警察と
の連携）

＊総合的な学習「大凧づくり」に関
わって、大凧会館職員を講師に招
く。
＊４年生地域教材「○○が原」につ
いて、地域の方を講師に招き、話を
聞く。
＊３年生「昔のくらし」について、
地域の高齢者の方に来ていただき、
話を聞く　等
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＊学区内老人クラブの７名が、分団
の児童と一緒に登校し、児童の安全
に努めてもらっている。また、保護
者が旗当番などで交差点に立っても
らっている。
＊下校時は、民生児童委員の方々の
協力を得て、交差点での立番や、一
緒に下校するなど安全に努めていた
だいている。

＊平成16年９月より、保護者等によ
る校地内の安全パトロールを実施
（原則２名、午前・午後１回ずつ）

＊毎月10日、20日の朝、青少年育成
学区民会議やＰＴＡ、更生保護女性
会、社会福祉協議会等、各種団体の
皆さんによるあいさつ運動を実施し
ている。
（平成16年度より、7:45～8:05）

＊不審者情報については、各保護者
に児童を通じて配布
＊市の防災無線が学区内に設置され
ているが、数は少ない。（学校、自
治連合会長宅等）
＊○○学区全戸への文書の配布、地
域での広報については、現在検討
中。

＊地域協働合校推進委員会の場で、
学校安全に係る具体策を協議してい
ただいたり、依頼したりしている。
＊学校安全に係る地域協働合校推進
委員や保護者からの評価を12月ごろ
に実施。

＊低学年の下校は、毎日、学年ごと
の集団下校を実施している。
＊不審者情報が入った場合は、全
校、学年ごとの集団下校としてい
る。また、教職員による見廻り体制
を確立している。
＊児童の下校時、数名の教職員が、
常時見廻りをしている。（自転車使
用）
＊市の学校安全対策評価システムを
活用した研修を実施し、教職員の安
全意識の高揚に努めている。

＊総合的な学習の時間の講師
（米づくり、アオバナ栽培、さつま
いもづくり、陶芸教室等々）
＊地域の図書ボランティアの方々に
よるお話会、読み聞かせ等
＊運動会に地域の方の参加を呼びか
ける交流種目の設定
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＊登校時は分団登校。安全指導のた
め、３点の交差点で、毎日保護者が
当番制で立っておられる。教職員も
毎週月曜日に学校周辺で立ち、安全
への意識を高めている。
＊下校については、学年ごとに一斉
下校し、児童には、複数下校を周知
している。下校が危ぶまれる事態で
は、教職員がポイントに立ち、安全
の確認をすることとしている。

＊市の「学校安全対策ボランティア
巡回事業」にそって、毎日、保護者
または地域のボランティアの方によ
る、校地内、校内巡視を行ってい
る。午前・午後１時間程度、ほぼ
90％の確立で進められている。校
内・校外の施錠の状況や気づかれた
点を日誌に記入いただき、その内容
を職員（児童）に伝えることで、マ
ンネリ化しないように考慮してい
る。（平成16年９月から）

＊学校の近くで、地域の団体の方
が、下校する子どもたちに声かけ運
動を、日をきめて進めておられる。
＊校長は、毎朝、校門前（道路に出
たところ）で、あいさつと交通指導
をかねて声かけを続けている。

＊近隣での不審者情報は、児童への
注意の喚起、各家庭（保護者）への
注意文書の配布を行う。また、公民
館を通して、各町内への周知をお願
いしている。
（各町内は、各種団体、子ども会等
への連絡をされている）

＊地域に「○○学区地域安全推進委
員会」が組織され、地域の安全を総
合的に点検していくしくみができ
た。
＊その中で、「子ども110番の家」
の見直しと再依頼、目印の更新が進
められている。学校は、それを受け
て、「子ども110番の家」の周知法
について検討。実際に活用できるよ
うに下校指導を計画している。
＊学校の安全管理についての外部評
価は、年１回保護者、地域協働合校
のメンバーを対象に実施している。

＊不審者を想定した避難訓練、防具
の使い方と日常の危機管理について
の職員研修を６月に実施。県警本部
の防犯アドバイザーの方を招聘、指
導をいただく。その時、校内学校安
全パトロールボランティアの方々に
も案内を出し、避難訓練から研修会
で数人の人の参加をいただいた。

＊校外学習への保護者の参加（全学
年）
＊老人クラブの方による支援（昔遊
び、いもの植え付け、草取り、いも
掘り）（戦争中の暮らしについての
話）
＊地域の昔話や50年前の町の様子に
ついての講話など
＊ボランティアによる読み聞かせ
（全学年）
＊福祉体験＜公民館の講座とのタイ
アップ、子育てサロン（幼児）、や
すらぎ学級（老人）＞
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＊ＰＴＡによる毎日の安全パトロー
ル（一日６名ずつ）
＊「門口おかえり運動」への協力
＊「110番の家」への協力

＊保護者による安全巡回（ボラン
ティア）
＊地域民生委員による協力
（行事等、地域開放時：校舎内外出
入口、受付、校舎巡回等）

＊全職員が常時気をつけている。
＊学校ボランティアの方にもお願い
している。

＊年度始まりの学校だより、また、
各月々の学校だより、学年だより
＊定期的なＰＴＡへの声かけ、保健
主事からの声かけと文書配布
＊生徒指導主任からの声かけと文書
配布
＊ＰＴＡ総会、学級懇談会での声か
け

＊保護者と教職員によるさすまた等
を使った防衛研修と実施訓練
＊保護者と児童へのＣＡＰ講習会
＊朝の登校指導（地域ボランティ
ア）

＊緊急時（不審者対応）避難訓練
（年３回）
＊職員研修（年間２回）
＊校舎内出入口すべてを施錠

＊自然体験教室（野外活動支援）
＊水泳教室（水泳指導応援）
＊学習支援ボランティア（総合学習
講師、地域学習（生活科・社会科）
引率応援、家庭科（ミシン・料理）
＊○○祭（もちつき、みこしでの地
域巡回）

24

＊毎月１・15日は、親子登校の日と
し、できるだけ学校まで送ってもら
うようにしている。

＊毎週、月・木・金は、学校安全ボ
ランティアの方々による巡回を実施
＊毎日、管理職による校内巡視

＊１日・15日を特に声かけ強化日と
し、地域ぐるみで実施している。

＊不審者情報や声かけ事案が学校に
通知されるたびに、保護者に通知、
注意と協力を呼びかけている。

＊学校安全ボランティアの実施前
に、○○警察署の方２名に来ていた
だいて、さすまた等を用いた、地
域・保護者向けの危機管理と不審者
対策研修会を開催した。約40名の参
加者を得、終始熱心に取り組んでい
ただいた。

＊○○警察署の協力を得て、児童向
けの不審者対策の安全教室を実施し
ている。

＊８月27日にふれあいラジオ体操を
実施した。子ども、保護者、祖父
母、地域の方々、約1,000名の参加
を得、三世代交流の一助となった。
＊10月22日に、地域の方々にも参加
を呼びかけ、ふるさと地域ウォーク
を実施予定。自分の住んでいる字内
のことをもっと深く知り、良さを見
直す機会としたい。
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＊平成13年度より下記のことを実施
・ＰＴＡ地域委員（月２回）
・地域安全リーダー（月２回）
・民生委員・児童委員（毎日）
・学校職員（毎日）

＊平成13年度よりＰＴＡのパトロー
ル（毎日）

＊ＰＴＡ
＊地域民児協

＊緊急時、下校マニュアルの整備と
ホームページの活用
＊メールの活用
＊緊急電話連絡網（危機管理マニュ
アルに基づく）

＊地域各種団体、ＰＴＡ、安全協
会、警察などとの合同による防犯避
難訓練を実施。
＊○○小協力者会議を利用した安全
確保の話し合いの設定

＊防犯カメラの設置
＊さすまたの設置
＊１階各教室への防犯ブザーの設置
＊各階の非常連絡方法の設置

＊親子フォーラムの実施（各学年）
＊生活科・総合的な学習でのゲス
ト・ティーチャー
＊地域学習でのゲスト・ティー
チャー（３・４年）
＊稲作体験学習のゲスト・ティー
チャー（５年）
＊戦争体験のゲスト・ティーチャー
（６年）
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＊地域交通指導員による下校指導
・１日と15日の両日は、朝の指導だ
けでなく、下校時にも声かけをしつ
つ、安全指導を実施していただいて
いる。
＊保護者との連携
・希望制により、「出迎え隊」「お
守り隊」と称し、下校時の安全指導
に出ていただいている。

＊市教委による配置の警備員による
巡回（隔日）
＊地域安全リーダーによる巡回（警
備員がいない日が中心）
＊ＰＴＡ役員による巡回（校舎渡り
廊下が中心）

＊全校による廊下での「あいさつ」
の徹底（教職員・児童）

＊緊急時における連絡、注意喚起に
関わる文書は、生徒指導主任を中心
に、文書を作成し配布している。地
域に対しては、自治会回覧等を利用
し、速やかに連絡できる体制づくり
に努めている。

＊１学期末に保護者アンケート「学
校は安全面での配慮ができている
か」の問いに対して、74％の方が
「配慮している」と評価している。
昨年度、門扉等の安全面の整備をし
ていただいたお蔭と喜んでいるが、
「物理的な面だけでなく、職員の意
識も大切である」という意見もあっ
た。

＊学校生活が落ち着いて過ごせる環
境づくりの徹底
・廊下の右側歩行の励行
・朝学習（「ひまわりタイム」）の
徹底
・廊下でのあいさつの習慣化

＊安全教室

27

＊最近の不審者対策として、児童の
下校時、保護者に各戸の前に出て、
声かけをする「お帰りあいさつ運
動」を実施、同時に地域の安全リー
ダーの方々にも出てもらっている。

＊毎朝８時より30分間、校内を巡回
してもらっている。（１日２人）

＊①と同じ ＊「おかえりあいさつ運動」を実施
する時、児童宅だけでなく、可能な
限り、広い範囲にお願い文を配布し
た。

＊本校で実施している防犯教室に、
ＰＴＡの校外部員や「子ども110番
のおうち」の人々にも声をかけ、参
加してもらっている。

＊教員による登校指導を週１回、下
校指導を週４回実施している。

＊５年の「ザ・こめ」（総合）の学
習の最終段階で行う、もちつき大会
のお手伝いや、１・２年の生活科、
３年の社会科の講師を依頼してい
る。

28

＊不審者出没時に、シルバーボラン
ティアポリスと連携し、校外指導を
実施した。

＊４年生児童による学校での宿泊体
験学習の折りに、シルバーボラン
ティアポリスの方々が夜回りを実施
していただいた。

＊地域防犯協議会の方々により、登
下校中の子どもたちに、農作業の折
りの声かけや見守りをしていただい
ている。

＊○○市では、早くから教育委員会
が不審者情報発信手順があり、○○
市内の不審者情報は、各校にて文書
にして家庭に知らせる体制ができて
いる。

＊本校校区内で不審者情報があった
場合は、保護者への不審者情報の発
信とあわせて、シルバーボランティ
アポリスへの発信も合わせて行う。
その後、シルバーボランティアポリ
スの方が現場に急行していただき、
警察と協力して、不審者の検挙に結
びついた事例もあった。
＊○○小学校区地域振興協議会青少
年育成部会が、「子ども110番」の
旗の掲示依頼にまわり、子どもの安
全をお願いした。
＊青少年育成部会（地振協）やＰＴ
Ａなどが「愛のパトロール（初発型
非行防止運動）」の実施の折りに、
不審者対応という面から、下校時等
のパトロールを依頼した。

＊本年度、地域防犯協議会の研修会
にて、寝屋川市立北小学校の地域ぐ
るみ学校安全推進連絡協議会との交
流研修会を実施し、平成17年２月14
日の寝屋川市立中央小学校での教職
員殺傷事件をきっかけとした安全確
保の取組についてお話を聞き、今後
の本校区の防犯協議会での助言をい
ただいた。

＊地域教育協議会を中心として、以
前より地域融合事業を実施してい
る。公民館の講座へのクラブ活動
（生け花・押し花）、３年生の茶道
教室、２年生のタケノコ掘り、５年
生とお年寄りとのゲートボール大会
などを行っている。

29

＊地域ボランティアや各字保護者会
等の協力を得て、子どもの安全確保
に努めている。

＊ＰＴＡ活動の一環として、会員に
校内巡回ボランティアを募集し、登
録していただいている。登録者の都
合に合わせて、当初は割り当て、巡
回、監視をお願いしたが、現在は、
特に割り当てをせず、登録をされた
方の都合にあわせて実施している。
登録者の確保が難しい。

＊地域の懇談会、保護者会、区長を
主体とした会合等の場で学校より依
頼
＊今後は、老人会等にも、働きかけ
ていく必要があると感じている。

＊学校だよりを全戸配布し、保護者
への注意喚起だけでなく、地域にも
協力が得られるよう努めている。
＊同窓会組織（後援会組織）を構成
する各区長等を通じて、周知が図れ
るよう努めている。

＊三学期に本校の安全確保に向けた
取組について、保護者より外部評価
を受ける予定である。
＊夏季休業を前にした、字別懇談会
等の席で、保護者、地域代表者等へ
子どもの安全確保について依頼して
いる。

＊不審者対応避難訓練の実施
＊警察との連携を図った児童対象安
全教室、教職員対象実技も含めた不
審者対応研修会の実施
＊朝の会、帰りの会、集団下校時に
おける児童への指導（常に意識化さ
せる）

＊総合的な学習の時間における講師
＊ＰＴＡ行事との連携
（手話教室、ものづくり教室）

30

＊スクールサポーターやＰＴＡ会員
の方々に支援していただいている。
登校時には毎月１日と15日(休日の
場合は隣接した日)に要所で立ち番
をしていただき、長峰団地について
は、下校時に児童とともに歩いてい
ただいている。基本的には「自分た
ちの子どもは自分たちで守ろう」と
いう考え方に立っての取組となって
いる。

＊毎月火・木・金の４日間、低学年
と高学年対応として、時間差を設け
て15:30からと16:00から約１時間か
けて通学路を中心にパトロールをし
ていただいている。
＊不審者対応として、年間を通した
取組をＰＴＡ事業の一つとして実施
していただいている。

＊児童を登校時に迎え入れる姿勢
で、あいさつ運動を実施している。
町あげての取組として、あ・か・ね
運動が展開されていることに合わせ
た取組であるが、あいさつを交わす
ことによって地域の人たちとも顔な
じみになり、人間関係もつくられて
きた。

＊各地区長あて依頼文を添えて隣組
数の文書を届けている。学校→地区
長→地区内に周知できるようにして
いる。学校だよりも同様にして読ん
でいただいている。

＊特になし ＊特になし ＊田植え、稲刈り、収穫祭、バーベ
キュー大会、わら細工
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＊全保護者による安全パトロールが
下校時に実施されている。
（今から８年ほど前に、不審者に関
する事件が起こったことをきっかけ
に、ＰＴＡ会長の掛け声で始めら
れ、現在も学期に１回ずつ(年に３
回)当番をまわして下さっている。
平日はほとんど毎日巡回がある。

＊特になし ＊安全パトロールの際に、できるだ
け声かけをしてもらう。

＊教育委員会からの不審者情報を受
けて、各家庭に文書で情報を伝え、
周知を促している。

＊４年前からＣＡＰの講習会を４年
生を対象に行っている。
対象は、子ども、保護者、教師
内容は、子どもが様々な暴力から自
分を守るためのワークショップ

＊校門、昇降口の施錠
＊防犯ベルの配布

＊田んぼの学校（地元の農業委員さ
んやＪＡ、市からの支援）
＊祖父母に学ぶふるさと文化祭（昔
の遊びや縄ないなどを教えてもら
う）

32

＊「交通指導員」による立哨
＊教職員による下校指導
＊スクールサポーターの安全指導
＊警備員の配置（市から）

＊教職員による巡回指導
＊警備員による巡回

＊ＰＴＡあいさつ運動の実施（月１
回）
＊スクールサポーターの声かけ運動
の実施（毎日）
＊「学区健全育成会議」によるあい
さつ運動
＊「○中校区青少年を守る会」によ
るあいさつ運動

＊「速報」を自治会を通して配布
（緊急事態の時）
＊自治会回覧板に「速報」を依頼

＊月１回のＰＴＡ理事会において、
児童の安全を確認
＊関係機関(警察署、自治会、青少
年健全育成会議等)との連携による
意見交換。(担当者、管理職)２か月
に１回程度。
＊安全項目を２点挙げ、保護者、外
部の評価を受ける。

＊防犯訓練の実施
＊防犯教室の実施
（人形劇、ＣＡＰの授業、教師によ
る劇等）

＊学校と学区健全育成会議とタイ
アップしての取組の強化として、ス
クールサポーター制度を始めた。児
童下校時に子どもへの声かけを地域
の方々にしてもらう。

33

＊「○○ブリングアップ」という
「○○の子どもたちを守り育てる」
地域の組織が、いつも地域を巡回等
で回っていただいている。２学期よ
り地域の高齢者で「ひまわり隊」を
組織し、登下校時に、町角に立って
見守ってもらえることとなった。

＊前年度末には、ＰＴＡで安全パト
ロールを組織し、巡回していただい
た。
＊今年度より、隔日で巡回警備ガー
ドマンに行ってもらっているため
に、ＰＴＡとしては、どのようにす
るか検討中である。
＊教員は、朝の学習から昼休み、下
校時等、校内を交代で巡視してい
る。

＊「○○ブリングアップ」が作成し
たプレートとは別に、ＰＴＡも安全
プレートを作成し、地域の方や保護
者の自転車に設置し、買い物やお迎
え時に活用し、町中をたくさんの黄
色いプレートを掲げた自転車やバイ
クが往来し、声かけをしている。こ
のことが、大きな抑止力となってい
るように思う。

＊不審者情報は、○○・○○ブロッ
クの校園から回ってくるが、○○中
と本校の発信する情報、受け取った
情報は、ブリングアップ本部へも伝
えている。学区内での発生について
は、各家庭に文書を配布し、速やか
に周知、注意喚起を心がけている。

＊月１回のブリングアップの会議
（夜8:00～）に生徒指導主任が参
加、学期に１～２回の拡大会議に
は、校長・教頭も参加し、情報の交
換や校内の行事等の交流を図ってい
る。その場で、校内の施設面や安全
についてのアドバイスもいただき、
校内体制の見直しやチェックの機会
となることも多い。

＊不審者の侵入対策として、ＰＴＡ
よりさすまたを一昨年10本、昨年15
本、催涙スプレーを一昨年２本、昨
年12本、本年度、市から支給された
ものを加えるとさすまた27本、催涙
スプレーを16本備えている。
＊この夏休み中に、警察署員２名を
講師に迎え、さすまたと簡単な自衛
の方法について、研修を行った。
＊また、12月下旬には、市議会防犯
委員の視察時に、子ども安全リー
ダーによる「子ども安全教室」を実
施し、子どもたちの防犯、安全意識
を高めていくことを計画している。

＊商店街の主催による夏の縁日や見
本市を本校で行い、交流の場となっ
ている。子どもの協力隊への参加や
総合的学習で取り組んだお米の販売
等、地域の支えによる子どもの活躍
の場も設けていただいている。

34

＊子ども安全リーダーによる下校時
の指導（平成13年度より毎月20日）
を実施。
＊毎月１日、15日には、交通安全協
会の方々が登校時、交通安全指導を
しておられる。
＊交差点など定点で声かけも含めて
実施。

＊平成14年度より、長休み・昼休み
時間帯を中心に、ＰＴＡ会員の都合
の良い日を選び、パトロールをして
いただく。
（安全確保が社会問題となってきた
この時期、学校側より提案し、実現
に至ったもので、現在も継続中）

＊ＰＴＡあいさつ運動
以前は登校時に家や近所で児童を見
送りながら、声かけをしていたが、
下校時の方が危険なので、現在は、
下校時に家の周辺を含め、声かけを
する。
（平成15年度から実施）

＊支所の各自治会向けポスト棚を活
用する。
＊学区防犯組織の連絡体制を活用す
る。

＊子ども安全リーダーによる子ども
たちへの安全教室の実施

＊さすまたや竹ぼうきを常備し、職
員への講習

＊行事（○○カーニバル）、盆踊り
など
＊老人会の方に昔の遊びを１年生と
いっしょにやっていただく。（１年
生活科）
＊独居老人のふれあい会食会（学区
社教主催）に３年児童が出演してい
る。

35

＊不審者対策部（ＰＴＡ、ＰＴＡの
ＯＢで30名＋教頭）
＊下校時刻に通学路で子どもを見守
る。下校時刻が無理な方は、夕方な
どに適時、校区を巡回されている。
＊「子どもを守るぞう!!」プレート
を持ったり、付けたりして活動して
いる。
＊不審者対策部会を２か月に１回も
ち、情報交換をしたり、今後の活動
について話し合っている。
＊無理をしないこと、モチベーショ
ンを保つことを大事にしている。ま
た、実績をつくり、地域の協力・理
解を得られやすいことも大事にして
いることです。

＊現在はしていません。10/1の不審
者対策部会で検討したいと考えてい
ます。

＊あいさつ運動をしている。 ＊「学校だより」で知らせている。
＊市からＦＡＸで送られる「不審者
情報」を保護者あてにして、その日
に配布している。（取捨選択して）

＊学校評議員会
安全管理に対する意見をいただき、
協力していただく。
＊自治会長会、青少年育成会
不審者対策部会の代表や学校長が取
組について、理解と協力をお願いす
る。予算面での協力もいただく。

＊地域でかたまって下校する。
＊防犯ブザーを希望者に斡旋する。
＊全校での不審者対応の避難訓練実
施
＊集会で不審者に出会った時の対応
についてお話をする。
②－にげる　　③－さけぶ　　④－
しらせる

＊「大人による本の読み聞かせ」全
学級、読書指導の実施（参観日
7/15）
その後、「読書テーマ」に夏休み前
の学級懇談会の実施
・各学級２～３名の保護者が、学年
にあった読み聞かせをして、読書指
導にゲストティーチャーとして協力
してもらった。（計36名）
・子どもが目を輝かせて本を開き、
参観した保護者に、家庭での読書の
輪を広げた。

保護者・地域との連携（小学校） Page 7



 小学校

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NO.

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

安全管理に関わる取組以外に、
保護者や地域と連携した実践事
例

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

36

＊学校安全対策推進委員会を組織
し、取り組んでいる。構成は、ＰＴ
Ａ安全対策保護者会を中心に、各地
区の民生児童委員、各区長、各区子
ども安全リーダー、各区老人クラブ
で組織している。
＊ＰＴＡは各地区ごとに登下校時に
立番をしているが、それを補完する
ことをお願いしている。それぞれの
協力４団体とＰＴＡ地区委員とで取
組の情報交換のために話し合いを
もっている。

＊今年度より「学校支援ボランティ
ア」を地域から募集して立ち上げ
た。その一つに「校内外巡視パト
ロール」のボランティアを組織し、
６月よりボランティアの都合の良い
時間に校舎内を巡回していただいて
いる。（ただし、児童の在籍時のす
べてではない）

＊本校の合言葉「わたしから　にっ
こり　あいさつ」をことあるごとに
児童に指導するとともに、各種の会
議（地域の方々が参加していただ
く）においても、その取組（あいさ
つ運動）を紹介している。あいさつ
が地域へ広がるように啓蒙してい
る。ＰＴＡおよび協力していただい
ている４団体の方々に周知してい
る。

＊不審者出没情報があれば、文書は
学校の生徒指導部から出すが、保護
者には、学校安全対策推進委員会の
連絡網で回ることになっている。
学校→ＰＴＡ会長（二役）→ＰＴＡ
安全対策保護者会委員長→副委員長
→各地区地区委員→各保護者と協力
４団体

＊ＰＴＡ地区委員と協力４団体のす
べての方々の参加のもとに、警察署
生活安全課長を招いての研修会と、
安全確保の取組の具体策を話し合う
会議の開催

＊学校支援ボランティアで、地域の
方々を募集し、校舎内外の安全パト
ロールの実施

＊３年　地域（商店街）のお祭りに
社会科のお店調べで参加

37

＊学校安全リーダーの方々や交通安
全の方々（地域防犯推進会の方も含
む）が、毎日登下校の様子を見守
り、指導いただいている。

＊休み時間に、教頭または教務主任
が１階の校舎内を巡回している。児
童の休み時間の様子がわかること
や、危険な所を早期に発見できるメ
リットがある。

＊ＰＴＡが、月２回、声かけをし、
登校指導を行っている。

＊本校を含む中学校ブロック内の連
絡体制が整っているため、不審者情
報は直ちに伝わってくる。緊急連
絡、不審者情報という形式で文書を
作成し、保護者あてに配布してい
る。さらに、支所、児童クラブ、Ｐ
ＴＡ会長、地域の防犯組織の代表者
にＦＡＸで連絡している。

＊今年４月に、○○地域防犯推進会
が設立され、地域の各種団体および
多くの住民の方々が参加された。散
歩や買い物等で地域に出られる時
に、腕章をつけて歩こうということ
を実行している。
＊また、学校の昇降口がパトロール
の立ち寄り所にもなっている。
＊今年度から、生徒指導協力者会議
に併せて学校安全対策会議を開催
し、地域の方々の協力と意見をいた
だいている。

＊防災に係る避難訓練に加えて、児
童対象の防犯訓練を10月に実施する
予定である。

＊低・中・高学年、各々で子どもの
発達段階に応じた活動を工夫して、
親子フォーラムを実施している。
＊総合的な学習の時間に「○○のす
ごい人」というテーマで、３年生が
地域の方々に出会うことを通して、
生き方を学んだ。

38

＊毎月１・15日は、地域の方々によ
る交通安全指導
＊毎朝、町委員（ＰＴＡ）学校によ
る危険箇所での登校指導

＊昨年７月より、ＰＴＡによる校内
防犯パトロールを実施（長休み10時
～10時30分、昼休み13時～13時30分
の２回）（よく目立つように黄色の
ベストを作製し、着用している）
＊担任外による校内巡回

＊ＰＴＡや各自治会における児童下
校時の安全指導として、声かけ運動
を実施
・低学年高学年別下校時間帯のお知
らせ文書で各自治会に依頼
・自治会では、植木の水やりや犬の
散歩を登下校の時間帯に合わせるよ
う呼びかけてくださった。

＊電話番号の聞き出し、いたずら電
話、不審者などの事案が起こった際
は、必ず学校に連絡をいただき、全
保護者に対処法や未然防止につい
て、文書で広報している。

＊学校支援協力者会議を年２回開催
し、協議している。今年６月の会議
では、子ども110番のおうち設置場
所のケアが不十分との指摘をいただ
き、早速、ＰＴＡと回った。
＊子ども安全教室の開催
全校児童対象ではあるが、ＰＴＡや
安全リーダーの方にも参加しても
らっている。
＊終業式に警察署より指導
＊職員の防犯研修　　警察の指導

＊危機管理マニュアルの見直し
・不必要な出入口の閉鎖
・不審者に対する声かけの徹底
・危機意識の啓発
＊安全教育の推進
・さまざまな事態を想定しての避難
訓練（休み時間や校外学習）
・不審者と遭遇したあとの心のケア

＊１・２年の生活科　　昔遊びにゲ
ストティーチャーとして老人会が参
加
＊総合学習　　保護者が付き添い補
助として参加。地域の方がゲスト
ティーチャーとして参加
＊年２回の「川を愛する会」主催の
河川清掃に子どもも参加
＊環境教育に関わる研修会に地域も
参加（今年度は「やさしい自然、こ
わい自然」）
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