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１．門扉の施錠による不審者侵入防止の取組

設備面では、門扉にインターホンを設置し、来校者に対応する

とともに、正門や中庭など４か所に防犯カメラを設置し、職員室

にあるモニターで監視している。

、 、 、 、正門の門扉は 通常 施錠しているが 遅刻した児童などには

門扉に鍵がかかっていると精神的なプレッシャーを与えてしまう

ため、毎朝、教頭が門扉を全開し、子どもを温かく迎えている。

始業時刻は８時15分であるが、遅刻した児童がインターホンを押

して話すことには抵抗感があるため、９時までは少し門を開けて

おき、９時以降に門扉を完全に閉め、施錠している。来校者は、インターホンと防犯カメラで確認して

いる。保護者や郵便等の業者についても、同様の対応をし、給食関係の納入については、納入業者に事

前に市の給食センターを通じて鍵を渡し、インターホンで職員室に連絡した上で、門扉を開けて校内に

入るという手続きをとっている。なお、このような対応について、保護者や業者からの苦情は寄せられ

ていない。

２．保護者や地域との連携

児童の登下校の安全を守るため、保護者や地域のお年寄りに対

して、家の外で子どもを見送ってもらったり、出迎えをしてもら

ったりすることをお願いしている。併せて「子どもの安全が危な

い」という意識をもってもらうようお願いしている。

また、駅やインターチェンジに近いところは、どこからどんな

人が来るかわからない。実際に、朝、校門前に他府県ナンバーの

、 、 。不審車両が駐車してあり その後 警察が対応したことがあった

そのため、門扉を施錠するとともに、遅刻した児童については、保護者が責任をもって学校に送っても

らうようにしている。

３．広報活動

学校は今、何が良くて、何が問題か、どんな

ことに困っているかといった学校の様子や、子

どもの何が変わってきたかといった子どもの様

子がよくわかるよう、校長が週に２～３回学校

だよりを発行している。この通信を通じて 「今、

の息郷小学校は、こういうことです」という情

報を発信している。児童個々を取り上げて載せ

るといったスタンスではなく、学校がこれだけ

がんばっているといったことや、全体の子ども

の様子を知ってもらうこと等、写真をできるだ

、 。け多く掲載し 見てわかる通信を心がけている

米原市立息郷小学校

防犯カメラのモニター（職員室）

米原市立息郷小学校の取組

学校だより
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写真を多く載せることは、この通信が、家族が一緒に食事をとる際の話題提供の一助になり、児童が家

。 、 、族とすすんで話をするきっかけ作りをねらいにしている面がある このことは 息郷小学校の教育方針

「話すことを大切にする」ことにつながり 「書かせて話させる」実践に反映している。、

４．教員の安全管理に関する意識をいかに高めるか

学校の安全管理において、最も大切なことは、職員全体が危機感をもつことである。つまり、安全管

理に関する対応がいかに必要かということをしっかりと認識し、さまざまな取組を習慣化していくこと

にあり、全職員が一枚岩にならなければならない。教員の一番の使命は 「子どもを育てる」というこ、

とであり、その中に「子どもの命を守る」ということがある。子どもを守るためには学校だけでは守り

きれない部分があり、保護者や地域の目をいかに学校へ向けてもらうかが大切である。そのため、学校

は、安全に対する姿勢を示すと同時に、保護者や地域にありのままの学校の姿を発信していくことが肝

要である。

「学校は絶対に安全である」と言い切れることはない。そのため、教員には安全管理に対する意識を

持ち続けさせなければならず、継続的に訓練を実施することが必要となる。例えば、学校への侵入者か

ら児童をいかに離すか、特に、低学年の児童を身を守るためにいかに動かすか、という訓練が必要であ

る。低学年の児童は何かあるとすぐに保護者や担任を探す傾向があり、すぐには動けないことも考えら

れるからである。いざ事が起こった時に、教員も児童も動けるかといったことなど常に意識化を図って

おくことが必要である。また、日ごろから管理職と教員がよりよい関係を構築し、その関係から意識を

高めておくことも大切である。
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１．門扉を施錠した取組

平成16年９月に旧坂田郡内で「子どもに危害を加える」という

予告の手紙が学校に送られてくるという事件が発生した。当時、

米原小学校では、正門は門扉を施錠し、裏門は 閂 を引っかける
かんぬき

のみであった。２年前からインターホンが設置され、来客の度に

門まで行き、門扉を開けに行くという状況であった。そのような

中、旧坂田郡内での事件等もあり、平成17年９月に正門を鎖と錠

で施錠し、裏門の通用口にカメラ付きインターホンと電子錠が設

置された。正門は、児童の登下校時のみ開けられ、それ以外は、24

時間施錠している。給食関係の業者は、給食センターに鍵を１つ渡してあるため、その鍵を使って搬入・

搬出することになっている（業者は、その都度、鍵を給食センターに取りに行き、終わればセンターに

返却する 。来校者は、裏門に廻り、カメラ付きインターホンを押して用件等を告げる。教職員は、確）

認後、職員室にある操作機器により解錠し、さらに、通用門から

玄関までは防犯カメラでチェックしている（通路を一本化してい

る 。また、確認の際、業者などには、必ず本人を確認できるもの）

。 、の提示を求めている 遅刻した児童などのために９時ごろまでは

正門は開けておくよう配慮し、それ以降の遅刻児童については、

保護者が送り、保護者がインターホンで連絡している。門扉を閉

めるのがいつもより遅くなった時に、地域住民から「門扉が開い

ている」との連絡があるほど関心が高い。しかし、休日などに子

どもが運動場などで遊べないかといった声もあるが、現在、学校

は子どもの安全を確保するために取り組んでいることを理解して

もらうようにしている。

また、社会教育施設として開放しているが、利用者やスポーツ

少年団の代表に、市教委を通じて正門の鍵を渡している。通用口

は、暗証番号で入ることができるが、これは教職員のみに知らせ

ている。さらに、学校の敷地内には、学童保育所が設置されてい

るため、別のインターホンを設置している。その他には、外への

見通しをよくするために、植栽は枝をはらっている。

このように、不審者をいかに学校へ入れないか、侵入を阻止す

るかを踏まえた取組をし、そういった姿勢を示すことが侵入者に

。 「 」対する抑止力になると考えている 保護者からも 安全になった

と評価され、門扉の施錠に対する苦情は寄せられていない。

課題としては、訓練は実施しているものの、休み時間に不審者

が侵入した場合の対応が今後の課題である。

２．保護者や地域と連携した取組

先述の旧坂田郡での事件を受けて、平成16年９月～12月には、

米原市立米原小学校

防犯設備
（上：裏門(通用門)）
（中：防犯カメラ）
（下：モニターと電子錠操作機器）

米原市立米原小学校の取組
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、 。 、 、集団登下校を実施し また保護者に付き添ってもらった それ以降は 定期的に保護者や民生児童委員

子ども安全リーダー、老人会等が立番をしたり、児童を学校へ迎えに来たりしている。

梅ヶ原地区では、ＪＲ米原駅付近の非常に長いトンネル（線路下）が通学路にあり、大変危険である

ため、週３回、下校時に地区の保護者、民生児童委員、老人会、更生保護女性会等が当番で、トンネル

の入口付近に立ち、そこを通る子どもの確認（点呼）を行うとともに、安全を見守っている。同様に、

磯地区では、週１回、子どもと一緒に下校している。

平成17年９月のＰＴＡ本部との話し合いで 「米小の子どもを守、

る会」という連絡会を設立することが提案された。この会は、Ｐ

ＴＡ、民生児童委員、老人会、子ども安全リーダー、自治会長、

、 、 、 、警察 子ども会 学校評議員で構成し それぞれの活動を整理し

まとまって取り組むために設立しようとするものである。設立に

向けては、地域の各種団体等にお願いする前に、まず、保護者自

らができることから取り組み、姿勢を示していくことが肝要であ

るとの考えに立ち、現在、各地区で登下校における児童の安全を

守るため、具体的な計画を立てているところである。

11月には、グループ活動（たてわり活動）の一環として、地域

を実際にまわり学習する「ふるさとウォーク」を開催した。その

際、民生児童委員、学校評議員、自治会長、派出所に「こういっ

た活動をします」との事前連絡をしたところ、当日、この方々の

多くが横断歩道や危険なところに立ち、児童の安全を見守って下

さった。

このように、少しずつではあるが、地域の人々の協力を得なが

ら子どもの安全を守る素地が広がりつつある。この素地づくりが大切であり、これは日ごろの人間関係

に負うところが大きい。普段の交流の中で、こちらの思いをしっかりと伝えることも重要である。

子ども安全リーダーや警察、民生児童委員、学校評議員等が来校される折には、授業を公開し、学校

の様子を知ってもらうようにしている。

３．開かれた学校づくり

、 、 。 、授業参観を月に１回開催しているが 学校としては いつ観ていただいてもよいと考えている また

「こころの親Ⅱ」というボランティアサークルがあり、現在約20名が活動している。活動内容は、朝、
おやつ

子どもへの本の読み聞かせや定期的な図書室の整理、図書室前の

ガラスケースに季節感あふれる作品を展示することである。この

活動は、当初、一部の方による自主的な活動から始まったが、現

在では、ＰＴＡの研修部が協力されるようになり、活動の幅が広

がった。

また、市内の絵画クラブの方が、作品を展示できるギャラリー

を正面玄関に設け、定期的に展示作品を替えていただいている。

このように、いつでも保護者や地域の方に来校してもらうこと

が、学校や子どもの安全につながると考えている。 こころの親Ⅱによる展示

上：ＪＲ米原駅近くのトンネル
下：梅ヶ原地区の下校パトロール
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１．学校での安全管理に関する取組について

門扉について、完全に施錠することはできない。その理由とし

、 。 、ては 給食関係等業者の出入りが多いことが挙げられる そこで

平成17年２月から校舎の出入口の施錠をするようにした。校門か

ら入るとすぐに正面玄関、児童の昇降口があるが、それらを施錠

し、玄関は、内側も鍵でなければ開けられない仕組みになってい

る。しかし、遅刻した児童や不登校の児童が遅れて登校した場合

に、完全に施錠されていると、インターホンを押して開けてもら

わなければならず、精神的にプレッシャーを与えてしまうことに

なる。そのため、保護者とは十分に協議し、適切な対応をとって

いる。また、地震や火災の際には、廊下の掃き出し窓からグランドに出るよう指導している。これらの

取組について、保護者からは「安心できる」との評価を受けている。

また、駐車場（校長室・職員室に隣接している）は、砂利が敷かれ、敢えてアスファルト化していな

い。車が入ってくると砂利を踏む音がし、来校者を確認することができるためである。玄関には、イン

ターホンを設置し、来校者の度に玄関へ出向き解錠している。

２．保護者や地域と連携した安全管理に関する取組

保護者や地域と連携した取組を進めていくために、外部評価を

年１回実施している。その結果から、保護者は 「安全で、安心で、

きる学校」を望んでおり、児童の安全を守ることに重点を置いた

取組を推進している。

学校の周辺地域は、閑静な住宅地の中にあり、地域の方は 「地、

域のために建てられた学校」という意識が高く、併せて防犯に対

する意識も高い。また、地域には子育てを終えられたシニアの方

が多くおられるのも特徴である。

そこで、安全ボランティアを呼びかけ、学期に１回、地域のボランティア、ＰＴＡ、学校で組織する

「子どもの安全を考える会」を開催し、情報交換をするとともに、安全ボランティアの服（緑色のベス

ト）を作成し、児童が下校する時間帯にそれを着て散歩してもらいながら、子どもの様子を見守っても

らうよう依頼している。また、下校する時間を合わせ、低学年と高学年がまとまって下校できるように

している。そのため、年度当初から１年生だけで下校することがないよう、早く授業が終わる日の授業

時数を増やしている （週２回は、全校一斉の集団下校をしている。他の曜日も必ず２学年以上が一緒。

に分団で下校している ）。

また、今年度、１年生を対象に、実際に「子ども110番の家」に駆け込んでみたり、どこで危険を感

じたりするかといった学習を実施した。

登校指導は、毎朝７時45分から、学校近隣の信号機のある交差点で、教職員、保護者・地域の方が交

代で実施している。民生委員も学校近くの交差点に立ち、児童の登校の安全を見守っている。この取組

は、児童の安全を見守ってもらうことだけではなく、地域の方に子どもや先生を覚えてもらったり、情

報交換の場となったりしている。特に、毎月10日を「ハートデー」とし、校門前で教職員、ＰＴＡ、民

生委員などの地域の役員が、登校してくる児童一人ひとりに、挨拶や温かい励ましの声かけを行ってい

草津市立志津南小学校

敢えてアスファルト化していない
駐車場

草津市立志津南小学校の取組
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る。

さらに、広島市での事件直後には、全児童の通学路と、どこま

で誰と一緒に帰り、どこで一人になるかを確認した。一人になる

児童については、保護者に連絡し、また、一人になるところから

自宅まで、保護者ボランティアに送ってもらうようにしたり、よ

り安全に下校できるよう通学路を変更したりした。

３．ＰＴＡや民生委員、公民館との連携

学校は、公民館と日ごろから細やかな連携ができている。子ど

もにとっても、公民館主体の事業が増えたため、身近な存在とし

て、子どもの生活の一部になってきている。その他にＰＴＡとも

密接な連携が図られているために、緊急の場合、地域委員から各

。 、児童宅に連絡ができる体制も確立されている 保護者の連絡網は

悪用される恐れがあるため、作成していない。保護者への連絡に

ついては、児童を通じて文書を配布することで対応している。配

布される文書は、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。さらに不審者情

報は、ＣＡＴＶ（ケーブルネットワーク）でも発信している。

４．保護者や地域のボランティアによる校内の巡視

保護者や地域の方による校内の巡視を実施するために、ボランティアを募集し説明会を実施した。現

在、約50名が登録されている。この取組は、草津市の取組として予算化され、１回につき２名体制で、

午前中の１時間、校内を巡視するものである （一人あたり１か月に１～２回担当し、１回につき500円。

の図書券を渡している ）。

また、不審者に対する訓練やさすまたの使用についての防犯教室にも参加してもらっている。この訓

練には、警察の協力はもちろんのこと、公民館の協力も得て実施した。保護者からは 「今まではさす、

またすら知らなかったのですが、使い方や効果がたいへんよくわかり、勉強になりました」と好評であ

った。児童には「複数で逃げる 「近づかない」ことが大切であるとの指導をした。」

（参考：不審者を別室に入れて対応する際、必ず不審者は自分の荷物から離して座らせる ）。

５．保護者や地域の人々とのより良い連携にむけて

保護者や地域の人々との連携を強化するためには、日ごろのつながり、交流が大切である。そのため

に、出席を求められた会議等には、管理職はすべて参加するように心がけている。そうすることで、連

絡体制が確立されたり、学校への配慮が増えたりという効果につながっている。

保護者や地域と連携する上で大切なこととして、学校での取組をアピールすることが挙げられる。学

校だよりを地域に回覧したり、懇談会等の会議に管理職が参加し、学校の様子を伝えたりしている。ま

た、ＰＴＡ役員にも、日ごろから密に連絡をとり、マイナスのことも包み隠さず伝えていくことが大切

であると考えている。

毎月10日のハートデー
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１．学校での安全管理について

正門に門扉はなく、車止めのポールで代用している（裏門は、

常時施錠 。そのため、登下校時、中休み、昼休み以外は、昇降口）

を施錠し、それ以外の出入口も常時施錠している（地震や火災時

には、担当の教員がすぐに解錠し、開けることになっており、訓

練も実施している 。来校者への対応は、正面玄関のカメラ付きイ）

ンターホンを活用し、その都度、職員が玄関に赴き確認の上、解

錠している。また、それまでプレイルームのところから中庭に容

易に入ることができたが、シャッターを設置し入れないよう対処

した。さらに校門、昇降口には 「侵入禁止 「不審者対応中」の看板を掲示している。昇降口等をすべ、 」

て施錠していることに関わる対応について、体育等でグラウンドへ出る場合は、その都度、担任が解錠

・施錠している。遅刻した児童は、玄関のインターホンを押している（不登校児童も同様 。このこと）

に対する支障はなく、保護者も了解している。

職員は、ＰＨＳ（ＰＨＳから校内放送も可）と笛を常時携帯し、不審者の侵入時等に備えた連絡体制

を確立している。また、下校時には、教職員が校外パトロールを実施し、作成したステッカーを（市作

成・ＰＴＡ作成）車に貼ってパトロールしている。

２．保護者・地域と連携した取組

スクールガードや子ども安全リーダーの協力以外に、南郷里学

区には独自の防犯隊が組織されている。昨年までは防犯隊の他、

民生委員・少年補導員によるパトロールが実施されていたが、今

年度は、民生委員・少年補導員・婦人会・老人会・ＰＴＡ・学校

の協議により、昼間の警備や児童の下校時に方向を分けて、車に

ステッカーを貼り、無理のない範囲でパトロールしてもらうこと

をお願いした。最近では、下校児童に同行し、安全を守って下さるボランティアの方がおられる。児童

が安心できるよう、ボランティア用のたすきを作成し、判別することができるようにしている。

広島市や栃木県での事件以降、児童の下校時や休日にパトロールを依頼する文書を保護者と校区内の

自治会長を通じて全戸に配布し、協力を呼びかけた。その結果、約40名の登録があり、全員の方に校区

の地図を渡し、可能な範囲で見守れる場所・時刻・緊急連絡用としての携帯電話番号などの記入をお願

いした。また、カラー軍手を配布し、他に腕章・たすき・安全旗

のいずれかを活用してもらい、判別ができるようにした。

さらに、毎朝、民生委員などにより登校時に校門付近で、児童

の登校を見守るとともに、声かけ運動が行われている。

児童の下校については、下校時間を合わせて一斉下校を行い、

複数で帰らせるようにしたり、通学路を点検し、より安全な道路

を通るよう変更したりするところもある。トンネル等危険箇所を

通る児童については、保護者が送迎している。また、市教委が不

審者情報マップを作成し、対応したところ不審者は減った。

長浜市立南郷里小学校

昇降口の施錠

長浜市立南郷里小学校の取組

中庭への通路にシャッターを設置
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３．防犯避難訓練を実施して

南郷里小学校では、10月に、不審者が昇降口から教室内に侵入

したとの想定で、防犯避難訓練を実施した（不審者役は警察官 。）

この訓練を通し、教職員からは次のような課題が挙げられた。

・不審者の侵入をＰＨＳで連絡をする際、手が震えて番号を押

すのに手間取った。

・職員室にいたフリーの教員が女性ばかりで大変であった。

・いつの段階で不審者と見なすか、見極めが難しい。

・暗号放送は、このままでよいだろうか。

・警察に通報する役だけでなく、玄関で待機し、現場の状況を

把握し案内する役、車止めを外す役が必要であった。

これ以外にも、さまざまな意見が出され、訓練を通して新たな

課題が見つかり、安全管理の重要性を再認識することができた。

訓練の後、県防犯アドバイザー、地元警察署から、訓練を通し

てのアドバイスをもらい、今後の取組の参考になった。

４ 「南郷里子ども安全マップ」作成の取組．

より確かに子どもの安全を守るためには、地域の方による見守

りの輪が広がるとともに、子ども一人ひとりの安全に対する意識

を高めることが大切である。

そこで、子ども自身が通学路の安全を確認することをねらいに

「南郷里子ども安全マップ」を作成することにした。12月の町別

児童会において、町班長を中心に、子どもの目から見た危険箇所

を出し合い、町別地図に書き込ませた。さらに、ＰＴＡの町委員

にも、その地図に危険箇所を書き加えてもらった。翌１月には、

その地図をもとに、各町担当の教員と子どもが一緒に下校しなが

ら通学路の点検を行った。

この取組により、子どもと保護者の通学路の安全に対する意識

を高めることができた。今後、各町ごとの地図を持ち寄り、学区

「 」 、全体の子ども安全マップ 南郷里小すこやかマップ を完成させ

地域の方にも配布するなど活用することによって、子どもを見守

る意識の更なる醸成につなげたいと考えている。

５．安全管理以外の保護者・地域と連携した取組

南郷里小学校では、保護者が主体となった読書ボランティアの

方が10数名、児童に読み聞かせをしている。

また、あいさつの指導にも力を入れている。その成果として、

子どもが学校のみならず、地域でもあいさつをよくするようになり、コミュニケーションの基礎ができ

つつある。さらに、学校の様子を知ってもらうために、定期外にも学校通信を発行し、広く広報活動に

努めている。

交通立番も１日・15日の２日間だけに限定せず、安全管理以外のことも含め、何事も継続して取り組

むことが重要であると考えている。

登校のようす
（上：学校付近の交差点、地域のボ

ランティアによる交通立番）
（中：校門前）
（下：校門でのふれあい委員会による

あいさつ運動）

南郷里小すこやかマップ
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１．学校での安全管理に関する取組について

毎朝７時40分から８時10分まで、校長と地域のボランティアが

校門付近で交通立番をしている。また、幼稚園が隣接しており、

幼稚園児（保護者が送迎）が小学校の門を利用し通園するため、

、 、 、８時30分から９時ごろまでは 幼稚園の先生が立番をし その後

門扉を閉める（施錠はしない 。遅刻した児童は、横の通用門を利）

用しており、このことに関して保護者からの苦情はない。

児童の下校は、学年ごとの集団下校とし、保護者とは、連絡帳

を活用し、連絡を密にしている （保護者の仕事の都合上、電話で。

の連絡が取りにくい状況があるため ）。

最近は、声かけ等が多く発生しており、児童等から学校に寄せられた不審者情報は、市教委・公民館・

校区内の学校に連絡している。

保護者や地域のボランティア等による校内の巡視は、平成17年２月から始められ、４月～12月は、Ｐ

ＴＡが中心となり、全保護者を午前（中休みを挟む10 00～11 00）と午後（昼休みを挟む13 00～14 00）: : : :
の１日２回、２名ずつを割り当て（割り当てを組むのはＰＴＡ副会長 、校舎外の見廻りをお願いして）

いる（パトロール用の帽子とベストを着用 。これは草津市で予算化され、市内の小学校で取り組まれ）

ている事業である。１回につき、報償費として500円の図書券を渡している。仕事等で都合がつかない

方や忘れられていた方については、翌々月にもう一度割り当てるようにしている。多くの保護者は 「大、

変良いことだと思う 「保護者が率先することが大切です 「参観以外の場所を見られたり、休み時間の」 」

子どもの様子が見られてよかったです」との感想が寄せられている。この巡視に関わり、９月の防犯避

難訓練は、巡視をされている方が、不審者を発見したとの想定で実施した （子どもからも不審者の侵。

入を想定した避難訓練をしてほしいとの声があった ）この訓練のもう一つのねらいは、教職員の意識。

を高めることであった。

、 、 、なお 広島市や栃木県での事件を受けて 平成18年１月からは

教職員が校内の巡視をし、保護者には下校パトロールをお願いし

ている。

各普通教室は、以前、内側から施錠することできたが、大規模

改修時に生徒指導の面から鍵を外した経緯があり、そのため、現

、 、在は 各教室に何かあった時に内側からドアを閉められるように

突っ張り用の角材を置いている。また、各教室には防犯ブザーと

不審者対策用に棒（長さ180㎝）を設置している。教室の配置は、

１階は特別教室のみとし、２階より上の階は普通教室を配置している。職員室が２階にあるため、来校

者を常に見ているわけにもいかず、保護者が直接、教室に行っておられてもわからないことがある。こ

のことは、不審者の侵入にも気づくことが遅れる場合があることを示すものである。そのため、防犯カ

メラの設置や警備員の配置が望まれる。また、教室の配置についても、今後、児童数の増加に伴い、普

通教室を１階にも配置する状況が生じ、どの学年を１階に配置すべきか、今後の検討課題である。

今後は、先述の校内の巡視、パトロールを強化することにより、保護者に、より一層子どもの安全に

関し、意識をもってもらいたいと考えている。

草津市立玉川小学校

保護者による校内の巡視

草津市立玉川小学校の取組
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２．地域と連携した取組

国土交通省の補助を受け、近隣自治会長が中心となり、立命館大学理工学部の協力の下、玉川中学校

や玉川高等学校と連携し、防犯マップが作成され、近く発行される予定である。また、昨年度、自治連

合会長から、学校で何か困っていることはないかとの話があった。その際、樹木が生い茂り、見通しが

悪く死角になる箇所があり、不審者の侵入が心配されるため伐採をお願いしたところ、快く作業に協力

いただいた。
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１．門扉等に関わる安全管理

葉山東小学校は、道路沿い２か所に門扉が設置され、通常閉め

ているが、施錠はしていない。施錠することについては、実情か

ら考え難しい状況がある。それは、隣接する幼児園の送迎の際、

車を停められる方があったり、総合的な学習の時間に地域の人が

来られたり、また、ＰＴＡの行事等で、保護者や地域の人の出入

りが多いという理由からである。

、 、具体的な安全管理の取組としては 全教職員がＰＨＳを携帯し

異常を感じたらすぐに職員室に知らせることになっている。来校

者に対しては、名札の着用、声かけの励行を徹底するとともに、各教室には、防犯ブザーを配置し、校

長・教頭と各階の一番端にある学級担任が、名札と一緒に催涙スプレーを常時提げている。

また、年１回、防犯教室を実施するとともに、児童には、同じ地域が集団で下校するよう指導し、１・

２年生については、担任が通学路の途中まで見守るようにしている。

２．地域ぐるみの安全推進活動

葉山東小学校区には、公民館を中心とした地域

防犯協議会が組織されている。この協議会は、安

全で安心なまちづくりを進めるために結成された

ものである。校区内の保・幼・小・中・高校など

の他、民間事業所、主任児童委員、シルバーボラ

ンティアポリス、自治会、老人クラブ、民生児童

委員などで構成され、その中でも、シルバーボラ

ンティアポリスは、校区の防犯などに大きく貢献

している。メンバーは現在20名で、公民館を活動

の拠点に構え、防犯部会、環境監視部会、パトロ

ール部会、相談部会、健全育成部会という５つの

部会に分かれて活動されている。朝に安全パトロ

ールをし、学校に不審者情報が寄せられると、市

教委から市内各保・幼・小・中と公民館や図書館

等の公共施設に連絡されるとともに、シルバーボ

ランティアポリスの代表の方にも連絡され、すぐ

にパトロール等に動く体制や、警察や行政との連

絡体制ができている。学校としては、すぐに動い

てもらえることは非常にありがたく、大きな安心

感につながっている。実際、すぐに動いてくださ

、 。 、ったため 犯人検挙に至ったケースもある また

それぞれのメンバーが無理のない形で活動するネ

ットワークができている。シルバーボランティア

栗東市立葉山東小学校

栗東市立葉山東小学校の取組

シルバーボランティアポリスの活動風景集
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ポリスの代表の方も学校に対して 「何かあれば連絡してほしい。連絡をもらえれば、すぐに対応する、

ので」と話され、学校としては非常に心強く思っている。

今年度、玄関にふれあいルームが増築された。学校としては、シルバーの人に使ってもらえるのが理

想的であり、その方たちに、学校のパトロールや児童との交流を

していただけるとありがたいと考えている。老人会の方たちにボ

ランティアをお願いできたら、まさにシルバーボランティアポリ

スにつながるものと期待している。

また、地域防犯協議会は、今年８月に、大阪府寝屋川市の小学

校の校長先生等を講師に招き、研修会を実施した。その際、寝屋

川市での取組を聞かれ、防犯設備と地域の見まわりがきっちりと

されたきめ細かな活動に、これぐらいしないといけないのかと実

。 、 （ ）感された 11月には 市関係者や地域防犯協議会員 校長を含む

25名が、寝屋川市内の小学校を視察し、視察内容を報告したり、市内の他の地区での取組を交流したり

する会が開催された。

これまで、葉山東小学校区は、公民館事業に児童が参加したり、講師の先生を学校に招いたり 「花、

いっぱい活動」などに延べ約300人の地域の方が関わってくださったり、総合的な学習の時間での地域

学習など、以前から地域の方と連携した活動が活発に行われてきている。これらの活動が、地域と連携

した安全管理の取組の基盤にあり、加えてシルバーボランティアポリスの代表の方のようなリーダーの

存在が大きな力となっている。

３．広報活動と外部評価

広報活動は、今後も「開かれた学校づくり」を進めていく上で、非常に重要なものであると考えてい

る。学校の様子や取組を理解してもらうために、月１回、学校だよりを発行し、保護者のみならず、地

域にも配布している。

また、保護者、児童、地域の方（民生委員・自治会長等）を対象に学校評価を実施している。その中

に、安全管理についての項目があり、その結果は以下のとおりであった。

○保護者・地域対象： 学校は不審者の情報発信や侵入に関しての安全管理を進めている」「

保護者 地 域

あてはまる 約30％ 約55％

ややあてはまる 約50％ 約40％

○児童対象： 学校は安全で安心して勉強できるところだ」「

よくあてはまる 約40％

ややあてはまる 約40％

４．これからの安全管理

これからの安全管理の取組としては、ふれあいルームの有効活用とシルバーボランティアポリス等地

域との一層の連携強化とともに、センサー付き防犯カメラの設置等、設備面でのより一層の充実を考え

ている。

増築されたふれあいルーム
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１．学校の沿革

瀬田東小学校は、昭和55年に瀬田小学校から分離、開校し、現

在26年目を迎える 「健康・ふれあい・創造」を合い言葉に、これ。

まで様々な取組がなされてきた 「健康」では、健康教育に力を入。

れ、県学校歯科保健優良校として表彰されたり 「ふれあい」とい、

う点では、子どもの交流を大切にした活動を展開している。平成

「 」７年に滋賀医科大学付属病院内に開設された院内学級 ひまわり

を介して、医療機関との連携を重視し、平成13年度には「次世代

ＩＴを活用した未来型教育開発事業 （文部科学省）の指定を受け」

たことも重なり、インターネットの利用とともに、院内学級とテレビ回線を通じた交流を実践した。ま

た、これまでは市内の北部や中部にしかなかった通級指導教室が、南部の10校にも設置されるようにな

り、その内の１つが校内に設置されている。その他にも草津養護学校との交流がある。

「創造」という点では、音楽教育が１つの大きな柱であり、金管バンドクラブがあり、現在(平成18

年１月現在)部員は62名で、これまで様々なコンクールで輝かしい成績を収めてきた。他に算数教育等、

これまで脈々と研究されてきたことを受け継ぎ、どう学力をつけるかといったことについても日々研究

している。

２．保護者や地域と連携したの取組

、 、「 」（ ） 、瀬田東小学校は 平成15年度 地域ぐるみの学校安全推進モデル事業 文部科学省 の指定を受け

地域と連携した学校の安全管理を継続して取り組んでいる。校区には、ＪＲ瀬田駅周辺が含まれるが、

、 、 、 。 、駅開設当初 京阪神のベッドタウンとして 人口増加が激しく 犯罪の多い地域でもあった そのため

地域では安全なまちづくりが大きな課題となり、地域の人々も自分たちの手で防犯モデル地域にしよう

と積極的な取組を続けてきた。

この指定を受け、瀬田東小・学校安全推進委員会が組織され、学校とともに、地域の自治連合会長、

子ども安全リーダー、社会福祉協議会、交通安全協会、警察、幼稚園、中学校、ＰＴＡ、教育委員会等

の代表で構成され、年に数回、会議が開かれた。会議は、各校園の具体的な事例を持ち寄り、活発な意

見交換をするとともに、地域の方からは、細かな情報が寄せられ、学校と地域とが連携した取組を展開

した。

指定は１年間であったが、その後も継続して取り組むために、

翌年度からは、子育て学校安全推進委員会として、構成メンバー

はほぼ変わらず、まちづくり推進会議の代表（前年度の自治連合

会長）を会長に、自治連合会長、子ども安全リーダー・青少年学

区民会議・社会福祉協議会の代表と校長を副会長として、学期に

２回、会議を開催している。この会議では、子どもの様子を情報

交換したり、活動状況や課題を伝えたりして、安全パトロールの

進め方や、今後の行事等が話し合われている。

登下校の指導については、平成15年５月に、学区の子ども安全リーダーの呼びかけにより、子ども安

全リーダーと各関係団体が、子どもの登下校の安全確保を目指した取組が始まり、登下校指導を実施し

大津市立瀬田東小学校

子ども安全リーダー等による下校指導

大津市立瀬田東小学校の取組
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ている。今年度からは、ＰＴＡ校外部も自主的にパトロールを開

始した。校内には、特に夏の暑い日や冬の寒い日などに休憩でき

る部屋も確保している。

１年生の保護者全員に、ＰＴＡから「安全パトロール実施中」

と書いたプレートを配布し、自転車につけて買い物等に行っても

らっている。平成15年度からは、校長の呼びかけで「ついでパト

ロール」運動がスタートした。これは、保護者等が学校に来られ

た時は、ついでに校内のパトロールをして帰られたり、また「安

」 （ ） 、全パトロール の腕章を配布 ＰＴＡ役員120～130名に配布 し

それをつけての巡回を実施したり、買い物に行ったりするようお

願いするものである。

３．学校での安全管理等の取組

現在、全児童には、ＰＴＡの補助による、防犯ブザーを配布し

ている。また、交通安全教室や防犯教室も実施している。防犯教

室は、今年度は５月に開催し、大津警察署、近隣の交番等から警

察官を講師として招き、寸劇を通して、実際に襲われそうになっ

た時はどうすればよいか、具体的に指導を受けた。また、子ども

安全リーダーが中心となって 「５つの約束」を全員で唱和した。、

夏季休業期間中には、教職員を対象に、学校内に不審者が入ってきた場合の訓練を実施し、実際に体

育館に入ってきた場合や教室に入ってきた場合を想定し、どう対処すべきかの訓練を行った。

４．その他の地域と連携した取組

安全管理以外の目的でも、地域と連携したさまざまな取組をし

ている。１年生の生活科では、地域の老人クラブ、社会福祉協議

会の50～60人の方から、昔遊びを教えてもらっている。５年生の

総合的な学習の時間には、田んぼを借り、田植えや稲刈り、収穫

した餅米で、餅つきをしたり、近くを流れる長沢川の探検をし、

地域の方から話を聞いたりしている。また、地域の文化振興会の

、 、 、活動も活発で その行事に参加したり ４年生以上の児童全員が

防犯ポスター展に出品したり、敬老の日には、全児童が老人クラ

ブの方々（約1,000名）一人ひとりに手紙を書いて送ったりしてい

る。10月の東小フェスティバルは、ＰＴＡとの共催で開催し、今

年度は、近隣の大学の学生に来てもらい、子どもたちと交流し、

ほぼ全児童が参加した。また、ボランティアによる瀬田東お話サ

ークル「しゃぼん玉」の方々が、月に２回、読み聞かせや昼休み

に図書館での読み聞かせをされたり、保護者が、図書館ボランテ

ィアとして週１～２回、ミニおはなし会や本の整理をされたりし

ている。

５．学校での安全管理で大切なことは

学校での安全管理を進めていく上で大切なことは、教員が危機意識をいかに普段から持ち続けるかと

上：安全パトロールの控室
下：保護者に配布しているプレート

上：ＰＴＡ役員に配布された腕章
下：児童が描いた防犯ポスター
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いうことである。学校教育の最大の柱は、授業である。しかし、以前、教員には、地域の人に入っても

らい協力してもらうことに抵抗があった。しかし、教育を充実させるためには、いかに地域と連携し、

地域の宝を活用していくかという時代に入ってきていることを認識しなければならない。滋賀県子ども

安全リーダー連絡協議会会長の井上源太郎氏は 「私たちは、学校に協力したいと思っているが、まだ、

まだ多くの学校で、地域の方が学校に入ることに抵抗があるように見受けられる。もっと学校が開かれ

ることを望んでいる 」と話されている。学校が地域に開かれれば開かれるほど、教師と地域の人々が。

お互いに顔見知りになり、コミュニケーションがとれるようになる。知っている人が来られれば、挨拶

を交わし、知らない人が来られた時には 「どちらさまですか」と自然に声かけができるようになる。、

いかに地域と連携を図るかといった意識を高めることが、危機意識をどう持ち続けるかということにつ

ながっていくのである。

そして、継続して取り組んでいくことがいかに大切であるかということである。いろいろな取組をし

て３年が経とうとする今、ようやく花が開きつつあることを実感している。子どもの様子も変わり、教

員もその変化を実感している。

継続して取り組むためには、管理職が方針に基づき、リーダーシップを発揮していくことが重要であ

り、その方針は、目先に惑わされて、揺らぐことがあってはならない。学校の安全管理は、一時的なも

のではなく、半永久的に続くものであるため、無理をせずに継続的にできるものに取り組むことが大切

である。門扉についても、施錠すると安全かというとそうではない。防犯カメラ等のハード面について

は、あればそれに越したことはないが、万全ではない。ソフト面での足りないところがまだまだあるよ

うに思う。みんなが「できることは何か」ということを考えることが重要であり、そのことが危機意識

を高めていくことにつながる。学校としては、学習活動等の教育に関わることには、担任に負荷をかけ

、 、 。 「 、 」るが 安全管理については 管理職が進めるものであると考える 子どもは 自分の命は 自分で守る

という原則のもと成長していくが、保護者には、もっと子どもの安全について考えてほしいと考えてい

る。

学校がしなければならないこと、家庭や地域がしなければならないこと、行政がしなければならない

ことをしっかりとわきまえて、それぞれがしなければならないことをしっかりすることが大切である。

普通のことで、ごくごく当たり前のことで、どこでもできることといった、地道な取組を根付かせるこ

とが第一である。そのために、学校がやっている姿を見てもらい、マスコミなどを通してアピールし、

できるだけ地域の行事等に出向くことが大事である。管理職は、学校だけでの職務遂行だけでは、地域

に根ざした教育はできない 「言うよりもすること」が何よりも大切であると考えている。。
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１．門扉の施錠等、安全管理に関する取組

門扉は、全国で発生した事件を受けて、２年前から24時間施錠

するようになった。それとともに、校門付近の他、４か所に防犯

カメラを設置している。門扉の施錠と防犯カメラの設置は、他の

旧米原町内の小・中学校においてもなされている。

来校者への対応は、門扉横の通用口にインターホンを設置し、

インターホンが鳴る度に、職員室から教頭もしくは事務職員が校

門まで行き、確認した上で解錠している。校門まで行く回数は、

一日に30回ぐらいに及ぶ。こういった対応をすることは大変なこ

とであるが、子どもの安全を守るためには必要なことと考えている。保護者や地域の方からは、プラス

の評価をいただき、遅刻や早退の生徒への影響はそれほどない （現在、オートロック化を要望中であ。

る ）。

24時間施錠していることの課題として、土・日曜日の部活動の際、生徒より先に来て解錠し、生徒が

入ったのを確認して再び施錠する。また、部活動の途中で帰る生徒がいると、その都度開けに行かなけ

ればならない。また、夜のＰＴＡの会合の際、遅れてこられる方もおられるのでしばらく開けておかな

ければならない。グラウンド（ナイター設備あり）や体育館を社会体育でよく利用されるが、その際は

使用責任者に通用門の鍵を渡し、責任をもって使用してもらうよう対応している。その際、車は敷地内

に入らないようにお願いし、校門前の駐車場を利用してもらっている。

また、生徒の通学用自転車へのいたずらがあり、自転車庫が死角になっていた。そこで、自転車庫の

見通しがよくなるように、壁を透明のアクリル板に変えた。その

結果、自転車へのいたずらが大幅に減少した。

門扉が施錠されるまでは、プールサイドや校舎周辺が、卒業生

のたまり場となり、たばこの吸い殻やロケット花火、空き缶など

が放置されていた。また、見知らぬ人が生徒を迎えにくるという

状況もあった。しかし、門扉を施錠するようになって以降、たま

り場にならなくなり、昼間も学校に近づかなくなったり、不要な

人が来なくなったりした。

その他の取組としては、全職員がＰＨＳ（校内のみ利用可、外

線の転送や校内放送も可）を携帯している。危機管理マニュアル

を作成して職員間で共通認識し、不審者が侵入した場合の暗号放

送は、生徒にも知らせ、訓練を通し徹底している。

２．保護者や地域との連携した取組

不審者等の情報は、市教委からの連絡を受けて、朝・帰りの会

時に生徒へ指導するとともに、保護者へ文書を配布している。緊

急の場合はその都度、それ以外は生徒指導だより（１・２週間に

１回発行）や学校だより（月１回発行）で連絡している。学校だ

よりは、校長が発行し、保護者以外にも市役所を通じて、学区内

米原市立河南中学校の取組

米原市立河南中学校

上：防犯カメラのモニター
下：職員室にある、さすまたと
ＡＥＤ(自動体外式除細動器)
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の自治会長を通して全戸に回覧され、学校の様子や行事予定などを掲載している。その他にケーブルテ

レビも活用している。保護者や地域の方からは、学校の様子がよくわかると好評である。

学校として、保護者との連絡・連携を密にし、何か起こってからではなく、日々の生徒の様子を注視

し、小さな変化を見逃さず、できるだけ早め早めに子どもの学校での様子を知らせ、電話連絡だけでな

く家庭訪問にもこまめに行くようにしている。

生徒の登下校について、毎月１日・15日には、交通立番をし、少年補導員からもヘルメット着用の様

子やあいさつの状況等、登下校の様子が知らされている。ヘルメットの着用は、ＰＴＡでもスローガン

を掲げて活動している。生徒には、複数で下校するよう指導するとともに、学校だよりにも下校時刻を

載せ、遅く帰宅する生徒には、各家庭で指導していただくようお願いしている。

３．地域での取組

公民館で子育て勉強会を開催している地区がある。幼・小・中などの子どもをもつ保護者や祖父母な

どが、子育てについての情報を交換したり、お互いの悩みを相談しあったり、また、虐待や非行につい

て学んだりするといった、お互いに学び合う場をつくっている。学校では、課題を見つけ、計画し、そ

、 、 。れを実践し評価することを 教師が主導して行っているため 子どもはやらされているとの思いが強い

そこで、この地区では、子ども学級をつくり、子ども自らが課題

を見つけ、計画・実践・評価する取組をしようと、子どもが月に

１回ボランティア活動を行う取組をしている。このような公民館

を拠点とした取組は学校だよりにも載せて紹介している。

また、安全面については、青少年育成町民会議で「こども110番

のくるま」や「安全パトロール実施中」のステッカーを作り、教

、 、育関係者や字役員等の自家用車に貼り付けたり 字役員とＰＴＡ

教職員が一緒になって、通学路の危険箇所の確認や安全マップを

作成したり、ＰＴＡが通学路の街灯を清掃したりする取組が行わ

れている。

４．安全管理についての今後の課題

現在、生徒の安全については、インターネットや携帯電話を通

して、援助交際や生徒が犯罪に巻き込まれないかが課題としてあ

げられる。携帯電話を持つ生徒は増えてきているが、生徒には携

帯電話を学校に持ち込まないように指導しているため、持ち込む

生徒はいない。しかし、学校外で、寂しさを紛らわすために携帯

電話のサイトにアクセスし、被害にあった生徒もいた。

そのため、心の教育を重視し、さまざまな実践をしている。例

えば、全校集会ごとに全教員が15分間、全校生徒の前で話をして

。 、 。いる この取組の効果として 生徒が話をよく聞くようになった

また、生徒をできるだけ外に出すような活動として、３日間の福

祉体験やボランティア活動を実施している。保育体験では、歯磨きの紙芝居を自分たちでつくり、それ

を園児に見せたり、砂場掘りや園児と一緒に作品づくりをしたりしている。その他に、生徒会活動にお

いては、アルミ缶を回収したり、ベルマークを集めたりといった 「ニコニコプロジェクト」という、、

発展途上国の子どもたちを救う活動を行っている。

校門付近にある
相田みつをの作品

青少年育成町民会議が
作成したステッカー
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５．管理職として

校長として、職場づくりの上で大切にしていることは、校長がリーダーシップを発揮し、普段から教

員とのコミュニケーションを大切にしながら、何でも言い合える職場にすることである。子どものため

にプラスになることは言っておき、教師にも大人のモデルになってほしいとの願いから、生徒の前でた

ばこを吸ったり、お菓子を食べたり、コーヒーを飲んだり、携帯電話を使うことなどはしないよう教員

に求めた。教師がいくら良いことを言っていても、実践しなければダメ、ということである。
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１．ＰＴＡによる下校パトロール

平成16年２月に、下校中の生徒が友だちと一緒に帰っていたが、

途中で、友だちと別れ一人になったところ、自宅までの500ｍ地点

で、前から来た男性とぶつかった。その時は気づかなかったが、家

に帰ると、来ていたジャンパーの袖がカッターナイフのようなもの

で切られていることに気づき、学校に連絡が入った。教職員からの

意見もあり、その日の夜に予定されていたＰＴＡ役員会で報告し、

翌々日に緊急の保護者会を開催した。普段のＰＴＡの会合の出席率

は低いが、この日の保護者会には、多くの方が参加された。学校か

ら事件の概要を説明し、生徒の下校時のパトロールを提案した。具体的には、ＰＴＡ全会員が交替で、

ステッカーを自家用車に貼り、低速で校区内をパトロールしてもらうことである。１～２人の保護者か

らは、そんな事ぐらいで何でしなければならないのかといった意見も出されたが、緊急に対応した(対

応が早かった)ことと、実際に生徒が被害にあっていることから賛同が得られた。その後、ＰＴＡ生活

指導委員会により、とりあえず４月中ごろまでの当番が組まれた。４月以降もこの取組は続けられ、継

続していきたいと考えている。現在では、生徒の完全下校の時刻に合わせ、30分～１時間、車でパトロ

ールし、保護者一人あたり、年間２～３回当番があたる。この取組が、市教委の取組や近隣の小学校の

取組につながっていった。しかし、課題として、仕事を休まないといけないなど、時間と人が計画表に

。 、 、固定されてしまうといったことが挙げられる そのため 校長は

事あるごとに日ごろのお礼とともに、この取組が大きな抑止効果

。 、 、 、になることを述べている 実際に この取組が功を奏し 以前は

露出、声かけ等の不審者による被害が、となりの学区などで年間10

～15件あったが、取組以後、事案が大幅に減っている（ほとんど

０に近い）状況がある。また、こういった取組に、徐々に地域の

方も協力してくださるようになり、商店の車にステッカーを貼っ

てくださったり、近隣の小学校の前に毎日立って、見守ってくだ

さったりしている方もおられる。

教職員は、月１回、部活動の朝練習がない日（学校の集金日）

に各地域に出かけての登校指導（ＰＴＡではない地域の方も協力

していただいている）や、定期テスト期間中の下校指導を実施し

ている。

この取組は、地域ぐるみの取組とまではいっていない。小・中

との連携については、小・中の生徒指導主任会で情報交換はされ

ているが、保護者の中には、小中両方の保護者がおられることか

らも、連携する上での課題がある。

２．広報活動と連絡網

学校の広報活動としては、学校だよりを月２回、教頭を中心に発行し（内容は、校長から、行事予定

等 、保護者や学校評議員、市教委を通じて各公民館に配布している。また、ＰＴＡの広報紙も年３回）

湖南市立日枝中学校の取組

湖南市立日枝中学校

上：車に貼られたステッカー
下：ＰＴＡによる下校パトロール
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発行している。ホームページも開設しており（なかなか更新できないが 、今年度から携帯電話からも）

アクセスできるようにした。

連絡網については、学級の班単位（５～６人）の連絡網がある。これは、事前に了解を取ってあり、

作っておかないと緊急な対応ができないためである。保護者への緊急連絡についてもなかなか連絡がつ

かない場合や、外国籍の生徒の保護者に日本語が通じないケースなどの課題もある。

３．これからの取組にむけて

・これまでの事業を継続して取り組んでいくこと。

・地域との連携を図るために、いろいろな人（民生委員・青少年育成会議など）とのつながりを持つ

こと。

・管理職は、地域の行事や会合にどんどん出かけること。

・学校評価を充実させて、学校経営にいかしていくこと。
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１．地元公民館との連携、近隣小・中学校との情報交換

平成17年６月９日（木）の登校中に 「車に乗った不審者」から、

声をかけられたと女子生徒からの申し出があり、詳しく事情を聞

くと、２台の車が場所を移動しながら、何度も声をかけてきたこ

とが判明した。そこで、学校では、すぐに警察に連絡するととも

に、その日に登下校中の声かけ等の被害についての実態調査を行

った。その結果、これまでの生徒に対する声かけ等は、同日だけ

で５人の生徒が、同じような車につきまとわれていたことが明ら

かとなった。また、昨年度や一昨年度にも遅刻した生徒が、声を

かけられていたこともわかった。

このような事態を受け、学校・警察・公民館とが協議し 「学校だけでなく、地域で子どもを守る」、

、 、 、 、という考えのもと 不審者による声かけ等の発生時には 警察に連絡するとともに 公民館にも連絡し

公民館から近隣の小・中学校等へも連絡する体制が確認された。このように連絡体制をスムーズにする

ことにより、学校も対応していると生徒にいうことができ、生徒も何かあった時、学校に連絡すればす

ぐに対応してもらえるという安心感を持つことにつながった。

２．地域との連携

北大津高校では、平成14年度に地域の要請を受け、運動部員が

地域清掃活動に参加し、地域と連携したこの取組が高く評価され

た。このことを契機に、日ごろからの地域の方による部活動への

理解に感謝し、文化部を含めた部活動の部員による地域清掃活動

が、定着した取組となっている。

今年度は、公民館と連携し、地域住民との共同作業として、６

月９日に教員・部活動の部員を合わせた300名以上が参加し、学校

近くの河川の泥上げ、除草作業を行った。さらに、６月６日～10

日には、学校周辺、通学路、学区内道路、公園周辺等のゴミ拾い

を行った。ゴミ拾いは、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。また、第１学年の体験的活動とし

ても地域清掃活動を行っている。今年度は、10月25日に実施し、

６クラス232名が参加した。

これらの活動は、地域のニーズもあり、地元自治連合会や老人

会、ボランティアの方々の参加も得て行っている。

また、地元自治連合会長には学校評議員をお願いし、地域の代

表として様々な意見等を出してもらっている。

学校周辺は、新興住宅地域であり、地域住民は自分が住んでいる地域に対して、ここをふるさとにし

たいという熱い思いをもっておられ、公民館が町の中心に位置し、地域コミュニティーの拠点となって

いる。

滋賀県立北大津高等学校の取組

滋賀県立北大津高等学校

部活動の部員による地域清掃活動
（写真提供：北大津高校）
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３．学校と保護者との連携

北大津高校では、保護者との連携を密にし、遅刻や早退時等の

連絡もこまめにとるようにしている。今年度からは、メールを活

用し、保護者の携帯電話等にメールマガジンとして学校の情報を

発信する取組も行っている。保護者へは、趣旨を説明（１年生は

入学説明会で説明、２・３年生は生徒を通じて文書を配布）し、

全体の約50％（１年生は約80％）の保護者が登録している。２・

３年生は文書が保護者に届かないケースが多いが、徐々にメール

マガジンの存在が保護者間に伝わり、登録人数が増えつつある。

発信される内容は、緊急の不審者情報や月に１回の学校行事等で

ある。１年生では、学年情報も併せて発信している （２・３年生は登録人数が少ないため、学年情報。

を発信することは難しい ）文書と併用しているが、登録されている保護者からは、好評を得ている。。

４．学校での体制、連携づくり

不測の出来事が発生した場合は、一人の教員が抱え込むのではなく、早急にケース会議、対策会議を

、 、 。招集し 学校としての取組の方針が管理職を中心に打ち出され 組織として動く体制が確立されている

そのためには、日ごろから教師間のヨコのつながりを重視し、教師間で話すことを大切にし、どんな小

さなことでも “報告・連絡・相談”をすることに心がけている。また、具体的な安全管理の取組とし、

ては、次のようなことがある。

①門扉を閉める （学校の実情から施錠は困難）。

②空き教室の施錠 （体育等教室を移動する場合や放課後等、担任が施錠する ）。 。

③担任による校内の巡視 （昼休みに当該学年の階を巡視）。

④部活動中のけが等への対応 （すぐに病院へ）。

⑤連絡があれば、必ず複数で対応する （何かの被害等、生徒から連絡が入りやすい状況である ）。 。

これらの取組により、不審車両やバイク等が校内に入ってくることが少なくなり、校門前に部外者が

たむろする等の時には、警察への通報体制が整っているため、教員による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。

５．学校と生徒との信頼関係の構築

これまでの学校での生徒との相談体制づくりによって、生徒には “相談したら、学校は動いてくれ、

る”という意識が浸透している。恐喝の被害に遭って悩んでいた子どもの様子の変化に気付いた保護者

が、子どもに理由を尋ねて恐喝の事実が判明するということがあった。その保護者からの相談を受けた

学校はすぐに警察へ被害届を提出するよう指導し、警察との連携を図った。警察は、犯人検挙に向けて

捜査する一方、被害生徒を守るために、学校との連携の中で約１週間、登下校に際しパトカーによる送

迎で生徒を保護した。その間、犯人は検挙されたという例もある。

また、生徒から携帯サイトへの書き込みによる被害の申し出があった際も、関係機関と連携し素速く

対応した。被害事例は、全校生徒に紹介し、早期の相談を呼びかけるとともに、被害に遭った場合の対

応について学校の姿勢を示した。これらのことから、生徒の学校に対する信頼が深まり、生徒からの相

談件数も増加している。

このように、学校と生徒との良好な関係が築きあげられた背景には、学校体制と日ごろの保護者との

密接な連携づくり、教師と生徒との人間関係づくり等が考えられる。

１年生による地域清掃活動
（写真提供：北大津高校）
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６．学校での安全管理体制を高めるために

学校での安全管理体制を高めるためには、上記の学校での体制・教員間の連携づくりとともに、各教

師は、常に生徒の行動や様子を危機管理的な眼で見ることが必要である。校内で事件が起こり、加害者

と被害者がいた場合、被害者へのカウンセリング的な取組だけでなく、いずれの生徒にも温かな支援の

眼をもつことが大切である。また、警察等の関係機関との連携や日ごろからの地域との連携、コミュニ

ケーションづくりが大切である。

７．今後の課題

保護者や地域との連携を深めるために、学校での取組などをいかに地域にＰＲするかといった、情報

の発信をどう進めていくかという課題がある。



- 24 -

１．全教職員による登校指導

能登川高校では、平成16年度より毎朝８時10分から８時35分ま

で（クラス担任は８時25分まで）の間、通用門（生徒の出入口）

に全教職員が立ち、挨拶を兼ねて登校指導を行っている。この取

組に至る経緯は、５年前ぐらいから生徒の頭髪や服装の乱れが目

につくようになり、問題行動も多く見られ、平成15年度末の総括

会議において、授業規律をしっかりし、全教職員の統一した指導

をすることが決議された。その後、明確でわかりやすく、みんな

。 、でできることをしようと具体策が検討された 全体の取組として

、 、 、ベル着をさせるとともに 空いている教員による入室指導の実施 全教職員による登校指導が提案され

確認された。登校指導については、まず、２週間実施し、その後は定期的に実施する方向であった。そ

の後、各ホームルームで生徒に、授業中の異装や頭髪についてのきまりを確認し、きまりを守ることの

約束を交わした。その他にも職員室での礼儀等についても確認をした。

新年度に入り、４月１日の職員会議でもこれらの取組について再確認され、４月８日の始業式の日か

ら取組が始まった。その結果、朝のＳＨＲや授業にスムーズに入ることができ、いい雰囲気づくりがで

きた。当初予定の２週間で成果が出てきた。これまであった授業妨害が見られなくなり、担任と生徒の

関係も良くなり、指導が入りやすくなった。このように２週間でその成果は目に見えて明らかとなり、

担任からは登校指導を続けてほしいとの声が出された。それ以降、現在まで継続して取り組み、今後も

続ける予定である。登校指導を始めて以降、生徒の問題行動が激減し、挨拶のできる生徒が大幅に増加

した。生徒の反応も「先生、いつまでするの」といった声が聞かれ 「おそらくもうすぐ、終わるやろ」、

といった生徒の意識を超える指導ができた。

当初は、門付近に全員が立っていたが、今では、門付近、自転

車庫付近、昇降口に分散して立っている。自転車庫では、自転車

を整然と並べさせることや、登録ナンバーの確認ができ、自転車

の寸借が減った。その他に傘等の盗難も減った。

これまでの指導は、教職員間で足並みが揃わなかったが、この

ままではいけない、みんなでやろうという意識が高まり、全教職

員の理解や協力を得て、取り組むことができた。以前は、問題行

動等の指導に多くの労力や時間が費やされたが、朝の20分間の指

導で、その労力や時間が大幅に削減され、その分こまやかな指導ができるようになった。

毎朝、全教職員が登校指導をするため、朝の打ち合わせができない。そこで、職員室にあるホワイト

ボードに連絡事項を記入し、各自がそれを確認するようにしている。また、ＳＨＲも朝と帰りの２回実

施している（毎週火曜日には、各課・分掌の打ち合わせを行っている 。）

今後は、落ち着いた授業の中、生徒が学習意欲をより高めてくれることを願っている。

２．不審者に対する対応

学校に寄せられた不審者情報は、教師から生徒への連絡と注意を促す指導で対応している。また、第

１学年では、保護者にメールアドレスの登録（携帯電話・パソコンどちらでも可、約90％の保護者が登

滋賀県立能登川高等学校の取組

滋賀県立能登川高等学校

全教職員による登校指導
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録）を依頼し、登録されたアドレスに、学校の様子なども併せて発信している。しかし、メールが確実

に届き、見てもらっているかわからない面や登録が100％ではないため、文書と併用することで、かえ

って仕事が増えるといった課題がある。そのため、学校で管理できる範囲内で対応していきたいと考え

ている。今のところ、１年ではスムーズにいっている。

３．その他の安全管理に関する取組

その他の取組としては、教職員による、毎月１日・15日のＪＲ能登川駅から学校までの交通立番や、

毎日、昼休みの通用門での立番がある。今年度から通用門を８時35分（始業時間）に施錠（解錠は、15

時に業務員が行う）し、正門も閉めている（施錠はしない。夜間は、正門・通用門とも閉めただけで施

錠しない ）警察も朝などにパトロールしてくれることもあり、バイク等が校地内に入ってくることは。

なくなった。

夏休み前には、警察官を招いて防犯教室を実施したり、各ＨＲでは、出会い系サイトやインターネッ

トには十分注意するよう指導している（書き込みできるサイトがあり、嫌がらせなどの被害がある 。）

併せて、性に関することなど、生徒自身が自覚と責任をもって行動できるよう指導している。休み時間

には見廻りを実施し、破損箇所は見つけ次第すぐに修繕している。また、ＰＴＡの挨拶運動を年に２回

実施しているが、なかなか保護者に来てもらうのは困難な状況がある。

４．登校指導への保護者や地域の反応

登校指導の取組について、保護者には生徒指

導課通信を発行し、理解を促している。この通

信は、生徒にも読みやすいように手書きで、イ

ラストも手書きにするなどの工夫を凝らしてい

る。

隣接する商工会の方や通学路の商店街の方、

地域の方からの反応には、生徒が変わった等い

ろいろある。これまで地域の方からは、通学マ

ナーや授業の抜けだしといった苦情の電話が多

かったが、そのような電話も大幅に減った。ま

た、当初は全員が立たれると異様に思うという

意見もあったが、今では 「ご苦労さん」と声をかけてくださったり、ＰＴＡの役員の方からも「生徒、

が変わりましたね」との評価をいただいている。学校としては、生徒を気持ちよく出迎えることが大切

であると考えている。

５．学校の安全管理で大切なこと

安全管理には、教職員の危機意識を高めることが大切である。事件等があると折に触れて話をしてい

る。門扉を常に閉めること一つを取ってみても、とても手間のかかることではあるが、閉めることによ

って危機意識をもつことにつながる。また、登校指導の成果として、生徒が来校者にも挨拶ができるよ

うになり、これも学校の安全管理につながるのではないかと考えている。

６．これからめざす学校像

これからめざす学校像は 「地域に根ざした学校」である。これを実現するためには、地域にどう出、

ていくかである。学習面でいくのか、部活動でいくのか、まずは学校の中を固めて、それからでないと

生徒指導課通信
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子どもの意識も高まっていかない。これまで地域と連携した取組として、通学路清掃、保育園や福祉施

設にボランティアに行ったり、夏祭りに合唱を披露したり、老人憩いの家のシャッターに美術部員が絵

を描いたりといったように、できるだけ地域に出向き活動している。

地域へのＰＲについては、今は、日常の生徒の姿でＰＲしている。地域に学校から通信等を出すこと

よりも、教師が地域の人と話をしたり、生徒が地域の人と話をするといったコミュニケーションが大切

であると考えている。

また、目に見える活動が大切であり、それを継続的に取り組むことが重要であると考えている。
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１．河瀬あんしんネット（携帯電話への治安情報メール配信サービス）とは

このシステムは、学校が県や警察、近隣の学校、地域住民等か

ら電話やＦＡＸで寄せられた学校周辺地域における子どもの安全

に関する治安情報や自然災害に関する情報を受け取り、事態の緊

急性や情報の信憑性などを判断し、必要な情報を事前に登録され

た保護者の携帯電話にメールを一斉送信（パソコンにメールを送

信することも可能）するものである。

２．これまでの取組

この取組は、福岡県で施行されていた「ｅ学校ネット」について、河瀬高校の卒業生から紹介された

ことに端を発する。ただ 「ｅ学校ネット」には、保護者のメールアドレスをはじめとする個人情報の、

管理や費用などについての課題があった。

その頃、学校に寄せられる不審者情報は、各担任から生徒に伝え指導していたものの、保護者に直接

伝える適切な手段がなかった。また、学校と保護者との関係が小・中学校に比べて疎遠になりがちな傾

。 、 、 、向が見受けられた そこで ２年前のＰＴＡ評議員会で 学校から保護者へのメール配信について提案

検討された。これは、保護者のニーズがないとできない取組であり、ちょうど中学校が開校された年で

、 、 、 。 、もあったため 希望をとった結果 中学生の保護者80名のうち 40～50人の申し込みがあった そこで

翌年からは、入学説明会で申し込みを受け付けるようにし、現在では、中高合わせて約300名の保護者

が登録している。なお、この取組を始めて、これまでに送ったメールは34件である(11 17 現在)。保護/
者からは好評であり、新しい情報をメールで返信する保護者もある。しかし、メールの送信は、あくま

でも補完的な手段であり、正式なものは文書で保

護者に知らせている。

この取組は、保護者からのニーズもあり、学校

としては保護者との連携を強化し、意思の疎通を

図るためのサービスの一環と考えている。また、

生徒の通学区域が広いため、このシステムは保護

者や生徒の防犯意識を高め、地域社会での犯罪抑

止力を強化することを主眼としている。学校単位でもできるため、各小学校や中学校等でも活用し、各

学校での安全対策の一助とすることができる。

３．システムの運用面から

このシステムを運用するにあたり、ガイドラインを作成し、それを申込書とともに配布している（学

校のホームページにも掲載 。）

個人情報のセキュリティについては、保護者のメールアドレスは、管理職、リストの担当者・システ

ム管理者・ネットワーク管理者に限って見られるようにしている。個人情報保護法等の徹底を図るとと

もに、このシステムの趣旨と取り扱いを認識し、教職員が他の連絡手段などとして勝手に使わないこと

が重要である。

メールの送信は、普通にメールを送るのと同じ手間で、教育ネットを活用してできる。学校にサーバ

滋賀県立河瀬中学・高等学校の取組

河瀬あんしんねっと（図提供：河瀬高校）

滋賀県立河瀬中学・高等学校
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ーがあれば無料で送ることができ、ソフトも無料のフリーソフトを活用し対応できる。

課題としては、一つ目にこのシステムを円滑に維持していくこと。今後、技術的な引き継ぎができる

かどうかという問題がある。二つ目に情報を取捨選択する判断のあり方。現在は、生徒指導課主任が管

、 、 。 、理職と協議し送信しているが 今後 どのような運営方針で対応するのか 不審者情報だけでいくのか

その他の学校行事等の情報も流すのか、といったことが検討課題である。

４．今後の取組に向けて

このシステムに関わり、今後、維持し続けるには、それ相応の労力を要する。労力に見合うメリット

があるかどうか、このシステムが学校としてプラスになるか、その度合いは学校によって違ってくる。

これは、学校の経営方針によるところが大きい。

しかし、学校と保護者との連携が希薄になりつつある中、このシステムは保護者には喜ばれる取組で

ある。学校としても何ができるのか、学校経営方針に基づき、ルールと運用方針をしっかり定めて、学

校の体制を整えていくことが重要である。
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１．学校の概要

盲学校は、幼稚部、中学部、高等部（専攻科を含む）があり、

合わせて46名の園児・児童・生徒（以下、児童生徒と表記）が在

籍している。在籍する児童生徒の年齢は、３歳から61歳までであ

り、幅が広い。特に高等部には、29名が在籍し、そのうち８名が

学齢、21名は、以前、社会人等であったが病気や事故等により、

中途失明した人である。

児童生徒の通学方法は、幼稚部は全員保護者が送迎、小学部は

１名が保護者の送迎、１名が寄宿舎に入っている。高等部は、８

名が自主通学、13名が寄宿舎に入っている。原則として、自分で

通えない、単独歩行できない児童生徒は、寄宿舎に入ることになっている。自主通学方法は、最寄り駅

、 。 。（ 、より歩いて通学したり バスを利用して通学している 入学段階で見極めをしっかりと行っている 今

見えていても、夜は見えない子や、これから見えなくなる子もいる ）。

２．学校での安全管理に関する取組

盲学校では、最近、不審者による被害はない。これまでに多くあった出来事としては、児童生徒が通

学途中に駐車してある車にあたることがあった。学校近辺の商店に駐車してある車が歩道にはみ出して

いて、歩道を歩いている児童生徒が、その車にあたるケースが見られた。そこで、学校は警察を通じて

商店に車止めの設置を求め、商店もそれに応じて車止めを設置したため、事故は起こらなくなった。ま

た、通学路に設置されている点字ブロックの上に駐車されないように周辺自治会に依頼され、駐車され

ることはほとんどなくなった。

校内への侵入者に対する取組としては、さすまたを設置すると

ともに、各教室にロープを常備し、電車ごっこの要領で、万が一

の時、見える子がこのロープで見えない子を誘導するようになっ

ている。

３．寄宿舎について

校地内に寄宿舎があり、男子棟・女子棟に分かれている。夜間

、 。の外出も認めているが 20歳以上の生徒の門限は22時としている

ただ、最近の子どもはあまり外に出ようとしない傾向がある。夜

間、寄宿舎等へ外部の者が侵入してくることはほとんどない。外部からの侵入に備え、裏門を閉めたい

が、寄宿舎への通路、保護者の送迎等の関係で閉められない状況がある。

４．学校と地域との連携

学校の地域への働きかけとして、地元自治会長を学校評議員に依頼し、情報交換を行っている。しか

し、学校ができた当時、周囲が田んぼであり、街が後からできた地域である。そのため、学校への苦情

はあまりなく、学校へ来られることも少ない。

このような状況の下、今後の取組として、地域の行事に参加するとともに、２年前まであった寄宿舎

まつりや以前、隣接されていた湖東寮で開催されていた盆踊りなどの催しを復活させ、地域とのコミュ

滋賀県立盲学校の取組

滋賀県立盲学校

学校周辺の通学路の様子
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ニケーションを深めていきたい。また、学校開放講座を利用し、点字等の理解を通じて地域との連携を

図っていきたいと考えている。

また、学校評価を学校評議員、ＰＴＡ、20歳以上の生徒を対象に実施し、率直な意見を聞き、学校運

営に役立てていく予定である。

５．今後の課題

全国の動向として、児童生徒数の減少により、盲学校がなくなる傾向にあり、養護学校と併設されて

いるところも出てきた。ある保護者からは、盲学校が存続するかの状況の中で、地域と密着し、存続運

動を地域から発信できるようにしていきたいとの意見が寄せられ、学校もその件に関して検討している

段階である。そのため、職員の意識をどのように変えるかが課題である。伝統校としての善し悪しがあ

り、転入した教員には新たな視点でできるだけ発言するよう促し、伝統にあぐらをかかないような状況

に努めている。そして、他校の良いところを貪欲に取り入れながら、学校を改善していきたいと考えて

いる。

また、工夫をしながらビジョンを立て、それに基づき取り組み、具体的には、校内で他学部との交流

授業を行っていくことも検討中である。

さらに、盲学校は県内で１校しかないため、全国および近畿レベルでの情報交換を密に行い、学校で

の取組に役立てていきたいと考えている。
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１．学校での安全管理

甲良養護学校の通学区域は、彦根市・旧愛東町・旧湖東町であ

り、その大半は、スクールバスを利用して通学している。高等部

に在籍する数名の生徒は自主通学で、自転車通学、ＪＲと路線バ

スを利用しての通学である。これらの生徒は、防犯ブザーと携帯

電話を持っている （携帯電話については、保護者が万一の時のた。

めに持たせ、中にはＧＰＳ機能がついた物を持っている生徒もい

る ）。

自主通学生徒の交通安全指導は、年度当初に１か月ほどかけて

指導している。今のところ交通事故はないが、電車を乗り間違えたり（普通と新快速。ＪＲ河瀬駅で下

車するが、河瀬駅には普通しか停まらない 、反対側のバス停にいたりすることもある。電車を間違え）

た場合、パニックを起こす生徒もいるため、携帯電話で誘導することもある。そういったことが発生し

た場合には、電車の写真を用いて、普通と新快速の違いを指導している。自転車通学生には、家から学

校までの通学路（できるだけ混雑しない道を利用）を教えるとともに、併せて通学路で困った時は、こ

こに行きなさいなどの指導をしている。また、地域の人と一緒に生徒が安全ボード（飛び出し人形）を

作成し、地域に設置している。これは、車の運転手等への注意を促すことはもちろんのこと、生徒の通

学の目安・目印となっている。また、バス停に近い家に、子ども110番の家的なことをお願いしている。

そのお宅には随時訪問し、情報交換をするとともに、安全ボード等の標示物等の安全点検をしている。

さらに、駅や駐在所にも学期に１回は出向き、情報交換等を行っている。生徒の自主通学は、生徒の自

立に向けた活動として大切なことである。

交通安全指導の他に、不審者に連れて行かれそうになった時、

。 、どうするかといった防犯訓練を実施している 不審者だけでなく

痴漢も多いため、訓練には近くの駐在所の警察官を講師として招

き、もしもの時の対処法を学んでいる。この訓練は、警察官と子

どもの顔つなぎの場でもあり、子どもたちに、警察官が見守って

くれているよという啓発の場でもある。また、この訓練の様子を

、 、 、マスコミに取材に来てもらい 新聞記事等を通して 地域の方に

「子どもが知らない人についていくかもしれません。学校として

はこうしています。地域の方もどうぞ見守ってください」とのメ

ッセージを発信している。また、各部の集会においても、月に１

回は注意を促している。

養護学校では想定される危機が数多くあるため、危機管理マニュアル関係は、簡単なもので、基本的

。 、 、 。なものしか記載していない しかし 何か起こった場合には 全職員がすぐに動ける体制ができている

また、２階から校地内を見渡せるため、職員は常に外にも気を配っている。

２．地域に開かれた学校づくり

甲良養護学校は、金屋・正楽寺・池寺という３つの字の中間に位置し、地域に開かれた学校づくりを

めざし、地域の方々とさまざまな取組がなされている。開校当初、数名のボランティアからスタートし

滋賀県立甲良養護学校の取組

滋賀県立甲良養護学校

生徒が地域の方と一緒に作り、
設置した安全ボード
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たが、開校後10年を経て、徐々にボランティアの輪が広がってい

る。３つの字の区長をはじめ、多くの方が支援してくださるよう

になり、特に老人会の人々が、児童生徒をわが子のように接して

くださっている。児童生徒が散歩する時も、気さくに声をかけて

くださったり、学校には「ボランティアがあったらいつでも声を

かけて」と言ってくださる。児童生徒もこのような地域の人に心

を開いて話ができるようになった。地域の人たちの温かい見守り

は、これ以外にも様々なところで見られる。ある日、散歩の途中

で雨が降り出し、公民館で雨宿りをしていたところ、地域の方が

傘をかき集めて持ってきてくださったこともあった。

また、地域の人がよく学校へ来られ、平常時でも、日に２～３

人の方が来られ、多い日には５～６人の方が来られる日もある。

畑仕事のついでに学校の様子を見に来られたり、学校の農場の草

刈りに来られたり、また、作業の手伝いに来られたりしている。

学校の農場にあるビニールハウスもＪＡの協力により建てられた

ものであり、学校横にある畑も地域の方より無償で貸してもらっ

ている。

、 、地域の方々との活動はこれにとどまらず 春に餅米の苗を植え

秋には刈り取りをし、１月には収穫された餅米で、餅つき大会を開催している。この餅つき大会は、３

つの字の公民館で会場を年ごとに持ち回って開催し、各字の老人会の方も多数参加してくださる。その

際、老人会の方が漬けられたおつけものなどを持ってきてくださることもある。

11月には、３つの字に分かれて、農場でとれた野菜や木工や染色で作ったものを販売するという、高

等部の地域販売実習を行い、この実習にも各字の区長さん等が、荷物の運搬、机の用意等、全面的にバ

ックアップしてくださっている。販売実習当日も、多くの地域の方が買いに来られ、生徒が商品を販売

する様子などを温かく見守っておられる。

これ以外にも、いちごの苗を地域の人と一緒に植え、近隣の幼稚

園児等を招いていちご狩りをしている。他に小学校・中学校・高等

学校とそれぞれの実態にあわせた交流をしている。高等学校との交

流では、県立八日市南高等学校と交流し、農業祭に参加し、甲良養

護学校で作ったものを販売したり、農業実習として、９月に八日市

南高校農業技術科の生徒とともに稲刈り、野菜や果物の収穫、牛の

ブラシ掛け等を行い、交流を深めている。これらの交流は、地域の

人々のさまざまな協力があってできるものである。

３．地域との連携のあり方

地域との連携については、地域の人に学校に来てもらうのではな

く、できるだけ子どもが地域に出かけていき、地域の人々と交流す

ること、そして、地域の人々から与えられるだけでなく、子どもが

できることを地域の人々と一緒に活動することを大切にしている。

地域のボランティアについても、登録制にすると臨機応変な対応

。 「 、 」ができない 地域の方は 今日は空いているけど 学校はどうかな

と思っておられる方が多い。そのため、名前のみ把握しておき、い

高等部地域販売実習
（上：販売場所へ出発前の事前指導）
（下：販売実習の様子）

上：地域の方から借りている畑
下：甲良養護学校農場にある

ビニールハウス
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つでも学校に来ていただけるようにしている（わからない方については、名札で対応している 。）

また、地域の方から呼ばれれば必ず出かけ、気さくに話をするようにしている。気さくに話をすると

いうことは、コミュニケーションを深める上で最も重要なことである。多忙な日々であるが、地域の方

に呼ばれ、話をすることは、いざという時に子どもに返ってくると考えている。学校と地域とを結ぶコ

。 「 」ーディネーター的な役割を果たす教員がいることも大きい 地域の人も 学校のことがとても気になる

と言われる。夜遅くまで学校に明かりがついていると「何かあったのかなあ」と思ってしまうし、学校

の安全管理に関わり、門扉が施錠されていると入りにくくなってしまうと言っておられる。

さらに、行事の度にマスコミの取材を受けている。マスコミの効果は大きく、学校の活動の様子をよ

り多くの方に知ってもらう機会となっている。

甲良養護学校は、まさしく「地域に開かれた学校」であり、地域の中の、地域の多くの人々に温かく

見守られている学校である。地域の方にとっては 「私たちの学校」であり、地域とともに歩んでいる、

学校である。


