
事 務 連 絡 

平成 24 年 6 月 4 日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課  

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課  御中 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 事 務 局 

 

 

文部科学省スポーツ･青少年局学校健康教育課           

 

「通学路における緊急合同点検（依頼）」に関する報告様式等について 

 

 標記については，平成 24 年 5 月 30 日付け「通学路の交通安全の確保の徹底について（依頼）」（参

考）において，依頼したところですが，実施状況の報告については，別途連絡することとなっておりまし

た。 

ついては，別紙，報告要領に沿って，ご報告いただきますようお願いします。 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全担当課におかれては域内の市町村教育委員会及び所

管の学校に対し，この内容について周知し，回答を取りまとめていただきますようお願いします。 

私立学校及び国立学校については，ご報告いただく必要はありませんが，各都道府県私立学校主

管課長におかれては所轄の私立学校に対し，附属学校を置く各国立大学法人事務局長におかれて

は管下の附属学校に対し，この内容について周知くださるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本件担当） 

文部科学省 スポーツ･青少年局 

学校健康教育課 学校安全係 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2

電話 03-5253-4111（内線 2917） 

FAX 03-6734-3794 

E-mail：anzen@mext.go.jp 



（別 紙） 

通学路における緊急合同点検等報告要領 

 

１．提出期限 

ステップ１：通学路における緊急合同点検実施状況報告（参考：通知参照） 

平成２４年９月１０日（月）午後５時 

 

ステップ２：緊急合同点検を受けた対策の実施検討報告（参考：通知参照） 

平成２４年１２月１０日（月）午後５時 

 

２．報告様式提出の流れ 

【平成２４年９月１０日（月）提出分】 

（１）小学校（指定都市以外の市町村立） 

学 校  通学路の危険箇所を抽出 

↓○様式１－１ ※「市町村教育委員会へ」 

市町村教育委員会 ○様式２－１により，学校からの報告をまとめる。 

  ↓○様式３－１ ※「都道府県教育委員会へ」 

都道府県教育委員会 市町村教育委員会からの報告をとりまとめる。 

↓○様式４－１ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

（２）小学校（指定都市立） 

学 校  通学路の危険箇所を抽出 

↓○様式１－１ ※「指定都市教育委員会へ」 

指定都市教育委員会 ○様式２－１により，学校からの報告をまとめる。 

  ↓○様式３－１ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

（３）特別支援学校小学部（都道府県立） 

学 校  通学路の危険箇所を抽出 

↓○様式１－２ ※「都道府県教育委員会へ」 

都道府県教育委員会 ○様式２－２により，学校からの報告をまとめる。 

↓○様式３－２ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

 

 

 



（４）特別支援学校小学部（指定都市以外の市町村立） 

学 校  通学路の危険箇所を抽出 

↓○様式１－２ ※「市町村教育委員会へ」 

市町村教育委員会 ○様式２－２により，学校からの報告をまとめる。 

  ↓○様式３－２ ※「都道府県教育委員会へ」 

都道府県教育委員会 市町村教育委員会からの報告をとりまとめる。 

↓○様式４－２ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

（５）特別支援学校小学部（指定都市立） 

学 校  通学路の危険箇所を抽出 

↓○様式１－２ ※「指定都市教育委員会へ」 

指定都市教育委員会 ○様式２－２により，学校からの報告をまとめる。 

  ↓○様式３－２ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

【平成２４年１２月１０日（月）提出分】 

（１）小学校（指定都市以外の市町村立） 

市町村教育委員会 ○様式２－１により，合同点検後の対策の内容をまとめる。 

  ↓○様式３－１ ※「都道府県教育委員会へ」 

都道府県教育委員会 市町村教育委員会からの報告をとりまとめる。 

↓○様式４－１ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

（２）小学校（指定都市立） 

指定都市教育委員会 ○様式２－１により，合同点検後の対策の内容をまとめる。 

  ↓○様式３－１ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

（３）特別支援学校小学部（都道府県立） 

都道府県教育委員会 ○様式２－２により，合同点検後の対策の内容をまとめる。 

↓○様式３－２ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

 

 

 

 



（４）特別支援学校小学部（指定都市以外の市町村立） 

市町村教育委員会 ○様式２－２により，合同点検後の対策の内容をまとめる。 

  ↓○様式３－２ ※「都道府県教育委員会へ」 

都道府県教育委員会 市町村教育委員会からの報告をとりまとめる。 

↓○様式４－２ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

（５）特別支援学校小学部（指定都市立） 

市町村教育委員会 ○様式２－２により，合同点検後の対策の内容をまとめる。 

  ↓○様式３－２ ※「文部科学省へ」 

文部科学省 

 

※ステップ１，ステップ２とも，公立小学校及び公立特別支援学校小学部以外の公立学校，国

立学校及び私立学校については，提出は不要です。 

 

※都道府県教育委員会におかれては，指定都市を除く市町村のデータをとりまとめ，集計していただ

き，様式４にてご提出いただきますが，その様式４（エクセル）に，市町村から提出のあった様式３の

シートを様式４にコピーして，ご提出いただきますようお願いします。（提出するエクセルデータとして

は，様式４が１都道府県１つですが，そのエクセルの中に，市町村ごとのシートが付いている事となり

ます。）・・・様式４提出例を参照 

 

３．提出方法 

電子メールにて下記の報告様式提出先の「E-mail：anzen@mext.go.jp」まで送付ください。 

件名は，「（都道府県）通学路合同点検回答」としてください。 

 

４．留意事項 

 別途，各道路管理者及び各地元警察署から，国土交通省，警察庁に報告がなされることとなって

いることから，報告にあたっては，必要に応じて，関係機関で相互に内容の調整及び確認を行う等，

整合性の確保に留意してください。 

 

 

（本件問合せ先・報告様式提出先） 

文部科学省 スポーツ･青少年局 

学校健康教育課 学校安全係 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2

電話 03-5253-4111（内線 2917） 

FAX 03-6734-3794 

E-mail：anzen@mext.go.jp 

 

mailto:anzen@mext.go.jp


該当分に○を付けてください。
平成24年8月31日締切分
平成24年11月30日締切分

市町村名
学校名　　　

のセルに入力をお願いします。

通し番号 通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険の内容
1 ○○市○○町○○のコンビニの歩道 交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない

通学路の安全点検状況（学校報告様式）

【様式1-1小学校】

備考

教育委員会でも分か
るように記載。

対策を立てるために、検討しや
すいよう具体的に。



該当分に○を付けてください。
のセルに入力をお願いします。 平成24年8月31日締切分

平成24年11月30日締切分
【様式2-1（小学校：指定都市・市町村教育委員会）】

市町村名

通学路の変更 ボランティア等による立ち番など その他
1 ○○市立○○小学校 1 実施 6月30日 10月30日 ○

※１　合同点検の結果は、（Ａ）欄に入力をお願いします。合同点検できていない場合は、その理由も簡潔に入力してください。（例．9月に実施予定）

★平成24年8月31日締切分→（Ａ）欄は必ず入力。（Ｂ）（Ｃ）欄は必要に応じて入力。

※３　なお、対策メニュー案の検討や作成の段階で、対策を要しない（できない）と判断された場合は、その理由を入力してください。

★平成24年11月30日締切分→（Ｂ）（Ｃ）欄は必ず入力。（Ａ）欄は、8月までに合同点検が実施できていなかった場合のみ入力。

（Ａ）平成24年8月31日締切分 （Ｂ）平成24年11月30日締切分

道路管理者による対策 警察署による対策

（Ｃ）実施した対策（※２）

※２　提出時点で、合同点検を受けて、既に対策を実施している場合は、（Ｂ）欄に入力し、（Ｃ）欄の該当する項目に○をつけてください。（学校は、対策内容についても○を
付けてください。選択肢がない場合は、その他欄に直接入力してください。）

危険箇所番号 対策を実施した時期 対策を実施しない（できない）理由（※３）合同点検実施有無 合同点検できていない理由（※１）

通学路の安全点検状況（市町村とりまとめ様式）

合同点検日学校名通し番号
学校による対策

提出時点で既に実施した対策に○
をつける。

実施・未実施かどち
からを入力。

様式１-１で学校に付し
た通し番号を入力

11月30日までに対策を実施で
きていない場合は、その理由と
実施予定時期を入力。未定の
場合は、未定と入力。

※8月締切分で、ご報告いただいた
分も含めて提出をお願いします。



該当分に○を付けてください。
平成24年8月31日提出分

のセルに入力をお願いします。 平成24年11月30日提出分

市町村名

全公立小学校数 校

１．報告学校数 合計 校

２．危険箇所数 合計 箇所

３．緊急合同点検実施箇所数 合計 箇所

４．対策必要箇所数 合計 0 箇所

　　　　　　　　　うち、対策済み箇所数 合計 箇所　　　→ ★対策済み箇所における対策メニュー（件）
　　　　　　　　　うち、対策予定箇所数 合計 箇所
　　　　　　　　　うち、対策未定箇所数 合計 箇所 通学路の変更 ボランティア等による立ち番など その他

道路管理者による対策

警察署による対策

５．緊急合同点検をできていない主な理由
・
・
・

６．対策を実施しない（できない）主な理由
・
・
・

７．通学路の合同点検に関する関係機関等との協議の状況（自由記述）
（名称、開催状況・予定、構成員、開催テーマ等を記入）

・
・
・

【様式3-1（小学校：指定都市・市町村教育委員会）】

学校による対策

通学路の安全点検状況（市町村報告様式）

※8月締切分で、ご報告いただ
いた分も含めて報告をお願い
します。

対策済み、対策予定、対策未定
箇所数を入力することで、自動
で数字が入ります。



該当分に○を付けてください。
平成24年8月31日提出分
平成24年11月30日提出分

都道府県名

全公立小学校数 校
全教育委員会数

１．報告学校数 合計 校

２．報告教育委員会数 合計 教育委員会

３．危険箇所数 合計 箇所

４．緊急合同点検実施箇所数 合計 箇所

５．対策必要箇所数 合計 0 箇所

　　　　　　　　　うち、対策済み箇所数 合計 箇所　　　　→ ★対策済み箇所における対策メニュー（件）
　　　　　　　　　うち、対策予定箇所数 合計 箇所
　　　　　　　　　うち、対策未定箇所数 合計 箇所 通学路の変更 ボランティア等による立ち番など その他

道路管理者による対策

警察署による対策

６．緊急合同点検をできていない主な理由
・
・
・

７．対策を実施しない（できない）主な理由
・
・
・

８．通学路の合同点検に関する関係機関等との協議の状況（自由記述）
（名称、開催状況・予定、構成員、開催テーマ等を記入）※全て記載する必要はなく、事例としてお調べいただければ結構です。

・
・
・

通学路の安全点検状況（都道府県報告様式）

【様式4-1（小学校：都道府県教育委員会）】

学校による対策

※8月締切分で、ご報告いただ
いた分も含めて報告をお願い
します。

対策済み、対策予定、対策未
定箇所数を入力することで、自
動で数字が入ります。



該当分に○を付けてください。
平成24年8月31日締切分
平成24年11月30日締切分

地方公共団体名
学校名　　　

のセルに入力をお願いします。

通し番号 通学路の危険・要注意箇所 通学路の状況・危険の内容
1 ○○市○○町○○のコンビニの歩道 交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない

通学路の安全点検状況（学校報告様式）

【様式1-2特別支援学校小学部】

備考

教育委員会でも分か
るように入力。

対策を立てるために、検討しや
すいよう具体的に。



該当分に○を付けてください。
のセルに入力をお願いします。 平成24年8月31日締切分

平成24年11月30日締切分

地方公共団体名

通学路の変更 ボランティア等による立ち番など その他
1 ○○特別支援学校小学部 1 実施 6月30日 10月30日 ○

※１　合同点検の結果は、（Ａ）欄に入力をお願いします。合同点検できていない場合は、その理由も簡潔に入力してください。（例．9月に実施予定）

★平成24年8月31日締切分→（Ａ）欄は必ず入力。（Ｂ）（Ｃ）欄は必要に応じて入力。

対策を実施した時期 対策を実施しない（できない）理由（※３）

【様式2-2（特別支援学校小学部：関係教育委員会）】

合同点検実施有無 合同点検日

通学路の安全点検状況（地方公共団体とりまとめ様式）

合同点検できていない理由（※１）学校名通し番号
学校による対策

★平成24年11月30日締切分→（Ｂ）（Ｃ）欄は必ず入力。（Ａ）欄は、8月までに合同点検が実施できていなかった場合のみ入力。

※３　なお、対策メニュー案の検討や作成の段階で、対策を要しない（できない）と判断された場合は、その理由を入力してください。

（Ａ）平成24年8月31日締切分 （Ｂ）平成24年11月30日締切分

道路管理者による対策 警察署による対策

（Ｃ）実施した対策（※２）

※２　提出時点で、合同点検を受けて、既に対策を実施している場合は、（Ｂ）欄に入力し、（Ｃ）欄の該当する項目に○をつけてください。実施した主体を学校、道路管理者、警察
署ごとに○をつけていただきますようお願いします。（学校は、対策内容についても○を付けてください。選択肢がない場合は、その他欄に直接入力してください。）

危険箇所番号

実施・未実施か
どちからを入力。

様式１-１で学校に
付した通し番号を入
力

11月30日までに対策を実施できていない場
合は、その理由と実施予定時期を入力。未
定の場合は、未定と入力。

※8月締切分で、ご報告いただいた
分も含めて提出をお願いします。

提出時点で既に実施した対策に○
をつける。



該当分に○を付けてください。
平成24年8月31日提出分

のセルに入力をお願いします。 平成24年11月30日提出分

地方公共団体名

全特別支援学校小学部数 校

１．報告学校数 合計 校

２．危険箇所数 合計 箇所

３．緊急合同点検実施箇所数 合計 箇所

４．対策必要箇所数 合計 0 箇所

　　　　　　　　　うち、対策済み箇所数 合計 箇所　　　→ ★対策済み箇所における対策メニュー（件）
　　　　　　　　　うち、対策予定箇所数 合計 箇所
　　　　　　　　　うち、対策未定箇所数 合計 箇所 通学路の変更 ボランティア等による立ち番など その他

道路管理者による対策

警察署による対策

５．緊急合同点検をできていない主な理由
・
・
・

６．対策を実施しない（できない）主な理由
・
・
・

７．通学路の合同点検に関する関係機関等との協議の状況（自由記述）
（名称、開催状況・予定、構成員、開催テーマ等を記入）

・
・
・

【様式3-2（特別支援学校小学部：関係教育委員会）】

学校による対策

通学路の安全点検状況（地方公共団体報告様式）

※8月締切分で、ご報告いただ
いた分も含めて報告をお願い
します。

対策済み、対策予定、対策未
定箇所数を入力することで、自
動で数字が入ります。



該当分に○を付けてください。
平成24年8月31日提出分
平成24年11月30日提出分

都道府県名

全公立特別支援学校小学部数 校
全教育委員会数

１．報告学校数 合計 校

２．報告教育委員会数 合計 教育委員会

３．危険箇所数 合計 箇所

４．緊急合同点検実施箇所数 合計 箇所

５．対策必要箇所数 合計 0 箇所

　　　　　　　　　うち、対策済み箇所数 合計 箇所　　　　→ ★対策済み箇所における対策メニュー（件）
　　　　　　　　　うち、対策予定箇所数 合計 箇所
　　　　　　　　　うち、対策未定箇所数 合計 箇所 通学路の変更 ボランティア等による立ち番など その他

道路管理者による対策

警察署による対策

６．緊急合同点検をできていない主な理由
・
・
・

７．対策を実施しない（できない）主な理由
・
・
・

８．通学路の合同点検に関する関係機関等との協議の状況（自由記述）
（名称、開催状況・予定、構成員、開催テーマ等を記入）※全て記載する必要はなく、事例としてお調べいただければ結構です。

・
・
・
・

通学路の安全点検状況（都道府県報告様式）

【様式4-2（特別支援学校小学部：都道府県教育委員会）】

学校による対策

※8月締切分で、ご報告いただ
いた分も含めて報告をお願い
します。

対策済み、対策予定、対策未
定箇所数を入力することで、自
動で数字が入ります。
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