
学校安全の推進について



学校安全計画

策定状況（30年度末）

●学校保健安全法第27条（平成21年改正で追加）に基づき各学校
で策定。

●全ての学校（1条校）に作成義務。（専修学校、幼保連携型認定こども園にも準用）

●学校の安全に関する取組（安全教育・安全管理の両方を含む）の
年間計画。

●毎学期１回以上、計画に基づく点検を行う義務（施行規則第28
条）。

概要・作成状況

学校保健安全法（抄）
（学校安全計画の策定等）

第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設
及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活
における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項につ
いて計画を策定し、これを実施しなければならない。

策定している学校の割合 96.3%

策定している学校のうち、安全指導について盛り
込んでいる学校の割合

99.4%

策定している学校のうち、職員研修等について盛
り込んでいる学校の割合

87.8%

策定している学校のうち、計画の見直しを行った
学校の割合

94.0%

策定している学校のうち、計画や安全教育等の
学校安全の取組を保護者に周知している学校の
割合

78.9%

（出典）学校安全の推進に関する計画に関する取組状況調査（平成30年度実績）

4月 5月 6月 7月・8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月・3月

安全
教育

・安全な登降
園の仕方

・親子路上安
全教室

・水遊びのき
まりや約束

・暑い日の過
ごし方

・集団で行動
するときの約
束

・バスの中の
安全な過ごし
方

・不審者対
応

・危険につな
がる服装

・寒い日の安
全な歩き方

・異年齢交
流での安全
に関する自
主的な約束
の確認

安全
管理

・安全点検表
の作成

・園外保育等
の目的地の
実地調査

・安全な遊び
の場づくりの
工夫

・新学期前の
保育室内外の
清掃、遊具、
用具の安全点
検

・大地震が起
きたときの非
難の仕方（合
同訓練）

・園外保育等
を利用し、信
号機の見方
等の体験的
な指導

・遠足の実
地調査

・暖房設備
の点検、使
用するため
の準備

・積雪時の
園庭、園舎
の安全確認

・1年間の安

全点検の評
価・反省

組織
活動

・春の交通安
全運動

・心肺蘇生法
（AEDを含む）
の研修

・幼児の交通
事故の現状
（警察署講
義）

・不審者との
具体的な対応
の仕方や道具
の使い方（警
察署指導）

・秋の交通安
全運動

・保護者会、
園だよりで周
知（消火・通
報訓練等）

・不審者へ
の対応に関
する実技研
修

・保護者会、
園だよりで周
知（冬休み
中の健康で
安全な生活
等）

・保護者会、
園だよりで周
知（大地震
発生時の避
難場所の再
確認等）

・園内事故
等発生状況
と安全措置
に関する研
修

記
載
内
容
例
（
幼
稚
園
）

※学校安全資料「「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育」に記載例を示している
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危機管理マニュアル（危険等発生時対処要領）

記載内容

●学校保健安全法第29条（平成21年改正で追加）に基づき各学校
で作成。

●全ての学校（１条校）に作成義務。（専修学校、幼保連携型認定こども園にも準用）

●危険発生時に学校の教職員がとるべき措置の具体的内容及び手
順を定めたマニュアル。

根拠・作成状況

学校の危機管理マニュアル作成の手引（30.2）
●近年の様々な安全上の課題を踏まえて、不審者侵入、交通事故、気象
災害、地震・津波、弾道ミサイル発射、学校への犯罪予告などを想定した
危機管理マニュアル作成の手引。特別支援学校・幼稚園における留意点
も記載。

学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き
（24.3）
●東日本大震災を受けて、地震・津波を想定した事前、発生時、事後の危機
管理について、学校防災マニュアル（危機管理マニュアルと同義）の作成、
見直し、改善の行う際の留意点や手順、各種資料等を示したもの。

作成のガイドライン

＜事前の危機管理＞
・体制整備：学校と関係機関（教育委員会、警察、医療機
関、首長部局、PTAなどとの連携
体制、協議会など）

・点検：危険箇所の抽出
・分析・管理

・避難訓練：避難計画の
策定と訓練の実施

・教職員研修：学校安全の中核
となる教員の養成、研修、校内研修

・安全教育：危険予測・危険回避能力
の育成、学校安全計画に基づく系統
的な指導 「通学路安全マップ」の
作成

＜発生時の危機管理＞
・事故発生直後の対応

→保護者や医療機関への一報
→応急手当（AEDなど）

＜事後の危機管理＞
・安否確認
・引渡しと待機
・教育活動の継続
・避難所協力
・心のケア
・調査・検証・報告・再発防止等

学校保健安全法（抄）
（危険等発生時対処要領の作成等）

第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて
、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要
領（次項において「危険等発生時対処要領」という。） を作成するものとする。
２ 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時に
おいて職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。
３ 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等
及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他
の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。
この場合においては、第十条の規定を準用する。

作成率 97.0％

作成している学校のうち盛り込んでいる内容の割合 生活安全 95.5％

災害安全 97.0％

交通安全 75.0％

新たな危機事象 41.3％

※平成14年から作成

作成状況（平成30年度）
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「学校安全計画」、「危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)」の策定状況

調査対象校数 計画を策定している学校

小学校 19,411 19,392（99.9％）

中学校 10,072 9,953（98.8％）

義務教育学校 87 87（100.0％）

高等学校 5,040 4,811（95.5％）

中等教育学校 54 50（92.6％）

特別支援学校 1,131 1,129（99.8％）

幼稚園 9,519 8,459（88.9％）

幼保連携型認定こども園 4,202 3,817（90.8％）

計 49,516 47,698（96.3％）

調査対象校数 計画を策定している学校

小学校 228 211（92.5％）

中学校 743 626（84.3％）

義務教育学校 0 0（0％）

高等学校 1,437 1,209（84.1％）

中等教育学校 17 13（76.5％）

特別支援学校 14 13（92.9％）

幼稚園 6,256 5,201（83.1％）

幼保連携型認定こども園 3,616 3,235（89.5％）

計 12,311 10,508（85.4％）

【全国の学校】

【私立学校】

出典：学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査（平成30年度実績）

学校安全計画 危機管理マニュアル
【全国の学校】

【私立学校】
調査対象校数 マニュアルを策定している学校

小学校 228 212（93.0％）

中学校 743 692（93.1％）

義務教育学校 0 0（0％）

高等学校 1,437 1,324（92.1％）

中等教育学校 17 16（94.1％）

特別支援学校 14 12（85.7％）

幼稚園 6,256 5,206（83.2％）

幼保連携型認定こども園 3,616 3,409（94.3％）

計 12,311 10,871（88.3％）

調査対象校数 マニュアルを策定している学校

小学校 19,411 19,387（99.9％）

中学校 10,072 10,017（99.5％）

義務教育学校 87 87（100.0％）

高等学校 5,040 4,927（97.8％）

中等教育学校 54 53（98.1％）

特別支援学校 1,131 1,128（99.7％）

幼稚園 9,519 8,457（88.8％）

幼保連携型認定こども園 4,202 3,989（94.9％）

計 49,516 48,045（97.0％）

※「学校安全計画」という名称ではなくとも下記の内容が定められていれば、策定しているものとみなされます。
①学校の施設設備の安全点検 ②児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全指導 ③教職員に対する研修
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学校事故対応に関する指針

指針に基づく対応

●全国で、学校現場における重大事故・事件発生
・体育活動中の事故（京都市プール事故、平成24年）
・食物アレルギーによる給食事故（調布市給食事故、平成24年）
・自然災害（大川小学校事故、平成23年）等
●情報公開や原因の検証に対する学校及び設置者の対応について
、国民の関心の高まり（平成26年大川小学校事故検証報告書）。

●事件・事故後の学校側の対応を強化する必要性
●有識者会議を開催し、事故後対応の在り方、対応の実態につい
て議論（平成26年度）。事故後対応の在り方について検討（平成
27年度）。

●平成28年3月に「学校事故対応に関する指針」を取りまとめ。平
成28年度から、同指針に基づく、事故後の調査の実施などを都道
府県等に依頼。

●幼稚園・認定こども園における事故、児童生徒の自殺、食物ア
レルギー事故には個別に対応指針があるため、本指針は適用され
ない。

経緯など

実施状況

事 故 発 生

● 応急手当の実施
● 被害児童生徒等の保護者への連絡

事故発生直後の対応

初期対応時の対応

● 死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を
伴う場合等重篤な事故については、学校の設置者等に事故報告
● 死亡事故については都道府県教育委員会等を通じて国に報告
● 学校による基本調査（教職員・児童生徒等への聴き取り等、調
査開始から３日以内を目処に終了し、整理した情報を学校の設置
者に報告）

詳細調査の実施

● 学校の設置者等が、中立的な立場の外部専門家等からなる調査
委員会を設置して実施
● 調査委員会又は学校の設置者は調査結果を被害児童生徒等の
保護者に説明（調査の経過についても適宜適切に報告）
● 調査結果を学校の設置者等に報告、報告を受けた調査結果につ
いては、 都道府県教育委員会等を通じて国に提出

再発防止策の策定・実施

● 学校、学校の設置者等は報告書の提言を受け、速やかに具体的な
措置を講ずる、講じた措置及び実施状況について、適時適切に点検・
評価
● 国は、提出された報告書を基に情報を蓄積、教訓とすべき点を整理
した上で、全国の学校の設置者等に周知（文部科学省ＨＰ※４に掲載）
※４ 「学校事故対応に関する指針」に基づく詳細調査報告書の横断整理（作成・公表）

学校の設置者による詳細調査への
移行の判断

未然防止のための取組

● 教職員研修の充実、各種マニュアルの策定・見直し
● 安全教育の充実、安全管理の徹底
● 事故事例の共有（情報の集約・周知）
● 緊急時対応に関する体制整備

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

死亡事故 36 20 25 21

詳細調査
（死亡事故） ５ ２ １ ０

詳細調査
（死亡以外） ４ ４ ０ ０

※１

※１ 「指針」では学校の管理下における死亡事故について、文科省に事故直後一報することを求めている。その件数。

※３

※２ 「指針」に基づき設置者等が行った詳細報告書の件数（文科省に提出されたもの）。

※３ 年度は事件・事故の発生時による。令和元年度については令和２年３月１６日時点。

※２
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地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業
令和3年度予算額（案）338百万円

(前年度予算額 338百万円)

学校、通学路の安全確保に向け、昨今の児童生徒の尊い命を奪う交通事故・事件の発生も踏まえ、スクー
ルガード・リーダー増員による見守りの充実や、スクールガード等のボランティアの養成・資質向上を促進す
ることにより、警察や保護者、PTA等との連携の下で見守り体制の一層の強化を図る。

■実施主体：都道府県及び市町村 ■補助率：国庫補助率1/3、都道府県・市町村各1/3 ※市町村直接実施の場合2/3負担

○スクールガード・リーダーによる指導、見
守り活動に対する謝金、各学校を定期的に
巡回するための旅費等の補助

○学校等の巡回活動等を円滑にするためにス
クールガード・リーダーの連絡会等の開催
を支援、装備品の充実

○通学路で子供たちを見守るスクールガード
の防犯に対する知識、非常時の対応策等を
身に付けさせるための養成講習会を実施

○活動の参考となる資料を配布することによ
る見守りの質の向上

○「登下校防犯プラン」等に基づく、登下校
時のパトロールや地域の連携の場構築など
防犯活動への支援

○子供の見守り活動に係る帽子や腕章など
の消耗品費、ボランティア保険料の補助

「地域の連携の場」
の構築など地域全体
で見守る体制を強化

国公私立学校

警察
地域住民
保護者
PTA

スクールガード・リーダーの
育成支援

スクールガード・リーダーに
対する活動支援

スクールガード（ボランティア）
の養成・資質向上

スクールガード増員による
見守りの強化及び活動に対する支援

○スクールガード・リーダーの資質を備えた
人材（警察官OB・教職員OB・防犯協会役員
等）に対する育成講習会の実施

地域ぐるみで子供の
安全を守る体制構築

スクールガード・リーダー育成
講習会、スクールガード養成講習会
の開催に係る経費を補助し、
見守りの人材確保と質の向上

スクールガード・リーダーが
スクールガードに対して、
見守り活動・警備上のポイントや

不審者対応等について指導・助言

スクールガード
(学校安全ボランティア)地域のつなぎ役

スクールガード・
リーダー

防犯
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学校安全総合支援事業
令和３年度予算額（案） 209百万円

（前年度予算額 209百万円）

・学校安全に関し、地域間・学校間・教職員間の取組の差があるとともに、継続性が確保されていない現状がある。
・学校における働き方改革を受け、学校と地域の適切な役割分担を促進し、学校、家庭、地域及び関係機関が連携した、学校安全推進体制の構築を
図る必要がある。
・社会的環境の変化に伴う犯罪被害の多様化や気象災害の激甚化など、防犯・防災について一層の対応の必要性がある。

学校安全に関する課題

≪学校安全推進体制の構築≫
地域全体での学校安全推進体制の構築を図るため、セーフティプロモーションスクール（ＳＰＳ）※等の先進事例を参考とするなどして、学校安全の組織的取組と
外部専門家の活用を進めるとともに、各自治体内での国公立・私立を含む学校間の連携を促進する取組を支援する。

※学校・家庭・地域・関係機関が一体となって学校安全の取組を継続的に実践する学校

指導・助言
都道府県

教育委員会等

都道府県内の他地域

実践・知見の共有、取組の推進

市町村内の学校で連携した
取組の実施

・モデル地域の実践の共有と普及
・各学校の取組や連携促進等に係
る指導・助言等

市町村
教育委員会

モデル地域の取組

・カリキュラム・マネジメントの視点を
踏まえた安全教育の充実
・組織的取組による安全管理の充実
・PDCAサイクルに基づく検証・改善

等

外部専門家等に
よる助言等

各学校

【都道府県又は指定都市教育委員会対象委託事業】

都道府県全体としての
持続的な安全体制整備

教科等横断的な視点で
の学校安全計画の策定、
新たな安全教育の手法
開発

安全教育の充実

国立・私立各学校を含
めた学校安全について
協議する推進委員会・
実践委員会の実施

国立・私立学校の
連携強化

学校安全に関する有識
者（学識経験者等）と
の連携を図り、専門的
知見の活用の促進

専門的知見の活用

緊急地震速報受信機、
防犯カメラ、通学路安
全見守りシステム等の先
進技術を活用した安全
教育・安全管理の推進

先端技術を活用した
設備・備品の充実

中核教員の先進地視
察や研修会への積極的
な参加を促進

中核教員の資質向上

災害発生時の学校間
相互支援体制の構築を
推進

学校間連携の促進

・安全教育の質的向上に向けた参考資料の作成 新学習指導要領及び平成30年度に取りまとめた『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育』に基づく安全教育の
実践事例を収集整理した参考資料の作成

・学校管理下における事故防止に向けた調査研究 学校事故の傾向や主な要因を分析し、学校事故防止に向けた効果的な対策等を検討

安全教育の推進に関する調査研究
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学 校 安 全 教 室 の 推 進
令和３年度予算額（案） 35百万円

(前年度予算額 35百万円）

○児童生徒等を取り巻く多様な危険を的確に捉え、児童生徒等の発達段階や学校段階、地域特性に応じた取組の推進が必要

○地域間・学校間・教職員間の差を解消し、全ての学校で質の高い学校安全の取組を推進できる指導力の確保が必要

教職員等の

安全教育に

おける指導

力 の 向 上

児童生徒等が

安全に関する
資質・能力
を身に付ける

児童生徒等の

死亡事故の
発生件数
の減少

児童生徒等の
障害や重度の
負傷を伴う

事故の減少

教職員等の

安 全 対 応

能力の向上

防犯教室
講習会

○登下校時の危険と対処方法に関する指導
○登下校の安全確保のポイント
○不審者侵入時の対応など、学校における防犯対策
○性犯罪を含む犯罪被害に遭わないための防犯指導 等

防災教室
講習会

○災害時の危険予測・回避能力等を育むための指導
○自然災害発生時の適切な判断と避難
○学校や地域の実情に応じた防災マニュアルの作成 等

交通安全教室
講習会

○被害者・加害者にならないための交通安全教育
○交通安全教室での効果的な指導方法
○自転車・二輪車等通学手段に応じた指導方法 等

心肺蘇生法実技講習会

○事後対応等の学校の危機管理の在り方に関すること
○第三者委員会などの検証組織の必要性・在り方に関すること 等

事故対応に関する講習会

学校安全教室の講師となる教職員等に対する指導法等の講習会を実施

事故等発生時の初期対応能力等向上のための講習会を実施

○防犯、防災、交通安全に関する注意事項をクイズ形式で学べるリーフレット
「たいせつないのちとあんぜん」を作成し、全国の新１年生全員に配布

○蘇生法訓練用人体模型（シミュレーター）を用いた実技講習 等

都道府県等における教職員等への研修の実施

安全教育の指導者の養成

小学校新１年生向けリーフレットの作成・配布

教職員等の安全対応能力の向上

＜リーフレット「たいせつないのちとあんぜん」＞

◎ 教職員のための学校安全e-ラーニングの活用

（都道府県・指定都市教育委員会対象委託事業)



（日程）毎年５月下旬（Ｒ２年度は中止）、１泊２日、
（会場）国立オリンピック記念青少年総合センター(代々木)
（目的）健康・食育・安全教育等に関し、行政担当者への連絡・

協議を行い、当該行政の円滑な推進を図る
（対象者）都道府県・政令市教育委員会の安全担当者（指導主事等）

（約80人）
（プログラム（令和元年度））

●１日目 大臣挨拶（登戸事件を受けて）
行政説明（事業など）

●２日目 （保健、安全、給食・食育の分科会に分けて実施）
・安全教育調査官から学校安全の考え方と現状等について講義
・関係省庁から情報提供（JSC、国交省、気象庁、警察庁）
・研究協議「学校における危機管理」

・気象災害に関する避難計画
・危機管理マニュアルの改善

・研究協議「通学の安全管理」
・登下校防犯プラン

（日程）毎年１月下旬（Ｒ２年度はオンライン開催予定）
（会場）国立オリンピック記念青少年総合センター(代々木)
（目的）実践発表会を行い、学校安全の取組について全国的な普及

を図る
（対象者）学校安全総合支援事業担当者及び受託地域関係者

都道府県市町村教育委員会安全担当者（約120人）
（プログラム（平成30年度））

●実践発表
・群馬県教育委員会・熊本県教育庁・岐阜県教育委員会

●関係省庁より情報提供
・国土交通省・気象庁・国土地理院

●ワークショップ
・学校安全総合支援事業の成果と課題

文科省が主催する学校安全に関する研修
健康教育・食育行政担当者連絡協議会（行政研）

（日程）毎年９月中旬（Ｒ２年度はオンライン開催）、４泊5日
（会場）教職員支援機構 つくば中央研修センター
（目的）学校安全に関し、各地域での指導者の養成
（対象者）各都道府県教育委員会指導主事及び研修担当者等

教職員（校長、副校長、教頭、安全担当教諭等）
（約160人）

※参加には都道府県教委の推薦が必要
（プログラム（令和元年度））

●1日目 学校安全の基礎の講話、「災害安全」の現状と課題につ
いて講話・演習等

●2日目 「交通安全」「生活安全」の現状と課題について講義・
演習等

●3日目 学校事故に関する対応指針について・学校事故事例報告
（不審者対応、救命処置、災害発生対応等）

●４日目 科学的知見を活かした防災の在り方の講義、関係機関と
連携した災害時の対応の在り方の演習（気象庁）、安全
教育のカリキュラムマネイジメント

●５日目 学校の危機管理マニュアルの改善について演習、学校安
全教育を推進するリーダーとして講義

学校安全指導者養成研修（主催：教職員支援機構）

学校安全総合支援事業全国成果発表会

（日程）毎年10～11月（Ｒ２年度は中止）、1泊2日
（会場）開催都道府県（令和元年度は埼玉県）
（目的）学校保健・安全に関する諸課題について研究協議を行う
（対象者）教職員（保健主事、養護教諭、安全担当教諭等）

学校医、学校歯科医、学校薬剤師、教育委員会学
校保健・安全担当者等 （約1500人）

（プログラム（令和元年度））
●1日目 大臣挨拶

学校保健及び学校安全表彰式
記念講演 「子供のインターネット利用と健康」
講 師 埼玉大学 教育学部 教授 戸部 秀之 氏

●2日目 課題別協議会（ 第８課題：学校事故防止対策，
第9課題：教科等における安全教育，第10課題：関係機
関等との連携による安全の体制整備）

全国学校保健・安全研究大会
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学校安全ポータルサイト 「文部科学省×学校安全」

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/index.html

文科省からのお知
らせを毎月更新

都道府県の研修会

情報や文科省主催の
研修会資料

「危機管理マニュア
ル作成の手引」など
学校安全資料

学校安全
功労者の紹介

「学校安全ポータル
サイト」で検索！

●文部科学省の学校安全に関する施策をまとめたポータルサイト。
●事務連絡や研修会などの最新情報とこれまでの取組事例、調査結果などを掲載。
●都道府県や他省庁が作成した学校安全関係資料も掲載。
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コミュニティ・スクール、地域学校協働本部と連携した学校安全の取組

学校運営協議会

地域学校協働本部

保護者、地域学校協働活動推進員、地域住民など

地域学校協働活動推進員
（地域と学校をつなぐコーディネータ―）

※退職教職員、ＰＴＡ経験者などその地域と学校の実
情を理解している人。

消防署、消防士、
消防団員

保護者・地域住民・企業・ＮＰＯ等の
様々な人・団体など

連携・協働

学校（コミュニティ・スクール※）

学校運営への必要な支援に関する協議
を行う合議体。地域の実情に応じて防
災・防犯・交通安全も協議され得る。

＜主な役割＞
①校長が作成する学校運営の基本方針の承認
②学校運営について、教育委員会又は校長に意見を
述べることができること
③教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める
事項について、教育委員会に意見を述べることがで
きること

地域学校協働活動を推進するための幅広い地域住民や
団体等の参画により形成された緩やかなネットワーク

安全教育において、地域と学校の連携・協働体制の構築は重要

学校と地域が一体となって防災・防犯・交通安全に取り組むことができる

教育課程内の取組においても、地域の力を生かした授業づくりが可能になる

※ 学校運営協議会を設置している学校を指す。

「地域学校協働活動」：幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、
「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動

●授業づくりなど
「総合的な学習の時間」等の授業において、地域住民や消防署・消
防団等の専門家と連携し、出前授業などを通じて防災・防犯・交通
安全教育を実施。
・地域と学校の協働による防災マップや地域安全マップの作成
・学校内の安全点検への協力

【参考】「学校と地域でつくる学びの未来」
ホームページQRコード

⇒実際に災害が発生した際に、学校が避難所となる
場合において、発災直後の教職員による一時的な
運営から住民・防災部局のスムーズな移行が可能
になる

●地域と学校の協働による防災訓練、防災キャンプの実施
地域の防災訓練と学校の防災訓練を合同で実施。引き渡し訓練、

防災かまどづくり、炊き出しシミュレーション等を地域住民と子
供たちがチームとなって実施。

●実践的な防災体験学習
消防署や消防団等の専門家の協力の下、防災体験活動（起震車体

験、ペットボトルろ過器の作成、ロープワーク体験、ＡＥＤ体験
等）を実施。

●防犯・交通安全の取組
地域住民による登下校の見守り 等

地域と学校が連携した安全教育の実現（地域学校協働活動）
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安全に関する学校と地域の連携・協議会

学校警察連絡協議会（学警連）

●中教審答申「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保
するために学校全体としての取り組みを進めるための方策に
ついて」（平成20年）において提言された組織。

●学校安全資料『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育』
第５章で組織活動の一つとして記載。

●日ごろから関係者が連携を深め、児童生徒の安全確保が円滑
に行えるようにするため、学校と関係機関等が意見交換や調
整を行う連絡会議。

●構成員は学校教職員、保護者、関係機関（警察署、自治会等
）。各学校において設置。

●設置率（平成30年度）
小学校 32.3％（私立 17.5％）
中学校 30.0％（私立 14.3％）
高等学校 20.9％（私立 15.8％）

地域学校安全委員会

●昭和38年警察庁・文部省通達に基づいて設置。
●青少年の非行防止に関して、学校と警察が連携し、児童

生徒の健全育成を図る。
●構成員は各警察署管内の小学校長、中学校長、高等学校

長、その他の学校長、生徒指導担当教諭、警察職員等。
総会・協議は通常年1回開催される。

●警察署の管轄区域、市町村の区域等を単位
に2300の協議会が設けられている（平成30年）。

●設置率（平成30年度）
小学校 61.9％（私立 43.4％）
中学校 72.1％（私立 66.9％）
高等学校 72.9％（私立 66.8％）

（出典：学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査（平成30年度））

●平成24年4月の京都府亀岡市交通事故（児童・保護者3名
死亡、７名負傷）を契機に、教育委員会・学校・道路管
理者・警察が連携した継続的な交通安全の取組の実施体
制を構築（平成25年12月6日文・国・警察通知）。

●市町村ごとに「通学路交通安全プログラム」を策定し、
市町村教育委員会・学校・道路管理者・警察等を構成員
とする会議体（通学路安全推進会議などの名称）を設置

●合同点検、点検を踏まえた対策をPDCAサイクルとして実
施し、通学路の交通安全を継続的に確保する。

●設置状況（平成30年度）
1,697市町村（97.5％）

●地教行法第47条の６（平成16年追加、平成29年改正）
●構成員：保護者代表、地域住民、地域学校協働活動推進員など。

機能：①学校運営の基本方針の承認②学校運営に係る意見具
申③教職員任用に係る意見具申

●学校運営全般を協議する場であり、その一つとして防犯・防
災も議論され得る。

●導入率（令和元年度）
小学校：24.1％、中学校：22.7％、高等学校：14.4％

●「登下校防犯プラン」（平成30年）に基づく。
●防犯の観点の学校・警察等の関係者の会議体。新たに設置された
会議体及び既存の会議体の両方を含む。

●設置状況（令和元年７月）
設置済み 1,160市町村（66.7％）
今後設置予定 252市町村（14.5％）
検討中 327市町村（18.8％）

●上記を含むいずれかの協議会等により地域の関係機関との連携体制が
ある学校は86.5％（平成30年度）（出典：学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査（平成30年度））

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）

地域の連携の場

通学路の交通安全確保に関する連絡協議会
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（出典：学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査
（平成30年度））


