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子どもたちを取り巻く環境は急激に変化し、学校

が対応しなければならない危機は、風水害などの自

然災害のみならず、多岐にわたっている。特に、い

じめ、不登校、暴力行為等、生徒指導上の問題は依

然深刻な課題となっており、児童虐待の増加や携帯

電話、スマートフォンなどによるネットいじめなど、

これまでとは違った新たな課題が生じてきている。 

 学校は、子どもたちが自己実現に向けて学ぶ場で

なければならない。そして、教職員は子どもたちの

安全を守り、安心して学習や諸活動に取り組むこと

ができる環境を整備する必要がある。そのために、

学校は事件・事故等の未然防止や適切な対応など学

校危機管理体制の確立とともに、教職員及び子ども

たち一人一人の危機対応力を高めることが求めら

れる。 

 校長は、教職員が様々な危機に対応できるように、

危機管理意識を高めるとともに、学校の危機管理体

制の充実・改善を行う必要がある。また、保護者や

地域、関係機関との連携・協働により、共に子ども

の安全・安心を確保していく体制をつくることが重

要である。 

 本分科会では、いじめ防止基本方針に基づく一連

の取組の具体的な方策や危機管理能力の育成や組

織体制づくり、関係機関との連携・協働等、校長の

役割と指導性、リーダーシップについて明らかにす

る。 

 

 

 

(1)いじめ・不登校等への適切な対応と体制づくり 

 いじめや不登校への対応は学校における重要課

題の一つである。また、社会的にも大きな問題とし

て取り上げられることが多く、保護者や地域の関心

も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 学校は、いじめや不登校等に対する予防的取組を 

図ることを含め、教職員間で情報を共有しながら、

組織的に対応することが必要である。また、いじめ

や不登校等の問題への取組については、保護者や地

域等への説明責任を果たすことが重要である。 

 学校は、予防的な取組として、児童に道徳性や規

範意識等を養うとともに、問題発生の兆しに対して

学校全体で早期に対応するなど、各学校の「いじめ

防止基本方針」に基づく取組の推進を図っていく必

要がある。 

 このような視点に立ち、いじめや不登校等への適

切な対応のための取組を推進する上での、校長の果

たすべき役割と指導性を究明する。 

 

(2)高い危機管理能力の育成と未然防止に向けた組

織体制づくり 

 高い危機管理能力がある学校組織とは、管理職に

高い危機管理意識があり、教職員の共通理解の下、

あらゆる危機的場面に対して機動的に動ける組織

である。そのような組織体制をつくっていくために

は、子どもを取り巻く社会情勢の変化や教育課題を

的確に把握して、教職員の危機管理意識の高揚を研

修等で図らなければならない。また、研修に基づい

た日頃の実践と保護者・地域との信頼関係の構築、

関係機関との連携に努める必要がある。 

 校長は、このような認識の下に、児童の安心・安

全を脅かす事件や事故等、危機に遭遇した場合の解

決の道筋を示し、教職員が組織的に対応できるよう

に、危機管理マニュアルや学校安全計画等の更新・

見直し、組織体制づくり等の強化に努めなければな

らない。 

 このような視点に立ち、高い危機管理能力の育成

と未然防止の組織体制づくりや関係機関との連携

づくりを推進する上での校長の果たすべき役割と

指導性を究明する。 
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第１０分科会 「危機対応」 

研究課題 「様々な危機への対応と未然防止の体制づくりにおける校長の在り方」 

 

１ 「研究課題」のもつ今日的課題性や先見性、意識改革の必要性についての解説 

子どもたちを取り巻く社会的な環境は日々激しく変化し、子どもたちの心身に大きな影響を与えている。家庭

においても、少子化や核家族化を背景に、兄弟姉妹が切磋琢磨し、祖父母から継承的な文化を学ぶといった生活

体験が減少してきている。親子間においては、無責任な放任や過保護・過干渉といった傾向がかねてより指摘さ

れている。また、地域社会においては、地縁的な連帯が弱まり、地域における人間関係の希薄化が進むととも

に、子どもたちの心の糧となる生活体験や自然体験・社会体験など地域における体験活動が失われてきていると

いわれている。 

このような環境で育ってきている今日の子どもたちは、社会性や自己責任の観念が十分に育まれず、反社会的

な行為は子どもであっても許されないという認識が身に付いていない傾向が見られる。また、他者を思いやる温

かい気持ちをもつことや、望ましい人間関係を築くことが難しくなってきているともいわれ、子どもたちの生活

に情報機器が普及・浸透することなどにより、子どもたちが多種多様な情報に接したり発信したりすることが容

易になってきている。そのことが子どもたちの望ましい人間関係の構築を阻害し、いじめや不登校という現象の

表出にもつながっていると考えられる。 

このような憂慮すべき問題を直視し、幅広い観点から心の問題を見直し、社会全体が一体となって必要かつ適

切な取組を進めていくことが今日喫緊の課題となっている。 

 また、学校における危機管理とは、 

 （１）児童生徒及び教職員の安全を確保すること 

（２）学校と児童生徒・保護者・地域社会との信頼関係と保つこと 

（３）組織的で迅速かつ的確な対応により、学校を安定した状態にすること 

を目的として、危機を予知・回避するための方策を講じるとともに、危機発生時には被害や問題を最小限にとど

めるために適切な対応をとることである。 

校長は、教育目標を達成するために欠くことのできない重要な機能の一つとして健全育成をとらえ、教育課程

における特定の領域や内容に偏ることなく、学校の教育活動すべてにわたって十分に作用させるようにすること

が必要である。また、日常的に起こりうる危機を想定した家庭・地域・各関係機関との連携・協働体制を確立し

ておくとともに、あらゆる教育活動の場面で、全教職員の協働的な取組を展開するようにリーダーシップを発揮

することが求められている。 

 

2 「研究課題」を究明する視点 

 (1) いじめ・不登校への適切な対応と体制づくり 

  ・児童の悩みや相談を学校全体で取り上げる組織的な取組 

  ・児童に関わる幅広い情報収集と多面的な理解を図る取組 

  ・生徒指導の機能を生かし、関わり合う力を育む教育活動の推進 

(2) 高い危機管理能力の育成と未然防止に向けた組織体制づくり 

  ・関係諸機関との情報共有や連携を重視した組織的な指導の推進 

  ・地域・家庭・関係機関との連携を図り、児童の自主性と連帯性を育む取組 
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３ 分科会の方向性と「研究視点」に関する参考資料 

 

 

 
1．いじめの正確な認知の推進 
 いじめを正確に認知することは、いじめへの対応の第一歩であり、いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71
号。以下「法」という。）が機能する大前提である。また、いじめの認知と対応が適切に行われなかったために重
大な結果を招いた事案がいまだに発生していることを真摯に受け止める必要がある。 
 このような認識の下、いじめの認知に関する考え方については、「平成26年度「児童生徒の問題行動等生徒指
導上の諸問題に関する調査」の一部見直しについて（依頼）」（平成27年8月17日付け27初児生第26号文部
科学省初等中等教育局児童生徒課長通知）や「いじめの正確な認知に向けた教職員間での共通理解の形成及び新
年度に向けた取組について（通知）」（平成28年3月18日付け27初児生第42号文部科学省初等中等教育局児
童生徒課長通知。以下「平成28年通知」という。）等において示してきたところである。 
 しかしながら、今般の総務省調査の結果においては、教育委員会及び学校において、いじめの正確な認知に向
けた取組が不十分な実態がみられたことや、法のいじめの定義を限定的に解釈していると考えられたり、いじめ
の認知漏れと考えられたりする実態がみられたとの指摘がされている。 
 これを踏まえ、教育委員会や学校等においては、以下の点に留意し、いじめの正確な認知を行うこと。 
（1）いじめの認知件数に学校間で大きな差がある場合や、認知件数の少ない学校が多い場合は、その原因を分析
し、いじめの認知に関する消極姿勢や認知漏れがないかを十分確認すること。 
（2）各学校において、毎年度実施している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
の集計過程で、いじめの認知件数が零であった場合は、当該事実を児童生徒や保護者向けに公表し、検証を仰ぐ
ことで、認知漏れがないか確認すること。 
（3）平成28年通知の別添資料である、いじめの認知に関する考え方をまとめた教職員向け資料（別添3）の全て
の教職員への配布や、職員会議や各学校に設置する「いじめの防止等の対策のための組織」の会合、いじめ問題
に関する研修会等において、管理職等が当該資料の内容を説明するなどにより、いじめの正確な認知に関する教
職員間での共通理解を図ること。 
（4）いじめの認知に当たっては、加害行為の「継続性」「集団性」や「一方的」など被害・加害児童生徒の力関
係の差等の要素により、いじめの定義を限定して解釈しないようにすること。また、実際の事案においても、い
じめの定義とは別の要素（加害行為の「継続性」「集団性」等）を判断基準とすることにより、いじめとして認知
しないことがないようにすること。 
 
2．重大事態の発生報告など法等に基づく措置の徹底（別添4参照） 
 法第28条第1項に基づく重大事態の調査等については、「「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及
び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定について（通知）」（平成29年3月16日付け28文
科初第1648号文部科学省初等中等教育局長、生涯学習政策局長、高等教育局長通知）において、「重大事態の調
査に関するガイドライン」を示し適切な対応を促してきたところである。 
 しかしながら、今般の総務省調査の結果においては、重大事態が発生しているにもかかわらず、法に基づく措
置が確実に講じられていない実態やいじめの防止等のための基本的な方針（以下「基本方針」という。）等に基
づき適切に対応されていない実態がみられるとの指摘がされている。 
 重大事態については、法に基づき、1 学校から教育委員会への発生報告（法第30条第1項）、2 教育委員会
から地方公共団体の長への発生報告（法第30条第1項）、3 教育委員会から地方公共団体の長への調査結果の
報告（法第30条第2項）、4 教育委員会又は学校からいじめを受けた児童生徒及びその保護者への調査結果の
情報提供（法第28条第2項）を行うことが義務付けられていることから、これらを確実に講じること。 
 また、5 教育委員会から教育委員会会議への発生報告、6 調査報告書の作成、7 教育委員会から教育委員会
会議への調査結果の報告等については、法において義務付けられているものではないが、基本方針等に基づき適
切な対応をとること。 
 なお、国立学校、私立学校及び構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）第12条第1項に規定する学校
設置会社の設置する学校においても、重大事態への対処に当たり、法に基づく措置を確実に講じるとともに、基
本方針等に基づき適切な対応をとること。 
 
3．教職員、児童生徒及び保護者に対するいじめ防止対策の周知の徹底 
今般の総務省調査の結果を踏まえ、域内の学校及び学校の設置者において、以下の事項について確実に対応が行
われるよう指導するとともに、本年 5 月末時点において全ての学校で取組がなされたか確認すること。なお、確
認結果については、必要に応じてフォローアップすることを予定している。 
（1）平成28年通知の別添資料である、いじめの認知に関する考え方をまとめた教職員向け資料（別添3）を、全
ての教職員に配布するなどにより、いじめの正確な認知に関する教職員間での共通理解を図ること。 
（2）入学式・始業式や保護者会等の機会を捉えて、児童生徒及び保護者に対し、「知っていますか「いじめ防止
対策推進法」」（別添5）、「いじめとは、何か」（別添6）及び「いじめのサイン発見シート」（別添7）を配
布するなどにより、法の趣旨・内容やいじめの定義等を確実に周知すること。その際、基本方針に基づき、各学
校における学校いじめ防止基本方針についても、併せて説明することが望ましいこと。 
 
 

いじめ防止対策の推進に関する調査結果に基づく勧告を踏まえた対応について（通知） 

                          文部科学省（平成３０年３月２６日） 
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1  不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方 
（1）支援の視点 
    不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自ら
の進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること。また、児童生徒によっては、不登校
の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益
や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること。 
（2）学校教育の意義・役割 
   特に義務教育段階の学校は、各個人の有する能力を伸ばしつつ、社会において自立的に生きる基礎を養うとと
もに、国家・社会の形成者として必要とされる基本的な資質を培うことを目的としており、その役割は極めて大
きいことから、学校教育の一層の充実を図るための取組が重要であること。また、不登校児童生徒への支援につ
いては児童生徒が不登校となった要因を的確に把握し、学校関係者や家庭、必要に応じて関係機関が情報共有し、
組織的・計画的な、個々の児童生徒に応じたきめ細やかな支援策を策定することや、社会的自立へ向けて進路の
選択肢を広げる支援をすることが重要であること。さらに、既存の学校教育になじめない児童生徒については、
学校としてどのように受け入れていくかを検討し、なじめない要因の解消に努める必要があること。 
   また、児童生徒の才能や能力に応じて、それぞれの可能性を伸ばせるよう、本人の希望を尊重した上で、場合
によっては、教育支援センターや不登校特例校、ＩＣＴを活用した学習支援、フリースクール、中学校夜間学級
（以下、「夜間中学」という。）での受入れなど、様々な関係機関等を活用し社会的自立への支援を行うこと。 
  その際、フリースクールなどの民間施設やＮＰＯ等と積極的に連携し、相互に協力・補完することの意義は大
きいこと。 
（3）不登校の理由に応じた働き掛けや関わりの重要性 
   不登校児童生徒が、主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう、児童生徒自身を見守りつつ、不登校のきっ
かけや継続理由に応じて、その環境づくりのために適切な支援や働き掛けを行う必要があること。 
（4）家庭への支援 
   家庭教育は全ての教育の出発点であり、不登校児童生徒の保護者の個々の状況に応じた働き掛けを行うことが
重要であること。また、不登校の要因・背景によっては、福祉や医療機関等と連携し、家庭の状況を正確に把握
した上で適切な支援や働き掛けを行う必要があるため、家庭と学校、関係機関の連携を図ることが不可欠である
こと。その際、保護者と課題意識を共有して一緒に取り組むという信頼関係をつくることや、訪問型支援による
保護者への支援等、保護者が気軽に相談できる体制を整えることが重要であること。 
   
2  学校等の取組の充実 
（1）「児童生徒理解・支援シート」を活用した組織的・計画的支援 
   不登校児童生徒への効果的な支援については、学校及び教育支援センターなどの関係機関を中心として組織
的・計画的に実施することが重要であり、また、個々の児童生徒ごとに不登校になったきっかけや継続理由を的
確に把握し、その児童生徒に合った支援策を策定することが重要であること。その際、学級担任、養護教諭、ス
クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の学校関係者が中心となり、児童生徒や保護者と話し合う
などして、「児童生徒理解・支援シート（参考様式）」（別添1）（以下「シート」という。）を作成することが
望ましいこと。これらの情報は関係者間で共有されて初めて支援の効果が期待できるものであり、必要に応じて、
教育支援センター、医療機関、児童相談所等、関係者間での情報共有、小・中・高等学校間、転校先等との引継ぎ
が有効であるとともに、支援の進捗状況に応じて、定期的にシートの内容を見直すことが必要であること。また、
校務効率化の観点からシートの作成に係る業務を効率化するとともに、引継ぎに当たって個人情報の取扱いに十
分留意することが重要であること。 
  （2）不登校が生じないような学校づくり 
  1．魅力あるよりよい学校づくり 
    児童生徒が不登校になってからの事後的な取組に先立ち、児童生徒が不登校にならない、魅力ある学校づく
りを目指すことが重要であること。 
  2．いじめ、暴力行為等問題行動を許さない学校づくり 
  いじめや暴力行為を許さない学校づくり、問題行動へのき然とした対応が大切であること。また教職員による
体罰や暴言等、不適切な言動や指導は許されず、教職員の不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合
は、懲戒処分も含めた厳正な対応が必要であること。 
  3．児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮の実施 
  学業のつまずきから学校へ通うことが苦痛になる等、学業の不振が不登校のきっかけの一つとなっていること
から、児童生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう、指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じ
た指導の充実を図ることが望まれること。 
（3）不登校児童生徒に対する効果的な支援の充実 

不登校児童生徒への支援の在り方について（通知） 

                           文部科学省（令和元年１０年２５日） 
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  1．不登校に対する学校の基本姿勢 
  校長のリーダーシップの下、教員だけでなく、様々な専門スタッフと連携協力し、組織的な支援体制を整える
ことが必要であること。また、不登校児童生徒に対する適切な対応のために、各学校において中心的かつコーデ
ィネーター的な役割を果たす教員を明確に位置付けることが必要であること。 
  2．早期支援の重要性 
  不登校児童生徒の支援においては、予兆への対応を含めた初期段階からの組織的・計画的な支援が必要である
こと。 
  3．効果的な支援に不可欠なアセスメント 
  不登校の要因や背景を的確に把握するため、学級担任の視点のみならず、スクールカウンセラー及びスクール
ソーシャルワーカー等によるアセスメント（見立て）が有効であること。また、アセスメントにより策定された
支援計画を実施するに当たっては、学校、保護者及び関係機関等で支援計画を共有し、組織的・計画的な支援を
行うことが重要であること。 
  4．スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携協力 
  学校においては、相談支援体制の両輪である、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを効果
的に活用し、学校全体の教育力の向上を図ることが重要であること。 
  5．家庭訪問を通じた児童生徒への積極的支援や家庭への適切な働き掛け 
  学校は、プライバシーに配慮しつつ、定期的に家庭訪問を実施して、児童生徒の理解に努める必要があること。
また、家庭訪問を行う際は、常にその意図・目的、方法及び成果を検証し適切な家庭訪問を行う必要があること。 
  なお、家庭訪問や電話連絡を繰り返しても児童生徒の安否が確認できない等の場合は、直ちに市町村又は児童
相談所への通告を行うほか、警察等に情報提供を行うなど、適切な対処が必要であること。 
  6．不登校児童生徒の学習状況の把握と学習の評価の工夫 
  不登校児童生徒が教育支援センターや民間施設等の学校外の施設において指導を受けている場合には、当該児
童生徒が在籍する学校がその学習の状況等について把握することは、学習支援や進路指導を行う上で重要である
こと。学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には、当該学
習の評価を適切に行い指導要録に記入したり、また、評価の結果を通知表その他の方法により、児童生徒や保護
者、当該施設に積極的に伝えたりすることは、児童生徒の学習意欲に応え、自立を支援する上で意義が大きいこ
と。 
  7．不登校児童生徒の登校に当たっての受入体制 
  不登校児童生徒が登校してきた場合は、温かい雰囲気で迎え入れられるよう配慮するとともに、保健室、相談
室及び学校図書館等を活用しつつ、徐々に学校生活への適応を図っていけるような指導上の工夫が重要であるこ
と。 
  8．児童生徒の立場に立った柔軟な学級替えや転校等の対応 
  いじめが原因で不登校となっている場合等には、いじめを絶対に許さないき然とした対応をとることがまずも
って大切であること。また、いじめられている児童生徒の緊急避難としての欠席が弾力的に認められてもよく、
そのような場合には、その後の学習に支障がないよう配慮が求められること。そのほか、いじめられた児童生徒
又はその保護者が希望する場合には、柔軟に学級替えや転校の措置を活用することが考えられること。 
  また、教員による体罰や暴言等、不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合は、不適切な言動や指
導をめぐる問題の解決に真剣に取り組むとともに、保護者等の意向を踏まえ、十分な教育的配慮の上で学級替え
を柔軟に認めるとともに、転校の相談に応じることが望まれること。 
  保護者等から学習の遅れに対する不安により、進級時の補充指導や進級や卒業の留保に関する要望がある場合
には、補充指導等の実施に関して柔軟に対応するとともに、校長の責任において進級や卒業を留保するなどの措
置をとるなど、適切に対応する必要があること。また、欠席日数が長期にわたる不登校児童生徒の進級や卒業に
当たっては、あらかじめ保護者等の意向を確認するなどの配慮が重要であること。 
（4）不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保 
 
 

 
Ⅰ これまでの取組と課題 
１．第１次計画期間中の取組 
東日本大震災の教訓を踏まえて、児童生徒等が主体的に行動する態度を育成することの重要性が改めて認識さ
れ、実践的な安全教育が推進された。また、学校施設の防災対策や防災マニュアルの整備、通学中の交通事故や
犯罪被害の防止のための安全点検や見守り活動等が推進された。さらに、外部の専門家や専門機関の知見を取り
入れ、一層の取組改善を行うといった先進的な取組が進められてきた。 
２．課題 
児童生徒等が巻き込まれる犯罪被害や交通事故等は減少しているものの、児童生徒等の発達段階や学校段階、地
域特性に応じた様々な安全上の課題が明らかとなっており、いまだ児童生徒等の安全が十分に確保されていると
は言い難い。このため、児童生徒等を取り巻く多様な危険を的確に捉え、対策を推進することが必要。また、各
学校における安全教育や安全管理、家庭・地域との連携の推進に当たって、地域間・学校間・教職員間に差が存
在していることから、これらを解消し、全ての学校において、質の高い学校安全の取組を推進することが求めら

第２次学校安全の推進に関する計画（概要）       閣議決定（平成２９年３月２４日） 
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れている。 
Ⅱ 今後の方向性 
１．目指すべき姿 
①全ての児童生徒等が、安全に関する資質・能力を身に付けることを目指す。 
②学校管理下における児童生徒等の事故に関し、死亡事故の発生件数については限りなくゼロとすることを目指
すとともに、負傷・疾病の発生率については障害や重度の負傷を伴う事故を中心に減少傾向にすることを目指
す。 
２．推進方策 
（１）学校安全に関する組織的取組の推進 
全ての学校において、管理職のリーダーシップの下、学校安全の中核となる教職員を中心として、組織的な取組
を的確に行えるような体制を構築するとともに、全ての教職員が、各キャリアステージにおいて必要に応じた学
校安全に関する資質・能力を身に付ける。 
【施策目標】 
○全ての学校において、管理職のリーダーシップの下、学校安全の中核となる教職員を中心とした組織的な学校
安全体制を構築する。 
○全ての学校において、学校安全計画及び危機管理マニュアルを策定する。捉えるとともに、幼稚園や特別支援
学校を含めた各学校種の特性に対応したものとすることが必要である。 
○全ての学校において、自校の学校安全に係る取組を評価・検証し、学校安全計画及び危機管理マニュアルの改
善を行う。 
○全ての教職員が、各種機会を通じて、各キャリアステージにおいて、必要に応じた学校安全に関する研修等を
受ける。 
【具体的取組】 
学校における人的体制の整備 ／ 学校安全計画及び危機管理マニュアルの策定・検証の徹底／ 学校安全に関す
る教職員の研修及び教員養成の充実 
（２）安全に関する教育の充実方策 
全ての学校において、学校安全計画に安全教育の目標を位置付け、これに基づいて、カリキュラム・マネジメン
トの確立と主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の視点からの授業改善により、系統的・体系
的で実践的な安全教育を実施する。 
【施策目標】 
○全ての学校において、学校教育活動全体を通じた安全教育を実施する。 
○全ての学校において、自校の安全教育の充実の観点から、その取組を評価・検証し、学校安全計画（安全管
理、研修等の組織活動を含む）の改善を行う。 
【具体的取組】 
「カリキュラム・マネジメント」の確立を通じた系統的・体系的な安全教育の推進／ 優れた取組の普及を通じ
た指導の改善・充実 ／ 現代的課題への対応 
（３）学校の施設及び設備の整備充実 
安全対策の観点からの老朽化対策を推進するとともに、私立学校における構造体の耐震化の完了に向けて、早急
に対策を実施する。 
【施策目標】 
○全ての学校において、耐震化の早期完了を目指すとともに、緊急的に取り組むことが必要な老朽化対策等の安
全対策を実施する。 
○全ての学校において、地域の特性に応じ、非常時の安全に関わる設備の整備を含めた安全管理体制を充実す
る。 
【具体的取組】 
学校施設の安全性の確保のための整備 ／ 非常時の安全に関わる設備の整備充実 
（４）学校安全に関するPDCA サイクルの確立を通じた事故等の防止 
全ての学校において、外部の専門家や関係機関と連携した安全点検を徹底するとともに、事故等の未然防止や発
生後の調査・検証、再発防止のための取組の改善・充実を一連のサイクル（PDCAサイクル）として実施する。 
【施策目標】 
○全ての学校において、定期的に学校施設・設備の安全点検を行うとともに、三領域（生活安全・災害安全・交
通安全）全ての観点から通学・通園路の安全点検を行い、児童生徒等の学校生活環境の改善を行う。 
○全ての学校において、学校管理下における事故等が発生した場合には、「学校事故対応に関する指針」に基づ
く調査を行う。 
【具体的取組】 
学校における安全点検 ／ 学校管理下において発生した事故等の検証と再発防止等 
（５）家庭、地域、関係機関等との連携・協働による学校安全の推進 
全ての学校において、保護者や地域住民、関係機関との連携・協働に係る体制を構築し、それぞれの責任と役割
を分担しつつ、学校安全に取り組む。 
【施策目標】 
○全ての学校において、児童生徒等の安全に関する保護者・地域住民との連携体制を構築する。 
○全ての学校において、児童生徒等の安全に関する外部専門家や関係機関との連携体制を構築する。 
【具体的取組】 
家庭、地域との連携・協働の推進 ／ 関係機関との連携による安全対策の推進 


