
�� �� �� ��

��



� ������	
����������

� ������	
��
���������� ���	���

供花料とは､ 学校の管理下における児童生徒等の死亡で､ 第三者から損害賠償が支払われたこ

と等により､ 死亡見舞金が支給されないものに対して支給するものです｡
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小学校 中学校 高等学校 高等専門学校 幼稚園 保育所 合 計

各

教

科

理科 0

図画工作・美術 0

技術・家庭 0

農業 0

工業 0

保健体育 0

総合的な学習の時間 0

自立活動 0

音楽 0

生活科 0

その他 1 1

特

別

活

動

学級活動 0

児童会・生徒会活動 0

体育的クラブ活動 0

文化的クラブ活動 0

生産的クラブ活動 0

その他 0

学

校

行

事

儀式的行事 0

学芸的行事 0

健康安全的行事 0

体育的行事 0

遠足・集団宿泊的行事 0

勤労生産・奉仕的行事 0

その他 0

課

外

指

導

体育的部活動
武道 柔道部 1 1

その他 山岳部 1 1

文化的部活動 0

生産的部活動 0

水泳指導 0

その他 0

休
憩
時
間

休憩時間中 1 1

昼食時休憩時間中 1 1

始業前の特定時間中 0

授業終了後の特定時間中 1 1

その他 0

寄宿舎 2 2

技能連携 0

通

学

(

園)

中

登校 (園) 中

徒歩 3 1 2 6

鉄道 1 1

自転車 1 3 8 12

原動機付自転車 1 1

自動車 1 1

下校 (降園) 中

徒歩 3 1 4 8

鉄道 0

自転車 8 1 9

原動機付自転車 2 2

その他 1 1

通学に準ずるとき 1 1

合 計 7 5 36 2 0 0 50
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Ｔ字路にさしかかったところ右折してきたワゴン車にはねられ､ 病院に搬送されたが死亡し

た｡

通学班員５名で通学路右側を一列で歩行中､ 前方からかなりのスピードで若干蛇行しながら

走行してきた車に跳ねとばされた｡ 本児は最後尾を歩いていたが､ 班長に用があり､ 先頭まで

来たところ事故に巻き込まれた｡ 本児は跳ねとばされた後､ アスファルトの道路に投げ飛ばさ

れ死亡した｡ 頭部を強打したものと思われる｡

通常の経路を徒歩で登校班メンバーと登校中に､ 歩道に乗用車が乗り上げ先頭にいた本児は

乗用車にはねられた｡ 頭部を始め全身を強打し､ 意識不明の重体となり､ 治療を受けたが意識

は回復せず死亡した｡
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適応指導教室に保護者と自転車で登校中､ 後方から来たミキサー車の左折時に巻き込まれ死

亡した｡
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横断歩道を横断中にトラックにはねられて救急車で病院に搬送された｡ 病院到着時は心肺停

止状態であったが､ その後死亡した｡

青信号で横断歩道を渡っていたところ､ 左折し

てきた��トン以上のトラックの後輪に巻き込まれ

死亡した｡

徒歩で下校中に道路の反対側へ渡ろうとして停

車中の車の陰から飛び出し､ 走ってきた車にはね

られた｡ すぐに救急車で搬送され手術が行われた

が､ 後日死亡した｡

Ⅲ 供花料支給対象の死亡の状況 ��

��
�� 小２年・男 ����

��
�� 小５年・男 ���

��
�� 小５年・女 ����

��
� 小１年・男 ����

��
�! 小２年・男 ����

��
�" 小４年・男 	
��

��
�# 小６年・男 ����
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通学路上で後方から来たトラックにはねられた｡ 救急車にて搬送されたが､ 搬送先の病院で

死亡した｡

����

野球部の練習に参加するため自転車で通学路を登校中､ 交差点の横断歩道の手前で自動車が

通り過ぎるのを待っていたときに､ 自動車が突入してきてはねられ死亡した｡

ヘルメットをかぶり自転車で登校中､ 坂道を下っていて停止線があったが停止せずにスピー

ドが出たまま交差点に入り､ 前方不注意の車と衝突した｡ 頭部をフロントガラスで強打し､ 地

面にたたきつけられ死亡した｡

三叉路で右から来た自動車と衝突し死亡した｡
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信号機のない横断歩道で通行中の車が歩道前で停止するのを確認し小走りで渡っていた際､

南方向から走行してきたトラックにはねられた｡ 現場近くにいた人が救急車を要請し病院に搬

送したが､ 当日死亡した｡
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��
�� 中２年・男 ����

��
�� 中２年・男 ����

��
�� 中２年・男 ����

��
��� 中２年・女 ����

��
��! 中１年・女 ���	

中学校：[Ⅰ] 通学中 (１) 登校中
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学校での出来事による死亡
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当日､ 午前９時から柔道部の練習を開始した｡ 準備運動､ 補強運動に続いて､ ��時��分から

乱取り稽古を始めた｡ 乱取りの始めは立ち技の練習で､ その後は立ち技から寝技までの練習で

あった｡ 約��分後に監督が乱取りに加わり､ 本生徒と組んだ｡ 監督が６本目の乱取り稽古で本

生徒を投げ､ 寝技に入った直後に本生徒の力が抜け､ 意識を失った｡ 監督は寝技で落ちたもの

だと思い心臓マッサージを行ったが､ 意識が回復しないので､ 剣道部の監督に応援を頼み､ 携

帯電話で救急車を要請する一方､ 他の生徒２名に職員室に連絡に向かわせた｡ 救急車が到着し､

酸素吸入､ 心臓マッサージなどの心肺蘇生を行なったが､ 意識は回復せず､ その後医療機関に

搬送されたが､ 約１時間��分後に死亡した｡
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当日､ 山岳部の月例山行として初歩的な岩登りの訓練を行っていた｡ 昼食時の休憩時間中､

ほとんどの生徒が昼食を終え､ 一部の生徒が ｢川で泳ぎたい｣ と申し出たため､ 顧問教諭２人

は協議し､ 注意を与えた上で遊泳を認めた｡ すでに泳いでいた２人からの誘いで､ 本生徒を含

む２人は一緒に浅瀬から対岸で泳いでいる他の生徒のところに泳いでいった｡ 水深が深くなっ

てから間もなくして本生徒が浮き沈みを始め､ 直後に姿が見えなくなった｡ 異常に気付いた顧

問教諭が川に飛び込んで救助に向かい､ 他の生徒も捜索に加わった｡ 他の顧問が､ 携帯電話を

持っていた生徒に救助を要請するよう指示し､ 到着した警察､ 消防署員による捜索も開始され

た｡ 災害発生から約１時間後に発見され､ 直ちに医療機関に搬送されたが死亡が確認された｡
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１時限目終了後の休憩時間中に校舎５階の教室の窓から飛び降り､ そのまま真下のコンクリー

Ⅲ 供花料支給対象の死亡の状況 ��

������ 高３年・男 ��	


������ 高１年・男 ��

����� 高２年・男 � �

�����! 高３年・女 ����



ト地面に落下した｡ 救急車にて病院へ搬送したが､ 出血性ショックにより死亡した｡
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昼休みに５階の廊下側窓から地上に転落した｡ すぐに救急車で病院へ運ばれたが､ 同日死亡

した｡

�����������


放課後､ 教師と補習の打ち合わせをした｡ このときは変わった様子は無かった｡ 翌朝､ 保護

者より学校に連絡があり校内を探したところ､ 倉庫で縊死している本生徒を発見した｡

������

寮の朝礼時に本人が起きてこないので担当舎監が部屋を訪問したところ､ 自室で縊死してい

たのを発見した｡

寄宿舎へ下校後､ ２段ベッドの上段手すりにタオルをかけ､ そのタオルを首に巻きつけた状

態でぐったりしていた｡
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バスに乗るためバス停に向かって交差点の青信号点灯中の横断歩道を歩行中､ 右から信号無

視の普通貨物自動車にはねられ､ 約���先まで飛ばされて転倒し死亡した｡

自由登校期間中であり､ 当日は担任教諭との面談が約束されていた｡ 本人は面談のために学

校へ向かう途上とも考えられるが､ 自宅マンションの８階より墜落し､ 倒れているのを発見さ

れる｡

�� �

期末考査を受験するために登校していたが､ 学校最寄り駅から徒歩で学校へ向かっている途

中で追いかけてきた母親と口論になり引き返した｡ その後､ 同駅を通過しようとしていた特急

列車にはねられて死亡した｡
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���	�
 高１年・男 ���

���	�� 高１年・男 ����	�
��

���	�� 高３年・男 ����	�
��

���	� 高３年・女 ����	�
��

���	�� 高１年・女 ���

���	�� 高３年・男 ����

���	�� 高３年・男 ����

高等学校：[Ⅲ] 休憩時間 (１) 休憩時間中
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部活動の練習に参加するために自転車に乗って登校中に､ 交差点に一時停止の標識があった

がそのまま進入し､ 側面から軽自動車が時速����以上で本生徒に衝突し､ 頭部を強く打ち死

亡した｡

信号のない交差点を北進していた際､ 東側から来た自動車と出会い頭に衝突し､ 飛ばされて

転倒して頭部を強打し後日死亡した｡

電車に乗るために自宅から駅へ向かう通学途中で､ 坂道を下って交差点に入ってきた本生徒

の自転車の後輪が自動車と衝突し､ そのまま本生徒が投げ出され後頭部を強打し､ 死亡した｡

道路を横断しようとして後方から来たワンボックスカーに追突され､ フロントガラス及び道

路で強く頭を打ち死亡した｡

交差点で北から進入したところ､ 西から進入してきた普通乗用車にはねられ､ 乗用車のフロ

ントガラスに頭部を激しく打ち､ 直後に反動で��ｍほど先の路上に叩きつけられ､ 頭部を負傷

した｡ まもなく救急車で病院へ搬送されたが死亡した｡

４トントラックにはねられ頭部を強打した｡ 救急車にて病院に搬送されたが死亡した｡

横からきたダンプカーに衝突され死亡した｡

交差点で左方向から走行してきた４トントラッ

クと出会いがしらに衝突し､ 頭部を強打した｡ 救

急車で病院へ搬送されたが､ 翌日死亡した｡

��������

自宅前の道路で車と衝突し､ ��ｍほど飛ばされた｡ 救急車で病院に搬送されたが死亡した｡

������

�	 


中間テスト終了後､ 通常の経路により帰宅しようとして北門を出てバス停に向かうところで､

スピードを出した車が車道に乗り上げて本生徒にぶつかり､ はねとばされ死亡する｡

Ⅲ 供花料支給対象の死亡の状況 ��

����� 高１年・男 ����

����� 高１年・男 ����

����� 高１年・男 ����

����� 高２年・男 ����

����� 高２年・女 ����

����� 高２年・女 ����

����� 高３年・男 ����

����� 高３年・男 ����

����� 高２年・男 ����

����� 高１年・男 ����



放課後の部活動終了後､ 下校のため本生徒は友人と二人で学校を出発し､ 通学路を通り徒歩

で駅に向かっていた｡ 道路左端を本生徒が先頭で縦列になり歩行中､ 後方から走行してきた普

通車にはねられ､ 頭部及び全身を強く打ちつけて落下し､ 死亡した｡

定期バスを利用して下校中､ 自宅近くのバス停で下車し道路を横断しようとした際､ 右側か

ら走行してきた軽トラックにはねられた｡ 救急車で病院へ搬送され処置を受けたが､ 死亡した｡

通常どおり､ すべての授業を受け､ 終礼後､ 午後４時過ぎに教室を出た｡ 自宅に戻る途中､

自宅マンション５階の踊り場から飛び降り､ 救急車にて医療機関に搬送されたが､ 死亡した｡

����

�字路の交差点で小型トラックと衝突｡ 意識不明となり死亡した｡

片側一車線の信号のない交差点で道路を横断しようとした｡ 渋滞していた車と車の間から出

たところを左から来た乗用車にはねられ､ 頭部を強打し､ 死亡した｡

信号機が青の横断歩道を横断していた際､ 後方から左折してきたトラックに巻き込まれ下敷

きになった｡ 事故直後､ 救急車で病院に搬送されたが､ 同日死亡した｡

交差点において自動車にはねられて救急車で搬送されたが､ 同日死亡した｡

交差点で横断歩道を渡っていた際､ 左折してきたダンプカーにはねられ胸部を打ち､ まもな

く死亡した｡

１時限目の休み時間に気分不良を訴え保健室に来室する｡ 微熱もあったため､ 養護教諭の判

断のもと早退を許可され下校する｡ 最寄の駅まで自転車で向かう途中､ 踏み切りで電車へ飛び

込んだ｡ 受傷後すぐに救急車で病院まで搬送されたが､ 死亡した｡

自宅付近の農道と県道が交差するところを横断中､ 普通乗用車に衝突し死亡した｡

自宅付近の交差点で青信号で直進中､ 右折してきた軽トラックにはねられ頭を強打した｡ 事

故発生後､ すぐに病院に救急車で搬送されたが､ 翌日死亡した｡

��������

十字路で優先道路を走っていた７トントラックと出会い頭に正面衝突し､ 死亡した｡

��

	
��� 高１年・男 ����

	
��� 高１年・女 ����

	
��� 高３年・男 	
��

	
��� 高１年・男 ����

	
��� 高１年・女 ����

	
��
 高１年・女 ����

	
���� 高２年・男 ����

	
���	 高２年・女 ����

	
���� 高２年・女 	
��

	
��� 高３年・男 ����

	
���� 高３年・女 ����

	
���� 高２年・男 ����

高等学校：[Ⅴ] 通学中 (２) 下校中



左カーブを曲がりきれず対向車と衝突した｡ 胸部を強打し､ 心肺停止の状態で病院に救急車

で運ばれたが､ 同日死亡した｡

����

期末考査でカンニングが発覚したため､ 保護者を呼び指導した｡ 保護者とともに帰宅させた

が､ 本生徒は自転車だったため途中で別れた｡ 夕方､ 担任が電話をかけると本人が帰宅してい

ないことが分かる｡ その後､ 警察から ｢自宅マンションから飛び降り､ 病院へ搬送中である｣

との連絡があった｡

�������	
��

本生徒は､ 部活動の顧問に練習前に病院に行くことを事前に連絡しており､ クラスの友人に

も ｢病院に行く｣ と言って駐輪場から自転車で校外に出た｡ その後､ 病院近くのマンションの

��階の通路から転落し､ 病院に運ばれたが､ 同日死亡した｡

Ⅲ 供花料支給対象の死亡の状況 ��

����	
 高２年・男 ����

����	� 高１年・男 ���	

����	� 高１年・男 
���
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自動車にて通学途中､ 普通貨物車と衝突した｡ 事故直後､ 救急車で病院にて移送されたが､

同日死亡した｡

�
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自転車で帰宅中､ 交差点を横断していた際に左方向から走行してきた軽自動車にはねられた｡

救急車にて病院に搬送されたが､ 翌日死亡した｡

��

��� � 高専５年・男 ����

���!" 高専１年・女 ����

高等専門学校：[Ⅰ] 通学中 (１) 登校中


