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第３編 通学中の事故防止の留意点
第１章 学校安全計画の作成
児童生徒等の事件・事故災害はあらゆる場面において発生しうることから、
すべての教職員が学校安全の重要性を認識し、様々な取組を総合的に進めるこ
とが求められている。そのため、学校保健安全法第 27 条で策定・実施が規定さ
れている学校安全計画を作成し、教職員の共通理解の下で計画に基づく取組を
進めていくことが重要である。
また、学校安全計画の作成にあたっては、通学路の状況、雨が多い、雪が多
いなどの気象環境、通学路を見守る体制、JSC の災害共済給付の状況等自分の学
校の実態を把握することから始める必要がある。
学校安全計画は、安全教育の各種計画に盛り込まれる内容と安全管理の内容
とを統合し、全体的な立場から、年間を見通した安全に関する諸活動の総合的
な基本計画として、安全教育に関する事項、安全管理に関する事項及び安全に
関する組織活動について、教職員の共通理解の下で立案することが望ましい。

第３編 第１章

第２章 安全教育・安全管理等
Ⅰ 通学に係る安全教育
学校における安全教育の目標は、日常生活全般における安全確保のために必
要な事項を実践的に理解し、自他の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全
な生活を送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢
献できるような資質や能力を養うことにある。
通学に係る事故の防止には家庭や地域と連携し通学中の安全確保を図るとと
もに、危険を予測し、慎重な運転や通行によって防げる事故が多いので、計画
的な安全教育によって、危険を予測し回避するため、安全な交通の仕方等を徹
底する必要がある。
通学に係る安全教育の内容としては次のようなものがある。
１ 生活安全に関する内容
日常生活で起こる事故の内容や発生原因、結果と安全確保の方法について理
解し、安全に行動ができるようにする。
(1) 登下校（園）における危険の理解と安全確保
(2) 事故発生時の通報と応急手当
(3) 誘拐や傷害などの犯罪に対する適切な行動の仕方など、学校や地域社会
での犯罪被害の防止
２ 交通安全に関する内容
様々な交通場面における危険について理解し、安全な歩行、自転車・二輪
車等の利用ができるようにする。
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

道路の歩行や道路横断時の危険の理解と安全な行動の仕方
踏切での危険の理解と安全な行動の仕方
交通機関利用時の安全な行動
自転車の点検・整備と正しい乗り方
二輪車の特性の理解と安全な利用
自動車の特性の理解と自動車乗車時の安全な行動の仕方
交通法規の正しい理解と遵守
運転者の義務と責任についての理解
幼児、高齢者、障害のある人、傷病者等の交通安全に対する配慮
安全な交通社会づくりの重要性の理解と積極的な参加・協力

３

災害安全に関する内容
様々な災害発生時における危険について理解し、正しい備えと適切な行動
がとれるようにする。
(1) 地震・津波発生時における危険の理解と安全な行動の仕方
(2) 風水（雪）害、落雷等の気象災害発生時における危険の理解と安全な行
動の仕方
(3) 災害に関する情報の活用や災害に対する備えについての理解
(4) 地域の防災活動の理解と積極的な参加・協力
(5) 災害時における心のケア

Ⅱ 通学に係る安全管理
学校においては、児童生徒等が、充実した学校生活を送るために、保護者や
警察等の関係機関、地域の関係団体等との連携を図り、通学時の安全を確保す
ることは重要である。
具体的には、安全な通学路の設定、通学路による登下校の徹底、通学路の要
注意箇所の把握・周知などを行う必要がある。例えば、通学路の要注意箇所の
安全マップを作成し、それらの情報を児童生徒等に周知する。また、地域の関
係機関等との連携を図り、登下校時の緊急の際の避難場所を児童生徒等に周知
したり、登下校時の緊急の際の対処法の指導などについて検討したり、必要な
対策を実施することなどが考えられる。
第３編 第２章
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１

通学路の設定と安全確保
通学の安全管理は、児童生徒等の通学時における安全の確保を目的とする
もので、通学路の設定とその安全確保及び通学の手段に対応した安全管理が主
な対象となる。特に、中学校や高等学校における生徒の通学手段は、徒歩に加
えて、自転車やバス、電車、場合によっては二輸車や自動車など多岐にわたる
ことから、それぞれの交通手段の特性を考慮した安全管理が求められる。また、
通学の安全管理については、交通安全だけでなく、誘拐や傷害などの犯罪被害
防止や防災の観点からも対策が必要である。
なお、通学の安全確保には児童生徒等の行動が大きくかかわるので、児童生
徒等の行動の自己管理が極めて重要となる。したがって、安全管理だけでなく
計画的な安全指導が不可欠であり、両者を特に密接に関連付ける必要がある。
さらに学校、家庭、地域社会がそれぞれの役割を果たし責任を持って児童生
徒等の指導に当たることが重要である。
通学路の設定とその安全確保に当たっては、交通事情等を考慮するとともに、
誘拐や傷害などの犯罪被害防止についても考慮し、教育委員会をはじめ関係機
関と協議し、可能な限り安全な通学路を設定する。なお、児童生徒等の通学路
が一人一人違うため、保護者が状況等を把握し、児童生徒等に安全確保のため
の指導を行うことも重要である。さらに、通学路の安全性が恒常的に確保され
るよう、交通安全施設の新設や改修などを含め、保護者、警察や地域の関係
者等の協力も求めて、対策を講じておく必要がある。

文部科学省・国土交通省・警察庁では通学中の交通事故の多発を受け平成
24 年 8 月に
「通学路の交通安全の確保に関する有識者懇談会意見とりまとめ」
を公表しており、この中では次の点がポイントとして示されている。
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1．
「子どもの命を守る」ための道路交通環境の整備について
（1）
「歩行者と車両の分離」と「自動車の速度の低減」が重要
（2）生活道路の通学路においては、ゾーン対策が効果的
（3）ハンプや狭さくなどの各対策の特徴を理解し、適切な対策を選択す
ることが重要
（4）対策の普及のためには、対策効果の検証が必要
（5）
「子どもの命を守る」というメッセージを明確に打ち出すことが重要
2．関係機関等の連携・協力による地域全体の安全確保について
（1）コーディネータ、リーダーの存在や受け皿となる窓口の一本化が必要
（2）地域住民、保護者の協力・参画による地域の合意形成が必要
（3）学校や PTA が発信源となった合意形成が有効であり、合意形成のルー
ルが必要
（4）体系的な行動計画による継続的な取り組みと予算の確保が重要
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3．危険性を予測し、自らの身を守るための交通安全教育の効果的な促進について
（1）危険を予測し、回避するという交通安全教育の基本の徹底が重要
（2）児童生徒・保護者に対するより実践的な交通安全教育・指導が重要
4．その他、自転車利用等について
（1）自転車の利用環境を整えるには、道路空間の「整理整頓」が必要
（2）登下校時の交通事故特性からみた事故対策の徹底が重要

２ 安全な通学方法の策定・実施
通学の安全を確保するためには、通学路の設定等のほかに、地域の道路や交
通事情に即した通学手段を選ぶとともに誘拐や傷害などの犯罪被害防止の視
点で、適切な安全管理の下に通学するようにする。その際、特に次の事項に配
慮する必要がある。
(1) 交通手段の違いによる安全確保
ア 徒歩及びバス、電車等交通機関利用による通学の安全確保
利用される交通機関等は地域や学校の実情等により大きく異なる。これ
らの実態に応じて、安全管理を行う。また、悪天侯時等の状況における
安全確保についても検討しておく。
イ 自転車通学の安全確保
自転車通学での安全確保では、通学における使用のきまりの遵守、自
転車に関する道路交通法等関連法規の遵守、車両の点検整備、駐輪にお
ける管理、学校周辺や校門周辺における一般交通や他の生徒との混雑緩
和、乗車時の行動等について安全管理を行う。その際、通学時間帯に応
じた管理についても考慮する。
ウ 二輪車や自動車による通学の安全確保
二輪車や自動車による通学での安全確保についても、通学における使
用のきまりの遵守、車両の点検整備、駐車における管理、学校周辺や校
門周辺での他の生徒との混雑緩和、乗車時の行動等について安全管理を
行う。その際、二輪車や自動車は歩行者等に対する加害事故を起こしや
すいことに留意する。
３ 犯罪被害防止のための安全確保
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登下校時の誘拐や傷害などによる犯罪被害防止については、学校、家庭、
地域社会が、それぞれの状況を勘案し、適切な役割分担の下で協力しつつ、
児童生徒等の安全を確保することが求められている。例えば、教職員や保護
者が実際に通学路を歩き、誘拐や傷害などによる犯罪被害防止の観点や交通
事情等を考慮し、関係者が議論して可能な限り安全な通学路を設定するとと
もに、通学路を点検し、要注意箇所があれば保護者や警察、自治会などの関

係者の間で共通認識を持ってそれぞれの立場に応じて対応することが必要
であり、通学路の安全点検と要注意箇所の周知、環境改善等の働きかけが重
要である。また、地域全体で児童生徒等を見守る体制を整備するなど、通学
路に不審者を近付けない、あるいは犯行に及ばせないことも重要である。さ
らに、児童生徒に対しても「通学安全マップ」や「地域安全マップ」の作成
などを通して危険箇所を周知するとともに、危険予測・回避能力を身に付け
させることが必要であり、管理と指導を一体的に行うことが重要である。
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４ 地域ぐるみで見守る体制整備と情報の共有
交通事故や不審者等から児童生徒等の大切な生命や安全を確保するため、
学校において努力することは当然であるが、その広範な内容からみて、学校
の教職員だけでは十分とはいえない。そのため、警察と連携をとりながら、
学校と保護者、地域の関係団体等との間で、登下校の安全確保に関する情報
を共有し、適切な役割分担の下で協力しつつ学校周辺、通学路での安全を確
保するなどの組織的な活動が必要である。
したがって、家庭では日ごろから、児童生徒等が事故や誘拐や傷害などの
犯罪の被害から自分の身を守るために注意すべき事項、例えば、自宅周辺や
通学路周辺の危険箇所、いざという時の駆け込み先、防犯ブザーなど防犯用
具の使い方、送り迎えの約束、一人在宅時の電話や訪問者への対応等に関し
て話し合っておくことが必要である。また、学校は、警察、PTA、自治会、
地区交通安全協会、地区防犯協会、青少年教育団体等の協力を得ての要注意
箇所の情報や不審者等の情報について速やかに伝達できるようにするとと
もに、学校内外や地域の巡回、「声かけ運動」等を学校と地域、関係機関・
団体が一体となって展開することなどが必要である。
そして、地域では、様々な安全ボランティア団体が児童生徒等の安全を守
るために活動していることから、学校においても、このような団体に直接働
きかけ、PTA や関係諸機関と連携を図りながら児童生徒等の安全確保に取り
組み、地域ぐるみで地域や学校の安全を高めることが必要である。また、情
報の収集・共有化を進めるため、迅速性・確実性に配慮し、学校、家庭、地
域関係団体等が電子メールやホームページを活用することや、ICT を活用し
た防犯の取組を検討すること等も登下校時の安全を確保するために有効で
ある。
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Ⅲ 登下校時における緊急事態発生時の対応
児童生徒等の通学途中で、事件・事故災害が発生した場合には、学校は、い
つ、どこで、誰が、どんな事件・事故災害に遭ったのか正確な情報を得るとと
もに、関連機関と連絡をとって、事件・事故災害に応じた対応がとれるように
する必要がある。その際、情報を総合して、現場や医療機関等に教職員を派遣
することや関係機関への連絡、保護者への連絡などの対応を素早く行うことが
求められる。そのため、前もって事件・事故災害発生時の対応について検討し、
緊急事態に即対応できるようにしておくことが重要である。
１ 登下校時における緊急事態発生時の体制
日ごろから、学校と保護者、地域の関係団体等との間で、情報を迅速かつ確
実に共有できる体制を整えておくことが大切である。
また、登下校時における緊急事態発生時には、各学校の危険等発生時対処要
領（危機管理マニュアル）に従って、被害者等の安全確保、登下校の安全確保
など、地域における取組と学校の取組の両面から対応を行うことが大切である。
２ 登下校時における緊急事態発生時の対応
登下校時における緊急事態発生時の対応として、次の対応が考えられる。
学校に登下校時の事件・事故災害情報が入った時点で、その概要を把握し、
緊急に対応しなければならない情報なのかどうかをチェックする必要がある。
緊急対応が必要と判断した場合には、児童生徒等の安全確保を図る取組を迅
速・的確に行う必要がある。その際、最初に児童生徒等の安全確保などに取り
組めるのは、緊急事態の発生現場付近にいる地域の人たちである。したがって、
110 番通報、学校への情報提供など、日ごろから地域の人たちの協力が得られ
る体制を構築しておく必要がある。学校は、緊急事態の発生を直ちに全教職員
に周知し、危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）に基づき、近くのボ
ランティア等への支援要請、現場（病院等含む）への急行、情報収集と整理な
ど、被害者等の安全確保を行う必要がある。なお、緊急対応が必要でない場合
でも、状況を十分に把握し、必要に応じ関係機関等に通報するとともに、ボラ
ンティア等の協力を得て、対策を強化することが求められる。
緊急に対応しなければならない情報があり、被害者等の安全確保を行った後、
あるいは、それとほぼ同時に、登下校時の児童生徒等に被害が及ぶ危険性があ
る場合は、児童生徒等の状況（登校中・下校中、登校前、帰宅後など）に応じ
て、保護者への引き渡しや集団登下校など児童生徒等の安全を確保しなければ
ならない。また、警察の緊急パトロールの要請、地域住民・保護者・安全ボラ
ンティア等のパトロールの要請など、登下校の安全確保を行う必要がある。
なお、保護者への引き渡しについては地震災害発生時など、情報伝達ができ
ないことや保護者等の迎えが不可能な事態を想定し、あらかじめ保護者等との

間で災害の規模や状況によって引き渡しの基準や条件を詳細に決めておいた
り、家庭の状況を把握し、保護者等の帰宅が困難になるような家庭の児童生徒
等については、学校に留めるなどの事前の協議・確認が必要である。
事態が収束した後、その事態の発生要因を分析し、また、事態への対応を見
直すことによって、日ごろの対策と緊急対応を改善する必要がある。また、養
護教諭やスクールカウンセラーを中心に心のケアを行うとともに、情報を整理
し教育委員会等への報告書や災害共済給付に関する請求書を作成し、請求する
ことも必要となる。また、あらかじめ決めておいた役割分担により、教職員が
一体となって「保護者等への説明」
、
「心のケア」などの事後の対応や措置を適
切に行うことも必要となる。また、これまでの安全対策や記録等を基に問題点
や課題を明らかにし、地域等との連携を一層深め、登下校時の安全対策の改
善・強化を図るようにする必要がある。

第３編 第２章
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図３－２－１

登下校時における緊急事態発生時の対応例

事件・事故災害の学校への第一報

状況によって、警察・教育委員会等に通報及びボラ
ンティア等と連携を図った対策の強化

学校内では危機管理マニュ
アルに基づき周知・対応

緊急対応が必要か
必要なし
必要

被害者等の安全確保
学校の取組

地域における取組

◯未通報の場合は 110 番通報
◯近くのボランティア等への支援要請
◯現場（病院含む）に急行し、情報収集
と整理
◯教育委員会等への第一報と支援要請

◯110 番通報（発見者）
◯学校への情報提供
◯子どもの安全確保・避難誘導
◯学校の緊急対応の支援
【負傷者がいる場合】
◯119 番通報
◯救急車到着までの応急手当

【負傷者がいる場合】
◯未通報の場合は 119 番通報
◯負傷者の保護者への連絡

加害者が関与しているか
いない。
いる。確保されていない

いるが確保されている。

登下校の安全確保
学校の取組

地域における取組

◯安全確保までの子どもの保護と保護 ◯緊急パトロールの実施
者への引き渡しや集団登下校（通学路 ◯保護者同伴による集団登下校
における子どもの把握・対応）
◯学校の緊急対応の支援
◯地域住民・保護者・ボランティア・警
察・教育委員会等への支援要請
（必要に応じ）
◯教職員等による緊急パトロール
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登下校時の安全対策の強化

第３章 領域別（交通・生活・災害）事故防止の留意点
Ⅰ 交通事故防止の留意点
～事故統計からみた小学生から高校生までの交通事故発生状況について～
大阪市立大学大学院工学研究科 准教授 吉田 長裕
１．関連事故データについて
交通事故に関する統計データには、いくつか種類がある。人の属性に着目し
たものでは、人口動態に関する厚生統計、警察事故統計、保険会社などが公開
する統計情報などがある。これらの公開されているデータからは、加齢や経年
変化の傾向を見ることはできるが、小学生～高校生のそれぞれの事故率をより
正確に求めるのは困難な状況にある。その理由として、学年別都道府県別の事
故データが一般公開されていなかったり、学年別の交通手段構成率や移動距
離・時間といった通学状況がほとんどわかっていないからである。国勢調査で
は、10 年に 1 回の頻度で通学地への交通手段が調査対象に含まれているが 15 歳
未満は対象となっていない。また、主に交通計画の分野において交通手段分担
率を比較する際に使われる全国都市交通特性調査（パーソントリップ調査）は、
5 歳以上を対象とした世帯サンプリング調査であるが、全国都道府県別には比較
できない。一方、文部科学省でも「スクールバスの実態調査」など一部の交通
手段に関する調査や通学路の緊急合同点検があるものの、体系的に示されてい
るものはない状況にある。
一方、海外における子どもに関わる交通データに関しては、英国を例にとる
と National Travel Survey という交通調査の NTS web table NTS0613～06181)
の項目で、通学目的の交通実態が報告されていたり、さらに交通安全教育の実
施状況についても EU レベルでの調査レポートが 2005 年に公開されている 2)。一
般的には、こういった統計データ分析に基づいて、事故リスクの高いグループ
を特定したり特徴を発見した上で、効果的な対応策を検討することが望ましい。
以上を踏まえ、国内における児童の交通事故実態については不完全ではある
が、活用できる断片的なデータを用いて、平成 24 年の事故の特徴から留意点を
示したい。
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２．統計データによる子どもの関連する交通事故
（１）人口動態調査における「交通事故」における死者数
人口動態調査は、厚生労働省所管の統計データで、その中に交通事故による
死者数の統計データがある。これは、陸上、水上および航空交通の事故を原死
因とする死亡者（おおむね事故後 1 年間の死者数）を計上したものである。こ
の年齢別の死亡率（対人口 10 万人）の経年変化をみると 3)、年々減少傾向に
あり、とくに「5-9 歳」、
「0-4 歳」の減少率が大きいことがわかる（図-1）。ま
た、平成 24 年（2012）の死亡率をみると、14 歳までは加齢とともに減少し、
その後 24 歳まで増加した後、再度減少傾向にあることが読み取れる。なお、
人口 10 万人あたりの死亡率では、は 0.9（0-4 歳）、0.8（5-9 歳）、0.6（10-14
歳）、4.1（15-19 歳）となっている。
（人/10万人）
30

0-4歳

5-9歳

10-14歳

15-19歳

20-24歳

25-29歳

25
20
15
10
5
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

図-1 「交通事故」の経年変化（H24 年人口動態調査）
次に、平成 24 年（2012）における事故区分別「不慮の事故」では 4)、1～14
歳では「交通事故」の占める割合が約 4 割と最も高く、次いで「溺死・溺水」
が約 3 割弱となっているおり、交通事故が主たる死因になっていることがわか
る（図-2）。
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図-2 事故区分別「不慮の事故」の年齢別比較（H24 年人口動態調査）
（２）交通事故統計
①交通事故による死者数の経年変化と事故率
交通事故統計は、警察庁により公開されているもので、
「道路において車両等
及び列車の交通によって起こされた事故で人の死亡又は負傷を伴うもの（人身
事故）
」である。これらの統計資料を用いて作成された交通安全白書 5)の中で、
年齢層別の交通事故死者数
（事故発生後 24 時間以内）の経年変化をみたところ、
平成 2 年より 15 歳以下の死者数が最も少なくなっていることがわかる（図-3）。
状態別では、15 歳以下では「歩行中」が約 5 割弱と最も多く、次いで「自動車
乗車中」が約 3 割、
「自転車乗車中」が約 2 割となっている。なお、15 歳以下の
死者数は 92 人（うち、女性 34 人）となっており、人口 10 万人あたりの死者数
は 0.51 人（15 歳以下）、3.50 人（16～19 歳）となっている（図-4）。
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図-3 年齢層別交通事故死者数の推移（出典：平成 25 年版交通安全白書）
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図-4 男女別年齢別交通事故死者数の状態別構成割合
（出典：平成 25 年版交通安全白書）
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②小学生～中学生までの人身事故発生状況
学年別の事故統計より、人口 10 万人あたりの事故率を求めた。その結果、死
亡率に関しては小学生の低学年から高学年になると約 1/2 となり、中学生にな
ると増加に転じていた。負傷率は死亡率に比べて約 1000 倍近いオーダーの多さ
であり、小学生の高学年で減少割合は約 15%程度にとどまっている（表-1）
表-1 学年別にみた死亡率・負傷率の比較
小学生
中学生
1～3
4～6
年生
年生
人口 10 万人あたり死亡
者数（人）
0.64
0.34
0.51
人口 10 万人あたり負傷
408
343
402
者数（人）
③登・下校目的の人身事故発生状況
次に本調査研究で求めた全死傷者数に占める登下校目的の構成率を見ると、
小学生 1～3 年生で 12.7%だったものが 4～6 年生では 6.8%と低くなっており、
中学生になると小学生低学年の 2 倍以上となっている（表-2）。
表-2 目的別学年別の死傷者数の比較
小学生
中学生
1～3
4～6
年生
年生
登・下校目的死傷者数（人）
1,701
816
3,988
全目的の死傷者数（人）
13,387
11,963
14,305
登・下校目的死傷者の構成
6.8
27.9
率（%）
12.7

高校生
12,680
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３．発達段階に応じた交通事故状況とその対応に関する考察
本調査研究における分析結果に加えて、２．の基礎的な交通事故に関わる統
計データを踏まえ、学校の管理下における登・下校目的の事故について留意点
を考察する。
小学校においては、死者数は他国に比べて低い状況にある 6)。徒歩による登
校・下校が原則となっている中でこのような状況にあるのは、とくに関係者に
よる登下校時間帯における支援活動の成果と考えられる。事故統計からは、登・
下校目的の死傷者数の占める割合は高学年になると低下していることから、加
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齢とともに学校の管理下における登・下校目的の安全は高まっていると言える。
しかしながら、これは同時に学校の管理外での事故が増えていることを意味
し、全目的の死傷者数はそれほど減っていないことから、交通安全に関わる技
能を十分に身につけているとは言えない。とくに小学生の 4～6 年生では、判断
力、危険予測・回避能力も通学路においてある程度習得できる年齢に達してい
ると考えられるが、登・下校時に習得した技能が通学路以外の他の交通場面に
十分に反映されていない可能性がある。これに加えて、過信によって事故に巻
き込まれている可能性もある。また、自転車による登・下校はほとんど認めら
れていない状況にあると考えられるが、内閣府「平成 22 年度自転車交通の総合
的な安全性向上策に関する調査報告書」7)によると、平成 20 年の 7～12 歳の自
転車事故件数は 15,591 件と 13～15 歳よりも件数が多くなっている実態にある。
このことは、自転車の正しい乗り方を十分に習得できないままに、歩行者に近
い感覚で、週末等における親同伴での自転車利用から日常的な単独利用に移行
している可能性がある。こういった点への対応については、地域の実情を踏ま
えながら、家庭と学校、地域社会との連携による教育・学習機会の確保が不可
欠である。とくに小学生低学年では、相対的に危険予測などの能力が十分に身
につけることが困難な状況にあることから、家庭、学校、地域が連携および役
割分担して地域交通および交通安全に関する情報を共有し、児童を取り巻く環
境を支援していく必要がある。自転車利用の多いデンマークでは、学校での様々
な科目の中に自転車が取り入れられているだけでなく、自転車教育では、①理
論→②実技・テスト→③親へのフィードバックの順に進められおり、学校での
学習内容が行動面に反映されているか実技によるチェックされ、その結果が親
に知らせられるようになっている。その後、親による個別補習を経て基本的に
は親が子どもの自転車利用の最終判断をしている。その結果、9 歳から 12 歳に
かけて一人での自転車外出できる生徒が飛躍的に増えている状況にある。
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図-5 自転車安全対策に関する海外調査（国際交通安全学会）
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次に中学生に関しては、小学校 21,460 校から 10,699 校（平成 24 年度学校基
礎調査）と約半分に減っていることから、通学範囲が広がり、それに従って通
学方法も徒歩から自転車に変化していることが想定される。自転車に関しては、
道路交通法上「車両」に分類され、幼児・児童（13 歳未満）はヘルメット着用
の努力義務があり、通行場所について普通自転車は 13 歳未満は歩道通行が認め
られているが、13 歳になると車道通行しなければならないように、従う通行ル
ールが大きく変わることになる。他にも「自転車及び歩行者専用」の標識等が
ある歩道は通行することができるが、自転車横断帯の通行義務や横断歩道では
歩行者の通行を妨げる恐れのある時は降りて渡らなければならないなど、多く
の複雑な規則を守らなければならない現状にある。また、事故が発生したとき
の責任能力については、12 歳頃から保護者から本人の責任に変わっていく時期
でもある。このような状況変化をもとに事故統計データをみると、死傷率は小
学校から増加に転じているが、歩行中の死者数、負傷者数は減少していること
から 8)、その増加分の多くが自転車によるものと考えられる。また、通学・下校
目的の死傷者数の占める割合は、小学生高学年よりも 4 倍程度に高まっている
ことがわかる。以上を踏まえ、中学生に対しては、車両としての自転車利用を
前提とした交通ルールおよび安全利用に関する指導が重要である。また、学校
区とともに活動範囲が広がることによって、小学生の時とは異なる道路環境に
遭遇することもあるため、新たな危険箇所に関する知識等の習得をし、これま
での培った経験を新たな知識で書き換えることを学習教育機会の中に取り入れ
ていくことが効果的であると考えられる。また、通学手段として自転車の使用
を認めていない学校においても、学校の管理外で自転車利用の実態があり、交
通および交通安全教育を将来自立した大人として社会参加するための重要な素
養の一つ、或いは初期段階と位置づけ、地域とともに教育・学習機会に取り入
れていくことを検討することも重要である。
次に、高校生に関しては、中学校に比べてさらに校数が約半分になっている
ことから通学距離の増加に伴って、利用する交通手段に大きな変化があると考
えられる。これらの実態についてはほとんどわかっていないが、統計データか
らは、登・下校目的の死傷者数が中学に比べて 3 倍程度に増えており、その内
容については、自転車が関係している可能性が高い。利用率が高いこともある
が、自転車事故のピークも 16 歳の時となっていることから、高校生になって自
転車通学を始める生徒が多いと考えられる。こういった利用状況に対して、国
内の自転車利用環境はあまり整備されておらず、通行ルールに関する知識、技
能が十分に習得できる機会のないままに、歩行者の感覚で自転車を利用してい
るのが実態ではないだろうか。このことは、事故時の交通違反の内容からも窺
えることである。そのため、やはり交通および交通安全教育の機会を保証して
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いくことはもちろんのこと、過信等による誤った交通行動を修正しつつ、様々
な交通環境の中での応用力を身につけることのできるように指導等を行ってい
くことが重要である。
最後に、本調査研究は学校管理下における交通事故を対象としたものである
が、その周辺の統計情報も援用しつつ、子どもを取り巻く交通事故の状況をと
らえ直してみた。そこからわかることは、こどもの交通スキルを社会で自立で
きるようになるための基礎素養として捉えることの重要性であり、発達段階に
応じて学校が主体となり地域との連携の中で継続した交通および交通安全教育
に関する取り組みを実施することの重要性である。こういった交通および交通
安全教育の本質が、学校保健安全法に定められた学校安全計画に少しでも反映
され、実行されることを強く期待したい。
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Ⅱ 犯罪被害防止の留意点 ～通学路の防犯対策～
兵庫教育大学大学院 教授 西岡 伸紀
ここでは，日本スポーツ振興センターの災害共済給付及び警察庁の犯罪情勢
の統計を参考に，通学路における子どもたちの犯罪被害の実態を概観し，防犯
対策の内容や留意点，対策実施に活用できる公的資源を紹介する。
１．実態
既に述べている通り，上記災害共済給付統計によれば，平成 11 年度から 24
年度の死亡については 16 件あり，小学校低学年，高校生が多かった。そのうち
の 10 事例をみると，主な発生場所は，駐輪場，道路，自宅マンションであり，
自宅近辺での発生が多く，10 事例においては，全て，被害者が単独の場合であ
った。また，小学生では全て下校中であったが，高校生では，登校中と下校中
が同件数であった。
次に，負傷については異なる状況もみえる。例えば，前述の平成 24 年度の災
害共済給付統計によれば，発生件数は，死亡件数に比べて多いこと，小，中，
高と校種が進むにつれ多くなることがわかる。被害者の男女の割合は，いずれ
の校種もほとんど同じであり，加害者は不審者や見知らぬ者が大半であった。
ただし，中学生男子では，同じ学校の生徒，他校生などによる暴力行為の方が
多かった。発生の状況は，いずれの校種においても，下校中が大半を占めた。
また発生場所はほとんど道路であったが，少数ながら公園・遊園地も認められ
た。なお，単独か否かは示されていない。
一方，警察庁は，刑法犯に関わる子どもの犯罪被害の全国統計を毎年公表し
ている。統計は通学路に限らない犯罪被害を取り上げているが，犯罪被害の動
向の確認や対策の検討に参考になる。平成 24 年の統計によれば，人口当たりの
被害発生率は，未就学児から，小学生，中学生，その他の少年（高校生，有職・
無職の少年等）と，年齢段階が高くなるほどが高くなった。被害の主な罪種は，
小，中，その他の少年において概ね共通しており，窃盗が圧倒的に多く，暴行，
傷害，強制わいせつ，恐喝等が続いた。発生場所は駐車（輪）場が最多である
が，それには，全体の約 85%を占める窃盗の発生場所が主に駐車（輪）場である
ことによる。窃盗以外で件数の多い暴行，傷害，強制わいせつなどの発生場所
は道路上であった。
警察庁統計も参照すると，日本スポーツ振興センターの通学路の犯罪被害に
関わる死亡と負傷の統計は次のようにまとめられると考えられる。
第３編 第３章

- 52 -

・犯罪被害は，校種が進むにつれて多くなる。ただし，死亡は小学校低学年
が多い。
・発生場所は，道路上，駐輪場などが多い。
・発生時間帯は下校時の方が多い傾向にあり，死亡の場合には，被害者は全
て単独であり，その多くが自宅近辺で被害を受けている。
２．対策：危機管理の視点から
以上の実態は犯罪被害を網羅するものではないものの，被害が多岐にわたるこ
とが理解できる。実態を参考にしつつ，対策について述べる。
まず，対策は，学校安全における危機管理を踏まえ，以下のように事前・発生
時・事後の 3 段階に分けて検討する。
①事前の危機管理：事件・事故の発生を未然に防ぐ
②発生時の危機管理：事件・事故の発生時に適切かつ迅速に対処し，被害
を最小限に抑える
③事後の危機管理：危機が一旦収まった後，心のケアや授業再開など通常
の生活の再開を図るとともに，再発の防止を図る
対策では，①の発生防止を重視しつつも，②の発生時，③の事後のいずれも必
要になる。なお，心のケアについては，文部科学省「子どもの心のケアのため
に―災害や事件・事故発生時を中心に―」などの別資料を参照していただき，
ここでは扱わない。
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３．対策の内容
次に，危機管理の段階に応じた具体策を挙げると，子どもたちの防犯に関する
資質や能力を高めるための防犯教育，通学路やその近辺の物理的環境及び社会
的環境を整えるための安全管理，校内及び校外での組織活動（教職員，保護者，
地域住民，関係機関等との連携）がある。ここでは，各活動について述べる。
さらに，活動の際に有用と考えられる公的資源を紹介する。これらの資源は既
に各校に配布等されており，活用が期待される。
１）防犯教育
（１）ねらい
防犯教育のねらいには次の 3 つがある。
①日常生活における犯罪被害の現状，原因及び防止方法について理解を深
め，現在及び将来に直面する防犯上の課題に対して，的確な思考・判断
に基づく適切な意志決定や行動選択ができるようにする。
②日常生活の中に潜む様々な危険を予測し，安全な行動（危険を回避する
行動）をとることができるようにする。

③自他の生命を尊重し，安全で安心な社会づくりの重要性を認識して，学
校，家庭及び地域社会の安全活動に進んで参加し，貢献できるようにす
る。
①の犯罪被害の現状については，事件等の内容，発生の可能性（危険性）
，原
因については，発生の場所，状況，被害者の行動などがある。また，防止の方
法については，安全な行動，及び安全な環境の保持や改善などが挙げられる。
さらに，意志決定，行動選択に関わっては，犯罪被害の現状等の理解が基盤に
なるが，加えて，意志決定等に影響する要因（仲間からの圧力，個人の経験等）
，
要因への対処の仕方（圧力への適切な対処法）などが考えられる。
②の危険予測，危険回避は，行動，状況，環境などに潜在する危険（発生す
る可能性のある危険）を予測し，危険を回避するものである。これは実践的な
内容になるが，その学習の前提として，危険な状況等としては，人通りが少な
い，死角になっている，暗いなどがあること，犯罪の起こり方として，車から
の誘い，車による連れ去り，声掛けなどがあること，危険回避や対処行動とし
て，誘いにのらない，逃げる，声を上げるなどを理解しておく必要がある。
③の安全で安心な社会づくりの重要性の認識については，例えば，自分たち
の地域等の具体的な取組や活動等を知り，それらの意義や価値を考えることな
どが挙げられる。さらに，具体的な取組や活動への関わり方を知ること，活動
を実践することなどある。
（２）発達段階の考慮
小学生では，学年段階が下がるほど抽象的思考が困難であるので，指導内容
や教材などには具体性が強く求められる。例えば，場所や状況などでは，校区
内の類似する場所などを示したり，対処法を具体的に示したり，DVD 教材を視聴
したりすることが挙げられる。その際，恐怖心を煽ることは避けるべきである。
深刻な内容が適切な行動の育成につながるとは限らない。
中学生では，理にかなった科学的な内容が求められる。すなわち，単なる禁
止やルールの遵守のみならず，禁止やルールの意義，適切な行動の根拠などを
示したり考えさせたりする必要がある。また，危険な行為や状況への仲間から
の圧力が高まることがあるので，圧力への対処の学習も必要になる。
高校生では，課題を社会的に捉えたり，実際に活動したりする能力が向上し
ており，防犯上の課題や対策を社会的に捉えたり，防犯活動に参加したりする
ことが考えられる。より低年齢の子どもたちに影響を与える存在であることも
自覚させたい。
（３）活用できる公的資源（教材等）
防犯教育には以下のような公的資源が活用できる。
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教材①：小学校指導用 DVD「安全に通学しよう」
（文部科学省，平成 25 年 3 月，
国内の全小学校に配布済み）
関連する内容：
・犯罪に巻き込まれないための方法
・声をかけられる，つきまとわれるなどの犯罪にあった場合の対処（逃
げること，事後に通報することを含む）
・見守っている人たちからのメッセージ（取組，意見，願いなど）

教材②：小学校低学年向けリーフレット「大切ないのちとあんぜん」
（文部科学
省，平成 18 年 1 月，国内の全小学校に配布済み，文科省ホームページよ
りダウンロード可）
内容（全体）
：
・自宅や通学路の周辺の危険な場所や緊急の避難先
・学校や自宅の生活の振り返り
・命や安全を守るための約束
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２）安全管理
（１）物理的環境の管理
通学路及びその周辺の環境を定期的に点検し，必要に応じて通学路を変更し
たり，関係機関に対して整備，改善を要請したりする。具体的には，死角の解
消，街灯の設置，切れた電球の交換，落書きの消去，空き家等への対応などが
挙げられる。
（２）生活行動等の管理
生活行動等の管理としては，具体的には，登下校に関わる決まりや方法を定
めることにより，子どもたちの登下校における通学路の遵守，集団の登下校，
複数人数での下校などを図ることなど挙げられる。
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３）組織活動
（１）校内連携
登下校の方法，通学路やその周辺における危険箇所及び緊急避難先，登下校
の安全に関わる指導，登下校における緊急事態発生時の対応等に関して共通理
解する。さらに，危険等発生時対処要領を踏まえ，緊急時の対応に関する演習，
訓練等を行い，対応能力を高める必要がある。
（２）家庭との連携
一般的には，家庭は，地域の見守り活動に参加することや緊急避難先の役割
を果たすことが期待されている。加えて，子どもの安全能力を高めたり，自他
の生命尊重の態度を育てたりすることも家庭の重要な役割である。各家庭は，
自宅周辺，通学路などの安全に関する状況に個別性があることから，自宅周辺
や通学路における固有の危険個所，緊急避難先等を把握し，それを踏まえた安
全対策について，子どもに指導をする必要がある。一方学校は，日常的な連携
をとりつつ，必要な教材や情報を提供することにより，これらの活動を支援す
ることができる。
（３）地域との連携
地域には，地域の安全な環境を整備し，安全・安心な地域社会を築く役割が
ある。また，子どもたちの見守り活動，緊急避難先としての協力，学校での防
犯教育の支援などの役割が期待されている。例えば，警察官OB等のスクールガ
ード・リーダーを連携の核として位置付け，同リーダーが各学校を巡回し，警
備のポイント等を指導したり，学校や通学路で子どもたちを見守る学校安全ボ
ランティア（スクールガード）の養成・研修などを行ったりすることなどが挙
げられる。
また学校は，地域と日常的な連携をとりつつ，以上のような活動を推進する。
その際，地域学校安全委員会を活用することが有用である。地域学校安全委員
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会は，学校が，PTA，地域のボランティア，自治会，警察などの関係機関と同じ
テーブルにつき，意見交換や調整を行う連絡会議である。学校安全上の課題を
明確にしたり，様々な組織が連携して解決に取り組んだりするための貴重な機
会である。
（４）校内，家庭，地域等の包括的な連携
登下校における安全確保のためには，校内連携，家庭や地域との連携を包括
的に進める必要がある。具体的内容は次の通りである。
◆登下校時における安全確保の体制
登下校時において，幼児児童生徒の安全が確保されるよう，次のような措
置を講じているか。
①幼児児童生徒に対し定められた通学路を通って登下校するよう指導して
いる。
②通学路において人通りが少ないなど，幼児児童生徒が登下校の際に注意
を払うべき箇所をあらかじめ把握し，例えば，マップを作成して，幼児
児童生徒，保護者に周知するなどして注意喚起している。
③登下校時等に万一の場合，交番や「子ども１１０番の家」等の幼児児童
生徒が緊急避難できる場所を幼児児童生徒一人一人に周知している。
④幼児児童生徒に対し，登下校時等に万一の事態が発生した場合の対処法
（大声を出す，逃げる等）を指導している。
◆不審者情報がある場合の連絡等の体制
学校周辺等における不審者等の情報が入った場合に，次のような措置をと
る体制が整備されているか。
①警察にパトロール等の実施を要請するなど速やかに警察との連携を図
る。
②緊急時の幼児児童生徒の登下校の方法について，あらかじめ対応方針を
定めている。
③幼児児童生徒の安全確保のため，ＰＴＡや地域住民等による学校支援の
ボランティアから学校内外の巡回等の協力を得る。
（文部科学省，「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育，より）
緊急事態発生時及び事後の対応にも同様な連携が必要である。詳細は次頁の
図である。
第３編 第３章
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（文部科学省，「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育，より）
（５）活用できる公的資源（研修用資料等）
組織活動には以下のような公的資源が活用できる。
資料①：小学校教職員研修用 DVD
「子どもを事件・事故災害から守るためにできることは」
（文部科学省，平
成 21 年 3 月，国内の全小学校に配布済み）
・特に関連するセッション「７．安全ですか 通学路」
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資料②：中学校，高等学校教職員研修用 DVD
「生徒を事件・事故災害から守るためにできることは」
（文部科学省，平成
22 年 3 月，国内の全中学校，全高等学校に配布済み）
・特に関連するセッション「２．できていますか 不審者対策 ～日常の備
えが生徒を守る～」

資料③：冊子
「学校の危機管理マニュアル－子どもを犯罪から守るために－」
（文部科学省，
平成 19 年，
国内の全校に配布済み，
文科省ホームページよりダウンロード可）
・特に関連する内容「登下校時における緊急事態発生時の対応例（フローチ
ャート）」
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1289310.htm
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資料④：冊子
「地域ぐるみの学校安全体制整備実践事例集－学校・家庭・地域社会が連携
した防犯対策を中心に－」
（文部科学省，平成 23 年，文科省ホームページよ
りダウンロード可）
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1289310.htm
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資料⑤ 「犯罪被害」に係るケガの事例 （平成 24 年度災害共済給付データより抜粋）
NO. 学
年

性
別

月

時刻

場所

通学
方法

場合

1

小
1

男

2
月

15 時

道路

徒歩

下校 側にまわったところ、前方から自転車で走ってきた見知らぬ男性に「どけ」と言わ

2

女

道路

徒歩

男

12
月
3
月

15 時

3

小
2
小
2

15 時

道路

徒歩

下校 下校中に、通学路を歩いていたところ、向かいからきた自転車の男が、すれ違いざ
まに本児の顔を蹴って走り去り、右眼を負傷した。

4

小
2

男

3
月

16 時

道路

徒歩

下校 喝された。「ない」と断ると、いきなり右手首をつかまれ、男が吸っていた煙草を

5

小
4

女

9
月

14 時

道路

徒歩

6

中
1

男

6
月

18 時

道路

徒歩

7

女

神社

徒歩

女

5
月
7
月

8時

8

中
2
中
2

18 時

道路

自転
車

下校 下校中に、不審者がでたので、それから逃げようとして、他の生徒とぶつかって転
んだ。その時に、右肩、右肘、右腕を挫傷した。

9

中
2

女

5
月

18 時

道路

徒歩

下校 左足首を痛めていたために膝を無理な体勢でアスファルトに打ち付けてしまい左膝

中
3

女

1
月

14 時

11

中
3

女

11
月

17 時

道路

徒歩

12

女

道路

徒歩

登校 修学旅行のため登校中、不審者に声をかけられ転倒させられた際に右足関節を捻挫
する。

17 時

道路

徒歩

下校 部練習の帰り歩道橋を上ろうとしたところ、男（変質者かどうかは不明）に「ばあ」
と言われびっくりして階段を踏み外した。その際、左足に痛みを感じた。

19 時

道路

徒歩

下校 部活動の練習が終わり、下校中、バス停から自宅まで歩いていたら、不審者に追い
かけられ走って逃げた際に、地面の凹凸でつまずき転倒し右足首をひねった。

男

5
月
12
月
12
月
10
月

17 時

15

中
3
高
1
高
1
高
1

7時

道路

徒歩

登校 登校途中、歩いていた際、突然見知らぬ男性にななめ後ろからけっとばされた。

16

高
1

男

10
月

13 時

道路

徒歩

下校 た。無視して通り過ぎたところ、いきなり背後から蹴り倒され、首を絞められたり、

17

高
1

男

8
月

15 時

駅前

徒歩

下校 部活動終了後、帰宅途中に、駅前で、見知らぬ男性に言いがかりをつけられ、胸、
背中、腕を殴られた。

18

高
1

女

6
月

19 時

道路

徒歩

下校 顔や頭を殴ってきた。騒ぎに気づいた近隣住民が警察・救急車に通報。男は駅の方

10

13
14

女
女

災害発生時の状況
通学路を走って下校していた。歩道に自動車が止まっていたため、しかたなく車道

れ、いきなり右眼を殴られた。
下校 友達と一緒に下校し、友達と別れて一人で川沿いの道を歩いていたところ、背後か
ら不審者に追われ、刃物で脇腹・肩・背中等６箇所を刺される。

通学路を歩いて下校していた時、途中で後ろから高校生風の男に「金を出せ」と恐
手のひらに押しつけられた。
下校 下校途中の通学路で不審者に追いかけられて逃げる時に右足関節を捻挫した。家に
帰り家の人に報告すると同時に学校・警察へ通報し，家から病院に受診した。
下校中、狭い道路を友人たちと、歩いていたところ、後ろから車がきた。その車を
運転していた見知らぬ男が、走行を邪魔されたと感じたのか、突然運転席から降り

登校 て、該当生徒の胸倉をつかみ、近くにあった標識(ミラー)の支柱に、該当生徒の頭

部を叩きつけた。
登校 登校中、神社の石段中央部で不審者に遭遇し、驚いたはずみで数段滑り落ち、両ひ
ざを負傷した。

放課後の下校中に変質者に追われた際に暴れながら逃れようとしたところ、元から
を痛めてしまった。
下校中、不審者に声をかけられ、被災生徒はその不審者と腕や服などをつかみ合う

道路

徒歩

下校 状態になった。不審者がそれを振り払おうとして被災生徒の胸部を蹴飛ばした。そ
の際被災生徒は道路に倒れ、頭部をうち、首を痛めた。
友だち数人と下校の途中で、立ち止まり、話をしていた。その後、暗くなったので
下校 友だちと別れ、帰宅しようとして、自宅から 300m 付近で、後ろから自転車に乗って
きた不審者に刃物で顎を切られてしまう。

下校中に友人と通学路を駅に向かって歩いていたところ、見知らぬ少年にからまれ
顔を殴る・蹴る・頭突きされるなどの暴行を受けた。

下校中、家に向かって歩いていたところ、知らない男に後ろから口を塞がれ、細い
路地に連れ込まれ倒された。大声で騒ぎ抵抗したため、その男が上に乗り、何度も
に逃げて行き、本人はその家庭に保護され、救急車で搬送された。
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部活動終了後、駅から電車に乗り、自宅近くの駅で降りて、いつもどおり自転車で

道路

自転
車

19 時

道路

自転
車

Ｔ字路を曲がろうとしてカーブミラーのポールに左膝を強打した際、負傷した。
下校 自転車で下校し、自宅前の道路で自転車を車庫に入れようとしていたところ、いき
なり不審者に押し倒され、殴られ、右目を打撲、顔にすり傷を負った。

18 時

道路

徒歩

下校 学校から駅への下校中、不審者に襲われ強姦未遂事件に巻き込まれる。

8時

道路

バス

登校 学校登校中、バス停でバスを待っていたら、見知らぬ人に片手で首をしめられた。

17 時

道路

自転
車

下校 駅前の路上で、本生徒が自転車にて下校中、見知らぬ男に声をかけられ、止まった
ところを、身体の左側（頭部・肩・左手）を思い切り殴られた。

20 時

団地

徒歩

下校 き、灯りが消えていたのでスイッチを押そうとした時、右側から見知らぬ男性に顔

20 時

下校 自宅に帰る途中、不審者に追いかけられて慌てて逃げた。相手を振り切って逃げて、

部活の帰りで遅くなった本人が、3 階に自宅のある団地 1 階の階段付近まで辿り着
を殴られた。周囲は真っ暗で、犯人は逃走したため分からない。
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女

Ⅲ 自然災害防止の留意点 ～通学時における気象情報の活用～
気象庁情報利用推進調査官 田代 誠司
１．大雨
大雨時の登下校時に側溝や小河川が増水・溢水して、児童生徒が流される等
の事故が発生している。これらの事故については、気象状況の把握を行って対
応したならば防げた可能性がある。
気象情報については気象庁 HP 等インターネットで簡単に確認出来るので、大
雨警報等が発表されていた場合等は、登校の中止、下校の延期、状況に応じて
保護者への引き渡し等の対応を検討する。
大雨注意報程度の雨や大雨警報・注意報解除後においても、中小河川（小川
や側溝等含む）が増水していることがあ
る。増水している場合は、流れが速くそ
の分水圧が大きくなっていることから、
不注意により足を取られて流される危
険性が高くなっている。川沿いに通学路
を設定しない、増水した川に近づかない
などの、危険性を児童生徒に教えておく
ことが重要である。
大雨が予想された場合の気象情報の
発表の流れの例を図に示す。なお、特別警報が平成 25 年 8 月より運用を開始し
た。
（参考）気象庁ホームページのアドレス
全国の警報・注意報の発表状況 http://www.jma.go.jp/jp/warn/
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２．雷・竜巻・突風
雷鳴が聞こえた、あるいは、真っ黒な雲が
近づいて来たような場合は、発達した積乱雲
に伴った急な強い雨や落雷、竜巻などの突風
災害の可能性がある。また、川の上流などで
降った場合は、急に増水することもある。
発達した積乱雲などに伴って発生する雷
や竜巻などの突風は、時間に余裕を持って場
所や時間を特定した確度の高い予測は難し
いが、雷注意報・竜巻注意情報やレーダー・
竜巻発生確度ナウキャスト等で地域の危険
性を確認できる。
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これらの情報により、落雷等の可能性が高い場合や竜巻の発生確度が高い場
合などは、下校の延期等の対応を検討する。
下校中に急に発生する場合もあるので、その場合の対応について気象庁 HP の
防災啓発ビデオ「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！」等で学んでおくこと
が重要である。
（参考）気象庁ホームページ
レーダー・ナウキャスト http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
防災啓発ビデオ「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！」
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/cb_saigai_dvd/index.html
３．地震・津波
登下校中に強い地震が発生した場合は、危険なところ（落ちてこない、倒れ
てこない、移動してこない）を避けて安全なところで身を守る必要がある。
普段から通学路の危険箇所のチェックを行うとともに、緊急時の対応訓練の
ために授業中だけでなく、休み時間等においての予告無しの緊急地震速報訓練
が効果的である。
また、強い地震が発生した場合は、沿岸部は津波の可能性があり、直ちに高
台・高層階等の安全なところへの避難を行うことが重要である。登下校中に限
らず、安全なところへ、一刻も早く避難するようにしなければならない。
（参考）気象庁ホームページ
その時、あなたはどうする！ 緊急地震速報のしくみと心得
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/sokuho_dvd/index.html
津波防災啓発ビデオ「津波からにげる」
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/tsunami_dvd/index.html
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４．大雪・暴風など
日本海側を中心として多雪地域では、強い寒気が入り冬型の気圧配置が強ま
ると大雪となる。大雪の時はバスや電車が止まるなど交通機関に障害が発生し
たり、大雪でなくとも強い風を伴うとふぶきで見通しが悪くなり、吹き溜まり
もできる。
報道や気象庁 HP 等で大雪や暴風雪警報が発表されている場合など、登下校を
控えるなどの対応が必要である。
（参考）札幌管区気象台ホームページ
できていますか？ 暴風雪への備え！
http://www.jma-net.go.jp/sapporo/bousaikyouiku/schoolbousai/boufu
setsu/boufusetsu.html

一方、台風や発達した低気圧に伴って暴風となることがある。これらの現象
は、数日前から予報が提供されており、前日には暴風の程度や継続時間が予想
されている。暴風の時間を避けるように登下校時間帯をずらす、あるいは休校
などの対応を早めにとることが可能である。なお、台風や発達した低気圧につ
いては、暴風だけでなく大雨や竜巻などの突風を伴うこともあるのでそれらに
ついても留意しなければならない。
５．まとめ
大雨や暴風などの現象については予測可能なケースが多く、警報・注意報な
どの気象情報で事前に警戒や注意を呼びかけている。これらについては、TV の
天気予報でも繰り返し放送しているので、気象庁 HP 等により気象情報等を確認
し、事前に登下校の判断に活用するなど、児童・生徒の安全確保を図ることが
重要である。
一方で、地震や津波、雷・突風・急な強い雨等のように突発的に発生するも
のや、予測が難しい現象に対しては、学校管理下で対応できることには限界が
ある。登下校の安全確保の観点からだけではなく、児童生徒の一人一人が自分
の身は自分で守ることを普段から理解し実践できるようにしておくことがポイ
ントである。
（参考）津波警報・注意報の分類と、とるべき行動
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