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　本日の講義のキーワードは「安全課題の実態」「対

策方針」「安全教育のねらい」「指導方策・指導方法」

「家庭，地域との連携」とする。

１　安全課題の実態

　幼少期から青年期の子どもの死因は，ほとんどの

世代で不慮の事故によるものが多い。このことは先

進諸国全般について当てはまり，安全教育の充実が

課題であると言える。通学路を含めた学校での負傷

等は年間 100 万件以上，死者も 70 名にのぼる（日

本スポーツ振興センター災害共済給付統計）。

　最近は，防犯，犯罪等が注目されており，犯罪に

あう率は，年々高くなり高校生で 3 ～ 4%，小学生

でもその 3 分の 1 から 4 分の 1。防犯は決して幼

少期だけの問題ではない。科学警察研究所での調査

によると，かつあげ・ちかん・暴力・追いかけなど

ヒヤリハット的な経験を多くの子どもたちがしてい

る。

２　学校安全対策

　学校安全として扱うものは，「生活安全」「交通安

全」「災害安全」等が挙げられる。

　学校安全対策において特効薬と呼べるものはない

が，ポイントとしては多面的な安全対策が必要であ

るという点。安全問題には，子どもたちの知識，意

識，経験，対処能力，環境等々様々な要因がある。

いざという時にすぐ学校が動ける対策を組んでおく

こと，日頃から練習しておくことで危険の程度は下

がっていく。

３　学校安全と危機管理

　安全教育と危機管理を一体として進める例として

次のようなものがある。集団下校を行うことで子ど

もたちは集団のルール，下校の決まりを守る。一方

で大人は巡回する，声かけをする等の取組を行う。

また，できるだけ早く危険を人に知らせる，通報す

る等の指導，練習も必要である。

　学校安全に関する危機管理は，

　①　安全な環境を整備し，事件・事故の発生を未

　然に防ぐための事前の危機管理

　②　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ための発生時の危機管理

　③　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

　防止を図る事後の危機管理

　の三段階が必要である。

　アメリカのハットンが 40 年前につくったマト

リックスによる危機対策で，登下校の防犯を例にと

ると，対策の対象・内容を大きく 4 つに分けて考え

ている。対象は「主体（子どもや教職員等）」「発生

源（車，犯罪者）」「社会的環境（決まり，ルール）」「物

理科学的環境（街灯，見守り隊）」。内容としては「発

生前」「発生時」「発生後」。これに当てはめると，「い

かのおすし」や見守り活動，通学路の街灯整備等具

体的な取組についてもれなく考えることができる。

４　安全教育のねらいと内容

　安全教育のねらいは３つある。

　1 つ目は，安全の課題に対して，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

にすること。

　２つ目は，危険回避，危険な環境の改善であ

る。矢野西小学校では，登校班の班長が危険箇所を

チェックするとあったが，このように子どもの目で

チェックすることも必要である。

　３つ目は，自他の生命を尊重し，学校・家庭・地

域社会の安全活動に参加，貢献すること。

（日本学校保健会作成の資料『薬物乱用防止』を提示）

　この絵にあるように，下校時や外出時に見知らぬ

人に「いいものがあるよ。」と声をかけられた場合，

自分ならどうするかということを具体的に考えてみ

ることが重要である。どのような選択肢があるか，

またその選択肢にはそれぞれどのような良い面悪い

面があるか予測してみる。

　危険予測，危険回避については例えば誰もいない

駐輪場とか，自然災害などできるだけ具体的な場面

を設定し，考えさせていくことが重要である。

５　安全教育の指導内容

　安全は主体とまわりの環境の関わりで成り立って

生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培う

ための安全教育の進め方
兵庫教育大学大学院学校教育研究科

教授　西岡　伸紀
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いる。その環境には「物理的環境」「社会的環境」「生

物的環境」等がある。

　教科における安全教育としては，生活科では“通

学路の様子やその安全を守っている人々”社会科で

は“災害及び事故の防止”，保健体育科では“傷害

の防止”などで社会的環境について取り扱っている。

　発達段階について述べると，小学校は安全指導が

やりやすい時期である。特徴としては，未知の場所

での危険に対する判断が不十分，大人の行動を真似

る，仲間との同調行動が強くなる等が挙げられる。

指導のポイントとしては，自他の生命の尊重，経験

の少ない場・状況での指導，大人が日頃から模範的

な行動を心がける等がある。

　中学校は，特徴として，子ども扱いに反発する，

安全に対する能力は向上するが危険に関わる率も高

くなる，仲間との関係が強まる等があげられる。指

導のポイントは，仲間からの圧力に対する行動選択，

大人になりつつある存在として認める，同時に毅然

とした対応をとることなどがある。

６　家庭や関係機関との連携

　防犯教室を考える際の留意点としては，外部に丸

投げしないこと，企画・準備・実施段階で密接な打

合せを行うこと，事後指導は教師がやってこそ効果

があること等が挙げられる。

　マップづくりの留意点としては，単に防犯上の危

険箇所だけでなく，交通安全・自然災害上の危険箇

所もあわせて作成することがある。

　連携に大切なのは，お互いがそれぞれの役割をき

ちんと考えること。学校の役割としては，教育，安

全な環境づくり，学校外の安全に関わること等があ

る。家庭の役割としては，自宅周辺の危険箇所・避

難場所の把握，防犯グッズの準備等がある。具体的

には，自宅近辺の通学路の環境も違うので，それぞ

れの環境を踏まえて対応することが必要。なお，そ

の際，学校から具体的な資料を提供すると家庭も子

どもに対して指導がしやすくなる。文部科学省が作

成しているパンフレット，DVD 等も積極的に活用

してほしい。

　　

 

　学校における「安全教育」は，児童生徒が自らの

行動や外部環境に存在する様々な危険を制御して安

全に行動できるようになることを目指している。

　平成２１年４月１日から「学校保健法」が「学校

保健安全法」に改正され施行されているところであ

るが，これは学校保健のみならず学校安全に関する

規定が整備・充実されたことを意味しており，児童

生徒への安全確保はこれまで以上の配慮が求められ

ている。

　さらに，小・中学校の新学習指導要領においても，

その総則において「安全に関する指導」を学校にお

ける教育活動全体を通じて行わなければならない内

容として，明確に位置づけている。

　これらの現状を踏まえ，安全教育のさらなる充実

に向け，次の３点に沿って協議を進めていく。

（１）学校・家庭・地域社会が連携した，効果的な

　安全教育推進のポイントについて

（２）地域に貢献する態度の育成について

（３）学校保健安全法に基づく学校安全計画の作成

　と実施について

生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培う

ための安全教育の進め方
～学校，家庭，地域社会が連携した安全教育の在り方について～

宮城県教育庁スポーツ健康課　指導主事　佐藤　浩樹

学校，家庭及び地域が連携して取り組む

安全教育
～自分の命は自分で守る子どもの育成～

広島市立矢野西小学校　教諭　中居　淳子
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【質疑応答】
（１）矢野西小学校の発表から大変な事件の後，学

校と地域が連携して取り組んでいることが分か

る。高知県でも取り組んでいるが，マンネリ化，

危機意識の低下が否めない。危機意識を保つため

に取り組んでいることを教えてほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（高知県教委）

《回　答》
・学校，家庭，地域の連携を深めるために，家庭，

地域に「学校だより」を出すことや，「学校へ

行こう週間」に来てもらうことを通して，学校

の様子，取組等について理解を得るとともに，教

職員も校外に出て，通学路に立ったり，地域懇談

会・地域行事に参加したりする等して，相互理解

を図っている。子どもについては，「守られてい

る」という安心感の中にいるため，どうしても危

機意識が薄くなり，自分事として捉えることがで

きていないのかもしれない。

（発表者　中居教諭）

（２）地震等への危機感はあるが，準備できていな

いのが現状。学校としてどういった準備が必要か。

　　　　　　　　　　　　　　　　（高知県教委）

《回　答》
・実際に地震がおきると，教員は生徒・学校・自宅

の心配をしないといけない。また，学校が地域の

避難場所となるため非常に負担が大きくなる。そ

のため，避難所と学校を明確に分ける必要があっ

た。地域は地域で，学校は学校で，家庭は家庭で

と言う具合に分担しながら連携を行った。そのた

めには，お願いしたことをスムーズに受入れても

らえるような日頃からの関係づくりが大切。　　

　　　　　　　　　　　　（発表者　佐藤校長）

（３）矢野西小学校では，あいりさんの事件以前の

安全教育はどうだったのか。自校では，地域づく

り協議会を中心に安全対応を行っているが，部活

等や家のある場所等のため帰りが一人になってし

まう状況があり，その対応に苦慮している。

　　　　　　　　　　　　　（兵庫県　中学校教諭）

《回　答》
・一人区間については，保護者による見守り隊を最

後の子どもが見える位置までお願いしている。事

件以前は，年に１，２回集団下校（地域ごとの大

きな集団）を行う程度だった。現在のような小グ

ループでの下校体制はなかった。

　　　　　　　　　　　　　（発表者　中居教諭）

（４）毎年，避難訓練は行っているが，いざという

ときに本当に役立つ訓練としてどのようなものを

行っているか。　　　　　（岡山県　中学校教諭）

《回　答》
・特別な訓練はしていない。地震前とも内容は変

わっていない。ただ，生徒たち，教職員とも実際

に震災を体験したので，意識が大きく変わり，真

剣に訓練にも取り組んでいる。

　　　　　　　　　　　　　（発表者　佐藤校長）

（５）地震被害の写真の中で，学校内の戸棚等が倒

れていたが，倒壊防止の措置はとっていたのか。

また，現在はどうか。　　　（広島市　小学校長）

《回　答》
・全くとっていなかったのが正直な所。ただ，新し

い校舎だったので作りつけの棚が多く被害が少な

かった。　　　　　　　　（発表者　佐藤校長）

（６）学校，家庭，地域の連携について，特に高校

は学区が広く大変なのではないか。苦労している

点や工夫している点はあるか。

　　　　　　　　　　（指導助言者　佐藤指導主事）

《回　答》
・子どもは大人の背を見て育っているので，まず

大人自身が正しい行動をすることが大切。交通安

全，掃除等の取組すべてにおいてその姿勢で取り

組んだので，生徒にも伝わったのだと思う。地域

との連携は，連絡協議会のようにみんなが集まり

本音で話せる組織，場の設定が大切。また教職員

も積極的に地域に出て地域と接点を持つことも必

交通安全意識の向上と事故防止並びにその

根幹となる人間力の育成を図る
～学校・家庭・地域及び人権教育と協力，連携した交通安全教育の推進～

高知県立須崎工業高等学校　教諭　濱宇津　正顕

新潟県中越沖地震の体験から見えた今後の

防災教育の視点
新潟県妙高市立妙高高原南小学校

校長　佐藤　幹夫
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要。　　　　　　　　　（発表者　濱宇津教諭）

・神戸での事件を機に保護者が進んで協力してくれ

るようになった。毎朝，毎夕スクールガードとし

て，信号や街頭角に立ってもらっている。

・阪神淡路大震災を通して，学校が行政と地域の

間に立つことができた。心のケアを目指す「アー

ス」という組織を立ち上げて新潟の被災地にもボ

ランティアとして参加した。一方で教職員の心の

ケアも大切。　　　　　（兵庫県　小学校教諭）

（７）学校安全計画の立案，作成について留意点等

を教えてほしい。

　　　　　　　　　　（指導助言者　佐藤指導主事）

《回　答》
・交通安全，生活安全，災害安全それぞれについ

て，年間計画を立案してほしい。研修について

も，何を目的としてどういう研修内容にするのか

ということを具体的に立案してほしい。「実行→

評価→修正・改善→次年度に生かす」というサイ

クルを確立すること。安全教育参考資料が改訂さ

れているが，立案の留意点や具体例があるので，

参照としてほしい。　　　　（講師　西岡教授）

 

（１）広島市立矢野西小学校の取組について

　　平成１７年の事件以来，学校と家庭・地域社会

が連携した安全体制を整備し，児童に命の大切さ

を学ばせることによって，危機回避能力や対処能

力を身につけさせようとする実践は，各学校で大

いに参考となる内容である。

　　安全体制を整備することによる児童の安心感

が，児童自身の危機意識を低下させているとの課

題があげられたが，各学校や地域の環境に応じ，

そのバランスを調整していくことが必要である。

（２）高知県立須崎工業高等学校の取組について

　　交通安全教育を人権教育と関連づけ，単にルー

ル遵守やマナーアップについて指導するだけでな

く，地域と連携し各種行事に取り組むことで，地

域との信頼関係を築き，生徒の思いやりを育むこ

とで，交通安全意識の高揚を図った実践は，高校

生の交通安全指導を進めていく上で大いに参考に

なる。

（３）柏崎市立第一中学校の取組について

　　新潟県中越沖地震で被災した体験をもとに，学

校の対応や避難所でボランティアとして活動した

生徒の変容などから，現在までの防災教育の課題

と今後の方向性を示した内容は，各学校で防災教

育に取り組む上で大変参考になる内容である。

　今回の発表では，小・中・高等学校それぞれの校

種，安全教育の３領域にわたる実践が示された。

「生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うための

安全教育の進め方」という本課題のテーマに迫るた

めには，これら安全教育の３領域を横断的に，さら

には校種を越えて系統的に指導していくことが重要

であり，学習指導要領や学校保健安全法を踏まえ，

総合的な安全教育指導計画を立て，実践していかな

ければならない。

　ともすると，「○○教室」や「○○訓練」等の単

発的な行事の実施で安全教育の実践としてしまいが

ちであるが，計画を基に児童生徒の発達段階に応じ

た目標や指導内容を設定し，年間を通して各教科，

特別活動などとの関連を図ることで，効果的に推進

することができるのである。

　児童生徒が成長し，生涯を通じて安全な生活を送

るためには，自らの身を守るだけでなく，家庭や地

域社会の中で自分の役割を果たし，貢献することが

必要であり，それらを指導内容とする安全教育は，

「生きる力」をはぐくむ教育なのである。
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