
平成２７年４月１日 

平成２７年度学校安全計画 

 

１ 根拠 

（１）「学校保健安全法」 

   第２７条（学校安全計画の策定等） 

     学校においては，児童生徒等の安全確保を図るため，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。 

   第２８条（学校環境の安全の確保） 

     校長は，当該学校の施設又は設備について，児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認

めた場合には，遅滞なく，その改善を図るために必要な措置を講じ，又は当該措置を講ずることができないと

きは，当該学校の設置者に対し，その旨を申し出るものとする。 

（２）「学校保健安全法施行規則」 

   第２８条（安全点検） 

     法第二十七条の安全点検は，他の法令に基づくもののほか，毎学期一回以上，児童生徒等が通常使用する施

設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。 

   ２ 学校においては，必要があるときは，臨時に，安全点検を行うものとする。 

   第２９条（日常における環境の安全） 

     学校においては，前条の安全点検のほか，設備等について日常的な点検を行い，環境の安全の確保を図らな

ければならない。 

（３）「県立学校の安全点検実施要項」（平成２５年８月８日） 

１ 趣旨 

   平成２５年５月２８日，県内の県立高等学校において，地面に固定されていない移動可能なサッカーゴ

ールが体育の授業中に倒れ，生徒が下敷きになり死亡するという大変痛ましい事故が発生した。 

   ついては，全ての県立学校の安全管理の徹底を図り，再発を防止するため，県教育庁職員が県立学校を

訪問し，安全点検を実施する上で必要な事項を定める。 

３ 安全点検に係る訪問実施期間 

   平成２５年度及び平成２６年度の２か年 

４ 安全点検の内容 

 （１）「学校安全計画」 

   ア 学校安全計画の作成状況 

   イ 定期安全点検日の設定状況 

 （２）「安全点検表」の確認 

   ア 各学校の実態に即した点検項目の設定及び点検の実施状況 

   イ 点検の結果に基づく，事後処理等の具体的対策の実施状況 

 （３）体育施設設備，備品等の点検 

   ア 県立高等学校・県立中学校 

   （ア）学校作成の学校安全点検表等に基づく実地点検を行う。 

 

 

 

 



２ 学校安全計画 

月 ４月 ５月 ６月 ７・８月 ９月 

行 

事 

 7始業式 8入学式 

9オリエンテーション 

 身体計測 

10オリエンテーション 

11Ｘ線・心電図検査 

  離・退任式 

17歯科検 23尿検査 

25第１回ＰＴＡ理事会 

 2球技大会 

8生徒総会，尿検査 

16内科検診 

19-22中間考査 

23校外学習 

29内科検診 

31ＰＴＡ総会 

※運動部関東大会予選 

3尿検査 

 5耳鼻科検診 

17内科検診 

※運動部総体予選 

 1求人票受付開始 

4-9期末考査 

 8第２回ＰＴＡ理事会 

10-14答案返却 

15全校校舎外清掃 

17大掃除 18終業式 

※夏季補習 

※インターンシップ 

 1大掃除・始業式 

26第３回ＰＴＡ理事会 

26-27緑城祭 

27同窓会総会 

と家 

の庭 

連他 

携団 

丸体 

・家庭連絡先の確認 

・通学方法の確認 

・春の交通安全運動 

・校外学習安全確認 

・「相談室だより」 

※9-13保護者面談 

※9-13中学校訪問 

・「保健だより」 

（熱中症・食中毒） 

・ＰＴＡ下校時指導 

※9-13保護者面談 

※9-13授業参観 

※13開かれた 

学校づくり委員会 

※照度・水質検査 

・青問協連絡協議会 

・夏季休業中諸注意 

・青問協連絡協議会 

・「ミニ集会」 

・秋の交通安全運動 

・「相談室だより」 

※27開かれた 

学校づくり委員会 

組 

織 

活 

動 

・学校安全強化月間 

・生徒指導連絡協議会 

※マナーアップ隊 

※衛生委員会 

※教育相談情報交換会 

・校外の安全状況 

・生徒指導 

地区連絡協議会① 

※校外清掃 

※マナーアップ隊 

※衛生委員会 

※教育相談情報交換会 

・学校警察連絡協議会 

・生徒指導 

中高連絡協議会 

※マナーアップ隊 

※衛生委員会 

※教育相談情報交換会 

・生徒指導 

地区連絡協議会② 

・船橋市学校警察 

連絡委員会 

※校外清掃 

※マナーアップ隊 

※衛生委員会 

※教育相談情報交換会 

・学校における 

防災教育強化月間 

・危機管理促進月間 

※マナーアップ隊 

※衛生委員会 

※教育相談情報交換会 

安 

全 

教 

育 

・校内生活のルール 

・安全確保 

・通学 ・部活動 

・施設・用具の注意 

・道具(刃物)の使い方 

・管理(施錠等)の仕方 

・調理・体育用具等 

の安全な使い方 

・既往症等安全上配慮を

必要とする生徒の確

認 

・通学方法の決定 

・通学路の決定 

・自転車通学許可 

・ステッカー配付 

・緊急避難の確認 

※10-11一斉指導 

※10-16面談週間 

・校外学習の安全確認 ・熱中症・食中毒予防 

・自転車通学者の 

マナーについて 

・交通ルール 

※3-5一斉指導 

・不審者対応の確認 

（盗撮・露出） 

・デートＤＶに関する予

防と対処法 

・自転車通学 

・施錠等 

・夏季休業中の 

過ごし方について 

※安全教育 

※職員研修 

・緑城祭等の 

ルールの確認 

・安全確保 

・用具の注意事項 

・道具(刃物)の使い方 

・ゴミの分別等 

・自転車通学者の 

マナーについて 

・交通ルール 

※3-5一斉指導 

※ 2-8面談週間 

安 

全 

管 

理 

・安全計画表提示 

・通学路の安全点検 

・危機管理マニュアル 

・情報伝達訓練 

・18「安全点検日」 

・校外学習安全計画 

・教育相談研修 

・16「安全点検日」 

・自転車点検 

・20「安全点検日」 

・校舎内外施設 

・7.18定期安全点検 

・7.18「安全点検日」 

・8.15「安全点検日」 

・緑城祭の安全計画 

・19「安全点検日」 

 



 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２・３月 

行 

事 

 3体育祭 

17-22中間考査 

23生徒会役員選挙 

 7校外学習 

8-11修学旅行 

15授業練磨の公開日 

15学校説明会 

8-11期末考査 

12-16答案返却 

19大掃除 22終業式 

 7大掃除・始業式 

14カルタ大会 

27-30３年期末考査 

〔２月〕 

 5卒業認定会議 

 6第４回ＰＴＡ理事会 

〔３月〕 

6入学許可候補者発表 

同窓会入会式 

 7卒業式 

10-13期末考査 

16-18答案返却 

23大掃除 24終業式 

と家 

の庭 

連他 

携団 

丸体 

・ＰＴＡ環境美化活動 

・「相談室だより」 

※照度・水質検査 

・校外学習安全確認 

・ＰＴＡ下校時指導 

・「相談室だより」 

※14-20保護者面談 

※14-20中学校訪問 

・「保健だより」 

（インフルエンザ） 

・「相談室だより」 

・「相談室だより」 

※23開かれた 

学校づくり委員会 

・青問協連絡協議会 

・「候補者説明会」 

・「相談室だより」 

※空気検査 

組 

織 

活 

動 

・生徒指導 

地区連絡協議会③ 

・危機管理促進月間 

※マナーアップ隊 

※衛生委員会 

※教育相談情報交換会 

・危機管理促進月間 

※校外清掃 

※マナーアップ隊 

※衛生委員会 

※教育相談情報交換会 

※教室ワックスがけ 

・生徒指導 

地区連絡協議会④ 

※マナーアップ隊 

※衛生委員会 

※教育相談情報交換会 

※校外清掃 

※マナーアップ隊 

※衛生委員会 

※教育相談情報交換会 

・生徒指導 

地区連絡協議会⑤ 

・分掌年間評価・反省 

※マナーアップ隊 

※衛生委員会 

※教育相談情報交換会 

安 

全 

教 

育 

・自転車通学指導 

・修学旅行安全確認 

※避難訓練 

※27-29一斉指導 

・校外学習の安全確認 ・感染症対策 

・冬季休業中の 

過ごし方について 

・避難袋の使い方 

・消火器の使い方 

・暖房用具の危険 

※防災訓練 

※安全教育 

※職員研修 

・自転車通学指導 

※8-9一斉指導 

・学年末学年はじめ 

 休業の過ごし方 

※職員研修 

安 

全 

管 

理 

・安全な修学旅行 

・自転車点検 

・情報伝達訓練 

・17定期安全点検 

・17「安全点検日」 

・安全な修学旅行 

・校外学習安全計画 

・通学路の安全点検 

・ストーブ点検 

・21「安全点検日」 

・校舎内外施設点検 

・防災用具の点検 

・暖房時の安全管理 

・19「安全点検日」 

・16定期安全点検 

・16「安全点検日」 

・安全計画の反省 

・人的管理の評価 

・安全点検の評価 

・新学期の向けて 

机，椅子の点検整備 

・防災設備：用具点検 

・2.20「安全点検日」 

・3.20「安全点検日」 

 

３ 安全点検 

（１）学校安全計画に従い，毎学期１回，安全点検を行うこととし，総務部が主管する。 

（２）安全点検は，危険箇所等を把握し，改善・修繕の措置を講ずることを目的として実施する。 

（３）方法 

  ア 総務部が安全点検日に区域ごとの点検項目を定めた「安全点検表」（別紙）を担当者に配付する。 

  イ 担当者は，清掃監督時等に点検を行い，「異常なし」の場合は「✔」，「異常あり」の場合は「✕」を記 

入した上で内容を記述して提出する。 

  ウ 総務部が危険箇所等を提示するとともに，生徒への注意喚起及び修理等改善の資料とする。 

 

 

 



４ 安全点検区域及び担当者〔管理責任者〕 

No. 区域 担当者 No. 区域 担当者 

1 １Ａ 教室／廊下 宮崎偉広 47 体育館玄関／廊下 本多 愛 

2 １Ｂ 教室／廊下 木浦知香 48 生徒昇降口／廊下 藤﨑恒美 

3 １Ｃ 教室／廊下 増田幸恵 49 特別棟４階廊下 髙岡茂成 

4 １Ｄ 教室／廊下 工藤亮三 50 ３階渡り廊下 千綿芙美 

5 １Ｅ 教室／廊下 上原美和 51 ２階渡り廊下 大野貴幸 

6 １Ｆ 教室／廊下 村瀬芽衣 52 普通棟１階廊下 白沢英明 

7 １Ｇ 教室／廊下 勝浦 淳 53 校長室／事務室／応接室／技能員室／廊下 事務長 

8 １Ｈ 教室／廊下 梅村明美 54 保健室／保健準備室／廊下 関根裕香 

9 １Ｉ教室／廊下 菅 太郎 55 作法室／廊下 山本妙子 

10 １Ｊ 教室／廊下 稲岡やよい 56 美術室／美術準備室／工芸室／廊下 堀 宏充 

11 ２Ａ 教室／廊下 阿部祥悦 57 被服室／被服準備室／廊下 矢橋由美子 

12 ２Ｂ 教室／廊下 堀 宏充 58 相談室／カウンセリング室／廊下 関根裕香 

13 ２Ｃ 教室／廊下 瀧本寛美 59 調理室／調理準備室 矢橋由美子 

14 ２Ｄ 教室／廊下 若塚昌彦 60 地学教室／地学準備室 大野貴幸 

15 ２Ｅ 教室／廊下 櫻木 翠 61 生徒指導室 白沢英明 

16 ２Ｆ 教室／廊下 新井宣弘 62 国語準備室／廊下 藤﨑恒美 

17 ２Ｇ 教室／廊下 山田忠昌 63 数学準備室／廊下 新井宣弘 

18 ３Ａ 教室／廊下 大澤和仁 64 教務室／印刷室／廊下 内田正勝 

19 ３Ｂ 教室／廊下 山本妙子 65 進路室／進路資料室／廊下 田代浩久 

20 ３Ｃ 教室／廊下 大野貴幸 66 図書室／図書準備室／廊下 細川和枝 

21 ３Ｄ 教室／廊下 矢野玲子 67 放送室／廊下 香取 輝 

22 ３Ｅ 教室／廊下 松本 健 68 第一面談室／廊下 白沢英明 

23 ３Ｆ 教室／廊下 岩倉和広 69 会議室／小会議室／廊下 教頭 

24 ３Ｇ 教室／廊下 有吉康昭 70 生徒会室／廊下 武部外司広 

25 特別棟４階男子トイレ 井ノ森久詩 71 書道室／書道準備室 稲岡やよい 

26 特別棟４階女子トイレ 高木啓子 72 ３学年室／廊下 齋藤太香雄 

27 特別棟３階男子トイレ 吉永 馨 73 物理教室／物理準備室／廊下 若塚昌彦 

28 特別棟３階女子トイレ 阿部茂華 74 学習室／廊下 阿部茂華 

29 特別棟２階男子トイレ 内田正勝 75 英語科準備室／社会科準備室／廊下 中道元 

30 特別棟２階女子トイレ 細川和枝 76 多目的室／廊下 三枝弘和 

31 特別棟１階男子トイレ 牧 伸裕 77 社会科教室／社会科資料室／廊下 武部外司広 

32 普通棟４階男子トイレ 林 利哉 78 第二１学年室 川崎広美 

33 普通棟４階女子トイレ 櫻木 翠 79 コンピュータ室／情報準備室 千綿芙美 

34 普通棟３階男子トイレ 宮崎偉広 80 １学年室／廊下 川崎広美 

35 普通棟３階女子トイレ 川崎広美 81 音楽室／音楽準備室 井ノ森久詩 

36 普通棟２階男子トイレ 齋藤太香雄 82 第二会議室 教頭 

37 普通棟２階女子トイレ 藤形友香 83 生物教室／生物準備室 髙岡茂成 

38 普通棟１階男子トイレ 白沢英明 84 第二理科教室 若塚昌彦 

39 普通棟１階女子トイレ 関根裕香 85 化学教室／化学準備室 髙岡茂成 

40 体育館男子トイレ 中道 元 86 第一理科教室／理科準備室 香取 輝 

41 体育館女子トイレ 本多 愛 87 視聴覚室／視聴覚準備室／廊下 香取 輝 

42 特別棟東階段 伊藤靖順 88 学年指導室／廊下 林 利哉 

43 特別棟西階段 井ノ森久詩 89 ２学年室／廊下 林 利哉 

44 普通棟東階段 山本秋平 90 体育館／体育教官室 保体科 

45 普通棟西階段 土井一成 91 小体育館／剣道場／柔道場 保体科 

46 体育館前通路／階段 中道 元 92 グラウンド／外回り 保体科 



 


