
地域・家庭と連携した
生活安全（防犯を含む）の取組

萩市立白水小学校



萩市
 人 口 ４４，９５１人

 世帯数 ２３，０８２世帯

（２０２１年 ６月）

〇江戸時代より毛利氏が治める長州藩本
拠地となる。城下町として栄え、その史
跡が観光資源となっている

・小学校１１校、中学校７校、
小中学校６校

・新しい時代を切り拓くひとづくり

・「創造」「挑戦」「協働」

ふるさと萩を誇りとし、高い志を抱き、
人や社会と積極的に関わる子どもの育成



萩市立白水小学校
児童数６８名 世帯数４７世帯

〇 倉江･玉江浦地区 橋本川・海沿いの地域

〇 玉江地区 １９１号線沿い

〇 山田・木間地区 山間部

〇 岩本山と玉江川（白水川）、そして海に囲まれた自然豊かな特色ある地域

→ ホタルの飼育 タケノコ採り シイタケ栽培 ふれあいウォークラリー
つりクラブなど

〇 地域の伝統的な行事や様々な体験を学べる地域

→ 田植え・稲刈り・しめ縄づくり体験 グランドゴルフ体験、天狗拍子
山田神楽舞 豆腐づくり みそづくり たこづくり・たこあげ
水泳指導、食育

◎ 明治６年（１８７３年）創立

◎チャレンジ目標 「感じのよい白水小学校」



事業の取組に当たって（年度当初）

～これまでの本校の安全教育をよりよいものに～

【全教職員でねらいの共通理解】

① 児童の安全意識・危険予知能力の向上
② 地域・家庭・学校の連携
③ 前年度までの安全教育の共有と見直し

（深化・拡充・精選）



① 白水小見守り活動の推進

・「しらみずクラブ」 保護者・教職員 山田駐在所長、

地域の皆様による登下校時安全指導・見守りの取組

⇒ 白水小見守り隊の立ち上げ

② 通学路安全マップの見直し

・ＰＴＡ生活指導部会による「校区安全マップ」の見直し

・対面の会【見守り隊、地域の皆様】と集団下校による地

域、教職員、児童による通学路点検

・学校運営協議会での熟議（地区懇談会アンケートの校区

内の通学路についての意見を受けて）

・校区内通学路点検（第２回実践委員会）安全マップの見

直し

③ 校地内点検

・学校運営協議会（第１回実践委員会）による校地内点検

・４年校内安全マップづくり授業及び学習発表会での発表

（全校児童、保護者への発信）

④ 有害鳥獣への対応（地域・通学路・校地内）

・「地域だより」による地域からのサルの目撃情報の連絡

のお願い

・有害鳥獣への対応についての学習（全校）

⑤ 児童の安全意識・危険予知能力の向上
（授業・訓練・講話）

・山田駐在所長さんによる自転車教室
・緊急時による児童引き渡し訓練
・不審者対応避難訓練（日時を告げない）
・荒天時、不審者発生時対応集団下校 及び通学路点検
・夏季教職員研修

（ＫＹＴ資料の活用や教材開発について〈大型車の死角・有
害鳥獣対策・自転車の乗り方・校内、校区の危険個所な
ど〉）

・生活安全・交通安全についての講話（全校児童）
・６年・５年 通学路安全マップづくりの授業
・３年 自転車の乗り方についてKYT資料を活用した授業
・低学年 交通安全ルールについての授業

⑥ 地域連携から「絆づくり」へ

・児童による地域への発信（地域だより）
・安全マップの共有（地域への配布・ホームページへの掲載）
・地域の方への対面の会、感謝の会
・児童手づくり白水安全キーホルダーの作成

今年度の取組



運営組織

・学校運営協議会 ・山田民生児童委員協議会
・白水小PTA ・学校安全アドバイザー
・少年安全サポーター ・山田老人クラブ連合会
・萩市教育委員会 ・萩警察署、山田駐在所
・スクールガードリーダー ・県学校安全体育課
・山田厚生会 ・山口県萩農林水産事務所
・山口県農林総合技術センター ・JA共済 ……



① 白水小見守り活動の推進 １１０番一式セット

子ども１１０番の家

地域・保護者・教職員による街頭交通指導

集団下校



～白水小見守り隊の立ち上げ～

地域の皆様のご厚意で、
各地域の団体の皆様や民
生委員、児童民生委員の
皆様方、その他地域の皆
様で見守りをしてくだ
さっており、学校に全体
像が見えない。

コロナ禍で子どもたちと
の関わりが少なくなり、
特に低学年が見守ってく
ださっている方を知らな
い。気付かない。

見守り隊ジャンパ－

① 白水小見守り活動の推進



地区懇談会における通学路・地域の期間箇所等についての
地域・保護者・学校での話し合い（今年度はアンケート）

第３回学校運営協議会での熟議② 通学路安全マップの見直し

児童、教職員による通学路点検



保護者

地域

児童・教職員

学校安全アドバイザー

子ども１１０番の設置場所の記入
防犯ブザー携帯の呼びかけ

② 通学路安全マップの見直し



学校運営協議会
学校安全アドバイザー
山口県教育庁安全体育課

場所 不具合の内容 対応策

音楽室の釘 目の高さに出ている。ケガにつながる カバーか道具入れロッカー

３Fトイレの鏡の金具 不必要・危険 撤去

3，4、研修室の掃除用具の整理釘 カバーをつける

保健室のものをかける釘 フックにする

３Fトイレのカギ かかりにくい 新調➡市教委報告

3Fトイレの止水栓 ロックをかける

池の汚れ 掃除

図書室非常口 入り口を塞ぐものの撤去

体育館校歌のボード ボールなどが当たっても大丈夫か確認する。

屋上の排水溝
汚れが詰まっている　パイプの中も詰
まっている　プールになる恐れ

掃除

CSルーム前 板 片付け

図書室本棚の一番下の段
踏まれた跡が多くすいばりがたちそうに
なっている。

貼り直すかカバー

昇降口
必要ないものがあったり、場所をとって
いたりする。危険なことに使われかねな
い。

使わない一輪車は撤去、竹のコーナーを思い
切ってなくす
何かに使った道具は片づける習慣をつける

足洗い場 つまり 掃除

音楽室窓側の椅子 撤去　落下の危険 移動

体育倉庫横水路 草が多く蛇が心配 草刈り

屋上階段の釘　掲示板　L字フッ
ク

ぐらつき　子どもが上がった際にささっ
てけがにつながる。落下の恐れ

撤去

体育館のバスケットゴールの支柱 カバーをつける

非常階段 手すりの間隔が広くて落下する危険あり
鉄パネルをもう一枚追加　ロープ等で応急対応
➡市教委報告　次年度以降対応

非常階段 錆 塗装する➡市教委報告　次年度以降対応

保健室前街灯 つかない 撤去➡市教委報告　次年度以降対応

川横の大木 撤去➡市教委報告（来年度対応予定）

屋上に行く間の天井 はがれている（雨漏り） ➡市教委報告　次年度以降対応

壁の亀裂 ➡市教委報告　経過観察

屋上つなぎ目のカバー 錆、腐食の恐れ ➡市教委報告　経過観察

鉄棒横 ネットを木が突き破っている。 ➡市教委

高架水槽のカバー 朽ちている ➡市教委

屋上支える留め金（ステイ） 外れている ➡市教委

体育館東側ガラス 防球ネットの設置➡市教委

昇降口スロープ 段差 削る➡市教委

体育倉庫ひさし 木材が朽ちている 修理➡市教委

校地内点検危険個所結果と対応

非常階段 手すりの間隔が広くて落下する危険あり

（対応策） 鉄パネルをもう一枚追加 ロープ等で応急対応

➡市教委報告 次年度以降対応

③ 校地内点検 〇 点検の視点
① 設備・施設の破損、または、破損はないが構造上危険な箇所
② 児童の行動の特性上、配慮の必要な箇所
③ 防犯上危険な箇所（見えにくい、進入しやすい）

〇 点検内容 ①不具合場所、施設設備等
②不具合内容
③（可能なら）改善方法・対応策



学校運営協議会での
校地内安全点検

４年生 校地内安全マップづくり授業
③ 校地内点検



４年生 校地内安全マップづくり授業
⇒ 学習発表会での全校児童・保護者への発信

③ 校地内点検



４年生 校地内安全マップ

③ 校地内点検

児童の意見

ここは、昇降口前の低い塀です。どこが危ないかと
いうと、よそ見をしながら歩くと低い塀なのでつまず
き、川に落ちてしまいます。それに、低いので座って
しまいがちですが、バランスを崩してしまうと頭から
落ちてしまい危険ですので、絶対に座らないでくださ
い。

これを解決するには、まず、近づかないのが一番だ
と思います。あとは、「ぼー」っとしないのがいいと
思います。これからは、気にしてみてください。



④ 有害鳥獣への対応（地域・通学路・校地内）

イノシシに荒らされた畑や花壇
地域だよりでの目撃情報のお願い

有害鳥獣への対応の講話



⑤ 児童の危機管理能力・安全意識の向上
（授業・訓練・講話）

緊急時児童引き渡し訓練集団下校

不審者対応避難訓練



⑤ 児童の危機管理能力・安全意識の向上
（授業・訓練・講話）

３年自転車教室

来年度新入児交通教室



３年 自転車の乗り方

⑤ 児童の危機管理能力・安全意識の向上
（授業・訓練・講話）



ドライブレコーダーを使った資料

⑤ 児童の危機管理能力・安全意識の向上
（授業・訓練・講話）

作成したＫＹＴ資料等を活用した講話や授業



なにがあぶない？



21

ほとんど おきない



22

あまり おきない



23

あまり おきない



24

じこが おきやすい



〇低学年授業
交通安全ルールの確認
歩行者目線ではわからないことをしっかりと意識させる

⑤ 児童の危機管理能力・安全意識の向上
（授業・訓練・講話）



５、６年授業
児童による通学路安全マップづくり

⇒ 地域だよりでの発信 ・ 地域の方へ「安全キーホルダーづくり」

⑤ 児童の危機管理能力・安全意識の向上
（授業・訓練・講話）















対面の会 →

→ 感謝の会

児童発信の地域だより
安全キーホルダーづくり
白水小見守り隊の立ち上げ

⑥ 地域連携から「絆づくり」へ

対面の会

感謝の会へ

児童からの地域への安全発信（絆を深める）

相互に守られる
コミュニティへ



成果

・児童が交通安全・生活安全についてより理解を深め、安全意識
の向上を図ることができた。児童の危機管理能力を高めることの
重要性を再認識することができた。

・交通安全・生活安全の視点で、地域・保護者・関係機関との連
携を深めることで、教職員が新しい視点をより意識したり、指導
を充実させることができた。

・通学路や校地内の危険個所の見直しができたことで、児童への
注意喚起が明確に示せるようになったり、安全対策や補修工事な
どの具体的な動きに結び付けることができた。



今後の本校の安全教育

・ 児童の安全意識・危険予知能力の向上を核とする

・ 教職員が、今年度の取組を学校安全計画など具体的な計画
に位置づけるとともに、PDCAサイクルを意識しながら共有
すること

・ 地域（関係機関）・家庭・学校の連携はもちろん、絆づく
りを大切にした双方向の教育活動を意識することでコロナ
禍で再認識した「地域の人々と子どもたちが身近なかかわ
りをもつことで絆を深め、相互に守られるコミュニティと
なっていく」という地域安全の基盤を大切にしていくこと



ご清聴ありがとうございました


