
公印省略  

 

   ２教義第５１５号 

令和２年５月８日  

 

各市町村（学校組合）教育委員会教育長 殿  

（指定都市を除く。）  

 

福岡県教育委員会教育長   

 

 

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業の長期化  

を受けた学習の保障等及び段階的な教育活動の再開に向け  

た取組について（依頼）  

 

 令和２年５月７日以降における学校の臨時休業については、令和２年５

月４日２教総第３０７号・２教義第４７２号「緊急事態宣言の延長に伴う

学校の臨時休業の延長について」により、各市町村教育委員会において適

切に対応いただくようお願いしているところです。  

このたび、臨時休業の長期化を受けた学習の保障等及び段階的な教育活

動の再開に向けた取組について、留意すべき点を下記のとおりとりまとめ

ましたのでお知らせします。  

ついては、貴管下の学校に周知し、引き続き、適切に対応されるよう御

指導をお願いします。  

 

記  

 

１ 臨時休業中の児童生徒の学習指導に関すること 

（１）令和２年４月２２日２教義第３４８号「新型コロナウイルス感染症  

  対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場 

  合の学習の保障等について」により、貴管下の学校における取組状況 

に係る調査を依頼しているところであるが、各市町村教育委員会にお  

いては、学校からの回答内容等を踏まえつつ、引き続き、取組を徹底 

していただくよう御指導いただきたいこと。 

 

（２）臨時休業中の児童生徒の学習指導を支援するため、福岡県教育委員 

会として、動画コンテンツを作成したので、適宜活用いただきたいこ 

と。 

上記内容と併せて、福岡県教育センターの学習支援サイト情報等に 

ついて、別添１「臨時休業中の子供たちの家庭学習・生活等サポート  



情報」としてまとめているので、適宜活用いただきたいこと。 

 

２ 児童生徒の心身の状況の把握と心のケア等に関すること  

（１）令和２年４月２２日２教義第３４８号「新型コロナウイルス感染症

対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場

合の学習の保障等について」により、貴管下の学校における取組状況

に係る調査を依頼しているところであるが、各市町村教育委員会にお

いては、学校からの回答内容等を踏まえつつ、引き続き、取組を徹底

していただくよう御指導いただきたいこと。 

 

（２）令和２年３月の県内の児童相談所における児童虐待相談受付件数に

ついて、学校からの通告件数が、昨年同時期から減少している（福岡

県福祉労働部児童家庭課調査）という報告があることから、学校の臨

時休業により家庭内における虐待兆候の把握が困難になっている可能

性も考えられる。このことを踏まえ、週１回程度の家庭訪問や電話等

による、児童生徒本人の状況や様子の確認を徹底していただくよう御

指導いただきたいこと。 

   また、別紙１のとおり、令和２年４月２８日文科初第２０５号文部

科学省初等中等教育局長通知「「子どもの見守り強化アクションプラ

ン」の実施にあたっての協力依頼について」を踏まえて、関係機関と

連携の上、適切に御対応いただきたいこと。 

 

（３）児童生徒の心身の状況の把握と心のケア等に関して、各学校で参考

としていただきたい取組事例を別添２「臨時休業中における児童生徒

の心身の状況の把握と心のケア等に関する取組事例」としてまとめて

いるので、適宜活用いただきたいこと。 

 

３ 段階的な教育活動の再開に向けた取組について 

（１）令和２年５月４日２教総第３０７号・２教義第４７２号「緊急事態

宣言の延長に伴う学校の臨時休業の延長について」により、県立学校

における取組の趣旨を踏まえ、適切に対応していただくよう依頼して

いるところであるが、県立学校における登校日実施の可否について

は、福岡県教育委員会として決定し次第、各市町村教育委員会にも速

やかに情報提供する予定であること。 

 

（２）各市町村教育委員会においては、令和２年５月１日２文科初第２２

２号文部科学省初等中等教育局長通知「新型コロナウイルス感染症対

策としての学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫について」の内容

等を踏まえて、段階的な教育活動の再開に向けた取組の在り方につい

て検討を進めるともに、貴管下の学校において、学校種、学校規模、



学区域の状況等を踏まえて、別添３「小・中学校の段階的な教育活動

の再開に向けたロードマップ（例）」を参考にしつつ、分散登校日の設

定等に係る具体的な検討を進めるよう御指導いただきたいこと。 

なお、分散登校を行うに当たっては、別紙２のとおり令和２年３月

１９日１教義第２１６０号「学校安全の充実について」の内容を踏ま

え、児童生徒等の登下校中の安全を見守る取組を充実するなど、生活

安全（防犯）や交通安全にも配慮すること。 

 

（３）緊急事態宣言の解除後の本格的な学校再開に向けては、学校教育法

施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第５１条及び別表第１に定

める小学校の授業時間の標準並びに同規則第７３条及び別表第２に定

める中学校の授業時間の標準を踏まえた授業時間の確保が課題になる

と考えられることから、貴管下の学校においては、児童生徒の知・

徳・体のバランスのとれた生きる力をはぐくむことを基本に、時間割

の工夫、学校行事の精選、長期休業期間の短縮、土曜日に授業を行う

ことなどを検討しつつ年間指導計画を適切に見直すよう御指導いただ

きたいこと。 

   その際、児童生徒や教職員の負担が過重とならないように配慮する

よう御指導いただきたいこと。 

 

（４）各教科等の指導に当たっては、感染の可能性が高い学習活動もある

ことを踏まえ、留意を要する活動等とその対応例について、別添４

「学校の教育活動再開に向けた感染防止のための学習指導上の工夫」

にまとめているので、年間指導計画の見直しに際しては、指導の順序

の入れ替えや代替措置の実施などの配慮を行うよう御指導いただきた

いこと。 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

福岡県教育庁教育振興部義務教育課  

  主任指導主事 靏 浩二 

 〒812-8575 福岡市博多区東公園７番７号  

 電話 092-643-3910 FAX 092-643-3912 

 



 

 

 

 

 

【資料一覧】 

 

（１（２）関係） 

別添１  臨時休業中の子供たちの家庭学習・生活等サポート情報②（令 

和２年５月１１日現在） 

     

（２（３）関係） 

別添２  臨時休業中における児童生徒の心身の状況の把握と心のケア等 

に関する取組事例 

     

（３（２）関係） 

別添３  小・中学校の段階的な教育活動の再開に向けたロードマップ 

  （例） 

 

（３（４）関係） 

 別添４  学校の教育活動再開に向けた感染防止のための学習指導上の工 

    夫 

 

 

【参考通知一覧】 

 

（２（２）関係） 

別紙１  「子どもの見守り強化アクションプランの実施にあたっての協 

力依頼について」（令和２年４月２８日２文科初第２０１号文 

部科学省初等中等教育局長通知） 

 

（３（２）関係） 

別紙２  「学校安全の充実について」（令和２年３月１９日１教義第２１ 

６０号福岡県教育委員会教育長通知） 

 

 

             



別添１  

 

臨時休業中の子供たちの家庭学習・生活等サポート情報② 
＜令和２年５月１１日現在＞ 

 

学校の臨時休業中の児童生徒の学習面や生活面等に役立つ資料等を「福岡県

教育委員会義務教育課」のホームページで紹介していますので、家庭学習支援

等に御活用ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

『学習準備シート＜未来への一歩＞』（新小学１年版） 
小学校での学習に向けて保護者等と一緒に取り組める問題集です。 

 
『学習到達診断シート＜未来への一歩＞』（小学１年～中学３年版） 

計算問題を難易度順に並べた問題集です。つまずきの原因がわかり、教科書等

の類題をくり返し解くことで、定着を図ることができます。  
 
『家庭学習サポート情報①～③』 

家庭学習に役立つコンテンツ（動画や問題集等）を多数紹介している児童生徒

配布用プリントです。①は「小・中学校版（全体編）」、②は「外国語編（小・中

学校）」、③は「動画コンテンツ編（算数・数学）」です。 
 
『コミュニティの危機とこころのケア』  

日本心理臨床学会・支援活動委員会ホームページです。児童生徒の心のケアに

関する指導やアンケート等が掲載されています。  
 
『ストレスチェック』 

新型コロナウイルスに関するストレスチェックです。アンケート結果をＳＣ等

と共有し、個別相談につなげてください。  
 
『子どもホットライン２４』（プリント・ポスター） 

24 時間電話相談窓口の周知のためのプリント・ポスターです。配布、掲示用

として御活用ください。 
 
『いじめに関するアンケート』 

臨時休校中のいじめに関するアンケートです。小学４年生以上のアンケートに

は、パソコン・スマートフォンを介したいじめに係る内容を含んでいます。  
 

『Step
ステップ

 to
トゥ

 the
ザ

 Future
フューチャー

 ～10 分の学び～』（学習支援用動画コンテンツ） 

算数・数学において、各学年が年度当初に学習する１単元の各授業を 10 分に

まとめた動画コンテンツです。 
 

『ふくおか学びの応援サイト』 
｢学びのサポート資料｣をクリックすると、自分で学びを進めることができる各

教科等の資料が多数紹介されています。（福岡県教育センター作成）  

臨時休校中の子供たちの家庭学習・生活等サポート情報 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/coronasupport2020.html  



 

1

児童生徒の状況把握と心のケア 関係機関との連携 児童虐待の早期発見

【家庭訪問】（Ａ中学校）
・毎週火曜日9時～15時に全家庭を訪問している。
・学級担任と副担任で分担している。
・生徒と面会することを基本とし、手紙を渡し
て励ましや学習アドバイスを行っている。

【電子メールを配信】（Ｂ小学校）
・保護者宛に毎日16時にメールを配信している。

【ストレスチェック、いじめアンケートの実施】（Ｃ中学校）
・家庭訪問をし、直接またはポストへの投函で
配布し、再度家庭訪問を行い、回収している。

・気になる生徒に対して家庭訪問や電話での相
談、スクールカウンセラー（以下、「ＳＣ」
という。）とのカウンセリングを実施している。

【ＳＣを活用した状況把握】 （Ｄ市）
・ＳＣが作成したこころのアンケートを、市内
統一して実施した。

・その結果をＳＣが分析し、緊急対応が必要な
場合、担任と連携し、カウンセリング等を実
施した。

（こころのアンケート：一部抜粋）
【福祉部局との連携】（Ｅ市）
・スクールソーシャルワーカー（以下、「ＳＳ
Ｗ」という。）を介して、福祉部局、教育委
員会、学校の情報共有が素早くできるように
している。

・学校はＳＣ、ＳＳＷと連携し、必要に応じて
カウンセリングや家庭訪問を実施している。

【家庭訪問に向けた校内研修の実施】（Ｆ中学校）
・ＳＣ及び教育事務所配置スクールカウンセ
ラースーパーバイザーを招聘し、不登校・児
童虐待事例学習会を実施した。

・家庭訪問や電話連絡の際のポイントを共通理
解した上で、家庭訪問を実施した。

【支援が必要な児童生徒への見守り体制強化】（Ｇ町）
＜対象＞
・要保護児童対策地域協議会に登録されている
｢支援対象児童｣や虐待の恐れがある児童生徒。

＜方法＞
・家庭訪問、電話等により定期的（週１回程
度）に状況を把握する。

・家庭訪問の場合、ガラス越しに直接面会する
など感染症対策を徹底する。

・電話の場合、該当児童生徒と直接会話する。
※児童生徒の顔を直接見たり、直接会話したり
することは、状況を確認するだけではなく、
児童生徒の安心感にもつながります。

《対応のポイント》
＜保護者が児童生徒の面会を拒む場合＞
・学校のみで対応せず、関係機関と連携して、
安否確認を行う。

・関係機関との有機的な連携を図るため、相互
に担当者を決め、常時連絡ができるよう日頃
から連携しておく。

＜家庭訪問等で複数のあざを発見した場合＞
・児童相談所や市町村（虐待対応担当課）に速
やかに通告する。

・明らかな外傷があり、身体的虐待が疑われる
場合には警察への通報を行う。

＜支援対象児童が転校する場合＞
・転校元の学校は、転校先の学校に対し、指導
要録等とは別に、虐待に関する記録を引継ぐ。

・支援対象児童の情報は、一部の教職員のみで
取り扱うことなく、学校内で共有し、関係機
関との連携を速やかに行う。

参考：学校現場における虐待防止に関する研修教材（文部科学省）

○○さんへ
先週も元気な笑顔を見せてくれてありがとう。
規則正しい生活が続いているようで、先生も安心しま
した。部活動ができなくて、悲しいと思うけれど、体調が
一番大切だから、今は我慢をしておこうね。
宿題のプリントは、丁寧に自己採点とやり直しができ
ていましたし、自学ノートもしっかりとできていました。こ
れからは、新学年の教科書を見ながら、予習をしておく
と学校が始まったときによく分かると思います。予習し
て、疑問に思ったところや分からないところには印をつ
けておくようにしてみたら良いですよ。
また、何か困ったことがあったら、先生は学校にいま
すので、連絡をしてください。
また、来週会えるのを楽しみにしています。

保健室の先生より
思いきり友だちと遊べない日が続き、体も心も疲れて
くる頃です。そんな時は、おふろでリラックスしてみませ
んか？
1 お風呂に入って手を上に伸ばしてのびをします
2 大きく深呼吸します
3 今日がんばったことを思い出し、がんばったねと自
分をほめてあげましょう。

4 何か相談したいことがあったら、学校まで連絡してく
ださい。

臨時休業中における児童生徒の心身の状況の把握と心のケア等に関する取組事例 別添２



小・中学校の段階的な教育活動の再開に向けたロードマップ【例】

３週以降

校 時 程
( 給 食 )

臨時休業
登校日

（短時間）

登 下 校
の

形 態

学習指導

生徒指導

部 活 動

そ の 他

午前 or 午後

午前 or 午後 １日（給食）

ストレスチェック・いじめアンケート 教育相談

感染防止のための少人数指導や学習活動の工夫（別紙参照）

感染症に関する学習(体育･保健体育)

補充のための授業(未指導の内容や臨時休業中の家庭学習の学び直し･評価)

保護者への児童生徒の状況報告・教育相談（電話）
※家庭訪問や保護者会の代替

手洗い・咳エチケット等の指導

保護者への学校保健管理体制の周知

学校保健委員会の実施 学校医・学校薬剤師と登校日の設定や感染者が出た場合の対応等について協議

時差登校（３０分）による登下校時、休み時間の密集防止 ※学年別・学級別

１日（給食）

解除前 緊急事態宣言解除から２週間程度

適切な家庭学習
・教科書や動画ｺﾝﾃﾝﾂ等
学習状況の把握

5月11日～

年間指導計画の見直し

分散登校

◆学校規模や地域の状況に応じて対応

◆中３、小６、小１の優先

【形態】
○学年別・学級別・学級を複数に分割
※中学校や大規模校で有効

○地区別
※小学校での登下校時の安全確保に
有効

別添３

後日別途通知



 

教 科 等 留意を要する活動等 対 応 例 

全 般 

◆子供同士の協働や対話 
・音読やスピーチ活動〈国語〉 

 ・ディベートや模擬裁判〈社
会〉 

・説明し伝え合う活動〈算数〉 
・友達との交流〈生活〉 
・話すこと（発表・やりとり） 
の活動〈外国語〉 

・学級活動における話合い活
動〈特別活動〉 

 
◆地域の人々との交流 
 ・公共施設の利用〈生活〉 
 ・職場体験〈総合〉 
 
◆教具等の取扱い 
 ・国語辞典〈国語〉 
 ・地球儀〈社会〉 
 ・直方体等の具体物〈算数〉 
 ・実験器具〈理科〉 
 ・ボール等の用具〈体育・保健

体育〉 

・リコーダー等の楽器〈音楽〉 
 

◆座席の配置 
 ・学校図書館や空き教室の利

用〈国語等〉 
 
◆特別教室（理科室、家庭科室
等）の活用 

 
 
◆給食 

 手洗い、咳エチケットの徹底、こま
めな換気、マスクの装着。 

 プリントや ICT 機器を活用する等、
飛沫に配慮した発言方法を工夫す
る。 

 
 
 
 
 

 
 電話や FAX、オンラインでの交流、
対象となる施設や人の限定等を検
討する。 

 
 複数の児童生徒が共用する教具等
は、消毒液を使用して清掃する。 

 使用後、手を消毒液で消毒したり、
手洗いをしたりする時間を確保す
る。 

 可能な限り一人一つの教具等を準
備する。 

 
 
 距離をとって机を配置する等、児童
生徒の間隔を十分に確保する。 

 
 
 実験、実習後、児童生徒の間隔を十
分に確保できる教室に移動するな
ど、学習形態を変える。 
 

 給食当番等配食を行う児童生徒及
び教職員の健康状態や衛生的な服
装であることを確認する。 

 手洗いを徹底する。 
 配食時は全員がマスクを付ける。 
 会食中は机を向かい合わせにしな
い。また、会話を控える。 

社 会 
◆「身近な地域」等でのフィール

ドワークや聞き取り調査 

 少人数グループで行い、場所や時間

を集中させないようにする。 

学校の教育活動再開に向けた感染防止のための学習指導上の工夫 

別添４ 



教 科 等 留意を要する活動等 対 応 例 

音 楽 

◆歌唱・器楽（ﾘｺｰﾀﾞｰやﾊｰﾓﾆｶな
どの吹奏楽器等）の表現活動 

 

 歌唱・器楽を他の領域・分野と指導
の順序を入れ替える。 

 屋外での活動なども検討する。 
 表現活動の個別評価を録画・録音（IC
ﾚｺｰﾀﾞｰやｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等）で行う。 

体 育 
保 健 体 育  

◆実技を伴う授業  個人や少集団で密集せず距離を取
って行うことができる運動を行う。 

 年間指導計画の中で指導の順序を
入れ替える。 

 可能な限り屋外で授業を行う。 
 集合・整列する場面を避ける。 
 水泳運動等については、実施期間が

限定されるため、次年度実施するこ
とも考えられる。 

家 庭 
技術・家庭 

◆実習等の指導内容 
 

 調理等の実習の指導時期を変更す
る。 

外国語活動
外 国 語 

 

◆英文音読活動 
 
◆話すことの活動 
 

 少人数に分割して行う。 
 

 発表者は別教室からビデオカメラ
を通して発表を行ったり、予め VTR
で撮影し、タブレット等で視聴した
りする。 

特 別 活 動  

◆入学式や始業式の実施 

 
 
◆修学旅行等の実施 

 
 
◆運動会等の実施 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◆クラブ活動（小学校）の実施 

 換気の徹底、参加人数の制限、式典

全体の時間の短縮など工夫する。 
 

 実施時期等、学校や教育委員会等の

設置者において適切に判断する。 
 

 実施時期や方法（半日での開催な
ど）を検討する。 

 実施内容（児童生徒が密集する運動
や、児童生徒が近距離で組み合った
り接触したりする場面が多い運動
など）を工夫する。 

 保護者等に対しても、手洗いや咳エ
チケット等の基本的な感染症対策

を徹底する。 
 
 運動不足となっている児童もいる
と考えられるため、十分な準備運動
を行うとともに、身体に過度な負担
のかかる運動を避けるなど、児童の
怪我防止には十分に留意する。 



 







子発 0427 第 14 号 

令和２年４月 27日 

 

文部科学省初等中等教育局長   殿 

      

 厚生労働省子ども家庭局長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

「子どもの見守り強化アクションプラン」の実施にあたっての協力依頼について 

 

 

児童福祉行政の推進については、平素よりご尽力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学校等の休業や外出自粛が継続する

中で、子どもの見守り機会が減少し、児童虐待等のリスクが高まっていることから、

厚生労働省から都道府県、指定都市及び中核市の児童福祉主管部局に対し、「新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた支援対象児童等

への対応について」（令和２年４月 10日付け事務連絡）等を発出し、学校の休業等を

踏まえ、子どもの生活環境の変化に伴う支援対象児童及び特定妊婦（以下「支援対象

児童等」という。）の状況の変化の把握とともに、必要な支援に取り組んでいただいて

いるところです。 

今般、更に、要保護児童対策地域協議会が中核となって、様々な地域ネットワーク

を総動員し、支援ニーズの高い子ども等を早期に発見する体制を強化するとともに、

定期的に見守る体制を確保する「子どもの見守り強化アクションプラン」を実施する

こととし、本日、地方自治体に対し必要な取組をお願いしました。（別添参照） 

このプランにおいては、要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象児童

等について、役割分担を決めて定期的に状況の把握を行うとともに、これらの定期的

な把握も含め、児童虐待の早期発見・早期対応の効果的な実施のため、行政機関だけ

ではなく、要保護児童対策地域協議会に参画する様々な関係機関のほか、更に地域で

子どもに対して様々な支援活動を実施している民間団体等にも幅広く協力を求め、地

域の様々なネットワークを総動員し、子どもを見守る体制を強化することとしていま

す。 

令和２年４月 24 日に開催されました「新型コロナウイルス感染症対策本部（第 31

回）」においても、内閣総理大臣から、様々な地域ネットワークを総動員して、子ども

や家庭の状況の定期的な把握や、虐待リスクの早期発見に向けて、厚生労働省を中心

に関係各省がしっかりと協力して取り組む旨の指示があったところです。 

つきましては、各府省庁におかれましては、関係する地方支分部局や地方自治体の



部局、団体等に対し、これらの取組の趣旨についてご周知いただくとともに、要保護

児童対策地域協議会を中核とする支援対象児童等の定期的な状況の把握や、支援ニー

ズが高い子ども等を早期に発見するための見守り体制の強化について、ご協力を依頼

していただきますよう、お願いいたします。 

 

 

【連絡先】             

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

虐待防止対策推進室 

（TEL:03-3595-2166） 

前 川 maekawa-yuusaku@mhlw.go.jp 

  柳  yanagi-fumio@mhlw.go.jp    

早 川 hayakawa-naoki@mhlw.go.jp  
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子 発 0 427 第 ３ 号 

令和２年４月 27 日 

 

  都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長  殿 

  児童相談所設置市市長 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

（公 印 省 略） 

 

 

「子どもの見守り強化アクションプラン」の実施について 

 

 

児童福祉行政の推進については、平素よりご尽力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学校等の休業や外出自粛が継続する

中で、子どもの見守り機会が減少し、児童虐待等のリスクが高まっています。 

こうした中、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏

まえた支援対象児童等への対応について」（令和２年４月 10日付け事務連絡）等を発

出し、学校の休業等を踏まえ、子どもの生活環境の変化に伴う支援対象児童等の状況

の変化の把握とともに、必要な支援に取り組んでいただいているところです。 

今般、要保護児童対策地域協議会が中核となって、様々な地域ネットワークを総動

員し、支援ニーズの高い子ども等を早期に発見する体制を強化するとともに、定期的

に見守る体制を確保する「子どもの見守り強化アクションプラン」（別添１）を下記の

とおり実施することといたしました。各自治体におかれては、下記に沿って、支援対

象児童等の定期的な状況把握を行うとともに、様々な地域のネットワークを活用した

見守り体制を強化し、支援が必要な子どもや家庭へ適切に対応していただきますよう

お願いいたします。 

なお、各都道府県におかれましては、貴管内市町村（指定都市及び中核市を除き、

特別区を含む。）への周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１．支援対象児童等の定期的な状況把握 

（１）支援対象児童等の区分と役割分担の決定 

市町村（特別区を含む。以下同じ）要保護児童対策地域協議会の把握している

支援対象児童等について、①就学児童、②保育所、幼稚園等の児童、③特定妊婦、
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④未就園児等に区分し、確認に係る役割分担を行うこと。 

 

（定期的な状況把握・支援を主として担う機関） 

①就学児童：学校（休業中の場合も含む） 

②保育所、幼稚園等の児童：保育所、幼稚園等（休業中の場合も含む） 

③特定妊婦：市町村の担当部局 

④未就園児等：要対協で主たる支援機関を決定 

 

（２）支援対象児童等の状況把握の実施 

支援対象児童等について、電話・訪問等により定期的な状況把握（少なくとも

１週間に１回）を行うこと。 

なお、確認方法については、感染防止の観点から、ＩＣＴ機器を用いた通信手

段による状況の確認を行うなど、柔軟な方法も考えられる。 

① 就学児童について 

学校休業中の支援対象児童については、文部科学省から各都道府県教育委員

会等に対して発出した通知（別添２）に基づき、学校において定期的な状況の

把握が行われるため、教育委員会をはじめとした学校関係者と連携し、状況の

把握を行うこと。 

② 保育所、幼稚園等の児童について 

登園自粛や臨時休園を行っている保育所、幼稚園等の支援対象児童については、

内閣府、文部科学省及び厚生労働省から発出した事務連絡（別添３～５－２）に

基づき、保育所、幼稚園等において定期的な状況把握が行われるため、保育所、

幼稚園等と連携し、状況の把握を行うこと。 

③ 特定妊婦について 

特定妊婦の家庭については、市町村において、子育て世代包括支援センター、

子ども家庭総合支援拠点における相談支援や、母子保健事業における保健指導

や相談支援、養育支援訪問事業（育児用品の配布等）等を有効に活用するとと

もに、地域のネットワークを最大限活用し、定期的な状況の把握を行うこと。 

④ 未就園児等について 

要保護児童対策地域協議会において、主たる支援機関を決め、地域のネット

ワークも最大限活用して、定期的に状況を把握すること。また、生活保護や障

害福祉等の各種福祉サービスを利用している場合の福祉事務所の担当職員等に

よる生活状況の確認等の機会を活用した状況の把握や、一時預かり等の福祉サ

ービス等の利用と連携した状況の把握を行うこと。 

※ 支援対象児童等の状況の把握においては、少なくとも１週間に１回の見守りを原則と

するが、③及び④の支援対象児童等については、把握した養育状況等に応じて、関係機

関で協議の上で、適宜、確認頻度の見直しを行うこと妨げるものではない。 

※ １８９等の通告や、子育て相談窓口、ＤＶ相談窓口等との連携のもと、支援が必要な
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子どもの把握を行い、各ケースについて適切にアセスメントの上、必要に応じて要保護

児童対策地域協議会のケース登録を行い、状況を把握すること。 

 

（３）確認した情報の集約と進捗管理等 

（２）で確認した情報については、要保護児童対策地域協議会で集約し、進捗

管理を行い、関係機関で情報共有を行うとともに、必要に応じて実務者会議や個

別ケース検討会議を開催する等により支援方法等を検討し、必要な支援・措置（児

童相談所による一時保護等を含む）につなげること。 

 

（４）地域のネットワークの活用 

都道府県・市町村の保健部門を中心に新型コロナウイルス感染症への対応に注

力している中で、人的資源の投入にも制約もあることから、支援対象児童等の把

握に当たっては、行政機関のみならず、日常的に子どもと接する機会を有する地

域の民間団体等の協力も得るなど、様々な地域のネットワークを活用して行われ

たいこと。 

 

（参考例） 

・子育てひろばや子ども食堂（食事の宅配等を含む）を運営する民間団体との

連携 

・民生委員・児童委員との連携 

・母子保健推進委員との連携 

・人権擁護委員との連携 

 

２．様々な地域のネットワークを活用した見守り体制の強化 

１の支援対象児童等の状況の定期的な把握を含め、児童虐待の早期発見・早期対

応の効果的な実施のため、行政機関だけではなく、要保護児童対策地域協議会に参

画する様々な関係機関のほか、さらに地域で子どもに対して様々な支援活動を実施

している民間団体等にも幅広く協力を求め、地域の様々なネットワークを総動員し、

子どもを見守る体制を強化されたいこと。 

特に、現下の行政機関の保健部門を中心とする新型コロナウイルス感染症対応の

状況にも鑑み、地域の見守り体制については、民間団体も含めて、地域の様々な機

関・団体等に幅広く協力を求め、地域で力をあわせ、協働して取り組んでいく必要

がある。 

厚生労働省においても、これらの関係機関や団体を所管する関係各府省に対して

も、「子どもの見守り強化アクションプラン」に基づく地域の見守り体制について協

力をお願いしたところである。 

また、これらの民間団体等に地域の見守り体制への協力を求めるに当たっては、

「子育て支援訪問事業」、ひとり親家庭等に対する「子どもの生活・学習支援事業」、
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生活困窮世帯等に対する「子どもの学習・生活支援事業」等の国庫補助事業も有効

に活用し、必要な支援を行われたいこと。 

  なお、要保護児童対策地域協議会の対面での開催が困難な場合には、インターネ

ットを活用した会議の開催も有効と考えられることから、インターネット会議シス

テムの導入等に対する補助を含む「子どもを守る地域ネットワーク事業」も有効に

活用されたいこと。 



市町村

学校・教育委員会

民生・児童委員

保育所・幼稚園等

警 察

医療機関
弁護士会

児童相談所

保健機関（母子保健等）

要保護児童対策地域協議会

・支援対象児童、特定妊婦等の状況の確認に関する役割分担の決定
・確認や支援に関する進捗管理、総合調整 等

民間団体等
（子育てひろば、子ども食堂等）

子どもの見守り強化アクションプラン

人権擁護委員

定期的な状況把握・支援

支援対象児童、特定妊婦等
虐待対応ダイヤル

（１８９）
ＤＶ相談
窓口

○ 学校等の休業や外出自粛が継続する中で、子どもの見守り機会が減少し、児童虐待リスクが高まっている。

〇 今後も、地域によってはこうした状況が続くことが見込まれるため、これまでの取組（別紙）に加え、様々な地域ネットワークを総動員して、
支援ニーズの高い子ども等を定期的に見守る体制を確保し、児童虐待の早期発見・早期対応につなげるため、「子どもの見守り強化アクショ
ンプラン」を実施する。

＜実施主体＞ ・市町村に設置している要保護児童対策地域協議会（要対協）

<対象児童等> ・要対協に登録されている「支援対象児童」、「特定妊婦」

<実施方法> ・要対協が中核となって、対象児童等ごとに、見守り・支援を主として担う機関（※）を決め、電話・訪問等によ
り状況を定期的に確認（少なくとも週１回）。

・地域での見守りについては、行政機関をはじめとした要対協のメンバーだけでなく、民間団体等に幅広く協力を
求め、地域のネットワークを総動員して、体制を強化。

・状況把握の結果は要対協で集約し、必要に応じ支援・措置（児相による一時保護等を含む）につなげる。
※見守り・支援を主として担う機関

就学児童 ➡ 学校（休業中の場合も含む）
就学前児童 ➡ 保育所、幼稚園等（休業中の場合も含む）
特定妊婦 ➡ 市町村の担当部局
未就園児等 ➡ 要対協で主担当を決める

<国等の支援＞ ・民間団体等に子どもの見守りへの協力を積極的に求めることとし、そのための活動経費等を支援。

※要保護児童対策地域協議会には、児童相談所、教育委員会、警察はほぼ100％参加している。

配偶者暴力相談支援センター
・婦人相談所・婦人相談員

HNQLX
テキスト ボックス
別添１



２．児童虐待通報・相談窓口の周知

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための学校休業や外出自粛等を踏まえた児童虐待防止対策の推進

４．体罰等によらない子育ての推進

体罰禁止を含む改正法の施行と周知啓発

○令和２年４月の児童虐待防止法等改正法の施行も踏まえ、体罰等によら
ない子育て（子どもの権利を含む）について、様々な媒体を通じて、民
間団体等と連携のもと、周知啓発

民間団体が実施する相談支援等との連携

○民間団体が実施している子育ての不安・悩みに関する電話やメールによる
相談支援等との連携

 児童相談所等と配偶者暴力相談支援センター等の連携強化

○新たなＤＶ相談窓口と婦相、児相、市町村等の連携

○婦人相談所に関係機関との連絡調整を行うｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置を促進

 児童相談所と警察との連携の推進

○児相への警察OBの配置や要対協への警察の参画の促進、合同研修等

○児童虐待防止対策については、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成31年３月関係閣僚会議決定）等を踏まえ、令和２年度予算で
関係予算の拡充を図るとともに、自治体等と連携し、施策や体制の強化に取り組んでいる。

○新型コロナウイルス感染症の拡大の防止のため、学校休業や外出自粛等が行われている中、子どもの生活環境が変化し、児童虐待が増える
ことが懸念されるため、関係府省庁、自治体、関係機関・団体等の連携の下、以下の取組をさらに推進。

３．児童虐待防止施策とＤＶ施策の連携強化等

１．様々なチャンネルを通じた子どもの実態把握と支援

要対協等を通じた支援対象児童等の状況の把握

○自治体において支援対象児童等の状況の変化の把握と支援

（必要な場合は躊躇ない一時保護の実施）

学校等との連携を通じた子どもの情報の共有

○登校日における面会、ICTの活用、定期的な子どもの状況把握

○スクールカウンセラーの支援等による心のケア等

市町村の母子保健事業と連携、子育て支援事業等の活用

○市町村の母子保健事業において、環境変化によるリスクに留意

○子育て短期支援事業、特定妊婦等への子育て支援訪問事業（育児用
品等の配布）等の活用

別紙

児童相談所虐待対応ダイヤル（189）等の相談窓口の周知

○昨年12月から189の通話料を無料化

○厚労省HPに「生活環境等でストレスを抱えている方」のサイトを新設
（相談窓口、子どもとの関わりのポイント等を掲載、ﾂｲｯﾀｰ、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸでも周知）

○「24時間子供ＳＯＳダイヤル」等の周知・連携協力

○民間の各種相談窓口の周知と連携

 SNSによる相談窓口の設置

○自治体に令和２年度予算も活用し、SNSによる相談窓口（子ども本人の相
談にも対応）の設置の検討を要請



公印省略 

                                        １教義第２１６０号                                                                          

                                            令和２年３月１９日 

 各市町村（学校組合）教育委員会教育長 殿 

 

福岡県教育委員会教育長 

 

学校安全の充実について（通知） 

 

  このことについて、日頃から積極的に取り組んでいただいているところですが、令

和元年５月、滋賀県大津市において保育所外を移動中の園児の列に車が突入し、園児

が死亡するという事故が、更に川崎市では、登校のためスクールバスを待つ児童等が

殺傷されるという事件が発生しました。 

また、東日本大震災の津波被害に係る大川小学校事故訴訟に関して、令和元年10月、

最高裁判決において、校長等や教育委員会に過失があったとして自治体に損害賠償を

命じた控訴審の判決内容が確定したところです。 

 このような現状を踏まえ、学校及び関係機関等が連携し、地域ぐるみで児童生徒等

を守る安全対策を推進すること、及び児童生徒等にいなかる状況下でも自らの命を守

り抜くとともに、安全で安心な生活や社会を実現するために主体的に行動する態度を

育成する安全教育を一層推進することが不可欠です。 

 ついては、貴管内の各学校に対して、下記について周知するとともに、学校保健安

全法及び第２次学校安全の推進に関する計画（平成２９年策定）に基づき、学校安全

のより一層の充実に努めていただくよう御指導をお願いします。 

 なお、「自然災害に対する学校防災体制の強化及び実践的な防災教育の推進について」

（令和元年１２月１０日１教義第１５８４号）に示しているとおり、設置する学校の

学校安全計画、危機管理マニュアルの内容を定期的に点検し、必要に応じて指導・助

言を行うようお願いします。また、教職員の職務内容に応じた研修を実施し、特に校

長、教頭などの管理職における平時及び緊急時のそれぞれに求められる資質・能力の

向上を図るようお願いします。 

 

 

 

 



記 

 

１ 全体に関すること 

（１）学校安全計画の作成や見直しにあたっては、「生きる力をはぐくむ学校での安全 

教育（平成３１年文部科学省）」等を参考すること。その際、①学校の施設設備等 

の安全点検、②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 

おける安全指導、③教職員に対する研修に関する事項が適切に位置づけられてい

るか確認すること 

（２）危機管理マニュアル等の作成や見直しにあたっては、避難訓練の結果を踏まえ

評価・改善を行ったり、外部の専門家によるチェックを受けたり、「学校の危機管

理ニュアル作成の手引き（平成３０年文部科学省）」等を参考にするなどして、マ

ニュアルの実効性を高めていくこと。 

   なお、危機管理マニュアルに盛り込む内容については、防災（火災、地震、津

波、風水害等）に限らず、不審者侵入や交通事故等についても明記し、学校管理

下で事故等が発生した際、教職員が的確に判断し円滑に対応できるようにするこ

と。 

   また、避難訓練や校内研修等を通じて、マニュアルの内容を教職員で共通理解 

する場を設けるとともに、必要に応じて、保護者や地域等に対してマニュアルを 

周知すること。 

（３）年間を通して、定期的な校内外（通学路を含む）の安全点検を確実に実施し、

危険箇所等の改善に努めること。また、登下校中の交通事故件数は学年別で見る

と小・中学校とも、１年生が最も多い現状から、入学時に安全な通学環境を保障

するため、新学年のできるだけ早い時期に通学路の安全点検を実施すること。そ

の際、教育委員会や保護者、警察、道路管理者等の協力を得るとともに、危険箇

所等が把握された場合には、市町村教育委員会に報告するなど、危険の解消に努

めること。 

（４）安全教育の実施にあたっては、各教科等の安全に関する内容のつながりを整理 

し、教育課程に編成し計画的に実施すること。また、教職員の研修等と通じて、児

童生徒等が自ら危険予測し、安全な行動や社会づくりまでを考えるような体験的・

実践的な学習を展開するように工夫すること。 

（５） 地域の実態に応じて、防犯、交通、災害等の観点から地域安全マップを作成

し、児童生徒等や保護者に必ず周知すること。また、児童生徒等自身に実感を持

って危険箇所を認識させるため、地域安全マップの作成に児童生徒等を参加させ



る等の工夫をすること。 

 

２ 主に生活安全（防犯）に関すること 

（１） 登下校時の防犯対策の充実のため、各市町村単位で構築している「地域連携 

の場」を効果的に運用すること。 

（２）児童生徒等自身に安全を守るための能力を身に付けさせるため、防犯教室等を

実施すること。実施に当たっては、警察等外部の専門家と連携したロールプレイ

ング等の参加体験的な学習等を取り入れること。 

（３）家庭、地域、関係機関等の協力の下、児童生徒等の登下校中の安全を見守る取

組の充実を図ること。また、集団や複数人による登下校を実施するなど、児童生

徒等が極力一人にならないよう配慮すること。 

（４）地域における見守りの担い手のすそ野を広げるため、ウォーキング、ジョギン

グ、買い物等の日常活動を行う際、防犯の視点を持って見守りを行う「ながら見

守り」等を促進すること。 

（５）放課後や休日の緊急時における安全確保に努めること。特に、部活動等により

下校時刻が遅くなる児童生徒等に対して、安全対策を講じること。 

（６）不審者情報に対しては、直ちに共有化を図り、状況の把握等、迅速かつ適切な

対応を行うこと。また、関係機関等との連絡体制の整備に努めること。 

 

３ 主に交通安全に関すること 

（１）関係機関との連携等による交通安全教室を年１回以上実施し、道路交通法の周

知徹底を図るとともに、児童会生徒会活動等における自主的な交通安全活動を推

進するなど、交通安全教育の一層の充実を図ること。その際、学校で指導したこ

とが、家庭においても正しく守られ、実践されるよう、指導内容を保護者懇談会

等で取り上げたり、学校だよりに盛り込んだりするとともに、交通安全教室へ保

護者の参加を促すなど、保護者への周知・啓発に努めること。 

（２）登下校中の交通事故件数は学年別で見ると小・中学校とも、１年生が最も多い

現状から、新入学の児童生徒を中心に、道路の歩行と横断の仕方、路上遊戯の危

険と安全な遊び方、正しい自転車の乗り方等について、安全な行動が身に付くよ

う、繰り返し指導すること。 

（３）自転車については、依然として事故が多い状況にあることを踏まえ、交通安全

教室（自転車安全教室）の開催等により、車道の左側通行など自転車の通行方法

等について道路交通法及び福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例



（平成２９年４月１日施行）を適宜周知するとともに、「自転車安全利用五則（自

転車は車道が原則、車道は左側通行、歩道利用の際は、歩行者優先で車道よりを

徐行、安全ルールを守る、ヘルメットを着用する）」等を十分に理解させ、ルール・

マナーを遵守する態度と行動を身に付けさせるなど、安全な行動に結び付けるこ

とができるよう指導を徹底すること。また、中学校は初めて自転車通学をする者

が多いことから、通学時におけるヘルメットの着用を義務付ける等指導の徹底を

図ること。なお、改正道路交通法（平成２７年６月１日施行）により、悪質自転

車運転者に対して講習の受講が義務付けられることも併せて周知すること。 

（４）自転車の安全性の確保を図るため、定期的に、ライト、ブレーキ、反射材等自

転車の点検整備を行うよう指導すること。また、福岡県自転車の安全で適正な利

用の促進に関する条例により自転車損害賠償責任保険への加入が努力義務となっ

たことについて、保護者等に対し各種保険制度を周知し加入を促進すること。 

（５）多くの児童生徒等が将来、運転免許を取得する現状に鑑み、運転免許を取得す

る以前から、運転者としての義務と責任等について理解させること。 

（６）飲酒運転防止に関する教育については、「飲酒運転防止に関する指導の手引き」

を参考に、児童生徒等の発達の段階に応じて、飲酒の身体への影響や飲酒運転の

悪質性・危険性について理解させるとともに、将来、飲酒運転を絶対にしないと

いう意識を高めること。なお、教員に対して「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に

関する条例の一部を改正する条例」の趣旨及び内容並びにアルコール健康障害に

関する知識を確実に習得させること。 

 

４ 主に災害安全（防災）に関すること 

（１）避難訓練は、表面的、形式的な指導に終わることなく、自らの判断で安全に行

動できる児童生徒等を育成するため、授業中だけではなく休憩時や登下校時を想

定するなど、様々な条件下での訓練を実施すること。その際、障がいのある児童

生徒等については、障がいの種類及び程度に応じて、保護者等と連携を図りなが

ら実施すること。また、保護者や地域等と連携した訓練を行うなど、より実践的

な避難訓練となるよう工夫すること。  

   なお、本県は複数の活断層による地震の発生等が想定されている（「福岡県地域

防災計画」H24.5.30福岡県防災会議）ことから、火災の避難訓練と組み合わせる

などして、地震に対応した避難訓練についても必ず実施すること。 

（２）東日本大震災、熊本地震や九州北部豪雨、西日本豪雨等の教訓を踏まえ、複数

の避難場所の指定と複数の避難経路の確保、情報収集方法や関係機関との連絡方



法の複線化など、多重の安全体制の整備を図ること。 

 

５ 新たな危機事象に関すること 

（１）各学校において、当該自治体の国民保護計画を参考にしながら、校内だけでな

く校外での授業も含め様々な状況を具体的に想定しつつ、地域の実情に応じた具

体的な対応方策について検討し、危機管理マニュアル及び学校安全計画等の見直

しを行うこと。 

（２）各学校において、Ｊアラート等を通じて緊急情報が発信された際の児童生徒等

の安全確保の方策について、全教職員で共通理解を図ること。 

（３）学校への犯罪予告･テロへの対応について、警察の指示の下、教育委員会と連携

し事案に応じて適切に対処するとともに、学校独自に考えるのではなく、自治体

の国民保護計画に沿って、発生する事案の状況に応じてあらかじめ必要な情報を

共有し、いざというときに児童生徒等の安全確保ができるように備えること。 

（４）インターネット上の犯罪被害への対応について、犯罪被害の未然防止及び問題

の早期発見･被害防止のために、最新事例（警視庁ウェブサイト等を参照）の把握

や情報モラル教育の充実に努めるとともに、被害があった場合は、警察や法務局

にすぐに相談できるよう、日頃から体制の構築をしておくこと。 

 

６ 参考資料 

学校安全計画や危機管理マニュアルの見直し、安全点検の実施及び避難訓練を含む

安全教育を実施する際には、以下の資料を参照し、自校の学校安全の充実に努めるこ

と。 

（１）全体に関すこと 

 ・学校安全総合支援事業実践事例集（R1，H30 福岡県教育委員会） 

・学校安全参考資料「『生きる力』を育む学校での安全教育」（H31.3文部科学省） 

・学校の危機管理マニュアル作成の手引（H30.2文部科学省） 

・第２次学校安全の推進に関する計画（H29.3文部科学省） 

・学校事故対応に関する指針（H28.3文部科学省） 

（２）主に生活安全（防犯）に関すること 

・登下校時における児童生徒等の安全確保の充実について（H30.8文部科学省初等 

中等局長通知） 

 ・地域ぐるみの学校安全体制整備実践事例集（H23.3文部科学省） 

 ・幼児児童生徒の安全確保に関する指針〔改訂版〕（H19.5福岡県教育委員会） 



（３）主に交通安全に関すること 

・飲酒運転防止に関する指導の手引き【改訂版】（H30.2福岡県教育委員会） 

・福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（H29.4.1施行） 

・福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部を改正する条例（H27.4.1 施

行） 

 ・「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（H24.8文部科

学省等） 

（４）主に災害安全（防災）に関すること 

・実践的安全教育総合支援事業（防災）実践事例集（H29,H28,H27福岡県教育委員 

会） 

・教師用指導資料防災教育〔地震〕（H29.1福岡県教育委員会 福岡県ホームペー 

ジ上に掲載） 

 ・実践的防災教育総合支援事業実践事例集（H26,H25,H24福岡県教育委員会） 

 ・学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教育の展開（H25.3文部科学

省） 

 ・「東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議」最終報告

（H24.7） 

 ・学校防災マニュアル（地震・津波被害）作成の手引き（H24.3文部科学省） 

 

 

 

 


