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子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：３．子供・若者の成長のための社会環境の整備 

（１）家庭、学校及び地域の相互の関係の再構築 
   ④ 子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり 

 
府省名：警察庁      

 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 

○平成 30 年５月に発生した、下校中の児童が殺害された事件を受けて、「登下校防犯プ
ラン」が取りまとめられ、不審者情報等を警察署と小学校の間で連絡担当者を決めて
直接共有する体制を構築した。また、通学路や通学時間帯を考慮した警戒・パトロー
ルの重点的な実施を図るとともに、防犯ボランティア、事業者等の多様な担い手によ
る見守り活動の促進、子供が被害に遭った場合などに助けを求めることができる「子
供 110 番の家」の活動に対する支援等を行っている。 

○「安全安心まちづくり推進要綱」に基づき、防犯に配慮した公共施設などの整備・管
理の一層の推進を図るとともに、一定の防犯性能を有する「防犯建物部品」の開発・
普及や防犯に配慮した共同住宅の整備を推進している。 

○令和元年５月に発生した川崎市の児童等殺傷事件を受けて、新たに中学校との間にお
いても不審者情報等を直接共有する体制を構築することとした。 

○96.8％の警察署と管内の小学校において、担当者間で不審者情報等を直接共有する体
制を確立（平成 30 年 11 月 16 日現在） 

○危険な事案に遭遇した場合の初期的対応訓練など、学校と連携した子供に危険を予
測・回避する能力を身に付けさせるための実践的な防犯教育を推進するとともに、防
犯ボランティア団体に対する見守り体制の確認・指導等を行っている。 

○平成 31 年３月末現在、17 種類 3,393 品目の防犯建物部品を登録 

○登下校時における子供の安全確保については、引き続き、関係機関・団体等と連携し、
各種取組を推進していく。 

○引き続き、「安全安心まちづくり推進要綱」に基づき、防犯建物部品の普及促進等に努
めるなど、関係機関・団体等と連携して安全で安心なまちづくりを推進していく。 



登下校防犯プランの概要
登下校時における子供の安全の課題

(1) 通学路の防犯の観点による緊急合同
点検の実施、危険箇所に関する情報共有

(2) 危険箇所の重点的な警戒・見守り

(3) 防犯カメラの設置に関する支援、防犯
まちづくりの推進

(1) 子供の被害は登下校、特に下校時（15～18時）に集中
犯罪件数が減少する中、ほぼ横ばいで推移

(2) ①既存の防犯ボランティアの高齢化、②共働き家庭の増加
→ 「地域の目」が減少、「見守りの空白地帯」が生じている
登下校時における総合的な防犯対策の強化が急務

２．通学路の合同点検の徹底及び
環境の整備・改善

５．子供の危険回避に
関する対策の促進

(1) 警察・教育委員会・学校間の情報共有

(2) 地域住民等による効果的な見守りや
迅速な対応に資する情報の提供・発信

(3) 放課後児童クラブ・放課後子供教室等
の安全対策の推進

(1) 防犯教育の充実

(2) 集団登下校、ICタグ、スクールバス等
を活用した登下校の安全確保の推進

(1) 多様な世代や事業者が日常活動の
機会に気軽に実施できる「ながら見守り」
等の推進

(2) スクールガードの養成、防犯ボランティ
ア団体の活動等の支援

(3) 「子供110番の家・車」への支援等
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子供（13歳未満）が被害者となる身体犯の発生状況
（土日除く。道路上での事案に限る）（H27～29年累計）

学校 放課後児童
クラブ等

自治体

保護者地域住民

１．地域における連携の強化

(1) 登下校時における防犯対策に
関する「地域の連携の場」の構築

(2) 政府の「登下校防犯ポータル
サイト」による取組の支援

４．多様な担い手による
見守りの活性化

３．不審者情報等の共有及び
迅速な対応

警察



「登下校防犯プラン」（平成30年６月・関係閣僚会議決定）に基づく取組状況について

１．地域における連携の強化

⑴ 登下校時における防犯対策に関する「地域の連携の場」の構築

⑵ 政府の「登下校防犯ポータルサイト」による取組の支援

✓ 1,175市町村（68.4％）が構築済み・構築予定（平成30年12月10日現在）
（残りの市町村に対しては、好事例を紹介するなどにより、早期の構築を促す）

✓ 新設したポータルサイトで、関係省庁の施策等の情報を集約・発信し、地
域の取組を支援

３．不審者情報等の共有及び迅速な対応

⑴ 警察・教育委員会・学校間の情報共有

⑵ 地域住民等による効果的な見守りや迅速な対応に資する情報の提供・発信

⑶ 放課後児童クラブ・放課後子供教室等の安全対策の推進

✓ 1,116警察署（96.8％）と管内の全小学校において、担当者間で不審者情報
等を直接共有する体制を確立（平成30年11月16日現在）

✓ 41道府県警察において、より粒度の高い情報等を地域住民等に提供・発信
（残りの都県警察においても、平成30年度中に提供・発信予定。平成30年11月30日現在）

✓ 児童の来所・帰宅時の「安全点検リスト」を改訂し、約90％の放課後児童
クラブにおいて、安全点検を実施（平成30年11月30日現在）

５．子供の危険回避に関する対策の促進

⑴ 防犯教育の充実 ⑵ 集団登下校、ＩＣタグ、スクールバス等を活用した登下校の安全確保の推進

✓ 各種講習会を通じ、教職員等の事件等発生時における初期対応能力等
の向上やスクールガード等の安全に関する最新の知見の習得等を支援

✓ 参考となる事例等を都道府県等に通知し、学校や地域の実情に応じた
安全な登下校方策の策定・実施を推進

４．多様な担い手による見守りの活性化

⑴ 多様な世代や事業者が日常活動の機会に気軽に実施できる「なが
ら見守り」等の推進

⑵ スクールガードの養成、防犯ボランティア団体の活動等の支援

⑶ 「子供110番の家・車」への支援等

✓ 地域住民や自動車運送事業者等に対し、
「ながら見守り」等への協力の要請、協定の
締結等により、「ながら見守り」を推進

✓ スクールガード、スクールガード・リーダーの養成講習会や青パトによる
パトロールを行う防犯ボランティア団体を対象とした講習会等の開催を通じ、
見守り活動を支援

✓ ステッカー・のぼり旗の刷新や実施主体を対象とする子供の安全対策に
係る会議・研修を実施するなど、「子供110番の家・車」の活動を支援

「ながら見守り」（ランニングパトロール）の実施状況

⑴ 通学路の防犯の観点による緊急合同点検の実施、危険箇所に関する
情報共有

２．通学路の合同点検の徹底及び環境の整備・改善

⑵ 危険箇所の重点的な警戒・見守り

⑶ 防犯カメラの設置に関する支援、防犯まちづくりの推進

✓ 公立小学校・保護者による通学路の危険箇所の点
検の結果、12,024校において合同点検を実施（2,124校
は今後実施）（平成30年12月10日現在）

✓ 警察官による登下校時間帯やその他の街頭活動
時における危険箇所への立寄り等、重点的な警戒・
パトロールを推進

✓ 関係者間で、危険箇所や不審者情報等の情報を共
有し、それぞれパトロールを効率的・効果的に実施

✓ 合同点検の結果、対策として挙げられた防犯カメラの設置ニーズを踏ま
え、
政府における緊急的な対応として、地方財政措置を講じる

✓ 防犯まちづくりに関する小冊子の改訂や相談窓口の設置などにより、自治
体の取組を促進

合同点検の実施状況

通学路のパトロールの実施状況



 
○ 令和元年５月２８日、事件発生 
○ 翌２９日、登下校時における子供の安全確保に関する関係閣僚会議 開催 
（総理指示）① 徹底した捜査による全容解明と関係省庁での情報の共有 

② 通学路の安全確保の徹底 
③ 不審者情報の共有と迅速な対応の徹底 

① 全容解明と情報の共有 
【徹底した捜査による全容解明】 

○ 犯行の動機・背景を含め、全容解明に向けて捜査中 
【関係省庁での情報の共有】 
○ 事件概要や被害発生現場の状況等に係る情報を関係省庁で

共有 

③ 不審者情報の共有と迅速な対応 
【警察署、都道府県教育委員会等と国公私立中学校等との情報

共有体制の構築】 
○ 都道府県警察、教育委員会等に対し、これまでの小学校

に加え、全国の国公私立中学校等との間においても、不審
者情報等の共有を行う体制を構築するよう文書を発出(6/11) 

 

川崎市における児童等殺傷事件を受けた政府の取組 

【集合場所等の危険個所の点検】 
○ スクールバスの乗車場所等について全国の小中学校で点検を

実施し、情報を警察や自治体間で共有、対策を推進 
○ 「地域の連携の場」を活用しつつ、各学校が主体となり、保

護者・PTA、地域住民や警察その他の関係機関等と連携した安
全確保に係る体制構築と対策を推進 

【警備、見守り活動の強化】 
○ 登下校時間帯における集団登校の集合場所等に対する警察官

による警戒・パトロールの重点的な実施 
○ スクールガード・リーダーを増員し、地域の見守りを促進す

るとともに、見守り活動時の対処能力を高めるために必要な装
備品（防刃ベスト、さすまた等）を配備 

【防犯教室の推進】 
○  警察､NPOとも連携した、児童生徒の初期対応能力の向上等

の実践的な防犯教育の推進 
○  教員の防犯教育に関する資質能力の向上を図るための研修教

材（e-ラーニング教材等）の開発 
【保護者の不安解消に向けた取組】 
○ 通学中の児童生徒の所在や状況を保護者が把握できるように

するための方策の検討・推進 

② 通学路の安全確保 
【見守り活動等に対する確認・指導】 

○  都道府県警察に対し、地域住民等による効果的な見守り
活動の実施のため、見守り体制及びその実施内容等につい
て確認・指導を行うよう指示(6/19) 

【私立学校を含む学校安全確保対策の推進】 

○  私立学校を含む各学校において学校保健安全法に基づく
学校安全計画・危機管理マニュアルを策定するよう徹底 

○  防犯対策に関する「地域の連携の場」への私立学校・国
立学校等の参画 

○  セーフティプロモーションスクール(SPS)等の先進事例
も参考にした学校安全推進体制の構築 

【安全確保に関する調査研究】 

○ 登下校時における安全確保について、海外事例等を調査 
【登下校防犯プランの着実な推進】 

○  昨年６月に策定された登下校防犯プランによる各種取組
の確実な推進 

④ その他の取組 



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：３．子供・若者の成長のための社会環境の整備 

（１）家庭、学校及び地域の相互の関係の再構築 
   ④ 子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり 

 
府省名：文部科学省   

（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 

【子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり】 

○登下校防犯プランに基づく緊急合同点検等を通じて、危険個所を抽出して対策を取る
こととした学校は 89.2％。「地域の連携の場」を構築した自治体は 49.6％、今後設置す
る自治体は 18.8％、検討中の自治体は 31.6％。（平成 30 年 12 月時点） 
○「学校の危機管理マニュアル作成の手引」では、事前の危機管理として教育委員会の
役割として施設設備等の整備充実等に努めるとされている。防犯カメラの設置状況は、
平成 25 年度は 41.5％、平成 27 年度は 47.7％と 6.2Ｐ増加。（平成 30 年度は現在集計
中） 
○川崎事件を受けた「登下校時の児童生徒の集合場所等の点検」は現在実施中。 

【子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり】 

○子供の安全を確保する上で、地域ぐるみで子供を見守る体制の強化が課題であるが、
今後、通学路の安全を強化するため、地域の見守りの核となるスクールガード・リーダ
ーの増員に向けて関連予算を増額要求中（「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」
令和元年度 1.2 億円→令和２年度 4.2 億円）。また、警察職員ＯＢの団体である警友会と
連携し、見守り活動における警察官ＯＢの活用を推進していく。 
 
 

【子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり】 

○平成 30 年５月、下校中の児童が殺害された事件を受けて、「登下校防犯プラン」が 
取りまとめられ、通学路の緊急合同点検を実施した。また、警察、教育委員会、学校、
自治体等が集まり登下校の安全対策を検討する「地域の連携の場」の構築を推進した。 
○学校・教育委員会等に「学校の危機管理マニュアル作成の手引」（平成 30 年２月初
版）、学校安全資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（平成 31 年 3 月 31 日
改訂２版発行）を作成、配付し、学校における安全教育の充実と適切な安全管理を図っ
た。 
○令和元年５月に発生した川崎市の児童生徒等殺傷事件を受けて、「登下校時の児童生
徒の集合場所等の点検」を実施中。 



登下校防犯プランの概要
登下校時における子供の安全の課題

(1) 通学路の防犯の観点による緊急合同
点検の実施、危険箇所に関する情報共有

(2) 危険箇所の重点的な警戒・見守り

(3) 防犯カメラの設置に関する支援、防犯
まちづくりの推進

(1) 子供の被害は登下校、特に下校時（15～18時）に集中
犯罪件数が減少する中、ほぼ横ばいで推移

(2) ①既存の防犯ボランティアの高齢化、②共働き家庭の増加
→ 「地域の目」が減少、「見守りの空白地帯」が生じている
登下校時における総合的な防犯対策の強化が急務

２．通学路の合同点検の徹底及び
環境の整備・改善

５．子供の危険回避に
関する対策の促進

(1) 警察・教育委員会・学校間の情報共有

(2) 地域住民等による効果的な見守りや
迅速な対応に資する情報の提供・発信

(3) 放課後児童クラブ・放課後子供教室等
の安全対策の推進

(1) 防犯教育の充実

(2) 集団登下校、ICタグ、スクールバス等
を活用した登下校の安全確保の推進

(1) 多様な世代や事業者が日常活動の
機会に気軽に実施できる「ながら見守り」
等の推進

(2) スクールガードの養成、防犯ボランティ
ア団体の活動等の支援

(3) 「子供110番の家・車」への支援等
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子供（13歳未満）が被害者となる身体犯の発生状況
（土日除く。道路上での事案に限る）（H27～29年累計）

学校 放課後児童
クラブ等

自治体

保護者地域住民

１．地域における連携の強化

(1) 登下校時における防犯対策に
関する「地域の連携の場」の構築

(2) 政府の「登下校防犯ポータル
サイト」による取組の支援

４．多様な担い手による
見守りの活性化

３．不審者情報等の共有及び
迅速な対応

警察



危機管理マニュアル（危険等発生時対処要領）

記載内容

●学校保健安全法第29条（平成21年改正で追加）に基づき各学校
で作成。

●全ての学校（１条校）に作成義務。（専修学校、幼保連携型認定こども園にも準用）

●危険発生時に学校の教職員がとるべき措置の具体的内容及び手
順を定めたマニュアル。

根拠・作成状況

学校の危機管理マニュアル作成の手引（30.2）
●近年の様々な安全上の課題を踏まえて、不審者侵入、交通事故、気象
災害、地震・津波、弾道ミサイル発射、学校への犯罪予告などを想定した
危機管理マニュアル作成の手引。特別支援学校・幼稚園における留意点
も記載。

学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き
（24.3）
●東日本大震災を受けて、地震・津波を想定した事前、発生時、事後の危機
管理について、学校防災マニュアル（危機管理マニュアルと同義）の作成、
見直し、改善の行う際の留意点や手順、各種資料等を示したもの。

作成のガイドライン

＜事前の危機管理＞
・体制整備：学校と関係機関（教育委員会、警察、医療機
関、首長部局、PTAなどとの連携
体制、協議会など）

・点検：危険箇所の抽出
・分析・管理

・避難訓練：避難計画の
策定と訓練の実施

・教職員研修：学校安全の中核
となる教員の養成、研修、校内研修

・安全教育：危険予測・危険回避能力
の育成、学校安全計画に基づく系統
的な指導 「通学路安全マップ」の
作成

＜発生時の危機管理＞
・事故発生直後の対応
→保護者や医療機関への一報
→応急手当（AEDなど）

＜事後の危機管理＞
・安否確認
・引渡しと待機
・教育活動の継続
・避難所協力
・心のケア
・調査・検証・報告・再発防止等

学校保健安全法（抄）
（危険等発生時対処要領の作成等）

第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて
、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要
領（次項において「危険等発生時対処要領」という。） を作成するものとする。
２ 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時に
おいて職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。
３ 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等
及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他
の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。
この場合においては、第十条の規定を準用する。

作成率 97.2％

※平成14年から作成

作成状況

※平成27年度末現在



学校安全資料：「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育の改訂について

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

○ 震災や豪雨等の自然災害の状況、交通事故や犯罪等の社会的な情勢の変化など、新たな課題の顕在化・深刻化
○ 学校における活動中の事故や登下校中における事件・事故に巻き込まれる事案やスマートフォンやＳＮＳの利用を
巡るトラブルなど従来想定されなかった新たな危機事象の発生
⇒ 学校を取り巻く新たな状況を踏まえつつ、「学校事故対応に関する指針の作成（平成28年）」、
「学習指導要領の改訂（平成29年）」、「第２次学校安全の推進に関する計画の策定（平成29年）」
などに対応して、平成31年3月「生きる力」を改訂（2回目）

○平成13年： 平成7年の阪神・淡路大震災、平成13年の大阪教育大学付属池田小学校事件等を踏まえて、学校安全の参考
資料として、「「生きる力」をはぐくむ学校安全教育」（以下「生きる力」という）を作成

○平成22年： 平成21年の学校保健安全法の制定（学校保健法改正・改称）等を踏まえて「生きる力」を改訂（1回目）

作成・改訂の経緯

○事故等の未然防止のための安全管理と事故発生後の適切な対応
学校保健安全法に基づき、「学校安全計画」「危険等発生時対処要領」

（危機管理マニュアル）を作成し、組織的に安全管理に取り組む体制を整
備することが必要。
作成後も、学校環境や学校生活、通学路等の点検を通じ、危険な箇所や

場所を抽出‣分析‣管理し、PDCAサイクルの中で改善していくことが必要。
○「学校事故対応に関する指針」に係る対応
「学校事故対応に関する指針」に基づき、事故等発生時の組織的かつ的

確な対応、調査・報告・再発防止等の適切な事後対応や児童生徒等への心
のケアを実施することが必要。

○教科横断的なカリキュラム・マネジメントの確立
安全に関する資質・能力を明確化し、学校教育活動全体を通じた教科

等横断的なカリキュラムマネジメントの確立を通じ、地域の特性や児童
生徒等の実情に応じた安全教育を推進することが重要。
○安全教育の進め方
「学校安全計画」を全教職員が理解し、児童生徒等が安全上の課題に

ついて自ら考え、主体的な行動につながるよう、様々な手法を適宜取り
入れることが重要。実施後は、安全教育の取組状況を把握・検証し、改
善につなげていくことが必要。

○安全管理の考え方
学校安全計画に基づいて、安全教育と安全管理を一体的に活動を展開

することが重要。
○新たな危機事象への対応
これまでの危機対応及び災害発生時の対応に加え、スマートフォンや

ＳＮＳの普及に伴う犯罪被害、テロ、弾道ミサイル発射等の国民保護に
関する新たな危機事象への対応を念頭に、学校における危機管理は、社
会情勢の変化に応じ、常に最新の状況にしておくことが重要。
○幼稚園、特別支援学校等における留意点
幼児の発達の特性や各園の特徴、障害の特性等に応じた留意が必要。

改訂の主なポイント

学校における安全管理学校における安全教育 （学習指導要領の改訂への対応）

「第２次学校安全の推進に関する計画」
「学校事故対応に関する指針」を踏まえた対応 安全教育と安全管理における組織活動

○学校における体制整備
管理職のリーダーシップの下、学校安全の中核となる教職員の役割を

明確化し、全ての教職員が一体となって取り組むことが重要。
全ての教職員が、各キャリアステージにおいて、必要な資質・能力を

身に付けることが必要。
また、最新の情報を踏まえ、実践的な研修が必要。
○学校・家庭・関係機関の連携
安全上の課題が複雑化・多様化する中で、家庭・地域・関係機関との

連携が不可欠。



 
○ 令和元年５月２８日、事件発生 
○ 翌２９日、登下校時における子供の安全確保に関する関係閣僚会議 開催 
（総理指示）① 徹底した捜査による全容解明と関係省庁での情報の共有 

② 通学路の安全確保の徹底 
③ 不審者情報の共有と迅速な対応の徹底 

① 全容解明と情報の共有 
【徹底した捜査による全容解明】 

○ 犯行の動機・背景を含め、全容解明に向けて捜査中 
【関係省庁での情報の共有】 
○ 事件概要や被害発生現場の状況等に係る情報を関係省庁で

共有 

③ 不審者情報の共有と迅速な対応 
【警察署、都道府県教育委員会等と国公私立中学校等との情報

共有体制の構築】 
○ 都道府県警察、教育委員会等に対し、これまでの小学校

に加え、全国の国公私立中学校等との間においても、不審
者情報等の共有を行う体制を構築するよう文書を発出(6/11) 

 

川崎市における児童等殺傷事件を受けた政府の取組 

【集合場所等の危険個所の点検】 
○ スクールバスの乗車場所等について全国の小中学校で点検を

実施し、情報を警察や自治体間で共有、対策を推進 
○ 「地域の連携の場」を活用しつつ、各学校が主体となり、保

護者・PTA、地域住民や警察その他の関係機関等と連携した安
全確保に係る体制構築と対策を推進 

【警備、見守り活動の強化】 
○ 登下校時間帯における集団登校の集合場所等に対する警察官

による警戒・パトロールの重点的な実施 
○ スクールガード・リーダーを増員し、地域の見守りを促進す

るとともに、見守り活動時の対処能力を高めるために必要な装
備品（防刃ベスト、さすまた等）を配備 

【防犯教室の推進】 
○  警察､NPOとも連携した、児童生徒の初期対応能力の向上等

の実践的な防犯教育の推進 
○  教員の防犯教育に関する資質能力の向上を図るための研修教

材（e-ラーニング教材等）の開発 
【保護者の不安解消に向けた取組】 
○ 通学中の児童生徒の所在や状況を保護者が把握できるように

するための方策の検討・推進 

② 通学路の安全確保 
【見守り活動等に対する確認・指導】 

○  都道府県警察に対し、地域住民等による効果的な見守り
活動の実施のため、見守り体制及びその実施内容等につい
て確認・指導を行うよう指示(6/19) 

【私立学校を含む学校安全確保対策の推進】 

○  私立学校を含む各学校において学校保健安全法に基づく
学校安全計画・危機管理マニュアルを策定するよう徹底 

○  防犯対策に関する「地域の連携の場」への私立学校・国
立学校等の参画 

○  セーフティプロモーションスクール(SPS)等の先進事例
も参考にした学校安全推進体制の構築 

【安全確保に関する調査研究】 

○ 登下校時における安全確保について、海外事例等を調査 
【登下校防犯プランの着実な推進】 

○  昨年６月に策定された登下校防犯プランによる各種取組
の確実な推進 

④ その他の取組 

犯罪対策閣僚会議 

（6月25日）報告資料 



地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 令和2年度要望額 420百万円
(前年度予算額 119百万円)

学校、通学路の安全確保に向け、昨今の児童生徒の尊い命を奪う交通事故・事件の発生も踏まえ、スクー
ルガード・リーダー増員による見守りの充実や、スクールガード等のボランティアの養成・資質向上を促進す
ることにより、警察や保護者、PTA等との連携の下で見守り体制の一層の強化を図る。

■実施主体：都道府県及び市町村
■補 助 率：国庫補助率1/3、都道府県、市町村各1/3 ※市町村直接実施の場合2/3負担

○スクールガード・リーダーによる指導、見
守り活動に対する謝金、各学校を定期的に
巡回するための旅費等の補助

○装備品の充実（防刃ベスト等）

○学校等の巡回活動等を円滑にするため、ス
クールガード・リーダーの連絡会等の開催
を支援（全市町村）

○通学路で子供たちを見守るスクールガード
の防犯に対する知識、非常時の対応策等を
身に付けさせるための養成講習会を実施
（年間１地域10回開催）

○最新の安全に関する情報、不審者情報の
共有

○通学路や学校で子供の見守り活動の強化
を図るため、「登下校防犯プラン」等に基
づく防犯活動への支援(全市町村）

〔活動例〕
・防犯訓練の実施・通学安全マップの作成・
登下校時のパトロール・地域の連携の場構築

スクールガード・
リーダー

スクール
ガード

「地域の連携の場」
の構築など地域全体
で見守る体制を強化

「地域の連携の場」
の構築など地域全体
で見守る体制を強化

国公私立学校

警察

地域住民
保護者
PTA

ボランティア

スクールガード・リーダー増員
による見守りの強化

スクールガード・リーダーに
対する活動支援

スクールガード（ボランティア）
の養成・資質向上

スクールガードに対する活動支援

●見守り活動・警備上のポイント
●不審者対応

等について具体的な指示、指導

○スクールガード・リーダー（SGL）の空白
地帯の解消に向け、現行の1,700人体制から
4,000人体制へ増員

○スクールガード・リーダーの資質を備えた
人材（警察官OB・教職員OB・防犯協会役員
等）に対する育成講習会の実施

（年間１地域10回開催）







子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：３．子供・若者の成長のための社会環境の整備 

（１）家庭、学校及び地域の相互の関係の再構築 
   ④子供・若者が犯罪等に遭いにくいまちづくり  

 
府省名：国土交通省         

 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり】 
・安全に配慮したまちづくりの推進に向け、各地方整備局等に「防犯まちづくりに関す
る相談窓口」を設置し（平成３０年７月）、「安全で安心なまちづくりのパンフレット」
を見直し（平成３０年８月）、パンフレットに連絡先等を盛り込んで、地方公共団体へ周
知した。 
・砂防えん堤等の施設整備等及び危険な区域の明示等のハード・ソフト一体となった土
砂災害対策を推進。 
 

・平成３０年に参加要請に基づき、地方整備局等が「地域の連携の場」に参加した市
町村は１０２市町村（まちづくり担当部局３市町村、道路管理者９９市町村）、「通学
路の緊急合同点検」に参加した学校数は５５５校（まちづくり担当部局１５校、道路
管理者５４０校）。 
・要配慮者利用施設、防災拠点が立地する地域等にかかる土石流危険渓流等に土砂災害
対策を実施。（平成３０年度末進捗率約４０％） 
 
 
・引き続き、関係省庁、地方公共団体等と連携し、安全に配慮したまちづくりやハード・
ソフト一体となった土砂災害対策を推進する。 
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