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Ⅲ 教職員の事故

１ 「交通事故発生」に伴う対応■

事 例
勤務時間終了後，退勤途中，左折しようとしたところ後方から来たお年寄りの

運転するバイクと接触事故を起こしてしまった。その際，バイクの運転手が転倒
してケガをした。

（１） 事故発生 事故発生の連絡（本人から校長（教頭）へ）

①事実関係の把握をする。（校長 教頭）

（２） 事故の概況把握 事故現場へ行って，事故状況等の把握（教頭）

①事故者の氏名及び家族状況
②発生時刻，場所，加害・被害又は自損の内容
③事故の概況，逮捕，留置

（３） 被害者を見舞う

①被害者を見舞う。（事故者・教頭（程度によっては校長））

（４） 関係機関への口頭連絡

①教育委員会等関係機関へ口頭連絡し，指導を仰ぐ
②報道機関に対する対応（窓口の一本化 教頭）

（５） 職員への指導

①教職員へ，事故概況の説明及び今後の対応を伝える。
②服務の在り方について指導
③本人のプライバシーの確保

（６） 関係機関への文書による報告（校長）

①関係機関へ文書による報告をし，指導を仰ぐ（市教委・事務所・県教委）
②事実関係と原因
③学校の措置と今後の対応
④ＰＴＡの役員への説明
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２ 「体罰」によるケガをしたときの対応■

事 例
いたずらをした５名の児童を，担任が呼び話を聞いたところ，５名のうち３名

の児童は，自分たちがやったことを認めた。２名の児童は，「やってない」と言
っていたが，時間をかけて聞いたところ，自分たちもやったことを認めた。
Ｃ担任は，事件のことよりも嘘をついたことを強く指導し，二人の児童の頭を

数回「はちあわせ」した。
二人の児童の頭にこぶができ，頭が切れ出血した。

体罰によるケガ発生

（１） ①体罰を加えた教師は，速やかに報告する。
（生徒指導主事→教務主任→教頭→校長）

ケガの処置 保健室 保護者へ連絡 専門医 状況の把握・報告

（２） ①速やかに判断し，ケガの処置をする。
②必ず，保護者に連絡する。
③当該教師により事情聴取
（状況を正確に把握し，教頭→校長へ報告する。）

関係機関への口頭報告（校長） 全職員に説明・指導

（３） ①教育委員会等関係機関へ口頭報告（ケガの程度により判断）
②全職員に概要の説明・指導（教頭）体罰にかかわる指導（校長）

児童への指導

（４） ①当該児童への指導をする。（生徒指導主事・教務主任・担任）

保護者への対応

（５） ①保護者へ適切な対応をする。
・当該教師，教務主任（生徒指導主事）が出向いて，状況を説明する。
・言い訳や子供のせいにしないで，素直に謝る。

②校長・教頭が訪問し，謝罪する。（ケガの程度により判断）
・事実関係と原因，学校の措置と今後の対応，治療費等

関係機関へ報告（校長） ＰＴＡへの対応（役員への説明）
（生徒指導主事，教務主任，教頭，校長，当該教諭）

（６） ①関係機関への報告
（市教委，事務所，県教委） ①事実関係と原因の説明
②事実関係と原因 ②今後の学校経営について説明し
③学校の措置と今後の対応 理解を得る。

被害児童・加害教員への指導 事故再発防止と指導

（７） ①事実関係と原因を明確にし，教師の非をはっきりさせる。

②事故再発防止と指導
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３ 保護者からのクレームが起こったときの対応■

（１） 保護者からの要望

①相手の言い分を誠意をもってよく聞く。
・相手が誰であるかを確認する。（匿名のときも誠意をもって）
・相手の気持ち，言いたいことをよく聞く。（メモを取る）
・メモをもとに，相手の言いたいことを再確認する。
・話の内容によっては，会って話を聞くことを伝える。

（２） 事実関係の把握

①事実関係を正確に把握する。
・問題は何であるか。事実はどうか十分に調査する。
・指導力の問題なのか。
・説明不足による問題か。
・保護者の理解不足によるものか。
・相手の立場に立って，対立の原因を明らかにする。

（３） 報告・連絡・相談

①報告・連絡・相談・確認（生徒指導主事→教務主任→教頭→校長）
・「こんなこと」と自分で決めつけない。
・事実を曲げて話さない。
（相手の言ったこと，自分で思ったことの区別）

・想像で報告しない。
・全職員への事実説明と理解

（４） 要望に対する説明の場の設定

①誠意を持って十分に話し合う。
（話の内容によって，教務主任・生徒指導主事・その他の同席）
・相手の気持ちを聞くという態度を大切にする。
・真剣に課題解決にあたるという誠意をもって話す。
・相手を説得しようとする姿勢は避ける。

②教師に非があるときは，丁寧な謝罪と説明をする。
・直接会って（場合によっては訪問）素直に謝る。
・言い訳をしない。
・話の内容によって，教務主任・生徒指導主事・その他の同席
（校長・教頭の同伴の判断）

（５） 教育委員会への報告

①教育委員会への報告
・口頭又は文書による報告。
・事実関係
・保護者の要求と学校側の対応

（６） 共通理解と保護者への対応

①全教師が問題点の事実を共通理解する。
・組織を生かした対応をする。
・生徒指導部・関係組織

②保護者会を開催するなど保護者の理解を得る。
・ＰＴＡの援助，協力（事実の内容によって）
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Ⅳ 生徒指導

１ 休み時間，給食，放課後などの事故への対応■

事 例
２校時が始まろうとしていた休み時間のこと。６年生の男子ＡとＢがケンカをし

て，ＡがＢの耳の後ろを本で打った。当初はたいしたことはないように見えたが，
午後になって耳が痛くなり，吐き気がするというので校医の診察を受けたところ，
鼓膜が破れ，軽いむち打ち症も起こしていることが分かった。
数日後，Ｂの親からＡの親へ「難聴になったらどうしてくれる。」という保障を

におわすような電話があって困っているという訴えがＡの親から学校にあった。

（１） 事故の発見

①被害者が保健室に来室し，養護教諭が事情を聞いて分かる。

（２） 対 応

①養護教諭が担任に事情を説明する。
②教頭に報告。さらに教頭は校長に報告する。
③担任が保護者に事情を説明し，緊急に校医の診察を受ける旨を伝える。
④養護教諭がタクシーで病院へ連れていく。（教頭も同行）
⑤教頭が学校としての指導の不備を保護者に謝罪する。
⑥校長は，関係機関に連絡する。

（３） 職員への指導

①始業前，休憩時間，放課後等についての指導体制を確立する。
②休み時間等の過ごし方について，再度共通理解を図り確認をする。

（４） 被害児童への指導

加害児童への指導

①両者から事情を聞き，些細なことから起きたケンカで，偶然的な出
来事が大きな事故になることを指導する。

（５） 保護者への対応

①加害者Ａの保護者へは，事情を説明し，大きなケガを負わせたという
事実を理解してもらうようにする。謝罪の申し出があったり迷ったり
しているときには，被害者Ｂに対して誠意を示すように勧める。
（学校側から謝罪を勧めると場合によっては別のトラブルの原因にな
るので避ける。）

②被害者Ｂ宅へ担任と教頭が訪問し，トラブルの詳細を報告するととも
に，改めてケガを負わせてしまったことへの謝罪をする。

③被害者Ｂの保護者へは，治療費は災害給付によって支払われることを
知らせ安心させる。

④親が互いに誤解しないように，その都度状況を正しく知らせる。

（６） 児童への指導を継続
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２ 「いじめ」による転校の訴えへの対応■

事 例
４年生の女子である。「髪を引っ張られ，机をけられ，学用品を隠されるなどの

いじめが長期にわたり，子供は登校をいやがるようになっている。これらのいじめ
に対して，担任は適切な指導をしていない。これ以上我慢できないので，転校した
い。」という訴えが親から出された。

（1） いじめ問題の発見

①保護者から教頭（教育委員会）への電話による訴え

（2） 対 応

①教頭は保護者からの訴えの事実を校長に報告する。
②教頭・生徒指導主事は，担任や学年主任に事実を確認し，対応の状況
を把握する。

③ケース会議を開き，チームでのいじめ再発防止対策について話し合う。
④今後の指導の方針を保護者に伝える。
⑤休み時間等できるだけ空白の時間ができないよう，複数の職員の目が
行き届くようにする。

⑥被害者が，悩みをうち明けたりできる場所を用意し安心させる。
⑦全教員が，いじめの問題の重大性を認識し，実態について共通理解を
図る。

（3） 被害児童への支援

①被害児童の教育相談には，養護教諭など役割を分担し指導に当たる。

（4） 加害児童への指導

①加害児童への指導は，生徒指導主事や教務主任などで役割分担をする。
②加害児童が複数いる場合の指導は，早急にかつ個別に行う。

（5） 保護者への対応

①被害者の保護者に対しては，担任と管理職が学校の不手際を認めて誠
意をもって謝罪し，今後の学校の対応について伝える。

②加害者の保護者に対しては，事実関係と指導の内容について伝える。
必要に応じて助言をする。

（６） 児童への指導を継続

①いじめの実態の共通理解のもと，複数の教員で見守り，些細な気づき
も報告し合うことで，再発防止に努める。
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Ⅴ 学校保健・安全

１ 感染症への対応（インフルエンザ様疾患）■

事 例

今年度は，全国各地で集団かぜ発生のニュースがテレビ等で報じられている。本

県でも，集団かぜが県南地方から発生し，順次感染地域が広がり，本市においても，

かぜによる欠席が増えてきており，各学校でもその対応におわれてきている。

（１） 集団かぜの発生

①状況を把握し，速やかに報告する。

・学級担任 → 養護教諭 → 教頭 → 校長

↓ ↑

保 健 主 事

（２） 対 応

①流行の恐れが十分考えられるので，健康チェックについて万全を期す。

・児童の健康観察・・・学級担任

・専門的な立場（学校医）からの指導を受ける。・・・養護教諭

②欠席者情報収集システムで近隣の状況を確認する・・・養護教諭

③疫学的な調査を行い，蔓延を絶つことに努める。

・・・養護教諭，保健主事

④児童・生徒がインフルエンザにかかり，又はその疑いがあって欠席さ

せる場合は，必ずその旨を学校に届けさせる。

⑤注意喚起の文書を保護者宛に出す。

（３） 関係機関への報告

①集団に発生する傾向がみられたときは，速やかに学校医及び市教育委

員会に連絡し，状況に応じた適切な処置をする。

（欠席者の症状や欠席率の推移を重視した対応）

②学級閉鎖等の措置をした場合

・欠席者情報収集システムの入力をする。

・文書報告に先立って，電話等をもって口頭報告する。

・その後，所定の様式により市教育委員会教育長に文書報告をする。

・給食センターに欠食の連絡をする。

（４） 保護者への通知

①保護者には，感染状況や学級閉鎖等の通知を出し連絡をする。

②事後に必要に応じて，出席停止期間の学習の補充について知らせる。
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２ 授業時のケガへの対応■

事 例
クラブの時間，工作クラブは６年生が模型飛行機作りをしていた。主翼の部分が

完成したＡ男は，主翼を宙にかざした後，飛行している様子を想定して自分の身体
の周りを旋回させた。
ところが，ぐるりと回したとき，後ろの席で作業していたＢ男の目に翼の木部が

当たってしまった。勢いよく目を直撃したこともあり，痛さでＢ男はその場にうず
くまってしまった。悲鳴を聞きつけて顧問が直ちにＢ男を保健室に連れていき，養
護教諭に応急処置をしてもらった後，眼球なので専門医の診察を受けた。

（１） ケガへの対応

①事故が発生し，知らせを受けたら直ちにケガをした児童・生徒を保健
室に連れて行き，応急処置をし担任に知らせる。

②担任は，状況を校長（教頭）に報告する。
・担任は家庭に連絡し，医療機関への受診をお願いする。ただし，急
を要する場合は，親に病院へ直行するように依頼

③（急を要する場合）養護教諭が付き添ってタクシーで病院へ行き，診
察を受ける。

④ケガの結果についての報告を受けたら，校長はその状況により市教育
委員会へ口頭で「事故の概要」と「学校の対応について」報告する。
・文書報告はその後速やかに行う。

（２） 加害児童及び保護者への対応

①教頭は，加害者になってしまったＡ男の家に電話で「概況について」
知らせる。謝罪の申し出があったときには，被害者に対しての誠意あ
る謝罪を勧める。（学校側から謝罪を勧めると場合によっては別のト
ラブルの原因になるので避ける。）

（３） 被害児童及び保護者への対応

①校長（教頭）は，担任，Ａ男の親，Ａ男と同行して，Ｂ男の家を訪問。
事故の状況を正確に説明し，事故の謝罪と見舞いの言葉を述べる。

（訪問するメンバーは，ケガの程度により判断する。）
②担任は，Ｂ男の欠席中の授業内容の補充などに配慮する。

（４） 職員への説明と指導

①校長（教頭）は，全職員に事故の概況を知らせる。事故発生に際して
は，緊急・適切な処置ができるよう，普段の心構えの大切さを話す。
（特に担任不在や管理職不在のときの対応）

（５） 今後の対応策

①学校は，加害者と被害者の間に立って，両者の立場を尊重した誠意ある対
応に心がける。特に補償問題が起こった場合には，円満解決に努力する。

②日常指導の累積により，成果を上げていく。事故防止は，日常の指導によ
って支えられていることを強調する。

③日ごろから，安全教育について力を入れ，特に用具の扱いには十分注意を払うよ
う厳しく継続指導していく。
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３ 不登校や登校しぶりへの対応■

不登校問題への基本的視点
１ 不登校は，どの児童にも起こり得るものであるという視点に立ってこの問題を
とらえていく必要があること。

２ いじめ，学業の不振，教師に対する不信感など，学校生活上の問題が起因して
不登校になってしまう場合がしばしば見られるので，学校や教師一人一人の努力
が極めて重要であること。

３ 学校，家庭，関係機関，本人の努力等によって，不登校の問題はかなりの部分
を改善ないし解決することができること。

４ 児童の自立を促し，学校生活への適応を図るために多様な方法を検討する必要
があること。

５ 児童の好ましい変化は，たとえ小さなことであってもこれを自立のプロセスと
してありのままに受け止め，積極的に評価すること。

（１） 登校しぶり傾向 ①休みがちな児童，保健室によく来る児童を把握する。
児童の把握 （担任，養護教諭，生徒指導主事）

（２） 生徒指導・支援 ②児童の休む原因，保健室来室の原因の究明に当たる。
会議 ・原因の究明

・対応の検討
※不登校のタイプ
ア．学校生活に起因する型
イ．遊び・非行型

対 応 ウ．無気力型
エ．不安など情緒的混乱の型

（３） 報 告 ③状況について報告し，今後の対応について検討し，共通
理解を図る。

①教師の対応
家庭訪問，電話，迎え，保護者面接・相談・指導，関係機関との連携，友人に接

触を促す，特別室（保健室）への登校，行事を利用した指導，手紙や印刷物を届ける，
学級全体での指導，個別指導

②家庭との連携
保護者の混乱した気持ちを受け止め，保護者が安定した気持ちで児童にかかわれ

るように支える。児童が学校へ来なくても，情報の提供・交換等を行い，関係を絶
やさないように心がける。

③関係諸機関との連携
問題の全てが学校や保護者の力で解決できるものとは限らない。むしろ早期に関

係機関等と連携を図ることによって，問題が複雑化せず，解決の道を見いだせる場
合も多い。相談所等の機関を紹介する場合は，保護者が学校に対して疎外感を持ち
やすいので配慮をする。学校側も関係機関の専門的な見解を尊重して，十分にバッ
クアップすることが大切で関係機関に任せきりにしないよう留意する。

④上記での対応策に基づいて指導に当たる。

⑤指導の経過について，随時校長に報告し，指導を継続する。

⑥ 定期的にケース会議や生徒指導協議会で対応策について検討，共通理解をする。


