２０１７(平成２９)年度 札幌北斗高等学校 安全計画（生活安全・災害安全・交通安全）
安
行 事

月

新入生ガイダンス
入学式 始業式
オリエンテーション（先輩
４ HR 部活紹介HR 対面
式）
月 きらぼしゼミ（学習合宿）
全学年到達度テスト・基
礎診断テスト
３年個人進路面接
保護者授業参観
公開授業
壮行会
生徒総会
１年宿泊研修
１年特進ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾀﾃﾞｨ開
５ 始
月 Co－Bloomスタディ開始
きらっく講座開始
PTA評議員会・後援会・
総会
学級懇談
会
進
路講和
３年保護者進路説明会

保健関係
主務：保健室

全 教

育

安全管理

生活関係
いじめ・体罰関係
主務：生活指導室・学年室 主務：生徒支援課・生活室

〇本年度生活指導計画提示
○北斗ルールマニュアルの徹底
○身嗜み指導の徹底
〇本年度保健指導計画提示
○清掃活動指導
○新入生X線・心電図検査
○交通安全教室（１年）
○尿検査
○ケイタイ使用安全教室(全学年)
○内科検診
○自転車安全指導（保険・自動２輪４
○教育相談開始
輪免許禁止含む）
○厚生常任委員会（保健室利用指
○靴ロッカーの使用指導
導・健康診断事前指導）
○通学路安全・生活指導
○保健室だより（保健室利用・各検診
○生活状況アンケート(いじめ含む)
にむけて）
○きらぼしゼミ食事・安全指導
○校内巡視開始
○通学路巡視開始

〇本年度いじめ・暴力指導計画
提示
○いじめと暴力について(校長)
○いじめ防止指導(各学年集会
＝学年室長)

生徒会関係
主務：生徒会指導室・生活室・学年室

学校生活の対人安全管理
主務：生活・学習・学年の各室
・生徒玄関警備保障警備開始
・入学式の安全対策
・通学状況調査
・防災・救急体制の確立 （研修）
・各学年注意生徒調査（心身の健康）
・登下校指導
・特進きらぼしゼミ《合宿》の安全対策
・校舎建築関係工事および輸送、工事関
係者出入りおよび引っ越し業務に関連す
る安全対策
・下宿、アルバイト指導

〇本年度生徒会指導計画提示
○対面式（集会安全指導）
○部活動年間計画・部員登録
○ボランティア安全指導

○身体計測
○歯科検診
○保健室だより
○スポーツ振興センター加入申し込
み
○健康診断事後指導

○通学路巡視
○連休安全指導

・年度安全計画説明（教員・保護者研修）
・緊急時および問題行動時の対応（教員
研修・保護者報告）
・授業時の安全確認
○地域ボランティア参加計画（保険指 (特に、体育実技・理科実験・家庭科実習・
導含む・花植え・町内清掃）
校外授業・部活動)
○災害補償制度加入手続き
・宿泊研修の安全対策
○あしなが募金活動
・校舎建築関係工事および輸送、工事関
係者出入りおよび引っ越し業務に関連す
る安全対策
・共歩会の安全等下見
・緊急時連絡体制の検討と確認

○保健室だより

○登下校安全（対痴漢行為含む）・マ
ナー指導
○大掃除安全指導
○いじめアンケート(全学年)
○避難訓練（火災）
○いじめ防止ルールについて(各
○校外巡視
クラス)
○校舎建築関係に伴う安全指導
○緊急時連絡体制の検討と確認

○ボランティア安全指導
○北斗祭特別委員会（清掃・中毒・校
内安全＝招待制・貴重品管理・火気使
用・準備中の安全＝買出し・ダンボー
ル集めの交通安全含む）

○保健室だより

・校舎建築関係工事および輸送、工事関
係者出入りおよび引っ越し業務に関連す
る安全対策
○夏休みの生活と安全
○ボランティア安全指導
・教職員救急救命（研修・ＡＥＤと応急手
○身嗜み指導
○北斗祭（警備・食堂の清潔維持管
当）
○いじめアンケート結果について
○校舎建築関係に伴う安全指導
理）
・学校祭安全運営体制の確立と生徒安全
（学年指導）
○新駐輪場の使用に関する防犯と安
○夏季休暇中講習・補習・部活等活動 指導
全に関する指導
計画表作成
・学校祭における安全指導（入場者管理、
電気・火気管理、食中毒管理、など）
・学年体験学習の下見
・冷房時の体調管理指導

１学期末試験
修学旅行保護者説明会
補習・追試週間
９ 専門学校校内推薦会議
同窓会総会・懇親会
月 見学会・学校説明会
学年体験学習
スポーツ大会
１学期終業式

○麻疹・風疹予防接種調査
○保健室だより

○校外巡視
○学年体験学習の安全指導
○校外受験安全指導
○校舎建築関係に伴う安全指導

2学期始業式
職員研修会
１ 大学短大校内推薦会議
生徒会役員選挙
０
文化鑑賞会
月 ﾌｫｰｶｼﾝｸﾞ説明会
学級懇談会
修学旅行

○修学旅行前健康保健指導
○修学旅行時の健康管理＝虫対策
含む・救急箱・看護師との打合せ）
○保健室だより
○インフルエンザの予防

○登下校安全・マナー指導
○修学旅行安全指導
○大掃除安全指導
○避難訓練（新校舎初の訓練・火災）
○校舎建築関係に伴う安全指導

１学期中間試験
進路ガイダンス
６ 補習・追試週間
ＰＴＡ評議員会
月 春の避難訓練
共歩会・開校記念日
三者懇談週間

学校祭
ふれあい看護体験
７ 就職希望者指導
・ 終業式
８ 夏季休暇中きらぼしゼミ
月 （合宿）
始業式
就職校内推薦会議

○秋の町内会清掃ボランティア

・防災設備の点検整備（消火器、消火
栓、火災報知機、避難器具、誘導灯）
・暖房機の安全点検
・自家用電気工作物保安点検
・エレベーター保守点検

・校舎解体建築関係工事および輸送、工
事関係者出入りに関連する安全対策
・暖房機の安全点検
・風邪・インフルエンザの指導
・エレベーター保守点検
・見学会の安全

○いじめアンケート(全学年)
○体罰アンケート
○体罰禁止（教員研修）

始業式
センター入試
１ 推薦・単願入試
○年間健康指導の振返り
○保健室だより
月 PTA評議員会
３年学年末試験
３年生欠課時数不足補充

○年間生徒指導の振返り
○受験者交通安全確保
○身嗜み指導
○校舎建築関係に伴う安全指導

○いじめアンケート結果について
（学年指導）
○除雪ボランティア安全指導
○いじめ・体罰アンケート報告（保 ○地域ボランティア報告会参加
護者）

３年成績会議
２ 卒業認定会議
月 同窓会入会式
一般入試

○年間諸統計
○保健室だより

○受験者交通安全確保
○身嗜み指導
○校舎建築関係に伴う安全指導

○次年度保健計画
○保健室だより
○１・２学年こころとからだ教室
１学年 性 ２・３学年 飲酒・喫煙・
薬物

○春休みの生活と安全
○次年度計画
○校舎建築関係に伴う安全指導

終業式

・学校環境の安全点検整備（施設､設備、
体育館、柔道場、講堂）
・非常放送設備点検
・自家用電気工作物保安点検
・エレベーター保守点検
・放送設備点検

・校舎解体建築関係工事および輸送、工
事関係者出入りに関連する安全対策
・防災避難訓練の徹底
・修学旅行 危機対応組織体制の確立
・修学旅行安全指導

○冬休みの生活と安全
○身嗜み指導
○３年自動４輪免許取得指導
○校舎建築関係に伴う安全指導

卒業式

・校舎建築関係工事および輸送、工事関
係者出入りに関連する安全対策
・生徒引率の安全確認
・自家用電気工作物保安点検
・建学の精神と人生の安全（保護者）
・エレベーター保守点検
・防災避難訓練の徹底
・共歩会の安全対策

・防犯カメラの設計と設置
・警備保障システムの新設
・エレベーター保守点検
・校舎危険個所の点検・対策
・３期工事の安全点検

○いじめ等について(校長)

３ １･２年学年末試験
月 １･2年時数不足補充

・エレベーター保守点検
・引っ越しの安全計画
・西校舎正面玄関警備保障廃止・電話線
廃止
・西校舎解体に伴う安全管理

○ボランティア安全指導
○スポーツ大会の安全指導

○身嗜み指導
○校舎建築関係に伴う安全指導

２学期中間試験
２学期中間試験
校内進路ガイダンス
１ 補習・追試週間
○風邪の予防（換気の指導含む）
終業式
○冬期休暇健康指導
２
冬期休暇中きらぼしゼミ ○保健室だより
月 （合宿）
職員振り返り会議（分掌）
学校閉鎖

・夜間警備保障警備切り替え工事
・防災設備の点検整備（消火器、消火
栓、火災報知機、避難器具、誘導灯）
・学校環境の安全点検整備（普通・特別
教室）
・自動ドア保守点検
・エレベーター保守点検
・情報関係のセキュリティー設計
・自家用電気工作物保安点検

・校舎解体建築関係工事および輸送、工
事関係者出入りに関連する安全対策
・校舎建築工事に伴う外部者への対応・登
下校の注意・騒音に関する対策
・校舎各部屋の鍵の管理徹底
・見学会の安全対策
・学年体験学習の安全対策

見学会

１ ２年生徒・保護者進路説
○インフルエンザの予防
１ 明会・懇談会
○保健室だより
生徒総会
月

学校環境の対物安全点検
主務：事務室

○冬期休暇中部活動等活動計画表作
成
○冬期休暇中ボランティア（地域除雪）
呼びかけ

○除雪ボランティア安全指導

・校舎解体建築関係工事および輸送、工
事関係者出入りに関連する安全対策
・暖房の安全(露出鉄管対策とｽﾁｰﾑ内清
掃）と換気の指導

・自家用電気工作物保安点検
・避難路・通学通路の確保（除雪）
・自動ドア保守点検
・エレベーター保守点検

・入社・入学前の安全・健康指導
・入試受験者交通安全確保
・非常放送設備点検
・入試受験会場不審物点検
・避難路・通学路の確保（除雪）点検
・校舎建築関係工事および輸送、工事関
・エレベーター保守点検
係者出入りおよび引っ越し業務に関連す
る安全対策
・入試受験者交通安全確保
・入試受験会場不審物点検
・卒業式の安全対策
・校舎建築関係工事および輸送、工事関
係者出入りおよび引っ越し業務に関連す
る安全対策
・校舎解体建築関係工事および輸送、工
事関係者出入りに関連する安全対策
・今年度活動の反省と次年度の安全計画
立案
・本年度の事故発生のまとめ

・自家用電気工作物保安点検
・避難路・通学通路の確保（除雪）
・エレベーター保守点検

・生徒用机・椅子の点検整備
・学校環境の安全点検整備（施設・設備）
・避難路、通学路の確保（除雪）
・エレベータ保守点検

評
価
そ
の
他

〇こころとからだの教室を４月に変更 〇自動車免許に関する事前指導の
し事前に内容要望を各学年から聴取 徹底。
し講師に伝える。
〇８月末までと９月以降の新校舎の
避難経路の確定。
〇冬期間の避難先の確定。
〇新校舎内の清掃・安全は微調整
し、試運転期間とする。

〇いじめ防止ルールは各クラスに
今年度も掲示し啓発を日常的に
行う。
〇いじめ対策委員会後の連絡体
制を密にする。（生活課＝学年＝
生徒支援課＝教頭）

達成度評価＝ Ａ 90％前後

Ｂ 70％前後

〇工事関係の安全配慮。
〇救急研修をする。

Ｃ 50％前後

Ｄ 30％前後

Ｅ ほぼ未達成

〇工事関係の安全配慮。

