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1．緒言 
日々の生活の中で、死は誰もが避けたいことであ

る。学校管理下での死亡事故の原因は、事故災害や
交通事故に留まらず、近年では、自然災害や犯罪、
いじめによる被害も数多く報告されており、学校を
取り巻く状況は、より一層深刻なものとなっている。
学校関係者にとって、児童生徒の命を守ることが最
重要課題であり、学校は、安全教育と安全管理を行
い、もしもの際に備えておく必要がある。 

学校管理下の事故災害は、独立行政法人日本スポ
ーツ振興センター(以下、センター)の災害共済給付
状況 1）をみると、毎年 200 万件以上発生しており、
年々増加傾向にある。近年、死亡と障害の見舞い金
給付件数は減少しているものの、児童生徒の人数が
減っているため、発生率そのものは一概に減少して
いるとはいえない。さらに、学校管理下では、セン
ターに報告されない軽度の事故災害も数多く発生
しており、安全教育及び安全管理に一層力を入れて
取り組む必要がある。 

これまで、対象となる活動や地域を限定して行わ
れた研究はあるものの、死亡事例について全国的に
調査した研究は、平成元年度から平成 10 年度の事
例を対象とした長谷川らの研究 2)以降、行われてい
ない。 
そこで本研究では、過去 6 年間の学校管理下にお

ける死亡事例の分析を行うことで、事故防止の留意
点を検討し、安全で安心できる学校づくりを行うた
めの参考資料を得ることを目的とする。 
 
2．研究方法 
2-1 資料及び対象 

センター刊行「学校管理下の死亡・障害事例と事

故防止の留意点」の平成 16 年度版から平成 21 年度

版(平成 14～20 年度の 6年間分)を資料とした。 
対象は、小学校、中学校、高等学校、高等専門学

校、定時制高等学校、通信制高等学校、特別支援学
校、幼稚園、保育所の死亡事例、及び供花料支給対
象の死亡事例とした。6年間分の総事例数は 888 件
(死亡事例 537件、供花料支給対象の死亡の事例 351
件)であった。なお、本研究では、供花料支給対象
の死亡事例を死亡事例に含めて扱うこととした。 

 
2-2 分析方法 
6 年間分の全事例 888 件について、事例毎に事例

番号を付け、各項目(起因、活動場面、活動時間、

活動内容、教科種目、特別活動、学校種別、学年、

性別、傷病名、状況)に分類した。 

SPSS 15.0J for Windows を用い、分類した項目毎

の単純集計や種々の項目間でクロス集計を行った。 
また、全事例の発生状況に関する記述内容を、

SPSS Text Analysis For Surveys 3.0 Japanese を用いて、
内容分析の手順に従って形態素分析を行い、キーワ
ードを抽出した。データをクリーニングする際に、
「乗用車」「トラック」など道路を走る四輪の乗り
物をまとめて「車」とするなど、似たような意味を
持つキーワードは同義語として 1 つにまとめた。な
お、「する」「なる」「救急車」など、事故発生の
原因をさぐる際に不必要と考えられるキーワード
は除いて分析を行った。 

さらに、全死亡事例 888 件の発生状況に関する記

述内容からキーワードを抽出した結果、出現頻度が

多い、度数 150 以上のキーワードは、「死亡」「転

倒」「道路」「車」「意識を失う」「下校」「登校」

「はねられる」の 8 語であった。このことから、死

亡事例の多くが通学中に発生していることが明ら

かになったため、通学中の死亡事例のみに着目し、

学校種毎に内容分析を行った。なお、特別支援学校

の事例は各学校種に、高等専門学校、定時制高等学

校、通信制高等学校の事例は高等学校に含め、幼稚

園と保育所をまとめて、内容分析を行った。 
 

3．結果 
3-1 全死亡事例の状況 
 災害共済給付制度の加入者 10 万人当たりの死亡
事例発生率は、平成 14 年度 0.94 件、平成 15 年度
1.03 件、平成 16 年度 0.79 件、平成 17 年度 0.76 件、
平成 18 年度 0.67 件、平成 19 年度 0.71 件であり、
ほぼ横ばいであった。 
学校種毎の事例件数は、小学校 188 件(5 件)、中

学校 216 件(10 件)、高等学校 382 件(26 件)、高等専
門学校 15 件、通信制高等学校 3 件、定時制高等学
校 13 件、幼稚園 11 件、保育所 34 件であった(カッ
コ内は特別支援学校での事例数)。 
学校種別死亡事例発生率は、小学校 0.43 件、中

学校 0.97 件、高校 1.78 件、高等専門学校 4.28 件、

幼稚園 0.13 件、保育所 0.31 件であった。 
性別の死亡事例件数は、男子 608 件(68.5％)、女

子 280 件(31.5％)であり、男子の件数が女子の件数
を大きく上回る結果となった。 

 
3-2 通学中における死亡事例の状況 

6 年間で 417 件(登校中 194 件、下校中 223 件)で
あった。 
学校種毎の死亡事例件数は、小学校では登校中

38 件、下校中 72 件(1 件)、中学校では登校中 38 件、

下校中36件(1件)、高等学校では登校中94件(3件)、
下校中 102 件(2 件)、高等専門学校では登校中 4 件、

下校中 1 件、定時制高等学校では登校中 6 件、下校

中 6 件、通信制高等学校では登校中 1 件、下校中 2
件、幼稚園では登園中 7 件、降園中 0 件、保育所で

は登園中 6 件、降園中 4 件であった(カッコ内は特

別支援学校での事例数)。中学校及び高等学校では、

登校中と下校中の死亡事例件数に大きな差はなか

ったものの、小学校では登校中 38 件(34.5％)に対し

て、下校中 72 件(65.5％)であり、大きな差がみられ

た(図 1)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 1 学校種毎の通学中の死亡事例件数 
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性別の死亡事例件数は、男子 256 件(61.4％)、女
子 161 件(38.6％)であり、いずれの学校種において
も女子よりも男子が多い結果となった。 
 
3-3 通学中における死亡事例の発生状況  
①小学校 
通学中の死亡事例数は 110 件であり、性別にみる

と、男子 70 件(63.6％)、女子 40 件(36.4％)であり、
男子の方が女子よりも多い結果となった。事故災害
発生時の通学手段別にみると、徒歩101件(91.8％)、
自転車 3 件(2.7％)、自動車 2 件(1.8％)、電車 1 件
(0.9％)その他 3 件(2.7％)であった(表 1)。 
 キーワード抽出処理の結果、出現頻度 30 以上は、
「車」「下校」「はねられる」「死亡」「歩道」「徒
歩」「道路」「登校」「横断」の 9 語であった。「登
校」及び「下校」と他の主要キーワードとの関係を
調べた結果、登校中、下校中共に最も強い結びつき
を示したのは「車」であり、特に、交差点や横断歩
道を歩行中、道路を横断中にはねられる事故が多発
していることが明らかになった。下校中に「信号」
が、登校中、下校中共に「徒歩」がキーワードに含
まれていることが特徴であった。 
 
②中学校 
通学中の死亡事例数は 74 件であり、男子 46 件

(62.2％)、女子 28 件(37.8％)であった。事故災害発

生時の通学手段別にみると、自転車 38 件(51.4％)、
徒歩 31 件(41.9％)、その他 5 件(6.8％)であった(表
1)。 
 キーワード抽出処理の結果、出現頻度 15 以上は、
「車」「道路」「自転車」「登校」「下校」「死亡」
「はねられる」「衝突」「転倒」「交差点」「徒歩」
の 11 語であった。「登校」及び「下校」と他の主
要キーワードとの関係を調べた結果、最も強い結び
つきを示したのは、登校中、下校中共に「車」であ
り、次いで「道路」「自転車」であった。自転車走
行中に車と接触する事故が最も多いことが明らか
になった。下校中に「部活動終了後」がキーワード
に含まれていることが特徴であった。 
 
③高等学校 
通学中の死亡事例は 216 件であり、男子 131 件

(60.6％)、女子 85 件(39.4％)であった。事故災害発

生時の通学手段別にみると、自転車 36 件(48.6％)、
徒歩 36 件(16.7％)、原動機付自転車・自動二輪車 36
件(16.7％)、電車 16 件(7.4％)、自動車 11 件(5.1％)、
不明1件(0.5％)、その他11件(5.1％)であった(表1)。 
キーワード抽出処理の結果、出現頻度 70 以上は、

「車」「死亡」「道路」「下校」「登校」「自転車」
「衝突」の 7 語であった。「登校中」及び「下校中」
と他の主要キーワードとの関係を調べた結果、強い
結びつきを示したのは、登校中、下校中共に「車」
「自転車」「道路」であったが、通学方法の多様化
に伴い道路では様々な事故が発生していることが
示された。登校中に「原動機付自転車」、下校中に
「部活動終了後」、登校中下校中共に「電車」がキ
ーワードに含まれていることが特徴であった。 

 
④幼稚園・保育所 
通学中の死亡事例は 17 件であり、性別にみると

男子 9 件(52.9％)、女子 8 件(47.1％)であった。事故
災害発生時の通学手段別にみると、自動車 7 件
(41.2％)、徒歩 5 件(29.4％)、自転車 3 件(17.6％)、
不明 1 件(5.9％)、その他 1 件(5.9％)であった(表 1)。 

 キーワード抽出処理の結果、出現頻度 5 以上は
「車」「登校」「道路」「死亡」「はねられる」の
5 語であった。「通園」と他の主要キーワードとの
関係を調べた結果、最も強い結びつきを示したのは
「車」であり、次いで、「家族」「道路」であった。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
4．考察とまとめ 
本研究では、学校管理下における死亡事例につい

て、通学中の死亡事例に着目して分析を行った。事
故災害発生の原因について検討し、以下の結果が得
られた。 
1）学校種別では、高年齢の学校になるほど、発生

件数及び発生率が高く、安全教育に力を入れて
取り組む必要がある。 

2）いずれの学校種においても、女子よりも男子の
方が死亡事例数が多く、特に男子児童生徒に注
意を払う必要がある。 

3）登校中と下校中の死亡事例件数の差は、小学校
でのみ顕著であり、特に低学年の下校時の安全
確保が重要である。 

4）小学校における通学中の死亡事例発生状況は、
徒歩が最も多く、交差点や横断歩道、及び道路
を歩行中に車にはねられていることから、横断
する際は必ず手を挙げ、車の運転手から認識さ
れやすい服装や通学帽の着用を心掛ける必要が
ある。 

5）中学校における通学中の死亡事例発生状況は、
自転車が最も多く、自転車走行中に車と接触す
る事故が多発していることから、交差点では一
時停止し、左右の安全を確認すること、下校時
のライトの点灯や反射板の装着などを指導する
必要がある。 

6）高校における通学中の死亡事例発生状況は、自
転車、徒歩、原動機付自転車・二輪車、電車と
様々であるため、それぞれの通学方法に応じた
安全教育を行う必要がある。 

7）幼稚園・保育所では、保護者の目の届く範囲で
事故が発生しているため、保護者を含めた安全
教育が必要である。 

8）自動車事故のうち、小学校では約50％、中学校
及び高校では約30％、幼稚園では約75％が相手
に過失がある状況で発生した事故であり、児童
生徒だけでなく、地域住民を含めて交通安全に
取り組む必要がある。 
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表 1 通学手段別死亡事例件数 

  小学校 中学校 高校 保・幼

徒歩 101(91.8) 31(41.9) 36(16.7) 5(29.4)

自転車 3(2.7) 38(51.4) 105(48.6) 3(17.6)

自動車 2(2.8) ―  11(5.1) 7(41.2)

電車 1(0.9) ―  16(7.4) ― 

原付 ― ―  36(16.7) ― 

不明 ― ―  1(0.5) 1(5.9)

その他 3(2.7) 5(6.8) 11(5.1) 1(5.10)

計 110(100.0) 74(100.0) 216(100.0) 17(100.0)

（ ）内はパーセント 


