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１ 

学校給食における注意事項について

１ 学校給食における調理作業中の怪我 

※平成 30年度：３件（平成 29年度：６件）

２ アレルギーに関する事例 

※平成 30年度：誤食 １件（教室での配膳間違い）

【通知】平成 30年３月 26日付 鈴教総第 1548号-1

「学校給食における食物アレルギー対応について」 

  【関係書類】ネットフォルダ 

「学校給食における食物アレルギー対応の関係書類について」 

３ 食中毒及び異物混入の防止等の衛生管理の徹底 

【通知】①平成 30年４月 11日付 鈴教総第 59号 

「学校給食における衛生管理の徹底について」 

②平成 30年５月 18日付 鈴教総第 353号

「学校給食における衛生管理の徹底について」

【関係書類】ネットフォルダ 

「学校給食における異物混入等防止のための対応方針」 

「学校給食における記録簿・関係書類について」 

－事務担当－ 

教育総務課 給食Ｇ 

ＴＥＬ３８２－１２１４ 

５月校長会資料 
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＜日程順＞

学　校　名 日 時 （希望所要時間）

石薬師小学校 6月28日（木） 13:10 (45)

千代崎中学校 7月 2日（月） 15:00 (20)

清和小学校 7月 6日（金） 15:30 （20）

椿小学校 7月 6日（金） 19:00 （30）

庄内小学校 7月10日（火） 14:40 （60）

大木中学校 7月10日（火） 19:00 （30）

飯野小学校 7月12日（木） 10:40 （30）

鈴峰中学校 7月13日(金) 午後 （60）

創徳中学校 7月13日（金） 19:00 （60）

鈴西小学校 7月17日（火） 14:30 （60）

河曲小学校 7月20日（金）  9:30 （45）

深伊沢小学校 7月31日（火） 10:00 （40）

長太小学校 8月22日（水）  9:30 （30）

明生小学校 8月25日（土） 11:00 （30）

神戸小学校 8月29日（水） 15:00 （30）

玉垣小学校 8月30日（木） 16:00 （20）

鼓ヶ浦小学校 9月 3日（月） 15:30 （30）

天栄中学校

栄小学校

郡山小学校

天名小学校

合川小学校

庄野小学校 9月13日（木） 14:30 （30）

箕田小学校 9月13日（木） 18:00 （45）

平田野中学校 9月15日（土） 10:50 （30）

若松小学校 9月21日（金） 16:00 （20）

鼓ケ浦中学校 9月21日（金） 19:00 （60）

神戸中学校 10月 4日（木） 19:30 （30）

井田川小学校 10月 9日（火） 14:30 （30）

牧田小学校 10月12日(金） 10:30 （30）

加佐登小学校 10月20日(土)  9:40 （30）

白子中学校

桜島小学校

旭が丘小学校

稲生小学校

一ノ宮小学校 11月 8日（木） 19:00 （30）

愛宕小学校 11月20日（火）  9:30 （20）

白鳥中学校 12月 3日（月） 16:00 （20）

白子小学校 1月24日（木） 19:00 （30）

国府小学校 　1月31日（木） 16:00 （30）

教育政策課　Ｔｅｌ：３８２－９１１２

2018.5.18現在

学校運営協議会での説明会日程一覧（学校規模適正化について）

9月 6日（木） 14:00 （40）

10月29日(月) 19:00 (45)
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校長会資料 

平成３０年度 道徳教育推進について 

鈴鹿市教育委員会事務局教育指導課 

１ 今年度の予定 

 県の「自己肯定感を育む教育の推進事業」から，道徳教育アドバイザーを派遣していた

だき，助言を受けながら道徳教育を推進する。 

（１）第２回道徳教育担当者会議 ６月１日（金）市役所５０２・５０３

・道徳教育アドバイザーによる模擬授業（教員対象）

・実践交流

※ 中学校は，教科書採択後（秋頃）から来年度の年間指導計画の作成準備を行う

予定。

（２）第３回道徳教育担当者会議 １０月３０日（火）天栄中学校

中学校道徳の授業公開

・道徳の授業を参観し，「特別の教科 道徳」についての理解を深める。

・道徳教育アドバイザーによる助言

（３）第４回道徳教育担当者会議 ２月１５日（金）市役所５０２・５０３

・本年度の振り返りと次年度に向けて

２ 研修講座の案内 

（１）日時  ８月２９日（水）１３：３０～１６：３０ 

（２）会場  市役所１２階１２０３会議室 

（３）内容  「考え，議論する道徳授業の進め方」 

子どもたちが興味・関心をもち，自分自身のこととして考え，議論す

る，子どもたちの心に響く道徳の授業づくりについて 

（４）講師  畿央大学教授 島 恒生 先生 

道徳教育アドバイザー   柴田 八重子 先生 

・愛知淑徳大学非常勤講師

・平成 20年 8月小学校学習指導要領解説道徳編作成協力者

・日本道徳教育学会評議員

・元愛知県知多郡小学校教諭
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校長会資料 

平成３０年度 小学校英語教育の充実に係る取組について 

１ 英語教育モデル校区について 

○ 天栄中学校区小学校 ○ 鈴峰中学校区小学校

※ 鈴峰中校区では英語のモジュール（５～９コマ程度）を取り入れた指導の研究を

進めます。 

２ 担当者会の開催について 

（１） 平成３０年度は中学校区により取組状況が異なるため，天栄中学校区，鈴峰中学校

区，移行措置校区に分けて，それぞれ別日に担当者会を開催します。

（２）移行措置校区を対象とした担当者会の開催について（予定）

  －年間３回開催予定－ 

第１回・・・４月２３日（月） 

第２回・・・２学期 

⇒モデル校区の公開授業と抱き合わせで開催します。

第３回・・・３学期 

⇒次年度からの先行実施に向けて指導内容等を確認します。

３ モデル校区による公開授業について 

  天栄中学校区，鈴峰中学校区の小学校からそれぞれ１校ずつ公開授業を実施 

・ 開催日：開催日については調整中（２学期に開催します。）

・ 内 容：高学年用新教材We Can!を活用した授業について

鈴峰中学校区小学校ではモジュールの授業も公開予定 

・ 対 象：移行措置校の担当者

 移行措置校の担当者はモデル校における２回の公開授業のうち，どちらか 

１つには必ず参加することとします。（公開授業後に担当者会を開催します。） 

※ 詳細については改めて文書にて通知します。 

４ 今後のスケジュール 

 

１
学
期

 

２
学
期

 

３
学
期

第１回 担当者会（４月２３日） 

モデル校公開授業①（第２回 担当者会含む）実施校（ 未定  ） 

モデル校公開授業②（第２回 担当者会含む）実施校（ 未定  ） 

第３回 担当者会（開催日未定） 

市内一律での先行実施（中学年３５単位時間・高学年７０単位時間） 

2018年度 

2019年度 
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鈴 教 指 第４９０号 

平成 30年 5月  日 

（宛先）各幼小中学校（園）長 

鈴鹿市教育委員会事務局教育指導課長 

鈴鹿工業高等専門学校に在籍する留学生の派遣について（依頼） 

１ 趣旨 

  鈴鹿工業高等専門学校が地域社会貢献活動の一環として留学生を各学校

（園）に派遣し，園児児童生徒と交流を図ることで，国際理解教育，多文化

共生教育，キャリア教育等の充実に資する。 

２ 派遣可能期間 

・８月，９月，２月（授業日以外の期間）

・通年で土曜日の派遣も可能。

３ 留学生について 

モンゴル（２名），インドネシア（２名），マレーシア（４名）からの

留学生計８名 

  日本語での会話ができます。 

４ 内容 

  ＜キャリア教育＞ 

留学に至った経緯，学ぶ意義，夢や生き方についての講話 

  ＜国際理解，多文化共生教育＞ 

多文化共生等集会への参加 

外国人児童生徒保護者会での講話 

※留学生によっては民族衣装での参加も可能です。

  ＜その他＞ 

外国人児童生徒との対話（母語での会話） 

５ 申し込み 

  希望する場合は，事前に教育指導課へ電話相談をする。 

教育指導課で鈴鹿高専との調整後，別紙申し込み用紙を部署メールで教育

指導課宛てに提出する。 

【事務担当】 
鈴鹿市教育委員会事務局 教育指導課指導Ｇ 森嶋かをり 
TEL：059-382-9028 
E-Mail：kyoikushido@city.suzuka.lg.jp 

校長会資料 
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【別紙】

学校（園）名

希望日
実施
学年

希望する
留学生の国名

希望人数 実　　施　　内　　容 担当者名

鈴鹿工業高等専門学校留学生派遣申し込み用紙

　国名：モンゴル，インドネシア，マレーシアから選択してください（複数選択も可）。
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鈴 教 指  第５１８号 

平成３０年５月  日 

（宛先）各幼小中学校（園）長 

鈴鹿市教育委員会事務局教育指導課長 

平成３０年度 研修講座（夏季休業中分）の開催について（依頼） 

 このことについて，下記のとおり開催しますので，貴校園教職員に周知いただくとともに，

参加について御配慮願います。 

記 

１ 送付文書  開催講座（夏季休業中）の概要（別紙１） 

平成３０年度研修講座（夏季休業中分）参加申込者一覧（別紙２） 

２ 提出文書  平成３０年度研修講座（夏季休業中分）参加申込者一覧（別紙２） 

３ 提出期限  平成３０年６月２２日（金） 

４ 講座概要  別紙１参照 

５ 提出先 鈴鹿市教育委員会事務局教育指導課まで，メールにて。 

６ その他 

（１） 講座の対象者以外の参加も可能です。

（２） 申込が定員を超えた場合，対象ライフステージの方を優先して受講していただきま

す。ただし，対象ライフステージの方のみで定員を超えた場合，対象ライフステージ

の方であっても受講できない場合もあります。御了承ください。

（３） どの講座にも参加申込がない場合も，メール等で担当まで御連絡ください。

（４） 次の５講座については，三重県総合教育センターとの連携講座となっています。参

加旅費は，小学校 １１８１－２２，中学校 １１８３－２２で対応します。

（５） 小中学校につきましては，４月１７日付鈴教指 229号にて送付しました三重県教育

委員会策定の「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」に基づき，各ライフ

ステージに応じて計画的に資質能力の向上に努めることができるよう，参加について

御配慮願います。

（６） 教育講演会（鈴教研全員学習会）については，６月下旬に参加の募集をします。

（７） 受講の際は，研修にふさわしい服装で参加してください。

危機管理（７月２５日） 小学校英語（８月２８日） 
主体的・対話的で深い学び（８月９日）  学校組織マネジメント（８月３０日） 
小学校算数（８月２１日） 

【事務担当】 鈴鹿市教育委員会事務局教育指導課研究 G 伊川 敬子 

TEL：059-382-9056  E-mail：kyoikushido@city.suzuka.lg.jp
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 鈴 教 指 第 ５ ３ ２ 号 

平成３０年 ５月  日 

（宛先）各小中学校長 

鈴鹿市教育委員会事務局教育指導課長 

環境省「地球温暖化の意識啓発アニメ『ガラスの地球を救え！』について

 このことについて，鈴鹿市環境政策課をとおして環境省 地球環境局地球温暖化対策課国
民生活対策室から案内がありました。 
ついては，了知いただくとともに，貴校職員に周知いただき，環境学習に御活用ください。 

なお，ＤＶＤ等の貸出を希望される場合は，環境省ＨＰに掲載の利用マニュアルを参考に，
直接お問い合わせください。 

記 

１ 送付文書  地球温暖化の意識啓発アニメ『ガラスの地球を救え！』チラシ 

２ 問い合わせ先 
（１）利用マニュアルダウンロード先

ウェブサイト（URL： http://chikyuproject.jp/ ）

（２）上映に必要な手続き等について

社団法人 日本動画協会 植野・檜山

電 話：０３-５２０７-８３８３
（受付時間 10：00～17：00 ※土曜，日曜，祝日，年末年始を除く） 

  F A X ：０３-５２９５-４８４８ 

【事務担当】 

鈴鹿市教育委員会事務局  教育指導課 

指導 G 諸岡 あい 

TEL 059-382-9028   FAX 059-383-7878   

Email： kyoikushido@city.suzuka.lg.jp 
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不登校対策について

学校の取り組み紹介 

① 「不登校対策・初期対応マニュアル」について，全教職員で研修会を行った。

② 欠席が３日になると，全教職員で情報共有している。

③ 全職員が欠席者の確認ができるように，ホワイトボード等を職員室・校長室で掲示し

ている。（養護教諭・コーディネーター・支援担当等が１限目までに記入）

④ 家庭訪問シートや児童生徒理解・支援シートを活用し，全体で情報共有している。

⑤ 支援が必要な児童一覧（不登校傾向含む）を作成し，週１回担当者会議をもって，情

報交換や支援策を話し合っている。

⑥ 管理職，不登校担当，担任等がスクールライフサポーターと連携し，情報交換・

情報共有を常に持つようにしている。

⑦ スクールライフサポーター，担任，コーディネーター，支援担当等が，欠席者

ホワイトボードを確認し，家庭訪問をして子どもを迎えに行っている。（保護者と話

ができ，つながることができる。） 

⑧ 担任が家庭訪問を積極的に行い，子どもや保護者との信頼関係をつくっている。

家庭訪問での話の内容としては，学校行事のこと・友達のこと・進路（将来）のこと

等について話をしている。その時，子どもには「心配していること。」「大切にされて

いること。」等を伝えるようにしている。

⑨ 学校全体（以前に担任をした先生・兄弟を担任した先生等）で，家庭訪問等に一緒に

実施している。

⑩ 担任等からの情報を常に管理職に報告し，朝の欠席連絡等の時に管理職が保護者と話

ができたことで，保護者からしてみると，「みんなが知ってもらっている」「心配して

もらっている」感覚になるなど関係がよくなった。

⑪ 中学校区（校長会）の中で，校区の「取り組み重点目標」の一つに「不登校対策」を

掲げ，中学校区全体で取り組んでいる。

（例えば） 

新たな不登校児童・生徒を生まないようにすること。 

家庭訪問等で子どもや保護者との信頼関係をつくり，学校での居場所（校内適応教室

等）を紹介し，少しでも欠席日数を減らすこと。  

校長会資料 
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5月 14日(月)13:30 

於：教育委員会室 

 

【校長会代表及び日本語教育担当者ネットワーク会議代表の意見】 

・第４期では，日本語指導ガイドラインをどのようにとらえているのか。

→【教育支援課】今年度末までに，初期指導を中心としたガイドラインを提示する。

・年度途中に転入・編入してくる，いろいろな言語の児童生徒の対応に不安をもっている。 

・何をもって国際教室と在籍学級の連携とするのかが明確でない。校長からは，在籍学級

の担任に，国際教室を見に行くように声をかけている。

・学習意欲を持たせるために，家庭訪問等をして，登校できる環境づくりを進めている。

・国際教室では，日本語能力に差のある子どもたちの指導が難しい。

・進路を保障するために，教科の補充学習も有効である。

・ネットワーク会議，授業参観は，日本語指導担当者の力になる。

【川上郁雄先生（早稲田大学大学院日本語教育研究科長）の助言】 

・「言葉の力を育てることは時間がかかる」という共通認識が必要。 

生活言語能力は１～２年である程度力がつくが，学習言語能力は

５～７年かかる。長期的な支援が必要である。 

・子どもがどのような言葉の状況にあるのかを共有することが連携の第一歩。共通理解が

あると言葉に関して留意する授業になる。

・在籍学級では，教科の指導をしながら，言葉の指導も行う。

「言葉の教育をするのは国際教室の先生」のように分担されてしまわないようにしてほ

しい。

◆本年度，各校で重点的に取り組むこと（プロジェクト会議から）

① 進路保障に向けた学力向上の取組

・学力調査，みえスタディチェック等の結果を生かした授業改善

②国際教室と在籍学級の連携

・日常的にバンドスケールを活用し，児童生徒の言葉の状況に関する情報共有

・国際教室と在籍学級で，個別の指導計画に基づいた取組の実施

③個に応じた進路指導

・保護者面談等で，日本語の力を伝えながら丁寧な個別の進路指導

第１回 鈴鹿市日本語教育支援システム構築 

プロジェクト会議 報告 

校長会資料 

■ H30 プロジェクト会議で出された意見

２ 

【出席者】 

川上郁雄（早稲田大学大学院日本語教育研究科長）， 教育長 

神戸小学校長，桜島小学校長，神戸中学校長，創徳中学校長 

大山教諭（牧田小），加藤教諭（創徳中），鈴鹿市教育委員会事務局次長，参事，各課長 
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１ ＪＳＬ児童生徒が学ぶ喜び，わかる楽しさを実感できる授業づくり 

（１）日本語指導担当者の指導力向上を目指した研修

・日本語教育担当者ネットワーク会議において，担当者の指導力向上を目指し，研修

を深め，授業実践を行う。

①来日間もない外国人児童生徒の日本語初期指導について

②日本語指導・教科指導の統合学習について

③学びのつながりに視点をおいた授業実践について

・日本語教育担当者ネットワーク会議での研修の成果を研修講座等で発信する。

・研修に基づいて各校において「特別の教育課程」に対応した授業実践を行う。

２ 校内支援体制づくりの推進 

（１）ＪＳＬバンドスケールの活用とＰＤＣＡサイクルの取組

・ＪＳＬバンドスケール判定会議により，協働的にＪＳＬ児童生徒の日本語能力を把

握し，理解に努める。 

・【Plan】 ＪＳＬ児童生徒に個別の指導計画を作成 

【Do】  指導計画に基づいた授業実践 

【Check】学習評価実施 

【Action】指導の改善，次年度への引き継ぎ 

（２）国際教室運営会議

・校内で「国際運営会議等運営会議」を設置し，国際教室と在籍学級との連携を図り，

校内全体の推進体制を確立する。 

（３）中学校における校内日本語指導体制の充実

・ＪＳＬバンドスケールを活用し，校内日本語指導の充実をはかる。

・指導計画に基づいた国際教室での日本語指導内容，方法等の検討，授業実践を行

う。

■ H30 年度の具体的な取組について【会議資料より】 

１
年
間
の
学
校
の
取
組
の
流
れ

校長会資料 
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３ 日本語指導に係る研修の充実 

（１）日本語教育コーディネーター等を活用した校内研修

・日本語教育コーディネーターが学校訪問を行い，「特別の教育課程」に対応  し

た日本語指導体制づくりの支援を行う。

・日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校において，日本語教育コーディネータ

ーや日本語担当者が中心となり，日本語指導に係る校内研修を行う。 

（２）日本語教育担当者会議の実施

日時：平成３０年４月１２日（木） 

対象：日本語教育担当者・・・各校１名 

・鈴鹿市内の日本語指導体制を充実するために，全学校の担当者を集め，校内体制づ

くり，取組内容について説明を行う。

４ 日本語指導担当者等の指導力の育成 

（１）日本語教育担当者ネットワーク会議の実施

・日本語指導担当者が正規教員（常勤講師を含む）である学校の担当者が集まり，鈴

鹿市日本語教育支援システム構築に向け，協働で研究を進める。また，小中の代表

者各１名はプロジェクト会議の委員となる。

・主体的な学びが生まれる学習活動，日本語指導教材を創造する。

・進路に向け学校間の連携を深め，指導計画，指導内容の情報共有を行う。

（２）早稲田大学大学院と連携した研修会等の企画

・日本語指導担当者や在籍学級の担任等の日本語指導力向上のため，早稲田大学大

学院との協働による研修会等の実施に向けて協議する。

・若手教員を含む，日本語指導に関わる教員向けに研修資料の作成を進める。

５ 研修講座 

 

日時：平成３０年７月２５日（水）１３：３０～１６：３０ 

場所：市役所１２階 １２０３大会議室 

対象：日本語教育担当（各校１名以上），希望教員，日本語指導講師など 

日時：平成３１年１月２８日（月）１５：００～１７：００ 

場所：市役所１２階 １２０３大会議室 

対象：多文化共生教育担当者，日本語教育担当，外国人教育指導助手， 

希望教員，日本語指導講師など 

ＪＳＬカリキュラム研修会 

多文化共生教育実践ＥＸＰＯ 

校長会資料 
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６ その他 

（１）外国人児童生徒就学支援教室「コトノハ教室」の運営改善

・不登校や来日間もないＪＳＬ児童生徒等が円滑に学校生活を送ることができるよ

うに外国人児童生徒就学支援教室「コトノハ教室」で支援を行う。

・「コトノハ教室」設置２年めにあたり，通室するＪＳＬ児童生徒の学校，担任等と

の連携をはじめ運営，指導等の改善を行う。 

（２）保護者との連携

・「進路ガイダンス」の開催 

近隣の高等学校と協働して，ＪＳＬ生徒や保護者に高校生活や進路選択について

情報提供を行う。 

 【平成３０年９月１５日（土） 鈴鹿市市役所１２階１２０３大会議室】 

・「就学ガイダンス」 

公立小学校の学校生活に関する情報提供を行い，安心して学校生活がスタートで

きるよう支援を行う。入学幼児向けプレスクールも実施。 

【日時，場所 未定】 

（３）地域との連携

・ボランティアの人材発掘や情報発信をする。

校長会資料 
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１ 実施期間 小学校： 平成３０年６月１日（金）～６月２９日（金） 

中学校： 平成３０年７月上旬～７月３１日（火） 

＊学校の実情に応じて期間中に実施してください。 

２ 実施手順 

  ＜各小学校＞ 

（１） 各小学校に，昨年度報告された「危険箇所の一覧表」を送付します。

（２） 一覧表で，平成２４年度以前の危険箇所や現時点までに改善された箇所

について削除（二重線）してください。

（３） 新たに現在，危険が認められる箇所について，一覧表に加筆・修正して

ください。

＊ （２），（３）の内容については，実際に現地を確認したり，学校運営協

議会や見守りボランティア，ＰＴＡなどの方々から御意見等をいただ

いたりして点検を実施してください。 

＊ 一覧表等は，中学校から報告された危険箇所も含まれています。 

（４） 新たに一覧表に記載した箇所については，場所が特定できる地図を添付

してください。

＊ 住宅地図，ＨＰ上の地図など地図の種類は問いません。

（５） 一覧表と地図を教育支援課に提出してください。

  ＜各中学校＞ 

（１） 小学校から報告された危険箇所の一覧表を送付しますので，中学校とし

て危険箇所に加える必要がある箇所を一覧表に加筆し，教育支援課へ報

告してください。

３ 危険箇所点検の観点 

① 雨天時に増水や冠水などで児童生徒の登下校に危険のある箇所

② その他，児童生徒の登下校で大変憂慮される状況が見られる箇所

③ 自転車の左側走行で危険が認められる箇所（中学校自転車通学路）

※「昨年度からこれまでに，２回以上不審者情報が寄せられた箇所」，「子ども

が侵入でき，問題行動の発生が懸念される空家・空き店舗」，「昨年度からこ

れまでに，生徒が交通事故にあった場所」については，今年度より観点から

はずすことといたしました。 

「危険箇所点検」の実施について 

６ 

校長会資料 

16



４ 各学校に送付する一覧表の例 

＊昨年度に提出のありました下記の例のような表を送付いたします。 

＊ゼンリン地図のページは，教育支援課所有の地図に準じています。 

 

 

７ 

校長会資料 

①　雨天時に増水や冠水などで児童の登下校に危険のある箇所

学校名 該当箇所付近の住所等 ゼンリン地図ページ

郡山小 郡山小北西　郡山町１７０７－２　伊藤公人周辺道路が大雨時に側溝オーバーフロー 288　G　５

郡山小 郡山町820付近の側溝(ふたがなく大雨のときあふれる) 295　Ｅ　２

天栄中（郡山小校区） 天栄中北中ノ川沿い市道高橋～越知間，台風１７号の降雨で冠水通行規制(H24)特別警報(H26) 271Ｅ4～Ｉ５,289Ｆ1～Ｊ1

② その他，児童の登下校で大変憂慮される状況が見られる箇所

学校名 該当箇所付近の住所等 ゼンリン地図ページ

郡山小 学校西側から越知町への通学路(ガードレール，歩道がない) 288  F5

郡山小 学校前の信号機のある交差点(信号機の時間が短い) 295  I2

郡山小 郡山町2025付近の交差点(三交ホーム前付近，交通量多い) 304  G3

郡山小 郡山町２０５－１附近の小学校西南の交差点（カーブしていて細い） 295　Ｆ　１

郡山小 郡山町２０１８－７（新池附近の交差点） 295　Ｈ　４

郡山小 郡山町新団地北側（通学路に近く，野井戸有り危険） 295　Ｄ　１

郡山小 郡山町2010付近の交差点(北公園交差点) 295  G3

郡山小 郡山町2005-15付近の道路から南への田んぼの一本道(車の通行規制あり) 295  E3

天栄中（郡山小） 郡山町　鈴鹿国際大学西信号付近道路（Ｈ２２） 304　Ｇ　3

天栄中（郡山小） 中瀬古町515-1付近道路（Ｈ２3） 296　Ｇ　1

郡山小 郡山町１７０７－２（郡山小北西　三叉路(抜け道で交通量多くなっている）（Ｈ24） 288　Ｇ　５

郡山小 郡山町439－2付近　サンテニス前のＴ字路横断歩道（上り坂で緩やかなカーブ前後左右の確認がしずらい）（Ｈ24）296　Ｅ　２

郡山小 郡山町600付近　中央公園前　横断歩道の線が薄く車が多く横断の時注意いる（Ｈ24） 296　Ｊ　４

郡山小 越知町32-1（信号・歩道・ガードレールもなく危険）（Ｈ24） 271　Ｆ　４

天栄中（郡山小） 中瀬古町460-2（横断箇所） 296　Ｇ　2

天栄中（郡山小） 郡山町28（変形交差点，見通し悪い） 288　Ｊ　4

天栄中（郡山小） 郡山町40-6（三叉路） 289　Ａ　3

③　自転車の左側走行で危険が認められる箇所（中学校自転車通学路に限ります）

学校名 該当箇所付近の住所等 ゼンリン地図ページ
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◆実施日時  平成３０年６月１１日（月） １１時 訓練放送一斉通話 

＊１０時５０分（訓練１０分前）に訓練予告放送を一斉通話します。 

◆対象校 「防災行政無線（デジタル）」を備える市内全小中学校 

◆訓練内容 （１）教育支援課の遠隔制御装置から各学校の半固定電話へ，不審者によ

る事件発生の緊急連絡をする。 

「不審者による事件発生を想定した緊急連絡」 

（２）各小中学校は，緊急連絡を受けた後の初動体制について図上訓練

を実施する。

① 連絡を聞いた職員は，メモをとり管理職へ報告する。

② 管理職は，担当職員を交え児童生徒への対応を指示する。

③ パトロール隊，自治会，学童保育，幼稚園など情報伝達先を確認

する。訓練のため，パトロール隊等への実際の伝達はしない。

（３）各小中学校は，初動体制の確認を終えたら，教育支援課へ児童の対

応内容についてメールで連絡する。

（４）全ての小中学校からのメールを確認後，教育支援課から防災行政

無線により訓練終了の連絡をします。

 

防災行政無線を活用した不審者対応について 

◆趣 旨  平成２３年３月に導入された「防災行政無線（デジタル）を使用し，不 

審者や登下校時における犯罪など，全小中学校に対して緊急を要する一斉 

連絡が必要な場合に備えるとともに，初動体制や機器の取り扱い方法の確 

認を兼ねた「防災行政無線（デジタル）活用訓練」を実施する。 

◎訓練放送の内容（例）
「訓練。訓練。
 本日，午前８時１５分頃，中学校（校区の中学校と想定）付近で，登校
中の児童が車で連れ去られそうになるという事案が発生しました。犯人は
車に乗って逃走中。犯人の特徴は， 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○です。
各校，○○○○○○を確認し，報告してください。 
また，児童生徒の下校時の安全確保をお願いします。 

◇同じ内容を，再度繰り返します。
以上，「訓練」による緊急連絡でした。

８ 

校長会資料 
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◆訓練実施日  平成３０年６月１１日（月） 

「防災無線（デジタル）活用訓練」実施フローチャート 

１０時５０分  訓練「予告」放送 一斉通話 

教育支援課 → 全小中学校 

１１時００分  「訓練放送」 一斉通話 

教育支援課 → 全小中学校 

＜各学校＞  「訓練放送」受信 

ただちに，初動体制について図上訓練を開始 

①連絡を聞いた職員は，メモをとり管理職へ報告

②管理職は，担当職員を交え児童生徒への対応を指示

③パトロール隊，自治会，学童保育，幼稚園など情報伝達先を確認

  ＊訓練のため，パトロール隊等への実際の伝達は行わない。 

＜各学校＞  初動体制確認後，ただちに対応内容をメールで報告 

◇小中学校 → 「教育支援課」に報告

◇全小中学校から対応内容を確認後，訓練終了の連絡

教育支援課 → 全小中学校 

＊「防災無線」で連絡 

９ 

校長会資料 
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対応内容についての確認メール（例） 

【留意点】 

・訓練放送受信後，図上での訓練を実施し，初動体制について報告してください。

・聞き取った内容や指示のあった確認項目についても，報告文内に入れてください。

11:00 防災無線により緊急連絡を受信。内容は以下のとおり。 

【訓練】 

本日，午前８時１５分頃，○○中学校付近で，登校中の児童が車で連れ去られそ

うになるという事案が発生。犯人は車に乗って逃走中。 

犯人の特徴は，○○○○○○○○○○，○○○○○○○○○○，○○○○○○○

○○○，○○○○○○○○○○，○○○○○○○○○○○。

11:05 学校長，教頭，生徒指導担当で対応を協議，確認。 

その後，全教職員を集め，対応を連絡。 

【対応】 

・指示のあった確認内容は○○○○。

・授業は 5時間目で打ち切り，15時から保護者への引渡し下校を実施。

・保護者には，校内メール配信によって知らせる。

・パトロール隊，自治会，近隣幼稚園，学童保育に連絡し，情報共有とパトロー

ルの依頼。

・職員は二人一組になり，通学路を中心に街頭での下校指導と巡回パトロールを

実施，

以上，報告します。  

報告者 ○○○学校 ○○ ○○ 

10 
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１ 目 的 

単に作文集を作るのが目的ではなく，児童生徒が人権に関する作文を綴

る活動を通して，自分自身や仲間のことを見つめ直す機会としたり，身近

にある人権問題に気づき，解決に向けて行動する実践的な力をはぐくむ

機会としたりする。さらに，人権作文集を人権学習の教材として活用して

いくことにより，人権課題を共有し，ともに差別をなくしていこうとする

仲間づくりをめざす。 

２ 対 象  市内の小学校３年生以上の児童，及び中学校の生徒 

３ 応募について 

(１) 作文内容

① 社会にある人権侵害の事実や，差別に立ち向かうたくましい人々，支え

合う仲間などの姿を見つめたもの。

② 新聞，テレビ等のニュースや文学作品等で知った人権侵害の事実，人権

を守ろうとしている人々の活動を見つめたもの。

③ 各学校・園の人権教育活動や人権学習を通じて考えたこと，気づいたこ

となどが表れているもの。

(２) 応募原稿

① ４００字詰め原稿用紙（Ａ４サイズ）を原則とする。

② 字数目安

学 年 字 数 

小 学 生 
中学年 ６００字程度 

高学年 １,０００字程度 

中  学   生 １,４００字程度 

(３) 応募について

① 応募作品数は，小学校は３年生～６年生，中学校は全学年の学級数をめ

どとする。

② 作品には，題名・学校名・学年・名前を明記する。

③ 学校でまとめて，教育支援課に，(様式１)「応募一覧表」を添えて提出

する。

④ 応募締切 平成３０年９月７日（金） 

「鈴鹿市人権に関する作文」について

校長会資料 
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４ 作文集の作成について 

（１）人権作文集掲載作品（代表作品）の選考

・10月に選考会を２回程度開催する。

・各学年５点程度（全体で３５点程度）選考し，11 月に選考結果を発表

する。

・作文集に掲載した作者には，人権作文集を３月に贈る。

（２）作文集の原稿作成

・本文中では，仮名を使用する。

・学校を通じて作者と保護者の掲載承諾をとる。（口頭による承諾確認） 

・原稿作成に当たっては，作者（学校）と連絡をとりながら進める。

（３）作文集の配布

・各校に６冊程度を，次年度の４月に配布する。

５ 作文集の活用等について 

（１）本年度の作文作成時における人権学習調査

及び昨年度の人権作文集の活用状況調査を

行い，作文を活用した人権学習の実態を把

握する。

※実践事例があれば資料として提出してもらう。

（様式２）「鈴鹿市人権作文集」活用状況調査表の提出 

提出締切  平成３０年９月７日（金） 

（２）研修会等の機会をとらえて，クラスや学校の課題にあった人権学習の題

材として活用できる作品を紹介していく。 

６ その他 

（１）代表作品の中の数点は，『じんけんフェスタ in すずか』1 月 26 日(土)

で朗読発表するとともに，市広報 12月号に掲載する予定。

（２）中学校において後日別途配布されます「第３７回全国中学生人権作文コ

ンテスト三重県大会(津地方法務局･三重県人権擁護委員連合会)」の募

集においても，同じく９月７日(金)までに，鈴鹿市教育委員会事務局教

育支援課へ提出してください。

校長会資料 
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１ 目 的 

基本的人権に対する意識の高揚と，一人ひとりの人権が大切にされる学校や

社会づくりに向けて小中学校において人権問題啓発のためのポスター制作に取

組むことにより，差別を許さない人権尊重の精神に貫かれた児童生徒の育成を

図るとともに，ポスターを活用し，人権問題の正しい理解が得られるよう啓発

を推進する。 

２ 取 組 

◇校内の人権教育の取り組みの一環として次のことに取り組む。

・クラスのことなど身近な人権課題について，話し合い活動を行い，差別を許さ

ない仲間づくりや学校づくり，社会づくりへの取り組みを行う。

・自分の想いを発信していく取り組みとして，ポスター制作の活動を位置づける。 

・子どもたちの想いが十分に表現され，オリジナリティーあふれる作品にする。 

３ 募集内容 

（１） 対 象   市内小・中学校児童生徒 

（２） 表現内容

【小学校】

下記の様子の中に，差別を許さない仲間や学校が表現されているもの 

・友達と楽しく遊んでいる様子を表した絵

・仲間と一緒に活動している時の絵

・その他，学校生活の中で，明るく楽しい様子を表した絵

【中学校】 

下記の主題（参考）を強く印象づけるもの 

・差別を許さず，なくそうとする心

・人権を尊重することの大切さ

・支え合い，助け合う仲間

・みんなが大切にされる明るい学校・社会

（３） 作品条件

・自作未発表のものに限る

・四つ切り画用紙で縦がき

・標語の有無，色の種類，色の数などは，自由

「鈴鹿市人権問題啓発ポスター」について

校長会資料 
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（４）応募方法

① 各校の応募点数は，学級数をめどに提出する。

② 提出作品の裏面には，必ず学校名・学年・名前（ふりがな）・題名を明記

したもの（様式３）を作品の裏面右側下に貼付する。

（様式３はコピーして使用してください。）

③ 作品の提出については学校で取りまとめて，鈴鹿市教育委員会教育支援

課宛に所定の「応募一覧表」（様式１）と応募作品集計表（様式２）【表

裏印刷】を添えて提出する。

④ 締切りは，平成３０年９月７日（金）とする。

４ 作品選考について 

（１）ポスター作品・カレンダー作品・入選作品を選考する。

（２）小学生1点・中学生1点をポスター印刷し，人権問題啓発のため各小中学校，

市内公共施設.機関等に配布する。（幼稚園は，１部配布）

（３）カレンダー作品１２点を使用し，来年度４月からのカレンダーを作成し，各

小中学校へ学級数配布する。（幼稚園は，１部配布）

（４）ポスター作品・カレンダー作品・入選作品は，「じんけんフェスタinすずか」

  (鈴鹿市文化会館)と市庁舎内に展示，及び，市教育委員会ホームページに掲

載する。 

（５）募集結果後，ポスター作品・カレンダー作品に選考された児童生徒は，コメ

ントを提出する。

＊平成２９年度「鈴鹿市人権問題啓発ポスター」代表作品 

稲生小学校５年 

樋廻
ひばさみ

 羽琉
は る

さん 

鼓ヶ浦中学校３年 

近藤
こんどう

 嶺行
れ い

さん 

校長会資料 
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● 教育支援課が行う招致指導について

教育支援課では，学校の支援，子どもの支援の一つとして，昨年度に引き続き児童・

生徒の招致指導を行います。次のようなことにあてはまる児童・生徒についてご利用

いただければと思います。 

・何度も問題行動を繰り返す児童・生徒

・学校の指導がなかなか入らない児童・生徒など

● 各関係機関

○ 北勢少年サポートセンターについて

北勢少年サポートセンターでは，家庭や友人関係などに課題を抱え，これからのこ

とが心配な児童・生徒やその保護者に，専門的な知識を有する相談員が電話や面接な

どにより指導・助言を行ったり，立ち直りの支援を行ったりしています。有効な手立

てになる可能性も大いにあります。詳しくは，四日市南警察のホームページをご覧く

ださい。 

ＴＥＬ：059-354-7867 住所：四日市市新正 5-5-5（四日市南警察署内） 

○ 三重法務少年支援センター（津少年鑑別所）について

 三重法務少年支援センター（津少年鑑別所）では，地域の非行・犯罪の防止，青少

年の健全育成のために，関係機関や団体からの依頼や紹介を受けて，子どもや保護者

の方に様々な支援を心理学等の専門家が行っています。 

また，教員に対する問題行動の分析や指導方法の提案，子どもや保護者に対する心

理相談など，問題解決の手立てとなる可能性があります。詳しくは，三重法務少年支

援センターのホームページをご覧ください。 

ＴＥＬ：059-222-7080 住所：津市南新町 12-12 

○ 北勢児童相談所について

 児童相談所は，児童に関するさまざまな相談について，児童福祉司，児童心理司，

医師（精神科医）などの専門のスタッフがチームを組んで，それぞれの子どもにあっ

た解決法を家庭とともに考えるほか，子どもの虐待について対応するところです。 

ＴＥＬ：059-347-2030 住所：四日市市大字泊村 977-1 

校長会資料 
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平成２９年度 三重県スクールカウンセラー派遣事業等報告 

●市内小中学校のスクールカウンセラー（ＳＣ）活用状況について

１ のべ相談件数 

児童生徒 保護者 教職員 その他 合計 

２８年度 786 812 208 11 1,817件 

２９年度 941 734 110 7 1,792件 

２ 相談内容別のべ相談件数 

スクールカウンセラーは，保護者や児童生徒の相談だけでなく，学年会や教育

相談部会，ケース会議などに参加し，今後の支援の方法について協議することも

ある。また，校内研修での職員への研修を実施した学校もあった。 

●三重県スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）派遣事業

平成２８年度活用校   中学校３校  小学校１３校 

平成２９年度活用校  中学校２校  小学校 ９校 

子どもや家庭への支援をするために，学校関係者との支援会議，保護者への面

談や関係機関との調整を行った。関係機関との情報提供をするために，ＳＳＷや

主任児童委員，障害者就業生活支援センター，子ども家庭支援課，学校とのケー

ス会議を実施した小学校もあった。

●三重県生徒指導特別指導員派遣事業

平成２８年度活用校 中学校２校  小学校２校 

平成２９年度活用校 中学校１校 小学校３校 

生徒指導特別指導員は，落ち着きがなく授業が成立しにくい学級，休み時間が

終わってもなかなか教室に戻れない子，学級から飛び出す子ども等へ支援を行

い，子どもと少しずつ会話をしながら距離を縮め，関係づくりをする中で学校と

の連携を深め，課題解決の一助となる活動を行った。 

不登校 いじめ 暴力行為 人間関係等 学習関係 その他 合計 

２８年度 521 9 12 997 37 241 1,817件 

２９年度 423 3 11 1,017 64 274 1,792件 
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国（指導要領等より）

保幼小の円滑な接続に向けた連携について

保育所
保育指針

幼稚園
教育要領

認定子ども園
教育・保育要領

小学校
学習指導要領

「幼児期の終わりま
でに育ってほしい
姿」の明確化

総則４(２)に記載 第１章 総則
第２節に記載

第１章 総則
第１節３(２)に記載

・小学校入学当初における生活
科を中心とした「スタートカ
リキュラム」の充実

・学校段階間の円滑な接続や教
科等横断的な学習の重視

（総則，各教科等）

小学校との連携
について

第２章４(２)で 記
述

第１章 総則
第３節５(1)(2)で
記述

第１章 総則
第２節１(５)で記述

健康な心と体

自立心

協同性

道徳性･規範意識の芽生え

社会生活との関わり

思考力の芽生え

自然との関わり･生命尊重

数量･図形,文字等への関心･感覚

言葉による伝え合い

豊かな感性と表現

幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で

に
育
っ
て
ほ
し
い
姿

幼児期の終わりま
でに育ってほしい
姿の共有
円滑な接続を意識
したカリキュラム

各教科等の
特性に応じた
学びへつなぐ

県（「三重県保幼小の円滑な接続のための手引き」より）

ポ
イ
ン
ト
１

幼児教育と小学校教育
の特徴や違いを理解す
る ポ

イ
ン
ト
２

「接続期に育みたい
子どもの姿」を設定・
共有する ポ

イ
ン
ト
３

円滑な接続を意識して
カリキュラムを作成す
る ポ

イ
ン
ト
４ カリキュラムをもとに保

育・教育活動，幼児児童の

交流を進めるとともに，カ

リキュラムの見直し・引き

継ぎを行う

国や県の方針を踏まえ，スムーズな接続に向けた取組の実施が求められている

保幼小の連携や交流の機会の設定による，円滑な接続を意識したカリキュラム作成・計画的な指導等の実施

校長会資料
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Ⅰ 公立小中学校・義務教育学校管理職員評価制度の概要 

１ 基本的な理念 

近年の社会状況や子どもたちの変化等を背景に、教育課題が多様化・複雑

化しています。 

このような教育課題を解決し、児童生徒の豊かな成長を支援していくため

には、家庭や地域社会と連携しながら、学校においても、社会情勢や県民ニ

ーズに対応したより質の高い学校教育を推進していくことが求められており、

そのために、教育環境や教育条件等の整備を進めるとともに、児童生徒の指

導や学校運営等に携わる教職員一人ひとりの能力や教育的資質を高め、教職

員が互いに協力・協働して、学校の組織としての教育力の向上を図っていく

ことが重要になっています。 

こうした中、平成１８年度から公立小中学校管理職員を対象に随時、課題

等を改善しながら試行してきた「新たな教職員評価制度（小中学校管理職員）」

を平成２８年度から「公立小中学校管理職員評価制度」、平成２９年度から「公

立小中学校・義務教育学校管理職員評価制度」（以下、「評価制度」という。）」

として実施します。 

【評価制度の目的】 

本評価制度は、児童・生徒の多様化する学習ニーズに対応し、一人ひとり

の個性や能力に応じた教育を推進するため、その担い手である教職員の能力

開発と人材育成を図り、学校組織の活性化や学校の教育力を向上させること

を目的としています。 

２ 目標管理を通じた能力開発型の評価制度 

評価制度は、能力開発型の評価制度とし、個々の教職員が学校の教育目標等

を踏まえて自己の目標を設定し、その達成のために主体的に取り組む目標管理

を柱とします。 

評価（Ｃｈｅｃｋ） 

自己評価・評価者評価 

目標設定（Ｐｌａｎ） 

学校の教育目標等を踏まえた 

自己目標の設定 

目標達成への取組（Ｄｏ） 

教育活動への取組 

（目標管理に基づく評価のサイクル） 

改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

改善によりさらに質の

高い教育活動の展開 

校園長会資料 
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３ 評価制度の流れ 

【年度当初】 

学校の教育目標等 

自己目標の設定  評価対象者は、学校の教育目標やそれを受けて作成される学年

目標、教科目標等、また、前年度に達成した自己の成果や残さ

れた課題等を踏まえて、当該年度の自己目標を設定します。 

期首面談 評価者は、個々の評価対象者と面談を行い、評価対象者が設定

した目標について、学校の教育目標等との整合性や評価対象者

の能力開発、人材育成等の観点から、指導、助言を行います。 

【年度途中】 

目標達成に向けた取組 

評価対象者は、評価者の指導、助言を踏まえて目標達成に取り

組みます。評価者は、評価対象者の職務遂行状況の把握に努め、

指導、助言等、目標達成に向けた支援を行います。 

中間面談  評価対象者は、必要により当初の目標の追加・変更をします。

その場合、評価者は、中間面談を行い、指導、助言等を行いま

す。 

【年度末】 

自己評価・評価者評価 

評価対象者は、年度当初等に設定した目標についての成果等を

振り返って、自己評価を行います。 

評価者は、評価対象者自身の自己評価、評価対象者との面談・

対話のほか日常から把握している勤務状況等を踏まえて、評価

を行います。 

最終面談 評価者は、評価対象者と面談を行い、評価結果についての説明

を行い、それに基づき指導、助言等を行います。 

評価対象者は、評価の結果や指導、助言等を踏まえ、自己の強

み、弱みを把握し、自己啓発や次年度以降の取組に活用します。 

次年度に向けて

の改善 
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４ 評価制度実施の仕組み 

（１）評価対象者及び評価者

評価対象者 第１次評価者 第２次評価者 

校 長 
所管教育委員会の人事担当幹

部職員で教育長が指定した者 
教育長 

教 頭 所属校の校長 
所管教育委員会の人事担当幹

部職員で教育長が指定した者 

（２）スケジュール

  学校の教育目標等の策定 

自己目標の設定【年度はじめ】 

当該年度の目標を設定し、自己目標設定票の「具体的な目標」

の欄に記入する。 

期首面談 【原則として８月中旬までを目途】 

目標変更・中間面談【必要に応じて】 

当初の目標を追加・変更する必要が生じた場合、自

己目標設定票の「追加・修正した目標」欄に記載。

自己評価・評価者評価【１月１日を基準日】 

 評価対象者は、自己目標設定票及び評価票に

より自己評価を行い、評価者に提出。評価者

は、提出された自己目標設定票及び評価票に

より評価を行う。 

最終面談 【原則として３月上旬までを目途】

評価者は、評価結果について、評価対象者に

フィードバックする。

自己目標設定票及び評価票は、評価者が保存

する。 

次年度の改善へ 
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Ⅱ 目標管理の手順 

１ 自己目標の設定 

自己目標は、評価項目ごとに１～２設定します。 

※ 評価項目についてはＰ１０。

※ 自己目標設定票の記入については、Ｐ１５。

自己目標は、学校の教育目標や学校経営の改革方針（本年度の行動計画）等

を踏まえて設定します。 

また、自己目標は、努力すれば達成可能なものを設定することとし、必要に

応じて数値目標を掲げるなど具体的、客観的なものとすることが望まれます。 

各学校における教育活動には単年度ではすぐに成果が現れにくいものもあり、

中長期的な目標もあると考えられます。このような場合、これら中長期的な目

標を達成するために、今年度どのような取組をするのかという観点から自己目

標を設定します。こうした、１年間のサイクルを通じた改善活動を、毎年、継

続して積み重ねることにより、最終的に中長期的な目標についても達成を目指

そうとするものです。 

【ヒント】 

目標は、「何について」、「どのくらい」、「どのように」、「いつまでに」

という観点から考えていけば明確になると言われています。 

目標の要素 説 明 

何を 目標項目 対象項目を設定する。 

どのくらい 
達成された姿 

（達成基準） 

期待する成果の量や状態など達成すべき姿を明ら

かにする。 

（達成基準は、目標達成度を評価する基準となるた

め、後から確認できるように表現することが重要。） 

どのように 
達成のための

手だて 

期待する成果を実現するための手段・方法を明らか

にする。 

いつまでに 
期 限 

スケジュール

完成させる期限、スケジュールを設定する。 

・期末までに。○月○日までに（終期）

・○月○日～○月○日の間に（期中の一定期間）
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公立小中学校・義務教育学校管理職員評価制度要領 

      三重県教育委員会 

１ 趣旨 

  この要領は、公立小中学校・義務教育学校（以下、「小中学校等」という。）管

理職員の評価制度に関し、必要な事項を定めるものである。 

２ 公立小中学校等管理職員評価制度の目的 

    児童生徒一人ひとりの個性や能力に応じた教育を推進するため、その担い手である

教職員の能力開発と人材育成を図り、もって学校組織の活性化や学校の教育力を向上

させることを目的とする。 

３ 評価対象者 

  評価対象者は、１月１日現在在職の公立小中学校等の校長及び教頭（以下、「管理

職員」という。）とする。ただし、病気休職等によりこの要領に規定する評価期間の

全期間にわたって勤務実績のない管理職員を除く。 

４ 評価者 

  評価者は、別表１のとおりとする。 

５ 評価期間 

 評価期間は、４月１日から３月３１日までとする。ただし、この期間中に転任また

は昇任した管理職員の評価期間は、転任または昇任の日から３月３１日までとする。 

６ 評価等の様式 

  評価等は、自己目標設定票（様式１）及び評価票（様式２）により行う。 

７ 勤務評価の実施 

（１）期首面談

評価者は、原則として８月中旬までに、評価対象者との期首面談を実施する。

① 評価対象者は、当年度の目標を設定し、自己目標設定票の「具体的な目標」欄

に記入して、同票を第１次評価者に提出する。 

② 評価者は、評価対象者との面談を行い、目標設定等について協議する。

校園長会資料 
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（２）中間面談

年度途中において、必要に応じて、評価者は、評価対象者との中間面談を実施す

る。 

① 評価対象者は、必要により当初の目標を追加・変更する必要が生じた場合には、

自己目標設定票の「追加・修正した目標」欄に目標の追加・修正事項を記入して、

同票を第１次評価者に提出する。 

② 評価者は、必要により、評価対象者との面談を行い、目標の修正等について協

議する。 

（３）評価及び最終面談

第１次評価者及び第２次評価者は、１月１日を基準日として評価を行い、原則と

して３月上旬までに、評価対象者との最終面談を実施する。 

① 評価対象者は、自己目標の達成状況について、自己目標設定票の「自己評価」

の欄及び特記事項の欄に記入するとともに、評価期間における職務の遂行に必要

な能力の発揮及び実績の状況について、評価票により自己評価を行い、必要に応

じて所見・特記事項を記入して、両票を第１次評価者に提出する。 

② 評価者は、第１次評価者、第２次評価者の順に、評価対象者の評価期間におけ

る職務遂行に必要な能力の発揮及び実績の状況について評価するとともに、必要

に応じて所見・特記事項を記入する。 

③ 勤務評価を行った後、評価者は、評価対象者との面談を行い、評価期間におけ

る職務能力の発揮及び実績に関する自己分析の結果を聴取するとともに、評価結

果の告知、説明及び次年度の職務遂行への指導、助言を行う。 

（４）面談を行う評価者

① 原則として、校長に対する面談は、教育長又は所管教育委員会の人事担当幹部

職員で教育長が指定した者が行う。 

② 原則として、教頭に対する面談は、校長が行う。

８ 勤務評価の方法 

（１）勤務評価は、評価対象者の職務遂行に必要な能力の発揮及び実績を、各評価項目

（評価要素）の観点にそって分析し、評価基準に照らして絶対評価するものとする。 

① 別表２の各評価項目（評価要素）について、別表３に定める評価基準により、

５段階で絶対評価する。 

② 各評価項目（評価要素）の評価結果に基づき、別表４を基準にして、５段階で

総合評価を行う。 
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（２）評価者は、勤務評価にあたって、以下の点に充分留意しなければならない。

① 各評価項目（評価要素）の着眼点及び具体的な例、評価基準に基づいて評価を

行う。 

② 評価対象者との面談や日常の対話、観察等を通じて把握した職務遂行の事実に

よって評価することとし、想像や推定による内容を評価材料としない。 

③ 評価対象者の年齢、性別、学歴等個人に帰属する事項のほか、基本的に職務外

における態度、行動等を評価材料としない。 

④ 過去の実績あるいは失策に影響されることなく、評価期間内における職務遂行

に必要な能力の発揮及び実績によって評価する。 

⑤ 総合評価から逆算した各評価項目（評価要素）の評価を行わない。

９ 評価結果等の取り扱い 

（１）評価結果は、評価対象者本人に告知し、説明するものとする。

（２）自己目標設定票及び評価票は、評価対象者本人以外に公開しない。評価結果その

他評価にあたって知り得た事項についても、同様とする。 

（３）自己目標設定票及び評価票の保存期間は、２年とする。

（４）自己目標設定票及び評価票は、第１次評価者が保管する。

10 実施の状況の報告 

  所管教育委員会は、実施の状況等について、三重県教育委員会教育長が別に定める

ところにより、三重県教育委員会に報告する。 

11 その他 

  この要領の実施について必要な事項は、三重県教育委員会教育長が別に定める。 

  附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 
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別表１ 

評価対象者 第１次評価者 第２次評価者 

校 長 
所管教育委員会の人事担当幹部

職員で教育長が指定した者 
教育長 

教 頭 所属校の校長 
所管教育委員会の人事担当幹部

職員で教育長が指定した者 

別表２ 別紙 

別表３ 

５ 目標を大きく上回る。又は、通常必要な水準を大幅に上回っている。 

４ 目標を上回る。又は、通常必要な水準を上回っている。 

３ 目標どおり。又は、通常必要な水準をほぼ満たしている。 

２ 目標を下回る。又は、通常必要な水準を満たしておらず、努力が必要。 

１ 
目標を大きく下回る。又は、通常必要な水準を満たしておらず、かなり努力

が必要。 

別表４ 

  Ｘ＝（各評価要素の合計）×１００／３５ 

総合評価 基  準 

Ｓ Ｘの値が ９０以上 

Ａ Ｘの値が ７０以上９０未満 

Ｂ Ｘの値が ５０以上７０未満 

Ｃ Ｘの値が ３５以上５０未満 

Ｄ Ｘの値が ３５未満 
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教職員育成支援のための人事評価制度実施要領 

１ 制度の目的 

教職員育成支援のための人事評価制度は、地方公務員法の改正に伴い、職員が職務

遂行上発揮した能力及び挙げた実績を評価し、任用、給与等の人事管理の基礎として

活用することを通じて、「教職員の能力・意欲の向上」及び「組織力の向上」を目指

すものである。 

また、「教職員の能力・意欲の向上」及び「組織力の向上」については、次の内容

を重視する。 

○ 教職員の能力・意欲の向上

① 教職員の主体的な教育実践や自己啓発を促し、能力向上を図る。

② 目標の明確化、業績の適切な評価等により、モチベーションを向上させる。

③ 対話により現状に関する気づきを促し、業務改善や意識の向上につなげる。

○ 組織力の向上

① 組織の目標を共有し、教職員の協力協働を促進することを通じて、「目指す学

校像」の実現を図る。

② 職場全体の活性化を促し、学校運営の質の向上を図ることで、子どもたちの目

線に立った教育の充実及び地域からの信頼の確保につなげる。

２ 評価対象者 

評価対象者は、公立小中学校に勤務する全ての正規県費負担教職員及び県立学校に

勤務する全ての正規教職員とする。 

ただし、休暇等の取得により、評価期間において勤務実績が９月未満の職員につい

ては、目標設定、面談、自己評価及び評価者による評価を省略することができる。 

なお、管理職員、評価期間において学校での勤務実績がない職員及び学校に在籍し

ていない職員等、評価を実施しないことが妥当であると特に認められる教職員を除

く。 

※ 学校に籍があり、県教育委員会事務局で勤務する充指導主事等（以下「県教委充

指等」という。）については、その職員が所属する課等の所属長が評価を実施す

る。

３ 評価者 

第１次評価者及び第２次評価者は、次のとおりとする。 

第１次評価者 第２次評価者 

小中学校 教頭 校長 

県立学校 教頭または事務長 校長 

※ 県教委充指等については、別に定めるものとする。

４ 評価の期間及び回数 

  評価の期間は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

評価の回数は、年１回とする。 

校園長会資料 
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５ 評価領域及び評価要素 

評価領域及び評価要素は、「評価領域及び評価要素」（別紙１）のとおりとす

る。 

６ 面談について 

（１）期首面談（５月下旬までに実施）

第２次評価者は、評価対象者と期首面談を行い、評価領域「職務遂行」の目標設

定等について協議する。 

（２）中間面談（期間途中に必要があれば実施）

第２次評価者は、期間途中において必要がある場合、評価対象者との中間面談を

実施する。 

（３）期末面談（２月上旬までに実施）

第２次評価者は、評価対象者と期末面談を行い、当該期間における職務遂行上発

揮された能力・意欲及び実績に関する自己評価の結果を聴取したうえで、「絶対評

価」を行う。 

（４）フィードバック面談（３月下旬までに実施）

第２次評価者は、評価結果を記入した「人事評価シート」の複写を対象者本人に

渡し、評価対象者に評価結果の説明と評価結果に基づく指導・助言を行う。 

７ 目標の設定と評価 

（１）自己目標の設定（年度始めに実施）

評価対象者は、評価領域「職務遂行」の「具体的な目標」及び「目標達成に向け

た取組内容」を設定し、「自己目標設定・人事評価シート」（別紙２－１～９）、

（以下「評価シート」という。）に記入する。 

（２）評価対象者による自己評価

評価対象者は、自らの取組状況を客観的に振り返り、「着眼点及び着眼点の具体

的な例」（別紙３－１～９）及び「評価段階の判断基準」（別紙４）、（以下「評

価基準等」という。）に基づき、各評価要素について５～１の５段階で自己評価

し、評価シートに記入する。 

（３）評価者による人事評価

第１次評価者は、評価対象者の自己評価を踏まえ、評価基準等に基づき、各評価

要素について５～１の５段階で「絶対評価」を行う。 

第２次評価者は、評価対象者と期末面談を行い、自己評価の結果等を聴取したう

えで、第１次評価者の評価も踏まえ、評価基準等に基づき、各評価要素について５

～１の５段階で「絶対評価」を行う。 

第２次評価者は、各評定要素の評価から評価領域ごとの評価（評価要素の平均

値）を算出し、「評価領域と評価の割合」（表１）に示された割合をかけて値（評

点）を求め、すべての評価領域の評点の合計値（小数第２位を四捨五入）を「評語

の基準」（表２）の基準に照らして、Ａ～Ｅの５段階で評語を決定する。 
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※ 自己評価及び評価者による評価において、５段階の中間の評価である「３」

は、目標を概ね達成し、通常の業務に支障がない場合を想定している。

【表１ 評価領域と評価の割合】 【表２ 評語の基準】 

評価領域 評価の割合 評語 基準 

職務遂行 ５０％ Ａ ４．５以上０００００ 

能力 ２０％ Ｂ ３．５以上４．５未満 

協力協働 ２０％ Ｃ ２．５以上３．５未満 

意欲 １０％ Ｄ ２．０以上２．５未満 

Ｅ ２．０未満 

８ 勤勉手当成績率及び昇給号給数の決定 

評語に応じた勤勉手当成績率及び昇給号給数は、「勤勉手当成績率及び昇給号給

数」（表３）のとおりとし、評語Ａ及びＢの職員の中で表３の勤勉手当成績率を適用

する職員（以下「加算対象者」という。）は、以下の手順で決定する。 

【表３ 勤勉手当成績率及び昇給号給数】 

評語 

勤勉手当成績率 昇給号給数 

右記以外の職員 再任用職員 
右記以外 

の職員 

55歳以上の職

員（現業職は

57歳以上の職

員） 

平成 29年

12月期 

平成 30年

6月期以降 

平成 29年

12月期 

平成 30年 

6月期以降 

Ａ 95.75／

100 

90.75／

100 
45／100 

42.5／

100 
４号給 

昇給しない 

Ｂ 

Ｃ 
90.75／

100 

85.75／

100 

Ｄ 
85.75／

100 

80.75／

100 
43／100 

40.5／

100 
２号給 

Ｅ 
80.75／

100 

75.75／

100 
41／100 

38.5／

100 

昇給しな

い 

※ 勤勉手当は、扶養手当を基礎額から除外することで原資を確保し、その原資の範

囲内でＡ及びＢの者に加算した成績率を適用する。

※ 昇給は、公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和４５

年人事委員会 教育委員会規則第２１号）（以下「初任給規則」という。）で定

められている号給数の範囲内で加算することになる。

※ 原資に限りがあることから、成績率が高い評語であっても、上記のとおり支給で

きるとは限らない。

※ 通常の昇給号給数が４号給以外の職員の昇給号給数については、別途定めること

とする。
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県教育委員会は、公立学校職員の給与に関する条例（昭和３０年条例第１０号）

及び初任給規則に定める原資の範囲内で、各市町等教育委員会及び各県立学校ごと

に加算対象者数を配分する。 

各市町等教育委員会は、市町内の各公立小中学校に加算対象者数を配分する。 

（２）加算対象者の選定

第２次評価者は、各学校に配分された加算対象者数の範囲内で加算対象者を選定

する。 

（３）評価結果の報告

評価結果の県教育委員会への報告は、小中学校においては市町等教育委員会教育

長、県立学校においては校長が行う。 

（４）勤勉手当成績率及び昇給号給数の決定

県教育委員会は、報告された評価結果をもとに、評語に応じ、表３により勤勉手

当成績率及び昇給号給数を決定する。 

（５）評価対象者への伝達

第２次評価者は、フィードバック面談等の機会を活用し、決定された勤勉手当成

績率及び昇給号給数を口頭により伝達する。 

（６）勤勉手当成績率及び昇給号給数の特例

以下の事由等に該当する場合、表３によらない勤勉手当成績率及び昇給号給数に

決定することがある。 

・昇任等の人事上の取扱いがあった場合

・初任給規則で定める期間以上勤務実績がない場合

・懲戒処分を受けた場合

９ 苦情対応 

評価結果等に対する苦情対応については、苦情への一次的な対応を行う苦情相談及

び一定の調整を行っても解決しない事案に対応する苦情処理により行う。 

なお、苦情対応の窓口は、県立学校においては県教育委員会に、小中学校において

は市町等教育委員会に置く。（別紙５－１、２参照） 

10 評価者研修の実施 

 新規評価者等に対して、評価能力の向上のために必要な研修を実施するものとす

る。 

11 評価シートの保管 

各所属における評価シートの保存期間は５年とする。 

12 その他 

  この要領に定めるもののほか、教職員育成支援のための人事評価制度の実施に関

し必要な事項については別途定める。 

附則 
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この要領は、平成２８年４月１日（表３の昇給号給数については平成２９年４月１

日、勤勉手当成績率については平成２９年６月期）から施行する。 

附則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成３０年３月２７日から施行し、平成２９年１２月１日から適用す

る。 

  ただし、表３の平成３０年６月期以降の勤勉手当成績率については、平成３０年

４月１日から施行する。 
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3 

３ この制度の流れ 

【４月～５月】

学校マネジメントシート等（目指す学校像） 

自己目標の設定   評価対象者は、学校マネジメントシート（目指す姿等）、学年

目標、教科目標等、また、前年度に達成した自己の成果や残さ

れた課題を踏まえて、今年度の自己目標を設定し、評価者に提

出します。

期首面談  第２次評価者は、評価対象者と面談を行い、設定された目標に

ついて、目指す学校像や学年目標等との整合性や評価対象者の

能力開発、人材育成の観点から、指導、助言を行います。

【年度途中】

目標達成に向けた取組

評価対象者は、相互に協力・協働し、評価者の指導・助言を

踏まえて目標達成に取り組みます。評価者は、評価対象者の職

務遂行状況の把握に努め、指導、助言、目標達成に向けた支援

を行います。

  中間面談  【必要に応じて】

 評価対象者は、必要により当初の目標の追加・修正をします。

その場合、第２次評価者は、中間面談を行い、指導、助言を行

います。

【１月～３月】

期末面談    評価対象者は、年度当初等に設定した目標についての成果等

を振り返って、自己評価を行い、評価者に提出します。

第２次評価者は評価対象者と期末面談を行い、当該期間にお

ける職務遂行上発揮された能力・意欲及び実績に関する自己評

価の結果を聴取したうえで、「絶対評価」を行います。

フィードバック面談  第２次評価者は、評価対象者と面談を行い、評価結果の説

明と評価結果に基づく指導・助言を行い、教職員の能力・意欲

の向上を図るとともに、評価結果については、人事評価シート

の複写を評価対象者本人にわたします。

 評価対象者は、評価の結果や指導、助言を踏まえ、自己の強

み弱みを把握し、自己啓発や次年度以降の取組に活用します。次年度に向けて 
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教職員の交通事故・違反防止について 

◆ 平成３０年４月１日～平成３０年４月３０日の状況

◆ 状況・傾向

平成３０年度４月の交通事故発生件数は７件で，内５件が加害事故とな

っており，発生件数は減少しているものの，加害に着目すると増加してお

ります。加害事故の発生状況として，信号のある交差点で後方からの追突

事故が３件，駐車場等で後方進行中に車両との接触事故が２件発生してお

ります。運転に十分集中し，周囲の状況を的確に把握していれば回避可能

な事故です。 

今後，１学期も半ばに差し掛かり，疲労が蓄積し安全運転に集中しきれ

ないことや，梅雨の時期になり雨天時の走行が多くなることが予測されま

す。余裕をもった運転を心がけるとともに，車間距離を十分にとり，周囲

の安全確認を怠ることのないよう御指導ください。 

校園長会資料 

7件（前年度比 ―１件） ４月３０日現在 

加害 ５件 人身 0件 

出退勤途上 3件  交差点 4件 
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（事例１） 

  信号のある交差点にて，信号が青信号に変わり右折しようとしたところ，

横断中の歩行者がいたため，前方車両が停車したことに気付かずに後方か

ら追突した事例 

（事例２） 

自宅敷地内から後方進行にて路上に出庫した際に，左から進行してきた車

両と接触した事例 

職員車両

職員車両
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過重労働による健康障害防止について 

◆ 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日の状況

平成28年度（4月～3月） 平成29年度（4月～3月） 

時間数 延べ人数 時間数 延べ人数 

幼稚園 0時間 0人 80時間 1人 

小学校 約4052時間 44人 約5365時間 60人 

中学校 約60125時間 582人 約60168時間 589人 

◆ 傾向

・ 小学校では，前年度同期間に比べ，時間数・延べ人数ともに増加しております。

年度当初の時期に過重労働報告件数が増えております。

・ 中学校では，前年度同期間に比べ，時間数・延べ人数ともにほぼ同水準です。

部活動指導や生徒指導等によるものと考えられます。

・ 幼稚園では，4月に1件の過重労働報告がありました。

・ 80時間／月を超える時間外勤務がある教職員が固定化してきております。

・ 鈴鹿市立学校及び幼稚園職員に係る過重労働による健康障害防止のための対

策実施要綱の第４条により，今年度，産業医による面接指導を希望した職員は

4件（7月・8月・10月・1月）でした。

◆ 対応

・ 職員一人ひとりが総勤務時間の縮減を自覚し，時間外勤務時間を記録するなど

自己管理に努めるよう御指導ください。

・ 管理職の先生におかれましては，過重労働による健康障害防止のために，職員

の健康状況把握に努めるようお願いします。

・ 常に校（園）務分掌の見直しを図るなど，仕事が特定の職員に偏らないよう，

業務の平準化に努めるようお願いします。

校園長会資料 
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鈴 教 学 第 74号  

平成 30年 4月 4日 

（宛先）各幼小中学校（園）長 

鈴鹿市教育長 中道 公子 

「体罰や暴言等の不適切な言動の禁止」について 

このことにつきましては，平成 29年 5月 18日付鈴教学 459号「体罰根絶に

向けた取組の徹底について」をはじめ，かねてより機会を捉えて通知し，各学

校（園）長におかれましては，平素より適切な指導を図っていただいていると

ころです。 

今一度，体罰や暴言等の不適切な言動の根絶に向け下記のような対策を講じ，

教職員による「体罰や暴言等の不適切な言動の実態把握」に努めるとともに，

「体罰・暴言等の禁止」について，再度必ず御指導いただきますようお願いし

ます。 

記 

○ 園児児童生徒との定期的な教育相談を実施する。

○ 意見箱・相談窓口等を設置する。

○ 管理職による授業・部活動参観等を行うことで，体罰の実態把握に努める。 

○ 学校（園）長が職員会議や校内研修会の場で，体罰防止資料「体罰の根絶に

向けて」や「体罰が起こる傾向についてのチェック表」，また県より配付さ

れた DVD「教育活動における体罰の防止」等を活用しながら，体罰の未然防

止や服務規律の確保について，定期的に教職員に対して，啓発及び指導して

いく。

  【事務担当：学校教育課 教職員 G Tel 382-7618】 

校園長会資料 
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平成 29 年５月 鈴鹿市教育委員会 

教育は，子どもの人格の完成を目指し，よりよい社会の形成者として自立するよう

支援することです。その実現に向けた教育活動を進めるに当たっては，子どもと教職

員との信頼関係が欠かせません。今一度，学校や教職員の中に，体罰を容認する風潮

が存在していないか，一人ひとりが自己を見つめ直し，日頃の教育活動を点検しなが

ら，体罰の根絶に向けて取り組んでいく必要があります。 

１ 体罰を引き起こす要因と体罰が引き起こす問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体罰の根絶に向けて 

体罰,暴言 

の事例 

体罰は子どもや保護者の心を傷つけ，信頼を崩壊させる 

・子どもに大きな｢心の傷｣,子ども同士の人間関係に影響

・教員と子どもとの信頼関係の崩壊

・教員と保護者・地域との信頼関係の崩壊

・教員相互不信から教師集団の崩壊

問

題

要

因

決まりを守らない子どもを
注意したが，指示に従わなかっ
た。きつい口調でもう一度注意
したが，また指示に従わなかっ
た。二度の行動にカッ！とな
り，子どもの行動を止めよう
と，つい足蹴りしてしまった。 

教室を飛び出し逃げ回る子ど
もを教室に戻そうと指導してい
たが，子どもが暴れ出し，教師
を蹴ってきた。それで，つい子
どもを蹴り返してしまった。  

部活動の大会でのこと，生徒
の動きが鈍いので，顧問は試合
中に指示を出した。しかし，指
示が守れなかったので，試合後，
顧問はベンチにおいて，生徒数
人の頭を手で叩いた。 

部活指導の際，ミスをした生徒
に「何で捕れやんのや，あほ」，
指示された動きができない生徒
に「そっちと違うやろ，あほ」，
動きの鈍い生徒に「さっさと動
け，あほ」などの声をかけた。 

（１）人権意識の低さ
子どもを上から目線で見ていたり，子どもの人権を尊重しようという意識が低かったり，

自分の指導に従わない場合など，子どもの内面に訴える指導ではなく，その場で直ちに解決
したくなる自分の気持ちを抑えきれず，言葉よりも手が先に出てしまうことがある。 

（２）力に頼る生徒指導
体罰が起きる場面での子どもの姿には，往々にして「きまりを守らずわがままな行動で，

集団の秩序を乱す。」「一度，注意をしたが聞き入れず，再び同じことを繰り返す。」とい
った状況が見られることがある。一方，教職員においては，「きまりを守らせるためには，
話だけでは無理であり，強い指導が必要である。」といった誤った考え方により，体力的・
精神的に弱い立場にある子どもに対して，力に頼る指導を行うことがある。 

（３）個々の子どもの特性を理解しない指導
発達に障がいのある子どもが，学習面や行動面で困り感を示しているにも関わらず，一人

ひとりの特性を十分に把握せずに指導することがある。 
（４）教職員自身や保護者等による体罰を容認する意見

保護者の一部には，「厳しく指導してほしい。」「時には愛の鞭も必要である。」といっ
た意向もあり，それを聞いた教職員は，「これくらいなら許される。」「親の了解は得てい
る。」「学校に一人は怖い先生が必要である。」等の勝手な思い込みをしている場合がある。 

（５）教職員間の不十分な組織体制
教職員間の協力体制が不十分だと効果的な指導ができないばかりか，「生徒指導はあの先

生に任せておけばよい。」と他人任せになったり，あるいは誰にも相談できずに担任が一人
で抱え込んでしまったり，と個人にしわ寄せが及び，ストレスやあせりから体罰を起こすこ
とがある。また，教職員間に誤った上下関係があると，先輩教職員の間違った言動に気付い
ても，その場で注意できない後輩教職員の姿がある。 
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殴る・蹴る 

＜暴行罪 刑法第 208 条＞ 

身体を傷つける  

＜傷害罪 刑法第 204 条＞ 

不当に長時間居残す  

＜監禁罪 刑法第 220 条＞ 

校長の監督責任  

＜学校教育法第 37 条 4 項＞ 

法務局の調査及び説示・勧告  

信用の失墜，信頼の喪失等  

２ 体罰を行った教職員の責任 
職務義務違反として，懲戒処分や国家賠償法に基づく求償，公務員法上の責任が追

及され一定の処分を受けることになります。また，場合によっては校長の監督責任が

問われ，行政上又は民事上の責任を問われ，損害賠償責任を負う場合もあります。  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

３ 体罰を防止するために 
学校長のリーダーシップの下，教職員の意識改革を図る研修を充実するとともに，

子どもや保護者からの相談窓口の設置，体罰防止マニュアルの作成など，体罰のない

教育の実現に向けた取り組みが必要です。  

刑法上の責任 

信用失墜行為の禁止  

＜地方公務員法第 33 条＞ 

懲戒処分（免職･停職･減給･戒告） 

＜地方公務員法第 29 条＞ 

教員免許状の取り上げ  

＜教育職員免許法第 11 条＞ 

行政上の責任 

その他 

不法行為による賠償責任  

＜民法第 709 条＞ 

損害賠償責任と求償権  

＜国家賠償法第 1 条＞ 

民事上の責任 

・教職員の意識改革（子どもの人権を守る，体罰を許さない）

・生徒指導の在り方を点検（子ども・保護者の心に迫る生徒指導）

・特別支援教育の在り方を点検（個々の発達段階や障がい等に応じた指導）

・部活動指導の在り方を点検（暴力的な指導や暴言の排除）

・学校体制の在り方を点検（体罰に関する校内風土点検，指導の協力体制）

・子ども，保護者への啓発（相談窓口の設置）

・地域や家庭との連携（学校の教育方針，体罰否定の啓発）

学校全体・教職員の共通理解 

・子どもとの信頼関係構築（子どもの成長を願う余裕と受け入れ）

・人権意識の高揚（体罰否定を貫く）

・子どもが輝く教育の実践（生徒理解に基づく教育実践）

一人ひとりの教職員 

体 罰 の 防 止 

学校教育法第 11 条 

「校長及び教員は，教育上必要と認めるときは，文部科学大臣の定めるところにより，学

生，生徒，及び児童に懲戒を加えることができる。ただし，体罰を加えることはできない。 
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NO 項 目 YES NO

1 すぐにかっとなり，子どもを否定してしまうような言葉をかけてしまうことがある。

2 児童生徒理解が不十分で，子どもの目の高さでものをみることができない。

3 子どもを一方的に自分の方針や価値観に従わせようとする傾向がある。

4 子どもと接する場面で，怒鳴ったり，威圧的な態度になってしまうときがある。

5
子どもの話を最後までじっくり聴いて理解しようとする余裕に欠け，子どもを頭ごな
しに叱ることがある。

6
子どもが，何度注意しても指導に従わなかったり，指導に対して反抗的な態度をとっ
たりしたときに，苛立ちを覚え感情的になることがある。

7
子どもができないことを，自らの指導を顧みることなく，子どもの責任にしてしまう
ときがある。

8
子どもの言動について，その態度の原因，背景や障がいの特性まで考えて指導に当
たっていない。

9
ちょっとした配慮が足りず、子どもへの温かみが伝えられずに不信感をもたれやす
い。

10
合理的配慮の視点に欠け，困り感のある子どもに合わせた指導ができないことがあ
る。

11 体罰は，時と場合によっては指導のひとつであると考えることがある。

12 ペナルティを課したり，連帯責任を取らせる指導をしてしまうことがある。

13
「厳しく指導してください。」という保護者の声は，「体罰容認」と受け止めてい
る。

14
子どもが，体罰行為のまねをすることがあるなど，体罰が子どもに与える影響につい
て，考えたことがない。

15
学級の課題や子どもの問題行動等について，管理職や校内組織への報告・連絡・相談
をつい忘れたり，遅れたりすることがある。

16 自分の学級の問題点等を気軽に同僚に打ち明けることが苦手である。

17 子どもへの不適切な指導について，教職員同士で指摘し合ったことがない。

18
部活動等では，子どもへの指導における言葉使いが，部活動等以外での指導の言葉遣
いに比較して，つい悪くなってしまう。

19
部活動等での指導において，活動中に意欲が感じられない児童生徒に対して，つい腹
立たしく思ってしまう。

20 部活動で，成果や結果だけを求めようとする指導になってしまうことがある。

　体罰を起こした事例について考察してみると，その要因には，次のような傾向が見られます。自分
自身に当てはまるかどうか確かめてみましょう。他者評価をしてもらうことも有効です。

体罰が起こる傾向についてのチェック表(平成２９年度版)

49


	00-05月校園長会　表紙（目次）全課通し　　
	Ⅰ-01 学校給食における注意事項について
	Ⅱ-02_20180525校長会資料_教育政策課
	Ⅲ-01　平成３０年度　道徳教育推進について
	Ⅲ-02　平成３０年度　小学校英語教育の充実に係る取組について
	Ⅲ-03　鈴鹿工業高等専門学校に在籍する留学生の派遣について
	Ⅲ-04　鈴鹿工業高等専門学校留学生派遣申し込み用紙
	Ⅲ-05　研修講座（夏季休業中分）の開催について
	Ⅲ-06　環境省「地球温暖化の意識啓発アニメ『ガラスの地球を救え！』について
	Ⅲ-07　環境省「地球温暖化意識啓発アニメ」チラシ
	Ⅳ-01　不登校対策について
	Ⅳ-02～05　第1回日本語教育支援システム構築プロジェクト会議
	Ⅳ-06～07　危険箇所点検の実施について
	Ⅳ-08～10　防災行政無線を活用した不審者対応について
	Ⅳ-11～12　鈴鹿市人権に関する作文について
	Ⅳ-13～14　鈴鹿市人権問題啓発ポスターについて
	Ⅳ-15　子どもの支援について
	Ⅴ-01　スクールカウンセラー等報告
	Ⅴ-02　H30モデル事業年間計画
	Ⅴ-03　保幼小の連携資料
	Ⅵ-01~04_01　H30評価制度手引き　p1～Ⅰ(概要）
	Ⅵ-05~08_02 H30小中学校等管理職員評価制度要領
	Ⅵ-09~13_02 実施要領
	Ⅵ-14_P3「この制度の流れ」のみ使用 6
	Ⅵ-15~16_５月校長会交通事故資料
	Ⅵ-17_3005校長会資料　H2904からH3003時間外勤務まとめ
	Ⅵ-18_（鑑）体罰暴言禁止_300404
	Ⅵ-19~20_体罰防止リーフレット
	Ⅵ-20_体罰チェック表



