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学校規模適正化・適正配置に係る説明会の実施状況について 

平成３０年９月２１日現在 

教育委員会事務局教育政策課 

１ 説明会の実施日程等 

※ このほかに，８月２９日（水）開催の公私保育園長会（４０人）にて説明を実施。

※ その他の小中学校についても平成３０年度内に実施予定。

№ 日  時 （説明時間） 対  象 参加人数 

１ ６月 ６日（水）１５：００～（５０分） 天栄中学校区ネットワーク委員会 ２３人 

２ ６月２８日（木）１４：１０～（６０分） 石薬師小学校学校運営協議会 １０人 

３ ７月 ２日（月）１５：０５～（３０分） 千代崎中学校学校運営協議会 １２人 

４ ７月 ６日（金）１５：３０～（２５分） 清和小学校学校運営協議会 １４人 

５ ７月 ６日（金）１９：０５～（５５分） 椿小学校学校運営協議会 １３人 

６ ７月１０日（火）１４：２５～（４０分） 庄内小学校学校運営協議会 １１人 

７ ７月１０日（火）１９：０５～（２５分） 大木中学校学校運営協議会 １４人 

８ ７月１２日（木）１０：３５～（４０分） 飯野小学校学校運営協議会 ９人 

９ ７月１３日（金）１４：３０～（５０分） 鈴峰中学校学校運営協議会 １１人 

１０ ７月１３日（金）１９：００～（８０分） 創徳中学校学校運営協議会 ８人 

１１ ７月１７日（火）１４：３５～（５５分） 鈴西小学校学校運営協議会 １３人 

１２ ７月２０日（金） ９：２５～（５０分） 河曲小学校学校運営協議会 １１人 

１３ ７月３１日（火）１０：００～（４０分） 深伊沢小学校学校運営協議会 １６人 

１４ ８月２２日（水） ９：０５～（３５分） 長太小学校学校運営協議会 ２７人 

１５ ８月２５日（土）１１：０５～（７５分） 明生小学校学校運営協議会 １１人 

１６ ８月２７日（月）１３：００～（６５分） 牧田地区民生委員児童委員協議会 ２３人 

１７ ８月２９日（水）１５：５０～（４０分） 神戸小学校学校運営協議会 １３人 

１８ ８月３０日（木）１６：１０～（２５分） 玉垣小学校学校運営協議会 １４人 

１９ ９月 ３日（月）１５：３０～（６５分） 鼓ヶ浦小学校学校運営協議会 １１人 

２０ ９月 ６日（木）１４：００～（５０分） 天栄中学校区拡大ネットワーク委員会 ４６人 

２１ ９月 ７日（金）１９：１５～（２０分） 飯野小学校ＰＴＡ合同委員会 ６１人 

２２ ９月１３日（木）１４：３０～（４０分） 庄野小学校学校運営協議会 ７人 

２３ ９月１３日（木）１８：０５～（４０分） 箕田小学校学校運営協議会 １２人 

２４ ９月１８日（火）１６：００～（３０分） 若松小学校学校運営協議会 １３人 

２５ ９月２１日（金）１９：０５～（５５分） 鼓ヶ浦中学校学校運営協議会 １５人 

１０月校長会資料 
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２ 説明内容 

(１) 学校規模適正化の必要性と基本方針策定までの経緯

(２) 「鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する基本方針」について

資料：リーフレット「子どもたちのより良い教育環境づくりのために」 

(３) 児童生徒数の今後の見込みについて

資料：児童生徒数・学級数の推計（２０年推計） 

※ 基本方針周知のための説明として開催し，鈴鹿市の全体的な方向性や基準につい

て説明した。個別の学校の統廃合等の計画や実施については，現時点では決定したも

のはないと説明した。 

３ 主な意見や質問等 

(１) 地域づくり協議会が立ち上がるところである。学校区と自治会の区割りの相違に

より混乱が生じる。地域としては高齢者が増えるという点と子どもが減るという２つ

の視点で見ていかなければならず，何を中心に考えていけばよいのか不安である。地

域づくりは小学校区で考えるというのに，一方で児童数の減少によって小学校が統合

されるというのでは困る。 

(２) 人口が減るから統合をするという方向ではなく，人口増加施策を進めなければな

らない。若い人が地域の外へ出て行かないように地域で努力することも大事だが，市

街化調整区域を見直して，家を建てられるようにして，新しく人を入れられるように

してほしい。市として，家を建てたりして住みやすいまちにする施策が必要である。 

(３) 小学校の１学級の人数は何人で考えているのか。１学級の子どもの数を２０人く

らいに減らして，少人数で丁寧に指導していくことをしないのか。教員の多忙化とも

関わる。また，人数だけでなく，外国籍の子どもが在籍することについても考慮してほ

しい。 

→ 国の基準は，小１で３５人，その他の学年で４０人。県では，みえ少人数学級編

制として小１と小２で３５人以下としている。市としては，過密解消学級編制として

小１と小２で３０人以下，その他の学年で３５人以下を目指している。今の基準の中

で，より良い方法を考えなければならない。学級編制は人数で決まるが，外国籍児童

生徒についても十分に配慮し，コトノハ教室や各校の国際教室等での丁寧な対応を行

っていく必要がある。 
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(４) 小学校の通学距離は４ｋｍ，通学時間１時間とあるが，長くないか。また，統廃

合をした場合，通学路の安全面の確保が心配だ。地域の見守りも高齢化してきている。 

→ 国の基準や市内小学校の現状等を基に定めたが，旭が丘小学校の通学区域の弾力

化では，２ｋｍ程度を目安として設定しており，現在ほとんどの児童がその範囲内に

おさまっている。統廃合の際には，この基準を基にして，公共交通機関の利用やスク

ールバスの検討等，十分に配慮する。 

(５) 適正化の取組について，地域と検討すると言うが，どこが主体となって行うのか。

また，それぞれの着手時期が示されているが，どの時点で話し合いを始めるとよいか。 

→ 取組の働きかけは教育委員会が行う。どの手法をとるかについては，地域と一緒

に検討を進めていく。中心となるのは，ＰＴＡ，学校運営協議会，自治会，地域づく

り協議会が考えられる。他市町では，具体的な手法を検討する段階は，推計上，複式

学級の発生が予測されたときが一つの目安とされる事例が多い。 

(６) 隣り合う小学校の校区で，自治会で分けられているために校区が複雑に入り組ん

でいる地域がある。また，同じ小学校区から２つの中学校に分かれて進学する地域が

ある。通学区域の見直しは出来ないのか。 

→ 通学区域の見直しは，地域の総意があれば行うことが出来るとしている。学校区

や行政区が一致することが理想であるが，それぞれの地域によって状況は異なり，今

までの経緯を考えると実現することは難しかった。適正化の取組の中で，一つの方法

として検討が必要である。 

(７) 小規模特認校制度と通学区域の弾力化についての現状はどうか。

→ 合川小学校では４年間で３６人が小規模特認校制度を利用して入学した。教育情

勢の変化により学校の特色が薄まることが心配されており，利用者も減少している。

また，通学区域の弾力化は，中学校では，主に稲生小学校区の生徒の利用者が一定数

おり，白子中学校の過密化が抑えられている。小学校の弾力化は旭が丘小学校で行っ

ているが，利用者はほとんどいない状況である。 

(８) 飯野小学校は推計上児童数が増え，教室が足りない状況になる。どのような対応

が考えられるのか。１クラスの人数が４０人を超えることもあるのか。 

→ 通学区域の見直しや教室の増設等が考えられる。今後の推計からクラス数の見極

めをしながら対応を検討していく必要がある。１クラスの人数は，学級編制の基準に

より４０人を超えることはない。 

※ ９／７に飯野小学校ＰＴＡ合同委員会で説明会実施。現状の情報を共有した。
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校長会資料 

小学校英語について 

１ 今後のスケジュール 

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

本市 

新学習指導要領 

全面実施 

・高学年：

７０単位時間 

・中学年：

３５単位時間 
国 

参考：平成３１年度に先行実施を行う学校の割合（全国） 

３年：４８％  ４年：４８％  ５年：４３％  ６年：４３％ 

移行期間中の授業時数調査（平成３０年５月現在） 

調査対象校数 １９,３３３校 

２ 使用教材について 

・ 中学年：２０２０年度以降も Let’s Try!を継続使用。

・ 高学年：２０１８年度，２０１９年度はWe Can!を使用。２０２０年度からは

検定教科書を使用。（We Can!は２年間のみの使用） 

３ 次年度の指導内容について 

  第２回担当者会（公開授業）にて H３１年度指導計画（案）を各校参加者へ周知

します。 

実施日 １０月２３日（火）椿小学校 

１２月 ４日（火）栄小学校 

（※ 第３回担当者会は３学期に開催します。） 

○ 教育課程上の位置づけ

高学年においては教科化を見据えて，教科としての

内容も扱うが，教育課程上は３年～６年生全てにおい

て外国語活動として実施する。 

○ 評価について

文章記述による評価（３年生～６年生）

→指導要録に変更はなし

○ 特別措置

移行期間のみ総合的な学習の時間を最大１５単位

時間減じ，外国語活動に充てることができる。 

移行措置 

先行実施 
移行措置

先行実施 

○ 教育課程上の位置づけ

高学年では教科として，中

学年では外国語活動として

実施する。 

○ 評価について

新学習指導要領に基づく

評価となる。（詳細について

は現段階では未定） 
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事 務 連 絡

平成３０年９月６日

各都道府県教育委員会指導事務主管課

各指定都市教育委員会指導事務主管課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課

附属学校を置く各国立大学法人附属

学 校 事 務 主 管 課 御中

附属学校を置く各公立大学法人附属

学 校 事 務 主 管 課

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた

各地方公共団体株式会社立学校事務主管課

文部科学省初等中等教育局教育課程課

文部科学省初等中等教育局教科書課

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

児童生徒の携行品に係る配慮について

児童生徒の携行品の重さや量への配慮については、従来から様々な取組を行っていただ

いているところですが、授業で用いる教科書やその他教材、学用品や体育用品等が過重に

なることで、身体の健やかな発達に影響が生じかねないこと等の懸念や保護者等からの配

慮を求める声が寄せられていることから、今般、各学校における実際の工夫例を別紙のと

おり作成いたしました。

教科書やその他教材等は、宿題や予習・復習などの家庭での学習課題を適切に課す等、

家庭学習も視野に入れた指導を行う上で重要なものです。

各学校においては、このような重要性を踏まえつつ、教科書やその他教材等のうち、何

を児童生徒に持ち帰らせるか、また、何を学校に置くこととするかについて、保護者等と

も連携し、児童生徒の発達段階や学習上の必要性、通学上の負担等の学校や地域の実態を

考慮して判断いただいていると考えておりますが、別紙の工夫例を参考とされるなど、児

童生徒の携行品の重さや量について改めて御検討の上、必要に応じ適切な配慮を講じてい

ただきますようお願いします。

このことについては、都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育委員会及び所

管の学校（大学を除く）に対し、指定都市教育委員会においては、所管の学校に対し、都

道府県私立学校主管課においては、所轄の私立学校に対し、附属学校を置く国公立大学法

人においては，所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）第1

2条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課においては、所管の学校設

置会社の設置する学校に対し、十分周知するようお願いします。

5



（別紙）

児童生徒の携行品に係る工夫例

【日常的な教材や学習用具等について】

○ 宿題で使用する教材等を明示することにより、家庭学習で使用する予定のない教材

等について、児童生徒の机の中などに置いて帰ることを認めている。

○ 同じ日の授業で多くの学習用具を用いる場合には、予め数日に分けて持ってくるよ

う指導するなど、児童生徒に教材等を使用する見通しを明らかにして、携行品の分量

が特定の日に偏らないようにしている。

○ 教科用の特別教室で使用する学習用具の一部について、必要に応じて、特別教室内

の所定の場所に置くことにしている。

○ 書写の授業があった際には、汚れた筆は持ち帰ることにしているが、その他の用具

は学校に置くことを認めている。

○ 部活動の用具のうち、個人が所有するものについて、鍵のかかる部室やロッカーで

あれば、置いて帰ることを認めている。

【学期始め、学期末等における教材や学習用具等について】

○ 学期末に持ち帰る学習用具の中で大きいもの（水彩道具、習字道具、鍵盤ハーモニ

カ、裁縫道具等）については、１日１つになるよう計画的に持ち帰るとともに、給食

エプロンや体操服、上靴などを持ち帰る金曜日に重ならないよう指導している。

○ 学校で栽培した植物等を持ち帰る場合、児童の状況等を踏まえ、保護者等が学校に

取りに来ることも可能にしている。

○ 夏季における休業日明けの始業日は、通学時の携行品が多くなることから、夏季休

業中の登校日等に宿題や学習用具の一部を持ってくることにしている。

○ 道具箱については、学期末に保護者が集まる際に、不足を確認し、補充をお願いす

ることで、持ち帰らなくてもよいことを認めている。

【その他留意している点について】

○ 児童生徒の持ち物について、盗難防止等の観点から、放課後は施錠するようにして

いる。

○ 教材等について、置いて帰ってもよいものについては、年度当初にリストを配布し

て児童生徒に周知している。

○ 日頃から学校に置いていくことを認めているものや学期末に持ち帰るものについて、

学年通信等の文書で保護者に連絡し、周知している。
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鈴教指第 １７５６ 号 

平成３０年１０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 

平成３０年度 学校図書館巡回指導事業における学校図書館教育推進員 

の訪問について（依頼） 

 このことについて，下記のとおり学校図書館教育推進員が訪問しますので，御理解い
ただき，学校図書館の充実に向けて，活用いただきますようお願いします。 

記 

１ 学校図書館教育推進員 長嶋 ちづ代 

２ 事業目的 

読書活動は，子どもたちが考える力や判断力を培い，視野を広げ，豊かな感情や心
をはぐくむために重要な活動である。そこで，「学校図書館教育推進員」が市内小中
学校を訪問し，子どもたちの読書意欲を高めたり読書活動を活発にしたりするため
の支援，及び図書館業務の補助を行うことにより，学校図書館の活性化を図る。 

３ 事業内容 

（１） 図書整備業務・・・・・選書，蔵書点検，蔵書冊数の確認等

（２） 館内整備業務・・・・・書架整理，館内の書架や掲示物の整備等

（３） 読書活動推進業務・・・本の読み聞かせ，テーマコーナーの設置，調べ学習

の参考図書アドバイス等 

（４） 利用指導業務・・・・・図書の並び方，分類についての指導等

（５） 図書館運営支援業務・・学校図書館支援員等への技術指導や図書館整備技術

指導等 

（６） 情報発信業務・・・・・学校図書館に関する通信等の発信

３ 訪問日  学校図書館教育推進員が学校図書館担当者等と訪問日を調整した上で，

訪問する。 

４ その他  

 １回目の訪問は，原則として学校図書館支援員の派遣日に訪問させていただきます。

その際，学校図書館担当者との打ち合わせの時間を確保していただきますようお願い

します。 

【事務担当】 
鈴鹿市教育委員会事務局 教育指導課 指導グループ 青木 有紀 
TEL 059-382-9028 FAX 059-383-7878 E-mail  kyoikushido@city.suzuka.lg.jp 
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 このことについては，平成 29年度 10月校園長会でも依頼したところですが，別

添（写）のとおり平成 27年 3月 31日付け文部科学省通知「児童生徒の『被害のお

それ』に対する学校における早期対応について〔指針〕」に基づいて，改めて，居

所不明が疑われる児童生徒への対応について確認するとともに，報告の依頼をする

ものです。 

１ 欠席時の対応（※ 原則として対面で安全を確認する） 

【連続欠席３日（目安）】 

 連続欠席等が３日間になった場合，担任・養護教諭等がチェックし，管理職 

へ報告する。また，家庭訪問を行う。 

【連続欠席７日】 

連続欠席が 7日間になり，正当な事由（病気や事故，一時帰国等）がない 

場合，管理職は速やかに教育支援課へ報告する。 

２ 【新規】1月以上本人に会えていない児童生徒の報告 

長期欠席等児童生徒在籍状況調査票の備考欄に，最後に確認できた日を記載す 

る。また，記載後本人の確認ができた時には，教育支援課へ報告する。 

記入例：長期欠席等児童生徒在籍状況調査票 

※ いつから対面で会えていないのかを記入してください。

居所不明が疑われる児童生徒への対応について 

10月校長会資料 

友人とのトラブルをきっかけに，7月から欠席するようになった。 

9月 18日（月）の家庭訪問を最後に，対面で会えていない。 

平成30年度長期欠席等児童生徒在籍状況調査票 <　平成30年１１月分　>

学校名

●該当者　：４月より通算で各月末時点で１０日以上欠席している児童・生徒

※ 欠席理由の分類　【主な理由を一つ選び記入します。詳細は｢学校基本調査の手引き｣を参照すること。】

※ 継続：１　新規：２　→4月から通算して１0日以上となった月の報告は新規，翌月からは継続。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 備考《必ず記入》：児童生徒の様子，その他

1 ●● ●● 男 5 3不登校 0 0 0 10 0 15 21 46
友人とのトラブルをきっかけに，7月から欠席するようになった。
9月18日（月）の家庭訪問を最後に，対面で会えていない。

外

国

人

・

要

日

本

語

※ 該当がない場合は名前欄に「該当なし」と記入。

１病気　　２経済的　　３不登校（学校生活上の影響，あそび･非行，無気力，不安等の情緒的混乱，意図的な拒否）
４その他（家庭の事情，外国での長期滞在，旅行，連絡先が不明，欠席理由が２つ以上あり主たる理由を特定できない）

NO 名　　　前
性
別

学
年

欠席の
理由

継続

１

新規

２

欠席日数（H30年度）

1 
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１ テーマ 

「生徒会の役割といじめ防止への取組について」 

～生徒の主体的な取組を通してみんなが安心して 

生活できる学校づくりを考える。～ 

２ 目 的 

鈴鹿市・亀山市の各中学校生徒会役員等が一堂に会した研修会を開催し，生

徒相互の交流を深めながら，より広い視野で物事を見る力を養い，生徒自身が

主体となった生徒会の取組やいじめ防止活動の充実・発展を図る。 

また，各中学校の生徒会が推進する「いじめのない学校づくり」について，

他校の取組の成果や課題及び解決策等を意見交換し，各中学校におけるいじめ

防止活動につながるヒントや情報を得たりすることで，取組の一層の活性化を

図る。 

３ 日時・内容 

平成３０年１２月６日（木） ９：２０ ～ １４：００ 

※９時１５分集合（準備担当校は，８時５０分集合）

第１部「①私たちを取り巻く環境について 

②生徒が主体となって行う生徒会活動について」

第２部「いじめ防止の取組について」 

４ 場 所 

三重県立鈴鹿青少年センター（三重県鈴鹿市住吉町南谷口） 

５ 各校参加生徒数 

 生徒会役員 原則６名以内 

６ その他  

・生徒会担当者の引率教員は原則各校 1名でお願いします。また，当日のタク

シーの予約については各校２台以内でお願いします。

・タクシー代については，教育支援課予算で対応します。詳細につきましては，

第３回生徒会担当者会(10月９日実施)で担当者に説明・配布しました。 

・生徒会担当者会で配布済の「本日の請求書の送付について（依頼）」を，研修

会当日に，タクシー運転手に提出していただきますよう，よろしくお願いし

ます。

平成３０年度 生徒会研修会について 

10月校長会資料 
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７ 日 程 

・参加者名簿一覧作成  （ ） 

・冊子綴じ （ ） 
・表，裏表紙作成 （ ） 

・全体会場準備，片付け （ ） 

・分科会 会準備，片付け（ ） 

時  間 内 容 担当校 会  場 

9:20～ 9:40 開会行事（挨拶，連絡） 総合研修館 

第１部「①私たちを取り巻く環境について・ 

②生徒が主体となって行う生徒会活動について」

9:40～10:20 
地球温暖化の意識啓発アニメ 

『ガラスの地球を救え』 
環境政策課 総合研修館 

10:20～10:30 休憩・移動・分散会会場準備 

10:30～11:10

分 

散 

会 

Ａ 生徒会会長 

  現状と課題 及び 意見交流 
司 

会 

・

記 

録 

第３研修室 

Ｂ 生徒会副会長 

  現状と課題 及び 意見交流 
第４研修室 

Ｃ 生徒会役員 

  現状と課題 及び 意見交流 
第５研修室 

Ｄ 生徒会役員 

  現状と課題 及び 意見交流 
第６研修室 

11:15～11:35 各校で分散会還流（休憩・移動含む） 総合研修館 

第２部「いじめ防止の取組について」 

11:35～12:00 中学生人権ネットワークの劇 発表 総合研修館 

12:00～12:40 昼食休憩 

12:40～13:40

全 

体 

会 

１ グループ別討議（30 分） 

２ 各校で討議内容還流（15 分） 

３ 感想交流・まとめ（15 分） 

総合研修館 

13:40～14:00 閉会行事（挨拶，連絡） 総合研修館 

9 
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H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ H３１ H３２ H３３ H３４

大木中校区 大木中 大木中

天栄中校区 郡山小
校区人権
フォーラム

創徳中校区 清和小 ○

千代崎中校区 千代崎中 ○

白鳥中校区 井田川小 ○

白子中校区 桜島小 ○

鼓ヶ浦中校区 鼓ヶ浦中 ○

鈴峰中校区 鈴西小 ○

平田野中校区 平田野中 ○

神戸中校区 河曲小 ○

学年 教科（授業者）研究課題

1年全クラス

2年全クラス

参加児童生徒

天栄中2年生
天栄中学校区
小学6年生

日　時

平成３１年２月５日（火）

14:25-15:15 第6限（公開授業）
15:35-16:30 事後検討会

平成３０年１２月６日（木）

13:30-15:15 子ども人権フォーラム
フォーラム後 事後検討会

２．内容

自分を大切にするととも
に，他者も大切にすること
ができ，違いを認め合い，
共に学び支え合う生徒の
育成

【天栄中学校区】

校区人権フォーラム

会場：郡山小学校

分散会テーマ
「中学校でであった　新し
い友だち」あなたならどう
する？

１．目的

（A４用紙１０枚以内を原則）

中学校区人権教育研究推進（研究発表）について

３．輪番表

  中学校区の人権教育カリキュラムに基づく実践研究の一環として，人権教育の研究発表並びに授
業公開を鈴鹿市全体におこない，全市的な人権教育の向上を図る。

○ 単年度に２中学校区から各１校，研究発表並びに授業公開を行う。

○ 原則として研修を重視し，全体会でのあいさつ等はおこなわない。

○ 研究授業は５限目におこない，その後事後検討会をもつ。

○ 研究内容の説明のための資料並びに指導案は，必要最小限の量とする。

【大木中学校区】

大木中学校

研究発表校

10月校長会資料

10 17



１ 点検期間 

  小学校：６月２０日（水）～７月３１日（火） 

  中学校：８月 １日（水）～８月３１日（金） 

《小学校の通学路と重なっている部分を除いて点検》 

２ 点検項目 

① ブロック塀・・・・・・・黄色○シール

【ブロック５段（１ｍ）以上のもの】

② 自動販売機・・・・・・・青色○シール

③ 倒壊が心配される建物・・赤色○シール

④ その他 ・・・・・・・付箋等を貼り，内容を明記

３ 今後の対応 

① 学校

・教育支援課から返却した校区地図を活用して，学校運営協議会，ＰＴＡ役

員会等において，登下校中に地震が起こった場合の危険箇所についての情報

共有をおこなう。 

・校区地図を安全マップ作りに生かす。

・登下校や郊外で地震に遭遇した場合の安全確保について防災教育を実施す

る。

② 教育支援課

・建築指導課・住宅政策課に，点検項目の印をつけた校区地図を提供した。 

・青色回転灯パトロール時にひび割れや傾いたりしたブロック塀を発見した 

場合は，関係部局へ情報提供する。 

③ 建築指導課・住宅政策課

・「倒壊が心配される建物」について，専門的な観点で，順次現地確認をして

いる。該当する建物と判断した場合は，所有者に指導・啓発を行う。

・月２回おこなっているブロック塀等の安全パトロールの際に，通学路を優

先的に巡回し，危険度が高いブロック塀の所有者には，指導・啓発を行う。 

通学路にかかるブロック塀等の点検結果等について

10月校長会資料 
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校長会資料 

児童虐待は，重大な人権侵害行為であり，次世代へ甚大な影響を及ぼします。 

虐待を受けて苦しんでいる子どもを救うため、また、いろいろな問題を抱えて悩んでい

る家庭を支援するため、「虐待かもしれない」と思ったら、通報してください。 

＜相談先一覧＞ 

電話番号 

三重県北勢児童相談所 ３４７－２０３０ 【夜間緊急】３４７－２０５２ 

鈴鹿市子ども家庭支援課 ３８２－９１４０ 【夜間代表電話】３８２－１１００ 

鈴鹿警察署 ３８０－０１１０【代表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿市子ども政策部子ども家庭支援課 

11月は児童虐待防止月間です 

＜今年も街頭啓発を行ないます！＞ 

平成 30年 11月 17日（土）10：30～12：30 

イオンモール鈴鹿にて

啓発物品の配布やオレンジリボンの作成， 

オレンジリボンツリーメッセージの掲示

などを行ないます。 

お買い物の際には是非お立ち寄りください。
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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９月３０日の状況

◆ 状況・傾向

平成３０年度９月３０日現在の交通事故発生件数は３７件で，内３０件

が加害事故となっております。全体の発生件数は昨年度と比較すると２件

増加し，加害事故は７件増加しております。道路横断中の自転車との接触

や信号のない交差点付近や駐車場内での接触と様々な場面での事案が発生

しております。 

三重県交通安全県民運動では，平成３０年度年間重点目標に「横断歩道

における歩行者優先の徹底」が掲げられております。横断歩道の周辺では，

速度を緩め，横断しようとする歩行者や自転車の有無など周囲の状況をよ

く確認し走行するよう今一度教職員への注意喚起をお願いします。 

また，出退勤時刻と日の出，日の入り時刻が重ってまいります。周囲の

状況を注視し，より一層の安全運転を心がけていただきますよう注意喚起

をお願いいたします。 

校長会資料 

３７件（前年度比 ＋２件） ９月３０日現在 

加害30件 人身 ４件 

出退勤途上 10件  交差点 25件 
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（事例１）横断歩道に沿って横断しようとする左側から来た自転車を見落と

し接触 

→ 職員が横断歩道手前で速度を落とし，横断しようとする自転

車の進入を予測していれば防ぐことができたと考えられる。

（事例２）信号のないT字交差点で，左右の確認不足により右から走行して

きた車両に接触 

→ 職員が十分に左右の安全確認を行っていれば防ぐことができ

たと考えられる。

 

職員車両 

相手方車両

員車両

相手方自転車 

職員車両 
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（別紙） 平成30年10月3日現在

平成３０年度　中間面談としての学校訪問の日程について
曜

8時45分発 9:15 10:00 10:45 13:15 14:00 14:45 15:30 16:30

10月3日

8時45分発 9:15 10:00 10:45 13:15 14:00 14:45

10月10日

8時45分発 9:15 10:00 10:45 13:15 14:00 14:45 15:30

10月11日 明生小 庄野小 神戸小 加佐登小 鈴西小 栄小

8時45分発 9:15 10:00 10:45 13:15 14:00 14:45 15:30

10月12日 北勢同研

8時45分発 9:15 10:00 10:45 11:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:30

10月17日 箕田小 大木中 長太小 飯野小

8時45分発 9:15 10:00 10:45 13:15 14:00 14:45 15:30

10月18日 天栄中 平田野中 鈴峰中

8時45分発 9:15 10:00 10:45 13:15 14:00 14:45 15:30

10月19日 白鳥中 神戸中 千代崎中 井田川小

8時45分発 9:15 10:00 10:45 13:15 14:00 14:45 15:30 16:30

10月24日 国府小 河曲小 一ノ宮小 愛宕小 白子中 桜島小 合川小 牧田小

8時45分発 9:15 10:00 10:45 13:15 14:00 14:45 15:30

10月25日 鼓ヶ浦中 鼓ヶ浦小 創徳中 清和小 庄内小

8時45分発 9:15 10:00 10:45 13:15 14:00 14:45 15:30

10月26日 天名小 稲生小 旭が丘小 玉垣小 若松小 白子小 郡山小

8時45分発 9:15 10:00 10:45 13:15 14:00 14:45 15:30

10月29日 石薬師小 椿小 深伊沢小 行懇：第２

8時45分発 9:15 10:00 10:45 13:15 14:00 14:45 15:30

10月31日 台風 予備

※御都合が悪い場合は，日程を学校間で調整していただき，学校教育課　磯部　までお知らせください｡

開　　始　　時　　間

12時45分発

12時45分発

12時45分発

12時45分発

12時45分発

12時45分発

12時45分発

12時45分発

12時45分発

水

水

木

水

金

水

木

金

月 12時45分発

水 12時45分発

木 12時45分発

金
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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)
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