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校長会資料

鈴 鹿 市 教 育 委 員 会



２０１９年５月●●日 

鈴鹿市教育委員会 

 

 全国的に少子化が進行する中，学校の小規模化が進み，これに伴う様々な課題が現れてきてい

ることから，各地で学校規模適正化の取組が行われています。 

本市でも，小規模特認校制度や通学区域の弾力化など，学校規模適正化の取組を行っています。 

しかし，少子化による児童数の減少から，合川小学校と天名小学校では，近い将来において，

複式学級の発生が予測されており，今後の学校のあり方について早期の対応が必要となってい

ます。 

 

鈴鹿市における学校規模適正化に関する現状や取組などについて，保護者や地域の皆様に理

解を深めていただき，これからの学校のあり方を行政と一緒に考えていただくために説明会を

開催します。 

対象  天栄中学校区にお住まいの方，天栄中学校区の小中学校に通う児童生徒の

保護者の方，未就学児の保護者の方等。 

とき・ところ 

第１回 ６月１５日（土） １４時～ 

合川小学校 ２階 レインボーホール 

第２回 ６月２１日（金） １８時３０分～ 

栄公民館 大会議室 

第３回 ６月２６日（水） １１時４０分～ 

天名小学校 １階 家庭科室 

第４回 ７月 ６日（土） １０時～ 

郡山小学校 ２階 コンピューター室

内容  鈴鹿市の学校規模の現状 

小規模校の教育活動 ４０分間程度を予定 

各学校の児童生徒数将来推計等 

その他 託児も行います。 

託児を希望される場合は，開催日の１４日前までに教育政策課（059-382-9112）まで 

お電話でお申込みください。 

説明会場にお子様連れでご参加いただいても結構です。 

どの会場も 

内容は同じです。 

ご都合のよいところに 

ご参加ください。 

詳しくは裏面をご覧ください。 

複式学級になったら， 

今までと何が変わるの？ 

地域の小学校の児童数は 

何人になるの？ 

教育委員会からのお知らせ 

～子どもたちのより良い教育環境づくりのために～ 

学校規模適正化に関する説明会を開催します 

事前申込は不要です 

案内チラシ（案） 
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学校教育では，子どもたちが集団の中で多様な考えに触れ，互いに認め合い，協力し合い，励

まし合うことなどを通して，一人ひとりの資質や能力を伸ばしていくことが重要です。そのため

には，一定の集団規模が確保されていることが望まれます。 

 全国的な少子化の進行の中，本市でも児童生徒数が減少し，小学校の小規模化が進み，合川小

学校と天名小学校では，複式学級※１の発生の予測がされています。 

 

天栄中学校区４小学校の住民基本台帳人口（0 歳～5歳）及び児童数（小 1～小 6） （人）  

 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 

栄小 17 19 28 23 32 22 25 28 34 38 36 32 

郡山小 21 19 29 27 27 29 35 32 33 48 58 43 

天名小 6 7 11 16 12 14 12 13 23 15 18 13 

合川小 ※２ 6 8 4 5 13 5 18 14 15 12 25 14 

住民基本台帳人口（2019年 3月末），児童数（2019年 5月 1 日） 

※１ 複式学級・・・連続する学年の合計が 16人以下（第１学年を含む場合は８人）の場合，２つ以上

の学年を１つの学級に編制すること。 

※２ 合川小学校では，2015年度から小規模特認校制度を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒数の 20 年推計や教育委員会の考え方などをまとめた「学校規模適正化・適正配置に

関する基本方針」など，学校規模適正化に関するいろいろな情報を教育委員会ホームページに掲

載しています。  

 

また，スマートフォンからは，右記 QRコードを読み込み， 

アクセスしてください。 

お問い合わせ 鈴鹿市教育委員会事務局 教育政策課 

Tel: 059-382-9112  Fax: 059-383-7878   E-mail: kyoikuseisaku@city.suzuka.lg.jp 

検索 鈴鹿市教育委員会 学校規模適正化 

子どもたちのより良い教育環境づくりのために 
 

教育委員会では，子どもたちのより良い教育環境づくりに向け，

学校規模適正化の取組を進めるため，2018年に「鈴鹿市学校規模適

正化・適正配置に関する基本方針」を策定しました。昨年度は，市

内全ての小中学校の学校運営協議会において基本方針や児童生徒

数の今後の見込み等についての説明会を実施しました。 

今後は，この基本方針に基づき，これからの学校のあり方につい

て，保護者や地域のみなさまと一緒に検討していきます。 
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教育委員会事務局 教育政策課 

担当 辻井・澤田 

電話 059-382-9112 

E-mail kyoikuseisaku@city.suzuka.lg.jp 

令和元年 ５月１５日  

（宛先）各小中学校長 

                  鈴鹿市教育委員会事務局  

 教育政策課長  

 

各種ＩＣＴ機器の設置箇所の確認について（依頼） 

 

 次期教育ＩＣＴ環境での各種ＩＣＴ機器の設置箇所について定めましたので，下記の

とおり確認をお願いします。 

 

記 

 

１ 各種ＩＣＴ機器について 

 確認の対象となる各種ＩＣＴ機器は以下のとおりです。 

 (１) 大型提示装置（マグネット式スクリーン，実物投影機を含む） 

 (２) 無線通信環境 

 (３) 情報コンセント 

 

２ 確認事項について 

 「ＩＣＴ機器設置の方針について」（資料①）に基づき，各種ＩＣＴ機器を設置する箇

所を「大型提示装置等設置一覧表」（資料②）及び「学校平面図」（資料③）に示しまし

たので，以下の２点について確認いただき，不都合がある場合は教育政策課まで報告し

てください。 

(１) 各種ＩＣＴ機器を設置する部屋 

(２) 大型提示装置の据付型又は可搬型の別 

 

３ 報告方法及び報告期限について 

 以下のアドレスまで電子メールにて報告してください。報告様式等は用意していませ

んので，メール本文に報告内容を直接入力して送信してください。 

 なお，不都合等が無ければ報告の必要はありません。 

(１) 送信先アドレス kyoikuseisaku@city.suzuka.lg.jp （教育政策課共有メール） 

(２) 報告期限  令和元年５月３０日（木） 

 

４ その他 

 報告内容についての対応は，教育政策課から各小中学校長宛に直接連絡し，別途協議

を行います。 
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ＩＣＴ機器設置の方針について 

 

鈴鹿市教育委員会事務局 教育政策課 

 

１ 大型提示装置の設置場所 

(１) 普通教室 

以下の教室を普通教室として取扱い，据付型大型提示装置を設置する。ただし，後述

する据付型大型提示装置の設置が困難な普通教室はこの限りではない。 

ア 普通教室 

イ 特別支援学級が利用している教室 

イ 国際教室又は日本語指導教室 

ウ 通級指導教室 

エ 現在は空き教室や多目的室等として利用しているが，学級数が今後増加すること

により普通教室に転用する見込みのある教室 

 (２) 据付型大型提示装置の設置が困難な普通教室 

   以下のア及びイの普通教室は，黒板等の上部に据付型大型提示装置の設置が困難な

ため，可搬型大型提示装置を配備する。 

   また，ウからオまでの普通教室は基本的に大型提示装置の配備をしない。 

  ア 上下位置を調節する機構を有する黒板等が設置されている教室 

  イ 黒板灯が直接取り付けられている黒板等が設置されている教室 

  ウ 黒板面が小さい等，大型提示装置を投影するには不適当な黒板等が設置されてい

る教室 

  エ 面積が小さい等，大型提示装置を投影するには不適当な構造の教室 

  オ 黒板等が設置されていない教室 

 (３) 特別教室 

以下の特別教室に大型提示装置を配備する。 

なお，大部分の特別教室は上下スライド黒板等の据付型大型提示装置を設置するに

は不適切な黒板等が設置されているため，可搬型大型提示装置を配備する。ただし，同

種の特別教室が２以上ある場合等には，学校規模に応じて配置数を減少させることが

ある。 

ア 理科室 

イ 音楽室 

ウ 美術室 

エ 図画工作室 

オ 被服室 

カ 調理室 

資料① 
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キ 家庭科室 

ク 木工室 

ケ 金工室 

コ コンピュータ室 

 

２ 据付型大型提示装置について 

(１) 電子黒板機能を有する超短焦点プロジェクタを黒板等の上部に設置し，黒板等の

横にＨＤＭＩケーブル等を接続するためのインターフェースボックスを設置する。 

(２) プロジェクタの設置箇所は黒板面のうち窓から遠い方とする。 

(３) 今回の整備により設置したプロジェクタについて，別の教室への移設は行わない。

ただし，天災や校舎の建替え，学級数の想定外の増減等の場合にはこの限りではない。 

 

３ 可搬型大型提示装置について 

以下のいずれかの方式の大型提示装置を配置する。 

(１) 電子黒板機能を有する超短焦点プロジェクタを可動式カートに搭載したもの 

(２) 65インチ以上のパネル型電子黒板を可動式スタンドに搭載したもの 

 

４ 無線通信環境について 

 無線ＬＡＮを利用して無線通信環境を整備する場合に，以下の場所に無線ＬＡＮアクセ

スポイントを設置する。ただし，ＬＴＥを利用して無線通信環境を整備する場合には，無線

ＬＡＮアクセスポイントは職員室以外には設置しない。 

(１) 大型提示装置を配置する普通教室及び特別教室 

(２) 中学校の適応指導教室として利用している普通教室 

(３) 職員室 

(４) 校長室 

(５) 保健室 

(６) 図書室 

 

５ 情報コンセントについて 

 以下の部屋にはプリンタ等の利用のために情報コンセント（有線ＬＡＮの接続口）を設置

する。 

(１) 職員室 

複合機及び教育政策課が新規配備するモノクロレーザープリンタを利用するため。 

(２) パソコン教室 

前回の整備で設置したカラーレーザープリンタを継続利用するため。 

 (３) 図書室 
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学校図書館システムの更新によりプリンタを利用する可能性があるため。 

 

６ マグネット式スクリーンについて 

大型提示装置を設置又は配備する教室には，マグネット式スクリーンを配備する。ただ

し，黒板のかわりにホワイトボードが設置されている教室には配備しない。 

 

７ 実物投影機について 

小学校には，大型提示装置を設置又は配備する教室に実物投影機を配備する。 

なお，文部科学省の指針では中学校への実物投影機の配備は記載されていないが，必要最

小限度の配備として各中学校の学年に１台を配備する。 

 

８ 機器の保守について 

大型提示装置及び実物投影機については１０年間の継続利用を計画している。 

なお，保守期間は各メーカーで１０年間の保守パッケージが存在しないため，５年間とす

る。 
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図面上のアイコンの凡例 

据付型大型提示装置 

 

(１) 電子黒板機能を有する超短焦点プロジェクタを黒板等の上部に設置し，黒

板等の横にＨＤＭＩケーブル等を接続するためのインターフェースボックスを設置

する。 

(２) プロジェクタの設置箇所は黒板面のうち窓から遠い方とする。 

(３) 今回の整備により設置したプロジェクタについて，別の教室への移設は行わな

い。ただし，天災や校舎の建替え，学級数の想定外の増減等の場合にはこの

限りではない。 

可搬型大型提示装置 

 

以下のいずれかの方式の大型提示装置を配置する。 

(１) 電子黒板機能を有する超短焦点プロジェクタを可動式カートに搭載したもの 

(２) 65 インチ以上のパネル型電子黒板を可動式スタンドに搭載したもの 

無線通信環境 

 

無線ＬＡＮを利用して無線通信環境を整備する場合に無線ＬＡＮアクセ

スポイントを設置する。ただし，ＬＴＥを利用して無線通信環境を整備する場

合には，無線ＬＡＮアクセスポイントは職員室以外には設置しない。 

情報コンセント 

 

以下の部屋にはプリンタ等の利用のために情報コンセント（有線ＬＡＮの接

続口）を設置する。 

(１) 職員室：複合機及び教育政策課が新規配備するモノクロレーザープリン

タを利用するため。 

(２) パソコン教室：前回の整備で設置したカラーレーザープリンタを継続利用

するため。 

(３) 図書室：学校図書館システムの更新によりプリンタを利用する可能性が

あるため。 
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特別支援学級及び通級指導教室における指導について 

 

１ 鈴鹿市における特別支援教育について 

（１）特別支援学級における指導の充実 

  ア 個別のニーズに応じ，適切な指導を行うため，原則８時間を超える時間，特別

支援学級における授業を行う。 

  イ 特別支援学校（杉の子特別支援学校，城山特別支援学校）の地域支援コーディ

ネーターによる，児童生徒の教育相談や研修会等での指導・助言等を活用する。 

 

（２）通級による指導の充実 

  ア 通級する児童生徒の在籍校は，通級指導教室担当者と連携を密にする。通級指

導教室の参観などによって，通級指導教室の指導・支援を在籍校で生かし，当該

児童生徒の在籍校での学習環境づくりにつなげることを大切にする。 

イ 次のとおり通級指導教室を設置する。 

  （ア）言語 ･･･ 石薬師小，玉垣小，千代崎中 

  （イ）難聴 ･･･ 旭が丘小 

  （ウ）発達障がい等 ･･･ 神戸小，飯野小，創徳中 

  ウ 通級指導教室担当者会及び通級指導教室公開授業を実施する。 

※ 通級する児童生徒の担任は，できる限り公開授業を参観する。 

 

（３）通常の学級における特別支援教育の推進 

  ア 学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒について，別室での指

導により支援するだけではなく，当該児童生徒を含めた学級全体に対する指導に

より，ともに生きるなかまづくりを大切にする。 

  イ 学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒にとって，理解しやす

いよう配慮された授業改善を行う。 

 

２ 「すずかっ子支援ファイル」の作成と活用 

 

特別支援学級に在籍する児童生徒と通級による指導を受ける児童生徒については，

個別の教育支援計画及び個別の指導計画を全員作成する。 

※ 記入については，平成２９年度１月の校園長会で連絡済。 

 

（１）個別の指導計画 

ア 支援が必要な幼児児童生徒について，学校園における指導計画や指導内容・方

法を検討して記載し，それに基づいた指導を行う。 

イ 特別支援教育コーディネーターが中心となり，校園内ケース会議，及び引継ぎ

会を関係者と連携して実施し，その内容等を参考にして記録する。 
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（２）個別の教育支援計画  

  ア 支援が必要な幼児児童生徒一人ひとりのニーズに応じた支援を効果的に実施

するため，保護者や関係機関と連携して，長期的な計画を作成する。保護者の了

承のもとに，作成・更新を進める。 

  イ 「関係機関の具体的な支援内容」欄に，合理的配慮・通級指導教室への通級に

ついても記載する。 

 

 

 

 

 

（３）通級している児童についての記入について 

通級していること，通級指導教室でどのような学習をしているのかということについ

て記入する。 

 

※ 「個別の支援計画」（裏面）→「関係 

機関の具体的な支援内容」→「教育機 

関」に，通級指導教室にいつから通級 

しているのか記入する。 

 

 

 

※ 「個別の指導計画」（表面）「生活面・学習面」に児童生徒の課題と，課題に応じた

通級指導教室での学習内容について記入する。 

（例）生活面 → 「児童生徒の様子・困り感やニーズの把握」 

       友達とのコミュニケーションがうまくとれない。 

                 ↓ 

           「具体的な支援の手立て」 

         通級指導教室で SSTを個別で行う。 

 

 児童生徒の様子 

困り感やニーズの把握 
具体的な支援の手立て 手立ての評価・考察 

 

友達とのコミュニケーション

がうまくとれない。 

通級指導教室で SST を個

別で行う。 

 

 

   

（例）発達障がい等通級指

導 

 

 

 

 

 

 

教室（平成 27 年 5 月より） 

教育機関（合理的配慮についても記載する） 

 

 

 

 

 

 

担当：連絡先 

発達障がい等通級指導教室

（平成 27 年 5 月～ 

令和○○年○月○日） 

医療機関，その他 

 

 

 

 

担当：連絡先 

本人 

通級指導教室担当教員と連絡を

取り合いながら，記入する。 

年度末に評価する 

生
活
面 

学
習
面 

＜学校における「合理的配慮」の具体例＞ 

・ 個別課題の提供 ・ 拡大教科書の使用 ・ 掲示物など刺激の減少 

・ 教室配置の配慮 ・ 座席の配慮 ・  クールダウンのためのスペース確保   等 
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鈴 教 指 第 383 号 

令和元年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 

 

令和元年度 研修講座（夏季休業中分）の開催について（案内） 

 

 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） 

令和元年度研修講座（夏季休業中分）参加申込者一覧（別紙２） 

 

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

 

３ 提出期限  令和元年６月２１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。管理職対象の講座には，主幹教諭や指導教諭

の積極的な参加をお願いします。 

（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，平成３０年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。 

（８） ７月８日開催「児童虐待防止」についても，今回あわせて参加者申込してください。 

 

小学校算数（７月３０日）      小学校英語（８月２７日） 
小学校国語（８月２８日）      学校組織マネジメント（８月２７日） 
危機管理（８月２９日） 

【事務担当】 鈴鹿市教育委員会事務局教育指導課研究 G   小倉 整 

TEL：059-382-9056  E-mail：kyoikushido@city.suzuka.lg.jp 
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不登校対策について 

   

１ 重点項目 

（１）昨年度の欠席が 0～9日で，4月中に 10日以上欠席をした児童生徒の状況につい 

て確認し，支援会議や校内の情報共有を行い具体的な支援を行う。 

（２）昨年度末に丁寧な引き継ぎを行った児童生徒の現状を教育相談部会等で情報共有 

や取組の充実を図る。 

 

 

２ 学校の取組紹介（不登校対策アドバイザーの学校訪問から） 
 

① 学校長が職員に，欠席に敏感になってほしいと伝えている。 

② 欠席者を正確に把握し，遅刻早退時刻も記入している。（危機管理対策でも役立つ） 

③ 昨年度の不登校傾向（２０日以上）の児童・生徒に注目するためリストにあげておき， 

欠席時の初期対応に生かしている。 

④ 担任が家庭訪問を積極的に行い，学校生活の見通しが立つよう連絡や学級の様子を伝 

え，不安の解消に取り組んでいる。 

⑤ 送迎で来校した保護者への挨拶や労いの言葉を忘れないようにしている。 

⑥ 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。） 

⑦「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。 

 ⑧ 学校運営協議会で「不登校を防ぐ学校づくりをどのように展開するのか」をテーマに 

協議を行った。 

 

 

校長会資料 
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１ 実施期間  小学校： 令和元年５月３１日（金）～６月２８日（金） 

        中学校： 令和元年７月１日（月）～７月３１日（水） 

        ＊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） 一覧表に示されている箇所で，現時点までに改善された箇所については

朱書き見え消し（一本線）で示してください。 

（３） 新たに危険が認められる箇所について，一覧表へ記入してください。 

 

     ＊ （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。 

     ＊ 一覧表には，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） 一覧表や地図等を教育支援課に提出してください。（６月２８日締め切り） 

 

  ＜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記入し，教育支援課へ報

告してください。（７月３１日締め切り） 

 

３ 危険箇所点検の項目 

 

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） 

 

  ※ 点検に際しては，「交通安全」「防犯」「防災」の観点で実施いただきますよ

うお願いいたします。 

 

 

 

「危険箇所点検」の実施について 

２ 

校長会資料 
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４ 各学校に送付する一覧表（例）について 

 ＊昨年度，提出いただいた下記のような表を送付いたします。 

 ＊ゼンリン地図のページは，教育支援課所有のゼンリン地図に準じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 
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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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２ 実施日時  令和元年６月１１日（火） 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。 

 

３ 対象校   「防災行政無線（デジタル）」を備える市内全小中学校 

 

４ 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，メモを取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 

１ 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１０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。 

 

４ 

校長会資料 
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◆訓練実施日  令和元年６月１１日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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，メモを取り管理職へ報告 

   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 

５ 

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１０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 ○○ ○○   

 

 

６ 
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１ 目 的  

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，作成した人

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   小学校は３年生以上，中学校は全学年 

 

 

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) その他 

① 応募作品数は，該当学年の学級数をめどにお願いします。 

② 作品には，題名・学校名・学年・名前を明記し，右上をホッチキスで留

めてください。 

③ 学校でとりまとめ，(様式１)「応募一覧表」を添えて，教育支援課に提

出してください。 

④ 応募の締め切りは，令和元年９月９日(月)でお願いします。 

 

 

 

 

鈴鹿市人権に関する作文について  
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４ 人権作文集の作成について 

（１）人権作文集へ掲載する作品〔代表作品〕の選考    

・１０月に選考会を２回程度開催します。 

     ・各学年５点程度（全体で３５点程度）を選考し，１１月に選考結果を発

表します。 

 

 （２）人権作文集の原稿 

   ・本文中では，仮名を使用します。 

   ・学校を通じて作者と保護者の掲載承諾をお願いします。 

   ・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ます。 

 

  

５ 人権作文集の配布 

   ・各校に６冊程度を，次年度の４月に配布します。 

   

  

６ 人権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 

握します。 

 

    ※ 実践事例があれば資料として提出をお願いすることがあります。 

 

※ (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  令和元年９月９日(月) 

 

（２）人権学習や研修会等の機会をとらえて，学校や学級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ください。 

   

   

７ その他 

・代表作品の中の数点は，『じんけんフェスタ inすずか』1月 25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です。 
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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，小中学校で人権問題啓発のためのポスター制作に取り組

むことにより，児童生徒の差別を許さない人権を尊重する態度の育成を図ると

ともに，ポスターを活用することにより人権啓発を推進する。 

 

２ 取 組 

・人権尊重に向けた想いを発信していく取組として，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たオリジナリティーあふれる作品をめざす。 

 

３ ポスター作成及び提出について 

  （１）対 象   市内小・中学校の児童生徒 

   

（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）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 
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（４）提出内容 

      ① 各校の提出点数は，学級数をめどに提出してください。 

      ② 学校で作品を取りまとめて，令和元年９月９日（月）までに所定の 

（様式１）応募一覧表と（様式２）応募作品集計表を添えて，教育支援課へ 

提出してください。 

      ③ 提出作品の裏面右側下には，学校名・学年・名前（ふりがな）・題名を明

記したもの（様式３）を貼付してください。 

※（様式３）はコピーして使用してください。 

 

 

４ ポスター作品等の選考について 

（１）ポスター作品(２点)・カレンダー作品(１２点)・入選作品(２０点程度)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

    小中学校へ学級数分配布する。（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，市庁舎内の市民ギャラリーや

鈴鹿市文化会館で開催される「じんけんフェスタinすずか」で展示する。 

（５）ポスター作品・カレンダー作品に選考された児童生徒には，作品に込めた思

いについてコメントをお願いする。 

 
 

＊平成３０年度「鈴鹿市人権問題啓発ポスター」代表作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴西小学校４年 

 久保田
く ぼ た

 敬
ひろ

翔
と

さん

  

創徳中学校３年 

太田
お お た

 由美
ゆ み

さん 
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児童虐待等に係る把握と情報提供について 

 

【参考資料】  文部科学省 

「学校における児童虐待防止に向けた取組について」（報告書） 

 

第 3章 第 1節 4．通告等のポイント 

（１）通告の迷い 

虐待、あるいは虐待を疑う場合、教職員や学校には「通告」の義務が課せられ

ている。   （中略）  

初めて虐待の事象や疑いが見受けられた学校にとっては、法の趣旨は理解して

いるものの、通告するかどうかの迷いが多かれ少なかれ伴うことと思われる。

「学校が通告したことを保護者に知られると、保護者との関係が険悪になる」、

「『子どもの言うとおり、転んで怪我をしただけなのに学校は大げさだ、事実確

認を正確にしたのか』と言われないだろうか」、「どんな親でも子どもは可愛いか

らこれ以上のことはしないだろう」、「どの家庭でも時にはあることだ」等、通告

を阻害し、立ち止まらせる思いや考えが頭の中をよぎることがしばしばあるだろ

う。 

 しかし、児童虐待防止法のねらいは、「虐待の早期発見」である。早期に児童や保

護者のケアを行えば、深刻な虐待事象から子どもは救われる。児童虐待防止法上、学

校は虐待の疑いがあれば通告することが義務付けられている。虐待かどうかを判

断するのは学校ではなく通告を受けた方（注１）である。 

（中略） 

（２）略 

（３）通告の手順 

まず、市町村の児童福祉部局（注２）又は児童相談所に一報を入れ、都道府県や

市町村の所定の様式があればポイントを押さえ、記入し送付する。様式がなくて

も、文書を送付した方が虐待、あるいは虐待の疑いのある状況を児童相談所が理

児童虐待等に係る把握と情報提供について 
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解しやすい。今後の関係機関のネットワークの場においても、共通の土台に立っ

て協議ができる。 

  （中略） 

 一方、明らかな外傷があれば、子どもの内面に配慮しながら写真を撮り、警察

機関への通報も時には必要である。 

 

（注１） 通告を受けた方 → 児童相談所 

（注２） 鈴鹿市は，子ども家庭支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■研修講座■ 児童虐待防止 

【 日時・場所 】７月８日（月）１５：３０～１７：００ 

鈴鹿市役所１２０３会議室 

【 講 師 】   鈴木 聡（元 三重県児童相談センター所長） 

【 内 容 】   児童虐待防止に向けて  

【 対  象 】     小中学校管理職，教職員 

24



【事務担当：鈴鹿市教育委員会事務局 学校教育課 教職員 G】 
 

鈴教学 第 372号 

令和元年５月８日  

（宛先）各小中学校長 

 

鈴鹿市教育委員会事務局 

学校教育課長 

 

 

児童生徒数の正確な把握について（依頼） 

 

 

このことについて，日頃から各学校において正確な児童生徒数の把握に取り組んで

いただいていることと思います。しかしながら，依然として児童生徒数に間違いがあ

る事案が発生しています。今一度，下記の点について取り組んでいただくようお願い

します。 

 

記 

 

 

１ 正確な児童生徒数把握に向けた校内体制作り 

  （取組事例） 

・ 毎月２０日に各担任から人数報告を行い職員会議で各学年の人数一覧を配

付し全教職員で人数確認を行う。 

・ 常に児童生徒数黒板等に着目できるよう打ち合わせ等で連絡するともに，標

準学級数等に変動の可能性がある学年については視覚的に強調し，全教職員

で確認する。  

   

２ 児童生徒数等報告書について複数の職員で確認する仕組作り 

  （取組事例） 

・ 児童生徒数報告書等提出期日が近い文書を児童生徒数黒板に掲示し，転出入

時に担当者を含む複数の職員で，理由を明記するとともにすぐに修正できる

ようにする。 

・ 児童生徒数報告書等提出期日前に，必ず複数の職員（校長，教頭，事務職員

を含む）で転出入に関わる文書に照らして，変動理由（誰の転出入なのか）

を明確にしながら確認する。 

・ 転出入により標準学級数等の変動の可能性が高い学年について，学年主任，

学年担任等にも周知し，転出入の情報があったときは，すぐに管理職に情報

が伝わるようにする。 

 

＜学校教育課が実施する児童生徒数報告一覧＞ 

○毎 月 児童生徒数報告  

○調 査 所属態様報告書（５月，９月，１２月調査） 

○年度末 児童生徒数報告書（毎週金曜日） 

校長会資料 
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鈴 教 学 第 353号 

令和元年 5月 16日 

 

（宛先）小中学校長 

鈴鹿市教育委員会事務局 

学校教育課長 

 

 

労働基準法第３６条に関する協定書の締結について 

 

このことについて，この度，鈴鹿市立小中学校において労働基準法の第３６条第１項に

記載されている事項（時間外及び休日の労働）に関する協定書（通称「サブロク協定」）を

締結することになりました。 

つきましては，（別紙）「労働基準法第 36 条に関する協定書締結までの流れ」を御参照の

上，下記の提出文書の御提出をお願いします。 

 

 

記 

 

１ 提出文書    時間外労働及び休日労働に関する協定書（4 部） 

時間外労働・休日労働に関する協定届（4 部） 

         「労働基準法第３６条に基づく協定の締結にあたっての 

代表者について」の写（1 部） 

 

２ 提 出 先    鈴鹿市教育委員会事務局学校教育課教職員 G 

 

３ 締め切り    令和元年 6月 7日（金） 

           ※提出期限の厳守に御協力ください 

 

４ 添付資料 （校長個人メールでも送付します。） 

 （１）（別紙）労働基準法第 36 条に関する協定書締結までの流れ 

 （２）対象職員への説明マニュアル（鈴鹿市公立学校長用） 

（３）【○○小中】時間外労働及び休日労働に関する協定書 

（４）【○○小中】時間外労働・休日労働に関する協定届 

（５）協定届●(記載例) 

 （６）【配布資料１】労働基準法第３６条に基づく協定の締結について 

（７）【配布資料 2】協定の締結にあたっての代表者について（作成例） 

（８）（別表）組合加入構成表 

（９）（参考）三六協定指針 

（事務担当）鈴鹿市教育委員会事務局 学校教育課 教職員Ｇ  長谷 

 

校長会資料 
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（別紙） 

 

労働基準法第 36条に関する協定締結までの流れ 

 

１ 校長が見本を参考に「時間外労働及び休日労働に関する協定書（案）及び「時

間外労働・休日労働に関する協定届」を作成してください。 

 

２ 三六協定の締結が必要な職員（学校事務職員、学校事務補助員、学校栄養補

助員，学校用務員，給食調理員）に対して「対象職員への説明マニュアル」に

沿って，配布資料１を使用して説明会を実施します。 

また，その場で「時間外労働及び休日労働に関する協定書（案）」と「時間

外労働・休日労働に関する協定届」を提示し，意見を求めます。もし，時間が

必要な場合は，一定期間（3，4 日程度）意見を受付けます。さらに配布資料

２を使って一定期間内に代表者の選出を行うよう伝えます。 

 

 

３ 校長は，意見等を受け修正した「時間外労働及び休日労働に関する協定書

（案）」と「時間外労働・休日労働に関する協定届」を 5 月 24 日（金）まで

に教育委員会事務局学校教育課（担当：長谷）まで，以下のファイル名でメール

添付にて提出してください。 

 （ファイル名）02【○○小中】時間外労働及び休日労働に関する協定書 

        03-1【○○小中】時間外労働・休日労働に関する協定届 

 

 

４ 提出された協定書及び協定届を教育委員会事務局担当課において精査した

後，締結の連絡をします。 

（案）を消した「時間外労働及び休日労働に関する協定書」及び「時間外労

働・休日労働に関する協定届」に代表者と協定締結を行います。 

なお，協定締結の際には，それぞれ 5部作成し，それぞれに押印します。 

1部は学校に保管し，4部を教育員会事務局担当課へ文書便等にて 

6月 7日（金）までに届くよう提出してください。 

また，「協定の締結にあたっての代表者について」の原本について学校保管

とし，写し 1部を提出してください。 
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三六協定の締結にかかる対象職員への説明マニュアル  

 

鈴鹿市教育委員会事務局 

学校教育課 

１ 説明対象の職員 

  以下の職員を説明会の対象としてください。 

①  学校事務職員，学校事務補助員、学校栄養補助員、学校用務員、給食

調理員 

  ② ①に三教組の組合員を含み、かつ三教組の分会長が教育職員である場

合、三教組の分会長は、三六協定の対象者ではありませんが、説明会に参

加させてください。（分会長は労働者側の代表となることが可能です。） 

 

２ 説明内容等 

 （１）配布資料 

 ・労働基準法第３６条にもとづく協定の締結について 

 

 （２）説明内容 

    配布資料に沿って以下の内容を説明してください。 

   ① 「三六協定」の説明 

    ポイント１ 労働基準法第３６条、人事委員会告示により、時間外労働

させる場合の労使の協定を「三六協定」ということ。 

    ポイント２ 協定は、使用者（校長）が、「労働者の過半数で組織する

労働組合がある場合においてはその労働組合」、「労働者

の過半数が組織する労働組合がない場合には、労働者の

過半数を代表する者」と書面により締結すること。 

    ポイント３ 学校の場合、教育職員は適用除外となっていること。 

          ポイント３は、資料には記載がありません。 

 

   ② 「協議を要する事項の概要」の説明 

     基本の協議内容は、労働者側の代表者と協定書（案）と協定届を提示

しながら、主に次のア～エについて協議してください。（協定書原本の

●●を学校別に記載し、下線で表記されている部分については協議の

上記載。） 

     ア 時間外労働時間等の対象となる業務 

     イ 時間外勤務時間の限度（上限）時間 

     ウ 休日労働の限度日数 

     エ 特別延長（上記（イ）で協定した時間数を超える場合）に係る限

度時間や労使での手続き等 

 

③ 締結にあたっての職員代表者の選出について 

（別表）組合加入構成表を参照し、職員代表者を選出してください。

代表者は基本的に１名。協定書の締結時点での代表者なので，締結

する時点で判断します。 
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時間外労働及び休日労働に関する協定書（例） 

 

 鈴鹿市立●●学校長●●●●（以下「甲」という。）と●●学校代表●●●●（以下「乙」という。）とは、労働

基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「法」という。）第３６条第１項の規定に基づき、鈴鹿市立●●学校にお

ける法定労働時間（法第３２条及び第３２条の２に定める労働時間をいう。）を超える労働（以下「時間外労働」

という。）及び法定休日（法第３５条に定める休日をいう。）の労働（以下、「休日労働」といい、時間外労働と休

日労働をあわせて「時間外労働等」という。）に関し、次のとおり協定する。 

 

（甲の責務） 

第１条 甲が職員に時間外労働及び休日労働を命じるときは、この協定に従い、業務上の必要のある場合に、職員

の健康と福祉について十分配慮した上で必要最小限の範囲内で行うものとする。 

（時間外労働等をさせる必要のある具体的事由） 

第２条 甲は、次の各号の事由のいずれかに該当するときは、時間外労働等を命じることができるものとする。 

(１)  人事・給与・旅費・福利・学務・経理・管財に関する業務であってかぎられた期間内に業務を行う必要が

あるとき。 

(２)  施設、環境整備に関する業務であってかぎられた期間内に業務を行う必要があるとき。 

(３)  児童・生徒の教育に関する業務であってかぎられた期間内に業務を行う必要があるとき。 

(４)  栄養管理、給食調理等に関する業務であってかぎられた期間内に業務を行う必要があるとき。 

(５)  時間外又は休日に及ぶ学校行事、研修会及び会議等を行う必要があるとき。 

（災害等の場合の特例） 

第３条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、法第３３条第１項の規定に基

づき、この協定によらず時間外労働等を命じることができる。 

（時間外労働等を必要とする対象職員） 

第４条 時間外労働等を必要とする業務の職員は、次に掲げるとおりとする。 

(１)  学校事務職員・学校事務補助員            ●●名 

(２)  学校栄養補助員                   ●●名 

(３)  学校用務員                     ●●名 

(４)  給食調理員                     ●●名 

（延長することができる時間） 

第５条 時間外労働等の限度は、平成３１年４月１日を起算日として、次のとおりとする。 

 （１）１ 日      ８時間 

 （２）１か月     ４５時間 

 （３）１ 年    ３６０時間 

（休日労働をさせることができる休日並びに始業及び終業の時刻） 

第６条 休日労働をさせることができる休日の限度は、４週間につき４日とし、その日に労働させる場合の始業時

刻及び終業時刻は、「公立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」、「鈴鹿市職員の勤務時間，休暇等に

関する条例」のとおりとし、甲は、休日労働をさせるときは、前日の終業時刻までに職員に通知するものとす

る。 

 

 

●●は各校のものを入れる。 

   については，代表者と

校長で協議し，決定（締結）す

る。 
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（限度時間を超える時間外労働等） 

第７条 甲は、第２条各号に掲げる業務に従事する職員のうち、一時的又は突発的に第５条の限度時間を超えてさ

らに業務を行う特別の事情がある場合（次の各号に掲げる例示のような場合）には、乙と協議の上、時間外労

働等を延長することができる。ただし、緊急に業務を行う必要があり、事前に乙と協議及び通知ができない場

合には、事後に乙に速やかに通知するものとする。 

(１)  人事・給与・旅費・福利・学務・経理・管財に関する業務で急を要する場合。 

(２)  施設、環境整備に関する業務で急を要する場合。 

(３)  児童・生徒の教育に関する業務で急を要する場合。 

(４)  栄養管理、給食調理等に関する業務で急を要する場合。 

(５)  学校行事、研修会及び会議等の開催が急を要する場合。 

（特別延長の限度時間、適用限度回数） 

第８条 甲が前条の時間外労働等（以下「特別延長」という。）を命じることができる時間は、第５条の時間外労

働等の時間を含め、次のとおりとし、その適用は１年に６回以内とする。 

（１） １か月について８０時間以内 

（２） １年について７２０時間以内 

（健康・福祉を確保するための措置） 

第９条 甲は、限度時間を超えて時間外労働等を命じる場合における健康及び福祉を確保するための措置として、

必要に応じて、産業医等による助言・指導を受けさせる等の対応を行うこととする。 

（育児又は介護を行う職員の時間外労働等の制限） 

第１０条 第４条及び第６条の規定にかかわらず、育児又は介護を行う職員が請求した場合には、時間外労働及び

深夜勤務（午後１０時から午前５時までの間の勤務をいう。）を制限する。 

（割増賃金率） 

第１１条 時間外労働等に対する割増賃金率は、次の各号に掲げる率を適用するものとする。 

(１)  時間外労働 

   ① １か月４５時間までの時間        ２５％（法定外休日の場合は３５％） 

   ② １か月４５時間超～６０時間までの時間  ２５％（法定外休日の場合は３５％） 

   ③ １か月６０時間を超える時間       ５０％ 

   ④ １年３６０時間を超える時間       ２５％（法定外休日の場合は３５％） 

(２)  休日労働                 ３５％ 

（有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までとする。 

 

 

  平成３１年 ４月 １日 

               甲    鈴鹿市立●●学校 

                    校長   ●● ●●  印 

 

 

               乙    代表   ●● ●●  印 

●●は各校のものを入れる。 

   については，代表者と

校長で協議し，決定（締結）す

る。 
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様式第９号の２（第 16条第１項関係） 
事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号） 協定の有効期間 

教育・研究業 鈴鹿市立●●学校 

（〒●●●－●●●●） 

  ●●市●●町●丁目●番地 

（電話番号：●●●●-●●●-●●●●） 

  平成３１年 4月 1日 

   ～令和２年 3月 31日 

時

間

外

労

働 

 

時間外労働を 

さ せ る 

必要のある 

具体的事由 

業務の種類 

労働者数 

満 18 歳 

以上の者 

所定労働時間 

（１日） 

（任意） 

延長することができる時間数 

１日 
１箇月（①については 45 時間まで、 

 ②については 42 時間まで） 

１年（①については 360 時間まで、 

 ②については 320 時間まで） 

起算日 

(年月日) 
平成３１年 4月 1日 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

（任意） 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

（任意） 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

（任意） 

① 下記②に該当しない労働者 

別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 
 

別添協定書 

記載のとおり 
 

別添協定書 

記載のとおり 
 

別添協定書 

記載のとおり 

 

 

 
        

 

 

 
        

 

 

 
        

 

② １年単位の変形労働時間制により労働

する労働者 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

休

日

労

働 

休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類 
労働者数 

満 18 歳以上の者 

所定休日 

（任意） 

労働させることができる 

法定休日の日数 

労働させることができる法定 

休日における始業及び終業の時刻 

別添協定書記載のとおり 
別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 
 別添協定書記載のとおり 別添協定書記載のとおり 

 

 
   

  

 

 上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。☑ 

（チェックボックスに要チェック）  

 

 

 

  

時間外労働 

休 日 労 働  
に関する協定届   
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様式第９号の２（第 16条第１項関係）（裏面） 

（記載心得） 

１ 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基

準法第 36条第６項第１号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と

区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たっては、業務の区分を細分化することにより

当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。 

２ 「労働者数（満 18歳以上の者）」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数

を記入すること。 

３ 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たっては、次のとおりとすること。時間数は労働基準

法第 32条から第 32条の５まで又は第 40条の規定により労働させることができる最長の労働時間（以下

「法定労働時間」という。）を超える時間数を記入すること。なお、本欄に記入する時間数にかかわら

ず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 1箇月について 100時間以上となった場合、及び２箇月

から６箇月までを平均して 80時間を超えた場合には労働基準法違反（同法第 119条の規定により６箇月

以下の懲役又は 30万円以下の罰金）となることに留意すること。 

（１） 「１日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、１日についての

延長することができる限度となる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数について

も協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。 

（２） 「１箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、「１年」の欄に

記入する「起算日」において定める日から１箇月ごとについての延長することができる限度となる時間

数を 45時間（対象期間が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、42

時間）の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合において

は、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。 

（３） 「１年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、「起算日」におい

て定める日から１年についての延長することができる限度となる時間数を 360時間（対象期間が３箇月

を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、320時間）の範囲内で記入するこ

と。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時

間数を併せて記入することができる。 

 

 

４ ②の欄は、労働基準法第 32条の４の規定による労働時間により労働する労働者（対象期間が３箇月を

超える１年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。）について記入すること。なお、延長するこ

とができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い（１箇月 42時間、１年 320時間）ことに留意するこ

と。                

５ 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第 35条の規定による休日（１週１休

又は４週４休であることに留意すること。）に労働させることができる日数を記入すること。 

６ 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第 35条の規定

による休日であって労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。 

７ チェックボックスは労働基準法第 36条第６項第２号及び第３号の要件を遵守する趣旨のものであり、

「２箇月から６箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した２箇月から６箇月までの期間を

指すことに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないこ

とに留意すること。 

８ 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で

組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代

表する者は、労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働基準法第 41条第２号に規定する

監督又は管理の地位にある者でなく、かつ同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして

実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出され

たものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。 

９ 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入する

ことで差し支えない。 

 

（備考） 

  労働基準法施行規則第 24条の２第４項の規定により、労働基準法第 38条の２第２項の協定（事業場外

で従事する業務の遂行に通常必要とされる時間を協定する場合の当該協定）の内容を本様式に付記して届

け出る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業

務である旨を括弧書きした上で、「所定労働時間」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる時間を括

弧書きすること。また、「協定の有効期間」の欄には事業場外労働に関する協定の有効期間を括弧書きす

ること。 
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様式第９号の２（第 16条第１項関係） 

 

 

協定の成立年月日     平成３１年４月１日 

協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は労働者の過半数を代表する者の 
職名 

氏名 

鈴鹿市立●●学校  ●● 

       ● ●  ● ●  

 協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（ 労働者間による合意で選出  ） 

             平成３１年４月１日 

 

                                                   使用者 
職名 

氏名 

鈴鹿市立●●学校  校長 

       ● ●  ● ●印 

鈴鹿市長  殿 

 

  

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 業務の種類 

労働者数 

満 18 歳 

以上の者 

 

１日 

（任意） 
１箇月 

（時間外労働及び休日労働を合算した時間数。100 時間未満に限る。） 

１年 

（時間外労働のみの時間数。 

720 時間以内に限る。） 

起算日 

(年月日) 
平成３１年 4月 1日 

延長することができる時間数 

限度時間を超 

えて労働させ 

ることができ 

る回数 

（６回以内に限る。） 

延長することができる時間数 

及 び 休 日 労 働 の 時 間 数 

限度時間を超 

えた労働に係 

る割増賃金率 

延長することができる時間数 

限度時間を 

超えた労働 

に係る割増 

賃 金 率 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

（任意） 

法定労働時間 

を超える時間 

数と休日労働 

の時間数を合 

算した時間数 

所定労働時間 

を超える時間 

数と休日労働 

の時間数を合 

算した時間数 

（任意） 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

（任意） 

別添協定書記載のとおり 
別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 
  

別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 
 

別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 
 

別添協定書 

記載のとおり 

            

            

            

            

            

  限度時間を超えて労働させる場合における手続    協議 

  限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び 

  福祉を確保するための措置 

（該当する番号） 

⑨ 

（具体的内容） 

   必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせる 

 上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。☑ 

（チェックボックスに要チェック）  

時間外労働 

休 日 労 働  に関する協定届（特別条項）   
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（記載心得） 

１ 労働基準法第 36条第１項の協定において同条第５項に規定する事項に関する定めを締結した場合におけ

る本様式の記入に当たっては、次のとおりとすること。 

（１） 「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の欄には、当該事業場における通常予見

することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合を

できる限り具体的に記入すること。なお、業務の都合上必要な場合、業務上やむを得ない場合等恒常的な長

時間労働を招くおそれがあるものを記入することは認められないことに留意すること。 

（２） 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働

基準法第 36条第６項第１号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と

区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たっては、業務の区分を細分化することにより当

該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。 

（３） 「労働者数（満 18歳以上の者）」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の

数を記入すること。 

（４） 「起算日」の欄には、本様式における「時間外労働・休日労働に関する協定届」の起算日と同じ年月

日を記入すること。 

（５） 「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」の欄には、労働基準法第 32条から第 32条の

５まで又は第 40条の規定により労働させることができる最長の労働時間（以下「法定労働時間」という。）

を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数であって、「起算日」において定める日から１箇月ご

とについての延長することができる限度となる時間数を 100 時間未満の範囲内で記入すること。なお、所

定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数と休日労働

の時間数を合算した時間数を併せて記入することができる。 

 「延長することができる時間数」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数を記入す

ること。「１年」にあっては、「起算日」において定める日から１年についての延長することができる限度と

なる時間数を 720 時間の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する

場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。 

 なお、これらの欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 1 箇月

について 100時間以上となった場合、及び２箇月から６箇月までを平均して 80時間を超えた場合には労働

基準法違反（同法第 119条の規定により６箇月以下の懲役又は 30万円以下の罰金）となることに留意する

こと。 

（６） 「限度時間を超えて労働させることができる回数」の欄には、限度時間（１箇月 45時間（対象期間が

３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、42時間））を超えて労働させるこ

とができる回数を６回の範囲内で記入すること。 

（７） 「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」の欄には、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金

の率を記入すること。なお、当該割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること。 

（８） 「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の欄には、協定の締結当事者間の手続として、「協

議」、「通告」等具体的な内容を記入すること。 

（９） 「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の欄には、以下

の番号を「（該当する番号）」に選択して記入した上で、その具体的内容を「（具体的内容）」に記入すること。 

① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。 

② 労働基準法第 37条第４項に規定する時刻の間において労働させる回数を１箇月について一定回数以

内とすること。 

③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。 

④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。 

⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。 

 

 

⑥ 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。 

⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。 

⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。 

⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせ

ること。 

⑩ その他 

２ チェックボックスは労働基準法第 36条第６項第２号及び第３号の要件を遵守する趣旨のものであり、「２

箇月から６箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した２箇月から６箇月までの期間を指すこ

とに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留意

すること。 

３ 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組

織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代表す

る者は、労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働基準法第 41条第２号に規定する監督又

は管理の地位にある者でなく、かつ同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施さ

れる投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたもので

ないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。 

４ 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入するこ

とで差し支えない。 

 

（備考） 

１ 労働基準法第 38条の４第５項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式を労

使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の５分の４以上の多数による議決により行われたも

のである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあ

るのは「労使委員会の決議」と、「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数につい

て任期を定めて指名した労働組合」と、「協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」

とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した者（労働者の過半数を代表する者の場合）

の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たっては、任期を定めて指名され

た委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏名を記入するに当たって

は、同条第２項第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組

合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定め

て指名された委員の氏名を記入することに留意すること。 

２ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第７条の規定により、労働時間等設定改善委員会が設置さ

れている事業場において、本様式を労働時間等設定改善委員会の決議として届け出る場合においては、委員

の５分の４以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用

紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の決議」と、「協定

の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者である労働組合」と、「協定の当事者

（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者（労働者の

過半数を代表する者の場合）の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たっ

ては、推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に基づき指名された委員の

氏名を記入するに当たっては、同条第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に

おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表

する者の推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。 
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様式第９号の２（第 16条第１項関係） 
事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号） 協定の有効期間 

教育・研究業 鈴鹿市立●●学校 

（〒●●●－●●●●） 

  ●●市●●町●丁目●番地 

（電話番号：●●●●-●●●-●●●●） 

  平成３１年年 4月 1日 

   ～令和２年 3月 31日 

時

間

外

労

働 

 

時間外労働を 

さ せ る 

必要のある 

具体的事由 

業務の種類 

労働者数 

満 18 歳 

以上の者 

所定労働時間 

（１日） 

（任意） 

延長することができる時間数 

１日 
１箇月（①については 45 時間まで、 

 ②については 42 時間まで） 

１年（①については 360 時間まで、 

 ②については 320 時間まで） 

起算日 

(年月日) 
平成３１年 4月 1日 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

（任意） 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

（任意） 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

（任意） 

① 下記②に該当しない労働者 別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 
 

別添協定書 

記載のとおり 
 

別添協定書 

記載のとおり 
 

別添協定書 

記載のとおり 

 

 

 
        

 

 

 
 

 
      

 

 

 
        

 

② １年単位の変形労働時間制により労働

する労働者 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

休

日

労

働 

休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類 
労働者数 

満 18 歳以上の者 

所定休日 

（任意） 

労働させることができる 

法定休日の日数 

労働させることができる法定 

休日における始業及び終業の時刻 

別添協定書記載のとおり 
別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 
 別添協定書記載のとおり 別添協定書記載のとおり 

 

 
   

  

 

 上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。☑ 

（チェックボックスに要チェック）  

 

 

 

  

時間外労働 

休 日 労 働  
に関する協定届   

※チェックがあるか確認をお願いします。 

 

※ 2019年 4月からの厚労省新様式です。ご注意ください。 

※ 「●」の箇所を、各学校ごとに記載してください。 

※ 朱書きの箇所について、確認をお願いします（特に変更する必

要はありません。） 

※ほとんどすべての項目は「別添協定書 

記載のとおり」としますが、協定書（コピー）

を添付すればこの記載で問題ありません。 
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様式第９号の２（第 16条第１項関係）（裏面） 

（記載心得） 

１ 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基

準法第 36条第６項第１号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と

区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たっては、業務の区分を細分化することにより

当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。 

２ 「労働者数（満 18歳以上の者）」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数

を記入すること。 

３ 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たっては、次のとおりとすること。時間数は労働基準

法第 32条から第 32条の５まで又は第 40条の規定により労働させることができる最長の労働時間（以下

「法定労働時間」という。）を超える時間数を記入すること。なお、本欄に記入する時間数にかかわら

ず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 1箇月について 100時間以上となった場合、及び２箇月

から６箇月までを平均して 80時間を超えた場合には労働基準法違反（同法第 119条の規定により６箇月

以下の懲役又は 30万円以下の罰金）となることに留意すること。 

（１） 「１日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、１日についての

延長することができる限度となる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数について

も協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。 

（２） 「１箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、「１年」の欄に

記入する「起算日」において定める日から１箇月ごとについての延長することができる限度となる時間

数を 45時間（対象期間が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、42

時間）の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合において

は、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。 

（３） 「１年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、「起算日」におい

て定める日から１年についての延長することができる限度となる時間数を 360時間（対象期間が３箇月

を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、320時間）の範囲内で記入するこ

と。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時

間数を併せて記入することができる。 

 

 

４ ②の欄は、労働基準法第 32条の４の規定による労働時間により労働する労働者（対象期間が３箇月を

超える１年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。）について記入すること。なお、延長するこ

とができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い（１箇月 42時間、１年 320時間）ことに留意するこ

と。                

５ 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第 35条の規定による休日（１週１休

又は４週４休であることに留意すること。）に労働させることができる日数を記入すること。 

６ 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第 35条の規定

による休日であって労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。 

７ チェックボックスは労働基準法第 36条第６項第２号及び第３号の要件を遵守する趣旨のものであり、

「２箇月から６箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した２箇月から６箇月までの期間を

指すことに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないこ

とに留意すること。 

８ 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で

組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代

表する者は、労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働基準法第 41条第２号に規定する

監督又は管理の地位にある者でなく、かつ同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして

実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出され

たものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。 

９ 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入する

ことで差し支えない。 

 

（備考） 

  労働基準法施行規則第 24条の２第４項の規定により、労働基準法第 38条の２第２項の協定（事業場外

で従事する業務の遂行に通常必要とされる時間を協定する場合の当該協定）の内容を本様式に付記して届

け出る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業

務である旨を括弧書きした上で、「所定労働時間」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる時間を括

弧書きすること。また、「協定の有効期間」の欄には事業場外労働に関する協定の有効期間を括弧書きす

ること。 
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様式第９号の２（第 16条第１項関係） 

 

 

協定の成立年月日     平成３１年４月１日 

協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は労働者の過半数を代表する者の 
職名 

氏名 

鈴鹿市立●●学校 ●● 

       ● ●  ● ●  

 協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（ 労働者間による合意で選出       ） 

             平成３１年４月１日 

 

                                                   使用者 
職名 

氏名 

鈴鹿市立●●学校 校長 

       ● ●  ● ●印 

鈴鹿市長  殿 

 

  

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 業務の種類 

労働者数 

満 18 歳 

以上の者 

 

１日 

（任意） 
１箇月 

（時間外労働及び休日労働を合算した時間数。100 時間未満に限る。） 

１年 

（時間外労働のみの時間数。 

720 時間以内に限る。） 

起算日 

(年月日) 
平成３１年年 4月 1日 

延長することができる時間数 

限度時間を超 

えて労働させ 

ることができ 

る回数 

（６回以内に限る。） 

延長することができる時間数 

及 び 休 日 労 働 の 時 間 数 

限度時間を超 

えた労働に係 

る割増賃金率 

延長することができる時間数 

限度時間を 

超えた労働 

に係る割増 

賃 金 率 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

（任意） 

法定労働時間 

を超える時間 

数と休日労働 

の時間数を合 

算した時間数 

所定労働時間 

を超える時間 

数と休日労働 

の時間数を合 

算した時間数 

（任意） 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

（任意） 

別添協定書記載のとおり 
別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 
  

別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 
 

別添協定書 

記載のとおり 

別添協定書 

記載のとおり 
 

別添協定書 

記載のとおり 

            

    
 

       

            

            

       
 

    

  限度時間を超えて労働させる場合における手続    協議 

  限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び 

  福祉を確保するための措置 

（該当する番号） 

⑨ 

（具体的内容） 

   必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせる 

 上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。☑ 

（チェックボックスに要チェック）  

時間外労働 

休 日 労 働  に関する協定届（特別条項）   

※４月１日と記載してください。 公平な選出方法を記入してください。例 選挙、文書委任等 

※この文言のままでも構いません。 

※ 協定書第９条に基づき記載をお願いします。 

  記載例どおりの場合は変更する必要はありません。 

※チェックがあるか確認をお願いします。 
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（記載心得） 

１ 労働基準法第 36条第１項の協定において同条第５項に規定する事項に関する定めを締結した場合におけ

る本様式の記入に当たっては、次のとおりとすること。 

（１） 「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の欄には、当該事業場における通常予見

することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合を

できる限り具体的に記入すること。なお、業務の都合上必要な場合、業務上やむを得ない場合等恒常的な長

時間労働を招くおそれがあるものを記入することは認められないことに留意すること。 

（２） 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働

基準法第 36条第６項第１号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と

区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たっては、業務の区分を細分化することにより当

該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。 

（３） 「労働者数（満 18歳以上の者）」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の

数を記入すること。 

（４） 「起算日」の欄には、本様式における「時間外労働・休日労働に関する協定届」の起算日と同じ年月

日を記入すること。 

（５） 「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」の欄には、労働基準法第 32条から第 32条の

５まで又は第 40条の規定により労働させることができる最長の労働時間（以下「法定労働時間」という。）

を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数であって、「起算日」において定める日から１箇月ご

とについての延長することができる限度となる時間数を 100 時間未満の範囲内で記入すること。なお、所

定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数と休日労働

の時間数を合算した時間数を併せて記入することができる。 

 「延長することができる時間数」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数を記入す

ること。「１年」にあっては、「起算日」において定める日から１年についての延長することができる限度と

なる時間数を 720 時間の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する

場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。 

 なお、これらの欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 1 箇月

について 100時間以上となった場合、及び２箇月から６箇月までを平均して 80時間を超えた場合には労働

基準法違反（同法第 119条の規定により６箇月以下の懲役又は 30万円以下の罰金）となることに留意する

こと。 

（６） 「限度時間を超えて労働させることができる回数」の欄には、限度時間（１箇月 45時間（対象期間が

３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、42時間））を超えて労働させるこ

とができる回数を６回の範囲内で記入すること。 

（７） 「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」の欄には、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金

の率を記入すること。なお、当該割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること。 

（８） 「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の欄には、協定の締結当事者間の手続として、「協

議」、「通告」等具体的な内容を記入すること。 

（９） 「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の欄には、以下

の番号を「（該当する番号）」に選択して記入した上で、その具体的内容を「（具体的内容）」に記入すること。 

① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。 

② 労働基準法第 37条第４項に規定する時刻の間において労働させる回数を１箇月について一定回数以

内とすること。 

③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。 

④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。 

⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。 

 

 

⑥ 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。 

⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。 

⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。 

⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせ

ること。 

⑩ その他 

２ チェックボックスは労働基準法第 36条第６項第２号及び第３号の要件を遵守する趣旨のものであり、「２

箇月から６箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した２箇月から６箇月までの期間を指すこ

とに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留意

すること。 

３ 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組

織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代表す

る者は、労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働基準法第 41条第２号に規定する監督又

は管理の地位にある者でなく、かつ同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施さ

れる投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたもので

ないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。 

４ 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入するこ

とで差し支えない。 

 

（備考） 

１ 労働基準法第 38条の４第５項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式を労

使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の５分の４以上の多数による議決により行われたも

のである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあ

るのは「労使委員会の決議」と、「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数につい

て任期を定めて指名した労働組合」と、「協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」

とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した者（労働者の過半数を代表する者の場合）

の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たっては、任期を定めて指名され

た委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏名を記入するに当たって

は、同条第２項第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組

合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定め

て指名された委員の氏名を記入することに留意すること。 

２ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第７条の規定により、労働時間等設定改善委員会が設置さ

れている事業場において、本様式を労働時間等設定改善委員会の決議として届け出る場合においては、委員

の５分の４以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用

紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の決議」と、「協定

の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者である労働組合」と、「協定の当事者

（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者（労働者の

過半数を代表する者の場合）の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たっ

ては、推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に基づき指名された委員の

氏名を記入するに当たっては、同条第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に

おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表

する者の推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。 
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労働基準法第３６条に基づく協定の締結について 

   

 １ 労働基準法第３６条に基づく協定について 

労働基準法においては、使用者は週４０時間、一日につき８時間以上の労働等

はさせてはならないとされていますが、地方公務員については同法第３３条第３

項により適用除外とされています。 

一方、官公署でも適用除外となっていない職場（労働基準法別表第 1-12：教育，

研究又は調査の事業）では、同法第３６条に基づき、「労働者の過半数で組織する

労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組

合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面により協定をし、

これを行政官庁に届け出た場合」にその協定で定めた内容により労働時間を延長

し、又は休日に労働させることができることとなっています。この協定を一般的

に「三六協定（さぶろくきょうてい）」と呼んでいます。 

 

   

  

 
※ ①の部分を超えての時間外勤務等には協定の締結が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

⇐

⇐

３
６
協
定

②時間外・休日労働の上限を設定
（月○○時間、年間○○時間など）

労使で協定を締結することにより
時間外・休日労働の上限を
設定することができる。

法
定
労
働
時
間

①労働時間は週４０時間
１日８時間以内

労働基準法第３２条⇐

時
間
外
・
休
日
労
働

労使協議なしに上限以上の労働をさせてはならない
（法令違反） ⇐

労使協議のない状態で
上限以上の時間外を行わせた
場合、使用者が罰せられる

３６協定が締結さ
れていなければ
法定労働時間を
超えて労働をさ
せてはならない
（法令違反）

③協定の上限を超える場合には
労使協議により上限延長を
確認しなければならない

上限の延長時の手続きに
ついて予め協約の特別条項で

規定することも可能

労

働

時

間

【三六協定に係る基本事項】 

説明資料１ 
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２ 協定締結にあたって、協議を要する事項 

 （１）時間外労働等の対象となる業務 

    

 （２）時間外勤務時間の限度（上限）時間 

協定書において、１日、１月（１日を越え３か月以内の期間）、１年間にお

けるそれぞれの時間外勤務の限度時間について締結する必要があります。 

※ 「時間外労働の限度に関する基準」（平成１０年労働省告示）（別添）に

おいて、１月当たりの限度時間、１年当たりの限度時間について、それぞ

れ４５時間、３６０時間と定められています。 

 

 （３）休日労働の限度日数 

労働基準法第３５条において、使用者は労働者に対して毎週少なくとも一

回の休日を与えなければならないことが規定されています。 

 

 （４）特別延長（上記（２）で協定した時間数を超える場合）に係る限度（上 

限）時間や労使での手続き等 

上記（２）の１月・１年当たりの限度時間を越えて時間外労働を要する「特

別の事情」のある場合においては、特別条項付きの協定を結んだうえで、限度

時間を超えて時間外勤務を延長することができます。これを「特別延長」と呼

びます。なお、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年７２

０時間、複数月平均８０時間（休日労働を含む）、月１００時間（休日労働を

含む）を超えることはできません。また、月４５時間を超えることができるの

は、年間６か月までです。 

 

 ３ その他 

 （１）協定締結に当たっての職員代表者について 

協定は、協定締結が必要となる所属の所属長と、「労働者の過半数で組織す

る労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する

労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」（労働基準法第

３６条）とが締結します。 

また、「労働者」のカウントには、教育職員は含みませんが、締結する代表

者に選出することは可能です。（別表）組合加入構成表を参照の上，職員代表

者を選出してください。 

 

※ 代表者の選出にあたっては、別紙様式の「労働基準法第３６条に基づ

く協定の締結にあたっての代表者について」の作成をお願いします。 
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労働基準法第３６条に基づく協定の締結にあたっての代表者について 

 

令和元年 月  日 

 

㊞  ㊞ 

㊞  ㊞ 

㊞  ㊞ 

㊞  ㊞ 

㊞  ㊞ 

㊞  ㊞ 

㊞  ㊞ 

㊞  ㊞ 

 

 

当所属（職員数●名）における労働基準法第３６条に基づく協定の締結にあたっ

ての職員代表者として下記のとおり選出しました。 

 

記 

 

 

   代表者  （所属・職名） （氏名） 

 

 

説明資料 ２ 
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組合へ
の加入
構成

非組合員のみ
市職労のみ
三教組のみ

市職労と
非組合員

三教組と
非組合員

市職労と
三教組と
非組合員

過半数
あり

市職労組合員が
過半数の場合
その代表1名が
職員代表者

三教組組合員が
過半数の場合
その代表1名が
職員代表者

どちらかの組合員が過半数の場
合過半数の組合員の
代表１名が
職員代表者
ただし，
過半数に満たない組合員代表1名
を合わせた2名を
職員代表者とすることも可

過半数
なし

三教組組合員が
過半数に満たない場合
対象職員で
話し合いもしくは
選挙により
職員代表者1名を選出

どちらも過半数に満たない場合
対象職員で話し合い
もしくは選挙により
職員代表者1名を選出

分会長
の扱い

三教組のみの場合
分会長が
職員代表者になることが
可能

三教組の分会長が
職員代表者になることが
可能

三教組の分会長が
職員代表者になることが
可能

市職労組合員が
過半数に満たない場合
対象職員で
話し合いもしくは
選挙により
職員代表者1名を選出

話し合いもしくは
選挙により
職員代表者1名を選出

（別表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　組合加入構成表
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３６協定で定める時間外労働及び休日労働

について留意すべき事項に関する指針
（労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針）

2019（平成31）年４月より、３６（サブロク）協定（※１）で定める時間外労働に、罰則付
きの上限（※２）が設けられます。

厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、３６協定
で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針
を策定しました。

（※１）３６（サブロク）協定とは

時間外労働（残業）をさせるためには、３６協定が必要です！

労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週40時間以内とされています。これを「法
定労働時間」といいます。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働（残業）をさせる場合には、

労働基準法第３６条に基づく労使協定（３６協定）の締結

所轄労働基準監督署長への届出

が必要です。

３６協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「１日、１か月、１年当たりの時間外労働の上
限」などを決めなければなりません。

３６協定の締結に当たって留意していただくべき事項

②使用者は、３６協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を
負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まること
に留意する必要があります。（指針第３条）

３６協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第５条の安全配慮義務を負うことに留意

しなければなりません。

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」（平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働

基準局長通達）において、

１週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発
症との関連性が徐々に強まるとされていること

さらに、 １週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は２～６か月平均で80時間を超える
場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていること

に留意しなければなりません。

（※２）時間外労働の上限規制とは

３６協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました！

2018（平成30）年６月に労働基準法が改正され、３６協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設
けられることとなりました（※）。 （※）2019年４月施行。ただし、中小企業への適用は2020年４月。

時間外労働の上限（「限度時間」）は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなけれ
ばこれを超えることはできません。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内（休日労
働を含む）、月100時間未満（休日労働を含む）を超えることはできません。また、月45時間を超え
ることができるのは、年間６か月までです。

③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確
にしてください。（指針第４条）

① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。（指針第２条）
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ご不明な点やご質問がございましたら、厚生労働省または事業場の所在地を管轄する都道府県労働局、労
働基準監督署におたずねください。

 問合せ先：厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課 03-5253-1111（代表）

 最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署は以下の検索ワードまたはQRコードから参照できます。

検索ワード： 都道府県労働局 または 労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間・年360時間）を
超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合
は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間
外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。（指針第

５条）

限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのでき
ない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる
限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれ
があるものは認められません。

時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、(1)１か月の
時間外労働及び休日労働の時間、 (2)１年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づける
ように努めなければなりません。

限度時間を超える時間外労働については、25％を超える割増賃金率とするように努めなければ
なりません。

⑤１か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間（※）を
超えないように努めてください。（指針第６条）

（※）１週間：15時間、２週間：27時間、４週間：43時間

⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてくださ
い。（指針第７条）

⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。
（指針第８条）

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協
定することが望ましいことに留意しなければなりません。

(1) 医師による面接指導、(2)深夜業の回数制限、(3)終業から始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル）、
(4)代償休日・特別な休暇の付与、(5)健康診断、(6)連続休暇の取得、(7)心とからだの相談窓口の設置、(8)配置
転換、(9)産業医等による助言・指導や保健指導

⑧限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間
を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください。（指針第９条、附則第３項）

限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案する
ことが望ましいことに留意しなければなりません。また、月45時間・年360時間を超えて時間外
労働を行う場合には、⑦の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければなりま
せん。

限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案するこ
とが望ましいことに留意しなければなりません。

指針の全文はこちら ☞ https://www.mhlw.go.jp/content/000350259.pdf

（2018.9）
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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。 
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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。 
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評価の回数は、年１回とする。 

 

 

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 30年

12月期 

平成 31年

6月期以降 

平成 30年

12月期 

平成 31年 

6月期以降 

Ａ 95.75／

100 

93.25／

100 47.5／

100 
45／100 ４号給 

昇給しない 

Ｂ 

Ｃ 
90.75／

100 

88.25／

100 

Ｄ 
85.75／

100 

83.25／

100 

45.5／

100 
43／100 ２号給 

Ｅ 
80.75／

100 

78.25／

100 

43.5／

100 
41／100 

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。 
 

（１）加算対象者数の配分 
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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。 

 

附則 

この要領は、平成３０年１２月２１日から施行し、平成３０年１２月１日から適用

する。 

  ただし、表３の平成３１年６月期以降の勤勉手当成績率については、平成３１年

４月１日から施行する。 
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鈴教学  第 363 号  

令和元年 5月 日  

 

（宛先）各小中学校長 

 

鈴鹿市教育長  中道 公子  

 

 

地震等災害発生時（勤務時間外）における教職員の対応について 

 

このことについて，下記のとおりの対応をするとともに，職員への周知をお願いします。 

 

                  記 

 

１ 鈴鹿市災害対策本部及び支部の組織と所掌事務（６月改定予定） 

部 班 所掌事務 班員 

避難所対策部  

◎教育長  

○教育次長 

○参事 

 

 

学校管理班  

□教育総務課長 

◇学校教育課長 

◇教育指導課長 

◇教育政策課長 

◇教育支援課長 

１ 学校施設の災害対策に関すること。  

２ 学校施設による避難所及び避難地の

応急供用に関すること。  

３ 救助用学用品の支給に関すること。  

４ 被災児童・生徒に対する授業に関す

ること。  

教育総務課員  

教育政策課員 

教育指導課員 

教育支援課員 

学校教育課員  

学校職員 

（◎部長，○副部長，□班長，◇副班長） 

 

２ 配備体制 

（１）第２非常配備（災害対策本部の設置）となるとき  

状 況 対 応 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

● 市内に大雨警報，洪水警報，大雪警

報のいずれかが発表され，被害の発生

が予想されたとき。 

● 県内（鈴鹿市を除く）に震度５強以 

 上の地震が発生したとき。 

● 遠地地震により，津波警報が発表さ 

れたとき。 

● その他異常な自然現象又は人為的 

原因による災害が発生又は予想され 

るときに，市長が必要と認めたとき。 

● 市内に高潮警報が発表されたとき。 

 

【指定校自動参集】（大雨関係に限る） 

①鈴鹿川，安楽川････牧田小，清和小， 

加佐登小，国府小 

②中ノ川，堀切川････稲生小，栄小 

③土砂災害対策･･････椿小，庄内小， 

深伊沢小 

④海岸関係･･････････鼓ヶ浦小 

【その他】 

○ 特別に参集を要する校長へは，避難

所対策部学校管理班から携帯電話に

直接連絡を入れる。 

○ 災害対策本部から避難所開設の要

請があった場合は，体育館等の開設支

援を行う。 

○ 管理職は１名参集する。 

 

Ｂ 

 

 

● 鈴鹿市内に震度４及び震度５弱の

地震が発生したとき。 

● 市内に暴風警報，暴風雪警報のいず

れかが発表されたとき。 

【全校自動参集】 

○ 管理職は１名自動参集し，学校に

待機をする。 

 

校長会資料 

59



（２）第３非常配備となるとき   （ 第２非常配備の拡充 ） 

状 況 対 応 

 

●市長が第２非

常配備の拡充

を必要と認め

たとき。 

 

 

 

          

 

第２非常

配備体制

が「Ａ」

の時 

 

① 既に参集している管理職は学校で待機し，そうでな

い管理職は避難所対策部学校管理班から指示が出

るまで，自宅で待機する。 

② 参集を要する校長へは，避難所対策部学校管理班か

ら校長の携帯電話等へ直接，又は，校長会の連絡網

を使って連絡を入れる。  

③ 校長が必要と認めたときは，職員の中から指名招集

して従事させる。 

※ 学校の体育館等が避難所になった場合は，市の担当 

者に協力できる体制をとる。 

 

 

第２非常 

配備体制 

が「Ｂ」 

の時 

① 避難所対策部学校管理班から，既に第２非常配備中

の校長等に，防災行政無線やメール等で連絡を入れ

る。 

連絡を受けた者は，自宅待機中の管理職に参集を伝

える。（管理職は全員参集となる｡） 

② 校長が必要と認めたときは，職員の中から指名招集

して従事させる。 

※ 学校の体育館等が避難所になった場合は，市の担当 

者と協力できる体制をとる。 

 

（３）第４非常配備となるとき   （ 非常体制 ） 

状 況 対 応 

●市内に震度５強以上の地震が発生した

とき。 

●津波警報又は，大津波警報が発表された

とき。 

●広範囲に災害が発生又は予想されるとき

に，市長が必要と認めたとき。 

① 管理職及び職員は自動参集する。 

② 避難所対策部学校管理班から，校長に

校長会の連絡網等で参集の連絡をする。

校長は職員全員に参集の連絡を入れる。 

※校長は，初動体制を確立するための要員

として，比較的短時間で参集できる職員

を予め定めておく。 

※上記（１）～（３）いずれのときも，学校へ到着後は，庁内 LANの掲示板及び避難所対

策部学校管理班からのメール等を常時確認し，その指示に従う。 

 

３ 非常配備時に行う業務について 

（１）児童・生徒の安全確保 

（２）災害に係る情報収集 

（３）人的被害や物的被害の確認 

（４）教育委員会等への被害の報告 

（５）被害に対する対応 

（６）教育再開に向けた対応 

（７）避難所が開設されたときの対応 

（８）その他災害に係る対応 
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４ 被害状況報告等について 

（１）施設被害について 

・校長は，被害状況を電話・メール・FAX等で，教育総務課へ報告する。 

 ① 被害があれば確認した時点で報告。 

 ② 震度５強以上の地震の場合，被害の有無に関わらず速やかに報告。 

 

（２）人的被害について 

・校長は，児童生徒，職員，施設利用者で，軽傷，重傷，行方不明，死者  

 があれば，電話・メール・FAX等で，学校教育課へ報告する。 

 

（３）休校情報について 

・校長は，休校・下校措置等の情報を，教育指導課へ報告する。 

 

（４）その他 

・その他，特に連絡すべき事項があれば，学校教育課へ報告する。 

・（１）～（３）の報告は担当課のみへ報告する。複数課に同じ情報は不要です。 

 

 

５ 振替・手当等について 

（１）週休日等のとき 

①  原則，振替等で対応 

②  【条件あり】  

管理職：管理職員特別勤務手当又は災害等宿日直勤務従事者勤務報告で対応 

教 員：教員特殊業務手当又は災害等宿日直勤務従事者勤務報告で対応  

 

（２）平日時間外のとき 

  ③  【条件あり】  

管理職：災害等宿日直勤務従事者勤務報告で対応 

教 員：教員特殊業務手当又は災害等宿日直勤務従事者勤務報告で対応  

 

 

６ その他 

・管理職は，「防災危機管理情報メール配信システム」への登録をお願いします。４月

１日以降の再登録が必要です。 

 ・緊急時に備え，緊急時救護班用薬品等や備蓄庫の鍵の確認及び備蓄庫の整理をお願い

します。 

なお，年に 1回は備蓄庫を開け，整理状況等を確認していただくようお願いします。 

・何らかの事情により体育館の鍵を交換する場合は，防災危機管理課へ連絡をお願いし

ます。 
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過重労働による健康障害防止について 

◆ 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日の状況 

 

 

 
平成29年度（4月～3月） 平成30年度（4月～3月） 

時間数 延べ人数 時間数 延べ人数 

幼稚園 80時間 1人 0時間  0人 

小学校 約5365時間 60人 約5416時間   55人 

中学校 約60168時間 589人 約41543時間   431人 

 

◆ 傾向 

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

鈴鹿市運動部活動指針に沿った活動時間よるものと考えられます。 

・ 幼稚園では，80時間を越える過重労働報告はありませんでした。 

・ 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

１件（６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。 
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鈴峰中 23 創徳中 48 神戸中 63 大木中 29 白子中 61 天栄中 33

白鳥中 32 平田野中 33 千代崎中 39 鼓ヶ浦中 30

椿小 12 牧田小 33 神戸小 45 玉垣小 50 白子小 27 合川小 14

鈴西小 18 旭が丘小 53 河曲小 35 桜島小 56 鼓ヶ浦小 17 天名小 14

深伊沢小 13 庄野小 22 石薬師小 22 長太小 23 愛宕小 27 栄小 17

庄内小 15 明生小 24 清和小 25 箕田小 23 若松小 19 郡山小 19

加佐登小 24 井田川小 14 一ノ宮小 34 飯野小 40 稲生小 41

国府小 27

加佐登幼 4 旭が丘幼 7 神戸幼 5 玉垣幼 4 白子幼 4 栄幼 3

椿幼 3 箕田幼 4 稲生幼 4

飯野幼 4 国府幼 5

調理場 106

事業場 人数 事業場 人数 事業場 人数 事業場 人数 事業場 人数 事業場 人数

10 250 8 234 7 229 9 233 7 194 11 207

川西正芳 先生

平成31年度　産業医担当分担体制

第１Ｇ 第２Ｇ 第３Ｇ 第４Ｇ 第５Ｇ 第６Ｇ

浜中健二 先生 家田幸一 先生 萩原正芳 先生 水口正人 先生 沖中　務 先生

059-372-0212
鈴鹿メンタルクリニック 家田クリニック 萩原内科胃腸科 水口内科クリニック 沖中内科循環器科 サンクリニック太陽の街

059-381-7771 059-388-8778 059-383-0011 059-387-0851 059-381-2727
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教職員の交通事故・違反防止について 
 

◆ 平成３１年４月１日～平成３１年４月３０日の状況  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

◆ 状況・傾向 

  平成３１年度４月の交通事故発生件数は４件で，内４件が加害事故とな

っており，発生件数は減少しております。加害事故４件のうち，２件は駐

車場等で後方進行中に車両と接触したというもので，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。 
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４件（前年度比 ―３件） ４月３０日現在 

加害 ４件  人身 0件  

出退勤途上 ０件  交差点 ０件 
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（事例１） 

  店舗駐車場内で，車を後方進行させた際，後方確認不足のため，後方の

停車中車両に接触した。 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                店舗 

 

（事例２） 

  家庭訪問の際，訪問宅の前の道路で，自動車を転回しようと後方進行さ

せたところ，自車の左後方を家の外壁部分に接触させた。 

 

 

                  相手の家 
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鈴教学  第 312号 

令和元年５月１３ 日 

 

（宛先）各小中学校長 

 

鈴鹿市教育委員会事務局 

学校教育課長 

 

 

   体罰根絶に向けた取組の徹底について（依頼） 

 

 このことについて，別添（写）のとおり三重県教育委員会教育長から依頼が

ありましたので，体罰に係る実態等を継続的に把握し，発生時には下記により

提出をお願いします。 

 

記 

 

1 提出文書および提出期限 

(1) 体罰事案報告用紙（別紙様式１） 

体罰事案把握後，速やかに提出してください。 

 

2 提出先 

学校教育課 教職員 G 

 

3 その他 

(1) 各学校において，学期に１回程度，児童生徒へのアンケート等の調査を

通して，児童生徒からの情報収集に努め，体罰の実態把握を行ってくださ

い。参考として，アンケート用紙の（例）を添付しましたので参考にして

ください。 

 (2) 保護者宛「体罰の実態把握のための調査について」の使用については， 

各学校の事情に応じてお考えください。 

 

 

 

 

【事務担当：学校教育課 教職員 G Tel 382-7618】 
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