令和 2 年度 八重東小学校
日

不祥事防止対策委員会・服務研修

時

内

実施記録

容

【服務研修①】服務規律の厳正確保

４月１日（水）

・教職員の職務遂行に伴う義務・公務員としての身分の保有に伴う義務につい
て（地公法）
・北広島町立小中学校職員服務規程・施行細則
・教職員としての学校生活心得
・不祥事防止（体罰・パワハラ・セクハラ・飲酒運転の根絶等）
・健康管理・メンタルヘルスについて

【不祥事防止対策委員会①】
4 月 3 日（金）

・コンプライアンス宣言
・不祥事防止対策委員会・不祥事防止研修年間計画と記録の徹底を確認
・悩み事相談日の児童への周知について

【服務研修②】不祥事根絶のための取組，体罰等根絶
4 月９日（水）

・不祥事防止対策委員会の校務規程及び設置要綱の確認
・不祥事根絶のための行動計画
・服務規律の厳正確保・全職員での「コンプライアンス宣言」
・不祥事防止のためのチェックリスト
・体罰等根絶のためのチェックリスト

【不祥事防止対策委員会②】
・新型コロナウイルス感染禍における自粛状況下をふまえた，風通しのよい職場づく
り・適正な在宅勤務
５月１３日（水）
・不祥事未然防止について（交通事故を中心に）
・不祥事防止のチェックリストの活用について

【非常勤講師（初任者後補充） 服務研修①】
服務規律の厳正確保 教職員としての学校生活心得 パワハラ防止
・北広島町立小中学校職員服務規程・施行細則
・不祥事防止（体罰・パワハラ・セクハラ・飲酒運転の根絶等）
・教職員としての学校生活心得
・健康管理・メンタルヘルスについて
５月１９日（火） ・不祥事防止対策委員会の校務規程及び設置要綱の確認
・不祥事根絶のための行動計画
・服務規律の厳正確保・全職員での「コンプライアンス宣言」
・懲戒処分の指針（令和 2 年６月 1 日施行 一部改正）
資料：教職員による不祥事の根絶（パワー・ハラスメントのない,より働きやすい職
場づくりに向けて）Ｈ29 広島県教育委員会

【服務研修③】セクハラ・パワハラ防止

公金・公文の取扱い

・事例研修（ロールプレイ） ・公金・公文の取扱い確認
・懲戒処分の指針（令和 2 年６月 1 日施行 一部改正）
資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（パワー・ハ
ラスメントのない，より働きやすい職場づくりに向けて）H2９広島県教育委
５月２６日（火）
員会
教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（自らも過ち
を犯し得る存在）H28 広島県教育委員会
北広島町立小中学校文書取扱規程・北広島町立八重東小学校学校諸費会計

【服務研修④】個人情報管理
６月３日（水）

・事例研修
資料：
「事例研修：情報管理」・ワークシート（参考：岡山県教育委員会）
JNSA(日本ネットワークセキュリティ協会) 報告書
不祥事防止研修資料 岡山県教育委員会

【特別非常勤講師 服務研修①】
服務規律の厳正確保 教職員としての学校生活心得 パワハラ防止
・北広島町立小中学校職員服務規程・施行細則
・不祥事防止（体罰・パワハラ・セクハラ・飲酒運転の根絶等）
・教職員としての学校生活心得
・健康管理・メンタルヘルスについて
６月 10 日（水） ・不祥事防止対策委員会の校務規程及び設置要綱の確認
・不祥事根絶のための行動計画
・服務規律の厳正確保・全職員での「コンプライアンス宣言」
・懲戒処分の指針（令和 2 年６月 1 日施行 一部改正）
資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（パワー・ハ
ラスメントのない,より働きやすい職場づくりに向けて）Ｈ29 広島県教育委員
会

【不祥事防止対策委員会③】
・学校再開後から学期末にむけて
・体罰，セクシュアル・ハラスメント等根絶に関わって
６月３０日（火）
児童・保護者アンケート実施に向けて
相談窓口チェックシート
「体罰等根絶のためのチェックシート」の実施の工夫

【服務研修⑤】交通事故・違反防止
・事例研修
・セルフチェックシート（交通事故・違反防止）
７月２２日（水） 資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（改訂版）
H22 広島県教育委員会
セルフチェックシート（交通事故・違反防止）徳島県教育委員会

【不祥事防止対策委員会④】
・体罰・セクハラアンケート結果について
７月２８日（火） ・教職員相互による不祥事防止チェック
「注意することリスト」（情報漏洩・交通事故・新型コロナウイルス感染・学習進
度の確認）

【不祥事防止対策委員会⑤】
８月４日（月）

・教職員の円滑なコミュニケーション活動
（授業や文章についての日常的な交流の様子・ハラスメント対策・校内委員会の職
員全体への周知徹底）
・
「注意することリスト」に照らした職場の様子とヒヤリ・ハット

【服務研修⑥】体罰等根絶・メンタルヘルス
・事例研修
・ストレスセルフチェック
資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（改訂版）
８月 19 日（水）
H22 広島県教育委員会
教職員の不祥事防止に向けた新たな研修プログラムに係る資料 H29 岡山
県教育委員会
５分でできる職場のストレスセルフチェック
厚生労働省

【スクール サポート スタッフ 服務研修①】
服務規律の厳正確保 教職員としての学校生活心得 パワハラ防止
・北広島町立小中学校職員服務規程・施行細則
・不祥事防止（体罰・パワハラ・セクハラ・飲酒運転の根絶等）
８月 24 日（月） ・教職員としての学校生活心得
・健康管理・メンタルヘルスについて
・不祥事防止対策委員会の校務規程及び設置要綱の確認
・不祥事根絶のための行動計画
・服務規律の厳正確保・全職員での「コンプライアンス宣言」

・懲戒処分の指針（令和 2 年６月 1 日施行 一部改正）
資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（パワー・ハ
ラスメントのない,より働きやすい職場づくりに向けて）Ｈ29 広島県教育委員
会

【服務研修⑦】パワハラ防止・セクハラ防止

９月２日（水）

・理論研修・事例研修
・セルフチェック
資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（パワーハラ
スメントのない，より働きやすい職場づくりに向けて）Ｈ29 広島県教育委員
会
平成 30 年度 新しく教職員となるみなさんへ H30 広島県教育委員会
お互いが働きやすい職場にするために ～パワー・ハラスメント防止ハンドブ
ック～ 人事院
ハラスメントのない職場にするために 人事院
あかるい職場応援団 Web ページ ～予防から事後対応までサポートガイド第
２版 厚生労働省

【不祥事防止対策委員会⑥】
・パワハラ・セクハラ防止について
９月１６日（月） ・２学期開始後１ヶ月の職場の実態と今後に向けて
運動会開催に向けて コロナ対策
成績事務と情報漏洩防止・適正な勤務時間・職員の健康確保

【特別非常勤講師 服務研修②】パワハラ防止・セクハラ防止・体罰等根絶
・理論研修・事例研修
資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（パワー・ハ
ラスメントのない，より働きやすい職場づくりに向けて）Ｈ29 広島県教育委
員会
平成 30 年度 新しく教職員となるみなさんへ H30 広島県教育委員会
お互いが働きやすい職場にするために ～パワー・ハラスメント防止ハンドブ
９月１８日（水）
ック～ 人事院
ハラスメントのない職場にするために 人事院
あかるい職場応援団 Web ページ ～予防から事後対応までサポートガイド第
２版 厚生労働省
教職員の不祥事防止に向けた新たな研修プログラムに係る資料 H29 岡山県
教育委員会

【服務研修⑧】個人情報の管理
・理論研修・事例研修
10 月 28 日（水） 資料：教職員の情報セキュリティ意識を高める校内研修パッケージ
合教育センター

Ｈ23 岡山県総

【不祥事防止対策委員会⑦】
10 月 30 日（金）

・職員アンケートの実施，児童・保護者アンケートの実施に向けて
・不祥事防止に関わる環境整備・点検（県内での不祥事の事案をもとに）

【服務研修⑨】体罰等根絶
・理論研修・事例研修（ロールプレイ）
資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（体罰等根絶）
11 月 4 日（水）
H25 広島県教育委員会
教職員の不祥事防止に向けた新たな研修プログラムに係る資料 H29 岡山県
教育委員会

【非常勤講師（初任者後補充） 服務研修②】
セクハラ・パワハラ防止 体罰等根絶 交通事故・交通違反未然防止
・理論研修・事例研修
資料：新しく教職員となるみなさんへ Ｈ30 広島県教育委員会
教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（パワー・ハ
ラスメントのない，より働きやすい職場づくりに向けて）Ｈ29 広島県教育委
員会
1１月２４日（火）
平成 30 年度 新しく教職員となるみなさんへ H30 広島県教育委員会
お互いが働きやすい職場にするために ～パワー・ハラスメント防止ハンドブ
ック～ 人事院
ハラスメントのない職場にするために 人事院
あかるい職場応援団 Web ページ ～予防から事後対応までサポートガイド第
２版 厚生労働省
教職員の不祥事防止に向けた新たな研修プログラムに係る資料 H29 岡山県
教育委員会

【不祥事防止対策委員会⑧】
１１月２0 日（金）

・児童・保護者アンケートの結果について
・不祥事防止に関わる喫緊の課題（校舎修繕工事に関わる安全点検の強化等）

【スクール サポート スタッフ 服務研修②】
セクハラ・パワハラ防止 交通事故・交通違反未然防止
・理論研修・事例研修
資料：新しく教職員となるみなさんへ Ｈ30 広島県教育委員会
教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（パワー・ハ
ラスメントのない，より働きやすい職場づくりに向けて）Ｈ29 広島県教育委
員会
平成 30 年度 新しく教職員となるみなさんへ H30 広島県教育委員会
1１月２5 日（水）
お互いが働きやすい職場にするために ～パワー・ハラスメント防止ハンドブ
ック～ 人事院
ハラスメントのない職場にするために 人事院
あかるい職場応援団 Web ページ ～予防から事後対応までサポートガイド第
２版 厚生労働省
教職員の不祥事防止に向けた新たな研修プログラムに係る資料 H29 岡山県
教育委員会

【不祥事防止対策委員会⑨】
12 月 15 日（火） ・ストレスチェックの実施
・不祥事防止に関わる喫緊の課題（児童の実態・冬季における車の運転等）

【服務研修⑩】飲酒運転根絶に向けて
1２月１６日（水）

・理論研修・事例研修
資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（飲酒運
転防止）Ｈ24 広島県教育委員会
不祥事防止のための校内研修用事例集（増補版）～事例編～ 事例Ⅱ－②（交
通事故・違反について）
【短時間版ワークシート】島根県教育委員会

【スクール サポート スタッフ 服務研修③】
【特別非常勤講師 服務研修③】
セクハラ・パワハラ防止 飲酒トラブル・情報漏洩の未然防止

1 月１３日（水）

・理論研修・事例研修
資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（セクシュア
ル・ハラスメント等防止 パワー・ハラスメント防止）Ｈ26 広島県教育委員
会
教職員の不祥事防止に向けた新たな研修プログラム H29 岡山県教育委員会

【非常勤講師（初任者後補充） 服務研修③】
セクハラ・パワハラ防止 飲酒トラブル・情報漏洩の未然防止
・理論研修・事例研修
1 月 2６日（火） 資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（セクシュア
ル・ハラスメント等防止 パワー・ハラスメント防止）Ｈ26 広島県教育委員
会
教職員の不祥事防止に向けた新たな研修プログラム H29 岡山県教育委員会

【不祥事防止対策委員会⑩】
・児童・保護者アンケートの実施に向けて

1 月 2６日（火） ・県内の不祥事防止に関わる喫緊の課題
・校内の様子（年度末会計処理・成績事務等に向けて）

【服務研修⑪】セクハラ防止
・理論研修・事例研修
資料：教職員による不祥事の根絶-信頼され続ける教職員であるために-（セクシュア
1 月 27 日（水）
ル・ハラスメント等防止 パワー・ハラスメント防止）Ｈ26 広島県教育委員
会
不祥事防止のための校内研修用事例集（増補版） 島根県教育委員会

【服務研修⑫】パワハラ防止

２月２４日（水） ・理論研修・事例研修

資料：厚生労働省調査報告書

平成 25 年

【不祥事防止対策委員会⑪】
・３月の不祥事防止研修に向けて

２月 25 日（木） ・来年度の不祥事防止対策委員会・不祥事防止研修計画
・校内の不祥事防止に関わる課題（安全運転・個人情報漏洩防止）

【服務研修⑬】わいせつ画像・盗撮等防止
・理論研修・事例研修

３月１９日（金） 資料：教職員の不祥事防止に向けた新たな研修プログラム
第 13 回事例研究 わいせつ画像・盗撮等

【不祥事防止対策委員会⑫】
・３月の不祥事防止研修について

３月２５日（木） ・職員の様子
・来年度に向けて

岡山県教育委員会

