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平成２８年度 

３月服務研修  個人情報の取扱いについて                 担当 教務主任 

 

 

29  ３月１５日（水） Ａ 周知・徹底 

            ＜資料＞県立高教諭を逮捕 児童福祉法違反の疑い 

福山東署 中國新聞(3/15) 

                                ○逮捕（県立高校教諭） 

                 知人の中学３年女子生徒(15)が 18 歳未満であると知りながら，

いかがわしい行為をした疑い。 

 

28  ３月１５日（水） Ａ 周知・徹底 

            ＜資料＞教職員の懲戒処分について（記者発表資料）    県教委(3/15) 

                               ○懲戒解雇（非常勤講師） 

                                 スーパーマーケットにおいて，焼酎１本を窃取した容疑により，

現行犯逮捕された。また，同店において同年 10 月 17 日（月）午

前 11時 39分頃焼酎１本を，同月 26日（水）午前 11時 36分頃梅

酒１本をそれぞれ窃取した。 

これらのことにより，同年 11月 11日（金）に起訴され，同日，

罰金 20万円の略式命令を受けた。 

これらのことは，公教育の信頼を損なう行為であり，市町立小・

中学校に勤務する非常勤講師の取扱いに関する要綱第５に違反す

る。 

 

27  ２月１６日（木） Ａ 周知・徹底 

            ＜資料＞教職員の選挙運動の禁止等について      市教委(2/15) 

                                平成２９年３月２６日に廿日市市議会議員一般選挙実施に伴い，

公教育に対する住民の信頼を損なうことのないよう，服務規律の厳

正確保に努める。 

                公務員は，全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき職

責を有することから，公務員たる地位を有する限り，その勤務時間

の内外を問わず，また，休職，休暇等，現に勤務していない場合を

含め，法令により一定の政治的行為の制限があるとともに，公務員

の地位を利用した選挙運動が禁止されている。 

特に，教育公務員については，学校において特定の政党の支持又

は反対のために政治的活動をすることを禁止する教育基本法の規定

に基づき，教育の政治的中立性の確保が求められており，また，教

育公務員特例法の規定により政治的行為がより厳しく制限され，そ

の制限の地域的範囲は，勤務地域の内外を問わず全国に及ぶととも

に，公職選挙法の規定により教育上の地位を利用した選挙運動につ

いても禁止されている。 

 

Ａ 周知・徹底 

Ｂ 会議等 

Ｃ 発信 
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26  ２月１５日（水） Ａ 周知・徹底 

            ＜資料＞学校管理下の電子データにかかる年度末タスクリストについて 

市教委(2/14) 

                次の点について教職員に周知・徹底を行う。 

              ①USBメモリ 

□学校で登録しているＵＳＢメモリには全て紛失防止対策がされて

いる。 

□学校で登録しているＵＳＢメモリの本数は在籍している教職員数

以下となっている。 

□学校で登録しているＵＳＢメモリが全て返却されている。 

□返却された、登録済みＵＳＢメモリ内のデータは全て消去されて

いる。 

              ②統合サーバ 

               □統合サーバ内には画像データは保存されていない。 

               □異動する教職員の作成したデータについて適正に処理し、統合サ

ーバ内の各校ファイルサーバから個人のデータは消去されている。 

              ③校務用パソコン 

               □異動する教職員が使用していた校務用パソコンのデスクトップや

ドキュメントからデータは消去されている。 

 

25  １月１９日（木） Ａ 周知・徹底 

            ＜資料＞廿日市４校ブログ削除             中國新聞(1/19) 

                廿日市市の市立小中学校が（ＨＰ）に載せるブログに，児童に不

適切な広告が表示されている。 

               ○子どもがインターネット上の有害情報に触れる危険がある。 

               ○公的な教育機関のＨＰにふさわしくない 

               ○無料のブログサイトを使えば広告が付きもので，子どもに有害な

情報を含む可能性もある。サービスの特性を事前に知っておく必

要がある。 

自校のホームページからリンクしたブログ形式の Web ページに，

学校の情報としてふさわしくない広告等が掲載されたまま発信し

ている事案であり，このことは，あたかも学校がその情報を推奨

しているように受けとめられるなど，閲覧した児童生徒・保護者・

地域等から誤解を招くだけでなく，学校教育に対し不信感を与え

かねない。 

 

【リンク先のブログ形式の Web ページが，外部の民間会社の Web ペ

ージであることにより，考えられるリスク】 

  ①悪意のある者がブログ作成のアカウントを入手すれば，情報

を改ざんすることができる。 

  ②情報セキュリティ対策が任せきりになるため，Web ページが

意図的な攻撃を受けたときなどに，こちらの都合で対処する

ことができない。 

  ③学校が作成したものか，外部の民間会社が作成したものか，

情の真偽が証明されない。 

【情報発信における留意事項】 

学校ホームページにより情報発信する際は，すべての Web ペー

ジを学校が管理できるよう設定する。 

学校のホームページに外部の Web ページをリンクさせる際は，

官公庁・教育機関及びそれに付随する機関の Web ページに限定す

る。 
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24    １月１６日（月） Ａ 周知・徹底 

            ＜資料＞教職員の懲戒処分について（記者発表資料）    県教委(12/21) 

○戒告 

普通乗用自動車を運転し，交差点を，十分な安全確認を行わ

ないまま時速約 20キロメートルで左折進行したところ，自車の

左後方から進行してきた男性運転の普通自動二輪車に自車前部

左側を衝突させて，同男性を車両とともに路上に転倒させた。 

このことによって，同男性に加療約３か月間を要する右大腿

骨骨折等の傷害を負わせた。 

このことは，信用失墜行為の禁止を定めた地方公務員法第 33

条の規定に違反する。 

 

 

23  １月 ５日（木） Ｂ 会議等（服務研修）             担当 情報管理担当 

            ＜テーマ＞情報漏えいの未然防止について 

                ①情報漏えい事故の発生状況のまとめ 

                ②平成２７年度漏えい経路・媒体別事故発生比率 

                ③演習「日常に潜む危険チェックシート（学期末の職員室）」 

 

 

22 １２月２２日（木） Ａ 周知・徹底 

            ＜資料＞教職員の懲戒処分について（記者発表資料）    県教委(12/21) 

               ①定職 6月 

市道において，呼気１リットル中 0.4 ㎎の酒気を帯びた状態で普

通乗用自動車を運転し，現行犯逮捕された。 

このことは，信用失墜行為の禁止を定めた地方公務員法第 33 条

の規定に違反する。 

                ②戒告 

普通乗用自動車を運転し，県内のコンビニエンスストア駐車場か

ら国道２号線に合流するため十分な安全確認を行わないまま左折進

行したところ，道路右側から進行してきた 17 歳男性の運転する普通

自動二輪車に自車右後部を衝突させたことにより，同男性に加療約

３か月を要する左坐骨骨折等の傷害を，また，同乗者に加療約 102

日間を要する右恥骨骨折等の傷害をそれぞれ負わせた。 

このことは，信用失墜行為の禁止を定めた地方公務員法第 33 条

の規定に違反する。 

 

21 １２月  ６日（火） Ａ 周知・徹底 

            ＜資料＞職員の服務規律の厳正確保等について（通知）  市教委(12/6) 

「広島県教育関係職員倫理要綱」（平成 14 年 12 月 11 日施行）に

基づき，教育に携わる公務員として貴職自らが率先して範を垂れる

とともに，所属職員に対して同要綱の目的及び内容について改めて

周知徹底を図るほか，特に次のことについて注意喚起を徹底し，服

務規律の厳正確保等について万全を期する。 

１ 服務規律の厳正確保 

公務員の服務規律に関する法令を職員各自が再認識し，かつ，遵守しなければならないこと。

特に，管理・監督の立場にある者は，率先垂範して服務規律の厳正な確保に努めること。 

 

 

２ 便宜供与を受ける行為の禁止等 

職務上利害関係のある相手方などとの飲食行為，ゴルフ等の遊興行為を共にすることは，厳に
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慎むとともに，サービスの提供や便宜の供与は，毅然として拒絶し，贈答品も受領しないこと。 

また，職員相互間においても，年末年始の挨拶回りなどは自粛するとともに，歳暮などの贈答

は行わないこと。 

 

３ 交通関係法規の遵守 

全国の交通事故の発生件数は，例年，年の後半に増加する傾向にあり，ピークは 12月となって

いる。特に年末年始においては，帰省，レジャーなどに自家用車を利用する機会が多く，交通事

故や交通違反の増加が懸念されるので，車両等（自転車を含む。）を運転するに当たっては，公私

を問わず，交通関係法規を遵守し，常に細心の注意を払い安全運転に心掛けること。 

とりわけ，飲酒運転は，理由のいかんを問わず決して許されない極めて悪質・危険な違法行為

であり，これから飲酒の機会が増える年末年始を迎えるに当たり，一層の自己管理，職場管理の

徹底が求められる。県教育委員会が作成した飲酒運転防止の研修資料「教職員による不祥事の根

絶（飲酒運転防止）」（平成 24年６月）のチェックリスト（研修資料中「６自己管理を徹底するた

めの職場での取組」<P12・13>）を活用するなどして，職員に「飲んだら乗らない」，「乗るなら飲

まない」を再度徹底するとともに，職場全体で「飲酒運転は絶対に許さない」という機運の醸成

に努めること。 

併せて，通勤届の提出時や自家用車公務使用の届出時，公用車の使用時などの機会を捉えて運

転免許の有効期限等について確認し，運転免許の失効や停止等による無免許運転をすることがな

いよう指導徹底するとともに，失効や停止等が判明した時は速やかに所属長に報告するよう周知

し，職員から報告があった場合には教育指導課担当者に速やかに連絡すること。 

 

４ ハラスメントの防止 

各職員及び職場全体として，職場等におけるセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメ

ントの防止等に努めること。特に，酒席等でのハラスメント等に十分注意すること。 

⑳１１月１４日（月） Ａ 周知・徹底 

           ＜資料＞教職員の懲戒処分について（記者発表資料）  県教委(11/11) 

                             戒告 

普通乗用自動車を運転し，コンビニエンスストアの駐車場から前進

駐車していた自車を十分な安全確認を行わないまま後退させたとこ

ろ，歩道で信号待ちをしていた女性に自車右側後部を衝突させ，路上

に転倒させたことにより，同女性に全治約６週間を要する右鎖骨骨折

等の傷害を負わせた。 

このことは，信用失墜行為の禁止を定めた地方公務員法第 33条の

規定に違反する。 

＜資料＞非常勤講師が万引疑い            中国新聞(11/3) 

        支援学校教諭酒気帯び疑い 庄原署が逮捕  中国新聞(11/7) 

                

※服務規律の厳正確保を図る。 

⑲１０月 ６日（木） Ｂ 会議等「情報管理」 

           ＜資料＞○校長会資料 

               ○七尾中学校規程等 

・ＵＳＢメモリ（校内用）の使用について 

                ・個人情報提供に関する規程 

                ・個人情報の利用ならびに保護にかかわる規程 

                ・個人情報の取り扱い一覧 

               ○情報紛失未然防止のためのチェックポイント 
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⑱ ９月２７日（火） Ａ 周知・徹底 

＜資料＞児童情報保存メモリー紛失 廿日市の教諭  中国新聞(9/27) 

               市立小学校の教諭が児童６人分の学習上の課題などを記録した

USB メモリー１本を紛失した。 

                              文書や個人情報の適切な管理を徹底する。 

 

⑰ ９月２０日（火） Ｂ 会議等 

           ＜資料＞教職員による不祥事の根絶           県教委(H28.8) 

               －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） 

            テーマ 「わいせつな行為及びセクシュアル・ハラスメント」の防止 

               １ 自らも過ちを犯し得る存在である 

                (1) 人間の心の中にある性的欲求 

                (2) まじめな人が過ちを犯す可能性 

                (3) 他人より上の立場に立ちたいという支配欲 

                (4) メディアから受ける刺激 

                (5) 職務上の地位や人間関係の優位性 

               ２ わいせつな行為等に至る要因 

(1) 生物学的要因 

                (2) 個人的要因 

                (3) 環境的要因 

               ３ 自らの弱さを克服するために 

                 チェックシートによる自己点検 

(1) 自分の心の中にある性的欲求をコントロールしよう 

                (2) 前頭葉の働きを高めよう 

                (3) ストレスと上手に付き合おう 

                (4) 自らの弱さを自覚し，リスクを回避する努力をしよう 

               ４ わいせつな行為等を防止する職場環境づくり 

                (1) 管理職の役割 

                 (2) 同僚の役割 

 

⑯ ９月１３日（火） Ａ 周知・徹底 

           ＜資料＞教職員の懲戒処分について（記者発表資料）    県教委(9/9) 

               戒告 

                               普通乗用自動車（軽自動車）を運転して進行中，左前方を自車

と同一方向へ進行していた男性が運転する原動機付自転車を追

い越すに当たり，安全を確認し追い越すべき自動車運転上の注

意義務があるのにこれを怠り，漫然と走行していたため，自車

左ドアミラーを同原動機付自転車の右側ミラーに接触させて同

男性を車両とともに路上に転倒させ，右鎖骨骨折等の傷害を負

わせた。 

このことは，信用失墜行為を禁止した地方公務員法第 33 条の

規定に違反する。 

 

⑮ ８月２９日（月） Ａ 周知・徹底 

           ＜資料＞教職員の懲戒処分について（記者発表資料）    県教委(8/26) 

               懲戒免職 

                               所属校の女子生徒１名に対し，勤務校内や校外において，30回程

度抱きしめる行為等を行い，同女子生徒に不快感，嫌悪感及び恐怖感
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を与えた。 

これらの行為は，生徒に対するセクシュアル・ハラスメントに該当

する行為を執拗に繰り返した特に悪質なもので，教育公務員として

その職の信用を著しく損なう行為であり，信用失墜行為を禁止した

地方公務員法第 33条の規定に違反する。 

 

⑭ ７月２６日（火） Ｂ 会議等 服務研修（体罰等の根絶）        担当 管理職 

           ＜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）H22.12」 

               ○体罰等根絶のためのチェックシート結果より 

                ・理由も聞かず，頭ごなしに怒る。 

                ・生徒が傷つくような言葉を発する。 

                ・体罰等によって成長した面がある。 

                ・管理職や同僚に気軽に相談できる雰囲気がない。 

                ・指導方法が気になる同僚がいる。 

               ○懲戒，体罰等について考える。 

               ○ロールプレイによる研修（体罰） 

                 不祥事の具体的な場面を想定し，被害者や加害者の立場で

感じたり，考えたりすることを通して，不祥事を自分のこと

として受け止め，行動規範について主体的に考える。 

               ○まとめ 

                ・複数対応 

                ・指導時の役割分担の明確化 

                ・ホウレンソウを確実に 

・生徒の心に伝わる指導（いろいろな先生の言葉，心配） 

                ・その時，その場で適切な指導 

                ・生徒と教師の人間関係の構築 

                ・傾聴姿勢（しっかり話を聴き，考えさせる） 

 

 

      ＜危機管理意識を保つための七つの行動指針＞ 

       一 いつも誰かが見ているという気持ちで仕事をしよう 

       二 いつも「本当に大丈夫だろうか」という意識をもって仕事をしよう 

       三 苦情には大事な恩師や先輩に対する同じ気持ちで対応しよう 

       四 「自分の家族に同じことがやれるか」を自問しよう 

       五 「おかしい」と思ったことは「おかしい」と管理職に言おう 

       六 慣習や先例に判断を任せていないか，自問しよう 

       七 そのことを最も自分に批判的な人間が知っても問題にならないか自問しよう 

 

⑬ ７月１１日（月） Ｂ 会議等（服務研修）               担当 管理職 

           ＜資料＞自作資料（生徒指導に係る事例に基づく研修） 

               〇自作資料(体罰事案)を基に，４つの観点（・問題点 ・発生要因  

・生徒，保護者への影響 ・望ましい対処方法）から考えを整理

する。 

〇個人の考えをグループで協議する。 

〇グループで協議した内容を全体で共有する。 

〇校長訓話 
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⑫ ７月１１日（月） Ａ 周知・徹底 

           ＜資料＞教職員の懲戒処分について（記者発表資料）    県教委(7/8) 

               女性教諭の右腕を掴んで自分の方へ体を引き寄せ強く抱きしめた。

その際，同女性教諭が拒否したにもかかわらず，少なくとも５分間以

上，逃げられない状況で抱きしめ続けたことにより，同女性教諭に不

快感や恐怖感を与え，体調不良を引き起こさせた。 

懇親会の席において，同校の他の女性教諭２名に対し，性的な発

言を行い，不快感を与えた。 

これらのことは，セクシュアル・ハラスメントに該当するもの

で，教育公務員としてその職の信用を著しく損なう行為であり，

信用失墜行為を禁止した地方公務員法第33条の規定に違反する。 

 

⑪ ７月 ７日（木） Ａ 周知・徹底 

           ＜資料＞教職員等の安全運転意識の高揚について（通知）   市教委(7/6) 

                車の運転に際しては公用・私用を問わず，常に道路交通関係法規

を遵守して安全運転に努めるよう所属職員の安全運転意識の高揚を

図り，安全運転に係る指導を徹底する。 

通勤や公務で自動車等を使用する職員に対し，通勤届の提出時や

自家用車公務使用の届出時などの機会を捉えて，運転免許の有効期

限等を確認し，運転免許の失効や停止等による無免許運転をするこ

とがないよう指導徹底するとともに，失効や停止等が判明したとき

は，速やかに所属長に報告するよう周知する。 

昨年６月１日に道路交通法が改正施行され，違反を繰り返す自転

車の運転者に，自転車運転者講習の受講が義務付けられたほか，昨

年 12月１日に広島県道路交通法施行細則が改正施行され，自転車を

含む車両運転中の大音量でのイヤホン・ヘッドホン等の使用が禁止

されたこと再確認する。 

 

⑩ ７月 ５日（火） Ｂ 会議等（アンケート等の実施） 

           ＜資料＞教職員による不祥事の根絶（平成２５年１月） 

               ・体罰等根絶のためのチェックシート 

             ○「体罰」「セクハラ」「パワハラ」アンケート（教職員） 

 

⑨ ６月２８日（火） Ｂ 会議等（服務研修） 

           ＜資料＞「府中町における自殺事案に関するタスクフォース」中間とりまと

とめを踏まえた生徒指導・進路指導の確認について（通知） 

               平成２８年度推薦基準 

             ○学校における要改善事項の確認及び周知・徹底      （校長） 

              ・校長のリーダーシップの下での組織的な対応の確立 

              ・情報管理の徹底 

              ・進路指導の在り方の改善 

              ・進路指導の在り方を踏まえた「推薦・専願基準」の見直し 

              ・「推薦・専願基準」の運用プロセスの見直し 
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             ○本校における推薦基準の確認           （進路指導主事） 

             ○組織的な生徒指導と記録の適正化に向けて     （生徒指導主事） 

             ○服務規律の厳正確保                   （教頭） 

              ・ＵＳＢメモリの扱いについて（情報管理） 

              ・個人情報持ち出し記録簿について（個人情報管理） 

              ・職員室鍵管理表について（鍵の管理） 

              ・成績管理の徹底（①適正な処理 ②期日の厳守 ③複数での確認） 

              ・試験問題の返却について 

 

⑧ ６月１４日（火） Ａ 周知・徹底 

＜資料＞教職員等の選挙運動の禁止等について           市教委(6/10) 

                         ○公務員の選挙運動等は制限されています 

              教職員の選挙運動等の政治的行為は，政治的中立の確保などを目的と

して，地方公務員法などにより制限されています。 

             ○教育公務員の制限はさらに厳しく 

              教育の政治的中立は極めて重要であること，また「教育を通じて国民

全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性」（教育公務員特

例法第１条）から，教育公務員の政治的行為の制限は，より厳格な特例

が定められています。 

             ○教職員自らの服務規律の確保が大切です 

              禁止制限規定に違反する行為は，服務義務違反として懲戒処分の対象

となるばかりでなく，地位利用による違反は公職選挙法における処罰（２

年若しくは１年以上の禁錮又は３０万円以下の罰金，選挙権及び被選挙

権の停止）の対象となる場合もあります。 

 

⑦ ５月２６日（木） Ａ 周知・徹底 

＜資料＞教職員の懲戒処分について                     県教委(5/25) 

  停職６月（臨時的任用職員） 

平成 28年５月３日（火）午前１時 30分頃，東広島市西条中央６丁目付

近の県道 195号線江熊交差点付近にて，軽四乗用自動車を，呼気１リット

ル中 0.3㎎の酒気を帯びた状態で運転し，現行犯逮捕された。 

このことは，教育公務員としてその職の信用を著しく損なうものであ

り，信用失墜行為を禁止した地方公務員法第 33条の規定に違反する。 

 

⑥ ５月１６日（月） Ａ 周知・徹底 

           ＜資料＞「教職員の皆様へ」の周知について          市教委(5/12) 

Ａ 周知・徹底 
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教職員の皆様へ 

 

教職員の皆さんには，「広島で学んで良かったと心から思える日本一の教育県の実現」を目指し，平素

から精力的に取り組んでいただいておりますことに，心から感謝いたします。 

 

特に，広島版「学びの変革」アクション・プランは実行２年目となり，国内はもちろん，海外でも注

目をいただいており，平成 30年の全県展開を目指して，取組みを加速させ，中身をしっかり作ってい

く重要な時期にあります。 

 

しかしながら，一部の教職員による不祥事が相次いで発生し，広島県教育に対する信頼は著しく損な

われています。 

 

特に，所属職員を指導監督し，不祥事防止の先頭に立つべき管理職が児童福祉法違反の疑いにより逮

捕される事案が発生したことは，痛恨の極みです。さらに，飲酒運転・ストーカー行為による逮捕事案

など，教職員としてのみならず社会人としても決してあってはならない重大かつ悪質な事案が発生して

います。 

私たちは，県民や保護者からの信頼と負託を受け，児童生徒に社会のルールや基本的なモラルなどの

倫理観や，他人を思いやる心などの豊かな人間性を身に付けさせる使命を担っています。そのためには，

教職員自らが社会人としても高い倫理観や豊かな人間性を身に付けていることが求められます。 

 

私たちは，もう一度襟を正し，自らも過ちを犯し得るという自覚を持ち，失われつつある教職員に対

する信頼を早急に回復するため，総力をあげて，それぞれの立場で最大限の努力を続けてまいりましょ

う。 

平成 28年５月 12日 広島県教育委員会教育長 下﨑 邦明 

 

 

           ＜資料＞記者発表資料「教職員の懲戒処分について」      県教委(5/13) 

             懲戒免職（県立学校外国語指導助手） 

広島市内の複合商業施設のトイレ内で，自らの下半身を男子に触らせると

いうわいせつな行為をした。 

             このことは，信用失墜行為の禁止を定めた外国語指導助手設置要綱第 16

条の規定に違反する。 

 

⑤ ５月１１日（水） Ａ 周知・徹底 

           ＜資料＞後絶たぬわいせつ不祥事 研修効果上がらず（広島県立高教頭逮捕） 

中國新聞(5/11水)

【平成２７年度以降にわいせつ・セクハラ事案で懲戒処分になるなどした事例】 

 

 H27. 8.17 勤務校の女子生徒に，校内や自家用車でわいせつ・セクハラ行為を繰り返した。 

             ◆県立高教諭(33) ◆懲戒免職 

      10. 9 中学女子生徒に２万円を渡す約束をし，ホテルでいかがわしい行為をするなどし
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た。児童買春・ポルノ禁止法違反（児童買春）罪などで罰金刑が確定。 

       ◆公立中教諭(28) ◆懲戒免職 

      12.22 顧問を務める運動部の女子部員５人に，繰り返し座らせるなどのセクハラ行為を

繰り返した。 

       ◆県立高教諭(41) ◆停職６カ月 

  H28. 2.12 勤務校の女子生徒に自宅でわいせつ行為を繰り返した。 

       ◆県立高教諭(30) ◆懲戒免職 

       3.14 同僚の女性臨時教諭に，カラオケ店を訪れた際に無理やり抱きつくなどのセクハ

ラ行為をした。 

       ◆公立小教諭(48) ◆減給 10分の 1（１カ月）  

5. 1 元交際相手の女性方におしかけたなどとして，ストーカー規制法違反の疑いで逮

捕。 

◆県立学校臨時教諭(29) ◆未定 

5.10 高校女子生徒に，ホテルでいかがわしい行為をさせたとして，児童福祉法違反（淫

行させる行為）の疑いで逮捕。否認している。 

         ◆県立高教頭(51) ◆未定 

 

 

自分は不祥事を起こさないと誰もが思っている。 

不祥事は，いつでも，どこでも，誰もが起こす可能性がある。 

他人ごとではなく，『自分ごと』として受け止めて，日々の職務を遂行する。 

 

 

④ ５月１０日（火） Ａ 周知・徹底 

           ＜資料＞不祥事根絶のための取組の徹底について（通知） 市教委 5/10 

①「体罰，セクシュアル・ハラスメント相談窓口」の周知の徹底 

             ②不祥事根絶のための行動計画の作成及び各学校の HPへの掲載 

             ③広島県教育委員会が作成した「教職委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―」等の研修資料を活用した校内研修の実施 

④不祥事根絶に向けた実態把握（「体罰」，「わいせつ・セクハラ」アンケ

ートの実施） 

             ⑤「求められる教職員像」，「各学校の決意表明」のカード化及び常時携帯 

 

③ ５月 ２日（月） Ｂ 会議等（いじめ認知）              担当 生徒指導主事 

            ◆いじめの認知について 

             １ いじめの認知をめぐる現状 

             ２ 調査結果を見た保護者や地域の心配 

              ①いじめの捉え方 

              ②正確な認知の捉え方 

              ③いじめの定義の再確認 

              ④具体的な事例で確認 

              ⑤「いじめの芽」や「いじめの兆候」それも「いじめ」です。 

              ⑥いじめの認知に関する文部科学省の考え方 

               ・いじめの認知件数が多いことは教職員の目が行き届いていることのあかし 

                  ・組織で認知し対応することが重要～ひとりで抱え込まない～ 

            ◆「いじめに関する自己点検」シートによる自己点検 
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② ４月 ５日（火） Ｂ 会議等（服務研修）                   担当 校長 

◆継承と変革～七尾中学校教職員「七つの約束」 

 １ 明るい笑顔 

 ２ ほめて伸ばす 

 ３ 叱り上手 

 ４ ホウレンソウ 

 ５ 時を守る 

 ６ チャレンジ精神 

 ７ 不祥事が決して起きない学校へ 

～「遠慮のかたまり」が失敗の温床となる～ 

 

① ４月 １日（金） Ａ 周知・徹底                      担当 校長 

           ＜資料＞廿日市市立七尾中学校学校経営方針 

               ○不祥事の起きない学校～さらなる信頼される学校へ 


