
服務規律研修実施記録 

 

 

実施日 平成２７年４月９日（火） 

時 間 １４時５０分～１５時１５分 

担当者（役職・氏名） 総括事務主任 羽場 千恵美 

内容（テーマ） 
・学校諸費会計の取り扱いについて 

 

資料 等 学校諸費会計の取り扱いについて（平成 27年４月）他 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

資料読み合わせ 

 

内容 

意見 

感想 

等 

○神石高原町立小・中学校学校諸費会計等取扱要綱に基づき，

油木小学校の学校諸費会計の取り扱いを行っていくことを確

認する。 

 

○学級会計処理・各様式の記入についての説明を行う。 

 

〇懲戒処分の指針の「公金等取扱い関係」についての部分を確

認する。 

 

 



服務規律研修実施記録 

 

 

実施日 平成２７年５月２８日（木） 

時 間 １５時５０分～１６時２０分 

担当者（役職・氏名） 教務主任 妹尾真由美 

内容（テーマ） 情報管理 

資料 等 服務研修 情報管理 資料 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

資料読み合わせ 

内容 

意見 

感想 

等 

○個人情報漏えい事故の実態を知る。 

 

○事例を読み，自分のこととして考える。 

・USB紛失 

・個人情報の書類の紛失（風にとばされた事例） 

・個人情報を飲酒後に紛失 

・連絡カード紛失（保管管理が十分でない事例） 

・児童の写った写真を Twitterに掲載 

 

○日常に潜む危険チェックシート「研修帰りのカフェ」を使い，

危険な部分を話し合う。 

 

 学校内，学校外において，思わぬところや，気の緩んだとこ

ろで個人情報を漏えいしてしまう危険性がある。自分は個人

情報を扱っているという自覚と責任をもち，危機管理の意識

を高めておく必要がる。 
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実施日 平成２７年６月２２日（月） 

時 間 １６時２０分～１６時５０分 

担当者（役職・氏名） 生徒指導主事 浅邊 将邦 

内容（テーマ） 交通ルール 

資料 等 服務研修 交通標識 資料 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

資料読み合わせ 

テスト 

内容 

意見 

感想 

等 

○ おもに油木，福山市街で見られる交通標識についてその標識

が表す意味について，全体で確認をした。 

○ 主な交通違反と罰則金の一覧表を見て，どんな行為が違反に

なるのかを全体で確認した。 

○ 道路標識，路側帯の表示など普段の生活でつい見落としがち

になるものについてもサイド確認をし，全体で交通ルールを

順守していくことを確認した。 

 

普段から交通安全には心がけても，少しの油断が重大な事故

につながることがある。また，それは学校組織にも多大な被害

を与えるものであり，職員一人一人が組織の一員である以上，

自覚をもって交通ルールを守っていくことが大切であると改め

て考えることができたと思う。 
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実施日 平成２７年７月３０日（木） 

時 間 ９時００分～９時３０分 

担当者（役職・氏名） 研究主任 住原紀恵 

内容（テーマ） 体罰防止・保護者対応 

資料 等 「教職員による不祥事の根絶」（体罰等根絶） 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

資料読み合わせ 

内容 

意見 

感想 

等 

○保護者対応Ｑ＆Ａ 

体罰を求める保護者 

・体罰は法律で禁止されている行為であることを丁寧に説明し，

理解を求める。 

・体罰は信頼関係を崩し，不信感を生むことになる。 

・児童生徒が「問題は暴力で解決できる」と誤解しかねない。 

・問題の本質的な部分を変えることにならない。 

・いじめ，暴力行為の発生につながる恐れがあることを説明し，

理解を求める。 

 

○体罰の事例・児童生徒に及ぼす影響 

・精神的に大きな影響を与える。（ＰＴＳＤ） 



服務規律研修実施記録 

 

 

実施日 平成２７年８月２７日（金） 

時 間 １４時００分～１４時４０分 

担当者（役職・氏名） 指導教諭 髙延 恵 

内容（テーマ） 体罰防止 

資料 等 長崎県教育委員会ガイドライン「体罰の根絶に向けて」 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

ロールプレイ・資料読み合わせ 

内容 

意見 

感想 

等 

○授業中の児童への対応について 

１ 場面理解 

２ どう指導するか記入 

３ ロールプレイ 

４ 振り返り 

 

 

○体罰について 

１ 体罰の定義 

２ 児童理解に基づく指導力向上について 

３ 上手なしかり方・ほめ方 

４ アンガーマネジメントについて 



服務規律研修実施記録 

 

 

実施日 平成２７年９月２５日（金） 

時 間 １６時４０分～１６時５０分 

担当者（役職・氏名） 教務主任 妹尾真由美 

内容（テーマ） 政治的活動 

資料 等 服務研修 政治的活動 資料 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

政治的活動に関する演習 

資料読み合わせ 

内容 

意見 

感想 

等 

○政治的活動に関する事例を提示し，各自で考える。（演習） 

 

○教職員の選挙運動等の制限について，読み合わせをし，制限

されている具体的な事例を理解する。 



服務規律研修実施記録 

 

 

実施日 平成 27年９月 29日（火） 

時 間 １６時４５分～１７時１５分 

担当者（役職・氏名） 総括事務主任 羽場 千恵美 

内容（テーマ） 
・学校諸費会計の取り扱いについて 

 

資料 等 学校諸費会計の取り扱いについて（平成 27年４月）他 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

資料読み合わせ 

 

内容 

意見 

感想 

等 

〇懲戒処分の事例をもとに,研修する。 

〇懲戒処分の指針の「公金等取扱い関係」についての部分を確

認する。 

○神石高原町立小・中学校学校諸費会計等取扱要綱に基づき，

油木小学校の学校諸費会計の取り扱いを行っていくことを確

認する。 

 

〈感想〉 

＊伝票等簡素化でき,改善している。 

＊めんどうであるという気持ちもあるが,適正に行うことで, 

 学期会計報告がきちんとできた。 



服務規律研修実施記録 

 

 

実施日 平成２７年１０月２６日（月） 

時 間 １６時４０分～１６時５０分 

担当者（役職・氏名） 教諭 村上華那 

内容（テーマ） 飲酒運転防止 

資料 等 

「教職員による不祥事の根絶」（飲酒運転防止） 

「サッポロビール株式会社 HP」

（http://www.sapporobeer.jp/tekisei/special/check_quiz/index.html） 

「青森県教育委員会研修資料―教職員の非違行為根絶のために

―」 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

資料読み合わせ 

内容 

意見 

感想 

等 

○飲酒運転に関する道路交通法の改正内容についての説明。 

運転者本人に対する罰則 

・「酒酔い運転」「酒気帯び運転」「飲酒検知拒否罪」「ひき逃げ」

に対する罰則について説明し，理解を求める。 

・違反行為の点数にもとづき，過去に行政処分がない場合でも 1

度の酒気帯び運転で免許取り消しになる。 

・飲酒検知を拒否しても罪になる。 

飲酒運転を助長したものに対する罰則 

・酒気を帯びて飲酒運転をするおそれがある者に対する車両提

供 

・飲酒運転をするおそれがある者に対する酒類の提供 

・車両の運転者が酒に酔った状態にあること，または酒気を帯

びていることを知りながら，自己の運送の要求・依頼をして

その車両に同乗 

○飲酒に関する正しい知識についての説明。 

○非違行為がもたらす不幸について考え危機管理意識を高め

る。 

○チェックリスト 

http://www.sapporobeer.jp/tekisei/special/check_quiz/index.html
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実施日 平成 ２７年 １１月 １７日（火） 

時 間 １６時１０分～１６時４５分 

担当者（役職・氏名） 教諭 谷本 晃也 

内容（テーマ） 交通事故 

資料 等 
・交通安全ニュース   ・交通事故防止運動ポスター 

・償い 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

油木交番所長講話 

内容 

意見 

感想 

等 

○交通事故の現状 

・交通事故死者数について 

・アンダー90作戦について 

○交通事故発生時の措置 

・負傷者救護 

・危険防止の措置  この３つは直ちに行うこと！ 

・警察への届出 

○ひき逃げ，当て逃げについて 

・ひき逃げでは，たとえ被害者が「大丈夫」と答えても，必ず

警察に届けること。 

・当て逃げでも，「このくらい」と自分で判断せず，届け出る。 

・刑事責任・行政責任・民事責任について 

○飲酒運転の根絶 

・罰則について 

・運転者以外の罰則もあることを理解する。 

○交通事故を防ぐためには 

・認知，判断，操作＋反応時間が大切。 

・ライトの早期点灯を！ 



服務規律研修実施記録 

  

 

実施日 平成２７年１２月２２日（火） 

時 間 １６時 ２０分～１６時 ４５分 

担当者（役職・氏名） 教諭 荒尾 光子 

内容（テーマ） 保護者対応 

資料 等 場面状況等設定 資料 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

ロールプレイ 

内容 

意見 

感想 

等 

○保護者からの訴えの内容を知り，役割演技をする。 

 

○グループごとにシェアリングする。 

・子どもの訴えをきちんと聞かなければならない。 

・保護者の言っていることがすべて正しいのかどうか確認する

と言って，毅然と対応する。 

・自分の学級経営に自信を持ちすぎず，子どもたちの様子を見

たり，変化に気づいたりしてその場に応じた対応ができるよ

うに心がける。 

 

○保護者の思いを知り，これからの保護者対応に生かす。 

・子どもの思いをきちんと聞いてほしい。 

・何とかしようと努力する姿勢を見せてほしい。 

・丁寧に対応してほしい。 
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実施日 平成２８年 １月１５日（金） 

時 間 １６時３０分～１７時０５分 

担当者（役職・氏名） 教諭 真加部 和子 

内容（テーマ） セクシャル・ハラスメント等の防止 

資料 等 教職員による不祥事の根絶（平成２６年４月）資料 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

事案分析・グループ協議 

内容 

意見 

感想 

等 

○個人で資料を読み，事案理解・事案分析をする。 

 

○グループに分かれて，協議のポイントに沿って意見を出し合

う。 

 

○全体で「セクシャル・ハラスメント事案を防ぐために気をつ

けること」について，意見を交流しあった。 

 ・チェックシートとうの活用で，常に意識を高めておく。 

・一人で抱え込まず，常に職員間で交流し，共有しあう。ま

た，何でも言える人間関係を築く。 

・自分事として捕らえ，油断しない。 

 

○まとめをした。 

 ・公務員として，責任を果たす。児童を守ること，学校の信

頼を裏切らないことが大切。 

 ・個人としては，家庭はもとより，人生が崩壊することをよ

く心に留めておくこと。 
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実施日 平成２８ 年２ 月 ２２日（月 ） 

時 間 １６時  １０分～１６時 ３５ 分 

担当者（役職・氏名） 養護教諭 平井 裕子 

内容（テーマ） モンスターペアレンツへの対応 

資料 等 場面状況等設定資料  資料添付 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

事例分析・グループ協議 

内容 

意見 

感想 

等 

○３事例から１事例ずつ選び，３チームに分かれて，対応の仕

方を話し合う。（ロールプレイを取り入れたチームもあり。） 

○どの事例も学校側の答えは「ＮＯ！」であるが，ストレート

に結論を告げない。 

・「ＮＯ！」と言う為の回答をみつけようとしがちだが，保護者

の話や思いをしっかり語らせ，聞く。 

・保護者の思いに共感・受容したり，教師の経験を語ったりし

ながら，心をときほぐす。 

○教師として「いつも子どもを大切に考えている」というスタ

ンスをぶらさない姿勢をもつこと。また，そのことを保護者

に伝える。 

○まとめ 

・必要に応じて事実確認をおこなうこと。 

・保護者の話をしっかり聞くこと。 

・校長先生より新情報提供→交渉人の協力を得る為の保険に加

入する教師もいる時代となっている。 
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実施日 平成２８ 年３ 月 ２４日（木） 

時 間 １４時  ４５分～１５時 １５分 

担当者（役職・氏名） 教 頭 平岡 昌子 

内容（テーマ） 服務研修 まとめ 

資料 等 神石高原町不祥事防止対策協議会報告書 

実施形態 

（ロールプレイ・ 

事例分析・ 

資料読み合わせ 

等） 

資料 読み合わせ 

グループ検討 

交流 

内容 

意見 

感想 

等 

○神石高原町不祥事防止対策協議会報告書の p４～６ 

 読み合わせ 

 

○各自のチェックを思い出しながら，来年度の町の重点である

「仕事へのやりがいを持たせる」ための方策を考えた。 

 

○二人組みで検討 

 

○交流（主な意見） 

 ・達成感が必要であり，ロードマップなどを用いて仕事を計

画的に行っていく。 

 ・適切な評価 

（ほめ合う，時には厳しく。コミュニケーションが必要） 

 ・みんなが意見を言い合い，認め合う。 

 ・役が人を育てる。任せて達成感を持たせる。 

 ・仕事の意義を理解して，仕事に従事する。 

 ・若手による若手の研修。 

 

○来年度の不祥事防止委員会で，柱を決めて取り組む。 
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