
神奈川県立新羽高等学校 

令和３年度 不祥事ゼロプログラム方針 

 

第１回検証…８月   第２回検証…12月   第３回検証…３月 

 

課題と目標 

 課題 目標 
検証 

１ ２ ３ 

１ 法令遵守意識の向上 
公務外非行の防止、職員行動指針の周知・

徹底 
〇 〇 〇 

２ 

生徒に対するわいせ

つ・セクハラ行為の防

止 

職員一人ひとりが当事者意識を持ち、原

因・再発防止策について検討し、未然防止に

ついての効果的な取組を進める 

〇 〇 〇 

３ 
職場でのハラスメン

ト行為の防止 
〇 〇 〇 

４ 
体罰、不適切な指導

の防止 

体罰によらない指導への理解を深める 

教員間の相互チェックが働く体制を整える 
〇 〇 〇 

５ 

入学者選抜、成績処

理及び進路関係書類の

作成及び取扱いに係る

事故防止 

マニュアル等を厳守した適切な事務処理の

徹底及び職員同士の相互チェック機能の強化 
〇 〇 〇 

６ 
個人情報等の管理、

情報セキュリティ対策 

教務手帳の管理等、個人情報の適切な管理

の徹底 

パスワードの設定、誤廃棄防止の徹底 

〇 〇 〇 

７ 交通法規の遵守 
交通違反・交通事故防止 

酒酔い運転・酒気帯び運転の未然防止 
〇 〇 〇 

８ 業務執行体制の確保 
情報共有、相互チェック体制、業務協力体

制の確認・徹底 
〇 〇 〇 

９ 会計事務の適正執行 私費会計事務処理の周知・徹底 〇 〇 〇 

 

【活動状況＜１学期＞】 

（１）令和３年４月５日（月）事故防止会議（職員会議）【９】 

○副校長より、私費会計事務処理の周知・徹底について職員へ注意喚起を行った。今年度よ

り、会計関係書類は黄色ファイルに入れて対応することとした。 

（２）令和３年４月 12日（月）朝の打合せ【５・６】 

○学務グループより、「令和３年度版定期試験等における事故防止について」の資料を配付し、

職員への説明及び注意喚起を行った。 

（３）令和３年４月 22日（木）事故防止会議（職員会議）【事故防止課題全般】 

  ○副校長より、事故防止全般に関する意識啓発研修及び事故防止に係る課題、気になる点、困



っている点、ヒヤリハット、改善策等に係るアンケートを実施した。 

（４）令和３年４月 28日（水）事故防止会議（朝の打合せ）【６】 

○副校長より、教務手帳の適切な管理について職員へ注意喚起を行った。 

（５）令和３年５月 11日（火）事故防止会議（職員会議）【１・５・６】 

  ○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.121「児童・生徒の個人情報の取扱い」、

vol.111「定期試験・成績処理の事故防止」（昨年度版）等を配付し、資料をもとに職員への

説明及び注意喚起を行った。また、教科書選定に係る注意事項について、再確認した。 

（６）令和３年５月 18日（火）事故防止会議（朝の打合せ）【６】 

○教頭より、５月 19日（水）から定期試験返却完了までシュレッダーの使用を禁止すると連 

絡した。 

（７）令和３年５月 19日（水）朝の打合せ【５・６】 

  ○学務グループより、「定期試験等における事故防止について」の資料を再配付し、試験問題

等の保管等について職員への説明及び注意喚起を行った。（以後、テスト終了の５月 21 日

（金）まで毎日朝の打合せで注意喚起を行った。） 

（８）令和３年６月 23日（水）事故防止会議（職員会議）【２・３・６】 

○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.122「ＳＴＯＰ！ザ・セクハラ/わいせつ

な行為」、令和３年６月 16日付け、高校教育課長通知「個人情報の適切な取扱いについて」

を配付し、資料をもとに職員への説明及び注意喚起を行った。 

（９）令和３年６月 24日（木）事故防止会議（朝の打合せ）【１】 

  ○副校長より、令和３年６月 23 日付け、教育長通知等の資料をもとに職員への説明及び注意

喚起を行った。 

（10）令和３年６月 29日（火）事故防止会議（朝の打合せ）【６】 

○教頭より、６月 30日（水）から定期試験返却完了までシュレッダーの使用を禁止すると連 

絡した。 

（11）令和３年６月 30日（水）朝の打合せ【５・６】 

  ○学務グループより、「定期試験等における事故防止について」の資料を再配付し、試験問題

等の保管等について職員への説明及び注意喚起を行った。（以後、テスト終了の７月５日（月）

まで毎日朝の打合せで注意喚起を行った。） 

（12）令和３年７月７日（水）朝の打合せ【５】 

○学務グループより、共通の成績伝票を活用した適切な成績処理について、職員へ説明を行っ 

た。 

（13）令和３年７月 12日（月）事故防止センター【１・２・３】 

  〇事故防止センターにおいて、職場討議の日程（全職員が参加できる日程）及びテーマの検討

を行った。 

（14）令和３年７月 15日（木）事故防止会議（朝の打合せ）【１】 

  ○副校長より、令和３年７月 14 日付け、教育長通知等の資料をもとに職員への説明及び注意

喚起を行った。 

（15）令和３年７月 19日（月）事故防止会議（朝の打合せ）【１】 

○副校長より、令和３年７月 16 日付け、教育長メールについて説明及び注意喚起を行った。 

（16）令和３年７月 19日（月）事故防止会議（職員会議）【５・６】 



○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.123「定期試験・成績処理の事故防止」、 

臨時 vol.１「要配慮個人情報の取扱いについて」を活用し、資料をもとに職員への説明及

び注意喚起を行った。 

（17）令和３年８月 18日（水）事故防止センター【１・２・３】 

  〇事故防止センターにおいて、「教員によるわいせつ事案の根絶」について討議した。 

（18）令和３年８月 24日（火）事故防止会議（企画会議）【事故防止課題全般】 

〇事故防止について、１学期の振り返りを行った。 

（19）令和３年８月 25日（水）、26日（木）職場討議【１・２・３】 

  〇事故防止センター職員がファシリテーターとなり、全職員が（学年ごとに）「教員によるわ

いせつ事案の根絶」について討議した。 

 

【第１回検証】 

１学期は、本校の「令和３年度不祥事ゼロプログラム方針」におけるすべての課題に取り組ん 

だが、通知表への記載に関する事案２件、選択科目の選択に関する事案が１件あり、事案確認及 

びその対策について共通認識を図った。 

また、「セクハラ・わいせつな行為の防止」について、事故防止会議、事故防止センター会議 

及び全職員による討議を重ねて実施することで、課題についての当事者意識を高揚させるととも

に同僚性をさらに高めることが大切であること等を共通認識の徹底を図った。 

 

 

【活動状況＜２学期＞】 

（20）令和３年９月２日（木）事故防止会議（職員会議）【４・８】 

  ○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.124「体罰、不適切な指導の防止」を配付

し、資料をもとに職員への説明及び注意喚起を行った。また、調査書発行等における相互チ

ェック体制、業務協力体制の徹底について注意喚起した。 

（21）令和３年 10月７日（木）事故防止会議（職員会議）【１】 

  ○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.125「服務規律の遵守」を配付し、資料を 

もとに職員への説明及び注意喚起を行った。 

（22）令和３年 10月 12日（火）朝の打合せ【１】 

  ○校長より、令和３年 10月 11日付け、教育長通知「新型コロナウイルス感染症の感染防止に 

向けた取組の徹底等について」を活用して、校内で、たとえ勤務時間外であったとしても飲 

食を伴う会合を開催するなどの保護者の信頼を損なう行為、県民の疑念を招く行為が絶対に 

ないよう注意喚起を行った。 

（23）令和３年 10月 12日（火）事故防止会議（朝の打合せ）【６】 

○教頭より、10月 13日（水）から定期試験返却完了までシュレッダーの使用を禁止すると連 

絡した。 

（24）令和３年 10月 13日（水）朝の打合せ【５・６】 

  ○学務グループより、定期試験等における事故防止について職員への説明及び注意喚起を行っ

た。（以後、テスト終了の 10月 15日（金）まで毎日朝の打合せで注意喚起を行った。） 

（25）令和３年 10月 19日（火）朝の打合せ【６】 



○副校長より、令和３年 10 月 14 日付け、高校教育課長通知「個人情報の適切な取扱いと事

故防止の徹底について」を活用して、学校説明会に係る電子メールの送信に関する注意喚

起を行った。 

（26）令和３年 10月 27日（水）朝の打合せ【９】 

〇事故防止センターが主催、職員が講師となり、私費会計の適切な事務処理について研修し

た。 

（27）令和３年 11月 11日（木）事故防止会議（職員会議）【６】 

○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.126「個人情報の適切な取扱い・情報セキ 

ュリティ」を配付し、また、令和３年 11月９日付け、高校教育課長通知「個人情報の適切 

な取扱いについて」を活用して、職員への説明及び注意喚起を行った。 

（28）令和３年 11月 24日（水）事故防止会議（職員会議）【９】 

○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.127「適切な私費会計の取扱い」を配付し、

資料をもとに職員への説明及び注意喚起を行った。 

（29）令和３年 11月 30日（火）朝の打合せ【１】 

○副校長より、令和３年 11月 29日付け、教育長通知「教職員の不祥事根絶に向けた指導の徹 

底等について」等を掲示及び活用して、改めて、県議会決議や、「神奈川県公立学校教職員 

の倫理に関する指針」の趣旨に沿った行動の徹底を図るよう注意喚起を行った。 

（30）令和３年 12月２日（木） 朝の打合せ【６】 

○教頭より、12月３日（金）から定期試験返却完了までシュレッダーの使用を禁止すると連 

絡した。 

（31）令和３年 12月３日（金） 朝の打合せ【５・６】 

○学務グループより、「定期試験等における事故防止について」の資料を再配付し、試験問題

等の保管について等の職員への説明及び注意喚起を行った（以後、テスト終了の 12月８日

（水）まで毎日朝の打合せで注意喚起を行った。）さらに、副校長より、令和３年 11 月 30

日付け、高校教育課長通知「個人情報の適切な取扱いについて」を活用して、定期試験の

答案用紙の取扱いについて厳重な注意喚起を行った。 

（32）令和３年 12月 14日（火） 朝の打合せ【５】 

○学務グループより、共通の成績伝票を活用した適切な成績処理や出欠席の処理について、再 

度職員に説明を行った。 

（33）令和３年 12月 14日（火） 朝の打合せ【２・３・４】 

○教頭より、体罰及びセクハラの防止について、職員へ再度の説明及び注意喚起を行った。 

（34）令和３年 12月 22日（水） 不祥事防止研修会（職員会議）【６・７】 

○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.128「飲酒運転等の根絶に向けて」を配付

し、資料をもとに職員への説明及び注意喚起を行った。また、令和３年 12 月 20 日付け、

高校教育課長通知「個人情報の適切な取扱いについて」を活用して、改めて、定期試験の

答案用紙等個人情報の適切な取扱いの徹底を図るよう注意喚起を行った。 

（35）令和３年 12月 24日（金） 朝の打合せ【１・３・５・６・７】 

○副校長より、12月 22日付け及び 12月 23日付け教育長通知をもとに年末年始における教職 

員の綱紀保持及び教職員の不祥事根絶に向けた指導の徹底等について職員への説明及び注 

意喚起を行った。 



【第２回検証】 

２学期も本校の「令和３年度不祥事ゼロプログラム方針」におけるすべての課題に取り組ん 

だ。特に、成績処理及び進路関係書類の作成及び取扱いに係る事故防止について、マニュア 

ル等を厳守した適切な事務処理の徹底、職員同士の相互チェック機能の強化及び個人情報の管理 

の徹底を行うなどした。しかしながら、定期試験における模範解答の誤り１件や通知表への欠課 

時数の記載誤りに関する事案が１件あり、事案確認及びその対策について共通認識を図った。３ 

学期は、ヒヤリハット事案を防いでいきたい。 

 

 

【活動状況＜３学期＞】 

（36）令和４年１月 14日（金） 不祥事防止研修会【１・２・３】 

  ○不祥事防止研修用映像資料（ＤＶＤ）を活用し、生徒に対応する際の相談、指導のあり方に

ついて、ＤＶＤで具体的な場面を視聴しながら、教職員一人ひとりが適切な対応方法を考え、

議論し、不祥事防止のための同僚性の醸成に向けた組織的な支援・相談体制の充実について

検討した。また、「神奈川県公立学校教職員の倫理に関する指針」カードを全教職員に配付

し、教職員に求められる基本的な姿勢を確認した。 

（37）令和４年１月 19日（水） 朝の打合せ【１】 

○副校長より、１月 14日付け教育局長通知をもとに通勤手当の不適正受給及び欠勤に関する

事案について職員への説明及び注意喚起を行った。 

（38）令和４年１月 24日（月） 事故防止会議（企画会議）【５・８】 

  ○企画会議構成員において、通知表への欠課時数の記載誤りに関する事案の再発防止策につ 

いて検討した。 

（39）令和４年１月 26（水） 事故防止会議（企画会議）【５・８・９】 

   ○企画会議構成員において、推薦における大学出願の確認方法及び私費会計における相互チ 

ェック体制、業務協力体制の確認・徹底について、ヒヤリハット事案を活用して防止策 

を検討した。 

（40）令和４年１月 25日（火） 朝の打合せ【５・６・８】 

  ○教頭より、令和４年度入学者選抜に係る願書受付、志願変更受付が始まることを受け、マニ

ュアル等に従った適切な事務処理の徹底及び職員同士の相互チェック機能の強化について

再度確認を行い、注意喚起した。 

○学務グループより、「定期試験等における事故防止について」の資料を再配付し、試験問題

等の保管について等の職員への説明及び注意喚起を行った（以後、テスト終了の１月 28日

（金）まで毎日朝の打合せで注意喚起を行った。） 

（41）令和４年１月 27日（木） 不祥事防止研修会（職員会議）【５・８・９】 

○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.129「入学者選抜の事故防止」を配付し、 

資料をもとに職員への説明及び注意喚起を行った。また、（38）及び（39）で記載した件に 

ついて、共有した。 

（42）令和４年２月２日（水） 朝の打合せ【１】 

○副校長より、１月 31日付け教育局長通知をもとに診断書の改ざん及び欠勤に関する事案に

ついて職員への説明及び注意喚起を行った。 



（43）令和４年２月 10日（木） 不祥事防止研修会（職員会議）【１・２・３・５・６】 

○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.130「職場のハラスメントの防止＋メール

アドレス等の情報管理の徹底」を配付し、資料をもとに職員への説明及び注意喚起を行っ

た。また、副校長より、入試選抜業務について改めて事故防止へ向けた注意喚起を行った。 

（44）令和４年３月２日（水） 朝の打合せ【５・６・８】 

○学務グループより、成績処理についての資料を配付し、職員への説明及び注意喚起を行っ

た。また、副校長より、成績の確定について誤りのないよう相互チェック体制をしっかり

と機能させて行うよう再度注意喚起を行った。 

（45）令和４年３月４日（金） 朝の打合せ【５・６】 

○学務グループより、「定期試験等における事故防止について」の資料を再配付し、試験問題

等の保管について等の職員への説明及び注意喚起を行った（以後、テスト終了の３月９日

（水）まで毎日朝の打合せで注意喚起を行った。） 

（46）令和４年３月 10日（木） 朝の打合せ【９】 

○副校長より、私費会計事務処理の周知・徹底について職員へ注意喚起を行った。 

（47）令和４年３月 23日（水） 不祥事防止研修会（職員会議）【１】 

○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.131「コンプライアンス意識の醸成」を配

付し、資料をもとに職員への説明及び注意喚起を行った。 

（48）令和４年３月 30日（水） 不祥事防止研修会（職員会議）【１～９】 

○副校長より、不祥事防止職員啓発・点検資料 vol.132「風通しの良い職場づくり」を配付し、

資料をもとに職員への説明及び注意喚起を行った。 

○校長より、３月 24 日及び３月 28 日付け教育局長通知をもとに、教職員の不祥事根絶に向

けた指導の徹底について説明及び注意喚起を行った。 

 

【第３回検証】 

  ３学期は、入学者選抜業務及び成績処理に関して、管理職から職員へ繰り返し注意喚起を行っ 

たり、研修会を行ったりと重点的に対応した。その結果、職員全体で不祥事防止への意識が更に 

高まり、職員一人ひとりが当事者意識を持って、細心の注意を払って業務に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度 （新羽高等学校) 不祥事ゼロプログラムの検証等 

 

課題・目標別実施結果 

課  題 目  標 実施結果と目標の達成状況 

【１】 

法令遵守意識の向上 

公務外非行の防止、職員行

動指針の周知・徹底 

教育公務員としての自覚と職務に対する使命感を持

ち、県民から誤解を受けることのない行動をとること

を全職員で共有し、不祥事防止に努めた。 

【２】 

生徒に対するわいせ

つ・セクハラ行為の防止 

職員一人ひとりが当事者

意識を持ち、原因・再発防止

策について検討し、未然防止

についての効果的な取組を

進める 

 

 

人格形成上きわめて重要な時期である生徒を指導し

ているという認識及びその職務責任の重さを再確認

し、予防に向けて職員間のコミュニケーションや同僚

性が大切であるという意識を全職員で共有し、不祥事

防止に努めた。また、職員間のハラスメント行為の防

止についても同様であることを共有し、今年度設立し

た事故防止センターからの研修会等でも再確認した。 

【３】 

職場でのハラスメント

行為の防止 

【４】 

体罰、不適切な指導の防

止 

体罰によらない指導への

理解を深める 

教員間の相互チェックが

働く体制を整える 

職員間のチェック機能を働かせ、体罰を加えてはな

らないことはもちろんのこと、不適切な言動が生徒を

傷つけ、深い心の傷を残すことを全職員で共有し、不

祥事防止に努めた。 

【５】 

入学者選抜、成績処理及

び進路関係書類の作成及

び取扱いに係る事故防止 

マニュアル等を厳守した

適切な事務処理の徹底及び

職員同士の相互チェック機

能の強化 

成績処理、調査書作成及び入選業務の誤りがその生

徒や受検者の一生を左右しかねない重大な事故につな

がることを改めて全職員で共有し、不祥事防止に努め

た。 

【６】 

個人情報等の管理、情報

セキュリティ対策 

教務手帳の管理等、個人情

報の適切な管理の徹底 

パスワードの設定、誤廃棄防

止の徹底 

個人情報の大切さを改めて認識するとともに、教務

手帳や個人情報の管理及び誤廃棄防止の徹底を全職員

で共有し、不祥事防止に努めた。 

【７】 

交通法規の遵守 

交通違反・交通事故防止 

酒酔い運転・酒気帯び運転

の未然防止 

 

交通ルールを守り、交通事故を起こさないことは当

然のことであり、人身事故は多くの人々に様々な影響

があることを、改めて全職員で共有し、不祥事防止に

努めた。 

【８】 

業務執行体制の確保 

情報共有、相互チェック体

制、業務協力体制の確認・徹

底 

風通しのよい職場づくりが円滑な業務執行につなが

ることを改めて全職員で共有し、不祥事防止に努めた。 

【９】 

会計事務の適正執行 

私費会計事務処理の周

知・徹底 

私費は保護者から預かっているという認識を持ち、

適正な会計処理を行うことの重要性を全職員で共有

し、不祥事防止に努めた。 

 

○ 令和３年度不祥事ゼロプログラム全体の達成状況と令和４年度に取り組むべき課題 

（学校長意見） 

今年度も不祥事防止に向けた取組を繰り返し実施した。特に、「生徒に対するわいせつ・セクハラ行為の防止」、「個

人情報等の管理、情報セキュリティ対策」及び「入学者選抜、成績処理及び進路関係書類の作成及び取扱いに係る不

祥事防止」について重点課題として取り組み、管理職からの指導だけでなく、今年度設立した事故防止センターが中

心となり研修会を実施したり、各グループ、学年及び教科等で防止策を考えたり、職員一人ひとりが未然防止に取り

組んだ。 

次年度も上記重点課題をはじめとした不祥事の根絶に向けて指導や研修を徹底し、県民の信頼を失わないとともに 

職員を守るためにも職員一人ひとりを的確に把握し、本校の全職員が当事者意識を持って、一層の取組推進を継続し

ていく所存です。 


