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  県事研だより 

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ３ 日 

臨 時 号    

岐阜県小中学校教育研究会 

事務職員部会 総務部 

 

県事研ホームページアドレス http://gifujimu.com/gx/ 

 

 

 

 

 

 

 

県小中学校長会 懇談会報告 

                         期日   令和３年６月１６日（水） 

場所   岐阜県校長会館 

参加者  校長会３名 県事研１１名※ 

１ 校長会参加者 

小中学校長会長（岐阜市立陽南中学校）       石原  学 様 

  要望活動委員長（岐阜市立本荘中学校）       早川  剛 様 

事務職員部会顧問（多治見市立陶都中学校）     岡田 海保 様 

 

  ※県事研側はコロナ対策のため人数を減らし，本部役員と専門部長が参加。理事は不参加。 

 

２ 説明内容 

（１） 小中学校事務職員研究会の研究推進について 

県事研では「子どもたちの豊かな育ちを実現する学 

校事務」を研究テーマとし実践を重ねています。 

学校運営への参画や支援ができるために，事務職員 

の資質・能力の向上，そして，「会員一人一人の意識 

改革」が必要と考えています。私たち事務職員が，「つかさどる」職としてそれぞれの学

校で「学校運営に主体的に参画する」ため，三つの研究の重点を定め，そのなかでも，

「岐阜県型共同実施の推進と確立」を最重点項目としています。 

これまでの取組によって，多くの市町で岐阜県型共同実施が広がりをみせています。し

かし，地域によっては課題もあります。また，事務職員のすべての悉皆研修に共同実施研

修が位置付けられたことにより，その中身を充実させていく必要も出てきました。こうし

た状況を受け，今年度より共同実施に特化した新しい「特別部」を立ち上げ，組織支援と

研修支援を柱に研究活動を進めているところです。 

    教育現場の課題解決や子どもたちのために，より良い教育環境を創造していくことがで

きるよう，また，チーム学校の一員として，「学校・子どもたち」に軸足を置くことを意

識しながら研究を推進していきます。 

 

（２）岐阜県版学校事務のグランドデザインについて  

岐阜県版学校事務のグランドデザインは，私たちの教育活動に対する思いを可視化し

た行動指針であり，仕事宣言でもある一方で，「子ども」の存在を中心に据えた，学校事
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務を行う上での基本構想です。グランドデザインでは「学びの環境を整備する」「学校・

家庭・地域をつなぐ」「組織を活性化する」という観点に立ち，次のような役割を果たす

事務職員を目指していきます。 

①学校の教育ビジョンを実現するために，学校のマネジメント機能の強化に役割を果た

す事務職員 

②子どもの姿で学校を語り，教員とともに学びの環境を創造する事務職員 

③地域とともにある学校において，学校と家庭，地域との連携・協働を推進する事務職員 

これらの役割を果たすために，外部研修や共同実施によるＯＪТ等を活用した必要な

知識の習得や資質・能力の育成を図り，教育と経営をつなぐ学校事務，他職や地域とつな

がる事務職員を目指したいと考えます。 

 

（３）学校事務研究構想について  

研究テーマは，「新しい時代に対応した学校事務体制の研究推進 ～ つなぐ・つむぐ

・Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ ～」です。平成３０年度に策定された「岐阜県版学校事務のグ

ランドデザイン」を受けて，グランドデザインとの調整を図った第五次研究構想後期版を

作成しました。 

私たちは，学校長の思い描く学校経営に対して適切に補佐できる事務職員を目指してい

ます。具体的には，①事務をつかさどる職として事務部を統括し，学校経営に参画する事

務職員②共同実施体制を強化し，学校事務の平準化・効率化を図る事務職員③地域や関係

機関との調整に携わり，信頼関係を構築する事務職員の三つの姿です。 

そのような事務職員を目指すため，取組の重点を「組織化と人材育成による事務機能と

経営企画機能の強化」としました。これは，市町村には共同実施体制を整備，校内には事

務部を設置し，市教育委員会等の校外組織である地域連携組織とかかわりをもつ一方で，

マネジメントに対応する資質や能力を身に付け，事務機能の向上や効率化，学校経営方針

に沿った企画の立案力や実行力を強化するということです。 

「研究部だより」では，県事研評価の集計による達成値から見えてくる各地区の学校事

務職員の現状，課題を明らかにして学校事務体制の改善を図ることや，方策を取り上げて

取り組み意識を高揚させています。また，県事研評価結果は自分の達成値を全県下や所属

の地区と比較して，日常の業務を振り返るとともに，県事研では県事研評価を活用して，

活動内容の検討や改善を図っています。 

標準的職務内容に沿って作成した「課題別マニュアル」のポイントは，「若年層，中堅

層，ベテラン層の３段階のキャリアステージ別」「キャリアに応じた目標となる取組の提

示」「カリキュラムマネジメントの要素」であり，事務部経営案の作成，共同実施組織や

教育委員会との連携のための活用を意図しています。 

 

（４）事務研究大会等について 

昨年度は，平成７年度以来２５年振りに岐阜県で全国大会が行われる計画となっていま

したが，新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言を受け８月の参集型での開催は中

止となりました。大会運営のために校長会様には，大会の後援をいただき，これまでの準

備等にかかわって多大なる御配慮・御協力をいただきましたことに御礼申し上げます。 

昨年度は参集型での研究大会などは，開催困難なためＩＣＴを活用したＷｅｂ開催（動

画配信）がほとんどでした。これらの大会を視聴するため，時間を設定し別室で集中して

視聴できることが望ましいのですが，職員室を離れることが難しく，職員室の自席で視聴

する場合もあり，来客対応や電話対応も併せて行っている方もいると聞いています。集中

して受けられるよう別室などで受講できるよう御配慮・御協力をお願いいたします。 

今年度から県事研では８月に開催していた夏季研を秋季研として，１０月２７日に予定

していましたが，昨年度同様Ｗｅｂ開催（動画配信）とし１０月２７日〜１１月２０日ま
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でを配信期間とする予定です。 

学校事務職員の多くが単数配置であり，校内での研修（ＯＪＴ）が行われにくい環境に

あります。研究大会へ参加することによって，他県や他地域の様々な最新の研究や実践の

情報を得て，自己の資質向上を図ることができます。また，その成果を還元することが，

学校事務職員の事務力向上だけでなく，広く学校の事務機能の強化にもつながるものと考

えていますので参加についての御配慮よろしくお願いいたします。 

 

（５）事務職員の研修について 

平成２９年３月に「岐阜県『教員のキャリアステージ』における資質の向上に関する指

標」と「教職員研修の基本構想図」，さらに「キャリアステージに応じたセンター研修講

座一覧」が県教育委員会より示され，教員の資質向上への取組の充実が図られています。

一方，事務職員はと申しますと，これまでの主任研修に加えて，平成２７年度に主査研修，

平成３１年度には課長補佐研修が位置付けられました。これにより，すべての補職で体系

的な研修が確立されました。しかしながら，岐阜県は東海４県のなかで，最も研修日数が

少ない状況です。研修は，学校で唯一の行政職として学校経営に参画し，教育活動の充実

を図るという視点を身に付けるために不可欠です。「教員のキャリアステージ」で教員の

求められる資質が示されているように，私たち事務職員も，目指す姿を明示し，到達目標

を定めた上で，研修体系を構築していく必要があります。 

県事研では，事務職員の専門性の発揮，主体的な学校経営への参画のため，補職に応じ

た資質を備えること，そして，今広がりつつある共同実施組織などの「リーダー層」を育

成することが必要だと考えています。研修制度の確立や充実について，校長先生方のお力

添えをお願いいたします。 

 

（６） 学校事務体制と事務機能の強化・確立について  

ⅰ）つかさどる職としての職務遂行と事務機能強化について  

県事研においても，学校事務を「つかさどる」職とし，私たち自身が自らの職務を振り

返る機会として, 「事務の日」ＰＲリーフレットを作成し，全会員へ配布しています。 

そして，学校運営支援室などの共同実施の取組も徐々に広がっています。このことによ

り，学校運営への組織的な支援が進むと同時に責任ある立場の事務職員が増えつつありま

す。 

学校教育法施行規則には，「小学校には事務長又は事務主任を置くことができる」とあ

ります。このうち“事務主任”については，県内全市町村で管理規則への記載がなされて

います。しかしながら“事務長”については，学校管理規則等の条文に「事務長」の記載

がある（※省令事務長）市町村は，今年度５月に行った調査ではわずか６市町（羽島市・

北方町・垂井町・関ケ原町・関市・下呂市）のみで，法的な体制はまだ整っているとは言

えないのが現状です。 

「事務長」を学校管理規則等へ位置付けることにより，つかさどる職である事務職員の

「一定の責任をもって自己の担任事項として処理し，より主体的・積極的に校務運営に参

画すること」の推進につながると考えます。 

（※省令事務長：市町村学校管理規則等の条文に記載，市町村教育委員会より発令） 

ⅱ）学校事務の共同実施（学校運営支援室）について 

県事研では，「子どもたちの豊かな育ちの実現」に向け，学校経営全般にかかる支援を

していくことを目的に，岐阜県型共同実施「学校運営支援室モデルプラン」を提案し，こ

れまで推進してきているところです。 

岐阜県の共同実施に関する動きとしては，平成３０年度に県教育委員会が岐阜県型共同

実施である「学校運営支援室」を推進する立場を明言され，教育事務所長会や市町村教育

長会等で説明していただきました。さらに，県教育委員会として共同実施組織を考慮した



- 4 - 

人事異動を行う方針も示されました。県校長会の要望事項にも挙げていただいたこともあ

り，今年度も二つの市・村で新たに「岐阜県型共同実施」が設置されました。 

岐阜県型共同実施の体制に取り組む意義は，事務職員の一人配置という条件を複数の事

務職員が組織的に業務事務を遂行することでクリアできること，さらには，学校運営の改

善に必要な事務を行い，それぞれの学校での校務運営への参画拡大を組織的に支援するこ

とです。「岐阜県型共同実施」の設置については，平成２５年度から引き続き県事研活動

の最重点課題として位置付けています。代議員会をはじめ，あらゆる機会を通して，県内

事務職員への啓発を行っています。 

また，「共同実施広め隊・進め隊」と称して，県内の事 

   務職員研究会や共同実施等からの要請で，「岐阜県型共同 

   実施」の概要・必要性等，取組のノウハウを県内に広める 

ための活動や，すでに「岐阜県型共同実施」が設置されて 

いる市町村に対しても，先進的な地域の事例を紹介するな 

ど，今後の取組等について支援する活動も行っています。 

取組内容や効果は，事務の適正化のために，諸帳簿点検や様式の統一を行うことで，よ

り確実に事務処理ができ，更には経験が浅い事務職員がベテランに課題解決の方法などを

学ぶことを通じて，人材育成による資質向上にもつながっています。さらに，教育委員会

との連携では，児童生徒のための有効な予算配分や執行，安心安全な学校として施設設備

の管理等の教育活動の支援を行っている市町村があります。また，共同実施協議会が設置

されている市町村では，共同実施協議会が学校事務を中心とする市町村全体の課題等を関

係者全員が共有し，改善策を協議・決定するなど，重要な役割を担っています。 

課題は，チームでの業務に慣れていないことをはじめ，リーダー育成の課題や市町村や

ブロック内のメンバー構成によりリーダー不在といった課題，学校間の距離や規模による

課題，事務職員自身の意識の差や理解不足，周りの理解が十分でないといった課題があり

ます。メンバー構成の問題は，一昨年県教育委員会が「共同実施組織を考慮した人事異動

を行う」方針が示されましたので，改善が進んでいくものと思われます。さらに，事務職

員の意識的な部分においても，「岐阜県型共同実施」が広がりをみせている状況の中で徐

々に改善されてきている部分はあるとは思われます。 

最後に，課題に対する改善策等についてですが，これまでに挙げた課題は，県教育委員

会による共同実施に関する方針・指針の通知や，県下統一の要綱モデルの提示等によって，

各市町村において行政機関として共同実施を位置付けることにより，改善される部分が多

くあります。県全体の学校事務の質の向上と安定によって，学校における事務機能が強化

され，学校のマネジメント力の向上を促し，県内全ての子どもたちの豊かな育ちを実現す

ることにつながると考えます。 

また，事務職員の人材育成に関する方針や，リーダー養成のための研修制度の整備等も

必要です。最初の方で触れました，平成３１年３月の「働き方改革に関する取組の徹底」

においても，「事務職員の職能成長について，各教育委員会が将来的な見通しを立てて，

事務職員の資質・能力等の向上の取組を進めること」と示されています。事務職員の研修

体系全般について指しているものですが，そのなかにあって，共同実施という組織をまと

め，協働させていくリーダーの育成が今後さらに重要になってくると考えられます。しか

し，先ほど事務職員の研修でも説明させていただいたように，特にリーダー層の研修につ

いては，他県に比べてかなり少ない現状があります。引き続き御指導や御助言をいただけ

たらと思っています。 
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３ 懇談内容  

 （１）事務職員の研修について   

県の教職員の育成指標が平成２９年度に作成されていますが，事務職員にはないと伺い

ました。人事評価・面談では目標やモデルがあるのに，育成指標がないのはおかしいと感

じます。また，教員の研修は，経験年数によって区切られていますが，事務職員は補職に

応じて資質能力の向上を目指した研修を行う方が良いということで理解しました。 

県職員研修所の講座の受講については，平成２９年度に門戸を少し広げているはずです。

募集に空きがある時だけ声がかかるとのことですが，昨年度はなかったということで残念

です。継続的に要望することで研修受講の道が開けるのではないかと思います。 

資質向上には研修の充実が大きいと感じました。県職員研修所の講座受講の願いや事務

職員の育成指標について，要望に取り入れていきます。 

昨年度のオンライン研修では，研修に集中することができない環境で受けられた方もお

みえになったとのことですが，管理職の認識や配慮が足りていないと感じ，申し訳なく思

います。 

今年度の秋季研もオンラインで行われるとのことですが，今後の研修については，働き

方改革の観点から時間短縮のためにも，参集とＷｅｂを内容に応じて使い分けていかれる

と良いのではないかと思います。 

 

（２）共同実施について   

共同実施が上手くいくことは学校にとってもプラスになりますので，これからも更に推

進され，より積極的に活動していただければと思います。モデルと実績を作っていくこと

が予算等をつけてもらう上でも大切です。本日お聞きした要望を，校長会として県教育委

員会に伝えていきたいと思います。 

 

（３）全般について   

 一番の印象は皆さんの熱意です。学校の事務仕事に加え，県事研が方向性を持って様々

な取組をしてみえるので，校長会として感謝するとともに，校長会にも周知していかなけ

ればならない思います。こういった営みが学校経営の大きな力にもなりますので，事務職

員と力を合わせていきたいと思います。校長が意識しないといけないので，共通理解を図

っていきます。 

現場では，若い教員や事務職員が増えています。ベテラン層がいなくなったときに教育

力を維持していくためにも，ここ数年は次の人材育成をしていくことが管理職の使命だと

思います。若い事務職員を，学校経営に少しでも参画いただけるような人材に育てること

が喫緊の課題です。事務職員部会の取組や支援が，現場に生きてくるのではないかと思い

ます。 

    学校経営面での事務職員からの指摘や働きかけは，管理職にとって力強いものです。県

事研の取組がベースにありますので，これからも良い取組をしていただけることが“ええ

顔”につながっていくと思います。子どもたちのためにお力を貸していただきますよう，

よろしくお願いします。 
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県教育委員会 懇談会報告 

期日   令和３年７月６日（火） 

場所   岐阜県庁 教育委員会室 

 参加者  県教委２名 県事研１０名  

１ 県教育委員会参加者  

教職員課 小中学校係 課長補佐     小倉 正裕 様 

  教職員課 小中学校係 主任       中藪 和基 様 

     

２ 説明内容（県校長会懇談と同様） 

（１） 小中学校事務職員研究会の研究推進について 

（２） 岐阜県版学校事務のグランドデザインについて 

（３） 学校事務研究構想について 

（４） 事務研究大会等について 

（５） 事務職員の研修について 

（６） 学校事務体制と事務機能の強化・確立について 

 

３ 懇談内容 

（１）研究推進等について 

    県事研評価のなかで「保護者や地域に向けての学校事務に関する情報発信」という項目

の数値が低いようですが，なかなか事務職員の方が地域に情報発信をする機会は少ないと

思います。学校のホームページのなかに事務職員からの情報発信用のタグを作ってもらい，

例えば事務職員はこんな仕事をやっていますよといったことを発信しても良いと思います。

毎月事務だよりを出すとなると負担になりますので，不定期でも良いのでホームページ等

を活用して情報発信されることも良い方法と思います。 

 

（２）事務職員の研修について 

４月１日付採用に伴う研修について，３月に希望者へ採用前研修を行っています。４月

初めに何日間か事務職員を集めることは，その間学校に事務職員が不在になるという問題

もあり，実質不可能という判断です。それに伴い１年目研修は年１回から３回に増やして

います。 

また，学校でのオンライン研修については，職員室に誰もいないため，やむを得ず職員

室で受講している事務職員もいるということは聞いています。研修時間については，しっ

かり確保していただけるように教育事務所を通じてお願いをしていきたいと思います。 

研修の回数について，他県より少ないということは認識していますが，単に回数だけを

増やすということより，質や中身をどう充実させていくかを考えないといけないと思いま

す。どのようなニーズがあるのか，こういう力をつけたいというものを示していただける

と研修の精選も進めることができますので，情報をいただければありがたいです。 

センター研修については，近年教育研修課が事務職員が参加できる研修を拡大していま

すので，積極的に参加していただきたいと思います。また岐阜県職員研修所研修の事務職

員の受講については，なかなか枠を増やせないという情報は聞いています。 

研修内容や体系に関わって，事務職員のキャリアステージにおける指標があると研修意

欲や意識も変わってくるというお話ですが，指標の検討はしています。策定する際に課題

となるのが，教員は国のものを参考として指標が出されていますが，事務職員の場合，県

独自で作るということになります。事務職員の意見も吸い上げながらとなると時間がかか

るのではないかと思います。県事研とも連携しながら進めていければと思います。 
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（３）共同実施について 

共同実施の方針について，県として統一で通知を出すの 

か，どこまで出すといいのか等検討しています。既に各市 

町村で共同実施が動き出しており，それぞれのスタイルで 

成果を上げられています。逆に課題もあると思いますが， 

統一した通知を出すことによりかえって共同実施の広がり 

が遅れる可能性も考えられます。同時に職務内容について 

も検討していますが，これまでに築き上げてきたことと県の出す方針とが違う可能性もあ

りますので，慎重に検討していきたいと思います。 

加えて共同実施組織については，持続できる組織にしていかないと後々苦しくなるので

はないかと思います。人事異動でその人が抜けてしまうと組織が機能しないということで

は組織として弱いと思います。こういう組織だからできるということが必要になります。

人事異動の課題なども含め検討していきます。 

今後，県教育委員会から方針を示した場合，市町村教育委員会の理解と協力がないと進

んでいきません。また，リーダー層にそれなりの覚悟がなければ，うまく機能しないと思

います。リーダー層の理解や意識がないと進められないこともありますので，研修等で少

しでも理解を深めていただければと考えています。 

 

（４）懇談を通しての御指導 

事務職員の皆さんが学校経営など一緒に考えていただき，グループで働き方改革を進め

ようとする方向は時流に沿っていると思います。共同実施についても，どの市町村にも当

てはまるためには，一つに絞りづらい部分もありますが，当方も精一杯検討させていただ

きたいと思います。 

事務職員の個々の能力は，大変優れています。チームになって更に良いものを目指して

いくためにも，研修や共同実施が必要だと認識しています。事務職員の職務環境や研修環

境等をより良くしていきたいと思いますので，また，御意見をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育表簿検討委員会の報告 

今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，書面でのやり取りを基本として，

関係各団体より意見を集約。 

岐阜県小中校長会役員会で検討後，岐阜県教育委員会からの指導を受け，今年度の改善

要望について，下記のとおりとしました。 

① 転任者書類袋 角２封筒 

・８番 「配偶者控除申告書(写)」を，「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金

額調整控除申告書(写)」に変更 

・１５番「出勤簿(写)(職員番号が変わる場合)」を，「出勤簿(写)昨年分・今年分(職員

番号が変わる場合)」に変更 

・１８番 講師社会保険個人調書(写)を削除し番号を上に詰める 

② 病気・特別休暇承認申請書＜Ａ４＞（様式休暇２） 

・今年度から様式変更となっているため対応を依頼 
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