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令和３年度 秋季研修会（Ｗｅｂ開催）報告 

 

期日 令和３年１０月２７日～１１月２０日 

 

例年８月に行われていました夏季研修会が，今年度より秋季研修会となりました。本来であれ

ば，１０月２７日に不二羽島文化センターにて開催予定でしたが，コロナ禍の状況のなか，今年

度はＷｅｂ方式にて実施しました。開催期間中，多くの方に視聴いただけたようです。またアン

ケートにも御回答・御意見をいただきました。Ｗｅｂ配信ということで，「自分の都合の良い時

間に視聴することができる」「何度も見直すことができ，メモを取りながら聞くことができる」

といった回答や「意見交流できる場があるといい」といった御意見もいただきました。今後の研

修会に生かしていきたいと思います。 

 

 １ 研究部・特別部活動報告提案 

   研究部報告では，ＳＭＤを目指すために，「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」に重点を置き，実践のための方法として，ステップアップ式課題別マ

ニュアルの活用方法の紹介をしました。若年層にとっては，キャリアに応じた取り組みが分

かることで何ができるのかを考える手立てになり，またベテラン層の取り組みを見ることが

できるため自分のキャリアステージ（将来像）を考える際にも効果的に使用できると思いま

す。 

特別部報告・提案では，「事務職員の標準的職務内容におけるキャリアステージ（補職

等）ごとのめざす姿（例示）～校務運営への主体的・積極的な参画をめざして～」Ｖｅｒ．

０版が提案されました。標準的職務内容が改正され，求められる職務の領域が広がりました。

「キャリアステージごとのめざす姿」には，補職ごとに必要な資質・能力・具体的な取組内

容が記載されており，個人や組織で実行しやすい内容となっています。一人一人が「校務運

営への参画のきっかけ」，「今後の事務職員について考えるきっかけ」になればと思います。 

  

第１９５号の内容 

・秋季研修会報告 

・研究部ＰＲ 

・スキルアップ研修【基礎講座】報告 

・ほっと一息コーナー 

・公立小中学校事務職員１年目研修会報告 

・市町村の研究内容紹介（美濃市） 
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２ 【事務の日セミナー】 「チーム学校」における事務職員への期待  

岐阜県教育委員会 教職員課 教育主管 青木 孝憲 様 

   令和３年度「事務の日」によせて講話をいただきました。学校の働き方改革，時代に応じ

た学校の在り方，チーム学校，共同実施等，事務職員の存在について期待をこめてお話をし

てくださいました。“チーム学校でそれぞれの良さや強みを生かした組織的対応をしていく。

そのなかで事務職員の強みである行政的な視点を生かしていってほしい。共同実施から共同

学校事務室へかわることで，学校経営への積極的な参画，働き方改革のキーパーソンとして

期待している。より主体的・積極的に校務運営に参画できる環境整備について，いろいろな

場で伝えていきたい”と，力強く熱いお言葉をいただきました。 

                                  

 ３ 【室長等リーダー研修】 「令和２年度中央研修伝達講習」   

令和２年度中央研修受講者 

羽島市立中島中学校   岡田 靖子 様 

関ケ原町立関ケ原小学校 小松 大輝 様 

御嵩町立伏見小学校   酒向  稔 様 

   令和２年度中央研修受講者の３名の方から「学校組織マネジメント」「カリキュラム・マ

ネジメント」「コミュニティ・マネジメント」「財務マネジメント」「リスクマネジメント」

「スタッフ・マネジメント」について報告されました。チーム学校改革は，改善の先には子

どもの幸せＷｅｌｌ ｂｅｉｎｇがあることを忘れないように情報収集して改善につなげる

こととありました。学校を取り巻く環境の変化等に対応できるように，広い視野をもち，チ

ーム学校の一員として自分たちができることを考えていきたいと思います。 

                                 

 ４ 「ＧＩＧＡスクール構想後の学校ＩＣＴ機器の整備と管理」  

（株）内田洋行 営業本部 教育機器事業部 西日本営業部 渡部 優輝 様 

ＧＩＧＡスクール構想の始まりから今後の学校に必要なＩＣＴについて話をしていただき

ました。これからの教育環境整備について，教材整備指針の改定や理科教育振興関連法の改

正，ＧＩＧＡスクール構想の実現など具体的に説明していただき，今後の備品購入の参考に

なる資料が提示されました。ＩＣＴ環境整備が急速に進んでいる状況のなかで，事務職員が

積極的にかかわり，提案していくことができるのではないかと思いました。 

  

 

 

 

 

研究部 活動紹介動画は今年度末まで見られます！ 
R3秋季研修会の研究部の活動紹介動画を県事務研HPにて， 

今年度末まで公開しています。 

課題別マニュアルの活用について紹介していますので，ぜひご覧ください。 
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スキルアップ研修【基礎講座】報告 

関市立板取小学校 奥田 晃大 

期日 令和３年７月２７日（火） 

 

今年度のスキルアップ研修【基礎講座】は，新型コロナウイルス感染症の影響により，各校で

ＺＯＯＭをつないで講義を聞く形式でした。講義の内容は，事務職員に求められている資質・能

力のなかの「連携・協働」の話が中心で，情報発信の必要性やその方法，効果について教えてい

ただきました。 

まず，外部に向けて情報を発信している事務職員は，現状あまり多くはありません。何故その

ような状況かというと，以下のような考えがあるからです。 

１ 外部への情報発信は事務の仕事ではない。 

２ 広報以外で学校運営には参画できる。 

３ 事務職員は，児童生徒や保護者とかかわる必要はない。 

しかし，市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容には，広報関係事務が具体的事務の例示

として挙げられています。また，情報管理・提供に関する事務の役割を果たすことで，結果的に

学校経営の役割も果たせているといえます。そして，個人的な意見ですが，事務職員も学校経営

に参画していくには，子どもや保護者がどのような人か，学校での生活や家での様子など知って

おく必要があると思います。 

このような理由から，事務職員も積極的に保護者に向けて情報を発信していった方が良いとい

う事が分かると思います。ではどのような内容で発信すれば良いでしょうか。 

発信する内容は，事務職員ならではの目線で伝えられることが良いと思います。例えば，学校

備品・学校徴収金等のお金・施設関係などです。こういった情報には，子どもたちの普段の様子

などがかかわってくることもあり，学校便りではあまり伝わらない情報も伝えることができるか

もしれません。保護者にとって新鮮な情報を発信することで，相手を知ることでの安心感や信頼

が生まれ，事務職員が保護者の窓口の一つとなることもあるかもしれません。 

次に情報発信の方法についてなのですが，伝える相手や状況に適したものであればどのようで

も良いです。（例：事務便りの発行，校内への掲示等）今回の講習では，事務便りを発行する方

法を取られていました。 

この時，先生が大切だと言われたポイントは，お便りの発行は，目標達成のための「手段」で

あり作ること自体が「目的」になってはいけないということです。どうしてこの情報を発信した

いのか，何を伝えたいのか，という想いが大事であることを忘れてはいけないと言われました。 

私も，手段が目的になってしまうことがよくあるので，お便り発行だけではなく，どのような

ことでも基本に立ち返ることを意識しようと思いました。 

研修の最後には，実際に今年度購入した備品の資料を基に，備品をテーマにした事務便りの原

案を作りました。大まかなデザインや，どんなことをどこに書くかは，講師の先生がある程度ベ

ースを作ってくださり（図１），そこに詳しい説明や自分の思いを書き入れました。 

また作成の際は，表にまとめるなどして文章が長くならないようにする，間違った解釈になら

ないよう法的根拠などはしっかり調べ，正確に

記載するなどのポイントも教えていただきまし

た。 

 その後，研修の成果を試すために，研修の最

後に作ったものを基にして，保護者向けの事務

便りを作成してみました（図２）。イラストや

写真，枠を使うことで，硬くなりすぎない雰囲

気を作ることができましたが，一方で上手く内

容がまとめられず，文字が多くなってしまいま

図１ 
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した。実際に作ってみると，情報を調べたり，イラストやレイアウトを考えたりすることで自分

の力になっている実感が湧きました。 

 今後もお便りだけではなく，実際にお話をするなどをして保護者の方に信頼してもらえる事務

職員を目指していきたいと思います。 

 

図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほっと一息・・・ 

私は文房具が大好きです。 

デザインが素敵なもの，使いやすいもの，手

に良く馴染むもの，色が綺麗なもの，好きな生

き物やキャラクターが描かれているもの，贈り

物として貰ったもの，思い出が詰まっているも

の…。机の中はお気に入りの文房具でいっぱい

です。 

  ほぼ毎週近所の文房具屋さんへ通い，新商品

をチェックしています。何度行っても新たな発

見があり，飽きることがありません。ついつい

買いすぎてしまうのが悩みの種です。 

  お気に入りの文房具は，手にしているだけで気持ちがわくわくして，仕事も捗ります。 

  皆様もお気に入りの文房具を，見つけてみてはどうでしょうか。 

 

総務部 若井 
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公立小中学校事務職員１年目研修会報告 

 

養老町立養北小学校 末松 柚葉  

期日 令和３年１１月１日（月）  

場所 岐阜県総合教育センター   

 

１ 「表計算ソフトによる給与事務等の処理について」 

＜岐阜市立加納中学校 事務主任 水尻 正博 様＞ 

ここでは，文書作成ソフトと表計算ソフトについて，様々な実践例から機能を学びました。文

書作成ソフト編では，文書を正しいレイアウトに整えるためのインデントやタブキーの便利な使

い方，ラベルシール印刷の仕方などを学び，また表計算ソフト編では，基本の関数や条件付き書

式を使った表作成などを行いました。そして今回の研修課題は，資料を見ながら個人でも取り組

めるように講師の方が整えてくださったため，後日，研修で使用したデータをいただいて「自動

車免許有効期限の管理」を自分で作成しました。関数を使うことに慣れておらず苦労しましたが，

有効期限がひと目でわかる便利な管理表ができあがりました。これからは，これらソフトについ

てより勉強をし，事務の効率化を図りたいと思います。 

   

２ 講話と演習「岐阜県教育ビジョンと学校事務職員について」 

＜教職員課 小中学校係 主任 中藪 和基 様＞ 

ここでは，２０１９年３月に策定された「第３次岐阜県教育ビジョン」の概要と，中教審の答

申から，これらが事務職員の仕事にどうかかわってくるか，また事務職員という仕事は今後どう

あるべきなのかということについて学びました。様々なことが急激に変化し予測が困難な現代社

会においては，自らの力で課題を解決し，進んでいく必要があります。そのためには「自立力」

「共生力」「自己実現力」という三つの力をつけた「地域社会人」子どもの育成をする必要があ

るということで，事務職員としてそのような子どもを育てる一助となるには具体的にどのような

ことができるのか考えなければならないと感じました。 

 

３ 給与事務にかかわる質疑応答 

＜教職員課 給与係 主査 江川 達也 様＞ 

ここでは，給与事務にかかわる質問について，給与事務の手引きや法令要覧などで根拠を探し

ながら解説していただきました。産休や育休，病休の処理についてはまだ経験していないため，

事前に注意点について知ることができてありがたかったです。県職員という立場上，普段からど

のような仕事にも法的根拠をもって行わなければならないことを改めて痛感しました。 

  

４ 法令演習及び服務に関する質疑応答 

＜教職員課 小中学校係 主任 中藪 和基 様＞ 

ここでは，服務に関する質問について解説していただきました。勤務時間の振替や会計年度任

用職員の年休などが話題として挙げられました。そのなかでも特に勤務時間の振替については，

事象によって代休を取れる期間が違うため，法や条例などに基づき，注意しながら対応しなけれ

ばならないことを学びました。 

 

【研修会を終えて】 

実践からはじまり，県の教育ビジョンや法令の話など，これから事務職員の仕事をしていく上

で絶対に必要なことを多く知ることができ，また常に学び続けなければならないことを実感する

ことができた研修でした。日々勉強を重ねながら，先生方はもちろん，子どもや地域の方からも

信頼されるような事務職員になれるよう，精進していきたいと思います。 
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美濃市事務職員部会 
【 会 長 名 】  美濃市立中有知小学校  深堀重子 

【 学 校 数 】  小学校：５校  中学校：２校  合計：７校 

【事務職員数】  小学校：５名  中学校：２名  合計：７名 
 

【今年度の研究テーマ】 

  子どもたちの豊かな育ちを実現する学校事務 

   － 学校間の連携を密にし，学校事務の効率化および教育環境の整備を図る － 
 

【研究会組織の概要】 

  美濃市教育研究会事務職員部会としては，年４回の研修を行っています。また，美濃市学校

事務職員学校間連携協力会として，市内全７校１グル－プで年８回実施しています。役員は，

事務職員部会の部長及び副部長が，学校間連携協力会のグル－プ長及びサブリ－ダ－を兼ねて

います。 
 

【今年度の研究】 

  美濃市では，この数年急速に世代交代が進んでおり，今年度は採用後１・２年目の事務職員

が半数以上を占めています。そのため，今年度事務職員部会としては，事務の平準化を図り，

これまでの経験から得た情報を次世代につないでいくために，資質向上研修を主に行っていま

す。 

アンケ－トを基に研修したい内容を絞り，各種手引きや初任者向けマニュアル，過去の事例

から，以下について研修を行いました。 

   ７月  学校徴収金，転出入，保護者向け文書の作成 

   ８月  旅費，教科書，備品システム，特別休暇 

  １１月  年末調整，県会計年度任用職員，諸手当届出のためのガイドブック 

  また，他校の実践を参考にして自校の事務処理に生かすために，事務引継簿やファイリング，

予算執行状況等の各校の実践交流を行いました。 

  共同実施については，昨年度までに引き続き，「美濃市学校事務職員学校間連携協力会」と

して実施しています。昨年度，市教育委員会より，現状の学校間連携は共同実施組織として十

分機能しているとの評価を得る一方，岐阜県型共同実施（学校運営支援室）への移行は考えて

いないとの回答を得ました。 

そのため，「美濃市学校事務職員の学校間連携及び協力のためのグル－プ運営計画」を作成

し，子どもたちの豊かな育ちを実現する学校教育の充実を目指すために，現状でできる活動を

模索しました。具体的には，昨年度までの情報交流に加え，事務職員一人一人が責任を自覚し

役割を果たすことで活発な活動を推進する３部会を設置しました。７名全員が１項目を担当し，

取組内容を明確にし，マニュアル等の作成，見直しを行いました。 

  また，市教育委員会より共同実施協議会設置への前向きな回答を得たことにより，事務職員

が望む共同実施協議会の具体的な形，内容等を検討し，市教育委員会へ要望しました。早急な

設置に向け，具体的に動き出したところです。 

  課題としては，現状の学校間連携協力会の資質向上をより一層図るとともに，学校運営支援

室への移行も見据えながら，関係機関との連携を密にした今後の学校間連携体制をいかに充実，

発展させていくかです。それに伴って，これまで同等の活動としてきた事務職員部会と学校間

連携協力会との区別化を図ることが必要となっています。 

  円滑な世代交代を行うことができるよう，体制の強化を図っていきたいと考えています。 
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