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市町村立小中学校等事務職員課長補佐研修会報告 

 

飛騨市立古川西小学校 野村 文代 

     期日 令和３年７月１９日（月）  

    場所 岐阜県総合教育センター   

実施要項 

１ ねらい  市町村立小中学校等事務職員のうち課長補佐昇任者に対して，学校運営を適切に

補佐するために必要な知識・技術を習得させるとともに，課長補佐としての使命

感の高揚を図る。 

２ 対 象  新任課長補佐 市町村立小中学校，義務教育学校，特別支援学校事務職員 

昨年度の該当者も受講 １６名 

３ 期 日  令和３年７月１９日（月） 

４ 会 場  岐阜県総合教育センター 第１棟３階第３研修室 

５ 日 程  講話「学校事務職員（課長補佐）に期待するもの」 

                    教職員課           教育主管  青木  孝憲 様 

       講義「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 

       講義「共同実施での指導・支援について」 

                    高山市立北小学校   課長補佐  新名  正博 様 

山県市立富岡小学校 課長補佐  吉田    隆 様 

         

１ 講話「学校事務職員（課長補佐）に期待するもの」 

＜教職員課 教育主管 青木 孝憲 様＞ 

学校運営に積極的に参画するために，これからの学校教育を知り，このなかでの学校事務職

員の役割とは…。 

 

学習指導要領 小学校は令和２年度・中学校は令和３年度 全面実施。 

＊改訂の経緯（冒頭）今の子どもたちやこれから誕生する子どもたちが，成人して社会で活躍 

する頃には，我が国は厳しい挑戦の時代を迎えていると予想される。 

第１９４号の内容 

・課長補佐研修報告 

・主査研修報告 

・主任研修報告 

・３年目研修報告 

・ほっと一息コーナー 

 

教育表 
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＊急激な少子高齢化が進むなかで成熟社会を迎えた我が国→一人一人が持続可能な社会の担い

手として，その多様性を原動力とし，質的な豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新

たな価値を生み出していくことが期待される。予測困難な時代となる。子どもたちが未来社

会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成することを目指す。 

これからの社会 

Ｓоｃｉｅｔｙ５．０間もなくやってくるこんな未来が…。（今はＳоｃｉｅｔｙ４．０） 

Ｓоｃｉｅｔｙ５．０における学校 

学校が変わる。学びが変わる。 

＊一斉一律の授業の学校→基盤的な学力を確実に習得させつつ，個人の進度や能力，関心に応 

じた学びの場へ 

＊同一学年集団の学習→同一学年に加え，学習到達度や学習課題等に応じた異年齢・異学年集 

団での協働学習の拡大 

＊学校の教室での学習→大学，研究機関，企業，ＮＰО，教育文化・スポーツ等も活用した多 

様な学習プログラム 

＊一元モデル「○○だけ」構造からの脱却 

・「教職員だけ」による学校経営から専門スタッフと協働した「チーム学校」へ 

・「教師だけ」が指導に携わる学校から，各種団体や民間事業者，地域住民等と連携協働し

「開かれた教育課程」を実現する学校へ 

・「同一内容だけ」児童生徒に教える教育から，「個々人の特性」に応じた教育へ 

・「紙だけ」で指導や運営が行われる学校からＩＣТなど先端技術も活用した学校へ 

・「学校だけ」しか教育の場として認められなかった時代から，フリースクールや地域未来

塾「学校以外の場」での教育機会が確保される時代へ 

リソースマネジャーとしての学校事務職員  

学校事務職員が貢献可能な五つの領域 

① 学校経営参画 

学校事務職員が有する多数の情報を

適切に提供したり，教務情報を含む校

内のデータを蓄積・整理し，提供した

りすることによって，校長の意思決定

をサポートする。 

② カリキュラム・マネジメント 

   教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと。  

教育課程の実施状況の評価に関与し，教材購入やゲストティーチャーの確保といった条件

整備活動のマネジメント。 

③ 学習共同体 

  学校は「専門家集団」｡信頼関係に満ちた学び合う学習共同体は，子どもの教育水準向 

上の基盤。職場レイアウトの工夫など環境整備，職場のコミュニケーションなどによって 

学習共同体づくりを促進する。 

④ 地域連携・協働 

学校は単独で存在しているわけではなく，外部と相互に依存しつつ存在。地域・保護者

と学校との連携・協働を促進したり，外部からの苦情に適切に対応したりする。加えて，

“課長補佐”なのだから「地域の指導者」「学校間連携の要」「リーダー・コーディネータ

ー」としての活躍を期待している！ 

⑤ リソース活用，法令遵守 

法令遵守の徹底や予算管理，校内の業務全般の改善の面でのリーダーとしての役割を果

たすことで，リソースを適正かつ有効に活用する。 

リソース（資源） 

「スクールビジネスリーダーシップ研修テ

キスト」 教育的素養を有した「リソース

マネジャー」としての学校事務職員  

藤原 文雄著 学事出版 
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キーワード 

人生１００年時代を生き抜く子どもたちへ 

人生１００年キャリアに求められる「柔軟性」と「能動性」 

教職員は最も身近なロールモデル。児童生徒にとって，みなさんも“先生”。よい見本であ

ってほしい。 

おわりに・・・ 

学校の働き方改革とは，学校の職場文化の変革でもあり，子どもたちのために時間をかけ

るほど良しとする学校文化を課長補佐の目で見直すこと。 

また，勤務校のみではなく，地域の事務職員仲間の状況を把握し，経験の浅い者をフォロ

ーし，鍛える。そのことが，教育活動が円滑に進み，子どもたち・教員の笑顔があふれ，子

どもたちが賢く，たくましく，やさしく育つ。 

 

２ 講義「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＞ 

（１）第３次岐阜県教育ビジョン（２０１９年度～２０２３年度の５年間） 

①趣旨 

本県の教育施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，県民の教育に対する期待や

ニーズ，国における教育改革の動向などを踏まえ，新たな教育課題に対応した計画と

して２０１９年３月に「岐阜県教育振興基本計画（第３次岐阜県教育ビジョン）」を策

定 

②計画の位置付け 

    教育基本法第１７条２項に基づいて策定 

③構想図 

    キーワード 

    「清流の国ぎふ」を担う子どもたちの育成 

     目指す「地域社会人」の姿 

     オール岐阜による「地域社会人」の育成 人間だからできること 

（２）主な施策（学校事務職員にかかわって） 

基本方針４ 勤務環境の改革と教職員の資質向上 

  ⑳長時間勤務・多忙化解消に向けた取組の推進 

  ・勤務時間管理の徹底と勤務時間を意識した働き方の促進 

  ・ＩＣＴの活用等による業務改善の推進 

  ・業務の精選や役割分担の見直しを進めるための地域や保護者との連携の促進 

  ・部活動ガイドラインを踏まえた適切な部活動の推進 

  ・教職員の業務負担軽減を図るための積極的な外部人材の活用 

  ・「教職員働き方改革プラン」の推進と目標設定に基づいた進行管理 

  ㉓働きやすい環境づくりに向けたマネジメント力の向上と組織体制の確立 

  ・学校を活性化する人事システムの構築 

  ㉔優れた教職員の確保と資質・能力の向上 

  ・校種間の連携・接続を図るための人事交流や派遣研修等の充実 

  ・若手教職員の育成 

学校教育法の一部改正（平成２９年４月１日） 

学校の事務職員の職務規定の見直し 

条項 旧 新 

第３７条 

第１４項 

事務職員は，事務に従事する。 事務職員は，事務をつかさどる。 
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・「従事する」 とは：正確に迅速に 

・「つかさどる」とは：中心になって取り組む。責任をもって取り組む。 

 

「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」 

平成２７年１２月２１日中央教育審議会 

（中略）現在，事務職員の職務については，「事務に従事する」と規定されているが，

学校の事務が複雑化・多様化していることに伴い，事務職員が，より権限と責任を持っ

て学校の事務を処理することが期待されている。 

職務規定の見直しを行うことによって，すべての学校事務職員を学校経営への参画職とし

て位置付けていくという方向性が明確に示された。 

㉑ハラスメントとメンタル不調等の速やかな察知と解決 

  ・ハラスメント等の速やかな察知・解決 

  ・メンタル不調の早期発見・早期対応 

「教職員の働き方改革プラン２０１９のポイント（Ｈ３１．４）」 

 

                              

 

  ㉒体罰・不祥事の根絶とコンプライアンス意識の確立 

  ・教職員のコンプライアンス意識の確立 

不祥事をした人が「相談する人がいなかった」と言っていたが，課長補佐は相談できる体

制を整えまわりの人に「どんどん聞いてほしい」と言ってほしい。また，旅費請求が全然処

理できていない事務職員がいたことがあったが，常に声をかけ書類チェックをし，未然にふ

せいでくれるチームづくりをリードして作っていってほしい。最後に，新規採用１～３年目

と５０代の病休が多い。アンテナを張って気付いてほしい。 

 

３ 講義「共同実施での指導・支援について」   

＜高山市立北小学校   課長補佐 新名 正博 様＞ 

＜山県市立富岡小学校 課長補佐 吉田   隆 様＞ 

講話は「課長補佐って何？」「課長補佐として何をすればいいのか？」と聞かれたら答えら

れますか？の質問から始まった。 

岐阜県教育委員会作成の「キャリアステージ」には，教員の例示はあるが事務職員の例示は

ない。鳥取県や静岡県には，事務職員のキャリアステージが例示されている。飛騨地区では飛

騨教育事務所より令和元年度に「学校事務職員のキャリアステージにおける職務内容の例示～

校務運営への積極的な参画をめざして」が作成され各学校に配布されている。キャリアステー

ジの例示では，課長補佐は資質貢献期であり，学校経営を適切に補佐するとともに，地域全体

の教育環境の整備を推進し，人事育成に取り組むことができる。とある。 

「なぜ共同実施を行うのか？」「共同実施とは何か？」「リーダーとして何ができるか？」な

ど四人一組のグループとなり交流をした。グループ交流をする前に講師の方から｢リーダーに

ついて｣の講話があった。リーダーは，一人ではなれない。一人の組織にリーダーはいない。

必ず複数の者がいる。地域のリーダーとして頑張ってほしい。「リーダーとは，他人のために

働く人間だ」ボストンコンサルティンググループのＣＥО（最高経営責任者）が語った言葉を

引用され，課長補佐はリーダーにならなければならない。なぜなら最高位の補職名だから。常

に「自覚と責任」を意識してほしい。また，興味をもったことは，自分の身になるから研修は

自主的に受けてほしい。「自ら考え学び行動する」を実行してほしい。そして，「同一労働・同

一賃金」が言われるなか，学校事務職員も「臨時採用と本採用，主事と課長補佐」を考えると

どうだろうか？若い人たちが希望をもてるためにも私たち課長補佐は危機感をもちながらも，

・トラブルを速やかに察知できる環境づくり 

・個人面談による把握 
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学校には必要な職種だということを示していかなくてはいけない。などと話されとても心に響

いた。 

 

研修を終えて 

課長補佐研修会は，令和元年度より新設された研修であるが，令和２年度はコロナ禍のため１

年延期となり今年度は昨年度の該当者も一緒に受講することになった。終日あった研修は，「会

場に集合して行う研修」が実施され密を避けながら受講ができた。また，午後からの先輩課長補

佐の講話は，課長補佐に対して厳しい話もあり，ねらいでもある「課長補佐としての使命感の高

揚」ができるものだった。 

そして，グループに分かれての交流については，同世代ということでとても参考になることが

多くあった。例えば，飛騨市では全教職員に配布する給与明細書裏面の「今月のお知らせ」を二

人ペア組んで順番に全員が作成するようにしている。それを室長会で校正をしているが，その校

正が大変だと言えば，「元があるならばそれを使うようにして，変更のあったところを変えるく

らいにしてそこには力は入れない」とのアドバイスがあった。早速８月の飛騨市共同学校事務室

で提案したところ，毎月のテーマは固定とし作成に労力を使うのではなく各学校でその情報を教

職員に説明することに力を入れるようになった。 

最後に，私は「他人のために働いているだろうか？」「最高位の補職名の自覚と責任はあるの

だろうか」と自分に問いかけ振り返ることを忘れないようにしようと思った。そして，「児童生

徒にとって，皆さんも先生。良い見本であってほしい」という言葉は，高校の恩師が３０数年前，

私にかけてくれた言葉と全く同じだった。課長補佐研修は，慢心な心をなくし初心に戻って仕事

をすることを気付かせてくれた研修でもあった。 

 

市町村立小中学校等事務職員主査研修会報告 

 

大野町立中小学校 山川 奈穂  

     期日 令和３年７月２０日（火） 

    場所 岐阜県総合教育センター  

１ 講話「学校事務職員（主査）に期待するもの」 

 ＜教職員課 課長補佐 小倉 正裕 様＞ 

（１）自分の学校の良いところがいくつ言えますか？ 

相手が「勤務をしたい」と思えるように伝えることは難しいが，「学校を良くしたい」

という気持ちがあれば，多くを語ることができる。 

  

（２）主査として何が変わりましたか？何を変えましたか？ 

学校事務職員は唯一の行政職として，学校運営に参画を。 

   ・参画とは，仕事の責任を果たす＋校長の判断を助ける。 

   ・専門性を発揮することで児童生徒教職員により良い教育環境を保証する。 

   ・根拠ある具申には「学校教育目標」「学校評価」を把握することが大切。  

 

（３）「主査への昇任」で，何をしますか？ 

   専門的知識を生かして主体的に学校経営に参画。 

   地域リーダーとして支援（ミドルリーダーとして若手の育成，自分のアイデアを発揮） 

   職位に応じた専門性を高めるとともに豊かな人間性，社会性も高めること。 

   より具体的な提案をするために，管理の視点で校内を歩き，自分の目で見ること。 

（危険個所の確認，授業の参観による教材・備品の活用，子ども・先生たちの頑張り等） 
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（４）どの子も，どの先生も守り切るために（守り切る視点を大事に） 

   「防げるものは，防ぎたい」そのために事務職員が「行政」の視点で適切な助言を。 

※「たぶん大丈夫だろう」「昨年もこうだったから…」「自分が言わなくても…」が不

祥事を招くか，防ぐかの分岐点となり得る。 

●５大不祥事とは 「飲酒運転 淫行 公金横領 体罰 個人情報漏洩」 

上記項目のみでなく「税金滞納 運転免許失効 ＳＮＳ（Тｗｉｔｔｅｒなど）」も 

加える。 

   ●危機管理の「さしすせそ」で対応を。  

「最悪の状況を想定し 慎重に 素早く 誠意をもって 組織的に対応する」 

 

（５）最後に 

   「学校にとってかけがえのない一人です。今後も自信をもって取り組んで欲しい。」と

講話を終えられた。  

  

２ 講義「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＞ 

 （１）「第３次岐阜県教育ビジョン」（２０１９年度～２０２３年度の５年間）について  

    ・子どもが身に付ける力：「三つの力」の融合 自立力・共生力・自己実現力 

    ・オール岐阜（多様な地域力）で育成し，目指す姿は「地域社会人」  

 

 （２）「第３次岐阜県教育ビジョン」のなかで特に事務職員のかかわる事項 

目標２０ 長時間勤務・多忙化解消に向けた取組の推進 

    目標２３ 働きやすい環境づくりに向けたマネジメント力の向上と組織体制の確立 

    目標２４ 優れた教職員の確保と資質・能力の向上 

目標２１ ハラスメントとメンタル不調等の速やかな察知と解決 

目標２２ 体罰，不祥事の根絶とコンプライアンス意識の確立 

ＧＩＧＡスクール構想にも事務職員のかかわりが期待されている。 

   

（３）身分，服務，意識してほしいことを再確認（新規採用者研修の資料より） 

   ・法は身分保障。守らないと法により罰せられる。 

   ・私たちの任命権は岐阜県。服務監督権は市町村。給与支給は岐阜県。 

   ・服務の根本基準は，憲法第１５条第２項，地方公務員法第３０条にあり。  

   ・意識してほしいこと（住民目線，根拠，前例主義にとらわれない，効率的な業務） 

     

３ 講義と演習「令和元，２年度教職員等中央研修（事務職員研修）報告」 

＜坂祝町立坂祝中学校 主査 亀井 ゆり 様＞ 

＜下呂市立中原小学校 主査 中島 正貴 様＞ 

＜羽島市立中島中学校 主査 岡田 靖子 様＞ 

＜御嵩町立伏見小学校 主査 酒向 稔  様＞ 

 （１）伝達講習 中央研修を受講された方から報告を受ける。  

    ・学校組織マネジメント…「社会に開かれた教育課程」がキーワード  

・カリキュラム・マネジメント…事務職員の積極的な参画「経営資源の投入」 

・コミュニティ・マネジメント…学校と家庭と地域の一体化が大切           

・学校財務マネジメント…「学校プラットフォーム化」学校外のサービスへ接続 

・リスクマネジメント…いざという時のために事前にできる対応策の検討が重要 
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・スタッフ・マネジメント…事務職員は子どもの幸福実現に貢献する教育的要素をも

った「リソースマネジャー」 

 

（２）演習「学校の経営ビジョンの共有」 

校長の経営ビジョンが端的に示されたものが，自校の「学校経営全体構想」である。

自校の強みと弱みを探り，事務職員として取り組めることを考え，グループに分かれ，発

表，交流を行った。 

 

４ 講義「共同実施について」 

                  ＜海津市立日新中学校 課長補佐 小川 茂樹 様＞ 

  ・「○○ごっこするな！」…支援室ごっこするな。リーダーごっこするな。 

・「自分で勉強してください」…リーダーとは何か。共同実施とは何か。 

・「必要なのは自覚と責任」…自ら考え，学び，行動することが大切。 

・共同実施の始まりから現在を紹介 平成１０年９月中教審答申からスタート。  

  →岐阜県型共同実施(学校運営支援室) ３１市町村（７８％） 

・岐阜県内の先進的な市町(郡上市)の学校運営支援室の紹介。 

・室長になったときには，リーダーとしての能力（実務処理能力，判断力，人材育成力，コ

ミュニケーション力（教育行政連携））を発揮し，資質向上を怠らず，構成員には学び合

う「学校運営支援室」を意識させることが重要。 

 

【研修会を終えて】 

主査に昇任した私たちへの期待の高さを感じられる研修会でした。その期待に応えられるよ

う，日々，自分自身を磨き，積極的に学校経営へ参画をしていきたいと改めて思いました。 

 

市町村立小中学校等事務職員主任研修会報告 

 

本巣市立糸貫中学校 西部 亜耶 

期日 令和３年７月２１日（水） 

場所 岐阜県総合教育センター 

１ 講話「学校事務職員（主任）の職務」 

＜教職員課 課長補佐 小倉 正裕 様＞ 

ウォーミングアップとして，全国学力・学習状況調査の中学３年英語問題から，「Ａ又はＢ

の図を見てどちらが学校を表すのにふさわしいと思うか。立場と理由を明らかにして説明しな

さい」という問題を例示されました。この問題は，答えが一つでないこと，学習した知識を使

いながら相手を納得させる理由を考えたり，自分のこれまでの経験から意見を述べたりといっ

た様々な要素が必要な問題であることから正答率が低かったそうです。今の小中学生にはこう

いった力が求められており，私たち事務職員の仕事にもつながるところがあると最初にお話を

されました。 

次に「自分の学校の良いところ」「やりがいや喜びを感じるときはどんなときか」「人とのか

かわりのなかで大切にしていることは何か」をテーマにペア交流をしました。特に「自分の学

校の良いところ」の交流を通して，勤務している学校を好きになることは仕事のモチベーショ

ンにもつながるし，良いところを見る目を育てることが大切だと感じました。 

また，主任に昇任したことで「専門的知識を活用し，主体的に学校運営に参画すること」や

「学校現場で唯一の行政職として根拠に基づいた提案・助言をすること」に期待しているとお

話をされました。さらに，これからはミドルリーダーとしての自覚や，学び続ける姿勢，働き
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方改革の一層の推進，進んで自分のアイデアを生かすことなど，専門性を高めることと同時に

柔軟な対応力，より良いものを求めていく向上心，豊かな人間性や社会性も併せて高めてもら

いたいといったお話もいただき，大変身の引き締まる思いになりました。 

最後に，学校施設を見回ることで危険・修繕箇所に気付いたり，授業を見ることで備品の活

用状況や子どもたちや先生方の頑張りに気付いたりすることができ，管理の視点からも事実に

基づいた提案につなげてほしいとのことでした。そして「５大不祥事イイコタコ」や「危機管

理のさしすせそ」を勉強し，どの子もどの先生も守り切るために，行政の立場から，また学校

職員の一員として視野を広げながら勤務していきたいと思いました。 

 

２ 講義「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＞ 

 初めに，２０１９年度から第３次岐阜県教育ビジョンが策定され，これは教育基本法第１７

条第２項に基づき，地方公共団体が教育の振興のため基本的な計画を定めたものであると説明

されました。この時，持参した岐阜県法令要覧を活用し，このことが明記されている箇所を自

分の目で確認することができ，法的根拠をもつことの大切さを改めて感じました。 

この計画のなかでは，予測困難な時代で一人一人の能力を最大限に高め，未来に希望をもっ

て主体的に社会や地域にかかわる「地域社会人」として活躍できる教育を充実しなければなら

ないことや，複雑化・多様化した課題に対して主体的な学びや，多様な人々の協働を通じて課

題解決につながる新たな価値観や行動を生み出すことが求められていることなどを理解しまし

た。今までは自分の勤務する学校や市にしか目を向けていませんでしたが，主任となり今後は

県や国の施策にも目を向けていくことも必要だと感じました。 

そして，主な施策のなかから事務職員に関係する内容を挙げ，どのように事務職員としてか

かわることができるか具体的なお話を聞くことができました。「ハラスメントとメンタル不調

等の速やかな察知と解決」という項目では，「事務職員は職員全体を見渡せる位置に座ってい

ることを是非生かしてほしい」とお話をされ，こういった場面でも視野を広げながら勤務する

ことが期待されていると感じました。 

 

３ 講義「共済組合・互助組合の給付事務について」 

＜教職員課 給付・年金係 共済主査 福井 孝 様＞ 

事前に提出した質問事項について，「福利のしおり」を活用しながら回答や説明をしていた

だきました。 

給付事務については，勤務校で該当がないと事例を経験することができません。経験の少な

い私ですが，今回「福利のしおり」のどこに記載されているのかを確認し事務処理上の注意点

も押さえながら大変丁寧に説明していただけたことで，とても理解しやすく今後の事務の参考

になりました。 

福利厚生事業は，組合員の豊かな生活の維持向上を目指すためのものです。事務職員として

教職員への手助けができるよう，今後も勉強していきたいと思いました。 

 

４ 講義「共同実施について」 

＜下呂市立萩原北中学校 主査 今井 鉄也 様＞ 

 最初になぜ共同実施を行うのか，重要なのかについて御説明いただきました。「共同学校事

務室」が制度化されるまでの主な提言や制度改正などの経緯や背景から，事務職員がより一層

校務運営に参画することが期待されており，そのための手立てが共同実施であると知ることが

できました。そして，校務運営に関する事務職員による職務内容の例が「事務職員の標準的な

職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」という文科省通知の別表第二に明

記されていることを確認しました。そのあと，ここまでの内容を踏まえながら「自分の勤務す
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る市町村の共同実施において問題点抽出と改善策及び実行プランを考える」というワークに取

り組みました。今までの共同実施の取組を振り返り，主任としてどんなかかわり方ができそう

かという視点で具体的に考えることができました。 

 最後に，総務・財務等の専門性を生かし主体的・積極的に校務運営に参画することや，管理

職や共同実施の室長等に適時確認しながら自分に任された仕事を確実に実施すること，初任者

や経験の浅い事務職員への支援・助言を主任に期待したいとお話をされました。 

 この講義では，説明に加えて今井鉄也主査の考えや思いがたくさん詰まっていたことや，具

体的な実践を紹介していただけたことで，主任になったばかりの私たちでも理解しやすく，今

後どう頑張っていけば良いのかイメージしやすい内容となっていました。また，大量の資料を

準備していただきましたので，今後も何度も見返しながら活用していきたいと思います。 

 

【研修会を終えて】 

どの講義のなかでも「専門性を発揮」「根拠に基づいた提案」というキーワードが出てきま

した。今まで以上に学校運営に参画していくための力を身に付けていく必要があると感じまし

た。また，学校事務職員の先輩である中藪和基主任や今井鉄也主査がおっしゃった「主任は，

夢や希望，理想を語れる世代」「主任は，一番動ける世代」という言葉がとても印象的でした。

フットワーク軽く，柔軟に，そして積極的に学校運営に参画していく主任になりたいと思いま

した。 

 

市町村立小中学校等事務職員３年目研修会報告 

 

山県市立伊自良北小学校 山田 摩耶 

 期日 令和３年８月２日（月）     

場所 岐阜県総合教育センター  

 

３年目の市町村立小中学校等事務職員に対し職務に必要な知識と技能を習得させるとともに，

事務職員としての使命感の高揚と勤務の能率化・円滑化を図ることを目的に，各講義の講師より，

日々の業務で疑問に感じている質問に対し御回答をいただきました。 
                           

１ 講義「公務災害について」 

＜教職員課 健康管理・公務災害係 係長 丹羽 容子 様＞ 

事例集の解説を受け，自校で取り扱うことになった際の具体的な想定ができました。これま

で取り扱ったことがなかったため不安感がありましたが，払拭されました。最新の事例につい

ても随時確認していきたいです。また，公務災害に限らず，経験のない業務に関しても事例か

ら対応を想定することによって，非常時においても安心感のある職場環境づくりに寄与してい

きたいと思います。 

 

２ 講義「給与事務について」 

＜教職員課 給与係 主事 井川 知子 様＞ 

日頃から電話にて質疑の御対応をいただき，滞りなく業務が行えていること大変心強いと改

めて感じました。相互の業務を効率良く行うため，都度手引きに立ち返り，疑問点を明確にし

てから相談させていただきたいと思います。また，過年度戻入の事例を受け，教職員の御家族

の近況を再度確認すると同時に積極的な声かけを行っていきたいです。 
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３ 講義「共済組合・互助組合等の給付事務について」 

＜教職員課 調整係 共済主幹 森 文子 様＞ 

病気休職や育児休業にかかわる手当に関して御教授いただきました。職場を離れている期間

も本人の希望に添った事務手続きができるよう，連絡を取り合いながら迅速な処理を心がけて

いきたいです。また，押印廃止が進んでいますが，申請書類には自署や原本が必要な書類も多

いため，改めて自分のなかで整理し明確にしたいと思います。 

 

４ 講義「共同実施について」 

＜中津川市立第二中学校 主査 菰田 貴子 様＞ 

お題の絵を口頭のみで伝達し同じ絵を描くグループワークをアイスブレイクで行いました。

意思疎通の方法や得意分野の違いから，組織のなかでそれらを生かす困難さと重要性を感じま

した。山県市では中学校区ごとに毎月諸帳簿の点検や事例交流を行っています。他の自治体に

異動した際も事務の適正化と効率化が組織的に図れるよう，学校運営支援室で視点を学んでい

きたいです。 

 

５ 講義「服務について」 

＜教職員課 小中学校係 主任 中藪 和基 様＞ 

コロナ禍の教育界の変遷を踏まえた今後の事務職員の在り方についてお話しいただきました。

前例に従うのではなく，疑問をもち，法的根拠を明確にして業務に当たりたいです。また，第

３次教育ビジョンや中央教育審議会答申等から今後の学校運営に対する自身の考えをもち，つ

かさどる学校事務職員として校長の目指す学校運営の一助となれるよう尽力したいと思います。 

 

 

 

ほっと一息・・・ 

私の趣味は，旅行なのですが新型コロナウイルス感染症

の影響で当分行けそうにないです。さて，そんななか少し

でも旅先を感じるためにしていることは，インターネット

で旅行動画を見ること。現地の様子も撮影の仕方一つで随

分変わることや新たな発見があります。特にドローンを使

った撮影動画は，鳥になったかのように現地の様子が楽し

めます。早く旅行に限らず以前のような日常が戻ることを

願いつつ，今は動画旅行しています。 

総務部員 中島 
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