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設立２０周年記念大会 

兼  第２２回 福事研研究大会 

令和２年２月１４日(金)、福

岡市の都久志会館大ホールで、

設立２０周年記念大会兼第２２

回福事研研究大会を開催しまし

た。今年度は、「大人も学ぶ学校

をめざして、アンテナを広げる学校事務職員」を大会テー

マに掲げ、午前中は記念講演として、文部科学省大臣官房

会計課長 木村直人氏の講演、午後は会場を六つに分け、

それぞれのテーマで分科会を開催しました。   

当日は福岡県教育庁教育企画部教職員課人事管理主事

猿樂隆司 様をはじめとする来賓の方々、県外からの参加

者(１４４名)、会員及び県内教育関係者を合わせ５８７名

の参加申し込みをいただき盛会のうちに終了しました。ま

た今回の研究大会に対して全事研及び九州各県事研から

お祝いのメッセージをいただきました。お礼を申し上げま

す。 

◆ 吉備昌彦会長挨拶  

福岡県小中特別支援学校事務職員研究会設立２０周年

記念大会兼第２２回研究大会に、ようこそおいでください

ました。本日は、県外からの参加者を含め、６００名弱の

皆様にご参加いただいています。まことにありがとうござ

います。また、日頃より本研究会にご指導、ご支援いただ

いています来賓の皆さま、公務ご多忙の中ご出席いただき、

心より感謝申し上げます。 

福岡県小中特別支援学校事務職員研究会（以下福事研）

は平成１２年７月１日に設立し、おかげをもちまして、２

０年の節目の年を迎えました。設立以前の準備段階を含め、

これまで本研究会の活動を牽引してこられた諸先輩方や、

共に歩んできた会員の皆様の真摯なとりくみに深く敬意

を表するとともに、当研究会の活動に対してご支援ご協力

をいただいています福岡県教育委員会、福岡市・北九州市

をはじめとする県内各市町村教育委員会、教育関係機関並

びに諸団体の皆様に重ねて厚く感謝申し上げます。 

今年度の研究大会は、設立２０周年記念と題しまして、

これまで歩んできた歴史に思いを馳せつつ、事務職員を取

り巻く状況が大きく変化している中、今後を展望する機会

と位置付け開催いたします。この機会に、事務職員のこれ

までのとりくみ、現在位置、そしてこれから進むべき未来

を改めて考えるきっかけになっていただければ幸いです。 

先程開始前に上映していたスライ

ドにもありましたが、これまで実に

様々な分野の講師をお招きし、様々な

形態の研究発表・実践報告を行い、

様々な形態での分科会論議を積み重

ねてきました。資料をまとめながらその多様さには改めて

驚かされました。２０年という長い期間には様々な方の無

数の努力が積み重ねられています。これまで着実に積み上

げてきた研究内容を実践へとつなげ、さらに取り組みを進

めていかなくてはなりません。  

本年度からこれまでの研究内容を継承しつつ、より多く

の会員に研究の推進に関わっていただくことにより、各地

区での研究・実践の活性化へと繋がるように、研究の主体

を特設の研究特別委員会より各地区から募集する研究部

へ移行しました。研究の広がりにつなげたいという思いか

ら出ているものです。これをきっかけとして、各地におけ

る活動の活性化につなげていきたいと考えています。ぜひ、

みなさんひとりひとりが研究・実践の主役として、主体的・

積極的に福事研活動を盛り上げ、新たな未来に向けての船

出としていただきますようお願い申し上げます。 

さて、もう何度も聞かれていることとは思いますが、―

昨年の法改正で、事務職員の職務規定が“事務に従事する”

から“事務をつかさどる”に改められ、“共同学校事務室”

が法律上規定されました。その他にも近年、中教審をはじ

めとした様々な場所で、かつてないほど“事務職員”とい

う言葉が出てきています。また、それに関連して、「事務職

員の専門性」「学校経営に参画」「カリキュラムマネジメン

ト」「働き方改革」「チーム学校」など様々なキーワードも



- 2 - 

 

交錯しています。そんな今だからこそ、大事にしなければ

ならないことは、自ら情報に触れ“知る”“学ぶ”というこ

と、そしてそうした“学び”をもとに自ら考え、行動する

という、いわゆる主体的な姿勢ではないかと思います。し

っかりとこれからの方向性を、見定め進まないと、私たち

の仕事が活きるということにつながらないことになると

思っています。 

本日は、記念公演として文部科学省大臣官房会計課長木

村直人（きむらなおひと）様をお迎えして「学校事務職員

の強みはどこにある？どう活かす」と題してご講演いただ

きます。普段なかなか直接聞く機会のない、最新の文部科

学行政や現在の事務職員を取り巻く情勢、期待されている

こと等についてのお話を聞くことができ、これからの学校

事務職員のあり方というものを一緒に考える機会になる

のではないかと思います。 

また、午後からは、それぞれ趣の異なる６つの分科会を

設定しました。これは、今年度新たに発足した研究部が知

恵と探求心を駆使して企画・運営に挑戦するというもので

す。多くの研究部員が経験のない中で自らの課題と向き合

いながら、手探りで作り上げてきた分科会です。バラエテ

ィに富んだ研究協議を通してこちらも学校事務職員のあ

り方に迫っていきます。 

このように、本日の研究大会の中には、“学び”を通して

知る、考える、行動するためのヒントがたくさんちりばめ

られています。今日をきっかけに、今後の議論・実践につ

なげていっていただければ幸いです。 

私たちを取り巻く諸課題への対応、次世代への継承・発

展へ向け、福事研としても、変化に対しての柔軟性は持ち

つつも、福岡県版学校事務の長期ビジョン通称「とびうめ

マップ」の中に謳っています『子どもたちが夢を抱き、将

来に向かってはばたける学校づくり』『子どもたちの豊か

な育ちをめざして』といった芯をしっかりと持って進んで

いきたいと考えています。 

最後になりましたが、本研究大会の会場となっておりま

す都久志会館が本年秋をもちまして営業を終了されます。

今大会がここで開催する最後の研究大会となります。これ

まで本研究会の研究大会はもとより、総会や諸会議のほと

んどをここで行ってまいりました。

長年お世話になりましたことに福

事研会員を代表しまして心より感

謝申し上げます。 

本大会にご参会いただいた皆さまの活発な議論によっ

て、子どもたちの豊かな育ちにつながる学校事務の在り方

について、少しでもそれぞれの実践へとつながることをご

期待申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。 

 

◆ 猿樂隆司 人事管理主事（県教委） 

本日、ここに福岡県小中特別支援学校事務職員研究会設

立２０周年記念大会が、文部科学省大臣官房会計課長 木

村直人様をお迎えし、盛大に開催されますことを県教育委

員会として心からお慶び申し上げます。 

福岡県小中特別支援学校事務職員研究会におかれまし

ては、平成１２年の設立以来、多くの

会員の参加を得て、学校事務に関する

研究活動を真摯に行い、２０年におよ

ぶ長きにわたり長年の学校教育の充

実発展に多大な貢献をしてこられました。会員の皆様方の

ご熱意と弛みないご努力に心から敬意を表しますととも

に深く感謝申し上げます。 

さて、我が国では先ほどの会長様のご挨拶にもありまし

たように、平成２９年３月、学校教育法および地方教育行

政の組織及び運営に関する法律が一部改正されました。こ

の法律によりまして、学校において総務・財務等おける唯

一の専門家である学校事務職員が、事務をつかさどる立場

として、主体的に公務運営に参画できるように職務を見直

し、そして管理職・教員等と連携分担のもと、専門性を活

かし業務を処理できるよう共同学校事務室が法的に整備

されました。この法改正を踏まえ、本県では昨年度、共同

学校事務室モデル事業を６市町教育委員会で実施し、その

成果や課題を検証したうえで、福岡県小中特別支援学校共

同学校事務室設置要項を策定したところでございます。現

在、共同学校事務室の全県的な 設置を推進しているとこ

ろでございます。 

また、本県では平成２９年度末に教職員の働き方改革取

組指針を策定いたしました。市町村におかれましても、こ

の指針を参考に市町村独自の指針を策定され、教職員が自

らの意欲と能力を最大限発揮し、健康でやりがいのある環

境の整備に向けて、学校事務職員そして管理職と互いに力

を合わせて取り組んでいただきたいと願うところであり

ます。 

こうした中、福岡県小中特別支援学校事務職員研究会に

おかれましては、共同学校事務室などを活用しながら事務

処理の効率化や業務改善を進めつつ、学校運営への支援、

参画の拡大等を積極的に進めるために、すでに昨年度は

「学校経営ビジョンを目指す学校財務と共同実施」、そし

て今年度は「大人も学ぶ学校をめざして、アンテナを広げ
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る学校事務職員」と題して  価値ある研究を進められてお

られます。どうか今後とも、本県教育の更なる充実発展の

ために一層のご尽力を賜りますようお願いいたします。 

おわりに、本日の研究大会が実り多いものなりますこと

を期待申し上げますとともに 、設立２０周年を迎えられ

た福岡県小中特別支援学校事務職員研究会の今後のます

ますのご発展と皆様方のご活躍を祈念いたしまして、福岡

県教育委員会の挨拶といたします。 

私事ではございますが、私は学校事務職員と管理職は学

校の車の両輪だと思っております。どうか今後ともよろし

くお願いいたします。 

 

＜出席いただいたご来賓＞

　福岡県教育庁教育総務部教職員課
　　　　人事管理主事　猿樂 隆司　様

　福岡県小学校校長会
　　　　副会長　山下 浩徳　様

　福岡県中学校校長会
　　　　幹事長　高畑　彦　様

　福岡県教職員互助会
　　　　専務理事　松岡 孝徳　様

　日本教育公務員弘済会福岡支部
　　　　支部長　大西 浩明　様

 

 

 

 

◆記念講演  

「学校事務職員の強みはどこにある？どう活かす？」 

文部科学省 大臣官房 会計課長 木村 直人 さん 

 

まずは、２０周年記念大会というこ

とでおめでとうございます。今日はこ

ういう機会を頂戴いたしましたので、

法改正が行われてその位置付けが変

わった学校事務職員の皆さんが、どこ

まで変わったのかと、多分、悩まれていると思います。そ

こを、こんなこともできるんじゃないか、あんなこともで

きるんじゃないか、そんなヒントになるような話を今日は

させていただきたいと思います。 

さあ、今、世の中の環境はどんどん変化しています。動

きも早いです。２年、３年先の話すら予想がつかない。特

に今、社会の有り様が大きく変わって、そんな変革期の真

っただ中にいるのではないかと思っています。そんな中で、

皆さん、どこに進んでいくのでしょうか。まず、そもそも

学校は何のためにあるのか、誰のためにあるのか。今まで

は当たり前だと思って仕事をされてきたその環境、もう一

度立ち止まってゼロから考えてみる、そんな機会が大事で

はないかと思います。そして、学校は学校だけでは成り立

たないのです。当然、そこに通ってくる子どもたち、子ど

もたちを見守っている親御さん、そして、さらにそれを支

えてくれるいろんなサポーターの人たち、それ以外の町の

人たち。いろんな人たちに囲まれて学校というのは存在し

ていると思います。学校を良くしていくことが、町を良く

していくことにもつながる。町を良くしていくことが、学

校を良くしていくことにもつながる。これが子どもたちの

ためだと思います。 

さて、学校のミッションをもう一

度考えてみたいと思います。誰のた

めに学校があるのか。それは子ども

たちのために学校という組織がある

のです。そこで、今の学校環境というのは、子どもたちに

とって本当にベストな環境になっていますか。子どもたち

が質の高い教育を受けられるような、そんな環境になって

いるのでしょうか。そして、それと併せて皆さん御自身が

働きやすい職場になっているのでしょうか。 

そこで最初に、日本がまず置かれている環境、そういっ

たものを考えていきたいと思います。学校現場を取り巻く

課題、複雑化・困難化しています。社会はグローバル化・

情報化しどんどん広がっていますし、変化が激しくて予測

するのが本当に難しい。そんな世の中に今、我々は生きて

います。子どもたちの６５％は大学を卒業したら、今存在

していないような職業に就く、このような予想も出ていま

す。そして、ＡＩです。情報技術がどんどん進化し、今後

１０年から２０年程度で約４７％、半分の仕事は自動化さ

れてしまう可能性が高いという研究結果も出ています。恐

ろしいことに、人工知能やロボット等による代替可能性が

高い職業の中に学校事務職員が挙げられているわけです。

これは多分、皆さん方が本当はどんな仕事をしているのか

ということが正確に理解されていないという部分はあり

ます。いずれにしても半分の職業がＡＩに置き換えられて

しまうわけで、そんな中で人間は何をしたらいいのか。や

はり、人間にしかできないことをやっていかなければいけ

ない。それが何なのでしょうか。ＡＩがいくら進歩したて

も、代わりがきかないような職業の特徴として挙げられて

いるのがクリエイティビティ、創造性です。ゼロから１を

生み出せるそんな力、そして、コミュニケーション能力で



- 4 - 

 

す。今までやったことがないものにどう立ち向かえるのか

という、いわゆる定型ではない仕事、そのようものは、い

くらコンピューターが発達しようが、人間にしかできない

仕事だというわけです。これは多分全て、今、事務職員の

皆さんに求められている能力とぴったり当てはまるので

はないかと思っています。だからこそ、この職業が必要だ

ということだと僕は思います。事務職員という仕事は生き

残れるのか、いや、生き残るのです、変わっていけば。今

回の法改正で示された新しい事務職員の姿、これが本当に

実現できれば、逆に事務職員なしで学校はやっていけない、

みんなにそれを理解してもらえるようになるのではない

かと思います。 

さあ、世界的にそんな動きがあ

る中で、日本は日本なりの課題を

抱えています。日本は少子高齢化

の先進国です。人口はどんどん減

っていきます。人口が減れば当然、

国の財政、自治体の財政、そういったものも厳しくなって

いきます。人が減れば労働集約型の産業というのは成り立

たない。さっき言ったようなゼロから１を生み出す、知識

創造型の仕事に転換していかなければ、多分、日本という

国は生き残れない。今のトレンドが進めば、これは有名な

研究結果ですが、これから２０年後の２０４０年、少子化

そして人口流出によって、いわゆる若年女性人口（２０～

３９歳）、子育ての中心になる世代の女性が半分以下にな

ってしまいます。そのような自治体はいわゆる消滅可能性

都市で、日本に約１，８００ある自治体のうち半分が、人

口流出、少子化によってなくなってしまうという衝撃的な

研究結果が出ています。そして、生産年齢人口です。２０

歳から６４歳が８,０００万人が２０１０年の段階でいた

ものが、５０年後には半分になってしまう。働き手が、い

わゆる体を動かして元気に働ける、そんな世代の数はこれ

だけ減ってしまう。だから、さっき言ったような労働集約

型の産業というのがこれから成り立たなくなるというこ

とが、このデータからも分かっていただけるのではないか

と思います。 

では、福岡県の例を見てみたいと思います。今、福岡県

の人口は、大体５００万人です。それは当然、全国的にト

レンドでしょうがないですが、２０４５年までに４５０万

人、大体６０万人ぐらい減ってしまうとの予想が出ていま

す。そのほとんどは、福岡市、北九州市を除いたその他の

市町村でこれだけ減ってしまうということです。全体で見

れば、福岡県全体の人口減少のぺースというは、全国平均

とほぼ一緒です。しかし、多分、福岡市は日本の中で一番

これから人口が増えて、２０４０年ぐらいまで人口が増え

続けるそうです。東京ですら、あと１０年ぐらいしたら人

口が減るといわれているのに、福岡市はそれを超えて人口

がどんどん増え続ける、だから、それ以外の町はどうなっ

てしまうのでしょうかという話です。統計を見てみると、

若年女性人口は、２０１５年に２５万人いた人たちが、３

０年後には１８万人になってしまう。全体の人口の減り具

合と比べて、３割ぐらい３０年間で減ってしまい、しかも、

男性よりも減ってしまう。この状態をこのまま続けていて

いいのでしょうか。何で事務職員の自分たちが、こんな話

を聞かないといけないと思うかもしれませんが、これはと

っても大事な話なのです。 

では、本当にこのコミュニティ

がなくなったらどうするのか。元

気な町、町が元気であり続けるた

めには、本当に何が必要でしょう

か。元気な子どもたちのためには

何が必要でしょうか。このまま、今のまま何もしなければ、

福岡県の未来はさっきのような統計の結果になってしま

うわけです。自分はそこに住んでないからいいやというこ

とではないのです。ある一箇所がすたれれば、それがどん

どん周りに波及していくわけです。だからこそ今、自分た

ちが、当然その事務職員の皆さんだけが何かアクションを

起こすのではなく、もちろん、みんながアクションを起こ

さなければいけない。自分ごととして何か動き出さないと

いけないのです。では、何ができるか。コミュニティを存

続させるためには、やっぱり町を魅力あるものにしていか

なければいけない。安心して暮らせる、安全に暮らせる、

そしてそこに仕事がある。そして、何よりも子育てがしや

すい、そんな町。子どもたちが笑顔で過ごせるような、そ

んな魅力ある町をどうやってつくっていったらいいのか。

子どもたちが１日の半分を過ごす学校という場こそ、魅力

あるものにしていかないと、そこで子どもを育てようとい

う気にも当然ならないわけです。未来の学校をつくってい

くために何ができるのか。そこで、今の学校のままで本当

にそれでいいのか、今まで当たり前に思ってきたこと、そ

んな考えをもう１回、ゼロベースに戻して振り返って考え

てみてはいかがでしょうか。では今後、誰がそんな目標を

作ったり、誰が具体的なアクションを起こしていくのか。

誰かが何とかしてくれるのではなくて、自分たちが当事者

として、自分たちの力で学校とか地域をつくり上げていく、

そういう思いを持ってこれから一歩一歩進んでいっても
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らいたい。それは何よりも、子どもたちが幸せに安心して

過ごして暮らせるまちづくりで、その町の中で、子どもた

ちが志を果たせるようなそんな未来をつくり上げていく。

これが大人の責任ではないかなと思います。 

では、学校現場は今どういう状況に置かれているのでし

ょうか。学習指導要領が変わります。子どもたちが生きる

未来は予測不可能な時代です。そんな困難な時代だからこ

そ、それに立ち向かって自分の力で切り開いていく、子ど

もたちにそんなスキルを能力を資質を身に付けさせてあ

げたい。新しい課題、未知の課題に対して、自分たちの知

識を応用して、自分で考えて解決に導いていく。具体的な

行動をもって解決に導いていく。そのための思考力だとか、

判断力だとか、表現力、そして人とつながる力。その中か

らゼロから１を、新しい付加価値を生み出していけるよう

な、今まで誰もやったことないようなものを生み出してい

けるような、そんな人間が日本にこれから増えていかない

と、この国自体も存続が危うくなるということです。 

とはいえ、学校現場は非常に厳しい状況にあります。学

校現場が抱えている課題さまざまあります。不登校のお子

さんの数は増えています。暴力行為の発生件数、日本語指

導が必要な外国人も増えていきます。そして、通級による

指導を受けている児童・生徒の数はものすごい勢いで増え

ています。特別支援学校・特別支援学級に在籍する児童・

生徒の数、そして経済的に厳しい環境にある、そんなお子

さんの数もどんどん増えてきているわけです。このように、

課題が本当に多様化しています。そして、１人の力では、

先生だけの力では解決できないようないろんなケースが

出てきています。複雑な課題に学校も対応しなければいけ

ない、そんな時代に来ているわけで、先生だけではこのよ

うな学校の運営はやっていけないと思っています。 

そこで、「チーム学校」という概

念が生み出されました。学校の使

命はどんどん増えてきているわ

けです。子どもたちに身に付けて

もらいたい力は、その真ん中にあ

る学力です。それ以外にも、思いやり、やり抜く力、辛抱

する力、協調性、基本的な生活習慣、自制心、社交性、体

力がありますが、これは本当に学校だけでできるのかとい

う話です。これは私の大好きな先生からもらった言葉です

けれども、「人は人を浴びて人になる」という言葉をいただ

きました。子どもたちは、学校と家の往復だけでは、接す

る人の数は限られているわけです。そんな中で、本当に子

どもの健全な発達、育成ができるのかどうか、非常に疑問

に思います。「チーム学校」ですけれども、多様な課題を解

決するためにいろんな人が子どもたちと触れ合っていき

ます。学校の中は先生だけではなく、スクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワーカー、あるいはほかのいろん

な業種の職種の人たち、そういった人たちが入ってきて、

あるいはスクールサポートスタッフみたいな方もいらっ

しゃいます。そういった方々をしっかりと配置していくこ

とによって、先生方が本来やるべき仕事に集中でき、子ど

もたちがしっかりとした学びを得られるような環境をつ

くっていくということです。学校は、学校という組織とし

て、魅力ある存在になっていかなければならない。校長先

生の強力なマネジメント、それを総務財務の専門家である

事務職員の方々がしっかりと支えていく。それによって、

学校という組織が持続可能な組織になっていくというこ

となのだと思っています。それがまさに「チーム学校」の

概念だと思います。 

それでもやっぱり限界はあるのです。いわゆる現行の学

校組織というものを土台にして考えていては、課題に対応

できない状況が既に生まれてしまっ

ている中で、子どもたちはどういうこ

とを学んでいったらいいのでしょう

か。それはさっきの「人は人を浴びて

人になる」、こういうことです。何が本

当に大切なのかといったら、さっき言ったような未知なも

のに対応できる、そんな力なのです。学校を出てから使え

る力、大人になってから使える力、生きた力としてそれを

しっかりとベースとして身に付けてもらいたい。生きて働

く知識であり、技能を学んでもらいたい。世の中の移り変

わりが激しい中で、学ぶということを止めた瞬間に、そこ

から人は落ちていくだけになってしまいます、ついていけ

なくなってしまいます。学び続けないと駄目になってしま

うのです。常に学び続ける力を身に付けてもらいたいが故

に、この新しくなった指導要領があり、それを実現するた

めには、学校の中だけではなく社会に教育課程を開いてい

かないといけないということです。社会に開かれた教育課

程というのは、学校だけで考えるものではないのです。最

後に決めるのは、もちろん校長先生ですけれども、実際そ

れをやるのは学校だけではなく、家庭、地域あるいはそれ

以外の大人たちとの連携・協働なのです。そしてそれは、

世の中の動き、子どもたちの姿、そういったものを見なが

ら不断に見直していかなければいけないものです。社会に

開かれた教育課程の実施にあたっては、地域の資源、物的

な資源を活用したり、あるいは社会教育との連携を図る中
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で、学校教育というものを学校の中だけに閉じないで、目

標をしっかりと外の人たちとも共有する、ここが肝なので

す。 

共有して連携する、学校はこういうことをやります、だ

から皆さんついてきてください。それは共有ではなく一方

通行です。目指すところをそうだと思ってもらえる、そこ

までいかないと共有にはならない。共有できるからこそ、

自分はこんなところでお手伝いできるかもしれない、自分

はこういうことをやりたい、そんな中で本当に生きた連携

というかたちが生まれていくのです。これからの学校と地

域の目指すべき姿は、一方通行ではないお互いに足りない

ところを、お互いに補完しながらＷｉｎ－Ｗｉｎの関係性

をつくり上げていく。そのために必要なのが、この双方向

性です。学校の立場からすれば、子どもたちが積極的に地

域で学んで、そして地域からすれば、地域の課題を解決し

てもらえる。学校と地域が共に魅力を高めていこうという

視点です。そして、もう一つは対等性、イコールフッティ

ングです。地域の側からみれば、何でもかんでも学校に頼

る、学校に依存するのではなくて、地域社会が良くなるた

めには、学校というリソースをどう活用していけるのかで

す。これは逆もそうです。学校側が良くなる、子どもたち

にとってより良い環境をつくるために、地域のいろんなス

キル、いろんなポテンシャル、それをどうやって活用して

いくのかです。地域と社会にも、教育の当事者として役割、

責任を果たしてもらい、それがそのコミュニティの中で共

有されたとき、これはものすごい力になると思います。 

さあ、いよいよ事務職員の話に

入っていきたいと思います。事務

職員の位置付けが法改正によっ

てどう変わったかおさらいです。

今回の法改正のポイントです。学

校教育法を改正して、事務職員が主体的に校務運営に参加

するような職務規定を見直し、「事務に従事する」から「事

務をつかさどる」ということで役割が変わっています。そ

れと共同学校事務室の設置を制度化しました。「つかさど

る」とはどういうことなのでしょうか。校長は校務をつか

さどるり、全体を責任を持って見ていくわけです。教頭は

校務を整理する、校長先生を助けて校務を整理するわけで

す。学校はいろんな課題を抱えていますので、それをちゃ

んとスムーズに物事が動くような、そんな仕事をすること

が教頭先生には求められています。それと併せて教育をつ

かさどる。教員は当然、教育をつかさどる。自分たちの責

任の範囲内で、ある程度の裁量を持って仕事ができる。最

後は当然、校長の指示に従わなければいけないわけです。

今までは事務職員は「従事する」です。従事するというの

は、言われた通りにやりなさいとそういう意味が強かった

と思います。それが「つかさどる」になった。「つかさどる」

ということは、自分たちの責任の範囲内で、ある程度、自

分たちで判断して裁量を持って仕事ができるということ

です。学校事務に関しては、校長の方針に沿って責任を持

って判断、実行ができる、それが事務職員のあるべき姿だ

ということで、今回の法改正がなされたわけです。それと

併せて、共同学校事務室が法定化されました。これが全て

ではなくいいろんなかたちがあると思いますが、最初、こ

んなイメージで共同学校事務室を僕らは考えていました。

いくつかの学校がグループになって、どこかの学校に共同

学校事務室みたいなものを置いて、そこにそれぞれの事務

職員が物理的に移動する場合もあるし、ネットを通じてい

ろんなディスカッションをする。そんな中で情報交換もで

きる、効率的な事務管理運営もできる。それによって、い

ろんな意味でのコスト、時間や金もそう、そのようなコス

トが減らせるのではないか。そこで減った時間をまさに学

校経営に参画することに使うのです。事務職員が学校経営

に参画しなかったら、学校は学校の経営ができなくなる。

そのために必要な意見、提案、アドバイス、それができる

のが事務職員の方々だけです。僕は、学校の中で一番の常

識人は事務職員の方々だと思います。世の中のことを一番

知っている人たち、それが事務職員です。 

さあ、この職務規定は何で見直さ

れたのか。その意味をもう一度考え

てみましょう。学校の問題が複雑化・

困難化して、いろんな意味で管理職

の負担が増加しています。教頭先生

はすごく忙しく、負担が非常に重い。校務運営を改善して

いかないといけないのに、そのようなことはとてもやる余

裕がなく、学校マネジメントが機能不全に陥っている学校

も結構あります。だからこそ、事務職員の方々が裁量性を

持って、より効率性の高い事務の仕事をやっていくにはど

うしたらいいのか、学校の経営に活かしていくにはどうし

たらいいのか、そのためにはどんな手法があるのかを是非

考えていただきたい、そのような期待があるわけです。事

務職員の強みは総務財務に通じている専門職だという話

がありました。僕はさっき言いました、学校事務職員が一

番の常識人だと、学校全体を見渡せるわけです。ある意味、

先生方よりも子どもの姿をよく見られている事務職員の

方々もいるのではないかと思いますし、世の中の状況と合
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わせて、自分たちの学校はどうなんだろう、ほかの学校に

比べてどうなんだろうとか、そのようなことを考えられる

のは事務職員の人たちしかいないと思います。どんな課題

が与えられても、それに対して最適な解を見つけていかな

ければいけない。それによって物事がより良い方向に向か

っていく。それを俯瞰的な視野で見られる、そんな立場に

いるわけです。いろんなことができると思います。学校の

財務の分析、学校評価、職場のコミュニケーションの促進、

地域連携。あるいはカリキュラムマネジメントの世界でも

事務職員の方々が果たせる役割は結構あると思っていま

す。 

カリキュラムマネジメント、これからの教育課程を意味

あるものにするためには、いろんな知識を横断的に結び付

けられるような、そんな事業を展開していかなければいけ

ません。そのために、どんなことができるのか。当然、お

金が必要になってくることもあるでしょう。学校のお金は

限られており、そんな少ない経費の中で、一番効果を上げ

るためにはどうしたらいいのか。先生方がやりたいことに

対して、本当に対応できるのか、学校の中でできるのか、

いろんなことを考えていく。現実を見ながら、より質の高

い教育課程を編成するために、先生がこれを欲しいから買

いますという世界ではなくて、本当にそれは意味のあるこ

となのですかと問いかけられている。それをさらに積極的

に関与し「もしかしたら、こういうふうな指導をしたら、

もっと良くなるのではないですか」「こういうものを使っ

たら、もっとみんなが分かりやすいと思いますよ」そんな

ところに目がいく、そんな視点を皆さんお持ちだと思いま

す。 

例えば、コミュニティ・スクー

ル。今もどんどん導入が進んでい

るコミュニティ・スクールは何の

ためにやるのか。それは、先ほど言

ったように、「人が人を浴びて人に

なる」ためです。社会に開かれた教育課程をつくるためで

す。名前だけは知っていて、この学校はコミュニティ・ス

クールになったということは知っているけど、実際は何を

やっているか分からないという方々が結構多いのです。だ

から、そういう人たち、お手伝いしたいのにどうしたらい

いか分からない、そんな人たちが協力しやすくなるような、

手を貸してくれるような情報発信に事務職員が関わる。そ

ういうことを続けているうちに、事務職員が中心になって

地域の方々がどんどん入って、地域の方々が学校をうまく

動かしていく。そして地域から信頼されるような事務職員

になる、そんな可能性があるのではないでしょうかという

ことです。 

もうちょっと視点を変えていきますが、「ＳＤＧｓ」を知

っていますか。最近いろんなメディアで騒がれている国連

が決めた１７の目標というＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄ

ｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ、持続可能な開発目標

です。世界をこの１７の目標を達成することで変えていこ

うというもので、ゴールは２０３０年です。当然、２０３

０年で終わるというものではなく、その後も続いていくも

のです。このＳＤＧｓの中で、やっぱり中心になってくる

のは、この４番目のゴールで、「質の高い教育をみんなに」

です。これは途上国だけの問題ではなく、日本だってそう

です。質の高い教育を子どもたちが受けることによって、

そのほかのさまざまな問題が解決できる可能性が高くな

るわけです。教育を受けるとことによって貧困になんかな

らない、あるいは健康であれ、福祉であれ、そういうこと

も意識できるようになる。ほかのゴールも全く同じで、教

育があるからこそ実現できるものなのです。全てのこの１

７のゴールの基盤の中に教育があり、そして最後の１７番

目の目標、「パートナーシップで目標を達成しよう」、みん

なで協働すること、共有して協働すること。それがこの１

７の目標を達成するために一番大事なことになるわけで

す。 

一つのゴールを解決するには解

決策は一つではない、これはカリキ

ュラムマネジメントをやるに当た

って非常に有効なテーマになりま

す。例えば、貧困をなくすには、当

然健康でなければいけないわけです。そのためには水問題、

食糧問題、感染症対策であり、そして教育であり。貧困な

くすためには、当然仕事がなければいけない、それでお金

を稼がなければいけないわけです。仕事を生み出すために

は、新しい産業をどんどんつくっていく、そのために必要

なのは教育。差別をなくさないと貧困はなくならない。一

番大事なのはパートナーシップであり、そして教育です。

全ての根本に教育があり、しかも、一つのゴールを達成す

るために、いろんな複数のゴールが複雑に絡み合っている

わけです。このカリキュラムマネジメントをうまくやった

ら、本当にすばらしいことだと思っています。このゴール

を達成するための道筋というのは一つではないのです。い

ろんな取組を合わせて解決できる。それを学校教育の中で

やることによって、子どもたちに必要な知識が身に付く。

正解のない問題に正解、最善の解かもしれません。こうい
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ったものを見出すこのような学習は、到底学校だけでは、

学校の中にいる人たちだけでは、先生方たちだけではでき

ないわけです。学校だけではなくて地域、あるいはそのほ

かの人たちが連携・協働することによって、この学習が実

践できるようになります。それをコーディネートできるだ

けの能力を皆さん方は持っていると僕は思っています。 

ローカルからグローバルへ、いわ

ゆるグローカルと言われている人

材がこれからどんどん求められて

きます。そんな子どもたちを育てる

のに必要なのは、この「ＳＤＧｓ」

を達成するためのＥＳＤ、まさにカリキュラムマネジメン

トそのものです。各教科の視点だけでは解決できない問題

であって、横断的・俯瞰的な視野が必要で、そして、学校

の中では対応できない。地域や外部のリソースを使わない

とできない。限られた予算の中で一番最大限の効果が、コ

ストパフォーマンスの一番いいお金の使い方、そういった

ものの工夫が必要です。それは、皆さんしか持っていない

スキルを活かすチャンスであり、まさにゼロから１を生み

出す、そんな取組の一つではないかと思います。このＳＤ

Ｇｓを意識した取組というのは、子どもたちだけではなく、

大人たちもそうです。これをやることによって、自分たち

が何か物事を解決するときには共有をして協働するとい

うことが大事ということが分かってくると思います。その

ためには、当然コミュニケーションをとらないと自分たち

だけではなくて、ほかの人たちとつながっていかなければ

いけない。周りの環境を大事にして、そして、何よりも全

てのことが自分ごとだと思えるようになる、そんな意識が

付くわけです。子どもたちだけではなくて、そこに参画す

る大人たちにもこういった効果が現れるのではないかと

思います。コミュニティ・スクールの仕組みを通じていろ

んな人たちに集まってもらい、そしてＥＳＤというものを

実効ある、実効そのものとしていく。そして、子どもたち

が大きくなったときにこの２０３０年の１７のゴール、そ

して、その先に達成することのできるそんな子どもたちを

育てたいと思います。 

さて、共同事務の話です。事務処理を組織的にやること

によってミスとか不正が防げるし、そして、学校による事

務負担の差を平準化することができます。どうしても事務

職員の方々は一人配職が多く、そんなところで、どうやっ

て自分たちスキルアップをしていったらいいのか。物理的

に、あるいはバーチャルでも集まり、その中でＯＪＴを受

けながら資質を向上させることができるのではないか、共

通的な業務改善の方策ができるのではないか。このような

ことを通じて、事務機能が強化されます。では、長期的に

はどうなのかということです。共同実施の例を見ていると、

中学校区を単位にするとか、比較的狭い地域でまずはやっ

てみようという感じですけれど、例えばそれを市の単位、

町の単位、あるいは県全体の単位でやっていく。そういっ

た動きが出てくると、もしかしたら、これまでの概念にと

らわれないような予算編成ができるようになってくるの

ではないでしょうか。自分たちの学校だけのことを考えた

マネジメントではなく、全ての学校を良くするためにどう

いうお金の使い方をしたらいいのか、そんな予算編成をで

きる可能性が生まれ、それが、結果として全体的に教育環

境を充実できる、そんなことにつながるのではないかと思

います。 

さて、標準職務の話です。福岡県でも今やっている教育

委員会がつくった『活力ある学校運営の手引』というのが

あります。この手引を全部読んで実行すると、活力ある学

校ができるということらしいのです。最初これを読んだと

きにちょっと悲しかったのは、もうちょっと、事務職員と

いう、事務・学校経営における事務室の役割の重要性とい

うものをもう少し考えていただければという気持ちにな

ってしまい残念です。実際、北九州市では校長先生、教頭

先生と一緒に経営会議みたいなものを事務職員の方が参

加してやっている事例もあるわけです。今後の学校現場に

求められる環境の整備というのは、やっぱり事務職員なし

では語れないということです。事務職員の方々が、学校運

営に参画することのメリットですが、学校の経営体制が強

化される、それに伴って校長あるいは教頭のマネジメント

力、学校全体をどう動かしていくのか、そんな力が上がっ

ていくのです。さらに、人・もの・金、そして、こと、情

報です。それらの最適化を図れるということは教育内容の

教育の質の向上につながるわけです。そういう力を全て合

わせることにより、学校の教育目標を達成する大きなドラ

イビングコースになるのではないかと思います。 

さらに働き方改革。この中でも事務職

員の方々には、中心的な役割を果たすと

いうことが期待をされているわけです。

おととしの８月、中教審での議論をまと

め、それは勤務時間管理と業務改善をまず徹底しようとい

うことです。そして、何よりも学校が担うべき業務は何か

というところをゼロベースに立ち返ってまとめました。何

でも学校が引き受けている現状は明らかにおかしいだろ

うと、３つの領域に分けました。これは学校の仕事ではな
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いもの。登下校の対応、放課後や夜の見回り、学校徴収金

の徴収・管理、地域ボランティアとの連絡調整。学校では

ない主体がやるべきではないか、一足飛びにそこまでいく

ことはなかなかできませんが、少なくともこれは学校がや

ることではないということを、少しずつ周りの人たちに理

解してもらう必要があるというのが最初の広報です。そし

て、学校の仕事だけれども別に先生がやる必要はないもの。

調査・統計等の回答、児童・生徒の休み時間における対応、

校内の清掃、あと部活動です。そして、先生の仕事だけど

も先生の負担を軽くすることができるもの。給食の対応、

授業の準備、成績処理、学校行事の準備・運営、進路指導、

そして、支援が必要な子どもたちの各御家庭への対応。そ

れらは、先生が本来やらないといけないけど、それを誰か

が専門的な知識を持ってサポートできれば、もっと先生が

本来やるべき仕事に集中できるのではないかということ

です。 

やはり、学校の中でのマネジメ

ント機能というものを十分に発

揮できるようにするということ

が基本で、学校がうまく動いてい

くために、専門職であり俯瞰的に

物事が見られる事務職員の方々が、より主体的・積極的に

公務運営に参画するということが必要になってきている

と、事務職員に関しては書かれています。だからこそ、事

務職員のキャリア形成というのが大事です。研修も節目、

節目でやっていかないといけないということです。研修の

機会は、本当に大事だと思います。当然、必要なスキルを

身に付けることが研修の目的です。それ以外にいろんな人

とのつながりが生まれ、また、外の世の中で何が起こって

いるのか、あるいはそういうことを知る機会にもつながる。

他がどうやっているのか等の情報交換にも使える。非常に

大事なプロセスであるこの研修というものをしっかりと

事務職員のキャリアパスの中にビルトインしていく必要

があると思います。また、結構、事務職員の方々の役割と

いうことで、調査・統計への回答、学校行事の準備、進路

指導みたいなものまで事務職員の能力が発揮できるので

はないかと書いてあるわけです。かといって事務職員に過

度に業務が集中することのないように、これは、先生のた

めだけに業務改善はするのではないというメッセージで

す。先生を楽にするためにやっているのではなく、先生が

本来やるべきことに集中できるように、それがこの働き方

改革の一番のポイントです。 

さあ、ここで働き方改革の一番大事なツールの一つであ

る業務改善についてお話をしたいと思います。学校という

組織はやはり異空間です。何か日常とかけ離れた時が流れ

ているそんな空間だというのを常々感じるのです。学校は

サービス業ではないのにサービス業の体（てい）で、子ど

もたちのために「やってくれ、やってくれ」と言われると、

「分かりました」と言って何でも引き受けてしまい、どん

どん仕事が増えて回らなくなってくる。子どもたちのため

と言われたら、何も抵抗ができない。そして整理整頓もで

きない。せっかく片付けて隙間が空いたら、次の日には何

かまた物を置かれていたり、あれはどこに行ったかとみん

なで探し回って、それでどれだけ無駄に時間を過ごしてい

るか。学校で皆さんが当たり前だと思って、諦めているこ

とはいっぱいあると思います。全て社会からそのほかの世

界から見たら非常識だということです。業務改善が何故進

まないのかとみんな分かっていると思います。業務改善を

すれば、本当に効率的になって、今までやれなかったこと

ができるようになる。大事なことだけど、何から始めたら

いいのかよく分からない。仕事を減らしても、また次の仕

事が入ってくるのではないかというのもあるわけです。こ

れは毎年やっているから止められないという、謎の納得さ

せられる言葉があるのです。行事というものは、その意味

を本当に考えたほうがいいと思います。極端な例ですけれ

ども、本当に何で運動会はやるのですか。子どもたちの視

点に立って、運動会であるとか、学芸会であるとか、修学

旅行であるとか、そういったイベントの意味合いというの

をもう一度考えてもらいたい、業務の棚卸しをしてもらい

たいと思います。その学校は、その学校なりの特色を出し

ていろんなことをやっていかなければいけないのに、いつ

しか金太郎あめみたいな世界ができ上がっている。それが

明治以来続いている、それが学校です。 

働き方改革の中で、福岡県教育委

員会は、いろんな取組をやっていま

すと書いています。共同学校事務室

の設置モデル地区を６市町を指定

して研究を行って、その取組状況を

全市町村教育委員会に対して周知しました。このようなこ

とをして少しずつ進んでいるということですが、業務改善

に向けた、働き方改革に向けた取組というのは、まだまだ

進んできていないわけです。そのような中でＩＣＴ化とい

うのが、非常に重要なツールになると思います。先ほどＡ

Ｉ、コンピューターに取って替わられてしまうという話が

ありましたが、やっぱりそれを活用しないといけません。

そこでつくられた時間で、よりクリエイティブで、よりア
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クティブな仕事をやっていただきたいということです。福

岡県がどれだけ教育の情報化が進んでいるのか、進んでい

ないのかという話です。教育用コンピューター１台当たり

の児童・生徒数ですが、国の目標は、今は「ＧＩＧＡスク

ール構想」が出ましたから１人１台になりましたが、それ

までは３人に１台だったわけです。３人に１台という目標

を掲げていたにも関わらず、全国平均は５人に１台、福岡

県は７人に１台です。それ以外にも、全国平均と比べては

るかに低いのは、普通教育での無線ＬＡＮの整備です。あ

とは統合型校務支援システムの導入が全く進んでいない

のです。では、それを市町村ごとに見てみると、やっぱり

相当差があることが分かっていただけると思います。教育

用コンピューター１台当たりの児童・生徒数は上回ってい

るところもあれば、はるかに下回っているところもありま

す。そして、これが一番ひどく、普通教室に無線ＬＡＮが

どれだけ整備されているかというと、軒並みゼロというと

ころが本当に結構あるのです。半分ぐらいの市町で、無線

ＬＡＮありませんという現状です。多分、今回の「ＧＩＧ

Ａスクール構想」で相当変わるとは思いますけれど、これ

はちょっとまずいことです。そして、統合型校務支援シス

テムの整備です。これもゼロのところが半分を超えており、

なかなかそのシステムを導入できているところが少ない

というのが分かっていただけるかと思います。 

先ほども言いましたが、働き方

改革は先生を楽にするためのもの

ではない。先生は授業をしっかり

やってもらうために、そちらに一

生懸命やってもらうのです。それ

は本来の業務に集中していただく、そういう環境をつくる。

それが子どもたちのためになる。だからこそ、教員中心で

運営してきたこれまでの学校の経営スタイルというもの

を変えていかなければいけない。まさに経営を車の両輪と

してやっていくわけで、そこでつくられた方向性、それを

先生でもあり、サポートするスタッフの人たち、そういっ

た三位一体で組織を動かしていくということが必要にな

るわけです。そのためには、やはり目的、目標、そういう

ものを共有しないといけないわけです。学校はまずもって、

子どもたちのためにあり、そこでみんなが議論してつくら

れた教育目標を、それぞれの役割分担に基づいて、それぞ

れの職員の方々が、自分のこととして役割責任を果たして

いく。そして、それを教育委員会こそが、全力でサポート

をしていきましょうということです。本当に総がかりでや

っていかないと、この学校という組織を維持するのは限界

に来ているということです。 

業務をとにかく減らしていこうということで、去年の６

月に通知を出したわけです。伝統だから続いているが、学

びや健全な発達の観点からは必ずしも適当といえない業

務や、本来は、家庭や地域社会を担う業務で、学校はやら

なくてもいいこと。その２つを徹底的に減らしてください、

大胆に減らしてくださいというお願いをしています。これ

は、具体的に何かというと、夏休みの間のプール指導、早

朝とか夜とかの部活動、そして、研究意欲がないにもかか

わらず形式的に続けている研究指定校。地域や保護者の期

待に過度に応えることを重視した運動会の過剰な準備。休

日の地域行事への参加の取りまとめや引率。ここまで具体

的に言っていても、それでも多分、減らせてないのだと思

います。「国が言っているからやらなきゃいけないんだ」と

言いながら、何かやりにくそうなことになると、ほおかむ

りをしてしまっている部分が少なからずあるのではない

かと思っています。学校は、いろんなことが増えていって

いるのですが、国にせよ、教育委員会にせよ、学校もあれ

も大事だよ、これも大事だよと、どんどん積み重ねていっ

てしまって、今この結果になってしまっているわけです。

でも、これは、やはりみんな良かれと思ってやっているわ

けで、結局それが自分たちの首を絞めるような結果に結び

ついてしまっているという残念な結果になっているわけ

です。理想としているところ、目指すべきところ、多分、

みんな分かっていると思います。ただ、みんな見えている

景色が違うし、それぞれの立場の人たちが、それぞれの立

場、独立で動いてしまってコミュニケーションがなかなか

とれていない。結果として、認識のギャップが埋まらない

が故に、思い思いの方向に走り出してしまって、収拾がつ

かなくなっているというのが今の状況ではないのでしょ

うか。 

この学校現場における業務改善

を進めるためには、子どもたちに

とって学校の環境がベストな状態

になっているのかどうか、そこに

立ち返って考えてもらいたいと思

います。そして結果として、子どもたちだけではなくて、

皆さんが笑顔になれる環境づくりができるわけです。その

ためには「当たり前」これを見直してください。時間は限

られています。人間は限られた時間の中でできることしか

できないのです。自分のやらなければいけないことを絞り

込んだ上で、それを全力でやるという方が、はるかに皆さ

んのためでもあり、子どもたちのためにもなります。その
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ためには、これも苦手だと思いますが、優先順位付けです。

これができると、今日はここまで何をやろうということが

決まるわけです。１日のゴールが決まると、それが達成で

きたか、達成できていないかが分かるわけです。達成でき

ていると、少しずつ取組が進んでいるという実感を持てま

す。それと、やっぱりやらされ感です。やらされ感って結

構多いと思うのですが、何かやらなきゃいけないとか、や

らされているとか思うと、どうしても場当たり的な対応に

なってしまいます。とにかく、そのプレッシャーから早く

解放されたいが、うまいこと前に向けず、それで状況を放

置してしまう人が結構いるものです。人間は、やっぱり無

意識に言われたことはやりたくないと、思ってしまうわけ

です。だから、そこをやりたいという思いに変えていく。

それには、やっぱりやったことによって、物事が前に動い

たか、少しでも自分が実感できる、そういう機会をむりや

りつくることです。それは簡単なことで、その日の目標を

つくるとか、１週間の目標をつくるとかです。身近なとこ

ろで、少しずつ少しずつ成果を積み重ねていくということ

が、次へのモチベーションになるのだと思います。そうす

ると、こういう正のサイクル、プラスのサイクルが回って

いくということです。これはちょ

っとした意識の切り替え、常に意

識していないと難しいのですけ

れども、本当に簡単なことです。 

さあ、今度はちょっと毛色を変

えて、事務職員の方々に関することをデータの面から見た

らどうなのかというそんな御紹介をしたいと思います。ま

ず、自己分析です。これは、学校事務職員に必要とされる

資質・能力の習得度で、事務職員の方々自身にアンケート

を取った結果です。「人事・給与・福利厚生に関する知識」

は、とても身に付いている人は１８.７％、ある程度身に付

いている人が７割近くいるわけです。そして２番目、「社会

人としてのマナー」これはある程度身に付いている人とい

う人も含めて、６割しかいなく、４割は自分は社会人とし

てのマナーを知らないと思っている。「計画的に自分の仕

事を進める力」、「学校事務職員としての志・責任感。志・

責任感」も６割弱の人しか身に付いていると思っていない。

本当は大事なことですけれども、教育や教育課程に関する

知識、学校経営・学校評価に関する知識、ここはとても低

いのです。自分で身に付いていると、完璧に身に付いてい

ると思っている人は１％ぐらいしかいない。でも、これが

これから求められている力なのです。教育のことを理解し

て、学校経営に参画をする、その視点が少なくとも今まで

は低いわけです。 

さあ、小中学校の事務職員の方々が、今、必要な資質・能

力、そして将来、これから自分たちに必要になってくる資

質・能力がどうなのかというアンケートです。今、必要な

もの第１位、「正確・迅速な事務処理能力」、以下「人事・

給与・福利厚生に関する知識」、「予算執行に関する知識」、

そして「社会人としてのマナー」。それは必要だと思ってい

ても、ないから上位に上がってくるのでしょう。でも、今

後これから必要で、自分たちが身に付けなければいけない

と思っているのは、俯瞰的な能力です。「学校全体を見渡し

て、問題を発見して解決する思考力」が自分たちに必要だ

ということです。これは、「正確・迅速な事務処理能力」を

上回っているわけです。そして、「臨機応変に対応できる

力」、「渉外・調整・連携する力」。そのようなことがこれか

ら必要だということで、新しく項目として出てきています。 

では、教育委員会は、事務職員の方々にどんなことを求

めているのか。今、求めている能力は同じで、「正確・迅速

な事務処理能力」。もう少し志と責任感を持ってほしいと

いうのが第２位です。今後将来、こういったこと、こうい

った事務職員が必要になってくるも同じで、「学校全体を

見渡して、問題を発見して解決する思考力」、そして対外的

なノウハウです。チームとして成果を出す、「学校教育目

標・教育課程を踏まえて仕事を遂行する力」もあります。

そして、これ、「危機管理に関する知識」。これも是非、事

務職員に期待したい、能力を身に付けてもらいたい。学校

は今、本当にいろんな状況にさらされており、誰か侵入し

てやらかすかも分からないし、自然災害も起こる。そんな

中で、クライシスマネジメントをしっかりやっていく。何

か起こってから対応するのではなくて、起こらないように

する。起こったときに対応ができるように普段から準備し

ておく。こういった危機管理の能力というものも、教育委

員会から期待されているわけです。 

今の事務職員の方々の自己分析

と、教育委員会の期待と、現在求め

られているものとこれから求めら

れているものは、全然ギャップがあ

ります。ギャップがあるけれども、

方向性は一緒で、目指すべきところは共通なことだと分か

っていただいたと思います。ただ、今と今後には、大きな

ギャップがあるわけです。ここで役割が大きく変化してい

る、求められているものが大きく変化しているんだという

ことが分かっていただけるかと思います。単に事務処理を

やるだけではない、ビジョンをつくってそれをカリキュラ
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ムづくりに生かしていく、そんな貢献が求められていると

いうことです。 

次に、校長先生から見た事務職員の行動。これは、大体

１,０００人近くの校長先生にアンケートを採った結果で、

校長先生から見ると、一番そうだというのは、「適正な事務

処理が行われているという安心感を与えてくれている」、

これはその通りだと思います。しかし、「学校への来客、電

話対応が丁寧である」。これが上位に上がってくるという

のは、校長先生から見た事務職員の位置付けはどうなのだ

ろうと思います。「臨機応変に対応してくれる」これはいい

です。以下「教員の働きやすい環境整備に貢献してくれて

いる」、「自分の仕事に線引きせずできることを積極的に担

当していってくれる」。これも意外ですけれども、結構多く

の回答があったのが、「校長の学校経営ビジョンに沿って

動いてくれている」、「学校全体を見渡しながら仕事をして

くれる」、こういうふうに思ってくれている校長先生も結

構多いというのが分かりました。逆に低いところは、「子ど

もや行事に積極的に関わってくれているか」、「教職員、保

護者に積極的に関わってくれているか」、「保護者、地域と

の信頼の向上に貢献してくれているか」、確かに今後、伸ば

していく部分なのかなとは思います。 

さあ、コミュニケーションと

いうのは本当に大事です。まず、

できることからやっていく。車

の両輪という以上、校長のちょ

っと近くに座って日常的に会話

ができるような環境づくりをしてもいいのでは。あるいは、

先生方の意見交換、先生方との意見交換、それができるよ

うなオフィスの環境整備。そのようなことをやることによ

って、常日頃からのコミュニケーションが生まれて、それ

がお互いの理解に結び付き、より良い勤務環境ができ上が

ってくる、そんなことにもつながるのでしょう。そういっ

た環境整備も重要だと思いますが、何よりもマインドです。

さっきの意識調査からも分かるように、校長先生あるいは

教頭先生は助けてもらいたいと思っていることはたくさ

んあるのです。そんなときに、自分が校長だったらどうす

るか、教頭だったらどうするか。それを考えるか考えない

かによって、できるサポートのクオリティは変わってくる

と思うのです。そのクオリティが高ければ高いほど、学校

の運営がうまくいきます。単に指示を受けて働くのだった

ら誰でもできます。常に自分より上の立場の人がどういっ

たことを考えるか、その人がうまく動けるように自分だっ

たら、自分がその立場だったらこうすると常に思いながら

日常の業務をこなしていく、こういう視点はすごく大事だ

と思います。 

さあ、学校の本来の役割、子どもたちのためである学校

という組織、それが本来の役割を取り戻すためには、今の

現状「教員に必要以上に負担がかかっている」、「管理職が

マネジメントもできない」、この二つを解決していかない

と、本来の役割というのは当然果たせなくなるわけです。

そのために、チームの一員として何が果たせるか。学校と

いうのは、今や組織でなければ運営はできないわけです。

みんながそれぞれ勝手なことをやっているわけにはいか

ないわけです。繰り返しになりますけれども、専門性を生

かして、みんなが本来のやるべき仕事に集中できる環境を

整える。それが子どもたちのことをみんなが考えられる場

で、学校がそういう場になる。だからこそ、皆さんもそう

いう思いを持って、つかさどる、つかさどっていけるよう

になったのです。 

まとめますけれども、もう今まで縷々（るる）お話しし

たように、環境が変化していく中で、変化していくからこ

そ、自分も変化できるチャンスなのです。それが、ある程

度の自由度を持って今できる、そのような環境が整ってき

ています。それをどう動かしていくのかというのは、それ

ぞれ皆さんがどういう行動を起こすのか、そこにかかって

きています。学校のミッション、これをもう一度見つめ直

してください。何のために、誰のために学校があるのか。

そして、全ての力を子どもたちの笑顔のため、そして自分

たちも笑えるように受けていってほしいと思います。 

当然、描いた理想と現状にはギャ

ップがあると思います。だけど、それ

をギャップがあるからといって諦め

るのではなく、何でギャップが生ま

れるのだろうと考えてみることで

す。それは、もしかして理想が高すぎるのかな、あるいは

逆に現状がひどすぎるのかなと。では、それを埋めるため

に、そのギャップの大きさはどれくらいなのか、自分一人

で埋められるのか、他の人の助けが必要なのか、そんなこ

とも考えないといけないと思います。そして、ゴールに近

づくために何が必要なのか、邪魔しているものは何なのか、

自分たちの理想、できないことを邪魔しているのは何なの

かも考えることです。それで、一時しのぎではない新しい

やり方をとってみることで、うまくいくこともあるし、自

分が何かスキルを身に付けることでそれを超えられるこ

ともあります。いずれにしても、止まっていてはいけない

わけです。明日からできることを地道に、それを積み重ね
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て、ゴールに近そうなことを少しずつやっていく。それは

１人でできることでもいいし、みんながやることによって

できることでも何でもいいと思います。無意識のうちに人

間は心の中でブレーキをかけてしまうのです。自分の思考

であるとか行動を止めてしまう。その要素が決めつけであ

り、諦めであり、怖さなのです。そのブレーキを一つひと

つ外していくために必要なのがコミュニケーションです。

お互い何を考えているのか、それぞれの人であり、それぞ

れの団体もあるかもしれません、そういった人たちが何を

考えているのか、それを理解し合えるごとに、段階を踏ん

でこの要素というのは消えていくものだと僕は思ってい

ます。これもある程度、意識的にやらないといけません。

人間は楽な方向に流れますから、そこを自分の思いを少し

前に傾けていくということ、ちょっとだけでいいので前の

めりになって。人間って本当に不思議なもので、ちょっと

でも体重を前にすると、足が一歩出るわけです。足が一歩

出ると、また次の足も出るわけです。その足の前を、踏み

出しの一歩を出せるかどうか、そこにかかっているわけで

す。それは小さな一歩でもいいのです。小さな一歩でも、

全て積み重ねで、それが最後には大きなドミノを倒してい

くというものです。 

 やる以上は楽しくないといけないと言いましたけど、人

間が幸せだなと感じるために４つの要素があると言われ

ています。慶應大学の幸福学で有名な前野先生が提案した

のですが、「やってみよう」、そして「何とかなるさ、どん

まい」、そして「ありのままに」。最後に、「ありがとう、感

謝の気持ち、信頼の気持ち、尊敬の気持ち」、こういった思

いを持ちながら、仕事をしている人の幸福度あるいは生産

性というものが、ワクワクして仕事をしている人たちのほ

うが明らかに自分がハッピーだなと感じるだけではなく

て、実際に仕事をよくできるようになっているというのが

研究成果から出ています。 

 僕らが普段よく使っている、四つ葉の

クローバーです。なかなか見つからない

ですね、四つ葉のクローバー。だけど、

探すのをあきらめたら本当に見つける

ことなんかできない、だから、一生懸命探し続けよう。そ

の四つ葉のクローバーの１枚１枚の葉に、メッセージをい

つも込めています。「分かち合って、育て合って、積み重ね

て、そしてつないでいく」という、これからの仕事を進め

る上で、僕自身もこういったキーワードを常に意識しなが

らやっています、子どもたちのために。 

長時間にわたって、御清聴いただきました。本当にあり

がとうございました。 

○ 事務職員を取り巻く環境が法改正等も含めて激変して
いる中で、現職の文科省の方から直接、今後あるべき

学校事務職員の姿を提示していただいて身が引き締ま
る思いだった。言葉の一つ一つをしっかり胸に刻んで今
後の仕事に生かしていきたい。

○ さまざまな研究大会に参加して思うのが、文部科学省の
方が学校事務職員に対して期待しているのに、県教育

委員会や一部を除く地教委はその期待があまり感じな
いように見える。県教委や地教委職員に本研究大会の
参加を含め参加していただきたいし、自分たちももっと地
教委や教員にに連携協働を働きかけていかなければと
思っています。

○ 事務職員の業務等をよく把握されたうえでの講演だった
為、大変理解し易く意気投合する内容だった。

○ いわゆる「文科省による行政説明」のような堅苦しいもの
ではなく、やわらかい物腰で、事務職員に関する内容だ
けを分かり易く解説してくださるので、若年事務職員に
も、すっと頭に入っていったのではないでしょうか。私た
ち事務職員の側に立って、背中を押しして下さるので、
やる気が出ました。

○ ビジョンについては共感できましたが、具体的に何をす
れば良いか・何が求められているかを伺いたかったで
す。抽象的な提案に終始している感じがしました

＜アンケートより＞

 

 

◆ 第１分科会 

第１分科会は、岐阜大学特任教

授の足立慎一さんをコーディネー

ター、文部科学省大臣官房会計課

長の木村直人さんを助言者にお迎

えし、パネラーを嘉麻市立山田中学校事務職員（福事研会

長）の吉備さん、八女市立福島中学校事務職員の樋口さん、

北九州市立二島小学校事務職員の日力さんにお願いし、パ

ネルトークの形式で行われました。足立氏から「つかさど

る」と「まなび」という二つのことが問題提起され、パネ

ラーからそれぞれの体験や実践に基づいた報告がなされ

ました。また、会場からも質問紙により様々な質問意見を

募り、それに回答する形で、トークが進められました。会

場からの質問意見等が多数出され参加者の問題意識の高

さがうかがえました。チームとしての学校、組織の中でい

かに事務職員がつながりをもって行動するかが問われて

いると感じました。色々な意見や質問が出され、個人で行

動することも大切ですが、市町村や共同

実施など、チームとして動くことも必要

だと感じる分科会でした。 
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○ 「つかさどる」へ改正され、共同学校事務室への移行に
あたりどのようにして、個人が事務職としてのかかわりを
学校現場でしていくべきか、それぞれが手探りしている

中で普段から行っていることもつかさどるにつながって
いたり、新たなかかわり方を知る機会になりました。

○ 大人も学ばなければ、大人は大人でいられない、という
お話がとても心に残りました。日々変わっていく学校環
境の中で、自分も変わらなければと考えさせらました。

○ 今回みたいに、挙手型でなく無記名で用紙収集型はコメ
ントしやすくよかった。もう少し、意見を紹介してもよかっ

た。

○ 会場の事務職員の意見を拾い上げて、パネラーが答え
ていく形式は会場の気持ち、経験豊富なパネラーの見

解を聞くことが出来て、共有できる点や新たな発見があ
り良かったです。

＜アンケートより＞

◆ 第２分科会 

第２分科会では営業マンの存

在から財務マネジメントを考え

るという視点から、株式会社セ

ールスアカデミーより大江 麻美子さん、福岡スバルより

眞戸原 和也さんを講師にむかえて行われました。できる

営業マンとはどういうものか、できる営業マンの育て方

等について教えていただき、最後は実際の営業マンであ

る眞戸原さんにより模擬営業をしていただき、実際の営

業マンの立場にたって考えていくことができました。大

変盛り上がり、実りのある研修会となりました。 

○ とても楽しかったです。学校現場にいると，営業マンから
話を聞く機会はなかなかないので，貴重な話を聞くこと

できました。今後は，学校の業者さんともっと話し合っ
て，学校のためにも自分のためにもメリットのある取引

をしたいです。

○ 小刻みな休憩をとっていただいたことやグループ構成人
数がほどよく、まとまりのある話し合いができたこと。ま
た、斬新な視点で講義に臨めたことなど今後の分科会

の組み立ての手本とも言うべき内容でした。

○ 実社会の営業と、学校での営業がリンクしていない部分

がありましたが、外部講師を招いていただくなど、工夫
が感じられました。

○ 今回の第2分科会の内容は、学校事務職員の意識啓発

に大変役立ったと思われる。民間企業の研修関係者を
今後もどんどん呼んでもらいたい。

＜アンケートより＞

 

◆ 第３分科会 

第 3分科会では『「やってみたい!」「解決したい！」を

実現する作戦会議』と題して、4

人ずつのグループに分かれ、ワー

ク形式の協議を行いました。 

それぞれが「働き方改革又は業

務改善の推進」を目標として、取り組んでみたいことや

課題を出し合いました。そして、グループのメンバーか

ら課題解決のための作戦を付箋に書いてもらい、ワーク

シートに貼りつけていきました。最後にはみんなで全員

のワークシートを見て回り、様々な悩みと解決策を知る

ことができました。また、休み時間もいろいろな話で盛

り上がっていました。 

後日参加者に話を聞くと、みんなか

ら教えてもらった作戦を実行した人も

いました。実践につながる有意義な分

科会になりました。

○ 業務改善については、今後とも継続して取り上げてほし
いと思います。

他県からの参加も多く、情報交換がとても楽しくて、時間
があっという間に過ぎました。

皆さんが問題意識を持って参加していたので、自分の困
りごとにもたくさんのアドバイスをいただけました。

○ 参加者の業務改善などの具体的な「手段」などについて
持ち寄らせて交流させるのであれば、事前に記入や入力

させたものを持参、もしくはデータを集約させるなどすれ
ばよかったのでは。時間短縮や戸惑いも軽減させたかも
しれない。

○ それぞれ状況が異なる者同士だったので、具体的な作
戦を立てる前にその学校の状況を聞き取るのに時間が
かかった。それが興味深くおもしろかったのですが、作戦

会議というには時間的に厳しかった。

＜アンケートより＞

◆ 第４分科会 

第 4分科会は、近年毎年発生

している自然災害に被災した場

合に学校事務職員としてできる

ことを考察目的として「今から

ここは避難所です！～緊急時における学校のあり方を学

ぶ体験ワークショップ～」というテーマで、兵庫県教委



- 15 - 

 

震災学校支援船チーム EARTH 井上和雄さん、文部科学省

より西 佑樹さん、NPO法人 AngelWings 藤澤健児さん、

NPO 法人がんばりよる星野村 山口聖一さん、日本防災士

会福岡県支部 力丸健治さんの 5人の講師をお招きし研

修しました。緊急時協力体制のためにも地域と信頼関係

を構築しておくこと、避難所となった学校の運営・事務

処理の知識や避難所のあり方・対応の優先順位などを考

え続けることが日頃から取り組めることだと感じまし

た。被災対応に正解はなく、所・状況に応じた「成(せ

い)解(かい)」という言葉が印象的です。難しいテーマで

したが、仮の被災学校が教育を早期

に再開することができるよう活発な

意見交換が行われ、充実した分科会

となりした。

○ すごく勉強になりました。今まで考えていた、避難所
になったときの自分の動きが甘すぎることがわかり
ました。臨機応変な動きと思考を忘れずに、どこの
学校にいっても提案し、動ける事務職員となれるよ
う、分科会の内容を忘れずにいたいです。

○ 前半の災害ボランティア的な内容が、学校には直接
関係のない内容で、それが長引いたためワークが
短くなって残念だった。ワークの部分をもっと研修し
たかった。

○ 被災を体験された方の話やボランティアをする方の
気持ちのあり方、学校の避難所の設営について考
える機会ができて勉強になりました。防災について、
個人でも勉強を進めていこうと思います。

＜アンケートより＞

 

 

◆ 第５分科会 

第 5分科会では「とにかくがん

ばる」はもう卒業しよう“でき

る“を見つける認知と行動のア

プローチというテーマで、作業体験ワークを行いまし

た。VAKタイプを元に班を作り、その中で、決められない

悩みやどうしたらいいかわからない悩みの解決方法につ

いて意見交換が行われ、最後には VAKタイプ別のコミュ

ニケーションの取り方の違いについて学びました。それ

ぞれ紙に書き起こしたり、付箋を貼ったりす

るなどして、活発な意見交換が行われ、大変

盛り上がる分科会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 第６分科会 

第６分科会では、スクールカウンセ

ラーの平尾 渉さん、スクールソー

シャルワーカーの高口恵美さんに講

師をお願いし、それぞれの立場や役

割、専門性についての具体的なお話や、SC・SSW・事務職

員が連携を図ることができた実践例を報告していただき

ました。その後、３つのグループに分かれ、事務職員と

しての強みや、SC・SSWとどう関わっていけると思うか等

について話し合いを行い、最後にグループごとに話し合

った内容の発表を行いました。活発

な意見交換が行われ、お互いに理解

を深め合える分科会となりました。 

○ 少人数でしたが、他県からの参加もありとても有意義な

情報交換ができました。

○ ＳＣとＳＳＷの方と事務職員が話をするという機会がな

かったので、興味深く参加しました。分科会に参加して学
校に来てくださるＳＣやＳＳＷの方を身近に感じることが

できたように思います。

○ SC,SSWの先生方のお話を伺い、これからスクールサ
ポートスタッフの皆さんと、情報を共有することの大切さ

を痛感しました。他の参加者の学校の実態や、工夫など

共有することができ、大変有意義でした。今後に生かし

たいと思いました。

＜アンケートより＞

 

 

 

○ 心理学の先生が監修されているということで、やはり心
理学的な要素が大きかったと思う。

○ シートを活用して、問題解決していきたいと思います。ま
た、他地区の方々と話すことができ、一つの問題でも各
市町村で対応できる部分が少しずつ違ってくることが分
かり、よい体験になりました。

○ 同じ世代の事務職員の方が企画されてたみたいでとても
楽しかったです。普段会わない地区の方との交流にもな
りとても勉強になりました。

＜アンケートより＞
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令和元年度 全事研セミナー報告 

令和２年２月１４日

(金)に神奈川県川崎市

「カルッツかわさき」に

於いて第２６回全事研セ

ミナーが開催されまし

た。例年は終日で開催されていましたが、今年度は午後か

らの半日の日程で行われました。 

 

文部科学省行政説明 

文部科学省初等中等教育局財務課長  

                合田 哲男 氏 

「新しい時代に必要な力と学びの変革について」と題し

て講話されました。 

新しい学習指導要領は、「詰め込み教育」と「ゆとり教育」

の二項の対立から脱却し、「主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善」めざしていることについて話されま

した。 

そして今後の課題として、学校における働き方改革＝教

師でなければできないことに全力投球できる学校環境を

確立させること。さらに、高い成果を上げている学校教育

を持続可能にするために、語彙や読解力などの確実な習得

のため教育課程の重点化等が必要であること。また、高等

学校改革としてＳＴＥＡＭ教育の重要性が増しているな

か、高校から大学にかけて文系・理系に分かれるという文

理分断を脱却することを重視すべき等話されました。 

最後にＧＩＧＡスクール構想の実現について、Society 

5.0 時代を生きる子供たちにとって、１人１台端末及び高

速大容量の通信ネットワ-クを一体的に整備することで、

多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正に個別

最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させ

ることを目指すという話をされ終わりました。 

 

講義  

「カリキュラム・マネジメントを推進する事務職員の役割」 

兵庫教育大学 准教授 押田貴久 氏 

カリキュラム・マネジメントとは、天笠茂（千葉大学特

任教授）によると各学校において、総合的な教育計画であ

る教育課程を核にして、各教科等の教育内容の組織化など

編成を図り、経営資源の投入や協働を促すなど諸条件の効

果的な活用を通して学校教育目標の実現をめざすこと、ま

た全教職員の參加によって、教育課程の編成・実施・診断・

評価・改善を通して、字校の特色を創っていく営みである

とのことです。 

学校事務職員の職務は学校教育法改正により「従事する」

から「つかさどる」になり、新しい学習指導要領の求める、

社会に開かれた教育課程、カリキュラム・マネジメント、

「主体的・対話的で深い学び」の実現の視点から教育課程

の編制にも係わらなければならないとの話がなされまし

た。 

  

北九州市立学校事務研究会研究大会 

令和２年１月３１日（金）「北

九州市ウェルとばた」に於いて、

第１３回北九州市立学校事務研

究会研究大会が開催されました。

大会テーマは「学びをふかめる学校事務の実践 ～教職員

協働により実現させる子どもたちの成長～」と設定され、

行政説明、研究部発表、講演、シンポジウム、グループワ

ークと盛りだくさんの内容で行われました。 

行政説明では、北九州市教育委員会指導部指導第一課長 

澤村宏志 氏が「教育活動への理解とかかわり」と題し、学

校教育をとりまく状況、北九州市教育委員会の施策、学校

事務職員に期待することについて講話されました。 

研究部からは、「教育活動における協働のかたち」と題し

た発表がなされ、事務職員が学校全体の様々な部分とかか

わっていくことの必要性、そのきっかけのための「キーパ

ーソン」の存在など興味深い話がなされました。また、「Ｏ

ＯＤＡループ」という思考法による意思決定の話も面白い

ものがありました。 

講演は「これからの学校のあり方と教職員協働による学

校運営」と題し、常葉大学教職大学院教授 紅林伸幸 氏に

より行われました。今までは質の高い授業・指導ができる

教師力に支えられ、世界トップレベルの教育であったこと、

これからは教師の授業力のみに頼らない教育が必要なこ

と、そのための５つの挑戦等の話しがなされました。また、

多忙と教育環境の話もされ、その対応策としてのチーム学

校を機能させる組織体制についての話、信頼される連携か

ら参画する協働への転換の必要性の話や、最後には事務職

員はチーム学校の顔としてチーム学校を推進し、つなぐ学
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校事務職員に、との話がなされました。 

シンポジウムは「事務×教務＝？～協働から生まれるチ

ーム学校～」というテーマで、シンポジストに常葉大学教

職大学院教授 紅林伸幸 氏、北九州市立門司総合特別支援

学校事務長 森  聡 氏、北九州市立二島小学校主幹教諭 

有本美佳子 氏の３名、コーディネーターに北九州市立学

校事務研究会会長 日力雅史 氏により進められました。教

員側からの事務職員との協働や北九州市初の事務長の職

務について等の貴重な話を聞くことができました。 

グループワークは「つなぐ、かかわる、つくりだす～よ

りよい教育活動実現のため 私たちにできること」という

テーマで、５～６人のグループでの演習でした。学校での

先生方の声に対して、様々な取り組みがなされるなら、自

分はこんなことができるという自分なりの協働のかたち

を探るというものでした。 

今年度、北九州市では学校事務職員の標準職務表が本格

実施され、事務長制も開始という更なる大きな変革の年に

なっており、そこで、標準職務表の中でも「教育活動支援」

にあたる部分に焦点を当て、目指すべき教職員の協働への

ヒントを導いていきたいとの思いが

あるそうです。研究大会は、北九州市

の実情に合った取り組みで、すぐにで

も自校の業務に活かすことのできる

内容が追究されていることがよく感

じられました。 

  

 

福事研設立２０周年記念祝賀会 

令和２年２月７日の

記念大会終了後、福岡リ

ーセントホテルに於い

て、２０周年記念祝賀会

が開催されました。福岡県小学校長会、福岡県教職員互助

会、日本教育公務員弘済会福岡支部等の関係団体の皆様や

本研究会と縁のある皆様、勇退された役員の皆様、旧役員、

各支部代表の皆様、そして現役員で８０名を超える皆様に

参加していただきました。なつかしいお顔も拝見できまし

たし、ＯＢの方々の「２０年を振り返ってのあいさつ」で

は、設立当時のご苦労や福事研への思い等貴重なお話しを

聞くこともできました。福事研の２０年の歩みについて、

そしてこれからの福事研について、様々な皆さんと語り合

うことがでたとても充実した祝賀会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度の予定

R.2 5 19 (火) 拡大研究推進委員会

（評議員会・支部代表者会）

R.2 6 26 (金) 支部研修担当者研修会

（第22回総会）

R.2 8 6 (木) 全事研岐阜大会（～７日）

R.2 12 11 (金) 福事研第２３回研究大会

R.3 2 10 (水) 第２７回全事研セミナー

 


