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会  報 第40号 福岡県小中特別支援学校事務職員研究会

第５１回全国公立小中学校事務研究大会 

（岡山大会）参加報告 

第９次研究中期計画の初年次

となる岡山大会は、テーマを

「ビジョンを実現する学校経営

戦略」として、２日間の日程で

全体会会場である岡山シンフォニーホールで幕が開

けられました。１日目は文部科学省初等中等教育局

企画官 常盤木 祐一 氏による行政説明と全体研

究会Ⅰが行われました。２日目は、午前中に本部研

究分科会と７つの分科会が各会場で行われ、午後は

全体会会場に集まり、全体研究会Ⅱとして、各分科

会担当者から討議の成果や課題についての報告と全

体研究会Ⅰの内容や各分科会での討議を踏まえての

シンポジウムが開かれました。大会速報によると、

全国から２，３６３名、福岡県からは８６名の参加

があったとのことでした。概要は以下のとおりで

す。なお､概要は大会速報を参照させていただきま

した。 

 

文部科学省行政説明 

文部科学省初等中等教育局企画官 

               常盤木 祐一 氏 

 現在の教育行政を取り巻

く状況及び最新の文部科学

行政の方向性について話が

ありました。 

○学校における働き方改革について 

 平成２８年度の教員の一週間当たりの学内勤務時

間が、平成１８年度の調査に比べ増加しており、この

状況を改善するため、次の３点を中心とした働き方

改革に取り組んでいるそうです。それは「学校及び教

師が担う業務の明確化・適性化」、「学校における働

き方改革の実現に向けた環境整備」、「改革の確実な

実施のための仕組みの確立とフォローアップ」との

ことです。 

○教育の情報化の推進について 

  学習指導要領の改訂を受け、情報活用能力の育成

とＩＣＴの活用を図ることになり、「学校のＩＣＴ環

境整備に係る地方財政措置」、「遠隔教育の推進」等

の施策を検討実施してお

り、また、先端技術を効果的

に活用した学びのあり方を

示すそうです。 

○新学習指導要領について 

 小学校は令和２年度、中学校は令和３年度から新

学習指導要領が完全実施され、そのなかで「何ができ

るようになるか、何を学ぶか、どのように学ぶか」を

基に社会に開かれた教育課程の実現を目指すそうで

す。また、このような大きな転換期を踏まえ、事務職

員として財務の観点からカリキュラム・マネジメン

トに参画し、共同学校事務室等で学習環境整備に取

り組んでもらいたいとのことです。 

○いじめ対策・不登校支援・児童虐待対応について 

 文部科学省でも取組を強化しており、学校におい

て保護者・地域の窓口である事務職員として何か気

づきがあれば、教員との情報共有を密にし、子どもを

見守っていただきたいとのことです。 

 そのほか「特別支援教育の推進について」、「地域

と学校の連携・協働について」、「マイナンバーカー
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ドの取得に向けた取組について」、「新しい時代の初

等中等教育の在り方について」の話がなされました。 

最後に、事務職員は学校組織の中で唯一の行政職

員という貴重な存在で、「つかさどる」とされている

部分で何ができるかを見つめ直し、学校でリーダー

シップを発揮してもらいたいとの話をされ講演は終

了しました。 

 

全体研修会Ⅰ 

大会テーマである「ビジョンを実現する学校経営

戦略」のもと、第Ⅰ節ビジョンを実現する新たな学

校、第Ⅱ節学校経営におけるビジョンと戦略、第Ⅲ節

ビジョンと戦略における事務組織、第Ⅳ節学校経営

ビジョンを実現する事務職員が提案されました。助

言者として、国立教育政策研究

所初等中等教育研究部副部長・

総括研究官の藤原文雄氏と岡

山市立京山中学校校長の天野

和弘氏が登壇されていました。 

第Ⅰ節では、社会情勢と子どもを取り巻く状況、こ

れからの学校の姿について話がなされ、社会が変わ

り学校の在り方も変わるなかで、これまでとは違う

学校経営ビジョンと戦略が求められていることが提

案されました。 

第Ⅱ節では、子どもの学びのために地域の経営資

源を強みとした事業の展開が学校づくりと地域づく

りの好循環を生み出す戦略であると提案されまし

た。 

第Ⅲ節では、地域学校経営ビジョンの策定におけ

る事務機能、戦略の立案における事務機能の話がな

され、共同学校事務室を中心とした経営資源計画の

策定、ビジョンと戦略にかかわる取組の改善を図り

ながら当事者意識の醸成を促す参加型評価について

提案されました。 

第Ⅳ節では学校経営ビジョンを実現する事務職

員・共同学校事務室の役割、事務職員の専門性と資

質・能力、事務職員の力量形成とキャリア形成の在り

方について提案がありました。 

最後に事務職員が学校経営ビジョンの策定にかか

わり学校経営戦略を立案することで教育の質を高め

ることができると提案されました。 

 

全体研修会Ⅱ 

全体研修会Ⅱでは、初めに各

分科会での討議内容や今後の研

究課題等について分科会担当者

から報告がなされました。その

後、全体研究会Ⅰの内容や各分科会での討議内容を

踏まえ、「次世代の学校をマネジメント」を基盤と

した第９次研究中期計画の第一歩として、「ビジョ

ンを実現する学校経営戦略と事務職員」をテーマに

３名のシンポジストにより意見が交わされました。

その３名は、国立教育政策研究所初等中等教育研究

部副部長・総括研究官の藤原文雄 氏、岡山県玉野

市教育委員会教育長の石川雅史 氏、全事研研究開

発副部長の小式澤 絹江 氏でした。論点は新たな学

校の在り方、法改正から２年半を経過しての検証、

ビジョンを実現する学校経営戦略と事務職員の３つ

に絞られ、各分科会担当者からの意見も交えなが

ら、事務職員への意見やエールが送られました。 

藤原氏は、事務職員は情報を調達・開発・活用す

るリソースマネージャーとして貢献できる。これか

らはリソースマネージャーとして、高度先端技術の

活用ができる資質能力の向上が望まれる。校務の効

率化が進むなか、事務職員は情報の視点からの新た

なリソースを獲得してほしいとの話しがなされまし

た。 

石川氏からは、地域協働の視

点から、事務職員は地域の資源

を把握し得る職であると改めて

感じた。地域の資源を教育資源

にしていけるよう、協働を担う事務職員の変革を期

待している。また、共同学校事務室で新たな資源を

開発し、その開発方法を共有することは大切である

との話がなされました。 

小式澤氏からは、共同学校事務室は、単なる事務
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の共同ではなく、地域学校経営のマネジメント機能

を有する組織、事務局的役割を担う組織として発展

することが必要になるだろう。また、「つかさど

る」事務職員を財務の視点から考えると、公予算の

要求・執行、地域の資源の「見える化」、預かり金

業務の改善など、小中の連携も取りながら、学校経

営に貢献していきたいと考えているとの話がなされ

ました。 

 

参加者の感想 

○１０年ぶりの全事研の参加で

事務職員の取り巻く状況も大き

く変化していました。 

つかさどる職となった事務職

員として、学校経営をより機能的で強固なものにす

るため今後、学校・家庭・地域の協働によるビジョン

を作成し実現するマネージメント力の必要性が高ま

っていくと感じました。（３０代男性） 

 

○全事研は岡山大会が初めての参加になります。 

事務職員の学校経営参画の必要性とその意味を考え、

ビジョンの実現と学校経営戦略に果たす事務職員の

専門性、共同学校事務室の役割を学ぶために参加し

ました。 

正直な感想としましては、難しい内容という印象

でした。１日目午前の文部科学省行政説明では、学校

における働き方改革等計８点に触れ、国の情勢の情

報を得ることができました。午後からは全体研究会

Ⅰでは第Ⅰ～Ⅳ節まであり、助言者である国立教育

政策研究所の藤原氏と京山中学校校長の天野氏の御

意見があったように思われます。特に藤原氏が述べ

ていた、今後の事務職員は「リソースマネージャー」

という視点が大事であり、教員の「ソフトウェア」的

視点とは異なる方向性で学校に携わるべきという内

容が印象深かったです。学校事務職員の子どもの幸

せを考えるロジックモデルや、未来を創造し今を考

えるバックキャスティング思考など、全事研でしか

学ぶことができない理論研究ができました。 

２日目の分科会では、第５分科会へ参加し学校教

育目標を達成するために、マンダラシートを作成し

て課題整理を行いました。全国の事務職員の方々と

学校や仕事内容を話し合うことで業務への新たなヒ

ントを得ました。 

「子どものことを想って仕事に取り組む大切さ、子

どもの幸せに通ずるかを常に考えること」、変革期だ

からこそ改めて考えたいと思いました。（２０代男性） 

 

○今回の岡山大会のテーマが「ビジョンを実現す

る学校経営戦略」ですが、今まで学校経営に関わる

という意識は無かったので、どのように関わって

いけば良いのか勉強したくて参加しました。分科

会で他県の方とお話しをする機会があり、悩んで

いるのは私だけでは無いことを改めて知ることが

できて、とても心強かったです。

まずは身近なことから関わって

いくことができるということも

知ることができたので、実践して

みようと思いました。（２０代女性） 

 

○３年ぶりに参加した全事研大会でしたが、全国

的には３年前よりさらに事務職員の学校運営参画

が進んでいることを実感した２日間でした。 

全体研究会では「ビジョンを実現する学校経営

戦略」をテーマに、ビジョンを実現する学校には①

学校経営ビジョンの策定、②学校経営戦略の創造、

③学校組織文化の醸成が求められるとし、それぞ

れに必要な事務機能を果たすための事務職員の在

り方を示され、「事務職員が学校経営ビジョンの策

定にかかわり、学校経営戦略を立案することで、教

育の質を高めることができる」と提案されました。 

第７分科会（岡山支部）では、岡山県は福岡県と

同じく政令市と県域に分かれているので、それぞ

れに発表されました。個人的には岡山市の「アクシ

ョンリサーチ（実際に行われている日々の業務の

中で問題点や課題を見つけ、その改善に向け研究・

実践することで解決し、そこから得られた成果を

全体へ還元することで全体の質を高めていく調査

研究）」が非常に参考になりました。福岡県でも福

事研を中心に、アクションリサーチをして、県内の
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事務の標準化・高度化がしていけたら良いのにと

思いました。（４０代女性） 

 

○私は第３分科会（鳥取支部）に参加しましたの

で、その内容についての感想を報告します。 

まず、「とりビジョン」(鳥取県版グランドデザイ

ン)についてですが、平成２１年度版は「トータル

プロデユーサー」を目指す事務職員像として取り

組まれたが、会員全体の共通理解が得られなかっ

た。そこで、会員への問いかけ、双方向コミュニケ

ーションを繰り返す中で、会員の総意により、「協

働と連携により学校教育目標の実現に貢献する事

務職員」を掲げ、職位ごとに役割を示した平成２６

年版とりビジョンを策定しました。特筆すべき事

は、このとりビジョンを基に、鳥取県教育委員会が

「鳥取市町村(学校組合)立学校事務職員の人材育

成、能力開発に向けた基本方針」を示しました。 

 翻って、福事研は平成２７年度に「とびうめマッ

プ」（福岡県版学校事務の長期ビジョン）を策定し

ました。しかし、共通理解どころか認識もされてい

ない実態があるかも知れません。福岡県内の各自

治体によって職務内容が異なるために、議論がか

み合わない部分も大きいと思いますが、「事務をつ

かさどる」、「共同学校事務室」等の外的変化が起

きている今こそ、鳥事研に倣って「とびうめマッ

プ」を会員の総意によって見直しを行うチャンス

の時かなと思いました。 

 次に、この分科会のテーマである「人材育成」を

どのようにして行うかという事ですが、分科会の

発表では４名の若手事務職員（経年３～１０年く

らい）の「転機はここだった」という実践の報告が

ありました。以下ポイントだけ列挙します。 

（１）「やってみよう！」の後押しは先輩事務職員

への信頼感、安心感 

（２）先輩事務職員のかかわりの重要性  

  ポイントは「主導」ではなく「サポート」 

（３）先輩事務職員の姿 

  信頼される姿は自然に身につくものではない。 

自身の成長を振り返り、課題を認識し、責任を

持って主体的に行動し続けた結果である。 

（４）若手事務職員の成長 

   達成感、満足感 → 次へのエネルギー 

 後ろ姿を見せられない私にとっては少々耳の痛

い話しでしたが、やはり人間を成長させる一番

のポイントは、出来ないかも知れないという不

安感を抱えながらも「やってみよう！」と新たな

業務に挑戦する事だと思いました。 

   最後に、分科会で発表された方の

成長のきっかけになったのは、共同

実施での役割を担ったり、鳥事研の

役員を引き受けたことでした。やは

り人は組織の中で育つのだと思い

ました。（６０代男性） 

 

 

第２２回九州地区事務研究会役員研修会 

 標記の研修会が下記のとおり開催されました。概

要をお知らせ致します。 

期 日 令和元年９月６日（金） 

     １３：３０～１７：００ 

参加者 九州地区の事務研究会役員 

場 所 熊本市「桜の馬場観光交流施設」 

内 容 

１ 開会及び日程説明 

２ 開催県挨拶（熊本県：宮崎会長） 

３ 地区委員長挨拶（福岡県：吉備会長） 

４ 各県自己紹介 

５ 議事（議長 福岡県：吉備会長） 

①各県の研究大会日程及び研究課題等について 

②全事研に関連する課題について 

・令和６年度～８年度のいずれかの年の主管（開
催）支部について 

・令和４年度愛媛大会分科会発表について 

・全事研九州地区委員長報告・連絡 

③当面する共通課題について 

・法改正（つかさどる、共同学校事務室）に伴う

各自治体の動き等について 

・ＣＳの導入状況と事務職員の関わり 

・小中一貫教育、義務教育学校等の導入状況と事

務職員の関わり 

・共同実施、共同学校事務室、事務ｾﾝﾀｰ導入状況 
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・事務長制の導入状況 

・事務職員に係る任用制度について 

・政令市における事務職員制度 

 

○今後の各県の研究会の予定 

鹿児島県 

 第４０回記念 研究大会 

 ・期日 令和２年 1 月１６日（木） 

～１７日（金） 

  ・場所 かごしま県民交流センター 

宮崎県 

 第５６回研究大会 

 ・期日 令和２年１月２４日（金） 

 ・場所 新富町文化会館 

熊本県 

 第４４回研究大会 

 ・期日 令和２年１月２４日（金） 

 ・場所 くまもと森都心プラザ 他 

北九州市立学校事務研究会 

 第１３回研究大会 

 ・期日 令和２年１月３１日（金）  

 ・場所 北九州市 ウェルとばた 

 

※長崎県は６月２４日に第２０回セミナーを､佐

賀県は１１月１日に第４５回研究大会をそれぞ

れ開催しています。 

 

 

福事研設立２０周年記念大会 

兼 第２２回研究大会の案内 

１ 大会テーマ 

「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」 

２ 目 的 

  これからの公教育がめざす方向性の中で、学校

事務職員が果たすべき役割を確認するととも

に、各地区の事務実践の交流を通じて、県内学

校事務職員の課題と展望を考えます。 

３ 期 日 

  令和２年２月７日（金曜日）受付９時３０分～ 

４ 会 場 

  都久志会館（福岡市中央区天神 4-8-10） 

５ 内 容 

① 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 
 

② 分科会 

 【第１分科会】／パネルトーク形式 

「新しい時代へ、“温故知新”の精神で 

新しい事務職員の第一歩を!!」  
午前の講演に引き続き文部科学省木村課長を交

えて参加者全員で交流していきます。 

 

 【第２分科会】／連続ミニレクチャー形式 

「校外の人からビジネスの話を聞こう～営業マ

ンの存在から財務マネジメントを考える～」  

    営業研修の専門会社の方を迎え、購買とういう 

生活に密着した題材から学校事務を考えます。 
 

【第３分科会】／協議系ワーク形式 

「“やってみたい！” “解決したい！”  
を実現する作戦会議」 

働き方改革や業務改善等、同じ事務職員同士で具

体的な手立てを考えてみませんか？ 

 

【第４分科会】／想定判断力ワーク形式 

「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～」 

   災害時に学校ができること、事務職員ができるこ

と緊急時の対応について体験しながら学びます。 

 

【第５分科会】／作業体験ワーク形式 

「“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～」 

認知と行動の簡単なワークを通じて、一人ひとり

の「できる」を見つける方法を体験します。 

 

【第６分科会】／連携協働ワーク形式 

「専門家とつながって学校の悩みとサヨウナラ 

   ～学校事務職員から見える SCと SSWの役割～」 
    様々な問題が起きている学校で、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカーと事務
職員がどうつながることができるのか考えてい
きます。 

 

※申込期間  

１２月４日(水)～１月１０日（金） 

福事研ウェブサイトから申し込み 

手続きを行ってください。 
 


