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日頃より、近畿各府県の会員のみなさまには本会の活動におきまして、ご支援・ご協力いた

だき、ありがとうございます。 

昨年度、普段であれば、遠足や運動会、文化祭、修学旅行を含む宿泊行事も行われるはずで

したが、コロナ禍で変更を余儀なくされ、みなさまにおかれましても、感染症拡大防止や学

校行事の変更に伴う対応など、多忙な日々を過ごされたのではないでしょうか。 

本会におきましても夏に開催する予定でした、周年記念大会でもあります第１４回近畿地

区公立小中学校事務研究大会（大阪大会）の開催を見送る苦渋の決断をしました。また例年、

冬に開催していた近事研セミナーにおきましても開催を見合わせました。このように、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、活動が大きく変更となりましたが、この厳しい状況の

中、今できることを見つけ、会員のみなさまに学び場を提供し続けていきたいと考えていま

す。 

近畿各単位研究会でも感染対策を講じながら、工夫をこらした研究会活動を行っているこ

とと思いますが、本会におきましても代表者会と役員会が連携をとりながら、今後の研究会

活動について検討をはじめたところです。 

 

具体的な検討内容 

１ 調査研究部について 

・単位研究会からの選出人数 

・研究テーマの設定 

２ 役員について 

・定員 

・役割 

３ その他 

・会議や研修等の事業運営 

 

単位研究会や本会、双方の負担軽減、持続可能な研究会活動となるよう検討を重ねていき

たいと思います。 

新時代の学びを支える新しい学校事務を創造するために。 

子どもたちの明るい未来を実現するために。 

すべては子どもたちのために。 

 

近事研はみなさまと共に、この厳しい状況下においても一歩一歩、着実に明るい未来に向

かって、歩んでいきます。 

近畿の仲間たちが学びと実践を深められる近事研を共につくっていきましょう。 
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 ねっとわーく 

新しい時代の近事研活動

 



 
 

令和２年度は、近畿の仲間が集って研鑽を積んだり互いの活動に学んだりすることが難しい年でした。そんな

中でも各単位研究会では、活動を止めないよう、それぞれがアイデアをしぼり、創意工夫をして取り組んでこら

れました。そこで、互いの活動に学ぶ機会として、各研究会から昨年度の活動の様子を紹介していただきました。 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、滋事研もこれまでの研究会活動のあり方の見

直しを余儀なくされました。役員会や専門部会等の会議はＷｅｂ会議システムのＺｏｏｍ

を活用したり、大勢の会員が参集していた研修総会は紙面表決で行ったりするなど、活動

が停滞しないよう、様々な工夫を凝らして実施してきました。 

  コロナ禍であってもできない理由ばかりを並べて安易に活動を縮小したり中止したりす

るのではなく、できる方法を考えて研究会活動を行いました。 

  特に１１月１３日に開催した滋事研研究大会は、新型コロナウイルス感染予防対策を十

分に検討した上で開催しました。会員には現地参加のほか、職場からＹｏｕＴｕｂｅによ

るライブ配信の視聴も可とし、オンライン参加もできるようにしました。また、遠隔地(北

海道)の助言者と会場のコーディネーターやパネリストをＺｏｏｍで繋ぐことにより、新し

い形の研究大会を開催することができました。当日は通信トラブルにより一時中断するハ

プニングもありましたが、概ね予定通り完了することができました。今回の大会ではコミ

ュニティ・スクールやカリキュラムマネジメントへの関わりを重点に置きましたが、参加

者はこれらのことについてより一層理解を深めることができたと思います。 

  Ｗｅｂ会議システムなどのＩＣＴを活用した初めての試みのため、スムーズな運営を危

惧する声もありましたが、徹底した感染予防対策やＩＣＴに精通したスタッフの働きのお

かげで無事に成功させることができました。 

 昨年は研究会活動におけるＩＣＴ活用の重要性を認識

させられた一年でした。今後、ＩＣＴの役割はさらに重要

になりますが、実情として特定の個人に依存している状態

です。今後はＩＣＴを活用した研究会活動が必須となるこ

とから、個々の事務職員のＩＣＴ活用能力を高めるための

取り組みも必要と考えます。このように滋事研ではこれか

らも時代に即した研究会活動を継続していきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

京都市立学校事務研究会では、昨年度、コロナ禍の中でも学びを止めない事務職員を目指

して、オンラインツールを活用しながら、様々な取り組みを行ってきました。 

 

1 京都市立学校事務研究会 令和２年度研究大会の開催 

（令和２年１２月１１日（金）京都市総合教育センター、各支部会場校） 

令和２年度 近畿各研究会の活動紹介 
 

 

滋賀県公立小中学校事務研究協議会 

 

京都市立学校事務研究会 



 

大会テーマを「新時代の学びを支える学校事務」～学びを止めない

オンラインで、つながり、つたえ、つくりだす～とし、学校事務職員

がその専門性を活かして、学校の教育力・経営力向上に貢献すること

を目的とし、開催しました。当日は、コロナ禍の状況を鑑みて、本部

（京都市総合教育センター）と支部（各支部の会場校）をオンライン

ツール（Ｚｏｏｍ）でつなぎ、今後どのような学校事務職員の姿を目

指していくべきか、参加者とともに考える貴重な機会とすることがで

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事務研究会主催 研修動画の配信 

 （配信期間：令和３年２月１５日（月）～３月５日（金）） 

 

元年度に実施した会員アンケート結果をふまえ、「知りたい！学校施設整備」をテーマと    

して、学校施設の点検と法的根拠、及び施設整備の実践について研修会を企画しました。事

務職員が学校施設や環境整備への理解を深めることで、各自の勤務校における専門性の向

上と働き方改革に向けた業務改善にもつながると考えます。２年度は新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から、動画の配信という形で研修を企画しました。 

 
３ 広報誌の発行による取り組みの共有 

   

コロナ禍の影響により、集合形態での研修等の実施が難しい状況の中、研究会の取り組み

等を会員間で共有できるよう、広報誌の発行を例年よりも多くし情報共有を図りました。 

 

４ 「支払調書ソフト」・「就学援助ソフト」の更新 
 

以前から配布している「支払調書ソフト」と「就学援助ソフト」について、学校現場での

事務負担軽減の一助となるよう、様式の更新や機能を追加し、更新しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

近事研大阪大会との同心円開催を予定していました大阪府公立学校事務研究大会をはじ

め、２年度に予定していた事業については、新型コロナウイルスの影響により、すべて見送

らせていただきました。 

各部会および役員会については、回数を減らしたり、集合でない形での開催を行うなど、

感染予防をしながら活動を行いました。  

２年度に行った取り組みとして、大阪府

公 立 学 校 事 務 研 究 会 の ホ ー ム ペ ー ジ

（ https://www.fujiken-osaka.net/ ） を

リニューアルしました。今後さらにホー

ムページを充実させていき、会員を含め

て広く研究会活動の情報を発信していき

たいと考えています。 

２０２１年は大阪府公立学校事務研究

会が設立して３０年となります。記念大

会となる研究大会にむけて実行委員を募

り、現在準備を進めています。秋ごろに集

合しての開催を予定していますが、新型

コロナウィルスの状況によっては、他の

開催方法も検討していくことになると考

えています。 

 

 

 

 

 

 

元年度末に会則を改正し、２年度から新たな活動を

 スタートするべく準備を進めていましたが、研究会が

 動き出したのは６月下旬からとなりました。大きな変

 更点として、これまでの「研究委員会」をなくし、課

 題解決を目的とした「プロジェクト活動」を推進して

 いくことにしました。「プロジェクト」は、神戸の学

 校事務に寄与するテーマであれば、誰もがいつからで

 も立ち上げることができ、役員会で承認後、活動人数

 や活動期間を決めて実施していくというものです。２年度は移行期間でもあり、元年度の

 研究委員会の活動の続きをプロジェクトの一つとして始動してもらい、同時に別のプロジ

 ェクトも募集していくことにしました。その結果、３つのプロジェクトを立ち上げること

 ができました。 

また、担当役員や係になった会員の負担を軽減するために事業を効率よく縮小していく

ことも考えました。短い活動期間ではありましたが、基本研修・専門研修・職務研修は時期

を見て実施することができました。研究大会の代替案として計画していた２月の全体研修

（ リニューアルしたホームページ ） 

神戸市立小学校事務研究会 

 

 

大阪府公立学校事務研究会 



だけが残念ながら中止の決断となりましたが、プロジェクト活動の報告については動画配

信で実施しました。 

その他の活動として、神小事会報を２回発行、ホームページの更新を２回行いました。ま

た、コロナが少し落ち着いていた時期には、市外からの視察を１件受けることができ、お互

いに情報交換をしながら、さらなる課題について考える時間を持つことができました。 

満足な活動ができたとはいえない一年になりました

が、区研修会にリモートを取り入れたり、新たな形で

の研修を考えたり、それぞれの場面で会員が知恵を絞

り、工夫を凝らしながら、次へつながる活動ができた

のではないかと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究部（令和元年度・２年度） 

研究部では、研究主題「これからの学校経営を担う学校事務の探求」に向けて、「奈良県

版学校事務グランドデザイン すまいる奈良」（以後「すまいる奈良」という）に基づいて

研究を進めてきました。「すまいる奈良」の基本理念「子どもたちの笑顔あふれる学校づく

り」を具現化していくために、私たち事務職員が、目指す学校像「楽しい学校」「信頼され

る学校」「地域とつながる学校」に近づくための方策としての５つの領域から、令和元年度

・２年度は「マネジメント」について、重点項目を「業務改善」と「マネジメント」としま

した。事務職員の「事務改善」と、事務職員目線で考える学校全体に関わる「業務改善」と

いう身近な部分をきっかけにして、他の教員と協働しながら「学校改善」へつなげ、学校改

善を学校経営につなげていきたいと考え、２班に分かれて研究を深めるとともに、それぞ

れの勤務校で実践に取り組みました。 

新型コロナウィルス感染症拡大予防対策のため研究部会を開催できない日々が続きまし

たが、実践に取り組む中で感じたことや課題等を共有し、意識改革を図りながら、私たち事

務職員の小さな「業務改善」と「マネジメント」が学校経営参画への一歩になるという思い

で研究を進めました。実践事例の一部を紹介します。 

 

〇「思いをカタチにするワークシート」を使用し、事務職員として進化・深化したい内容

を描き実践 

 

実践事例①「予算関係：備忘録・消耗品等購入伺作成」 

 

〇学校の「困り感」を解決するための業務改善 

 

・教員の困り感から業務改善に取り組む 

実践事例②「備品管理台帳をデータ化、写真をリンク」 

（共有フォルダーに入れ閲覧可能にする） 

 

奈良県公立小中学校事務研究会 



 

実践事例③「消耗品の在庫補充カード作成」 

（県教頭会・事務研究会の合同研修会（コクヨ株式会社見学）で学んだ 

ことを導入） 

実践事例④「学校徴収金マニュアル及び各種様式の作成」 

 

・校長の困り感を聞き学校改善に向けた提案を行う 

実践事例⑤「連絡システムの活用による会議時間の短縮化」 

 

奈良県では、令和元年７月、「市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容」が改正され、

学校事務職員に求められる役割が大きく変化しました。また、令和２年４月、「奈良県市町

村立小中学校事務職員の資質向上に関する指標」も出されました。現在の自分から、目指す

事務職員像にステップアップしたいという気持ちがチーム学校の一員として学校をより良

くするための力になると考えます。そして「安全・安心で魅力ある学校づくり」の実現に向

け、学校現場における課題を見つけて学校改善につなげ、グループワーキング（奈良県版共

同実施）により学校事務の効率化を図ると共に、校長のマネジメントを支える職として求

められる役割を担っていけるよう、今後も他の教職員と協働しながら取り組み実践を続け

拡げていきます。 

地域や学校を取り巻く環境はそれぞれ違いますが、事務職員が主体的に学校運営にかかわ

ることで、業務の見直しを推進し教員が担うべき業務に専念できる環境整備の一翼を担う

ことも可能となり、業務改善と学習指導体制の整備が一体的に推進できると考えます。 

 これまで以上に、子ども・保護者・地域・学校それぞれの強みやチカラ（潜在力）を活か

した関係性の構築やゴールの共有を図ることで「社会に開かれた教育課程」の実現への一

歩につなげていきます。 

 

 

グランドデザイン策定委員会 

平成２７年度に策定した奈良県版学校事務グランドデザイン「すまいる奈良」に示される

内容が、令和２年度末に区切りを迎えるにあたり、令和３年度以降のグランドデザイン策

定へ向けて特別委員会として設置されました。 

現在の「すまいる奈良」策定から５年が経過し、その間にも教育を取り巻く環境はますま

す複雑化・多様化し、学校事務職員の職務や役割が変化しています。 

変化の激しい時代を切り拓く力が子どもたちに求められる中、学校の働き方改革が進め

られています。新しい時代に向けた持続可能な学校運営体制構築と、予測困難な時代を生

きる子どもたちの将来につながる学びを実現するため、学校事務職員が専門性を生かし、

より主体的・積極的に学校運営へ参画できるよう検討を進めています。ようやく動き始め

た矢先に新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、集まって話し合いができない中、Ｇ

 Ｓｕｉｔｅ ｆｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎを活用したＷｅｂ会議やファイルの共有、リ

アルタイムでの共同作業など新しいツールを取り入れた活動を行っています。 

「子どもたちの笑顔あふれる学校づくり」の基本理念はそのままに、教育目標達成のため

自ら考え行動する事務職員を目指し、「つなぐ」「支える」「ひらく」の３つの視点から具

体的な実践内容を設定しています。私たちが何よりも守りたいのは子どもたちの笑顔です。す

べての子どもたちが学ぶ楽しさを実感し、その可能性を引き出すことができる教育環境を

実現できるよう、学校・家庭・地域・行政と連携を図り、「チーム学校」の中で学校事務職

員が力を発揮していくことを目指します。 

世代交代が進む中、これまで培ってきた奈良県の学校事務職員の仕事への姿勢や情熱・実

践を新しい世代に継承し、さらに進化させていくために、経験年数を問わず「いつも手もと

に置いて活用できる道しるべ」となるよう研究を進めています。 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役 員 会 報 告 

 

今後の近事研の活動について、本部と単位研究会の負担軽減と研究の両立など 

持続可能な体制を目指して、代表者の皆さんと一緒に検討をすすめています。 

 

 

＜具体的な検討内容＞ 

 

１ 調査研究部について 

・単位研究会からの選出人数 

    調査研究活動は学校事務職員の未来をつくる活動であり、近事研の根幹的な活動と考えています。

単位研究会から部員の選出が難しいとの意見もいただいておりますが、原則、２名の選出をお願いし

たいと考えています。 

・研究テーマの設定 

    これまでは単位研究会から集まった調査研究部員で、研究テーマを考えていました。環境も違い、

経験年数も様々なため、どの単位研究会にとっても有用な研究テーマを決めることが難しく、それ自

体に時間を要していました。そこで、研究テーマを役員会と代表者会で設定することにしました。そ

うすることで、単位研究会が部員を選出するときも何について取り組むのか分かりやすくなり、ま

た、研究テーマに関心のある方は応募もしやすくなると考えています。次期調査研究部の研究テーマ

は「新しい時代の学校事務職員の役割を考える」です。詳細は第１０期調査研究部員募集チラシをご

覧ください。 

 

２ 役員について 

・定員・役割 

   役員定員については、スリム化も考えましたが、人数が減ると一人当たりの負担が増えてしまうの

で、現時点では現行のままの方針です。 

   また、現在、副会長２名の内１名は、調査研究部長を兼ねており、役員会にも出席していましたが、

その負担を軽減するため、調査研究部長と副会長（調査研究担当）を分けることとします。副会長は

調査研究担当として調査研究部をサポートし、調査研究部長は、集まったメンバーから互選していた

だく形です。副会長と部長の役割については引き続き検討し、できるだけ部長が研究に専念できる体

制を目指します。引き続き持続可能な体制に向けて、検討していきます。 

 

３ その他 

・会議や研修等の事業運営 

   コロナ禍により近畿各地から集まることが難しい状況が続いています。 

今後の活動（調査研究部、サマーフォーラム、学校事務セミナー等）も、リモートや配信形式を取り

入れての計画を予定しており、旅費負担の軽減にもつながると考えています。 



第１０期 調査研究部員を募集します！ 

近畿公立小中学校事務職員研究会 

    

 

     

  

      

 

 調査研究部って 

なにするの？？ 

昨今の学校事務職員を取り巻くテーマについて、２年間かけて研究を行い、

その成果を研究大会で発表します。 

2021 年９月からの２年間、活動していただく部員を募集しています。 

 来年度からの変更点 

研究主題（テーマ）の設定 
これまで調査研究部の活動が始まってから研究主題を決定していましたが、

次期より募集時に研究主題を提示することになりました。これにより、より

興味を持って主体的に参加していただくことを期待しています。サブテーマ

や具体的な活動内容は、調査研究部内で話し合われます。 

次期の研究主題（テーマ） 

新しい時代の学校事務職員の役割を考える 
（設定の経緯） 

文科省による学校事務職員の「標準職務」に関する通知の発出、共同学校

事務室の法制化、コミュニティ・スクール…刻一刻と私たちを取り巻く環

境が変化していく中で、今後、学校事務職員はどのような新しい役割を果

たすことになるのか？ 一緒に考えてみましょう。 

調査研究部長は互選で決定 

これまで調査研究部長は近事研の副会長が兼務していましたが、次期より部

員の中から選出することとしました。このことで部長は役員としての業務が

なくなり、調査研究部の活動に専念していただけるようになります。役員会

からは会長と副会長がサポートに入ります。 

 

一緒にがんばりましょう❕❕ 


