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京都市立学校事務研究会では目指す事務職員像を明確にし，研究活動を進めます。 

目指す事務職員像 

 ●学校のマネジメントを推進する学校事務職員 

 ●教育行政職としての専門性を活かし実践していく学校事務職員 

 ●幅広い学校事務の知見を持つ学校事務職員 

 

活動方針 

（１） 学校経営へ参画し，職務領域の拡大，校内事務の標準化を図るため，昨年度に引続き特別委員会（学校事務標

準化プロジェクト）を設置し以下４つのチームで具体的な研究を進める 

① 文書事務 

② 就学援助事務 

③ 校内事務の標準化 

④ 校務支援員との連携 

     ※今年度も各チームは学校事務支援室及び教育委員会関係各課の担当者と連携しながら取組んでいきます 

      

（２） 新しい学校事務組織の在り方を探求する 

（３） 自己の職能開発や学校事務職員の資質向上を推進する 

 

以上の活動方針に基づいて各支部・部局・プロジェクトチームが連携しながら研究会活動を進めます 

 

研究大会の実施 

 令和４年度 京都市立学校事務研究大会の開催 

 期 日 令和４年１２月１６日（金） 

 場 所 京都市総合教育センター 

 内 容 学校事務標準化プロジェクト研究成果報告 

   ＊新型コロナウイルス感染症対策のため会場に変更が生じる場合があります 
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 ねっとわーく 

令和4年度 各単位研究会事業計画 
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大阪府公立学校事務研究会では、本会の設立目的「府内研究会相互の連携と協力のもと、学校事務の研究と会員の資

質向上をはかり、学校事務の確立と学校教育の発展に寄与することを目的とする」の達成に向け、「学校事務の研究」「研

修」「加盟研との連携」の３つの事業を進めていきます。  

  

１ 研究部  

昨年度に引き続き、「共同実施の機能について」を研究テーマとして、アンケートの分析を行います。アンケート分析の最終

報告に向けて研究を進めるとともに、大阪の学校事務のグランドデザインにおける共同実施の在り方について、検討していき

たいと考えています。  

  

２ 総務部  

① 研究会活動計画と具体運営計画  

② 関係機関、団体との連絡調整  

③ ホームページ等を活用した情報提供  

④ 事業推進に必要な調査統計  

⑤ 本会の活動の記録保存  

本会の運営活動については、役員会とも緊密に連携を取っていき、研究会全体として各専門部等が一体となった取り組

みができる運営体制を構築します。また、ホームページをメインとした情報提供を積極的に行い、使いやすさ、見やすさを第一

に考え、タイムリーな情報更新に努めます。  

 Webページ： https://www.fujiken-osaka.net/    

  

３ 研修部  

① 体系的研修制度の研究を行います。  

② 現任者研修講座を企画します。アンケート内容の分析に努め、ニーズや今日的課題に即した内容となるよう企画します。  

③ 新規採用学校事務職員研修講座は、三認定の知識を深める研修講座等を企画・運営していきます。  

④ ステップアップ研修講座を企画・運営していきます。今年度は、採用２年目～５年目を対象とした研修講座を開催いたしま

す。  

⑤ 新規採用臨時的任用職員研修講座を開催します。  

⑥ 新型コロナウイルス感染症予防に配慮して、各研修講座を運営いたします。  

  

４ 研究大会  

第31回大阪府公立学校事務研究大会を11月18日（金）に開催する予定です。今年度は記念講演と三島地区による発

表を行います。  

 

 

 

 

 

大阪府公立学校事務研究会 
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１ 第５１回滋事研研究大会  

大会テーマ 「創造しよう！ 教育を活かす学校事務を」  

サブテーマ 「あっ！これならワタシ、できてるかも！？ 」～子どもの豊かな学びと育ちへの一歩を見つけよう～  

（１）期 日  令和４年１１月２５日（金）午後 

（２）会 場  滋賀県立男女共同参画センター 、各市町サテライト会場 

（３）内 容  全体会（湖南ブロック担当） 講師：文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部 整備計画室長 廣田 貢 様 

分科会（東近江市、愛知郡・犬上郡）  

 

２ 専門部活動  

＜研究部＞  

【研究テーマ】事務職員のマネジメント力を活かした校務運営への関わり 

～子どもも大人も笑顔輝くクリエイティブな学校現場へ～ 

 

令和3年12月に滋賀県教育委員会より「滋賀県公立小・中・義務教育学校事務職員の職階に応じた人材育成指標」が

出され、県としてのめざす学校事務職員像が明示されました。これからの事務職員に求められる資質やマネジメント力とはど

ういったものなのか、より積極的に校務運営に参画するためにはどういった手立てが必要なのかを考え取り組みを進めてい

きます。また、働き方改革のための業務改善が十分には進んでいない学校現場において、校務運営を推進していくための時

間の創出が必要と考えます。そのための前例に囚われないクリエイティブな取り組みを模索していきます。負担感の軽減につ

いても考えながら、持続可能であり事務職員自身が楽しく関われるよう研究を進めていきます。 

 

＜研修部＞  

『学校のために事務職員として何ができるか「課題解決」から「創造」できる事務職員を目指す～自ら学ぶ意欲を持ち、

楽しみながら参加できる有意義な研修～』を方針とし、「滋賀県公立小・中・義務教育学校事務職員の職階に応じた人材育

成指標」に明示された学校事務職員像に向けて、求められる資質の向上を目指した研修を企画、実施します。 

また、経験年数が浅い事務職員対象の実務研修や年度当初の仕事内容等をまとめた「学校事務の仕事」を滋事研Web

で公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜広報部＞  

滋事研の活動や会員による実践報告、学校事務に関する様々な情報を会員向け広報紙「さざ波」の発行を通して発信し

ます。また、滋事研Webを定期的に更新してタイムリーな情報提供に努めていきます。 

 

＜事務局＞  

滋事研webに掲載している「学校事務ハンドブック」等の内容更新に取り組み、会員が利用しやすいよう充実を図ってい

きます。  

「要覧しが」は、随時利用できるように滋事研webに掲載し、その他「会員名簿」「ダイアリー2022」の編集・データ配布を

行います。 

◎研修講座(全員対象) 
★テーマ『カリキュラムマネジメント、
業務改善の観点からの教育環境整備』 

 講師：横浜市立日枝小学校事務職員 
    上部 充敬 様 

◎初任者研修(採用1，2年目対象) 
★研修テキストを滋事研Webにて公開。
グループウェア上で意見交流を行い、
継続的なフォローを行う。 

滋賀県公立小中学校事務研究協議会 



 

 

 

神戸市では、昨年度「準公費会計等事務における事務分担表」が提示されたのに続き、今年度は基本要綱のうち、特に

調査・統計、施設、就学についての取組状況を確認するために「別表」が提示され、事務職員が主担当となることが求めら

れている事務が具体的に明示されるようになりました。これを受けて校内での分担や流れの再構築が必要になったことに加

え、今年度は各種様式や事務処理方法の変更が重なり、事務職員の多忙感はますます大きくなっています。さらに、校種間

異動や教育委員会事務局への異動の増加、相互支援体制の拡大によるブロック長・グループリーダーの増員等により、神

小事研の役員・運営委員の選出は年々困難になっており、これまでどおりに活動を続けていくことは難しくなってきました。 

また、平成３０年度に導入された相互支援体制が、令和４年度より全市で実施されることになり、区研修会での情報交換

や実務研修などこれまで神小事研で行ってきた取組の一部は、相互支援体制のグループ活動で行えるようになりました。相

互支援体制と事務研究会の違いが曖昧になってきており、事務研究会の存在意義や活動目的を問い直す時期にきている

ようです。 

そこで今年度は、通常の活動は少し縮小し、新しい研究会活動の在り方を考えることにしました。事務職員の資質向上に

つながる活動が継続して行えるよう、中学校事務職員会・特別支援学校事務職員会と連携して、持続可能な体制を考えて

いく予定です。 

 

１ 活動重点目標 

 （１）職務に関する基本要綱を実践するために、研修を実施します。 

 （２）目標や問題意識を共有できるよう中学校事務職員会・特別支援学校事務職員会と合同研修会を開催します。 

 （３）神戸市立中学校事務職員会・神戸市立特別支援学校事務職員会と共に活動できる体制づくりを目指します。 

 

２ 役員会 

   ○校長会との懇談会 

   ○教頭会との合同研修会 

   ○政令指定都市学校事務研究協議会への参加 

   ○小・中・特別支援学校事務連絡会の開催 

 

   総務 ○総会の運営 

○役員会の庶務・記録 

   研修 ○研修の企画・運営 

   広報 ○神小事だよりの発行 

   企画 ○合同研修会の企画・運営 

 

３ 区研修会 

   ○会員相互による実務研修 

 

 

 

 

神戸市立小学校事務研究会 



 

 

 

1 研究主題 

「これからの学校経営を担う学校事務の探求」 

令和４年度は、３つの重点目標を定め、研究主題に沿った研究を進めていきます。 

１ グランドデザイン「すまいる奈良２」で示している「ささえる」「つなぐ」「ひらく」の３つの視点から探る「求められるリー

ダーシップ」と「マネジメント力」 

２ 魅力ある研究会であるための持続可能な組織開発と組織活動の活性化 

３ 支部活動の充実、地域の特性を活かした研究の継続 

 

２ 活動の柱 

（１）支部活動の充実と交流 

（２）専門部活動の充実 

①研究部 研究主題のもと「ささえる」「つなぐ」「ひらく」の視点から具体策を示し、求められる事務職員を模索するこ

とで、リーダーシップとマネジメント力について探ります。 

②広報部 「学校事務の手引き」の編纂・機関紙「もにゅめんたる」の発行 

 

３ 事業内容 

（１）研究大会 

第４８回奈良県公立小中学校事務研究大会 

期日 令和５年１月１６日（月） 

会場 奈良県立教育研究所 

＊現在は参集による開催を予定していますが、変更する場合もあります。 

（２）研修会 

第１回研修会  

期日  令和４年７月１日（金） 

会場  橿原文化会館 大ホール 

内容  「SDGｓ ４ 質の高い教育をみんなに」 

講師  奈良教育大学 教授 中澤 静男 氏 

＊第１回研修会と５０周年記念講演を兼ねる。 

第２回研修会   

期日  １２月上旬予定 

会場  奈良県立教育研究所 

＊現在は参集による開催を予定していますが、変更する場合もあります。 

 （３）新規採用事務職員フォローアップの実施 

学校経営スタッフとしての自覚と責任、そしてやりがいのある職としての意識付けを早期に行うことを目的として実

施します。昨年度実施できなかった情報交換会を行い、事務職員のネットワークを大切にし、自覚と責任をもって仕事

に向き合える事務職員の育成につなげます。 

（４）県校長会・教頭会・事務研究会合同会議について 

校長・教頭・事務職員の三者の連携を大切にこれからの学校に求められる課題について、互いの共通理解を深め

ながら、調和のとれた学校運営と校内組織の充実について話し合います。 

（５）事業・組織検討委員会について 

研究主題のもと進めている研究会活動について、事業目的や必要性・効果から見直しを行い、事業や組織運営に

無理のない規模・業務・人選等の運営方法を検討します。   

奈良県公立小中学校事務研究会 



 

 

第10期調査研究部のテーマは「新しい時代の学校事務職員の役割を考える」です。 

第1回目の部会で、このテーマをもとに何を柱に検討していくかを話し合いました。 

①カリキュラムマネジメント ②就学保障 ③働き方改革 ④共同学校事務室 ⑤標準職務表 ⑥コミュニティ・スクール 

など、多くの意見が出ましたが、最終的には、「コミュニティ・スクール」を柱に据えて研究を進めていくことにしました。 

柱は決めたものの、実際に、コミュニティ・スクールに関りを持っている部員は、多くなかったので、まず、コミュニティ・スクール

の制度や規約などを調べ、概要をつかむところから始めました。 

コロナ禍でもあるため、オンライン会議も取り入れて、取り組みを進めています。 

今後、「コミュニティ・スクールにおける事務職員の関わり」をテーマにアンケートを実施し、回答傾向を分析し、2023年度（令

和5年度）の研究大会で、提言を行う予定です。 

はじめの一歩を踏み出すきっかけづくりができるような報告をめざし、取り組みを進めていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 令和4年8月3日（水） 

会 場 エルおおさか 南館5階 南ホール 

 〒540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東3-14 ℡06-6942-0001 

時 程  

 

 

講 演 講師 大分県玖珠町教育委員会教育長 梶原 敏明 様 

 演題 『コミュニティ・スクールにおいて学校事務職員に期待されること』 

 ～チャレンジしてみよう 令和の新しい学校教育を見据えて～ 

 

第1回目の部会でのホワイトボードミーティングの様子 

開会 単位研究会報告 講演・質疑 閉会

　　　　13:45

受付

   14:00 16:40

オンライン会議の様子 

★ 必ずお読みください ★ 

・当日は，マスクをご着用ください。 

・感染症拡大や気象状況等の状況により，急遽会場への参集を中止する場合も想定されます。 

必ず前日（午前9:30以降）に近事研ホームページ（「お知らせ」ページ 参集中止の場合のみ  

表示）で開催状況をご確認のうえ，会場へお越しください。   近事研HP http://www.kinjiken.jp/ 

調査研究部より 

近事研研修会（サマーフォーラム）のご案内 

http://www.kinjiken.jp/

