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評議員研修会＆全道組織担当者研修会（１月２７日）
【評議員研修会】
１月 27 日（金）10:00 より札幌市ホテルユニオンにて、来賓に市橋道議会議員（元全道協議会副会
長）
、教職員共済北海道支部

清水事業所長を迎え、開催しました。

報告事項の中で、第66回全道事務研釧路大会の西山副実行委員長よりお礼のあいさつがありまし
た。議事では、第67回胆振大会に係る本部提案に続き、現地実行委員会の若松実行委員長のメッセー
ジが胆振支部藤沢評議員より紹介されました。
報告事項・議事については全て賛成多数で承認されました。
＜報告事項＞
①会務報告（中間）
②第66回釧路大会反省・総括・決算報告
③中間決算報告
＜議事＞

「お礼の挨拶をする第 66 回大会 西山副実行委員長」

第１号議案:報告事項承認について（一括承認）
第２号議案:第67回大会の運営について
第３号議案:当面の本部役員会業務執行体制の整備について
第４号議案:第75回大会以降の大会開催地支部について
第５号議案:今後の会務財政の執行について
第６号議案:支部提出議題

【組織担当者研修会】

「第 67 回大会若松実行委員長のメッセージ
を紹介する胆振支部 藤沢評議員」

評議員研修会終了後、13 時より「組織担当者研修会」を行いました。
冒頭、来賓の日本教育公務員弘済会北海道支部の船山事務局長よりあい
さつがありました。
研修会では本部からの協議会組織状況や道教委主催研修会の状況などの
報告をもとに、組織拡大に向けた課題について交流しました。
評議員研修会・組織担当者研修会の詳細につきましては、
機関誌 北響 151 号（6 月発行予定）にて紹介します。

「組織担当者研修会の様子」

第67 回北海道公立小中学校事務研究大会(北海道・東北合同)胆振大会 開催要項
１．目

的

未来を担う子どもたち、その健やかな成長を願い、これからの教育環境の在り方を考える関係
者が一堂に会し、日常の実践と研修の成果を検証し、明日からの学校事務を展望するとともに学
校教育諸問題の解決をめざす。

２．主

催

北海道公立小中学校事務職員協議会

３．後

援 （予定）

北海道教育委員会、北海道小学校長会、北海道中学校長会、洞爺湖町、洞爺湖町教育委員会、
胆振管内教育委員会連絡協議会、胆振管内校長会、洞爺湖町校長会

４．期

日

2017（平成 29）年９月 14 日（木曜日）～15 日（金曜日）

５．会

場 （予定）

洞爺湖文化センター 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４２）
＝ 開会式・講演・分科会 ＝
洞爺観光ホテル（同 洞爺湖温泉３３）
・洞爺山水ホテル（同洞爺湖温泉７８） ＝ 分科会会場 ＝
洞爺湖万世閣（同 洞爺湖温泉２１）
＝ 分科会会場・交流会場 ＝

６．参加対象者
北海道公立小中学校事務職員協議会会員、北海道・東北各県公立小中学校教職員
市町村教育委員会事務局職員、教育研究機関職員、その他

７．大会テーマ及びサブテーマ
大会テーマ
サブテーマ
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創造性ゆたかな学校事務をめざして！
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９．講

演
きん こうざん

ま さこ

講

師：朝日新聞東京本社科学医療部

錦光山 雅子さん

演

題：
「制服・学校集金（保護者負担金）へのまなざし
～２０１６年度朝日新聞制服価格調査報道から～ 」（仮題）

10．分科会テーマ
第１分科会 「学校財政財務活動の具体的展開」
・渡 島 支 部：学校財政財務活動における備品整備計画および活用について（仮）
・空 知 支 部：北空知地区の研修活動のとりくみ ～学ぶことはとりくみの第１歩～（仮）
・苫小牧市支部：アーカイブス 苫小牧の学校備品管理 学校独自備品台帳様式作成から
データ化への対応 ～過去から現在、そして未来にむけて～（仮）
・十 勝 支 部：つながりを活かした学校づくり ～予算要望活動をとおして～
第２分科会 「保護者負担の現状と公費化の取り組み」
・石 狩 支 部：保護者負担の公費化（軽減）の取り組み（仮）
・留 萌 支 部：学校力を高めるために事務職員としてできること（仮）
・函館市支部：保護者負担軽減の取組（３年次計画を終えて）
第３分科会 「学校づくりと学校事務」
・上 川 支 部：子どもたちの生活の場を意識した「教育環境整備」
～教育環境整備の「ひと的整備」に重点をおいて～
・根 室 支 部：根室市事務職員協議会学校情報部会の学校間連携
・網 走 支 部：学校づくりを語り合える研修を
～子どもと教職員が生き生きと活動できる学校づくりと事務職員の役割の追
究、実務能力の向上を目指して～
第４分科会 「学校運営と事務職員」
・旭川市支部：領域と学校間連携のフィードバック ～あとは新しい風が吹き波を待つだけ～
・宗 谷 支 部：南宗谷ブロックにおける研究体制の推移（仮）
・日 高 支 部：日高が運営するウェブサイトについて（仮）
第５分科会 「

未定

」 ＝職務検討委員会所管＝

11．意見交流会 （内容未定）
近年採用者を対象に、第一日目の分科会終了後 50 分程度の時間を利用して日常的な課題について
交流する。運営方法等詳細については検討中。

12．大会参加費
３，５００円 ※昼食代を含まない

弁当代 １，０００円（予定）

13．交流会
日 時：2017（平成 29）年９月 14 日（木曜日）18:30～20:00（予定）
会 場：洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス（予定）
会 費：５，０００円 （予定）

胆振大会ホームページができました。アドレスは https://67zendojimukeniburi.wixsite.com/toya です。全
道協議会 HP からもアクセスできます。

北海道学校実務要覧編集委員会より
・追録〔182‐183〕号

各巻編集内容

第２巻
○扶養手当の支給額に係る改正について

第１巻

○勤勉手当の支給月数・成績率にかかる

○基準財政需要額一覧の変更

改正について

○育児休業等に関する取扱及び事務手続き等の一部改正

○教職員旅費の取扱いについて

○北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

○旅費記入例の変更

○公務災害通知の変更

第３巻

第４巻

【共済】

【互助会】

○平成 27 年・28 年給与勧告等の概要

○被扶養者申告書について

○互助会指定宿泊施設一覧改正

○旅費関係資料～鉄道旅客運賃計算着粁程

○個人番号の報告手続きについて

○互助会指定宿泊施設一覧改正

表改訂、札幌市営交通料金他、学校別陸

○療養費等請求書について

○地区別レクリェーション記入例の変更

路粁程運賃表（石狩・渡島・檜山・上川・

○地区別レクリェーション例規改正

留萌・胆振・オホーツク・根室）

様式集

〔39〕号

○部分休業承認請求書の様式の変更
○介護時間処理票の様式の追加

○介護休暇等処理簿の様式の変更
○育児休業承認請求書の様式の変更

○介護時間処理簿の様式の追加

○介護休暇等処理票の様式の追加

○育児短時間勤務承認請求書の様式の変更

○早出遅出勤務通知書等の様式の変更

○育児又は介護の状況変更届の様式の変更

○要介護者の状態等申出書の様式の変更

○休暇等処理票の様式の変更

○勤勉手当期間率調書の様式の変更

○勤務状況等に関する資料の様式の変更

○退職手当口座振替申出書の様式の変更

○育児休業等計画書の様式の変更

北実コラム（北実編集委員

Ｎ（旭川市支部）より）

札幌の雪祭りも終わり、街は穏やかな中、2017 年 2 月 15 日～17 日まで 3 日間編集会議を行いました。私
は今回の会議が 2 回目なので 1 回目よりは緊張しませんでしたが、今回は条例・規則の一部改正等や様式集
の改正・追加等が結構あったので 3 日間額に汗をかきながら一生懸命がんばりました。
北海道学校実務要覧は 1 巻から 4 巻まであり私は 1 巻を担当しています。
また、仕事が一段落すると、いろいろな管内から人が集まっているので仕事の情報交換が始まります。も
っぱら私がいろいろなことを聞いているのですが．．
．そういう情報交換がすごーく私にはためになっていま
す。15 年間高校にいたので、まだ、小中学校のことがわかりきっていません。
最終日は 1 巻から 4 巻・様式集を一人一人が全部見て点検します。構成
上の問題はなかなかまだわからないのでベテラン 3 人衆に任せ、私は、
みることによってどこが変わったかはわかるのですごく勉強になって
います。3 日間結構疲れますが、昼食時に行く店は量が多いため、全然
痩せませんでした。
最後に編集委員になって条例・規則等が文書で来ると、今まではさらっ
としかみていませんでしたが、ちゃんとじっくり目を通し、どんな人があてはまるんだろうと考えるように
なりました。退職まで日々これ勉強ですね！

あとがき
早くも３月、これから卒業式や職員の異動等で慌ただしくなりますね。くれぐれも体調を崩さないようにしましょう！また、４月に
なると各支部で新採用事務職員が入ってくると思います。新採用の方にも、北響やかわら版で協議会の活動を知ってもらいたいです。

