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上川管内公立小中学校 

事務職員協議会 

会 長  藤﨑 利男 

 

 

上川から全道へ向けての発信として「教育環境整備」

という言葉を掲げて歩みだしたとき，私たちは上記の三

点を「上川の学校事務」の方向性として確認しました。 

「属人から属職へ」とは，一人に頼った実践ではなく

事務職員ならみんな行う実践をすすめることです。 

「領域から学校間連携へ」とは，個々の学校の実践で

はなく組織的な学校事務をすすめることです。 

「教育条件整備から教育環境整備へ」とは，「条件」

という限られたものから「環境」という広がりを持って

すすめることです。 

であれば…「これって事務職員ならやることだよね？」

「個々の課題ではなく，全体でやってみない？」「人と

のつながりの中から広がりを持たせてやってみよう

よ！」といった声掛けから私たちの多様な実践が縦横無

尽にすすめられていくことを求めてやみません。 

３月２日の総会で選任されました 

役員退任にあたりひと言、という依頼があったものの、

ひと言いえるほどの「役員」であったとは思えませし・・・

正直ひと言もありません(^.^) 

なので、伝えたいことを・・・！！ 

「北海道の学校事務」の基本は、「協力・協働」「共通

理解」と個人的には考えています。この想いはこれまで

も、そしてこれからも変わることはないと思っています。

事務だよりしかり、予算要求しかり・・・何にとりくむ

にも全教職員の協力・協働、共通理解があってこそ、こ

どもたちの教育環境整備が進められるものだと考えて

います。 

財政財務的な要素、教育情報的な要素・・・その大き

さに違いはあれど、どの部分においても「協力協働・共

通理解」は欠かせない要素ということです。金太郎あ

め！！ 

上川管内公立小中学校事務職員協議会 

発行者 広報担当者 前畑（名寄東小） 
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会 長  藤﨑 利男（富良野市立樹海小学校）再任 

  盛多  隆（剣淵町立剣淵中学校）新任 

  髙橋 秀人（上富良野町立東中小学校）再任 

  柳原 拓也（富良野市立東小学校）再任 

  前 畑 孝 明（名寄市立名寄東小学校）新任 

理 事  原田 和茂（幌加内町立幌加内中学校）再任 

理 事  小林 篤史（富良野市立富良野小学校）再任 

理  事  葛西 賢人（士別市立士別南中学校）再任 

理 事  坂本日蕗野（鷹栖町立鷹栖小学校）再任 

監  査  椎 名  勉（鷹栖町立北野小学校）再任 

監  査  我 妻  誠（比布町立比布中学校）新任 

「属人から属職へ」 

「領域から学校間連携へ」 

「教育条件整備から教育環境整備へ」 
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「つかさどる」によって何が変わるのか・・・という

問いが多くあります。でも、「何が変わるのか」ではな

く「何を変えるのか」でなければならないし、「何を変

えてはならないか」もとても大切なことだと思っていま

す。 

 

お世話になりました。 

一年間、監査という立場で上事協と関わらせて頂きま

した。「たった一年で」と思われる方もいることと思い

ますが、大人の都合ということでお許しいただければと

思います。ちなみに私は過去に事務局次長をしていたこ

ともあったのですが、その事を知っている人もほとんど

いないと思います。余談ですが。 

上事協は何といっても、そのマンパワーの凄さという

印象を持ちます。組織本体を運営する事務局の方々、事

務職員の進む方向性を担っている研修部の方々。偉大な

先輩たちが築き上げたものを受け継ぎ、そしてそれを進

化発展させるエネルギーには心から敬意を表したいと

思います。 

私がこの職について３０年以上が経ちますが、事務職

員の職と身分は常に不安定であり外的要素の影響を受

ける状況に置かれていたと思います。（義務教育国庫負

担制度、学校事務の共同実施、つかさどるへの変更等）

そういった中で自らの力で進むべき方向性を模索しぶ

れることなく着実に積み重ねてこれたのは歴代の役員

の力によるものと思います。 

学校事務が現在に至る中で、法的な責任や権限の無い

事、周りからの関心の薄さということがありましたが、

今回の法改正により状況は大きく変わりました。今後

大きな動きが予想されますが、将来を担う若い事務職

員がやりがいと誇りを持つことができる職であり続け

ることを願わずにはいられません。 

とりとめもない文章になりましが、一年間お世話に

なったお礼と役員の皆様、会員の皆様の益々のご活躍

を祈念して退任の挨拶といたします。 

「もしもし・・ＪＫ小の○﨑です・・盛多さんには二

足のわらじを履いてもらうことに・・」 

「・・あぁ～分かりました・・」 

確か１月にこんなやり取りをしたことを思い出しま

した。前任のＳ氏曰く「頼まれるうちが花」、周囲の気

遣いもあり 50歳を越えるとなかなか声がかからないの

で、この言葉がなおさら身に染みます。しかし、引き受

けてはみたものの「後悔先に立たず」、本当に自分で大

丈夫？ と自問自答しています。 

最近は物事が実にスピーディーに流れています。「教

育改革」の大きなうねりの中で、学校が大きく変わろう

としています。それらの変化に私たちはどう対応して行

けばよいのでしょうか。例えば、私たちの職務規定が「従

事する」から「つかさどる」に変わったこと。「自分が

在職している間にはないだろう」と思っていたことが現

実のものとなりました。 

しかし、上川では教育環境整備を自らの職務として多

財政財務・教育情報 

協力協働・共通理解 

財政財務・教育情報 

協力協働・共通理解 

財政財務・教育情報 

協力協働・共通理解 

財政財務・教育情報 

協力協働・共通理解 

財政財務・教育情報 

協力協働・共通理解 
←事務だより 

←予算要求 

←運営計画 

←e t c 

←サイクル化 

旧役員のみなさま、役員としてご尽力い

ただきまして、ありがとうございました。 

今後も上事協へのお力添えをよろしく

お願いいたします！ 
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くの実践にとりくんできました。これらは「従事する」

域を越えた「つかさどる」実践です。 

上事協がこれまで積み上げてきた実践を定着させて

いくこと、管内研で提示された検討課題のとりくみを進

めること、そして何より同じ目的に向かって皆でとりく

んでいくことが大切だと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

過日の総会で事務局次長に就任しました。前回の上事

協役員は、研修理事として５年間携わりました。 

その時は、上川で学校間連携をどのように進めたらよ

いかを研修部で論議していたことを思い出します。二本

立て事務運営計画や保護者向けじむだより、IT の活用

も研修テーマとしていました。 

今回は、事務局次長で上事協を運営する立場になりま

した。何をすればよいのかわからないのが現状ですが、

上事協のためにがんばっていきたいと思います。 

また、来年は、全道事務研が上川担当で開催されます。

これから、本格的な準備が始まりますので、会員皆様と

ともに大会成功に向けて、とりくんで参ります。 

今後とも、ご協力ご支援をお願いします。 

 

 ３月１日・２日の両日、第１２８回管内事務研旭川

大会が、上川教育研修センターを会場に開催されました。 

２日は上川管内の学校が軒並み臨休となる荒天にも

かかわらず、多くの事務職員の参加で無事終了すること

が出来ました。参加されたみなさん、大変お疲れ様でし

た。 

 

１日目終了後におこなわれた恒例

の懇親会にも多くの参加者があり、

退職される西川さんと工藤さんを囲

んで、昔話に花を咲かせていました。 

 

２日目終了後には総会も開催され、２０１７年度の事

業総括と会計案件について報告をおこない、満場の拍手

を持って承認されました。また、２０１８年度の方針と

予算についても承認され、新体制での新年度がスタート

しています。 

管内研参加者報告 

上川町立上川小学校 小林 弘幸 

３月１・２日の２日間、第１２８回管内研に参加しま

した。出発当初、全道的に大荒れの天候が予想されてお

り、会場にたどり着けるか心配でしたが、２日とも無事

に参加できてよかったです。 

１日目の個人レポートについてですが、東川第二小の

柴田さんからの整理整頓について、よくやるよなぁ～っ

て、ただただ感心するばかりでした。自分も若い頃、そ

んなようなことやったことありましたが、その後すぐ、

ぐちゃぐちゃにされちゃってから二度とやるかぁ！と

思い、最近では全くやったことはありませんでしたが、
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こうして整頓された写真を見ると、スッキリして気持ち

のいいもんだなぁ～って思いました。もしエネルギーが

あれば、うちの学校でもやってみたいです。 

２日目は研究部からのまとめと次年度の方向性につ

いて提案されましたが、わかりやすい内容でよかったで

す。改めて、うちの学校の物品が今、どのように使われ

ているのか、確認していきたいと思っています。また士

別ブロックのレポート発表ですが、資料にあるそれぞれ

の実践レポートは、グループそれぞれのがんばりが伝わ

って、とてもよかったと思います。（全道研に向け、準

備もたいへんだと思いますが、がんばってください。） 

その後の分散会ではプレ発表、個人レポート、研修部

からの検討課題などについて話し合われました。どれも

話していくうちに話が脱線したり、各学校のあるあるネ

タが炸裂したりしてたいへん参考になりました？みん

なも同じこと考えていたり思っていたり…そうそう、一

つだけまじめに話すと、私たちがめざすことは保護者負

担軽減ではなく保護者負担解消！今までの自分を振り

返ったとき、徴収金を減らしたことだけで満足していた

ような気がします。 

改めて管内研を通して、これまでの自分に対するたく

さんの反省を感じつつも、同時にやる気をもらった２日

間となりました。 

士別市立士別中学校 有賀陽平 

今年度は、全道研レポート作成のためにレポート検討

メンバーとして昨年から何度も集まり作成に携わって

きました。そのため、プレ発表の管内研を無事に迎えら

れ葛西さんに発表していただいたことを嬉しく思いま

す。レポート作成のために研修会を企画運営、作文して

きた側面もありますので、それが形になり日の目を見る

ことができて良かったです。たくさんご意見いただきま

したので、秋の本番までによりよいレポートが完成でき

ます。ありがとうございました。 

今回の感想ではありませんが、今年度のブロックから

の報告でありました名寄士別合同ブロック研で開催さ

れた事例研修「バズセッション」がおもしろい取り組み

でした。通常の分散会とも違った雰囲気でテーマに沿っ

て和気あいあいと交流することができましたので上事

協の研修や他ブロックでの実践におすすめします。 

また、冬の管内研といえば『きずな冊子版』ですね。

毎年読むことが楽しみになっています。正直、財政財務

の話より皆さんそれぞれの趣味の話のほうが興味あり

ます。ぜひ来年も皆さんの楽しい話を聞かせてほしいで

す。 

最後に、私自身採用から４年が経過し学校事務職員と

して一区切りになります。新採用時代お世話になりまし

た。この場をお借りして皆さんありがとうございました。 

富良野市立麓郷小中学校 長岡典枝 

 ３月１日・２日に行われた管内研で第１分散会に参加

しました。参加者は司会者・記録者含め１２名で、アド

バイザーが荒天のため残念ながら欠席でしたので“全員

がアドバイザーで！”との共通認識のもと話し合いが進

みました。雰囲気は終始和やかで、かつ、たくさんの意

見交流がなされ、時間が経つのがあっという間でした。

今年採用された方がお２人いましたが、６月の管内研で

は新採用者だけの分散会だったので、今回、経験者との

分科会は初めてですとのことでした。 

内容は４つの討議の柱に沿って進みました。全道研レ

ポートについては、「図やプロジェクターを活用したら

いい」とか、他支部の方からは「上川の背景が入ってい

ると全道の人たちにもわかりやすい」等、“こうしたら

もっといいレポートになるね♪”という意見がたくさん

出ていました。研究部提起についてでは、検討課題ごと

の提案について研修部から補足的な説明もあり、各検討

課題ごとに方向性について参加者全員で確認がされま

した。連携会議の回数についても検証してもいいので
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は？等の意見も出ていました。また、「人事異動に伴う

書類の送付について」について、配偶者の職員番号をど

うするか等の意見も出ていました。個人レポートについ

てでは、各学校での環境整備の様子などを交流し物品の

廃棄や、校内での情報共有の大切さや台帳整備について

交流がされました。各ブロック＆市町村の取組について

では第１分散会は８つの市町村の参加があり交流され

ました。 

外はものすごい雪で、帰

りの交通機関の心配もあ

る中でしたが、学校に戻っ

て仕事をする上でたくさ

んのヒントと刺激をもら

い、参加して良かったなと

思える分散会でした。運営

の方々、参加者の皆様ありがとうございました。                           

 

 

 

 

第１２９回上川管内公立小中学校事務研究大会（名寄

大会）が下記日程で開催されます。 

 

期 日 ２０１８年６月２８日（木） 

            ～６月２９日（金） 

 場 所 駅前交流プラザよろーな 

 

詳しい日程及び内容については，後日各ブロックを通

じてご案内いたします。今年も全体写真撮影（２日目を

予定）を企画しています。たくさんの会員のみなさんの

参加を心よりお待ちしております。 

 

この３月で定年退職される名寄小の榮井さん。荒天の

ため先日の総会でお渡しできなかった記念品を、代理で

受け取っていただいた丁門さんから伝達していただき

ました。長きに渡りお疲れ様でした。 

第１２９回上川管内公立小中学校事務研究大会 

（名寄大会） 

上事協 今後の動き 

3月 28日（水） 第 2回理事研修会 

4月 2日（月） 新採用者・期限付職員へ 

研究集録等送付 

4月 27日（金） 第３回理事研修会 

（予定）   第１回代議員研修会 

新採用者・期限付職員研修会 

６月２１日（木）～２２日（金） 

第１２９回管内研名寄大会 

９月１３日（木）～１４日（金） 

第６８回全道事務研函館大会 

９月１４日（金） 全道協議会総会 
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