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全道評議員研修会（2019/1/25）
≪2018（平成 30）年度

評議員研修会≫

１月 25 日（金）13:00 より札幌市ホテルユニオンにて、評議員研修会を開催しました。開会、議長選出、
端会長挨拶、市橋修治道議会議員（元全道協議会副会長）と教職員共済生活協同組合北海道支部事業所事務
局長代理の渡辺春彦様からの来賓挨拶の後、報告事項及び議事に入りました。内容は次のとおりです。
たくさんのご参加ありがとうございました。

＜報告事項＞
①会務報告（中間） 要望書回答 他
②第68回函館大会反省・総括・大会決算報告
③2018（平成30）年度中間決算報告
④監査報告
＜議事＞
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69回大会の運営について
・開催要項（案）について
・分科会運営について ※上川支部より（挨拶含む）
第３号議案:第70回大会記念誌「北響」（協議会誌 第７
集）について
第４号議案:支部提出議題

9/19(木)～9/20（金）

札幌でお会いしましょう！!

報告事項の中で、第 68 回全道事務研函館大会の吉田副実行委員長（函館市支部）より大会報告がありま
した。また、議事では、第 69 回大会に係る本部提案に続き、上川支部実行委員会の椎名実行委員長からの
ご挨拶がありました。
報告事項と第１号議案については質問・意見等はなく、賛成多数で承認されました。２号議案について
は支部からの司会・編集担当についてと、第５分科会の開催日程について質問がありました。本部からは
編集委員と司会の変更の提案、第５分科会については２日目のみの開催としている理由について、他の分
科会も新採用者に見てもらいたい旨の回答がありました。各支部からの意見としては、「第５分科会が２
日目のみの開催となると、中途半端になってしまわないか？」「分科会の構成について、時代に即して変
えていく必要があるのではないか？」という意見がありました。本部からは「次回大会で第５分科会を開
催して改善すべき点があれば検討していきたい。」「分科会の構成については、反省を踏まえて時代に即
したものにとなるよう検討をしていきたい。」との回答がありました。その後採決に入り、第２号議案は
賛成多数により承認されました。
第３号議案については、退職された先輩の方たちの記念誌購入希望についての質問がありました。本部
からは発行部数が未定のため、部数に余裕があれば対応したいと回答がありました。第３号議案について
も、賛成多数により承認されました。

評議員研修会の詳細については６月発行予定の北響155号に掲載されます。

評議員研修会では、道教委へ提出した要望書への回答が説明されました。（全文は評議員研修会議題に
掲載されています。
）
要望事項及び回答
要望事項

道教委からの回答

１．義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充について
（１）義務教育費国庫負担率、当面２分の１復元について国に

道教委としては、義務教育費国庫負担制度は、義務教育の根幹

対して要望いただくこと。

をなすものであり、国の責務において確実に財源を保障するべ
きものと考え、これまでも国に対して全国都道府県教育長協議
会や教育委員協議会を通して必要な財源が確保されるよう要
望を行ってきており、今後とも、引き続き国に働きかけるとと
もに、知事部局とも連携し、必要な財源の確保に努めてまいり
たい。

（給与課）

２．学校事務職員制度の堅持について
（１）学校事務のセンター化や拠点校方式については採用しな

公立小中学校事務職員の採用等については、今後とも関係法

いこと。

令等にもとづき適切に対応してまいりたい。

（２）「公立小中学校事務職員」採用枠を維持すること。

（教職員課）

（３）今後、北海道教育委員会として学校事務職員の職務や制

事務職員の職務や制度等に関する検討を行う場合は、関係団体

度等に関する検討を行う場合は、当協議会の意見を聴く場を設

等からの御意見を伺うなどして検討していまいりたい。

けていただくこと。

（教職員課）

３．配置基準等の改善について
（１）小中学校については事務職員を必置職とするよう国に対

小・中学校の事務職員の配置基準は、国の教職員定数改善計画

して要望するとともに、北海道教育委員会として全校配置に向

に沿って改善しており、さらなる改善については、国の定数改

けた配置基準の改善について検討いただくこと。

善が必要と考えている。道教委としては、国に対し、「国の文

（２）複数配置の配置基準を現行の小学校 27 学級以上、中学

教施策及び予算に関する提案・要望」を提出し、その中で「小・

校 21 学級以上から、当面、小学校 20 学級程度以上、中学校 14

中学校の事務職員の定数措置の拡充」について要望していると

学級程度以上に改善するよう国に要望するとともに、当面道単

ころであり、今後とも、国の動向を注視するとともに、事務職

独措置による改善についてご検討いただくこと。

員の定数改善について、引き続き、国に強く要望してまいりた
い。

（教育政策課）

（３）期限付き事務職員の配置については、緊急且つやむを得

公立小中学校事務職員の採用等については、今後とも関係法令

ない場合のみとするよう、正規任用事務職員の配置について引

等にもとづき適切に対応してまいりたい。

（教職員課）

き続きご検討いただくこと。
（４）再任用者の任用・配置については、生活維持の観点から、
本人の意向を十分に確認し、希望に沿った任用・配置が成され
るようご配慮いただくこと。

４．学校事務職員の研修について
（１）道教委主催「公立小中学校事務職員研修会」を今日的教

「公立小中学校事務職員研修会」については、厳しい道財政状

育課題や学校現場における課題に関する研修の場としても活

況の中、予算上の制約等により、平成 27 年度から２日日程を

用できるよう、本協議会各支部からの意見を聴く場を設けてい

１ 日日程とし、14 管内を４年一巡で実施している。今後は、

ただき、内容の充実を図ること。加えて、教育情勢の変化に対

「チームとしての学校の在り方」など、今日的な教育課題に対

応すべく短い開催間隔での実施をご検討いただくこと。

応できるよう、事務職員研修の見直しについて検討してまい
る。また、見直しに当たっては、関係団体にも情報提供するな
どして検討してまいりたい。

（教育環境支援課）

（２）新採用者研修については、今後も内容の充実を図るとと

新採用者に対する研修については、「１年間の仕事と成長」、

もに、引き続き当協議会からの講師派遣についてご配慮いただ

「学校における教育活動」、「先輩からのメッセージ」など、

きたいこと。

新採用者に必要な研修内容の充実を図るとともに、適切な講師
の選定など、引き続き、必要な改善・充実に努めてまいりたい。
（教育環境支援課）

（３）研究会・研修会への参加を保障するため、研修旅費の増

道財政は依然として厳しい状況にあるが、引き続き予算の確保

額を図るようご検討いただくこと。

に努めてまいりたい。

（４）長期休業中における研修の機会の確保について、平成 13

長期休業日における事務職員の研修については、平成 13 年 7

年 7 月 19 日付け企画総務部長通知の、時宜に応じた周知を行

月 19 日付け「長期休業日における事務職員などの研修の取扱

うこと。

について」企画総務部長通知により取り扱っているところであ
る。

（教育環境支援課）

(義務教育課)

５．学校事務職員の給与改善について
（１）学校事務職員の職務の重要性に対応した独自の給料体系

独自の給与体系の構築に関しては、給与制度の根幹にかかわる

実現に向けたご検討をいただくこと。

事項であることから、道人事委員会の勧告等を踏まえて対処し
てまいりたい。

（給与課）

（２）給与水準を改善すること、また、専門事務主任等の等級

職員の給与水準については、基本的に道人事委員会の勧告を尊

別職務基準表の格付け基準の改善について学校教育法・地教行

重して対処してまいりたい。なお、格付け基準については、現

法改正等の趣旨を踏まえてご検討いただきたいこと。

行を上回る基準に改善することは難しいものと考えている。
（給与課）

（３）事務主幹命課に係わっては、命課基準に達した者がより

公立小中学校事務職員の採用等については、今後とも関係法令

多く命課されるよう、関係規程の整備についてご検討いただく

等に基づき適切に対応してまいりたい。

（教職員課）

こと。

第２回北海道学校実務要覧編集委員会（2/6~8）
・追録〔194-195〕号 各巻編集内容
第１巻
○平成 30 年度教育環境整備に係るおおよその基準財政
需要額一覧
○学校日誌～職員要覧と職員連絡（削除）
○再任用制度の概要の改定
○学校職員の人事記録カード作成（削除）
○新制度の具体的な適用事例（変更）
○教科書事務のＰＣ操作部分（削除）
○独立行政法人日本スポーツ振興センター（削除）
○小学校・中学校教科書採択一覧表について（追加）

第２巻
○日直等の金額変更
○給与所得者の保険料控除申告書、配偶者控除等申告書
の変更
○期末手当の月数、勤勉手当の成績率の変更
○内国旅行に係る航空賃の取扱いについて（通知）差し
替え
○旅費概算精算請求書等の記載例（変更）
○一般旅費他 旅費記載例一部修正
北海道学校実務要覧への質問、意見、要望等については、
第１巻巻頭に掲載のはがきや FAX 送信票をご利用の上、
全道協議会に送って下さるようにお願いします。

第３巻
【共済】
○被扶養者の認定に関する事例（変更）
○任意継続組合員の掛金（変更）
○貸付の賦金率表（変更）
【互助会】
○教職員互助会指定宿泊施設利用補助券様式記載例
（変更）
○教職員互助会指定宿泊施設一覧の変更

第４巻
○学校別陸路キロ程運賃表の改訂（胆振・留萌）
○平成 30 年北海道人事委員会給与勧告概要
○平成 30 年４月１日給与改定（行政職給料表・教育職
給料表（小中）
・医療職給料表(2)）

北実コラム
さっぽろ雪まつり開催中の２月６日～８日に、第２回編集委員会が開催されました。
あいにく爆弾低気圧が通過中で、臨休になった学校もあるような天気でしたが、そういうなかでも、
委員皆やる気満々で(株)ぎょうせい北海道支社に結集しました！
何年か前から「第１巻の頁数が増えすぎて、読みづらい・使いづらい等」という声が聞こえるように
なりました。
そこで、今後「第１巻」をどうしていくべきか、次回の会議でどこを手直すか等、昨年末から北実 ML
で協議をすすめてきました。
そうした経緯があり、この 3 日間では「第１巻のスリム化」をメインにしながら、各巻の作業をすす
めました。どういう編集内容になったかは、次回届く追録で確認していただければと思います。
また、今回の編集に係る校正確認（3 月 1 日、ぎょうせい本社）で東京派遣になる２名が会長と事務
局長ということで、なるべく現地で返答に困る質問が出ることがないように、いつも以上に編集内容の
相互チェックに時間をかけました。
お二人には次回の会議で、本社での打ち合わせ内容はもちろんですが、都内での行動についても、詳
しく報告してもらいたいと思います（笑）。
さて、教職員事務センターや共済組合等ＨＰの充実もあり、本書に目を通す機会が前より少なくなっ
ているかもしれません。
現場にいる事務職員にとって、欲しい情報がすぐ見つかり、より役立つ実務書になるように改善して
いきますので、今後もご愛読をどうぞお願いいたします。
また、本書に係るご要望やご意見等がありましたら、編集委員会へお知らせください！「第 1 巻」巻
頭に付録している葉書またはＦＡＸ送信票を活用ください
（2 巻担当 小菅）

第２回職務検討委員研修会(2/7~8)
雪まつり期間中の２月７日（木）～８日（金）に，第２回職務検討委員研修会が開催されました。
「つかさ
どる班」と「在り方班」各々に宿題が出され，それを基に論議しました。
「つかさどる班」は，
『つかさどるための現状の整理について』を各自持ち寄り，
「在り方班」は，
『共同学
校事務室について』と『学校間連携の現状把握について』の資料を持ち寄り論議しました。第２回か班ごと
に部屋を用意してもらい，熱く論議しています。
私が属している「在り方班」は，まるでサッカーの戦術会議のような（笑）ホワイトボードを利用しての
論議が定着しています。様々な項目を一つひとつ整理し，時には図で表しながら論議を行っています。
１日目終了後に，夜の職務検討委員研修会も開催されました。花川南中学校・斎藤さんがオシャレな肉専
門バルを研修場所に設定してくれました。タッチパネルで誰が何を注文したか知らない状態で各々注文した
結果，同じメニューが６皿ほど届き，意思疎通が既に取れていることがわかりました（笑）
。約１名２日目に
体調不良となりました（今後気をつけます…）が，２日間の昼夜を問わずの議論が終了しました。今後も一
回一回の研修会を大事にして，２年間検討をすすめていきたいと思いま
す。
先日上川管内の研究大会後に開催された総会にて，
闘病中の橋本正明
さん（元全道協議会事務局長）へ退職に伴う表彰が行われました。学校
事務への思いが誰よりも強く，尊敬すべき先輩が学校事務職員でなくな
ってしまうことに目頭が熱くなりました。先輩の思いをしっかり受け止
め，引き継いでいかなければいけないと心に刻んだ一日でした。
（富良野市立富良野小学校
小林 篤史）

第２回メディア兼 70 周年記念誌編集委員研修会(2/7~8)
２月７日（木）と８日（金）の２日間、メディア兼 70 周
年記念誌編集委員研修会が開催されました。ウェブサイト
関連では、資料コーナーの充実について、アーカイブスや
リンクについて話し合いを行いました。
記念誌については、記念誌のコンセプトや記事の全体構
成、担当の確認を行いました。60 回大会記念誌を見なが
ら、ウェブサイト等との棲み分けを考えつつ話し合いを持
ちました。
全道協議会ウェブサイト

http://www.gakkoujimu.jp/

※ID とパスワードについては、各支部事務局へお問い合わせください。

学校事務職員になって

No.2

「学校事務職員になって」については北響 154 号へ掲載しておりましたが、以下３名の新採用者の原
稿について、記載漏れがございました。かわら版紙面での掲載となりましたことをお詫び申し上げます。

別海町立別海中央小学校

内澤

謙

「学校事務職員として」
私は、以前から期限付事務職員として本校で勤務していて、今年度からも継続し勤務できる事
になり、とても嬉しく感じております。元々、私の母校でもあり、大変思
い入れの深い学校で勤務させて頂いています。
本校で勤務してから教務に配属となり、本来の事務職員とはまるで違う
中で勤務し、最初は全くわからない事ばかりでしたが、少しずつ勉強し、
頼りないですが、教務の一員として、先生方の補佐や、子ども達の成長を
手助けする事の楽しさ、嬉しさを感じる日々を過しています。また、少年
団活動等を通し、子ども達とも直接係わる事もでき、大変ありがたく思っ
ています。
学校事務としても様々な形式が増えてきている中で、これからどうなっ
ていくのか不安な所も多々ありますが、まずは与えられた事をしっかりで
きるように、沢山の事に感謝の気持ちを持ち、これからも勤務していけれ
ばと思っています。

別海町立西春別中学校

川本

鉄夫

「学校事務職員になって」
新採用の川本と申します。新採用ではあります
が、社会人経験枠で C 採用の自分は 40 歳が近づいて
おります。隣の西春別小学校の先輩学校事務職員は
20 歳なので、私の半分ほどしか生きておりません
（笑）
そんな若くて頭も顔もフレッシュな先輩や、ベテ
ランの先輩方に毎日毎日助けていただきながら、な
んとか無事に半年を迎えることができました。この
場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。
西春別中学校は全校生徒 16 名の小規模校ということで、生徒との距離がとにかく近く、毎日給食を
生徒と一緒に食べられることが何よりも嬉しいです。これが当たり前になり、他の学校や大規模校に
異動したときには生徒との距離感などに物足りなさを感じてしまうかもしれません。職員室の雰囲気
も良く「学校で働ける」ということに喜びを感じています。
今後は学校そして地域の一員として生徒や保護者、地域の方々や先生方に頼られる事務職員を目指
していきたいと思います。

別海町立野付中学校

鈴木

未来

「学校事務職員になって」
月日がたつのは早いもので、学校事務職員となり早
半年となりました。学生の頃楽しい思い出の多かった
体育祭や文化祭などの学校行事も、事務職員の目線だ
とまた違った物だなと感じています。そしてこれから
もまだ新鮮な体験が続くのではないかと思いつつ
日々を過ごしております。
そんな中、私の悪い癖でもあるのですが少し困った
事があります。仕事をしていると、
「あ～ここの部分直
せばもっとうまく仕事できそうだな～」とか「ここに
手を加えれば先生方にもわかりやすいかもなー」といった事がたまにあります。すぐにできる物であれ
ば良いのですが、時間やお金がかかり、たいした効果も期待できそうにないとついつい後回しにしてし
まいます。そうして後回しにしていると「まあ今のままでもなんとか回っているしいいかな」という気
分になってきます。もちろん提案をすべて行うことは土台無理な話ですが、少しでも多く実践するべく
奮闘中です。まずは来たる冬休みにいくつか実践したいと考えているところです。

