
 
 

記号 ◎ 学校事務確立関係事項 □テ 大会テーマ □講 講演 □シ シンポジウム □対 対談 □全 全体会 □特 特別企画 

※第 41回大会までは開催地名、第 42回大会以降は開催支部名もしくは運営担当名。 
 

1951 

（Ｓ26） 

全道協議会発足 於札幌市 会員 200余名 

● 第１回大会（室蘭）   武揚小学校    10月 12日～13日 

 １．現在の定員をもってする事務範囲および教務との連携 ２．能率 ３．地位の向上（身分、給与） 

□テ なし（第 10回大会まで） 

1952 

（Ｓ27） 

● 第２回大会（小樽）   公会堂                        ８月８日 

 ア、６学級以上１名配置 イ、学校教育法 28条但書削除（全校必置） 

 ウ、道教委の講習会開催（一週間） エ、身分確立の件（教特法該当） オ、給与改定 

 カ、超過勤務手当 キ、旅費増額（年３万）  以上決議要請 

1953 

（Ｓ28） 

● 第３回大会（北見）   中央小学校                  ７月 31日～８月１日 

 ・講演と支部の実態交流（教育委員会法令、共済、恩給など） 

1954 

（Ｓ29） 

● 第４回大会（函館）   労働会館                      ８月１日～２日 

 ・学校事務の能率化、簡素化 ・学校教育と事務職員 

1955 

（Ｓ30） 

● 第５回大会（釧路）   弥生中学校                     ８月４日～５日 

 ・実務講座（人事給与、退職手当、共済など） 

1956 

（Ｓ31） 

● 第６回大会（旭川）   日章小学校                     ８月１日～３日 

 ・学校事務と教育事務との限界 ・法規、教特法の一部改正案 

 ◎創立５周年記念沿革誌発行 

 □講「学校事務職員の身分について－経過の概要と今後の展望－」 日教組事務職員部 和地 進 氏 

1957 

（Ｓ32） 

● 第７回大会（夕張）   第二小学校                    ８月１日～２日 

 ・学校経営における学校事務 ・学校事務上研究すべき範囲 

 □講「大人の悲劇と子供の悲劇」 北海タイムス論説委員 市川 謙一郎 氏 

1958 

（Ｓ33） 

● 第８回大会（札幌）   大通小学校                   ７月 31日～８月１日 

 ・事務職員の職務内容とその範囲（両輪論と学校に最低３名） 

 □講「勤評と道徳教育について」 札幌市教育委員会教育委員長 宇野 親美 氏 

1959 

（Ｓ34） 

● 第９回大会（帯広）   第三中学校                     ８月１日～２日 

 ・教育に専念する教職員の事務軽減に対し事務職員はいかにあるべきか。 

 ・勤務量と配置基準 ・事務職員のあり方 ・職務内容 

 ◎職務内容の小委員会設置 

1960 

（Ｓ35） 

● 第１０回大会（室蘭）  武揚小学校                     ８月３日～４日 

 ・公立小中学校事務職員の職務内容分析と解明 ・位置づけ、一人の手引、能率、総量と行政事務 

 ◎学校事務総量白書 第１次中間報告 

1961 

（Ｓ36） 

● 第１１回大会（留萌）  留萌中学校                     ８月１日～２日 

 １．管理運営 ２．職務内容（その決定の為研究継続が打ち出され確認される。） ３．能率 

 □テ学校教育における事務職員はいかにあるべきか 

1962 

（Ｓ37） 

● 第１２回大会（函館）  公会堂                       ７月１日～４日 

 １．学校経営における学校事務の役割 ２．特殊性、行政職との比較 ３．能率化 

 ◎ 第２次報告 ・職務基準小委設置 ・北海道学校実務要覧発行 

 ◎ 協議会誌第１集発刊 

 □講「近代的学校経営のための学校事務の役割について」 東京大学助教授 持田 栄一 氏 

 □テ近代的学校経営のための学校事務はどうあるべきか（第 13回大会まで） 

1963 

（Ｓ38） 

● 第１３回大会（岩見沢） 公民館                       ７月９日～12日 

 １．総務との関連 ２．消耗品・備品 ３．給与事務 ４．学校事務総量白書 

 ◎ 第３次報告 学校事務総量白書の取り扱いについて 

 □講「学校事務職員よ大志を抱け」 慶應義塾大学教授 山本 敏夫 氏 



1964 

（Ｓ39） 

● 第１４回大会（網走）  中央小学校                   ７月 28日～31日 

 １～３ 前年と同じ ４．ＰＴＡ ５．福利厚生 ６．就学援助 ７．文書 ８．学校事務総量白書 

 ◎第４次報告 学校事務総量白書 段階別運行指導図 ・学校事務調査 S39.11 

 □テ近代学校経営のための学校事務はどうあるべきか（第 25回大会まで） 

1965 

（Ｓ40） 

● 第１５回大会（札幌）  啓明中学校                    ７月 28日～31日 

 １～８ 前年と同じ 

 ◎第５次報告 学校事務総量運営のための集約と残された問題点 

 □講「教育工学について」 国立教育研究所 森 隆夫 氏 

1966 

（Ｓ41） 

● 第１６回大会（富良野） 富良野小学校                   ７月 26日～29日 

 １．用務員と事務補 ２．保健 ３．市町村費支弁職員 ４．校長、教頭 ５．教員 

 ６．事務職員の現状 ７．事務職員の専門性 

 ◎総量白書 特別報告書の基調 ～各職種の理解～ 

 ◎創立 15周年特集（協議会誌第２集）発刊 

 □講「学校組織における事務職員の地位と役割～その専門性の検討～」 東北大学教授 岩下 新太郎 氏 

1967 

（Ｓ42） 

● 第１７回大会（函館）  新川中学校                    ７月 26日～29日 

 １～７ 前年と同じ 

 ◎総量白書 特別報告書（当面１人の職務内容）下部討議 

 □講「教職の専門性確立と学校の自主性」 北海道大学助教授 市川 昭午 氏 

1968 

（Ｓ43） 

● 第１８回大会（岩見沢） 岩見沢女子高校                  ７月 27日～30日 

 １．白書（五項目含む）について ２．事務の簡素化 ３．教務（学籍等）とのかかわり 

 ４．権限と責任 ５．本務、本務外、雑務の検討 ６．事務の機械化 ７．研修体制 

 □講「近代学校経営と学校事務」 文学博士 伊藤 和衛 氏 

1969 

（Ｓ44） 

● 第１９回大会（苫小牧） 和光中学校                   ７月 28日～30日 

 １～７ 前年と同じ 

 ◎当面１人五項目、総会で集約、大会で確認 

 □講「近代的学校経営の中での事務職員のあり方」 北海道教育研究所 千北 隆司 氏 

1970 

（Ｓ45） 

● 第２０回大会（釧路）  日進小学校                  ７月 27日～29日 

 １．職務内容の明定化 ２．将来展望 ３．仮称・事務職員特例法 ４．地域社会と学校 

 ５．民主的な学校づくり ６・７．近代学校の予算執行 

 ・学校事務調査 S45.10 

 □講「学校予算と地方自治体財政について」 工学院大学教授 大田 捷 氏 

1971 

（Ｓ46） 

● 第２１回大会（小樽）  稲穂小学校                   ７月 28日～30日 

 １～６ 前年と同じ ７．新しく事務職員になった人のために 

 ・五項目の定着化 ＜具体的内容＞ 単位事務（例） 

 □講「これからの日本経済と学校教育」 工学院大学教授 大田 捷 氏 

1972 

（Ｓ47） 

● 第２２回大会（旭川）  知新小学校                ７月 30日～８月１日 

 １．職務内容の明定化と問題点 ２．将来展望 ３．研修体制 ４．文書管理 ５．物品管理 

 ６．予算執行 ７．新しく事務職員になった人のために 

 □講「教育の原点を考える」 北海教育評論社社長 坂本 亮 氏 

1973 

（Ｓ48） 

● 第２３回大会（函館）  函館大谷高校（女子部）         ７月 30日～８月１日 

 １～７ 前年と同じ 

 ◎70年代の学校事務（試案） 内容等について継続審議全会員配布 

 □講「これからの学校と学校事務職員」 東京学芸大学教授 渡辺 孝三 氏 

1974 

（Ｓ49） 

● 第２４回大会（帯広）  帯広小学校            ７月 29日～31日 

 １．わたくしたちの在る学校を考える ２．校務運営組織 ３．研修と勤務条件 ４．任務と給与 

 ５．市町村採用事務職員 ６．予算 ７．新任者 

 □講「これからの教育」 北海道教育庁指導部長 斉藤 実 氏 

1975 

（Ｓ50） 

● 第２５回大会（千歳）  千歳中学校                  ７月 28日～30日 

 １～７ 前年と同じ 

 ◎「教育としての学校事務を問いかえす」 持田 栄一 氏 講演 

 ◎「70年代の学校事務（試案）」－公立小中学校事務職員のために－発刊 

 □講「教育としての学校事務を問いかえす」 東京大学教授 持田 栄一 氏 



1976 

（Ｓ51） 

● 第２６回大会（滝川）  滝川第一小学校               ７月 28日～30日 

 １～３ 前年と同じ ４．給与 ５．任務（論） ６．市町村採用事務職員 ７．予算 

 ◎70年代試案 具体的検討に入る 

 ◎第１回職務確立学習会 ・ブロック学習会（宗谷、留萌） 

 □講「現代日本の政治動向と地方財政危機」 北海道教育大学教授 十亀 昭雄 氏 

 □テ現代学校経営のための学校事務を考える（第 32回大会まで） 

1977 

（Ｓ52） 

● 第２７回大会（北見）  西小学校                   ７月 25日～26日 

 １．校務運営組織 ２．任務（論） ３．研修と勤務条件 ４．現状の職務内容（実践） ５．給与 

 ６．学校予算 ７．職務内容 

 ・パネルディスカッション「現代学校経営のために、学校事務職員は何をなすべきか」 

 ◎第２回職務確立学習会 ・ブロック学習会（後志、釧路） 

1978 

（Ｓ53） 

● 第２８回大会（士別）  士別中学校                    ８月１日～２日 

 １．学校事務の領域 ２．行政、地域の理解 ３．学校予算と執行 ４．教材備品管理と活用 

 ５．研修体制 ６．事務職員に望むもの 

 □講「これからの日本経済と学校教育」 北海道教育大学教授 十亀 昭雄 氏 

1979 

（Ｓ54） 

● 第２９回大会（室蘭）  鶴ヶ崎中学校                 ７月 30日～31日 

 １．学校事務の領域 ２．学校事務の領域（経験の少ない人） ３．学校予算と執行 ４．文書管理 

 ５．研修体制 ６．事務職員に望むもの ７．学校事務における教職員のあり方 

 □講「教育の場としての学校を考える」 北海道教育大学教授 十亀 昭雄 氏 

1980 

（Ｓ55） 

● 第３０回大会（釧路）  北中学校                  ７月 29日～30日 

 １．学校事務における事務職員の領域とは ２．学校事務における事務職員の仕事を考える 

 ３．学校財政の確立について ４．備品の管理・活用 

 ５．教育条件整備のために事務職員の果す役割（文書管理について） 

 ６．給料受領に係る事務職員のあり方 ７．今日の学校で事務職員に望むもの 

 □講「学校事務とは」（事務職員 30年の経験をとおして） 前協議会長 新谷 新一 氏 

1981 

（Ｓ56） 

● 第３１回大会（岩見沢） 中央小学校                 ７月 29日～30日 

 １～２ 前年と同じ ３．学校づくりと学校教育財政 ４．学校づくりと教育情報 

 ５．学校内における金銭の取り扱いについて ６．新採用者または３年未満の事務職員のために 

 ７．学校づくりと学校事務職員（職種間交流） 

 ◎職務確立委員会報告（五項目について） ・30周年記念誌「北響」（協議会誌第３集）発刊 

 □講「教育荒廃の現状と学校管理（学校づくりにおける事務職員の役割）」 

   旭川大学助教授 山内 亮史 氏 

1982 

（Ｓ57） 

● 第３２回大会（網走）  網走小学校                 ８月２日～３日 

 １．学校教育における事務職員の領域とは ２．学校づくりと学校教育財政 

 ３．学校づくりと教育情報とは ４．校舎営繕と校舎建築にともなう事務職員の役割 

 ５．小規模校における事務職員の役割 ６．新採用者または３年未満の事務職員のために 

 ◎職務確立委員会報告（新しい学校事務の創造のために） 

 □講「現代学校経営における事務職員の役割」 旭川大学助教授 山内 亮史 氏 

1983 

（Ｓ58） 

● 第３３回大会（小樽）  緑小学校                  ８月１日～２日 

 １．領域としての学校事務を考える ２．学校事務の計画化と校内組織のあり方 

３．学校づくりと学校教育財政－校内予算 ４．学校づくりと学校教育財政－備品購入・施設設備 

５．学校づくりと教育情報 ６．小規模校における事務職員の役割 

７．新採用者または３年未満の事務職員のために 

□講「社会の要請にこたえる自治行政と学校教育」 仁木町長 島本 虎三 氏 

□テ創造性ゆたかな学校事務をめざして！（第 49回大会まで） 

1984 

（Ｓ59） 

● 第３４回大会（旭川）  陵雲小学校                 ８月３日～４日 

 １．学校事務の計画化と校内組織 ２．学校教育財政－校内予算 ３．学校教育財政－備品・施設 

 ４．文書と情報 ５．学校規模・定数問題 ６．学校事務の改善 

 ◎職務検討委員会報告（領域としての学校事務～実践化への手立て～） 

□講「いま、学校教育で事務職員に問われているもの」 東京学芸大学教授 海老原 治善 氏 



1985 

（Ｓ60） 

● 第３５回大会（苫小牧） 弥生中学校              ８月１日～２日 

 １．学校事務運営計画と校内組織 ２．学校財政活動と学校づくり ３．校内予算の編成 

 ４．予算要求活動の推進 ５．備品購入と活用 ６．学校事務の改善 

□講「教育改革における今日的課題」 北海道新聞社論説委員 増田 隆 氏 

1986 

（Ｓ61） 

● 第３６回大会（函館）  函館市民会館               ９月４日～５日 

 １～２ 前年と同じ ３．備品購入と活用 ４．学校事務の改善 

 ５．経験年数の少ない事務職員のために 

□講「北海道の教育と今日的課題」 北海道教職員厚生会理事長 武田 栄松 氏 

1987 

（Ｓ62） 

● 第３７回大会（帯広）  帯広市勤労者福祉センター／帯広市民会館  ９月 10日～11日 

 １．学校事務運営計画と校内組織 ２．学校づくりと学校事務～他職種をまじえて～ 

 ３．学校財政～校内予算 ４～５ 前年と同じ 

□講「臨教審・教育改革のなかの学校事務」 関西大学教授 岡村 達雄 氏 

1988 

（Ｓ63） 

● 第３８回大会（江別）  江別市民会館／江別市野幌公民館        ９月８日～９日 

 １．学校づくりと学校事務～他職種をまじえて～ ２．学校財政 ３．教育情報 ４～５ 前年と同じ 

□講「学校財政と事務職員」 北海道大学教授 小島 喜孝 氏 

1989 

（Ｈ１） 

● 第３９回大会（登別）  登別市民会館／ホテル平安          ９月 13日～14日 

 １～５ 前年と同じ 

 ◎職務検討委員会「90年代の学校事務（試案）」発刊 

□講「道教委回顧」 虻田町長 岡村 正吉 氏 

1990 

（Ｈ２） 

● 第４０回大会（富良野） 富良野文化会館／富良野市役所／(株)協栄生命富良野支部 

               ９月６日～７日 

 １．学校づくりと学校事務～他職種をまじえて～ ２．学校財政と教育情報 ３．学校事務とＯＡ化 

 ４．学校事務の改善 ５．経験年数の少ない事務職員のために ６．90年代の学校事務（試案） 

 ◎40回大会記念誌「北響」（協議会誌第４集）発刊 

□講「教育改革における学校事務の役割」 旭川大学教授 山内 亮史 氏 

1991 

（Ｈ３） 

● 第４１回大会（根室）  根室市公民館／根室市勤労青少年ホーム／根室グランドホテル 

               ９月５日～６日 

 １．学校財政に関わる日常実践 ２．教育情報に関わる日常実践（他職種をまじえて） 

 ３．コンピュータ・ＯＡと学校事務 ４．学校事務の改善 ５．経験年数の少ない事務職員のために 

 ６．90年代の学校づくり……試案から実践課題を展望する 

□講「世界の中の日本」 元ＮＨＫ解説委員長 家城 啓一郎 氏 

1992 

（Ｈ４） 

● 第４２回大会（後志）  倶知安町公民館／後志農業会館／倶知安町労働福祉センター／ 

              ホテル第一会館                ９月 10日～11日 

 １～６ 前年と同じ 

 ◎職務検討委員会報告（90年代の学校づくり～「試案」から実践課題を展望する～） 

□講「子どもの人権」 弁護士 上田 文雄 氏 

1993 

（Ｈ５） 

● 第４３回大会（渡島）  七飯町立大沼中学校／南北海道大沼婦人会館／七飯町林業協業センター／ 

              大沼国際セミナーハウス／大沼森林公園杉風館   ９月９日～10日 

 １．学校財政に関わる日常実践 ２．教育情報に関わる日常実践 ３．学校づくりと事務の改善 

 ４．経験年数の少ない事務職員のために ５．会員全体交流会 

□講「現在の日本の教育について」 札幌学院大学教授 三好 宏一 氏 

1994 

（Ｈ６） 

● 第４４回大会（日高）  静内文化センター／静内町公民館／コミュニティセンター／ 

              日高地方婦人会館            ９月８日～９日 

 １．学校財政に関わる日常実践 ２．学校づくりに関わる日常実践 ３．事務改善に関わる日常実践 

 ４．経験年数の少ない事務職員のために ５．職務検討委員会答申についての交流 

□講「北海道開拓とアイヌ民族との係わり」 萱野茂アイヌ記念館館長 萱野 茂 氏 

1995 

（Ｈ７） 

● 第４５回大会（網走）  知床第一ホテル／知床プリンスホテル／ホテル知床／ 

              知床グランドホテル／斜里町漁村センター    ９月７日～８日 

 １．学校財政に関わる日常実践 ２．教育情報に関わる日常実践 ３．学校づくりと事務の改善 

 ４．経験年数の少ない事務職員のために ５．地域社会と事務職員 

□講「石垣島から知床まで」 知床国立公園管理官 水野 隆夫 氏 



1996 

（Ｈ８） 

● 第４６回大会（石狩）  千歳市民文化センター            ９月 12日～13日 

 １．学校財政に関わる日常実践 ２．教育情報に関わる日常実践 ３．学校づくりと事務の改善 

 ４．地域社会と事務職員（パネルディスカッション方式） ５．講座（演習を含む）・学校事務 

□講「90年代・教育改革の中の学校事務」～教育を問い学校を問う、人権論からの課題～ 

  関西大学教授 岡村 達雄 氏 

1997 

（Ｈ９） 

● 第４７回大会（胆振）  洞爺湖文化センター／洞爺パークホテル天翔   ９月 11日～12日 

 １～４ 前年と同じ ５．講座：情報公開制度と学校情報の取り扱い 

□講「弁護士から見た最近の世相」 弁護士 芝垣 美男 氏 

1998 

（Ｈ10） 

● 第４８回大会（十勝）  幕別町百年記念ホール／笹井ホテル ９月 10日～11日 

 １～４ 前年と同じ ５．講座：環境問題（学校や地域のゴミ問題） 

□講「わたしと自然」 タレント・酪農家 田中 義剛 氏 

1999 

（Ｈ11） 

● 第４９回大会（空知）  滝川市文化センター／滝川ホテル三浦華園／ホテルスエヒロ 

                                     ９月９日～10日 

 １～４ 前年と同じ ５．講座：環境問題（科学情報の発信と受信） 

□講「山村から教育を見る」～「学校」という仕事～ 哲学者 内山 節 氏 

2000 

（Ｈ12） 

● 第５０回記念大会（旭川） 旭川市民文化会館／旭川パレスホテル／トーヨーホテル 

                                    ９月７日～８日 

 １．学校財政に関わる日常実践 ２．教育情報に関わる日常実践 ３．学校づくりと事務の改善 

 ４．地域社会と事務職員（パネルディスカッション方式） 

 ５．講座：生活の場としての学校施設を探る～子どもたちの生きるスペース・空間として～ 

 特別分科会：半世紀の歩みから次代の学校事務労働を探る 

 ◎50回大会記念誌「北響」（協議会誌第５集）発刊 

□講「小説の周辺」～私の出会った人たち～ 作家・詩人 ねじめ 正一 氏 

□テ創造性ゆたかな学校事務をめざして！～半世紀の歩みは 21世紀（あす）へのかけ橋～ 

2001 

（Ｈ13） 

● 第５１回大会（小樽）  ヒルトン小樽               ９月６日～７日                                                 

 １．学校財政に関わる日常実践 ２．教育情報に関わる日常実践 ３．協力・協働による学校づくり 

 ４．地域社会と事務職員 ５．講座：防災施設としての学校と事務職員 

□講「北の考古学」～北方からの新たな視点～ 札幌大学教授 木村 英明 氏 

□テ創造性ゆたかな学校事務をめざして！～半世紀の実践を基に 21世紀を切り開く～（第 52回大会ま

で） 

2002 

（Ｈ14） 

● 第５２回大会（室蘭）  ホテルセピアス花壇／室蘭プリンスホテル   ９月 12日～13日 

 １．財政・財務活動に関わる日常実践  ２．教育情報に関わる日常実践 

 ３．協力・協働による学校づくり ４．地域社会と学校 ５．講座：「子どもの権利条約」と学校事務 

□講「もう一つの総合的な学習の時間」～なつかしの用務員室～ 

   丸山環境教育事務所代表 丸山 博子 氏 

2003 

（Ｈ15） 

● 第５３回大会（網走）  北見市民会館／北見勤労青少年体育センター  ９月 11日～12日 

 １．財政・財務活動に関わる日常実践 ２．教育情報活動に関わる日常実践 

 ３．学校づくりと環境問題 特別分科会：学校事務職員制度（共同実施）を考える 

□シ「事務職員制度を考える」 

□講「今、日本の教育はどこに向かおうとしているのか」～教育政策の基調と学校事務職員～ 

   旭川大学学長 山内 亮史 氏 

□テ創造性ゆたかな学校事務をめざして！～実践を基に「領域の深化・発展」を語ろう～ 

 （第 68回大会まで） 

2004 

（Ｈ16） 

● 第５４回大会（石狩）  千歳市民文化センター／千歳全日空ホテル   ９月９日～10日 

 １．学校づくり－領域実践－ ２．学校づくり－日常実践－ ３．これからの学校事務を考える 

 ４．地域社会と学校 ５．講座：市町村合併と学校 

□講「アイヌ文化を生きる」 千歳アイヌ文化伝承保存会会長 中本 ムツ子 氏 

2005 

（Ｈ17） 

● 第５５回大会（上川）  富良野市文化会館／富良野保健センター／富良野地域人材開発センター 

                                     ９月８日～９日 

 １．学校づくり－領域実践－ ２．学校づくり－日常実践－ ３．これからの学校事務を考える 

 ４．地域社会と学校 ５．講座：市町村合併（地方交付税）と学校財政財務 

□講「地方分権と今後の義務教育の展望」 北海学園大学法学部教授 横山 純一 氏 



2006 

（Ｈ18） 

● 第５６回大会（函館）  函館市民会館／函館市民体育館         ９月７日～８日 

 １．学校づくり－領域実践－ ２．学校づくり－日常実践－ ３．これからの学校事務を考える 

 ４．地域社会と学校 ５．講座：学校事務職員制度 

 ◎「北海道の学校事務－深化・発展する領域－」発刊 

□講「グローカル化時代の学校づくりの課題」 国際基督教大学教授 藤田 英典 氏 

2007 

（Ｈ19） 

● 第５７回大会（苫小牧） 苫小牧駒澤大学              ９月 13日～14日 

 １．学校づくりと学校事務 ２．これからの学校事務を考える ３．地域社会と学校 

 ４．講座：学校事務職員制度 

 ◎職務検討委員会 「学校間連携」のあり方についての中間報告 

□講「子どものための学校環境と学校事務職員」 早稲田大学教授 喜多 明人 氏 

2008 

（Ｈ20） 

● 第５８回大会（宗谷）  稚内総合文化センター／稚内市役所     ９月 11日～12日 

 １．学校づくりと学校事務 ２．これからの学校事務を考える ３．地域社会と学校 

 ４．講座：学校間連携 

 ◎「北海道の学校事務－第２集－」発刊 

□講「こどもの共育ち（ともそだち）の根が枯れていく」～「学校間連携」で守ろう地域の教育力～ 

  旭川大学学長 山内 亮史 氏 

2009 

（Ｈ21） 

● 第５９回大会（後志）  倶知安町文化福祉センター／北海道後志合同庁舎／ホテル第一会館 

                                    ９月３日～４日 

 １．学校づくりと学校事務 ２．これからの学校事務を考える ３．地域社会と学校 

 ４．学校事務の今日的な課題を考える 

□講「学校の活性化に向けて、今…」～学校事務とカリキュラムのつながりについて～ 

  兵庫県立大学准教授 尾﨑 公子 氏 

2010 

（Ｈ22） 

● 第６０回大会（十勝）  幕別町百年記念ホール／十勝教育研修センター／札内スポーツセンター／ 

              札内福祉センター／札内東コミュニティセンター ９月９日～10日 

 １．学校づくりと学校事務 

 ２．これからの学校事務を考える 

 ３．地域社会と学校 

 ４．学校事務の今日的な課題を考える 

 ◎60回大会記念誌「北響」（協議会誌第６集）発刊 

 ◎職務検討委員会 今後の学校事務の在り方ならびに学校事務職員制度についての展望報告 

□シ「明日の教育を考える」 

□講「学校に言論の自由を」～子どものために～ 元東京都立三鷹高等学校長 土肥 信雄 氏 

2011 

（Ｈ23） 

● 第６１回大会（渡島）  北斗市総合文化センターかなでーる ９月１日～２日 

 １．学校づくりと学校事務 

 ２．これからの学校事務を考える 

 ３．地域づくりと学校間連携 

 ４．学校事務再発見～経験年数の少ない人のために～ 

 ５．領域の普遍化に向けて（一年次） 

 □講「『学びの環境デザイナー』としての学校事務職員」 

   国立教育政策研究所初等中等教育研究部 総括研究官 藤原 文雄 氏 

 □対「北海道の学校事務 現在・過去・未来」 

2012 

（Ｈ24） 

● 第６２回大会（空知）  岩見沢市民会館／文化センター「まなみーる」／空知総合振興局合同庁舎 

                                     ９月 13日～14日 

 １．学校づくりと学校事務 

 ２．これからの学校事務を考える 

 ３．地域づくりと学校間連携 

 ４．学校事務再発見～経験年数の少ない人のために～ステージ２ 

 ５．領域の普遍化に向けて（二年次） 

 □講「学校における危機管理と法－学校事故裁判を題材として－」 

 日本女子大学教職教育開発センター 教授 坂田 仰 氏 

 □全「揺るぎない自信と確信で ＳＴＥＰ ＵＰ！」 



2013 

（Ｈ25） 

● 第６３回大会（石狩）  千歳市民文化センター／ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 

                                ９月 12日～13日 

 １．これからの学校事務、学校・地域づくりと学校間連携 分散会Ａ・Ｂ・Ｃ 

 ２．学校事務再発見 シーズン３ ～想像から創造へ～ 

 ３．領域の普遍化に向けて（三年次） 

 □講「意識改革によるモチベーションアップ～全員一丸同じ方向へ 北海道日本ハムに於いて～」 

   近畿大学経営学部特任教授 

   前 株式会社北海道日本ハムファイターズ 代表取締役社長 藤井 純一 氏 

2014 

（Ｈ26） 

● 第６４回大会（網走）  国立大学法人 北見工業大学        ９月 11日～12日 

 １．財政財務活動の具体的展開 

 ２．保護者負担の現状と公費化の取り組み 

 ３．学校づくりと学校事務 

 ４．学校事務再発見 ～シーズン４ ＦＩＮＡＬ～ 

 ５．職務検討委員会答申より「北海道の学校事務」を再確認！ 

～日常実践のふり返りから、未来を創り繋いでいこう～ 

◎職務検討委員会 「学校事務職員の職務の認知や定着化を求めた『学校づくり』における協力協働の 

  在り方や役割について」答申 

 □講「地域が子どもを育てる ～教育改革の動向とコミュニティスクールの現在と未来～」 

   京都造形芸術大学教授・元文部科学省審議官・ 

   ＮＰＯ法人 教育支援協会 チーフコーディネーター 寺脇 研 氏 

 □全「強い意志で ＳＴＥＰ ＵＰ！」 職務検討委員会答申報告 

2015 

（Ｈ27） 

● 第６５回大会（運営担当 旭川市公立小中学校事務職員協議会）  ホテルライフォート札幌 

                                ９月 17日～18日 

 １．学校財政財務活動の具体的展開 

 ２．保護者負担の現状と公費化の取り組み 

 ３．学校づくりと学校事務 

 ４．学校運営と事務職員 

 ５．子どもの教育権を保障するための財政財務活動 ～財政財務活動のイメージを共有しよう～ 

 □講「『石狩市手話に関する基本条例』の制定とその後の変化」 

   石狩聴覚障害者協会 会長 杉本 五郎 氏 

 □全「ＧＯ！ ＳＴＥＰ ＵＰ！～明日につなげよう～」 

2016 

（Ｈ28） 

● 第６６回大会（釧路）  釧路センチュリーキャッスルホテル／釧路市生涯学習センター 

                                ９月８日～９日 

 １．学校財政財務活動の具体的展開 

 ２．保護者負担の現状と公費化の取り組み 

 ３．学校づくりと学校事務 

 ４．学校運営と事務職員 

５．「保護者負担の“解消”は可能か？」実態に迫る×掘り起こす×語り合う＝…!?  

◎職務検討委員会 「子どもの教育権の保障のさらなる推進に向けた『学校財政財務活動の具体的展

開』 

及び『保護者負担の現状と公費化の取り組み』について」答申 

 □講「希望をもって生きる釧路チャレンジ ～生活困窮者支援から共生社会を臨む～」 

   一般社団法人釧路社会的企業創造協議会 副代表 櫛部 武俊 氏 

 □特意見交流会「くしろの夕べ」 

2017 

（Ｈ29） 

● 第６７回大会（胆振）  洞爺湖文化センター／洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス／ 

              洞爺観光ホテル／洞爺山水ホテル和風         ９月 14日～15日 

 １．学校財政財務活動の具体的展開 

 ２．保護者負担の現状と公費化の取り組み 

 ３．学校づくりと学校事務 

 ４．学校運営と事務職員 

５．未来へつなぐ北海道の学校事務 ～共に考えよう！「チームとしての学校」から見える未来を～ 

 □講「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～」 

   朝日新聞東京本社科学医療部 錦光山 雅子 氏 

 □特意見交流会「洞爺湖の夕べ」 



2018 

（H30） 

● 第６８回大会（函館市）  フォーポイントバイシェラトン函館／ホテルリソル函館 

                      ９月 13日～14日 

 １．学校財政財務活動の具体的展開 

 ２．保護者負担の現状と公費化の取り組み 

 ３．学校づくりと学校事務 

 ４．学校運営と事務職員 

５．未来へつなぐ北海道の学校事務 

～職務検討委員会答申を基に共に考えよう！「これからの学校事務」～ 

 □講「『チーム学校』と学校事務の展望 ～学校事務職員が『事務をつかさどる』ことの意味と意義～」 

   名城大学農学部 キャリア教育研究室 教授 木岡 一明 氏 

2019 

（H31） 

● 第６９回大会（運営担当 上川管内公立小中学校事務職員協議会）  ホテルライフォート札幌 

                      ９月 19日～20日 

 １．学校財政財務活動の具体的展開 

 ２．保護者負担の現状と公費化の取り組み 

 ３．学校づくりと学校事務 

 ４．学校運営と事務職員 

５．近年採用者のための日常実践交流 

 □講「『ひろげる学校事務』 ～アクティブラーニング・イノベーション・ウェルビーイング～」 

   日本大学文理学部教育学科 教授 末富 芳 氏 
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（R3） 

● 第７０回大会（運営担当 留萌地方小中学校事務職員協議会）  オンライン（リモート） 

                      9月 16日～17日 

 １．学校財政財務活動の具体的展開 

 ２．保護者負担の現状と公費化の取り組み 

 ３．学校づくりと学校事務 

 ４．学校運営と事務職員 

５．近年採用者のための日常実践交流 

 


