
 

9月も終わりになりました。いかがお過ごしですか？お忙しい毎日だと思いますが、体調第一です。無理し

てがんばりすぎないようにしてくださいね。 

さて、今回は、7 月 30・31 日に行われた「全国学校事務研究集会 京都集会」について、常任委員会の

まとめとともに振り返ります。まずは、現地京都のメッセージから・・・。 
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2022 全国学校事務研究 京都集会に参加されたみなさんへ 

 暑い暑い京都へたくさんお集まりいただきありがとうございました。 

 2019 年夏の長崎で「来年は、秋の京都でお待ちしています。」と呼び掛けてから、よ

うやく皆さんをお迎えすることが出来ました。 

 続々と会場に来られる皆さんの様子、あちこちで聞こえる「お久しぶり」「元気だっ

た」の声に、集会を開催して本当に良かったという思いをかみしめていました。会場に

当日来られない仲間も含めて「壁新聞」でお迎えし、京都の様子を紹介させていただき

ました。全部で 9 号の速報で、集会の様子をリアルタイムに皆さんにお届けできたので

はないかと思っています。 

例年のような夕食交流会が持てず、皆さんと交流を持ち切れなかったのは、本当に残

念でした。当日の検温、手指消毒の徹底、マイク使用都度の消毒、こまめな換気と、感

染症拡大防止にご協力いただきありがとうございました。そのような状況の中で、不十

分なことも多々あったかと思いますが、皆さんのご協力のもと、現地として精一杯の力

で、集会成功に貢献できたのではないかと自負しています。 

当日色々とあり、ご迷惑をおかけすることもあったかと思いますが、現地実行委員一

人ひとりが臨機応変に対応し、お互いに補いあえたことは、私たちにとっても大きな財

産となりました。 

3 年ぶりの参集型の集会は、オンラインも含めると大変な準備も必要ですが、話す相

手の熱意やコミュニケーションも充分に取れて、集まって話す喜びを改めて感じ取れた

と思います。オンラインを上手に活用していけば、新たな試みもできる可能性を感じる

ことのできる集会でした。 

また、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。本当にありがとうございまし

た。 
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3度目の正直？！ 石の上にも 3年？！ 

…関わっていただいたすべての皆さんのお・か・げ・サ・マ 

 

2022 全国学校事務研究集会 京都集会が、無事に終了しました。2 月、レポート募集要項で、第 2 分

科会のテーマを「子どもの学習権を守るための私たちのとりくみ」から「教育費無償をめざす学校での

とりくみ」と整理し直してのスタートでした。「3 年ぶりの対面での集会復活」「2020 年から変わらず現

地実行委員会としての意向を維持してくれた京都の皆さん」「二度と中止にはしない」…。その合言葉

や期待に応えながら、推進委員会を中心に現地実

行委員会の機動力の元、7 月 30 日（土）、京都集会

を迎えることができました。参加者総数 117名 

≪現地 91＋オンライン 26≫（都合により欠席 4名

除く）と、皆さんの集会に対する熱量を感じた 2

日間でした。以下に集会の記録を常任委員会でま

とめました。北海道・大阪・京都・兵庫からは組合

員以外の参加もありました。 
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記念講演「教職員全員でとりくむ防災教育と防災管理」 

諏訪 清二 さま（兵庫県立大学 客員教授・防災教育学会会長） 

 

 諏訪先生は、2002年に日本初の防災専門学科を開設した、兵庫県の舞子高等学校「環境防災科」で初代課長

を勤め、現在は防災教育学会会長として、防災教育の普及に取り組んでおられます。講演では、主に「災害を

考える」「学校防災を考える」と 2 部構成で、ご自身の体験した災害の経験も交えながら話されました。 

 

〇「災害を考える」・・東日本大震災の時に、一方で「奇跡」一方で「悲劇」と呼ばれる出来事がある。津波

が来る前に避難したことでほとんどの生徒が助かった一方の学校と、教職員含め多数の死者が出たもう一方

の学校、これは奇跡でも悲劇でもなく、前もって避難するかどうかを決めていたかどうかであり、防災教育に

とりくんでいたかどうかの違いである。 

その時に生き延びた子どもたちとの交流は今も続いている。災害体験を語るには２つの意味があり、一つは

社会的な意味を持つ語り（防災教育の側面）で、もう一つは個人的な意味を持つ語り（当人の心の整理やケア

の側面）である。両方が混ざっている場合もあるが、そういう生の声を届けることこそ防災教育ではないか。 

 日本は、水害はじめ自然災害が多い。「防災」とともに「減災」として、家の耐震化や家具の固定、地域の

防災（避難）訓練を行う、避難経路を決めておくなど、自分たちでも出来ることにとりくむことが大事である。 

 

〇「学校防災を考える」・・学校防災には、学校管理下での災害時に教職員で子どもたちを守る「防災管理」

と、学校管理外（家など）での災害発生時に自分の身を自分で守れるかを教える「防災教育」がある。小学生

の子どもが学校にいる時間は、1 年 365日のうち、時間換算すると 5 分の 1くらいであり、残り 5 分の 4 は学

校管理外で起こる。どちらも必要なものである。学校防災マニュアルはどこの学校にもあると思うが、平常時

に考えておくこと。そして、マニュアルは覚えておくようにし、でも実際には使えないことも覚悟する。 

 防災教育もいくつか種類があり、「survivor となるための防災教育（生き残る）」「supporter となるための

防災教育（被災地支援）」「市民力を育む防災教育（命の大切さや思いやりなど）」多様な防災教育を行うこと

が大事である。 

 

実体験を交えながらの講演はとても分かりやすく、かつ心に迫るものでした。講演を聞いた参加者の意見の

中には「普段の生活の中で『防災』にどう関心を寄せ続けていくか、改めて考える時間となりました。」「防災

教育は大事とは思いつつも学校の防災訓練

に事務職員も参加していないというのが現

状なので、今後は事務も積極的に参加しつつ

子どもたちの命を守る教職員の 1 人として

意識して職務遂行していかねばと考えるい

い機会になりました。」といったものがあり、

学校事務職員としてどう防災教育にかかわ

っていくべきか、考えさせられる内容でし

た。 
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講座Ａ 「子どもの貧困の実態と学校（事務職員）の役割」 

特定非営利法人山科醍醐こどものひろば理事長 村井 琢哉 さま 

 

今、子ども分野の活動をしつつ、いろいろな団体と関わりを持ちながら、民間の奨学金財団の審査をしてい

る。高校・大学等への進学を控えた多くの若者が申請しているが、コロナになって一気に申請者数が増えた。

申請してくる学校の偏りと奨学金を取るために先生方と学校がどれだけフォローしたかの差が書類に現れて

くる。審査になると、書類が良くできているかが基準になってくる。フォローのない子どもたちの書類は不備

が多い。 

貧困・虐待・いじめ・発達障害・不登校・ヤングケアラー、社会問題として 1個 1 個着目されることが多い

が、少しずつ重なっていることもある。幼稚園児と小学生と中学生・高校生のきょうだいとなると学校間での

引き継ぎが重要になってくる。虐待の場合、ケースの引継ぎは割とされるが、事務手続きはそうでもない。最

初の手続きで（保護者は）嫌になり、書類のやり取りをしなくなる。逆に（学校の）手続きで丁寧に対応され

た記憶が残ると、きちんとコミュニケーションを取りだす。役所の担当者が全然話を理解してくれず、おまけ

に「書類読めるんだからわかるでしょ。」と説明もない（読めてもわからないことが多い）。そこで、学校がう

まく引き継ぎをしてあげると保護者も安心して子どもを学校に通わせることが出来る。 

貧困は、貧しくて困っている状態。お金がないからと言って必ずしも困るかと言えば別問題。お金の貧しい

状態よりは、困っているという事実に目を向けてほしい。自殺が増えているという状況の中で、お金の問題だ

けクリアして幸せに直結するかといえばそうでもない。お金の心配をしなくて良い状況と困っても皆で一緒

に助け合って何とか楽しくなれるよねという状況と両方の経験・環境をつくっていくことが大事。 

ぜひ、学校へ来ていない子どもたちが、その時間帯をどう過ごしているか、子どもと親はどういう状態なの

か・・・ということに思いを馳せてほしい。「～だから遅刻するんだ」・「～だから給食費払えていないんだ」

というところに目を向けられると、「滞納しているから取り立ててください。」ではなく、「今の状態が心配な

ので、取り立てる前に声をかけてもらえませんか？」・「行政と連絡取って、家庭の状況を把握した方がいいん

じゃないですか？」ということを学校の中で議論できる。学校事務職員は、先生であっても指導する役割では

ない。だからこそ、指導しなくて良い言葉がけや、コミュニケーションを取ってほしい。直接子どもと触れ合

う機会は多くないかもしれないが、学校に必ずいる人が気持ちよく挨拶してくれたり、遅刻したときに声をか

けてくれたり、学校の中で安心できる大人との交流のヒントとか、学校全体でどうつくっていくかが重要であ

る。 

子どもと直接関わる教員に余裕がないと問題のキャッチができない。どうやって学校全体の事務を減らすか

を徹底してやる。保護者とのやり取りも「これ必要？」と思われることをいかに減らすかとりくみをすすめて、

事務手続きやコミュニケーションの頻度を上げること

を意識していただけると良い。事務手続きに不安を抱え

ている家庭は多いので、できない家庭ほどややこしい家

庭に見えてくるかもしれないが、手続きにつまずいてい

る家庭は、「もしかしたら、いろんなことが不安なのか

な？」ということで「不安材料を取り除くよ。」といった

言葉がけを選択していただくだけで十分効果があると

思う。 

 

 学校にいる大人として何ができるか、改めて考えさせ

られました。 
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講座Ｂ 「学校における働き方改革」を問い直す  

全日本教職員組合書記次長 平尾 行敏 

 

2016年文科省「勤務実態調査」が実施され、過労死ライン超えが小学校で 33.5％、中学校においては 57.6%

の結果が公表され、文科大臣は「看過できない」と発言した。 

2017年 6月には、文科省が中央教育審議会（中教審）に「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・

運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」を諮問し、学校が担うべき

業務の在り方、教職員及び専門スタッフが担うべき業務の在り方や役割分担、学校の組織運営体制や勤務の在

り方の観点を示した。 

2017年 8月中教審に「学校における働き方改革特別部門」を設置し 

１．校長及び教育委員会は学校において「勤務時間」を意識した働き方を進めること 

２．全ての教育関係者が学校・教職員の業務改善の取組を強く推進していくこと 

３．国として持続可能な勤務環境整備のための支援を充実させること を緊急提言した。 

2019年 1月 25日中教審「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校に

おける働き方改革に関する総合的な方策について」では、勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識し

た働き方改革の促進の中には「在校等時間」という概念を持ち込む。1 ヶ月 45 時間、1 年間 360 時間を上限。

可能な限り短い在校等時間で教育の目標を達成する成果をあげられるかどうかの能力、働き方改革の観点を

踏まえて人事評価が答申された。 

学校の組織運営体制の在り方については、校長や副校長・教頭に加え、主幹教諭、指導教諭、事務職員等の

ミドルリーダーがリーダーシップを発揮できる組織運営。副校長・教頭の負担軽減のために、総務・財務等に

通じる専門職である事務職員やサポートスタッフ等との役割分担を図る必要性。 

 また、事務職員の質の向上の取り組みでは、共同学校事務室の活用・事務職員の公務運営への参画を拡大・

事務職員の標準的な職務内容を具体的に明示・事務職員の望ましい採用やキャリアパスの在り方を検討など

が示された。 

学校における働き方改革の実現に向けた環境整備では、教職員及び専門スタッフ等、学校指導・運営体制の

効果的な強化・充実。校長や副校長・教頭等の事務関係業務の軽減に有効な、共同学校事務体制の強化のため

の事務職員の充実。 

この答申に対する全教の見解として、教職員定数そのものの抜本的な改善については一切触れていない。給

特法の基本的な枠組みを前提としたまま「1年単位の変形労働時間制」を学校現場に持ち込もうとすることは

全くの暴挙。「原則として時間外勤務を命じない」としている給特法の原則を逸脱し、月 45 時間、年間 360時

間、特例的には月 100時間、年間 720 時間の時間外勤務を認めるもので、法的な効力を持つ「規制」ではなく、

単なる「目安」でしかない。「1年単位の変形労働時間制」は一日の拘束時間を増やす一方で、時間外勤務があ

たかも減っているように見せかけるゴマカシ。教職員の長時間過密労働の解消は、子どもたちの教育の充実と

教職員の専門性の発揮、いのちと健康を守るための課題であるという立場に立つべき、などを示しています。 

また、事務職員をはじめとした他の職種の「職務」と位

置づけようとしているが、必要な人員配置や増員の計画

は示されていない。あらゆる職種の教職員の負担が増大

する。教職員の協力・共同の関係をこわし、上意下達と

管理統制の体制をいっそう強めることにつながらない、

教職員の長時間過密労働解消のための実効ある施策を

求めています。 

36 協定についても学びました。労働基準法 第 36条 
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そもそも「36協定」とは、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において

はその労働組合、労働者の過半数を代表する者との書面による協定。労働時間を延長し、又は休日に労働させ

ることができる。 

36 協定についてあなたの職場は？ 

① 使用者（学校長）から全職員に 36協定についての説明はありましたか？ 

② 労働者代表は全職員（管理職・休職者・臨時講師・校務支援員・部活動支援員なども含む）を母数に

して決めましたか？ 

③ 労働者代表の選出は、挙手や投票などの自主的・民主的な方法でおこなわれましたか？ 

④ 使用者（学校長）から締結された協定内容について全職員に周知されましたか？ 

⑤ 職場の実態を無視し、時間外勤務の上限が機械的に法定上限（1 日 6 時間、1 か月 45 時間、1 年 360

時間以下）になっていませんか？ 

文科省は 2022年度「勤務実態調査」⇒2023年度「給特法の改正」検討。経済界からの要請による教育のＩ

ＣＴ化・市場化の進行が、コロナ禍によって加速され、教育全般が大きく変えられようとしている。36 協定を

事務職員だけの問題にせず、全教職員の課題に位置づけることが、今後の課題として挙げられました。また、

全教「勤務実態調査」（2012年以来 10 年ぶり）を実施。ねらいは、教職員の長時間勤務の深刻な実態を明らか

にし、教職員の長時間過密労働解消、給特法改正、教職員の大幅増員などを求める世論を広げるためと説明が

ありました。 

最後に、文科省のすすめる「働き方改革」は教育予算増を伴わないものであり、教職員の長時間過密労働の

解消にはつながらない。文科省は 2022 年度の勤務実態調査で勤務実態が改善されたことを示そうとしている。

教職員を増やさない一方で、急速な教育のＩＣＴ化がすすめられており、教職の本質・専門性を変質させるお

それがある。全教の勤務実態調査を対峙させ、教職員の大幅増、教育予算の拡充を求める国民的世論を高める。

また、36 協定を全教職員の課題に位置づける。など、「学校における働き方改革」を問い直すことをまとめら

れました。 

 

第 1 分科会「学校事務職員のしごとと役割」 

 

 第 1 分科会では、ライブで 2本、リモートで 1本、計 3 本のレポートが発表されました。 

 

①「採用からの学校事務を振り返って」 山口県高等学校教職員組合 

 学校事務職員が担う役割の根底にあるのは、子どもが安心して学

習や運動、学校行事に取り組むことができる環境を整備することだ

と考えるようになり、業務の見直し・効率化を図ること、働きやす

い環境をつくること、間接的にも子どもたちの声が聞こえてくるよ

う教職員のコミュニケーションをとりやすい事務室の環境づくり

の必要性を訴える若手からのレポート発表でした。 

「学校事務職員」って、マルチでスペシャリストな存在。「学校

にいる意味」って子どもとの接点、直接的でなくても間接的にでも、

意識を持って実感を作ることが大事であるとまとめました。 

 

②「大きな学校、小さな学校 そして、加配 それぞれの苦労」 京都教職員組合 

 大きい学校と小さい学校、仕事の内容に違いがあってもどちらにも色々と苦労があって、一気に大きな仕事

の差を体験しそれぞれにとりくんだ、ベテラン学校事務職員のレポートです。 
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教員文化とよばれる、「子どものため」で丸抱えしてしまうことは、学校事務職員にも当てはまることで、

職務内容の標準化を進めても、溢れる仕事（シャドーワーク）があります。他人に振ることなくスリム化・効

率化を進めるためには、職場づくり・コミュニケーションがあってこそ進められるということを共通理解しま

した。 

 

③「学校の顔？ 事務生って何？」 北海道高等学校教職員組合 

 「事務生」という職名はどこからきたのか、由来について資料が残っていません。また、定数では、法定外

職種として扱われています。道教委主催の事務生研修会の主管局の冒頭のあいさつでは、「あなた方は学校の

顔です。」とよくいわれることに違和感を覚えて、職種や職務について見つめ直したレポートです。 

  

討論では、「自分も現業職員から職務替えを経験して事務職員になったので、気持ちがよく分かる。」という

意見を皮切りに、職務替えについての論議が始まりました。高校では重要な問題であり、小中でも用務員が正

採から臨任に代わり、派遣に変わりといった動きがあります。そして、正採、臨任、などといった採用形態等

による仕事の棲み分けが課題であることが明らかになってきました。 

 分科会のまとめとして、中田康彦先生（一橋大学大学院教授）から、「平成 16年頃から職種替えや大学の法

人化などが推し進められてきました。根底にあるのは、人件費の削減です。元に戻すのは困難な課題でしょう。

しかし、制度の問題は引き続き交渉することが重要で力となっていきます。分業や協業をバランスよく采配し、

仕事の合理化・効率化、減らせること、頼めること、工夫できることなどは、職場づくりがなければできませ

ん。遠慮と配慮、小さな心遣いが大事なこと、仕事の効率に繋がっていくことでしょう。職場を自分にとって

『アウェイ』な場所にしてはいけません。小中では一人職種の職場が多いので、心に溜まったものを打ち明け

る場が必要で、この集会や隣の学校の事務職員、同僚あるいは、組合のような寄り添いあえる存在が必要です。

ささやかなことからでも、関係づくりを進めていきましょう。」と締めていただきました。 

 

第 2 分科会 「教育費無償をめざす学校でのとりくみ」 

 

 第 2分科会では、2本のレポート発表と共同研究者の福嶋尚子先生（千葉工業大学准教授）にミニ講座をお

願いし、二日間の分科会討議をすすめました。 

 

① 「子どもたちの未来を語る学校事務職員に～4 月 2 日の職員会議から～」 島根県教職員組合 

 憲法 26 条「義務教育は無償」と謳われているが、採用以降学校徴収金が当たり前に存在していた。年度初

めの職員会議で教育費の公費化（保護者負担は最後の手段）をめざす提案をすることで、教職員への啓発はも

とより「学校事務職員として保護者負担をなくす覚悟」を宣言する意識でとりくんでいるとのこと。その具体

化として、学校徴収金・保護者負担の現状と公費予算とを比較分析した資料や、就学援助制度の説明と本校の

貧困状況の実態をデータ化して分かりやすく伝えるとりくみを

すすめたという報告でした。そのなかで窓ガラス破損の「弁償」

をやめたとりくみが参加者の興味の中心となり討議されました。

弁償が当たり前になっているなかで、少ない公費予算から修繕料

を確保し弁償をやめることを事務職員から提案し、教職員集団と

して弁償によらない方法で生徒指導を進めていったとりくみが

共感を呼びました。  

共同研究者の福嶋先生からは、教師には「懲戒権」があるがそ

れはただ罰を与える権利ではなく、教育指導の一環として罰が機
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能するのか、教育的メッセージをどう発するかが必要だという指摘があり、「弁償」にそのメッセージがある

のか学校として考えることが重要と話されました。 

 次に福嶋先生より、レポートに関連させて教育の無償性について就学援助制度から考えるミニ講座があり

ました。現在、新聞連載している原稿を用い学校事務職員がどのように私費負担軽減にとりくむべきかを示

しながら、「私費負担の内訳を明らかにし、学校の当たり前を考え直す。隠れ教育費もコロナ禍の今、見直し

の対象になります。無償化のプロセスとして整理することが大事になります。」とわかりやすく示唆していた

だきました。就学援助制度の拡充だけでは実は無償性に反する（援助費の支給費目＝保護者が当然負担する

ものという理論が定着する）ことは、事務職員として見えない視点でした。当面の措置としては制度の拡充

も図りながら、公費獲得も同時に行う必要があります。 

 

②「支援学校における事務職員のとりくみ～特に地震・台風、そしてコロナ禍における現場の話～」 

大阪府立障害児学校教職員組合 

 支援学校勤務になり、支援学校の様子から事務職員としてのとりくみ、日常風景、支援学校奨励費や公費

私費会計予算の話、支援学校特有の予算運用があり、独特な私費会計も存在します。そんな中での災害時対

応やコロナ禍でどう事務職員としてとりくみをすすめたかなどの報告でした。 

討議を通して、教育条件の整備はすべての人と協同できる論点であり、事務職員が個人で奮闘するだけで 

なく教職員全体・児童生徒・保護者地域などを巻き込むことの大切さを共感できたと思います。北海道白糠町

では、「保護者負担軽減の意識が比較的高いがため夏休みドリルを自作していたが、教職員の負担も大きいた

め、働き方改革と絡めてドリル購入の要望が実現している」、「学校の要望を実現させる手段の１つとして、こ

ども議会などを利用して実現させる方法もある」という発言や、京都中学校から、「男子トイレが丸見え、セ

クハラトイレ」ということで、生徒会から改善要求が出て、地域のニュースにもなり、生徒の意見が取り入れ

られ、トイレの改修工事が実現したなどの発言は特徴的でした。 

 最後に福嶋先生から、みなさんが、日頃やっていることをレポートとして形にしてください。レポートの 

種はみなさんが持っています、自分が発信している意義を広げてくださいと訴えられました。 

 

第 3 分科会 「ゆきとどいた教育をめざす自治体へのとりくみ」 

 

第 3 分科会では、2本のレポート報告がありました。 

 

①「箕面市学校事務センターの現状と課題」 大阪府箕面教職員組合 

「事務センターの現状にショックを受けた！」という感

想が多く出され、「働き方改革の体裁をとった人員削減で、

全国に広がっていくのではないか？」と心配の声もありま

した。「未納金督促業務がなくなった（その結果、保護者

が学校からの電話に出てくれるようになった）ことは、良

かった。」としながらも「メリットは、ほとんど感じられ

ない。事務職員が実質削減されている学校の負担について

は、市教委から『共同実施で助け合うように』言われるが、

共同実施で決められていることは、諸手当と年末調整のみ。それ以外は、各地でやり方を決めるため、人・地

域によって活動が違う。」とのことでした。「市の共同学校事務室で作業をしてもらうために学校の締め切りが

繰り上がる。効率化を目的としているはずなのに、逆に忙しい。」・「自分たちの価値観と全く違う価値観で仕

事をしている若者が増えている。未納の督促についても、自分達なら『困っていることはないか？』と聞くの
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に、集金を払わない、単なる怠慢な保護者だと思っている。『大規模校と小規模校で業務量に差があるのは不

公平。センターに集合化して分担したら公平になる。』との声も（特に若者に）多い。」等各地の状況を交流し

ました。 

 

② 「就学援助制度改善に向けた和教組の取り組み」 和歌山県教職員組合事務職員部 

 2013 年度より県下 30市町村を対象に調査を始めましたが、各市町村の制度改善に大きな影響を与えていま

す。調査の結果をもとに地教委と交渉を重ね、改善を求める姿に「まさに組合の存在意義。同じような調査を

しているが、表を埋めるだけになっている。次につなげるよう改めてとりくみを見直したい。」との声が多く

聞かれました。 

助言者の堤由紀子さん（しんぶん赤旗編集委員・くらし家庭部長）は、「教員の働き方改革について、言葉

が先走って教員自身の働き方改革になっていない。教員の働き方改革で事務職員が大変になると、教員と事務

職員との分断も生まれる。「教職員の働き方改革」としなければいけない。就学援助について、当然の権利だ

が、保護者には「一部の人しか受けられないもの」との誤解がある。困難な家庭ほど支援を受けにくい。自治

体は、横並びか突出したいところがあるので、この調査をもっと活用して、自治体を刺激する。この調査がも

っと広がってほしい。事務職員の活動があって、子どもの権利が保障されている。義務教育での無償は大事。

無償化になれば事務も楽になる。」と話されました。 

また、共同研究者の櫻井直輝先生（放送大学准教授）からは、「知恵を出し合って、教育委員会と正面から

戦うだけでなく、『こうすればもっと良い方向になるよ。』とか別の方法も提案する。自分たちの理想の事務像

と行政の考える事務像が重なれば、より良い方向に向かう。行政との感覚の違いを理解する（行政は No と言

えない。指示が出たら当然やるもので何が問題かがわからない）。提案者としての事務職員の声が行政に届く

ことで動く。学校の要望も、教育委員会が良いと思えばのせられる。事務職員の内実は多種多様で、世代間・

職員間の意識のばらつきもある。島に一人しかいない事務職員と 1 校に一人配置の事務職員と共同実施で事

務室配置の事務職員にそれぞれが同じ意識を持てと言われても無理がある。共有できる部分をいかに拡大し

ていくか？いかに対話していくかが大事。学校現場を離れることで共有できることがあるのではないか？逆

に学校から離れることは何を見失わせるのか？子どもの姿が見えないということであれば、出張旅費を出し

たら良いのではないか？複数校まで拡張しても子ども・保護者を見失わないのか？ある程度効率化を追求し

ないと若者からは理解を得られない。一つに閉じこもるのではなく、どこまで広げられるか。学校事務の空間

は、もう少し自由でも良い。子ども・保護者を見失わないように－。」とまとめられました。 

 

第 4 分科会「仲間とつながり、安心して働きつづけるために」 

  

第 4 分科会では、3本のレポート発表が行われました。どのレポートも私たち事務職員を取り巻く現状と課

題から、組合運動を高めるための方向性を考えさせられるものでした。質疑や討論も活発におこなわれ、実り

ある 2日間となりました。共同研究者として、中野宏之さん（京教組執行委員長）、平尾行敏さん（全教書記

次長）2 名から議論の方向を整理する意見や、討論から分科会のテーマに迫る重要なヒントがありました。 

 

①「定年年齢引き上げによる高齢期雇用の課題と要求～誰もが安心して働き続けられる制度構築のために～」                                  

山口県高等学校教職員組合 

 定年年齢引き上げについて、2004 年「高齢者等の雇用の安定等移換する法律」などの法律面から説明し、

「雇用と年金の接続」など、さまざまな問題点を掘り下げ、何か問題なのか、何が課題なのかを詳しく分析し

て、今後の運動の方向性をなげかけました。給料表の上限撤廃も含めた、きちんとした給料で働ける運動を展

開しなければならない部分も交流されました。 
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②「会計年度任用職員制度関係での交渉等とりくみ経過」 和歌山県教職員組合 

 和歌山では 2020年に導入された会計年度任用職員制度につい

て、さまざまな問題が起き、それぞれの問題解決のために、県と

交渉を重ねている経過が報告されました。 

 導入当初は見切り発車的に運用され、手当等の賃金に関する

エラーも多く、ただのミスではすまない大きな責任問題が発生

していました。混乱の原因が担当課同士で連携されていない、担

当者だけが知っている状況で、課内でも連携されていないこと

が原因でした。きちんと整理し、地教委・所属・本人のすべてが

わかるようなマニュアル作りを作成することを要求し、結果、

2021 年になりマニュアルが作成されるなど、専門部交渉により大きな成果をあげられたことが報告されまし

た。 

 和歌山では、会計年度任用職員導入に際しての問題点・不安点について、まずは組合員である仲間を大事に

することを考えながら、活動にとりくんだそうです。これで終わりではなく、今後も組合員の思いに応え、交

渉を継続していきたいと報告されました。 

 

③「学校事務職員をめぐる東京都の状況と若手学校事務職員向けのとりくみ ＰＡＲＴⅡ」 

東京都教職員組合 

東京都の共同実施の状況では「共同実施」を 10年ですべての区市町村で実施するとなっていましたが、10

年経過し、実施されているのは、2区 8市のみで、東京都内全自治体のうちの約 5 分の 1の 10 地区にとどま

っている現状が交流され、「7者協」のたたかいや、各地区での他組織との共闘も含めた都教組のとりくみ

が大きな成果を上げていることが報告されました。 

 都教組事務職員部として、都教委へ怒りの声をぶつける「一言メッセージ」にとりくみ、2022 年 3 月に都

教委要請をおこなった報告もされ、育休代替の臨時的任用職員対応が実現した成果が報告されました。 

 5 月 14 日に若手学校事務職員向けオンライン学習会を開催したことが報告されました。声をかけ続けるこ

とが大切であり、学校事務職員の仕事の魅力、組合の意義などをしっかり伝えることにより、都教組事務職員

部を強く大きくすることが、私たちの切実な要求を実現するために重要だと話されました。 

 

第 5 分科会（オンライン参加者のみ） 

 

 今年は第 1～第 4分科会とは別に、オンライン参加者だけの独立した分科会を持ちました。参集型を基本

に計画した集会でしたが、講演・講座の視聴以外に分科会の学びも保障したい、という中で企画した「テー

マフリーのしゃべり場」的な時間でした。今回初の試みでしたが、決して「しゃべり場」的なフリートーク

ではなく、参加者から課題や問題を引き出してそれを深める形で進めました。 

 内容は、①公務員の配置換え問題 ②共同学校事務 ③隠れ教育費 ④先生と呼ばれること（呼ばれない

こと）についての事務職員観 ⑤防災について（講演内容を含め）などでした。 

その中で「配置換え問題に関しては、自分の知らない世界の話のようで驚きだった。」や「全体講演を聞い

て、防災教育について自分にもできる・取り組めることを考える良いきっかけになった」「保護者負担軽減。

学校外でも卒業式の袴代や塾代など保護者負担は多い」などの印象的な発言がありました。 

 今後、事務職員部では    

   Ａ 配置換えなど学校事務職員や事務生を巡る強制的な管理職の指導は無いか 
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   Ｂ 教員の事務負担軽減をめざすべきではない 

Ｃ 家庭の教育費負担と子どもの権利保障 

      Ｄ 共同学校事務室の状況 

なども、全国の状況を把握し、学校事務職員の役割を守るためにも

必要な運動を展開しなくてはいけないと総括しました。 

 オンライン参加者 26名のうち、第 5 に参加されたのは、1日だ 

け参加の方も含め 14 名でした。 

オンラインでも分科会で話したい、学びたいという期待が伝わってきました。「オンライン参加」について 

は、参集型を基本としながらも、2023年以降も議論していくべきかと思います（オンラインだから参加でき

るという人も一定数いると思うので）。さらに、オンラインではなくても、テーマフリーの分科会があって

も面白いかもしれないというイメージをもちました。 

 

集会のまとめに当たり（8 月 27日 推進・現地・常任合同総括会議より） 

 

    全教事務職員部は運動方針のひとつに『学校事務労働の確立と民主的学校づくりをめざすとりくみ』

を掲げています。教研活動はその大きな柱となっています。つまりこの全国集会で学ぶ目的は、①子ど

もたちの学ぶ権利・生きる権利・夢をめざす権利を保障するための、②学校事務職員の役割を確立する 

ことです。 

    「集会の胆」を分科会とし、基調提案では各分科会でめざすことを、皆様にわかりやすく推進委員会

が提示します。昨年度から集会の 2 週間前に、レポーター・共同研究者とともに分科会の討議の視点を

確認するなど、当日の発表に向けた分科会構成に関する打合せを行っていますが、今年はその内容を基

調提案にたっぷり盛り込んでいます。 

共同研究者を 6 名迎え、第 1・第 2 分科会では長年に

わたり我々の研究集会に関わっていただいている方々に、

第 3・第 4 分科会では 2 名ずつで担当していただきまし

た。共同研究者の役割として、中田先生からは「個別の

報告と分科会の柱を結びつける役割」と整理していただ

きました。また福嶋先生からは、誰かのレポートから学

ぶだけではなく、誰もが「頑張っている、悩んでいると

りくみをひとつずつ持ち寄る」ような分科会（ワークシ

ョップ型）があってもよいのでは。櫻井先生からは「（例

えば和歌山の就学援助制度の全県調査など）全国共通のフォーマットを作ってデータベース化し、翌 1 年

かけて調査⇒結果をレポート、みたいな流れができていくと、今度はその調査を活用した成果報告を分

科会で聞けるのではないか（まずは全国で共通のフォーマットを使用するためには用語の統一や調査項

目の精選、計上する費目の区分などの検討を 2 日かけてじっくりやって）など、分科会のあり方につい

ても示唆していただきました。分科会のテーマによっては、発表をし(聴き)、悩みやとりくみを共有する

分科会や、その場で各地の情勢や国の思惑を確認し今後の方向性を考え運動を作り上げていくことがで

きる分科会などあり方は様々あるべきかもしれないと、今後の可能性にワクワクしてきました。ただし、

1 枚レポート等、参加者へのハードルが高くならないように配慮が必要とも考えています。 
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閉会集会では、密集を回避し 2 会場をオンラインでつ

ないでの開催でしたが、発言者も限られておりマスク・

消毒・換気ができておれば、やはり同一会場で終わり、

オンライン参加者の皆さんにも視聴していただける準

備をすればよかったです。音声が聞こえにくいなど、ご

迷惑をおかけしました。 

いろいろと、まだ試験段階ではありますが、工夫次第ではコロナ感染以外の理由で現地に参加できな

い方々にも集会に参加してもらうことが可能になったと思います。そういった意味では、今回初のオン

ライン分科会では、2日間オンラインでの開催にもお疲れを見せず、様々な課題を議論しました。講演を

受け事務職員の役割に触れたのも、テーマフリーの分科会だからこそだと思います。そういえば、オンラ

イン参加者のみなさんと現地とが融合する場がありませんでした。オンラインの皆さんの顔をスクリー

ンに映し出すなど、現地とオンライン参加者を結ぶ時間・企画がこれからも必要になると思います。 

ただ、毎年恒例の《夜の交流会》だけが開催できていません。共同研究者さんによると、様々な集会

にかかわっているが、この企画は「事務研集会特有」なのだそうです。

はやく安全に皆さんで楽しい交流ができることを今後も追及していきた

いと思います。後になって、現地で企画と企画の間に休憩の意味でも

「ブロックごとに集まって写真を撮る」→顔を合わせる（対面でははじ

めまして、おひさしぶり）→速報に載る→オンライン参加者にも見てい

ただくなど、もっとできることがあったな～と思いました。なにはとも

あれ、オンラインを含めた参加者の皆さま、共同研究者の皆さま、レポ

ーターの皆さま、そしてずっと集会をリードしてくれた推進委員会の皆

さま、３年間心で集会を支えてくれた現地の皆さま、本当に、本当にあ

りがとうございました。                          

みなさまの「お・か・げ・サ・マ」です。 

 

 

 

 

 

 

 

訂正（お詫び） 

2022年 6月 15日発行 事務職員部ニュース No.50の 2ページ目 

定期総会において全国の事務職員の状況について交流した結果をまとめて掲載しておりますが、一部該当県

の実例ではないものを掲載しておりました。訂正【削除】させていただき、お詫びいたします。 

   

  ▼採用年齢上限▼   

  和歌山 24 歳まで ⇒経験者枠ができた（大卒 36 歳程度）    枠内を削除します。 

今後も常任委員会では、積極的に全国の情報を発信していきますが、各地域で起こっているこ

となどもお聞かせ願いたいと思います。 

11 月 26 日の代表者会議では生の声を聴かせていただき、今後も学習の機会を企画していきた

いと思います。他の地域はどうしてる？こんな通知が来たけどどうなってるの？など、いつでも

下記にご連絡ください。 

全教事務職員部《事務職員部常任委員会あて》 jimu@educas.jp  お気軽にどうぞ(^^)/ 
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