
 

 

 
 

ご協力ありがとうございました！～全国代表者会議～ 
 

11 月 26 日（土）13:00～全教事務職員部 2022 年度全国代表者会議を行いました（オンラ

イン併用）。みなさまのご協力により、現地・オンライン合わせて 22 名の代議員出席で、無事代

表者会議成立となりました。本当にありがとうございました。 

全国各地の状況を交流し、2022年度後半にむけたとりくみとたたかいの方向について確認しま

した。「教育予算を大幅に増やし、教職員未配置の解消を！」と題する特別決議も、参加者の総意と

して決定しました。 

 

組織拡大・強化 

 

・【大阪】「集まれ！若手事務職員の会」を今年２回行った。10月には産育休制度をテーマに学習 

したが、未組合員 6名を含め 15名程の参加があった。参加者の感想に「手続き先が府・市町 

村・共済組合とそれぞれ違うので、説明会があっても担当外のことは聞きにくい。トータルで聞 

けるのが組合の研修しかなかった。」とあって、組合だからこそできる研修があると思った。１月 

に大教組の事務研究集会もあるので、未組の人も来てくれるように準備をすすめたい。 

・【東京】一人職場のためメンタルをやられる人が多い。相談できる人が身近にいない。メンタルヘ 

ルスについて学習会をしたかったが、なかなか適当な講師を探すことができず、全教に紹介して 

もらって、都教組事務職員部として「学校の労安活動全国学習交流会（オンライン）」に参加す 

る。12月 11日には、「みんなでしゃべって、聞いて、つながる交流学習会（オンライン併用）」 

と題して事務職員部独自の学習会を行い、みんなの悩みを出し合う。任用一本化の関係で、高校 

とか他局からの転入もかなり多いが、小中学校の事務を学ぶ機会が少ないので、学習会を通じて 

加入に繋げたい。 

・【滋賀】近畿ブロック事務研究会、85名の参加があった。若い人が役員として活躍してくれ、2 

名の未組合員の参加もあって良かった。 

・【島根】新採５名のうち２名加入。高齢化が進み、役員 10名の内半数がこの数年で退職する。後 

継者を育てる意味で 20代の２名に役員に入ってもらった。11月 23日にレクリエーション大 

会を行った。去年は、コロナのため全県下で集まれなかったが、とにかく顔を見て日頃の思いや 

悩みを話せる機会をつくりたい！と若年の組合員がレクを企画。新採組合員も喜んでくれた。難 

しい学習会ではなく、楽しい活動も続けていきたい。２月の「無償教育を考える学習会（オンラ 

イン）」も県全体で参加したい。 

・【長崎高】事務職員が入れる組合は 3つあり、義務制の学校に在籍していても高教組へ入れるの 

 で声をかけ続けたいと思う。会計年度任用職員について、職員の要求をつかむことが大事。 

・【北九州】市の執行委員会でも若い人の姿を見ない。別の組合は、「お試し入会」ができて、すで 
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に数名加入があったと聞いた。SNS等も活用して、若者をうまく取り込む作戦が必要だと思う。 

・【京都高】若い人に役員に入ってくれるよう声をかけたら快く引き受けてくれた。教育委員会に

言いたいことはないかと聞くと、しっかりとした返信が返ってきた。若い人の願いを交渉で伝え

られるようにしたい。 

 

給食費無償化 

 

・【大阪】大阪市も無償化。府下でも徐々に進んできている。２学期だけとか含めたら、かなりのと

ころが実施している。勤務先でも、去年給食費が無償化になった。今年は無理だと言われ、4月

から給食費が徴収されたが、今年の 12月から 3月まで再度無償化すると言ってきた。一度無償

化すると、その良さがわかる。給食費を集める必要がないので、事務職員・学校も楽になる。給

食費を取りまとめる市町村も楽になる。本当に良い制度。この動きをずっと続けていけるように、

一回止めてもまたできることもあるので、取り組みが広がってほしい。 

・【千葉】義務教育の３人目から無償。子どもが３人いて、義務教育の一番下の３番目から無償。次

の４月に１番上の子が卒業したら条件が変わるので、毎年申請しないといけない。事務の煩雑さ、

親の負担を考えると全員無償にするべきでは。 

・【滋賀】勤務先では、高校生を第１子として、第２子が半額、第３子は無償。公会計化になった。

申請書の配布と回収は学校で行う。申請書を出さないと対象者も無償にならない。なかなか申請

書がそろわず学校は大変。誰もが受けられるようにしてほしい。 

・【奈良】無償化の市町村が増えてきた。２学期のみとか３学期のみとかもあるので、できるだけ完

全実施できるよう働きかけていきたい。 

・【愛媛】県内では実施されていない。勤務先では今年から公会計化になった。給食費の徴収業務は

市で行うが、公会計化にむけたシステム導入等でかなりの費用がかかっている。無償化してほし

い。 

・【兵庫】県内ではそれほど実施されていない。勤務先の市でも中学校しか無償化されていない。 

・【高知】高知市で 12 月から 3 月まで免除。県内では、小規模市町村で完全無償化されている。

一番大きな高知市で実施されるので、他地域に影響があれば良い。 

・【北九州】給食費の無償化は実施されていない。 

 

共同実施 

 

・【兵庫】共同学校事務室について、県下にどれだけあるかわからない（県教委交渉で確認したが回

答をもらえなかった）。突然地教委からおりてきたところもある。 

・【奈良】県内２地域に共同学校事務室がある。今年度２つ増える予定だったが、１つは国の加配が

もらえなかったので始められなかった。加配をもらってしている活動がいつまでも続くのか。県

独自でやろうとすると、どこかにしわ寄せが来るのではないかと心配している。 

・【高知】共同実施は、全県下で行われている。一村一町に小・中１校という地域では、県教委の意

欲的な働きかけにより広域で実施している。移動距離等考えると逆に非効率に思う。共同実施加

配について、事務室をつくる予定があっても加配はない。そのため、室長のみの事務室ができて

いる。勤務している市では、共同実施の運営が民主的で、臨時・新採・ベテラン全員で意見を出

し合う。財務チームと情報チームで活動しているが、財務チームの活動の柱は「保護者負担軽減」。

保護者負担軽減の立場になった予算執行・予算要求。学校事務職員組織と教育委員会との連携が

密で風通しが良い。みんなで話し合って決めること、市教委担当者もいっしょになって考えてく

れることにやりがいを感じる。 

 

労働条件等 

 

・【大阪】人勧のとおり、一時金と 35歳以下に対する給与改善があった。再任用職員の給与改善 

もするが、教員とほとんどの事務職員が対象外となっている。定年延長の職員と再任用職員の労 

働条件がすごく悪く差も大きいので、少しでも改善するために再任用職員の待遇改善が進んだか 
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と思うが、現在の再任用事務職員の給与は、教員の初任者より少ない。「給与明細見たくない。」 

と言いながら仕事をしている状況。再任用でがんばって仕事をしている人が報われない。改善で 

きるように運動を進めたい。 

・【愛媛】会計年度任用職員も含めて給与の改定があった。県の職員は、遡及の適用があるが、会計 

年度任用職員にはない。 

・【東京】２年ぶりの一時金引き上げと若年層の給与引き上げがあった。「若年層の給与引き上げ」 

について、若い人にどんどん宣伝して組合加入に繋げたい。都教委との交渉で、人事異動につい 

ては、年度末ギリギリで引き継ぎも十分にできない状態であるため、1日でも早く知らせるよう 

に。また、年度途中の事務職員退職者がかなり出ているが、補充がパート職員のみ。正規職員で 

補充するように。再任用職員は、異動希望も出せないので、本人の意向も聞いて欲しいと要求し 

た。 

・【島根】定年延長について、正規のまま定年延長するか、再任用にするか。正規で延長しても給料 

は 7割になる。いろいろと条件も悪いところがあるので、みんなで学習会をしたいと思う。 

・【千葉】300名を超える教員の未配置。休暇を取っても補充がない。一次試験で受かって二次試 

験で落ちた講師が次の年に着任して担任になる。何でこの人を落としてずっと講師をさせている 

のか。先生には向かないと判断されて試験に落ちた講師が、なぜ担任をしているのか不思議な状 

態である。教員の配置が満たされないと事務職員にも影響が出てくる。 

・【北九州】今までは、正規職員と学校事務補助員が配置されていた。正規職員は、給料と物品購入 

を担当。事務補助員は、校納金と就学援助で分かれているが、300人未満の学校については、事 

務補助員の期限が切れたら配置されないことになった。一人で全ての事務を担当することになり、 

負担増で病休になった事例もある。病休になっても代わりは来ないので、共同実施のグループで 

支援に入っているが、リーダーを中心にかなりの負担がかかっている。しばらくして病休の代理 

が入っても全くの未経験者で、その職員の指導を共同実施で対応している。みなさん一人で事務 

をしているそうだが、何で北九州はこんなに大変なのか？校納金のシステムが難しいのか？他の 

政令市ではどうなのか？ 

・【京都】京都市では、宇都宮市と横浜市等４つの市で私費会計についての研究が行われた。口座登

録・集金額の設定・出納簿作成等全てシステムでやっている。支払いもオンライン。システムの

使用料が結構かかるが、全額京都市が負担している。金融機関の振替手数料も全額市が負担。保

護者負担なしでシステムを運用できている。業者への支払いもクリック一つでできる。引き落と

しが出来なかったら現金になる。システムに関しては優れている。事務職員の配置については国

の基準と同じ。一人で全部担当している。 

 

その他 

 

・【千葉】教材費について、地域の銀行が引き上げられて、片道５㎞のところへ手続きに行かないと 

いけなくなった。ネットバンキングの手数料は、年間 5万円で出所もない。大規模校はでは PTA 

が負担している。保護者に学校口座へ振り込んでもらっているが、不備があれば金融機関への往 

復で一日がかりの仕事になる。市によっては、給食の引き落としに合わせて教材費も引いてくれ 

ているところもある。市が負担してくれれば良いが。 

・【高知】教材費の支払い、来年４月から口座引き落としになる。ゆうちょ銀行だが、いちいち郵便 

局に行かなくても支払いができる。 

・【京都】夏の全国集会では、京都に来てくれてありがとう！３年ぶりに集まれて良かった。集まっ 

て会議することの重要性を再認識した大会になった。一つだけ残念だったのは、夜の交流会がで 

きなかったこと。来年はできたらいいな。 

・【東京】今夏の京都集会では、現地で参加できて交流できてよかった。来年は、関東で行う。すご 

いプレッシャーだが、関東ブロックみんなで協力して成功させたいので、来年はぜひ東京へ来て 

ほしい！ 

・【埼玉】常任委員会への要望と言うわけではないが、総会で、埼玉の出張旅費が一番安いという話

があったが、埼玉は１㎞ 18円。ただ、出張先が 4㎞を超えると雑費 200 円が支給される。他

県を調べてみると雑費もない。最寄り駅の駐車場代が出ない県があったり、県内でも修学旅行の
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拝観料が出たり出なかったりするので、全国各地の状況を調べてみるのもおもしろいかも。 

・【長崎高】10 年ぐらい前に旅費の状況をまとめたものがあったはず。それを更新したらどうか。 

・【北海道・東北ブロック】（北海道・北海道高・青森・青森高） 

 拡大が進まず、活動人数も少なく組織の運営が難しい。2～3年後にブロックとして全国の役員 

を出すことも厳しい。各組織では引き続き努力したいと思うが、ブロック制の見直し等考えて 

ほしい。 

 

常任委員会の見解 

 

①組織拡大・強化 

 高齢化・組合員が少ない。なかなか会えない。一方で、学習会やレクのとりくみが報告された。 

若者の心をいかにつかむか。島根では新採 5名中 2名が加入、今日の会では出されなかったが 

山口高では新採者全員加入。あちこちで加入している事実はある。そこから何を学べるか。組合 

として大きな課題だと思う。組合員を一人にしないとりくみをいっしょに考えていきたい。 

②共同実施 

 民主的な運営等、共同実施そのものの問題ではなく、中心になってがんばっている全教の組合員 

がいてこそだと思う。教育委員会と協力していっしょにやっているとりくみもある。共同学校事 

務室が民主的とは言わないが、若者の教育・学校事務を伝える場となっている。何ができるのか 

改めて考えたい。 

③たたかう武器としての調査の必要性 

 交渉するための資料として、隣の市・県が何をしているのか全国的な状況も調べていかないとい 

けない。コロナ渦もあって集まれなかったが、今までは各地のニュースを持ってきて交流してい 

た。各地の様子を知ることで、自分の地域のとりくみに活かすことができる。ぜひニュースを交 

流したい。 

 

 

 

 

 

「無償教育の実現と学校事務職員の定数・待遇改善を求める署名」5,282 筆を 11 月 25 日に

文科省へ提出しました。そして、さらなる要求の実現を目指し、「無償教育実現・学校事務職員の定

数・待遇改善等に関する要望書」に基づく交渉をおこないました。翌日の代表者会議代議員を含め

10 名が参加し、署名とともに私たちの願いを訴えました。 

 

①「新しい学校生活の様式」に基づく感染症拡大対策をおこなえる予算を確保するとともに、各校 

の実態を踏まえた執行ができるよう各教育委員会に「指導・助言」すること。 

 

→コロナ禍で教育活動を継続していくことは、非常に大変だと私たちも考えている。そのため、文 

 部科学省では、各学校の感染症対策等の支援に必要となる経費について、臨時の支援を拡充して 

 いて、令和 4年度の補正予算においても新たに 242 億円を計上し関連予算を確保している。各 

 学校においては、引き続き、これらの支援事業を積極的に活用していただきたい。今後の事業の 

 実施にあたっては、学校のニーズを踏まえて必要な感染症対応に活用していただけるように学校 

 設置者に対してもていねいな対応を促していきたい。 

 

②就学援助費の国庫負担を復活し、全国どこの自治体でも財政力にかかわらず、均等な給付が受け 

られるよう措置すること。さらに高校生にも公費による就学援助制度を創設すること。あわせて

「子どもの貧困率」を押し下げる具体的な施策を講じること。 

 

→文部科学省としては、家庭の経済状況に関わらず、誰もが質の高い教育を受けられる条件を整備 

することは非常に重要なことだと考えている。就学援助制度は、学校教育法第 19条の規定に基 

文科省交渉報告 
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づき、義務教育段階において経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、市町村 

が必要な援助を行うものである。その内生活保護の対象となる要保護者への支援については、国 

がその経費の 2分の１を補助しており、これまでも支援の充実を図ってきている。準要保護の就 

学援助は、要保護者に準じて支援が必要と市町村が認める者への支援であり、国から地方への税 

財源の移譲がなされた、いわゆる三位一体の改革により平成 17年度から市町村単独事業として 

整備され、地域の実情に応じて実施されている。文部科学省としては、家庭の経済状況に関わら 

ず、誰もが安心して教育を受けることができるよう関係省庁と連携し、国庫補助の充実や市町村 

における就学援助の実施状況を毎年調査・公表することで支援の充実を促したい。 

 高校生の就学支援について、生活保護世帯や非課税世帯を対象に平成 26年に返還不要の奨学金 

を創設し、毎年度給付額を増額するなど支援の充実を図っている。引き続き取り組んでいく。 

 

③小・中学校、高等学校、障害児学校の事務職員定数を抜本的に改善すること。正規職員の複数配 

置を推進するとともに義務制 1人校に短時間再任用職員や非常勤職員、臨時職員を配置しない 

よう各自治体に「指導・助言」すること。大規模加配基準を見直し、要準要保護加配基準の 25％ 

条項を撤廃すること。当面、大規模加配・就学援助加配を全ての学校に適用すること。 

 

→35人学級とか教科担任制が大きな改正にはなるが、事務職員含め養護教諭・栄養教諭等いわゆ 

る少数職種にも重要な役割があると思っている。事務職員の複数配置について、なかなかすぐに 

は難しいが加配定数の充実を図っていく。どういった人物を配置するかについては、基本的には 

任命権者の判断になるので、臨時的任用を含め国からは言えないが未充足にならないように。要 

準の加配について、すべての学校に適用することとなっているが、この基準自体が昭和 44年に 

できたもの。準要保護の書類の事務が大変と言うことでできた基準である。それから数十年経ち 

ＩＣＴ化・マイナンバーも進んでいる。そういう意味では、制度が出来た時と比べてどうなのか 

というところも逆に出てきている。 

 

④「学校における働き方改革」を口実とした事務職員の業務負担増や「学校事務の共同実施」の押 

し付けをさせないこと。「共同実施」について第 3者機関による検証を行うこと。学校事務の校 

種・地域による独自性を無視した「標準職務表」を押し付けないこと。 

 

→「学校における働き方改革」については、取り組みを総合的に進めてこそ成果があがるものと認 

識している。業務縮減に向けた取組みとしては、予算・制度・学校現場での改善などを徹底して 

行い、その組み合わせにより成果を出していくことが必要だと考えている。その中で、学校に 

おけるマネジメント機能を十分に発揮できるようにするため、総務財務等に通じる専門職である 

事務職員が学校運営に参画することが期待されている。合わせて、事務職員の勤務の実情を踏ま 

えつつ共同学校事務室の活用や事務処理の効率化を進めることが重要であると考えており、過度 

に業務が集中することのないように。なお、「第 3者機関」による検証については、各教育委員 

会で判断されるものと考えている。事務職員の職務内容は、関係法令・地域や学校の実情などを 

踏まえて教育委員会が定めるものであり、標準職務例は、あくまで事務職員の職務内容を定める 

ための基礎資料である。各教育委員会では、既存の規定等の整合性を踏まえて学校規模や教員の 

配置数・経験年数等学校や地域などの実情を十分に考慮して対応していただけるものと承知して 

いる。 

 

⑤その他（意見・要望） 

 

●給食費無償について、無償を取りやめるところもある。やるべきだという通知を出してほしい。 

 また、交付金は３月までだと思うが、来年度以降も保護者負担が増えないようにと言う立場で、

文科省からもぜひ関係省庁に働きかけてほしい。今回３回にわたって通知を出していただいて本

当にありがたかった。 

 

→給食費の無償化については、各自治体の判断によるが物価高騰の流れもあるので、過度な保護者 

負担にならないように総務省からも通知等出しているところである。交付金の活用も促していき 

5



 

 

たい。引き続き関係省庁と連携していきたい。 

 

●就学援助制度について、入学準備金がない自治体もある。働きかけが出来ないか？ 

3年前に「3月支給が良い」との通知が出てどんどん進んだ。再通知ではないが、一番お金が欲 

しい時期が入学前なので、そういう手立てが必要だという通知を出していただきたい。また、調 

査結果について、各自治体に「これが先進だ。」と伝えていただきたい。  

就学奨励費実費支給についても、格差があるので気に留めてほしい。 

 

→就学援助費目の調査結果については、毎年 12月末ごろに公表し、各自治体に取組みを促してい 

るところである。ただし、就学援助自体は市町村が行うものであるので、「やれ」とは言えない。 

あくまでお願いになる。 

 

●学校事務職員の業務について 

 業務も増えて複雑化しているとは思う。具体的な状況は（文科省としては）はかれていない。 

 

●就学援助加配について 

 学校規模が小さくなっている関係で 100 人以上対象児童生徒がいても 25％にはならない。

100人が 25％になるのは 600人以上の学校。25％条項を外してほしい。100人分あれば加 

配をつけてほしいということ。ICT 化やマイナンバーも進んでいるが、実際は一人一人の状況の 

聞き取りをしないといけないことが多い。いろいろな実態があって外国籍の子どもも増えている。 

一つの書類を出していただくのに大変時間がかかる。保護者に寄り添って、子どもたちの学習を 

保障するためにていねいな事務をしようとすればするほど、人が欲しいというところで、合理化

がしにくい部分である（提出された書類だけを機械的に処理して終わり・・・ではなく、実際は

いろいろな、かつていねいな関わりを必要とする）。 

 先生が足りない。イコール事務職員も大変。事務室で仕事をしていると「職員室にいてほしい。」 

といわれる。本来、事務室でないとできない個人情報のことなど職員室ではできないので、そう 

すると日常的な仕事が全部後回しになってしまう。職場全体の状況が改善されない限り、わたし 

たちの仕事の中身も改善されていかないと思うので、先生が足りない状況、産休育休代替が来な 

い・病休の代わりが来ないという状況の改善を積極的に進めていただきたいと強く思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も残りあとわずか。いろいろとご協力ありがとうございました！ 

慌ただしい毎日ですが、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。 

2023年がすてきな年になりますように～☆ よいお年をお迎えください     

① 「標準職務表」について 

「あくまで基礎資料」との回答が意外でした。目指すべき姿のように扱われているか

と思っていましたが、こだわり過ぎる必要はなく、地域の実情にあった対応をすれば

良いという回答から、改めて地域で確認していく必要を感じました。 

②就学援助加配について 

 確かに、システム化等で事務処理という意味では、効率化されました。でも、書類を

提出できるようになるまでにさまざまな手立てが必要ですよね。保護者の話をじっく

り聞きながら、いっしょに書類をつくって・・・。そんな「保護者に寄り添ったてい

ねいな事務をするために（←人がほしい！）」というところがいまいち伝わらなかっ

たようで残念でした。現場の実態を見てほしいなと思いました。 

 

回答は、かなり準備されている様子でした。（メモが追い付かない    ）後の話もしっか 

り聞いて、ていねいに対応してくれました。これからも私たちの要望を伝えていきます。 

交渉を終えて・・・ 
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