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１. はじめに
愛知県の公立小中学校に事務職員が配置された

なった。

のは、昭和３２年度からであった。その頃の事務
職員の職務は主に教職員の給料計算、旅行命令簿

２. 事務職員の職務内容を考える転換点

整理、旅費請求書作成、福利厚生、そして、出勤

平成４年度からは東海市の全校で事務職員が学

簿等の整理、などであった。これらの事務は学校

校予算事務を職務として担当することとなった。

事務職員の業界用語でいう「県費関係事務」であ

当初の頃は、予算の実際の支出にかかる支出負

り、事務職員が配置された頃は「さて、事務職員

担行為決議書兼支出調書などの調書を作成するこ

はどんな仕事を職務とするか」という検討がされ

と、業者に見積依頼をし見積調書を作成すること、

ないまま人員が配置され、県費負担事務職員であ

当時、備品については教育委員会で購入していた

ることから、県費関係事務をさせた。この頃は県

が、備品の納入があった時の備品台帳を学校で記

から支払われる給料等が全て手計算であり、現金

入し備品シールを作成、備品に貼付すること、な

支給であったため事務職員が学校に配置されてい

ど、予算全般に関わる事務が正確にできることに

ない時代は、教員が授業の片手間にそれらの事務

重点をおいた活動をしてきた。知多半島の中では

をこなしていたことも一つの要因であった。

学校予算全般を事務職員が担当している地域は少

東海市は昭和４４年に当時の知多郡横須賀町と
知多郡上野町が合併してできた市であり、学校に

なく、事務職員のなかでも職務に対する満足感の
ようなものが漂っていた。

は市費負担事務職員が配属され、学校予算関連の

そのような状況の中、平成１０年９月に中央教

事務については教員である「校務主任」と市費負

育審議会から「今後の地方教育行政の在り方につ

担事務職員が担当しており、教育委員会では県費

いて」の答申が出された。学校現場にいる事務職

負担事務職員を「県職さん」と呼び、県費関係事

員として、ここに書かれていることを実現するた

務だけをやっておればいいという考えであった。

めに、何をしなければならないかを考えさせられ

このような市町村費負担の事務職員が愛知県内で

ることとなった。

は多くの市町村で配置されていた。

この答申の第３章に、学校の自主性・ 自律性

時代が平成に入る頃から、愛知県内の小中学校

という項目があり、教育委員会と学校の関係の見

から市町村費負担の事務職員が少しずつ本庁に配

直しと学校裁量権限の拡大、学校運営組織の見直

置転換されるようになり、東海市においても、平

し、学校の事務・ 業務の効率化、地域住民の学

成３・４年度の２年間をかけ市費負担事務職員を

校運営への参画、などについて書かれていた。こ

本庁に配置転換し、その事務職員が担当していた

れまで多くの答申が出されたが、学校事務に言及

学校予算全般に関わる事務を県費負担事務職員

されるようなものは無かったという点でこの答申

（学校教育法による事務職員）が引き継ぐことと

は学校にいる事務職員にとって画期的なものと
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なった。これから先、学校事務という文言が中教

務処理だけに忙殺されるのではなく、経営スタッ

審の答申で書かれることがあるかと考えれば、そ

フとしての一員として位置づけられるよう個々の

れは学校事務そのものが大きな改革をとげなけれ

事務職員のレベルアップが必要と考え、広く学校

ばならなくなるという状況になったときであろ

全体を見渡し、効率的に、また広範囲な事務処理

う。

能力を養う」ことであった。それは、仕事のでき

この答申が出された時の「学校の事務・ 業務

る事務職員を育てることを目指したものであっ

の効率化について」の、この学校の事務というも

た。

のは「学校にいる事務職員の仕事だけが学校の事

⑵事務職員の標準的職務一覧表の通知

務」ではないということを、学校にいる全職員が
理解すべきであった。

平成１３年４月東海市教育委員会から「東海市
立小中学校事務職員の標準的職務について」の通

また、この答申にある学校の自主・ 自律を実

知が出され、その別表（文末を参照）により事務

現させるためにはどうしたらいいか。それは、こ

職員の標準的な職務内容が示された。その内容は

れまで義務制の小中学校は経営ということに無頓

これまで事務職員の職務として積み重ねてきたも

着に過ぎてきたが、学校経営という概念を正しく

のが多く、大きな後ろ盾を得た思いであった。

取り入れた学校組織の質的な変化が必要ではない

しかし、この年は学校という環境において大変

か、そういった学校運営がされるのならば、学校

不幸な事件が起きた。それは、平成１３年６月８

事務組織も変化していかなければならない、と考

日、大阪府池田市の大阪教育大付属池田小学校に

えた。それは、まず旧来のような教員依存の体質

凶悪犯が侵入し、児童８人を殺害し、児童１３人、

からの脱却を計ること。次に学校経営という観点

教諭２人に重軽傷を負わせた事件である。あれか

から考えるこれからの学校事務とは何か、事務職

ら８年が経過したが学校は決して忘れてならない

員の役割とは何かを考えた場合、学校経営を支え

事件であった。この事件は、学校は安全であると

る学校事務への転換であり、その学校事務を担う

いうことに大きな警鐘となった。

ことのできる事務職員にならなければならないと

⑶学校事務研究会から学校事務担当者会へ

いうことを意味している。この二つの点から考え
た新たな道への出発点となった。

平成１４年４月、東海市学校事務職員研究会は
東海市学校事務担当者会へと名称を変更した。平
成１３年に出された事務職員の標準的職務一覧表

３. 東海市の事務職員の取り組み

の職務を担当するためには、研究活動だけをして

⑴研究テーマ「ステップアップ」の登場

いればいいということではなく、事務職員の活動

事務職員が最も力を入れて取り組まなければな

を研究から実践へ結びつけることにより、指導部

らないことは、実務能力を高めることに他ならな

門と学校事務部門とが歩調を合わせ「子ども達を

いと考え、平成１１年度の東海市学校事務職員

どう育てるか」という学校が一番大切にしなけれ

研究会の研究テーマをステップアップとした。こ

ばならないことを、教育委員会及び校長会と連絡

れは、毎年、少しずつでもいいので、実践力をつ

調整できる組織としたいというのがねらいであっ

けていきたいという願いを込めたもので、これは

た。

メインテーマとなり、今も続く普遍的なテーマと
なった。
この年度に定めたねらいは、「単純に毎日の事
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また、この時に東海市の学校事務そのものの目
的を「児童生徒の安全を確保し、学習する場であ
る環境を整えること」と定義し、事務職員の職務

子ども達と共にある学校事務の実現をめざして
−東海市の学校事務職員の取り組み−

を標準的職務一覧表のうち、当面次の９項目であ
るとした。
①学習指導を実践していくために必要な備品購入
計画の策定

記された。
⑹学校事務の手引（東海市版）の作成
東海市では平成３年度から学校予算に関わる職
務は事務職員が担当することなり、事務職員の職

②施設・ 備品等の修繕計画の策定から実施へ

務内容がそれ以前と比較すれば増えることとなっ

③教科指導にかかわる消耗品の購入

た。就学援助、教科書、転出入などの事務も事務

④国より無償で給与される児童生徒用教科書に関

職員の職務として担当しており、それらの事務を

わる事務

含め、担当する全ての事務を正確に、また効率よ

⑤就学援助に関わる事務

くおこなうために関連の手引きを平成８年度に作

⑥保護者が負担する学校徴収金に関わる事務

成し、以後、順次、備品編、市端末編、学校徴収

⑦文書管理、調査統計、などに関わる事務

金口座振替、と手引きを作成してきた。しかし、

⑧児童生徒の転出入に関わる事務

内容が現実と合わなくなった。実施方法がオンラ

⑨教職員が安心して授業に専念できるように、給

インに変更された。また、差し替えが正確にされ

与・ 服務・ 旅費・ 福利厚生などに関わる事務

ていない、などが判明したため平成１９年度と

⑷職務に関わる必要な職の指定
平成３年度に学校予算に関わる事務を担当する
こととなり、物品供用職員と現金取扱員の指定を
受け、平成１７年度には財務事務取扱者としての
指定を受けた。
また、平成１４年度には文書取扱主任の指定を

２０年度の２年間を費やし手引きの全面改訂をお
こない、新しい手引きを作成した。
⑺メールマガジンの発行
事務職員の標準的職務一覧表の通知が出されて
以来、多くの職務を担当することとなったが、多
くのことをするということは、提出忘れなどケア

受けた。

レスミスが増える要因となるので、それらを最小

⑸教育委員会・ 校長会との連携

限又は無くすため、平成１４年度からメールマガ

職務を執行する上で必要な会を教育委員会や校

ジンとして毎週月曜日に給与・ 予算その他全て

長会と連携し開催し、職務遂行上効率化を図れる

の予定の２週間分をまとめ、市内の学校と市教育

ようにした。

委員会へ向けてオンラインで発行し、事務の効率

①平成１３年に備品台帳オンライン化に伴う打合

化を図ってきた。

せを教育委員会・ 市財務担当者・ 事務職員の
代表者で実施した。

⑻東海市へ赴任した事務職員への研修の実施
東海市教育委員会と連携し、「東海市立学校文

②①と同時期に文書管理検討委員会を立ち上げ、

書管理要綱」により学校の文書事務を、また、
「東

教育委員会・ 校長・ 教頭・ 教務・ 校務・ 事

海市学校財務事務取扱要綱」により学校の財務事

務職員の代表者で構成し東海市文書管理要項を

務を執行しており、その執行が滞りなくできるよ

作成した。この文書取扱要綱に事務職員が文書

う、４月の学校予算事務説明会の日と同日、予算

取扱主任であることが明記された。

事務説明会の前にこの二つの要綱による事務処理

③平成１６年に東海市学校財務事務取扱要綱を教

手順についての研修を東海市に新たに赴任した事

育委員会・ 事務職員で検討し東海市学校財務

務職員に東海市教育委員会の主催により教育委員

事務取扱要綱を作成した。この財務事務取扱要

会の担当職員と事務職員とで実施した。

綱に事務職員が財務事務担当者であることが明
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⑼新規採用学校事務職員職場研修の実施
東海市は平成２１年度に１名の新規採用事務職

は具体的に何を指すのか、若い事務職員をどのよ

員の配属を受けた。新規採用事務職員の職場研修

うな方向に育てるのか、東海市の事務職員がめざ

については、愛知県教育委員会から示されている

す学校事務とは何か、を明らかにすることであっ

「小中学校事務職員新規採用者職場研修実施要綱」

た。

により、配属校を中心として研修を実施すること

そして、それらを土台としてこれからの学校を

とされているが、教育委員会担当指導主事からの

作るために東海市の事務職員の取り組みはこれで

指導、助言もあり、本年度も昨年度同様、地域で

いいのだろうか、また、学校のため事務職員は何

新規採用学校事務職員を育てることとし研修を計

をしなければならないのかを考えるための一つの

画し実施した。

きっかけとするため、平成１９年２月に開催した

４月から９月までの間に２４回の計画を策定

その出席者に事務職員以外として、教育委員会事

し、主査の職にあるものは各１回、事務長の職に

務局の職員、
学校の校務主任の辞令を受ける教師、

あるものは各７回の講座を担当し、新規採用の事

ごく一般的な教師についても出席を得ることがで

務職員が一日でも早く学校という職場環境に慣

き、事務職員との次の点の協働について語っても

れ、毎日の事務処理が早く確実性を持つことがで

らった。

きることを目標にした。

・ 教育委員会と事務職員の連携による事務処理の

また、この研修では教育委員会の研修担当指導
主事と東海市校長会長からの講話も受けた。
⑽教員対象事務研修の実施
新たに採用された教職員が法律・ 条例・ 規則

効率化
・ 教員と事務職員との仕事の住み分け
このことは参加者から、事務職員以外の方から
発言いただけたことはよかったという感想であっ

等により最初に規制を受け、守らなければならな

た。

いことに服務がある。

②第２回東海市学校事務フォーラム

東海市では学校に新たに採用された教職員に対

１回目のフォーラムでは東海市の実践報告を通

し、服務関係事務と旅費関係事務について、東海

じて、学校事務の持つ目標を提案したが、その実

市教育委員会主催により研修会を実施している。

現のために何をしなければならないかという点に

また、この研修を主管するのは東海市学校事務担

ついて十分な話し合いができなかったということ

当者会であるため、新規採用教職員にとっては今

から、学校事務のために自分がしなければならな

日から活用できる研修となっている。

いことは何か、自分はこう思いこんなことをして

この研修は市全体で実施するため内容のレベル

いる、また、事務職員の将来をどう考えるか、そ

を揃えることができ、新規採用教職員にとって、

して、学校事務の共同実施をどう考えるか、など、

これらの事務処理が研修の内容が基準となり、学

さらに学校事務と事務職員が考えなければならな

校内での書類作成時に注意する点が明らかとな

いことを県下の多くの事務職員と話し合うことに

り、教員・ 事務職員相互の事務の効率化の一つ

より、東海市の学校事務が更なる発展を遂げるた

の手だてとなっている。

めの一助とするため、平成２１年２月に２回目の

⑾東海市学校事務フォーラムの開催

東海市学校事務フォーラムを開催した。

①第１回東海市学校事務フォーラム
東海市はこれまで紹介したとおり多くのことに
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取り組んできたが、この取り組みは、学校事務と

このときに、学校事務の目標は子ども達と共に
ある学校事務でなければならず、それらを実現で

子ども達と共にある学校事務の実現をめざして
−東海市の学校事務職員の取り組み−

きるような事務職員になる必要があると提案し
た。
このフォーラムには東海市の当時の教育委員長
である水野教育委員長に出席していただくことが

のような比率により担当されているとする。
この教員が担当しいている学校事務を、指導に
関わる事務とそうでない事務とに分類することが
できる。

できたことは大きな成果であった。水野委員長は
フォーラムの中で積極的に発言していただき、学
校にいる事務職員という存在を知っていただくい

この教員が担当しいている学校事務を、指導に関

い機会となった。

わる事務とそうでない事務とに分類することがで
きる。

４. 子ども達と共にある学校事務を実
現するために
⑴学校の目的とその達成のために

ᢎຬ߇ᜂᒰߒߡࠆᜰዉએᄖߩቇᩞോ

学校の目的は文部科学省の学習指導要領に沿っ

このような指導以外の事務を事務職員が担当す

て、児童生徒に対し「いろいろな指導」を実施す

るようにした方が効率よく実施できる事務がある

ることである。その目的を達成することは、教員

が、学校事務の担い手が教員依存体質であったこ

として採用された職員の役目であり、教員は子ど

とから教員・ 事務職員の双方に学校事務は学校

も達をどのように成長させるか、また、どのよう

にいる事務職員にという意識に傾くことは難しい

に成長したかに全責任を負わなければならない。

ことであった。

それは、教員は指導部門に全責任を負っていると

⑶新たな学校事務組織を考える

いうことに繋がる。
しかし、指導をするということが、
「指導する

教員が担当していた学校事務を事務職員が担当
するようにするためには、これまでと違った考え

ことだけ」で構成されているものではなく、指導

方で学校事務組機を考えなくてはならない。

部門を支えるもの、助けるものが必ずある。その

学校の教育目標を具現化させるために必要なこと

部門をどうするか、誰が担当するか、により指導

はなにか、と考えた場合指導することは当たり前

に対する充実度が変わる。

として、その他に次のことがあげられる。

その部門こそが学校事務であり、事務職員はそ

・ 施設・ 備品を含む物品とそれらを購入する費用

の部門の全てを自信と責任を持って実践していか

・ 保護者負担による経費

なければならない。

・ 教職員に関わること

⑵学校事務の担当者
事務職員がこれまでやってきた、給与・ 旅費・

いわゆる、人、物、金を有効利用できる方策を
総合的にとらえ、効果的な配置をするということ

福利厚生・ 服務・ 文書などだけが学校事務では

を考えなければならない。その組織形態として、

ないということを全教職員、特に「学校にいる事

これまでの学校で一般的であった教務・ 校務・

務職員」自身が肝に銘じなければならない。

事務という分類ではなく学校のやっていることを

事務職員は学校の目標・ 目的を理解し、学校そ

誰にでも分かりやすく分類するためには、指導部

のものを動かしていることが学校事務であるとい

と管理部という表現が社会的にはよく理解される

うことを理解しなければならない。

のではないかと考えた。

仮に教員と事務職員の学校事務という仕事がこ

その指導と管理という組織を基準として事務職
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員は、
包括的に学校事務を担当しなければならず、

るか（授業を支援しているもの）を見なければな

人・ 物のバックボーンを知らなければならない。

らない。例えば、コンピュータ、プロジェクタ、

なぜならば、そのバックボーンの中に予算（金）

チョーク、画用紙、Ｂ紙及びマグネットなどがあ

があるからである。

ることに目を向けなければならない。

⑷新たな学校事務組織の中での事務職員の役割

③授業を支援している「もの」をみる

①人を知る
学校は、人が教師として子ども達を教えている

れているかが授業を円滑に進める大事な要素とな

ということから、事務職員はその人を知らなけれ

るが、最も重要なことは必要な物品が学習指導要

ばならない。

領に定められていることであり、
教員の自己本位・

まず、任用・服務・給与・旅費・福利厚生など、

興味的な物品は購入できないとしなければならな

これらのことが問題なく順調に措置されるからこ

い。したがって、それらの購入にかかる過程にお

そ、精神的に安定することができる。また、これ

いて、「本当に必要な物品」であるかという審査

らの事務は定型化されているので、最も効率化を

をする必要があり、そこには教員と事務職員のヒ

図りやすい部門でもある。

アリングが必要である。

次に、教師である人を見るのに、最も必要なこ

その結果、必要なものを用意しておくことが事

とは何かといえば、どんな授業をしているか、そ

務職員の役目であり、教員の要望にどれだけ迅速

の授業で目標を達成できているか、を含めて授業

に応えられるかも大切なこととなるが、そのため

を見ることである。

少なくとも次のことは学校内に広く周知しておか

その授業の流れをみながら、授業の流れの中に

なければならない。

教師と子ども以外に何があるのか、を探し、同時

・ 消耗品と備品の分類

に子ども達の表情が生き生きとしているかを見な

・ 必要な物品の購入の検討方法

ければならない。

・ 購入価格はいくらか（見積の取得）

どんな授業をしているか、は、大切なことであ

・ 購入決定し発注できるか（予算の範囲内か）

るが、公務員としての責務を果たしているかも大

・ 備品の購入手順は明らかか

切なことである。そのなかでも公教育を推進して

④学びを見る目を養う

いく職員として責任をとることのできる人である

授業を見るということは、学校事務は児童生徒

かを斟酌できなければならない。

の学びを見つめるということに繋がり、事務職員

②授業を見る

としての見方は指導する人を見ること、そして、

授業こそが学校の根幹であることから授業を見
るということは、重要なことである。

授業で使用される物を見ることである。教えてい
る教師、そして授業の中で使用される道具がどん

事務職員という立場から授業を見るための視点

なものであるか、また、どんなものが必要か、そ

は「授業を構成しているもの」を見ることである。

れらを見る「目」を事務職員は持たなければなら

子ども達の授業に臨む状態から始まり、教室な
ど施設、
黒板など施設以外の物品、教科書・指導書、

ない。
そして、その学びを見る目を養うということは、

教科指導、生徒指導など教科以外の指導、指導を

職務に対する実践力をつけることであり、その実

支援する消耗品・ 備品などである。

践力は標準的職務一覧表の職務内容が処理できる

次に、その授業（指導）の中で何が使われてい
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授業を支援している種々の物品が、常に用意さ

ことであり、それができることにより教員が事務

子ども達と共にある学校事務の実現をめざして
−東海市の学校事務職員の取り組み−

職員の「学校事務」を肩代わりしていると言われ

し、学校事務そのものは学校経営を意識した学校

ている部分をはずすことができる。

事務へシフトできるように取り組んでいかなけれ

それを突き詰めていけば、教員は子ども達と向き

ばならない。

合う時間を例え一分一秒でも多く確保することが

学校経営を意識した学校事務へ、をどう構築し

できることとなり、それは、子ども達の成長を促

ていくか、一番必要なことはそのことを理解して

す大きな要素となる。

教えることのできる事務職員の存在であるが、果

⑤実践力をつける

たしてそのような人材が、どのくらいいるか疑問

東海市学校事務担当者会は、個々の事務職員が

である。したがって、これまでと違う新たな学校

多くの実践力をつけるために様々な活動をしてき

事務組織を考える必要があるが、その一つに学校

た。

事務の共同実施も視野に入れておくべきである。

事務手引きを作成すること、作成した手引きを
基に実務研修を実施すること、教員対象事務研修
を主管すること、新任事務職員研修を市全体です
ることなど、それは事務職員だけではなく、教員
も対象としたものであった。
これらの活動のねらいは、単位事務処理の効率

ア学校事務の共同実施を考える
これ以降、学校事務の共同実施を単に共同実施
と表現する。
学校における単位事務は一つの目的にそって行
われるものであるので、その単位事務というのは
どこの学校でも同じような事務処理方法となる。

化と合理化を計るところにあり、効率化や合理化

したがって、最も効率化・ 合理化しやすく平均

を図れるところは徹底的にするということであっ

化しやすいものである。

た。
⑥効率化の真のねらい
学校事務という仕事は机の前に座ってただ書類

これらの事務処理は法律条例に則って処理すれ
ばいいものが大半であるが、経験的に事務処理方
法を覚えるということも否定できない面もある。

だけを整えていればいいというものではない。効

しかし、学校という職場は事務処理事例が多いと

率化は事務職員が机に向かって仕事をする時間を

ころではないので、何校かの事務職員を月に一度

できるだけ少なくし、学校の中を歩き、授業をな

ないしは二度程度招集し一つの組織体を形成し、

がめ子ども達の様子を観察し、備品を始めとする

経験の多い事務職員が少ない事務職員に実地的に

物品の配置状況や活用状況を確認し、水漏れして

学校事務のノウハウを教える機会の多い方が、若

るところはないか、誰もいないのに電灯のついて

い事務職員を育てるのに有効である。

いる部屋はないか、安全面に配慮すべき壊れてい

また、同一事務を複数人で実施するということ

るところはないか、など、校内の状況を確認する

は、単数での実施よりはミスや誤解を防ぐことが

ことができる時間を生み出すため、であることを

でき、正確性が増すこととなり事務処理の効率

認識しなければならない。

化と合理化を図ることができる。その結果生じる

⑦今後取り組むべき課題

こととなる余力を、子ども達の環境を整えるため

標準的職務一覧表にある職務内容を日常の職務

の学校事務を「共同実施」という組織体において

とするため、また、効率化による真のねらいを達

企画立案決定できる方向に振り向けることができ

成するために、事務職員が取り組んでいかなけれ

る。

ばならないことは、単純事務処理だけならばパー

そして、組織体として決定したことは全学校の

ト化によるリストラに向かうということを認識

職員に対し連絡調整し、教員・ 事務職員相互の
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意見を取り入れ、さらに子ども達の学習環境の整

人が仕事を教えられることのできる人となるから

備に力をそそがなければならない。

である。

これまで、事務職員は組織として目標を達成す

次に、企画力があること。共同実施となった場

るための方策を企画・ 決定し、全職員が実効で

合は、
常に、学校事務と事務職員全体のレベルアッ

きるようにするということはなかったため、共同

プを考えていかなければならないので、それを考

実施を考えていく上で最も考慮すべき点はその組

え、目標を定め、到達することができる計画を立

織を運営するリーダーの存在である。卓越した

てる必要がある。

リーダーの存在無くしては意思決定機関としての

そして、調整力があること。共同実施という組

働きができなくなる可能性があるからである。そ

織で作成したプランは、全職員に守ってもらわな

の最も顕著な例として、採用１年、５年、１０年、

くては困る。ということもあるので、それを教育

２０年、そして４０年と事務職員の経験年数の違

委員会や校長会に了解を取ることが必要となるの

いがあるが、全員が同じレベルで同じ学校事務を

で、この調整力如何により、共同実施の真価が問

担当すればいいと考えるか、それとも、経験年数

われることとなる。

の違いがあるからこそ、事務職員により違うレベ

最後に、決定力があること、共同実施としての

ルのことができて当然と考えるか、のどちらを選

方針が決定できること。もちろん、この方針は学

択するリーダーであるかにより、共同実施という

校事務を実行していく事務職員の本務から外れる

組織の対外的な評価は大きく異なるからである。

ことのないこと、となるが、それを決定する時に

しかし、共同実施とすることにより学校事務の

押すべきところは押し、引くべきところは、いさ

抱える問題を全て解決できるかといえば、難しい

ぎよく引く、ということが必要となる。特に、教

ことと言える。学校事務である限りその学校でし

育委員会・ 校長会と調整する時は、いつか必ず、

か解決できないこともあるからである。また、考

そういう場面に対峙するだろう。その時にどこま

える基本として「学校事務は事務職員に」そして、

で押すかも大切なことであるが、ここまで引いて

「教員はもっと指導分野」にと、その原点がない

自分たちの考えたことはなんとか実行していく、

限り、事務分野と指導分野の境目が見えないから

ということを一瞬で考えなければならなくなる場

である。

面に出会う時がくるからである。

イリーダーを考える

⑸事務職員として
「子ども達と共にある学校事務」

どのような組織においてもリーダーの存在は不
可欠であるが、共同実施体ではどのようなリー

学校は、子ども達にいろいろなことを教えてい

ダーが必要であるか、事務職員はこれまで同じ事

るが、教えるため最も大切なことは何かと問え

務職員を上司としたことはなく、その存在を否定

ば、これは「教師力」である。この教師力をあげ

する事務職員もいるが、一つの組織体を形成し意

るということは学校に課せられた大きなテーマで

思決定するには、本当の意味での職務上の上司が

あり、そのために事務職員として、どうしたらい

必要不可欠である。では、どんなリーダーが必要

いのか、また、何をすればいいのかも大きなテー

であるか。少なくとも次の四項目を実行できるこ

マである。

とが必要である。
まず、指導力があること。その要素の一つに、
日常の事務処理に長けていること、仕事ができる
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を考える

事務職員のしなければならないことは、その勤
務する市町村の事務職員として、良質な学校事務
を子ども達
（地域）
に提供することである。それは、

子ども達と共にある学校事務の実現をめざして
−東海市の学校事務職員の取り組み−

子ども達にとって安心して学ぶことのできる学校

る。それは、教員が担当する学校事務から事務職

環境となることであり、それが、結果として教師

員が担当する学校事務へと、大きな方針転換であ

に安心して教える場を提供することに繋がり、そ

る。それを教員も受け入れ「この事案は指導に関

の一つ一つの積み重ねが教師の指導力を高め、良

わることだから事務職員に知らせなくていい、事

質な教育を提供することに繋がり、学校の教育力

務職員は知らなくていいんだ」という考えではな

を高めることに繋がっていくことになるからであ

く、学校内で発生する全ての情報は事務職員のみ

る。その学校の教育力を高めること、それが学校

ならず、臨時職員も含む全教職員にオープンにす

に勤務する事務職員として採用されたものの役目

べきである。
という考えにならなければならない。

である。そして、環境を考える学校事務は必然的

また、事務職員も意識改革を進めなければならな

に学校経営を支える一本の柱となる。

い。まず、教員依存の学校事務から事務職員主体

子ども達をどう伸ばしていくか、そのため、学

の学校事務へ。事務職員が主体的に学校事務に取

校事務はどの方向にいくのか、学校事務は学校の

り組み、学校事務全てを事務職員が担っていくん

「人・ 物・ 金」の動きを制御しながら、なお、子

だという意識、そして、事務職員という仕事を本

ども達の学習環境を整えなければならず、そのた

当にやっていこうという意識、この二つの意識を

め事務職員は、さらに実践力をつけなければなら

常に持たなければならない

ない。この実践力は「学校事務職員の標準的職務

意識改革がすすみ、事務職員が変わることがで

一覧表」の内容を職務として担当するためのもの

きれば、学校事務が本来有している目的である子

で、概ね次のことくらいは毎日の職務の中で担当

ども達の健やかな成長を約束し、見守ることを達

しなければならない。

成することができるのである。

・ 学校事務の目標を達成できるように

子ども達を育てるために最も重要な要素は「人

・ 法律・ 規則・ 条例を読み解くことができるように

材」である。この人材は教員・ 事務職員を含む

・ 書類を完成させる方法、手段を理解するように

全職員のことである。その人材がどの程度のこと

・ 学習指導要領を読むことができるように

まで考え、
実行できるかかが重要なこととなるが、

・ ＩＣＴ機器を使いこなせるように

最初から完全に行うことは無理であるので、彼ら

・ 備品・ 消耗品などの商品知識が身に付くように

を育てるということも必要なこととなり、そのた

・ 電気・ガス・ 水道など学校へはどこから入っ

めに必要なものは何かと問われれば、やはり人材

ているのか、わかっているように

である。その人材は子ども達の未来のために、
今、

・せめて、テスターで抵抗と電圧が測定できるように

何を実践していかなければならないかを考えるこ

・そして、子ども達を見ることができるように

とができなければならない。

これらのことを事務職員が当たり前にできるよ

子ども達と共にある学校事務の実現を図るに

うにするため必要なことは何か。それは「意識改

は、日常の学校事務という職務の基盤に立ち、子

革」である。学校事務は事務職員が学校に配置

ども達の環境、その環境は人的環境・ 物的環境

されなかった時代にもあり、その担当者は教員で

の両方を指すが、を事務職員が整えることである。

あった。その歴史があるが故に教員が学校事務を

人的環境は直接指導する教員のことであり、教員

担当することが「当たり前」とされてきた。しか

が指導力を高めることができるよう援助すること

し、現在は学校に事務職員が配置されていること

であり、物的環境は校地校舎を含み、必要な備品・

から、学校事務は事務職員に担当させるべきであ

消耗品の整備である。
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人を育てることは無限に続く、ということを
念頭に置かなければならず、子ども達の学ぶ姿・

子ども達にとって「いい学びが得られ、
いい学校」
となるように努めなければならない。

教師が教える姿、この二つをよりよいものにして
いくことこそ、学校事務の神髄である。そして、

（愛知県東海市立横須賀中学校）

事務職員の標準的職務一覧表（東海市版）
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