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福 事 研

会  報 第44号 福岡県小中特別支援学校事務職員研究会

          

令和４年度 総 会 

令和４年度の福事研の総会を令和 4年 6月 29日

にオンラインにて行いました。始めに吉備会長よ

り挨拶があり、その後議事に入りました。今回は

議長を選出せず事務局で進行する形をとりまし

た。 

① 令和３年度事業報告に関する件 

  柴田事務局長より報告 →賛成多数で承認 

② 令和３年度決算に関する件 

  河野事務局次長より報告→賛成多数で承認 

③ 令和３年度会計監査に関する件        

  監事より報告  →賛成多数で承認                  

④ 令和４年度役員の承認に関する件 

  柴田事務局長より提案 →賛成多数で承認 

⑤ 令和４年度事業計画に関する件 

  柴田事務局長(組織運営)、樋口副会長(研

究)、永野副会長(広報)より提案 

  賛成多数で承認 

⑥ 令和４年度予算に関する件 

  河野事務局次長より提案→賛成多数で承認 

⑦ 規約改正に関する件 

  馬原副会長より提案 

 ⅰ 書面評決による各機関の議決について 

  賛成 １１０票 反対 ３票 

  ３分の２以上の賛成により可決 

ⅱ 研究部員数を規定する別表３の改正につ

いて  

賛成 ９９票 反対 １０票  

３分の２以上の賛成により可決 

氏　　名 所属名

吉備　昌彦 嘉麻市立
山田中学校

馬原　伸司 川崎町立
川崎中学校

樋口　桂子
八女市立
福島中学校

永野　　修
小郡市立
三国中学校

鎌田　由美 福岡市立
田隈中学校

森　　　聡
北九州市立
高等学校

柴田　正治
大野城市立
平野中学校

河野　正和
みやこ町立
豊津小学校

山口　理奈 北九州市立
牧山小学校

溝部　憲将
北九州市立
富野小学校

波多野康乃
芦屋町立
芦屋中学校

戸渡　絵梨
那珂川市立
岩戸北小学校

岡部　真弓
久留米市立
西牟田小学校

花村　雄大 八女市立
見崎中学校

山口　紀子 八女市立
福島小学校

神﨑　千春 みやこ町立
犀川小学校

永田　尊之 朝倉市立
甘木中学校

古川　哲也
糸島市立
引津小学校

伊藤　健一 嘉麻市立
嘉穂中学校

京築地区 松口　栄治 豊前市立
角田中学校

北九州地区 財前　勝彦
直方市立
直方第一中学校

筑豊地区 縄田　知子 飯塚市立
嘉穂西中学校

福岡地区 播磨　秀俊 糸島市立
前原中学校

北筑後地区 塚本　勝也
小郡市立
味坂小学校

南筑後地区 今田裕一郎 大川市立
木室小学校

福岡市 末武　勝信 福岡市立
三宅中学校

北九州市 古賀早紀子
北九州市立
小倉南特別支援学校

事務局員

監　　　事

理
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事務局長

事務局次長
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月 活動項目 活動の細目
理事選出 令和３年度会計監査
幹事会 令和４年度役員・理事確認
研究推進委員会 令和４年度総会計画審議研究討議
(新旧理事会) 総会の運営計画審議
研究推進委員会 令和３年度総会議案書審議
（理事会）
評議員会 総会議案書の提案
・支部代表者会 新採・未加入者の勧誘

総会・支部代議員の選出
全事研会報の配布
全事研５月調査の提案
会員名簿の作成
役員候補者選考委員選出

研究部会 研究討議
第２４回総会 総会の開催・運営

事業報告・決算報告・事業計画等
会費納入依頼

研究部会 研究討議
7 研究部会 研究討議

全事研総会
研究推進委員会 下半期の事業計画等
(理事会)
研究部会 研究討議

九州地区事務研 九州地区事務研究会の対応
究会役員研修会

全事研会報の配布
会報44号発行

研究部会 研究討議
研究推進委員会
(理事会) 研究討議
研究部会
研究推進委員会 全事研11月調査の集約依頼
(理事会) 第25回研究大会の計画・業務分担審議

研究部会 研究討議
役員候補者選考委員会 令和5年度役員候補者の選考
研究部会 第25回研究大会の開催・運営
第25回研究大会 全事研会報の配布
役員候補者選考委員会 令和5年度役員候補者の選考
研究部会 研究討議
役員候補者選考委員会 令和5年度役員候補者の選考
第55回全事研愛媛大会

役員候補者選考委員会 令和5年度役員候補者の選考
研究部会 研究討議
全事研評議員会 令和4年度研究のまとめ
研究推進委員会
(理事会)
研究部会 研究討議
研究推進委員会 令和4年度研究のまとめ
(理事会) 令和5年度計画立案

3

令和４年度　年間事業スケジュール

4

5

6

8

9

10

11

12

1
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総会終了後に「第 25回福事研研究大会

の大会テーマについて」と題して樋口副会

長より講話が行われました。 

 

 

皆さまこんにちは。 

研究部長の樋口と申します。 

これから先は、お時間をいただき、第 25回福事

研研究大会の大会テーマについて話をさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いします。 

 

令和３年度の大会テーマは「子どもたちの育ち

につながる事務職員であるために」でした。 

各分科会ともに、それぞれ違った視点から 

「子どもたちの育ちに」事務職員としてどのよう

に関わることができるだろうか？を考える内容と

していました。 

大会テーマの達成をどうみるのか、ですが、 

・私たちの仕事は「子どもたちの育ち」につなが

っているという理解ができた。 

・職への取り組み方 等に対する、意識や行動の

変化が起こせた。 

とするならば、果たして大会に参加された会員の

みなさんは、どのように受け止められたでしょう

           
       

         

                  

        

          

                         

                      

                 

                         



- 3 - 

か。 

特に、３年度の大会はオンラインでの開催でし

た。配信型の場合は、参加者の顔が見えません。ま

た本日のオンラインと同様になりますが、 

（今日も、画面の約１／６が名前のみが並んでい

て、黒い画面ばかりなのですが）ミーティング形

式では、顔が見ることができても、マスクで表情

も分かりにくいと言うような、参加者の反応がほ

とんど分からない状況でした。もちろん 90分また

半日で、簡単に理解や変化が起こるとは思ってい

ませんが、率直にどうだったのかな？と思いまし

た。それを図るのは参加者のアンケートしかなく、

貴重な資料となっています。 

アンケートでは直接的な質問項目がなかったの

もありますが、大会テーマにつながる感想が少な

く、テーマを考える大会となっていたのかは分か

りません。アンケートを受け取り、その後様々な

ことを考えさせられました。そして、そもそも、事

務職員の仕事が、どのように「子どもの育ちに」関

わっているのか、イメージが難しかったのかも知

れないとも思いました。 

もう一度、３年度の大会テーマの説明資料を使

って、振り返りながら考えたいと思います。 

 

大会テーマの説明の中では、事務職員の位置を

確認しました。 

私たちは、予測困難な時代、ポストコロナを見

据えた「ニューノーマル」な世界、少子高齢化、人

口減少という社会の中にいます。このような社会

情勢を 受け、学校教育の分野では、新しい時代

の初等中等教育の在り方として全ての子ども達の

可能性を引き出す「個別最適な学び」や「協働的な

学び」の実現を目指す「令和の日本型学校教育」を

構築しています。そして、それを実現していく学

校現場で、事務職員として勤務をしています。 

 

社会の情勢と学校のつながりは教育再生実行会

議第１２次提言の中でも、読み取ることができま

す。この提言では、「ポストコロナ期における新た

な学びの在り方、こうした課題を解決するために

は、一人一人の多様な幸せであるとともに、社会

全体の幸せでもある well-being の理念の実現を

目指すことが重要」であると述べられています。 

Well‐beingとは、嬉しい・楽しいといった心理的

状況を示すハピネス、という概念とは違い、心身

ともに健康であり、モチベーションの向上、良い

人間関係などが良好な状態であることをいいま

す。 

「個人と社会全体のウェルビーングの実現のた

めに、児童生徒が、社会を構成する当事者として、

自ら主体的に学んでいくことができるよう、学習

者主体の視点を重視し、学校教育全体を通じた取

組を推進する。」という方向性からも学校教育の取

組で、児童生徒の well‐being を目指すことで、

社会全体の幸せの実現も目指していることが分か

ります。 
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●社会の情勢を受け、学校教育や学校が果たして

いくこと、 

●学校教育が取り組みにより、社会全体の幸せに

つながること、 

両方の流れを確認してみましたが、社会と学校の

つながりは見えてきたでしょうか？ 

では、学校の中をクローズアップしてみましょう 

 

 

学校では、いろんな職員がそれぞれの役割で主体

的に、また他の教職員や関係者とともに協働しなが

ら「子どもたちの育ち」を目指しています。 

事務職員も、もちろんこの輪の中に入っており、総

務・財務に通じる専門職として、同じように「子ども

たちの育ち」に向かって、職務を行っています。 

実は、この図は、「つかさどる事務職員」をイメージ

化したものでもあります。 

 

２０１７年３月に学校教育法が改正され、事務職

員は、事務を「つかさどる」となりました。通知文に

は 

「学校組織における唯一の総務・財務等に通じる専

門職である事務職員」と書かれています。その専門職

である事務職員の「職務を見直すことにより」とあり

ますが、 

なぜ、「職務を見直す」 必要があったのでしょう

か？それは、 

●①管理職や他の教職員との適切な連携・分担の下 

●②より主体的・積極的に校務運営に参画すること

を目指す必要があったからです。 

 

事務職員は、このオレンジの輪のように、他の職務

とつながりながら、緑の矢印のように、事務職員の役

割である総務・財務の専門性を活かしながら「子ども

たちの育ち」を目指しています。 

事務職員の位置は教員の後ろ側でもなく、輪の外

でもなく、矢印の先が別の到達地点にいくのではな

く、チーム学校の一員として、専門分野を用いて主体

的に積極的に校務運営に参画し、一緒に「子どもたち

の育ち」目指すことが求められています。 

では、どのような「見直し」が求められているので

しょうか？ 

 

その一つとして、職務の明確化を図るために 

２０２０年７月に、文科省から事務職員の標準的な

職務表参考例が通知されました。別表第一では、総

務・財務・管財などの事務職員の標準的な職務内容が

示されています。 

別表第二では、他の教職員との適切な業務の連携・
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分担の下、その専門性を生かして事務職員が積極的

に参画する職務の内容及びその例が示されています。 

 

つかさどる改正は２０１７年３月に通知されまし

た。それから早５年が過ぎています。 

皆さんは、「つかさどる」事務職員として、総務・

財務の専門性を活かして、他の教職員と連携し、主体

的・積極的に校務運営に参画し、より良い「子どもた

ちの育ち」に向かって、職務を行われていますか？ 

私自身を省みると教職員との連携まではたどり着け

ているように思いますが、時々、予算をともなうよう

な事業が既に決定されていて、職員会議でおろされ

ることもあり参画できているのか、というとまだま

だなのかな…と思うことがあります。 

これは八女市に予算要求制度がないため、次年度

の予算獲得のために、校長に経営ビジョンについて

話を聞き、深く理解しなくても、実際にカリキュラム

をどのように組み立て教育を実践していくのか、に

ついて教務主任と話さなくても、どのような授業に

よって、子どもたちにどのような力を付けたいのか、

教員と話さなくても、国の予算措置の情報を積極的

に収集しなくても、自治体の施策を理解しなくても、 

予算が配当される状況にあるからかもしれません。 

予算の「執行の工夫」は参画といえるのかな…と自分

自身の日頃の仕事を振り返り考えます。 

このように、学校にとって、子どもたちにとって、

事務職員の仕事（役割）って何だろう？ 

と度々考えることがあります。 

 

そんな時に出会った本がありました。 

「なぜ僕らは働くのか」 

キャリア教育にも使われるため、学校の図書館にも

置かれているところが多いのではないでしょうか？ 

大人であっても、仕事に不安や不満を持っている人

がいるでしょう。そんな大人にも読んでもらいたい。 

というコメントに惹かれポチリました。 

副題に、君が幸せになるために考えて欲しい大切

なこと、と書かれていたことも、もう一つの理由にな

ります。最初の章にこの一文があります。 

「どんな仕事も誰かの役に立っている。誰かにとっ

て必要なもの・ことが、社会の中で仕事として存在し

ている。助け合いでつくられるこの社会の一員にな

るため。」 

事務職員の仕事も、誰かにとって必要な仕事にな

るのだろうか…？誰にとって必要なのか？を考えま

した。 

 

もう一つ心に残った話をご紹介します。 

「自分の仕事をどうとらえる？」幸せに働くって

どういうこと？という章では、同じ仕事をしている

人に、「何をしているのですか？」と問いかけ、その

返事から、仕事に対する考え方や姿勢の違いを確認
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し、仕事をどのように捉えれば、１日の約１／３の時

間を使っている仕事の時間が幸せだと思えるのだろ

うか？という話です。 

イソップの寓話の「三人のレンガ職人」から引用さ

れたものですが、レンガ積みをしている３人の回答

は次の通りです。「何をしているのですか？」 

①は、親方にやれと言われたから、レンガを積ん

でいるんだ。 

②は、レンガを積みは大変だけど、金が良いから働

いているんだ。 

③は、レンガを積んでみんなが喜んでくれる教会

を造っているんだよ。 

と答えます。 

 

これは、誰の考えが良い悪いと言う話ではなく、仕

事をしている時間が幸せな気持ちなのは誰か？を考

えています。 

①は、レンガ積みを作業としか見ていません。 

②は、お金のためなので、この仕事でなくても良いの

で、もっと稼げる仕事があれば、この仕事を辞めて別

の仕事に変えてしまうかも知れません。 

③は、みんなを喜ばせる教会づくりに携われる喜び

や誇り、また使命感を感じます。 

本では「自分のした仕事が誰かの笑顔を作ること

ができる、そんなことを想像しながら働けるように

なりたいですね。そんな人は自分の仕事に誇り持ち

ながら働けるはずです」と書かれていました。 

これを読んで私は仕事を通し、誰の笑顔を作れるだ

ろうか？と考えました。  

そして、事務職員という仕事に誇りを持っている

か？も考えました。 

 

皆さんは、学校事務職員という仕事を通し、誰の笑

顔をつくりたいですか？ 

あなたが、学校事務職員という仕事を通して、叶え

たいことは何ですか？ 

 

私は、就学保障・修学保障を通じて、 

子どもたちが自分自身の人生を生き抜く力を高める

ために少しでも良い教育環境をつくりたい。 

…と思っています。 

 

なぜ、そう思ったのか…。 

私が出会った子ども達の話を、少ししたいと思い

ます。一人目は、親族の家で養育してもらっていた子

どもさんです。その子は、ノートや消しゴムを使い切

ったから「買って」を簡単に言えない、今では児相案

件となるような、ＤＶが激しい家庭に育っていまし
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た。とても元気でトラブルも多いお子さんだ、という

表面的な認識しかありませんでしたが、たまたま放

課後に忘れ物を取りにきた、その子どもと保護者の

関係を目の当たりにして、いつも「習字紙忘れたけん、

ください。」と毎回の様にもらいに来ていた意味が、 

分かった、ということがありました。それまで「は？

また？おうちの人に買ってもらいなさい。」と声をか

けていたのですが「はい、どうぞ」と変わりました。 

また、この子の出会いで公教育を考えるきっかけと

なりました。本当に授業に必要なものは何か？も考

えるようになりました。 

二人目です。中学３年生は、夏休み前に保護者と一

緒に三者面談があります。進路について話す期間が

７月上旬から続くのですが、その面談後からパッタ

リ学校に来れなくなった生徒さんがいました。経済

的な理由で、高校へ進学をさせられないという保護

者の話に、将来を考えられなくなり、全てに意欲を失

ってしまい不登校になりました。私は学校徴収金に

ついて考える、高校の情報を知る、何ができるのか教

員と考えるぐらいしかできませんでした。結局、先生

方が保護者と沢山対話を重ね、関係機関に相談を繰

り返し、その年度の一番最後（春休みの時期）に進学

が決まりました。先日、その生徒が約２年ぶりに担任

に会いに来てくれました。事務室で担任を待ってい

る時間に、少し会話をしました。以前は、俯き声も小

さく、正直どんな顔だったのか、あまり記憶がありま

せん。でもその日は、しっかりとした声で話し、視線

も合い、時々笑顔も出ていました。「今どんな風？」

とたずねると「今、楽しいです！」という言葉が返っ

てきて込み上げてくるものがありました。進学を諦

めさせなくて良かった。子どもに未来をつなげられ

て良かったと心から思え、とても嬉しく感じました。 

教育に必要なものを買う、将来の教育費を考える

のは保護者の責務と言われる方もいます。ですが、家

庭にそのエネルギーが無い場合は、そこに育つ子ど

も諦めるしかないのでしょうか？学校に事務職員が

いる意味は何か？何ができるのか、何をすべきか。 

それを考えるきっかけとなった子どもとの出会いで

した。 

 

三人目です。小学校に入るまで、ほぼ家庭で過ごし

ていた子どもさんです。多動で言葉をあまり話せな

い、医療機関等にかからず特別に診断も受けていな

いそんな状態での入学してきたお子さんでした。入

学後、しばらくして特別支援学級に在籍したのです

が、担任はその子の将来を考え、「他人とコミュニケ

ーションが取れるようにしたい」という想いで、コミ

ュニケーション支援補助教材の購入を希望しました。 

その当時で、１台約１０万円の備品です。管理職から

は１人／約４００人（全校児童）に１０万円は使えな

いという判断でした。（コミュニケーションが取れる

ようになるのかも分からないのに…。）保護者や担任

の想いを聞き、備品の活用予定（常時使用、カリキュ

ラムの確認）をし、管理職を説得し、購入に至りまし

た。 

卒業式では、壇上で将来の夢を大きな声で発表する

姿を見ることができました。 

1 人/４００人にスポットを当てると１０万円もの

お金をかける必要性に疑問が出ますが、その子の一

生に関わる言語獲得にスポットを当てると、１０万

円の価値が変わってきます。その子どもが言語を獲

得できたのには、先生方の熱心な指導によるもので

すが、 

事務職員である私も、ほんの一部ですが、関われたの

ではないかと嬉しくなりました。 

今。現任校では、秋の文化祭（芸術ウィーク）の合

唱コンクールを企画中です。近くのホールを借りて

合唱コンクールを行うのですが、担当者から、今年度、

ピアノ演奏者であれば誰もが憧れるスタンウェイの

                        

    

           

                      



- 8 - 

ピアノを借りて生徒たちに弾かせてみたいんだけど、

無理だよね…という相談がありました。ホール管理

者からも、中学生には分からない、意味が無いと言わ

れたこともあり悩んでいる様子でした。その相談を

受けて私は、生徒の中には、一生のうちにスタンウェ

イのピアノを、触れることがない子がいるかも知れ

ない。それならば、そのチャンスを作ってあげたい 

と思い、ピアノに詳しい人の参考意見を聞き、予算を

確保し、担当者（音楽科）とどうしたら可能になるの

かを打合せ、無事に企画を通してもらうことが出来

ました。今年度の伴奏者コンテストは、立候補者が多

く、早くも合唱コンクールに熱が入っている様子が

うかがえます。音の違いは分かる人にしか分からな

いかも知れませんが、子どもたちの「やりたい気持ち」 

を起こせたのかも知れないと、密かに思っています。 

また、本物に触れることで、好奇心や興味の何か新し

い扉が開くかも知れません。 

このように、私は就学保障・修学保障を通して、 

子どもたちが自分自身の人生を生きぬく力を高める

ために、少しでも良い教育環境をつくりたい。 と思

っています。 

 

おそらく、皆さんも学校事務職員という仕事を通し

て、叶えたい想いがあると思います。事務職員の数だ

け、それぞれに叶えたい事へのアプローチがあり、い

ろんな取組があると思われます。令和４年度の大会

では、その皆さんが叶えたいことのために何ができ

るのか、一緒に考える分科会としたいと思っていま

す。そして考えたことを、それぞれの学校で実践した

くなるような、そんなきっかけとなる大会になれば

と思っています。 

第２５回福事研大会 大会テーマ 

「あなたが学校事務職員という仕事を通して、叶

えたいことは何か？～そのために何ができるのか、

考え行動しよう～」 

令和 4年 12月 6日クローバープラザにて開催しま

す。今年度は、参集とオンラインのハイブリッド研修

を予定しています。できれば３年ぶりに、皆さんの顔

を見ながら対話ができればと思っています。詳しい

内容につきましては、９月に第一次案内、１０月に第

二次案内をお届けする予定です。ぜひ、近くの学校の

事務職員をお誘いいただき、ご参加ください。 

お待ちしています。 

では、１２月にお目にかかりましょう。 

以上で、第２５回福事研大会の大会テーマの説明を

終わります。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    

                          

                      

                    


