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①新しい時代に求められる資質・能力を育む教育課程

を実現するための体制整備

②複雑化・多様化した課題を解決するための体制整備

③子どもたちと向き合う時間の確保のための体制整備

学校教育活動すべての場面において組織的な対応が求めら
れている。

「チーム学校」が求められる背景
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これまでの「何を学ぶか」ということだけでなく、

「どのように学ぶか」に加え、

「何ができるようになるか」

という育成をめざす資質・能力を重視している。

新学習指導要領のめざすもの
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①主体的に学びに向かい、必要な情報を判断し、自らの知

識を深めて個性や能力を伸ばし、人生を切り開いていく

ことができる。

②他者への思いやりをもって多様な人々と協働したりして

いくことができる。

③変化の激しい社会の中でも、試行錯誤しながら問題を解

決・発見し、新たな価値を創造できる。

２０３０年を見据えた学校教育を通じた
育てたい子どもたちの姿

H28.12.21 中央教育審議会答申 「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等
の改善及び必要な方策等について」の記述から4



①学校教育目標を踏まえた教科等横断的な視点で、その目標の

達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと

②子どもたちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等

に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る

一連のPDCAサイクルを確立すること

③教育内容と教育活動に必要な人的・物的資源を地域等の外部

資源を含めて活用しながら効果的に組み合わせること

新学習指導要領が重視する
「カリキュラム・マネジメント」
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１位 正確・迅速な事務処理能力

２位 学校事務職員としての志や責任感

３位 人事、給与、福利厚生等に関する知識

４位 勤務校での同僚や児童生徒との

コミュニケーション力

５位 予算執行に関する知識

教育委員会が現在重視する
学校事務職員の資質・能力

国立教育政策研究所「義務教育学校の学校事務職員の職務の明確化・人事・人材育成に関する調査報告書 (2015)
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１位 学校全体を見渡し問題を解決する思考力

２位 教育委員会、保護者・地域などと渉外、交渉、

連携する力

３位 事務室・共同実施組織でチームとして成果を

出す力

４位 学校教育目標や教育課程を踏まえた仕事を

追行する力

５位 危機管理に関する知識

教育委員会が今後重視する
学校事務職員の資質・能力

国立教育政策研究所「義務教育学校の学校事務職員の職務の明確化・人事・人材育成に関する調査報告書 (2015)7



これからの学校事務職員の果たす役割や
責任の重要性を踏まえた研修の実践

学校経営者の一員としての事務職員
「求められる事務職員像」 「学校事務職員の実践フロンティア」
「学校運営事務の総括者としての学校運営への参画」

学校運営事務の専門
性の高度化を図ること

学校と地域の連携・
協働を推進すること

学校経営面から校長と
ビジョンを共有すること

学校経営力の育成
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〇社会や世界と接点を持ちつつ、多様な人とのつながりを

保ちながら学ぶことのできる『社会に開かれた学校』

〇地域との人々と目標やビジョンを共有した上で、地域と

一体なって子どもたちを育む『地域とともにある学校』

〇多様な専門性を持つメンバー一人一人が主体的に考え行

動でき、リーダーがチームメンバーの主体性を信じて受

け入れ、一人一人の能力とやる気を引き出せる

『チームとしての学校』

めざすべき学校像
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〇新しい時代を切り開いていく子どもたちの豊かな育ち

を、地域とともに創造できる事務職員

〇学校経営ビジョンの達成に向けて、マネジメント力を

有し、主体的に行動できる事務職員

〇専門スキルを活かす基盤としての豊かで幅の広い教

養を持ち、社会との接点を持った事務職員

めざすべき事務職員像
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〇学校と地域との連携・協働をコントロールする

共同実施組織

〇校長（地域）の教育ビジョンを実現するために、

学校マネジメントを担う共同実施組織

〇教育委員会事務局、首長部局との連絡・調整を

担う共同実施組織

めざすべき事務組織像
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〇公務を担う責任感と使命感を持ち、職務に全力で取り組む職員

〇国際化や高度情報化などの現代情勢をふまえ、さらには、将来

を見据えた幅広い視野を持つ職員

〇社会情勢の変化を素早く察知し、的確な判断力で機敏に対応で

きる職員

〇保護者や地域と協働して学校づくりに貢献できる職員

〇学校経営を推進し、教育委員会や関係諸機関と教育行政的立場

で連携できる職員

〇仕事と家庭生活の両立ができ、心身ともに健康な職員

事務職員の行動基準
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保護者・地域満足意識 常に保護者や地域満足度の向上をめざし、保護者や地域の視点
に立ち、児童生徒の健やかな成長のために考え行動する意識

自己成長（キャリア
アップ）意識

あらゆる機会を捉えて能力向上とキャリア開発を図り、自己実
現のため成長していこうとする意識

コスト・スピード意識 常に予算を念頭に置きつつ、迅速な対応や効率的な職務遂行に
心掛け、機動的に取り組む意識

情勢（環境）への適応
意識

急激な社会変化などの情勢を常に意識し、情報収集に努めるな
ど的確に把握し、対応する意識

危機管理意識 事件・事故に対する防止策を準備するとともに危機要因を認識
し、判断・行動・対応する意識

人権意識 相手の意見や立場を尊重し、互いに認め合おうとする意識

事務職員として高めるべき意識
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公務・倫理意識 常に児童生徒や保護者のことを考え、よりよい教育活動の実現
に貢献したいという使命感、社会規範や服務規律を遵守して取
り組もうとする意識

チャレンジ精神 常に問題意識を持って課題の発見や解決に努めるとともに、何
事もやることを前提に考え、困難な業務にも前向きに挑戦する
意識

教育機関との連携 学校と学校、あるいは学校と教育委員会・関係諸機関との間で
教育行政の立場で連携する意識

保護者・地域との連携 学校と地域住民、企業、NPOなどとの間で教育行政の立場で連携
する意識

学校経営の推進 各校の教育目標や学校経営方針に沿って、よりよい教育活動を
推進するために、専門性を生かした役割を果たそうとする意識

事務職員として高めるべき意識
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（実務系）
・職務遂行能力
・専門能力

学校の目標や課題を正確に把握し、専門的な知識や技能を
活かして、担当業務を正確かつ迅速に処理する能力

（コミュニケーション系）
・保護者、地域対応力
・人間関係力

地域、保護者参加型の学校経営を展開するなかで、経営方
針や意思決定過程等を分かりやすく説明し、説得する能力
学校内外との関係者と有効で建設的なコミュニケーション
を保つために必要な均衡・交渉・調整などの能力

（政策形成系）
・政策立案能力
・問題解決能力

社会環境の変化やニーズを的確に捉え課題を発見し、効果
的な施策を企画立案・実施し、結果を評価する能力

（マネジメント系）
・経理管理力
・統率力

学校の目標を明確にし、職務を管理・統制して成果を上げ
るとともに、その評価に基づき更なる課題や目標を発見す
る職務を管理する能力
職員一人ひとりが目標を達成するために必要な能力や意欲
を引き出す人材を育成し活用する能力

事務職員に必要となるスキル・知識要素
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キャリア 役 割 職 務

事務職員

（初任・少経験者）

担当業務、職場内業
務に責任を持ち、適
切かつ自立的に遂行
する。

・校長の監督を受け、学校事務職員の標準職務
に関して、本務及び共同実施組織において、
事務に従事する。

事務主任

（ミドルリーダー）

リーダーシップを発
揮しながら職場内業
務を推進し、学校経
営ビジョンに基づい
て業務を遂行する。

・校長の監督を受け、学校事務職員の標準的職
務に関して、本務及び共同実施組織において、
事務をつかさどる。

・共同実施組織では、事務長の補佐業務を行う。
・事務職員（初任・少経験者）への指導・助言
を行う。

事務職員・事務長の役割と職務内容
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キャリア 役 割 職 務

事務長

（共同実施組織の長）

政策形成能力を持ち、
教育課程を推進し、
学校経営ビジョン実
現に貢献する。

・本務校及び共同実施組織において、校長の監
督を受け、事務職員その他教職員が行う事務
を総括し、その他の事務をつかさどる。

・共同実施組織の長として共同実施組織を総括
する。

チームリーダーとし
て、管理統率力を
持って行動する。

・本務校及び共同実施組織において、校長の監
督を受け、事務職員その他教職員が行う事務
を総括し、その他の事務をつかさどる。

・市町村内の複数の共同実施組織を総括する。
・教育委員会の指導のもと、市町村の枠に留ま
らない学校事務を総括する。

事務職員・事務長の役割と職務内容
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標準的職務内容等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(別紙２）

別表第一（第四条関係）

標準的職務内容等

　１　学校運営にかかわる職務

その他学校運営に必要とされる事項に係る指導・助言

　２　一般的な職務

区　　　　分 具　体　的　な　事　務　（　例　示　）

　学校基本調査関係事務

　文書関係事務

　関係機関等との渉外関係事務

　情報公開・個人情報保護関係事務
　
　広報関係事務

　各種照明関係事務

　就学援助費・就学奨励費関係事務

　児童生徒の学籍・転出入関係事務
　
　出欠統計の報告

　教科書・補助教材関係事務

人　　　事 　職員の異動・免許・休暇関係事務

　職員の勤務関係事務

給　　　与 　給料・諸手当・年末調整関係事務

　旅費関係事務

福利厚生

　共済組合・互助会関係事務
　
　公務災害・児童手当関係事務

財　　　務 　施設・設備の維持管理関係事務

　物品の購入・維持管理関係事務

　予算要求・編成・執行・決算関係事務

　私費会計等の計画・執行・決算関係事務

　監査関係事務

※　平成１８年９月２９日付け平１８教職第２７０号・平１８教義第８５６号県教育長通知より抜粋

　学校徴収金に関する事務

　監査に関する事務

総　　　務

学　　　務

注１　　「学校運営に関わる職務」は、事務職員が果たす役割を示したものであり、職位に応じた職務内容となる
よう各学校において適正に定めること。

　 ２　　「一般的な職務」は、主として事務職員が担当する職務を示したものであるが、校長が公務分掌を定め
る場合に、学校の事情等により事務職員以外の教職員が担当することもある。

　給与に関する事務

　旅費に関する事務

　福利厚生に関する事務

　施設・設備に関する事務

　物品に関する事務

　学校予算に関する事務

　照明に関する事務

　就学援助に関する事務

　学籍に関する事務

　教材に関する事務

　人事に関する事務

　服務に関する事務

その他学校運営に必要とされる事項

職　　　務　　　内　　　容

　調査統計に関する事務

　文書に関する事務

　渉外に関する事務

　情報の管理と提供に関する業務

項　　　　　　　　　　目 内　　　容　　　（　例　　示　）

学校運営への参画に関する事項

諸規定の制定に関する事項

事務処理全般に関する事項

企画運営等各種委員会への参画

業務運営計画の策定に関する指導・助言

校内諸規程の制定・整備に関する指導・助言

事務処理全般に係る指導・助言
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（別記）

校長 教頭 事務長

1 学校の安全管理に関すること 決裁 分担 分担

2 事務職員等の事務分掌に関すること 決裁 協議 案

3 各種行事の企画・運営に関すること 決裁 協議 協議

4 入学式及び卒業式等に関すること 決裁 協議 協議

5 修学旅行等宿泊を伴う行事に関すること 決裁 協議 協議

6 文化祭及び体育祭等に関すること 決裁 協議 協議

7
マラソン(持久走)大会、芸術鑑賞会、合唱・
球技大会及び各学年行事等に関すること

決裁 協議 協議

8 その他の学校行事の計画に関すること 決裁 協議 協議

9 防災安全計画の策定に関すること 決裁 協議 協議

10 防災安全計画の実施に関すること 決裁 協議 協議

11 避難訓練の実施計画に関すること 決裁 協議 協議

12 図書の購入計画に関すること 決裁 協議 協議

13 図書の廃棄に関すること 決裁 協議 協議

14 学校徴収金の基本方針に関すること 決裁 協議 案

15 学校徴収金の予算及び決算に関すること 決裁 協議 案

16 学校徴収金の収入及び支出に関すること 決裁 協議 管理

17 学校徴収金の執行管理及び還付に関すること 決裁 協議 管理

18
修学旅行等の実施及び卒業アルバム作成等の
業者選定、契約に関すること

決裁 協議 管理

19 学校徴収金の監査の実施に関すること 決裁 協議 案

20
所属する事務職員の教職員評価に関する指
導・助言

決裁 (分担) 分担

21 所属する事務職員の面談 決裁 (分担) 分担

22 所属する事務職員の一次評価の実施 ― ― 決裁

　事務長の設置による校内の業務分担については、設置形態を踏まえ、各市教育委員会（以下「市教
委」という。）の指導のもと、各学校で詳細を検討する必要があります。
　業務分担例は、次のとおりです。

業務分担一覧表

学校管理

諸行事

学校安全

図書館

分　　　担
No. 区　分 事　務　の　内　容

学校徴収金

教職員評価

校長 教頭 事務長

23
所属する事務職員の時間外勤務の命令に関す
ること

(決済) ― 専決

24 所属する事務職員の外出の承認に関すること (決済) ― 専決

25
職員の各種証明(身分証明、給与に係る照明及
び通勤証明）に関すること

(決済) ― 専決

26
生徒又は児童の身分証明、在学証明及び通学
証明並びに旅客運賃割引証の発行に関するこ
と

(決済) ― 専決

27 卒業者の卒業証明、成績証明に関すること (決済) ― 専決

28 職員の扶養親族の認定に関すること (決済) ― 専決

29
職員の住居の実情の確認並びに住居手当の
月額の決定及び改定に関すること

(決済) ― 専決

30
職員の通勤の実情の確認並びに通勤手当の
月額の決定及び改定に関すること

(決済) ― 専決

31
職員の単身赴任の実情の確認並びに単身赴
任手当の月額の決定及び改定に関すること

(決済) ― 専決

32
所掌事務に係る軽易又は定例的な調査、報告
等に関すること

(決済) ― 専決

33 学校運営協議会等への参画 決裁 管理 分担

34 地域人材バンクの構築・活用支援 決裁 分担 協議

35 外部講師等の連絡調整 決裁 分担 協議

36 地域協育ネットの事務支援 決裁 管理 分担

37
各地域における地域協育ネット連絡協議会等
の事務支援

決裁 管理 分担

職員の服務等

地域連携

＜用語の意味＞
　分担　・・・・　他の教職員と業務を分け、一部を受け持つこと
　案　　 ・・・・　企画し、立案すること
　協議　・・・・　話し合いに参画すること
　管理　・・・・　管理し、処理すること
　決裁　・・・・　判断し、決定すること

No. 区　　分 事　　務　　の　　内　　容
分　　　　担

業務分担一覧表

19



（管理職や教員の負担軽減）

・事務長が専決権を持つことにより、管理職による事務処理等の効率化が図られ、負担軽

減につながっている。

・事務の合理化・効率化や事務処理体制の充実が図られ、教員の事務負担軽減と、児童生

徒と向き合う時間の確保につながっている。

（事務職員の公務運営への参画、地域連携）

・学校運営への参画が進み、学校事務の標準化・効率化が推進された。

・事務長の事務支援による地域連携の強化。

（人材育成）

・事務職員の組織的・計画的育成（事務長による運営責任者の育成)。

・人材育成の仕組みを整え、単数配置による課題を解消するとともに、業務全体を適切に

執行管理できる体制を整えることができる。

（共同実施の推進）

・学校事務の共同実施を推進する上で、リーダーとしての立場を明確にすることができる。

・共同事務組織の長として事務長を配置することで、事務処理体制の効率化・適正化、事

務職員の人材育成等が図られる。

事務長の配置の効果 (例)

文科省が47都道府県教育委員会、２０政令都市委員会を対象にしたアンケート調査をもとに作成 （H30.4.1)
20



・データに基づいた学校の現状を分析できる事務職員

・自校の課題を踏まえた次なる改善策を教員とともに考えられる事務職員

・地域の実情を熟知して地域の人々と連携・協働ができる事務職員

・校長を学校経営面から補佐できる高度な専門性をもった事務職員

・学校の教育目標の趣旨（子どもたちにどのような資質や能力を身に付けさ

せるか）を正確に理解し、それを学校事務の側面から具現化できる事務職員

求められる学校事務職員とは

チームとしての学校の一員として、
「子どもたちの姿で学校のことが語れる事務職員」
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学校における働き方改革の目的

「新しい時代の教育に向けた氏族可能な学校指導・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
総合的方策について(答申）」 （H31.1.25 中央教育審議会）

〇これまでの我が国の学校教育の蓄積はSociety5.0においても有効であり、浮き
足立つこともなく充実を図る必要。これまで高い成果を挙げてきた我が国の学
校教育を維持・向上させ、持続可能なものとするには、学校の働き方改革が急
務。

〇“子供のためであればどんな長時間勤務もよしとする”という働き方の中で、
教師が疲弊していくのであれば、“子供のためにならない”。学校における働
き方改革の目的は、教師のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとと
もに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を
高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになること。

〇志ある教師の過労死等の事態は決してあってはならないものであり、そのた
めにも、学校における働き方改革の実現は必要。

〇学校における働き方改革を進めるに当たっては、地域と学校の連携・協働や
家庭との連携強化により、学校内外を通じた子供の生活の充実や活性化を図
ることが大切。
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〇教員勤務実態調査（平成28年度）においても、小・中学校教師の勤務時間は、
10年前の調査と比較しても増加。主な要因は、①若手教師の増加、②総授業時
数数の増加、③中学校における部活動指導時間の増加。

〇働き方改革の実現には、文部科学省・教育委員会・管理職等がそれぞれの権限
と責任を果たすことが不可欠。特に文部科学省には、学校と社会の連携の起
点・つなぎ役としての機能を前面に立ってた果たすことが求められる。

※特別支援学校・高等学校については、学校間の多様性などの特徴を踏まえた
支援を行うことが重要。

※私立学校・国立学校については、固有の存在意義や位置付け、適用される法
制の違いなどに配慮した支援が重要。

学校における働き方改革の実現に向けた方向性

「新しい時代の教育に向けた氏族可能な学校指導・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
総合的方策について(答申）」 （H31.1.25 中央教育審議会）23



〇勤務時間管理の徹底と上限ガイドライン

・勤務時間管理は、労働法制上、校長や服務監督権者である教育委

員会等に求められる責務。さらに今般の労働安全衛生法の改正に

よりその責務は改めて法令上明確化。

・学校現場においては、まず勤務時間管理の徹底が必要。その際、

ICTやタイムカードなどにより客観的に把握すること。

・文部科学省の作成した上限ガイドライン（月45時間、年360時

間等）の実効性を高めることが重要であり、文部科学省は、その

根拠を法令上規定するなどの工夫を図り、学校現場で確実に遵守

されるように取り組むべき。

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

「新しい時代の教育に向けた氏族可能な学校指導・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
総合的方策について(答申）」 （H31.1.25 中央教育審議会）
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〇労働安全衛生管理の必要性

・労働安全衛生法に義務付けられた労働安全衛生管理体制の整備が

求められるほか、義務の課されていない学校においても、

可能な限り法令上の義務がある学校に準じた体制の充実に努める

べき。

・特に、ストレスチェックは、全ての学校において適切に実施され

るよう、教育委員会の実態を調査し、市町村ごとに実施状況を公

表すべき。

・産業医の選任義務のない規模の学校に関しては、教育委員会とし

て産業医を選任して域内の学校の教職員の健康管理を行わせる等
の工夫により、教職員の健康の確保に努めるべき。

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

「新しい時代の教育に向けた氏族可能な学校指導・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
総合的方策について(答申）」 （H31.1.25 中央教育審議会）
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〇教職員一人一人の働き方に関する意識改革

・管理職のマネジメント能力向上や、教職員の勤務時間を意識した

働き方の浸透のため、研修の充実を図るべき。

・管理職登用等の際にも、教師や子供たちにとって重要なリソース

である時間を最も効果的に配分し、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上げられるかどうかの能力や働き方

改革への取組状況を適正に評価することが重要。

・管理職以外の教職員も含め、働き方改革の観点を踏まえて人事評

価を実施すべき。

・学校評価や教育委員会の自己点検・評価も活用すべき。

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

「新しい時代の教育に向けた氏族可能な学校指導・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
総合的方策について(答申）」 （H31.1.25 中央教育審議会）
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〇これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方

業務の明確化・適正化は、社会に対して学校を閉ざしたり、内容を問わず一律に
業務を削減したりするものではなく、社会との連携を重視・強化するもの。

学校として何を重視し、どのように時間を配分するかという考え方を明確にし、
地域や保護者に伝え、理解を得ることは求められる。

学校・教師が担う業務の明確化・適正化

基本的には学校以外が担うべき業務
学校の業務だが、

必ずしも教師が担う必要のない業務 教師の業務だが、負担軽減が可能な業務

①登下校に関する対応

②放課後から夜間などにおける見回り、
児童生徒が補導された時の対応

③学校徴収金の徴収・管理

④地域ボランティアとの連絡調整

※その業務の内容に応じて、地方
公共団体や教育委員会、保護者、
地域学校協働活動推進員や地域ボ
ランティア等が担うべき

⑤調査・統計等への回答等
（事務職員等）
⑥児童生徒の休み時間における対応
（輪番、地域ボランティア等）
⑦校内清掃
（輪番、地域ボランティア等）
⑧部活動（部活動指導員等）

部活動の設置・運営は法令上の義
務ではないが、ほとんどの中学・高
校で設置。多くの教師が顧問を担わ
ざる得ない実態

⑨給食時の対応
（学級担任と栄養教諭との連携等）
⑩授業準備
（補助的業務へのｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌの参画等）
⑪学習評価や事務処理
（補助的業務へのｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌの参画等）
⑫学校行事の準備・運営
（事務職員等との連携、一部外部委託等）
⑬進路指導
（事務職員や外部人材との連携・協力等）
⑭支援が必要な児童生徒、家庭への対応
（専門スタッフとの連携・協力等）

「新しい時代の教育に向けた氏族可能な学校指導・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
総合的方策について(答申）」 （H31.1.25 中央教育審議会）
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〇 業務の役割分担・適正化を着実に実行するための方策

学校・教職員が担う業務の明確化・適正化

文部科学省 教育委員会等 各学校

・学校における働き方改革の趣旨等をわ
かりやすくまとめた明確で力強いメッ
セージの発出

・関係機関や社会全体に対して何が学校
や教師の役割か明確にメッセージを発
出するなど、社会と学校との連携の起
点・つなぎ役としての役割を前面に
立って果たすことを徹底

・業務改善状況調査を見直し、在校等時
間の可視化などを把握の上、市町村別
に公表

・今後学校に新たな業務を付加するよう
な制度改正等の際にはスクラップ・ア
ンド・ビルドの原則を徹底

・業務の役割分担・適正化を実施するた
めの条件整備

・業務改善方針の策定及びフォロー
アップ、ICTの活用促進等の取組を学
校や地域の実情に応じて推進

・学校や地域で発生した業務について、
仕分けを実施し、他の主体に対応の
要請、教師以外の担い手の確保、ス
クラップ・アンド・ビルドによる負
担軽減

・学校が保護者や地域住民と教育目標
を共有し、理解・協力を得ながら、
学校運営を行える体制の構築

等

・教職員間で削減する業務を洗い出す
機会を設定

・校長は、校内の分担を見直すととも
に、自らの権限と責任で学校の伝統
として続けているが、必ずしも適切
といえない又は未来は家庭や地域社
会かが担うべき業務を大胆に削減

(例)
夏休み期間のプール指導、勝利至上
主義の早朝練習の指導、内発的な研
究意欲がない形式的な研究指定校と
しての業務、運動会等の過剰な準備

等

「新しい時代の教育に向けた氏族可能な学校指導・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
総合的方策について(答申）」 （H31.1.25 中央教育審議会）
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業務量の削減は、今後考えにくい。むしろ増えていく。

・キーワードは
事務室の内部 ： 『仕事の納得感』 （何故するのか？）

『事務仕分け・見直し』 （本当に必要か？）

『段取り』 （見通しを持とう）

事務の外部 ： 『連携』 （教職員、保護者、地域）

『役割分担見直し』 （引き取れる仕事は？）

学校全体 ： 『優先順位付け』 （先ず、するべきことは何？）

（教職員も） 『スケジューリング』 （仕事を配置しよう）

『他者との仕事の調整』 （会議は効果的に）

対応のキーワード
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取り巻く現状についての認識が職場で共有されているか？

→アクションは、課題認識がしっかり共有されていないと進みません。

また、一人ひとりが自覚し、主体的に動かなければ変化をつくるこ

とは困難です。

まずは実態を把握しましょう
●どんな業務に時間がかかっていますか？

●手戻り、曖昧な方針になっていると感じたことはありますか？

●前から実施している方法だが、意義がよくわからないと感じてい

る業務はありますか？

●仕事の優先順位付け、仕事のスケジューリングなどは問題ないで

すか？

●データ保存、作業ファイルなどで工夫の余地はないですか？

とっかかり
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まずは実態を把握しましょう

●会議が長い、多いと感じたことはありませんか？

●誰かに何かを頼もうとしたとき、すぐに頼める状況を作っています

か？

●仕事をしている最中に、話しかけられて仕事を中断した経験は

多いですか？

●メールなどうまく活用していますか？

●配布物や掲示物は常に新鮮な状態ですか？

●整理整頓はできていますか？どこに何があるか、すぐ発見できま

すか？

とっかかり
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まずは、日常の業務の効率化を一つ考えて、実行してみましょう。

プラスワン運動
そして、学校経営とは何かをもっと知り、参画していけるよう、管理
職（事務長）は研修や話し合い、意見を言うトレーニングなどにも時
間を配分するようにしましょう。

とっかかり
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コーディネーターとしての事務職員

をめざして

客観的な見方、事務等手続き・目的を熟知しているからこその、
教職員のとまどいを減らし、ミスを防止する改善策の提案ができ
る存在である。

事務職員ならではの専門性を生かした学校運営の参画を・・・

さいごに・・・
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・「求められる学校事務職員像と研修のあり方」

（独立行政法人教員研修センター 理事 髙口 努）

・「学校事務職員の研修プログラム及びテキスト開発」概要

（文部科学省委託事業）

・「学校の組織運営体制の在り方に関する参考資料～事務職員関係～」

（H30.4.25 学校における働き方改革特別部会資料２）

・「学校事務職員の学校参画による学校の総合力の向上に向けて

～事務職員・教員連携協力校連絡会議 研究報告～

（H25.3月 山口県教育委員会事務職員・教員連携協力校連絡会議）

・平成30年度第2回学校マネジメントフォーラム（東京会場）

学校における働き方改革と事務職員の役割・期待

（H30.12.4 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 主席研究員 善積康子)
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