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平成２４年度 都公小事講演会・研究総会 

 
 平成２４年５月２４日（木）武蔵野公会堂講堂において、講演会・研究総会が開催されました。 
 講演会には、東京都教育庁人事部教職員任用担当課長 落合 真人 氏、東京都教育庁総務部人

事担当課長 山本 賢治 氏、をお招きし、「校務改善推進プラン」「学校事務の共同実施」につい

て講演していただきました。小中学校の校務改善推進プランの概要として、平成２２年度の実態調

査で明らかになった課題から、平成２３年度のモデル調査の取り組み内容及び検討体制の一例とし

て、経営支援部の設置が紹介されました。モデル校の取り組みによる副校長の業務実態の変化とし

て、学校経営支援組織の設置、経営支援機能の強化、経営専任主幹の配置、専任支援員の配置、に

より、取り組み効果が大きい業務・時間の比較が示されました。校務改善の具体的方策の視点とし

て、役割分担の明確化、業務改善、教職員の資質・能力・意欲の向上、校務改善を定着させる取り

組み、検証結果のまとめ、検討結果のまとめ、課題と今後の方向性、が示されました。学校経営支

援組織を設置する場合の標準的モデルとして、組織図、各分掌の役割（標準的モデル）、が例示され

ました。配布された資料は、モデル校での取り組みから効果があった項目を中心にまとめた内容で

あるが、専任支援職員を配置するには、各市区町村が予算・人的措置をしなければ配置できない点

も明らかになっている、事務機能の組織機構化としては、大量退職による再任用化の進行、義務制

希望者の減少、欠員補充の困難、育成職場の問題、から学校事務の共同実施が校務改善の一環とし

て示されました。平成２４年度モデル実施として、江東区（中学校）と武蔵村山市が選ばれていま

す。事務職員が所属校を留守にして拠点校に集まるという共同実施は、モデル校（地域）の取り組

み、大分県への視察等を通じ、より慎重に検証・検討される必要がある施策です。 
 
 研究総会では、次の議事が審議されました。 
 
（１）平成２３年度事業報告 
（２）平成２３年度決算報告 
（３）平成２３年度会計監査報告 
（４）平成２４年度事業計画案 
（５）平成２４年度予算案 
（６）平成２４年度役員選出案   議事運営委員     議  長      質疑応答 

 
このうち、平成２４年度事業計画案では、共同実施への取り組みについて、モデル校（地区）と

なっている江東区・武蔵村山市の代議員より現状報告・質問・意見があり、共同実施に係る都教委

の主催する会議には出席しないでほしい、という意見もありましたが、学校現場の実態とかけ離れ

た施策にならないよう学校の実情を伝え、得られた情報を提供していく旨の方針が示され、すべて

の議事は承認されました。 
 
代議員総数２９５名（過半数１４８名） 出席代議員数２１４名 表決書提出数４１名 委任状提

出数１９名 合計２７４名 本会規則８条及び議事運営細則第４条により総会成立 
 
                                   （広報部 加藤 義則） 
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－講 演－ 

「小中学校の校務改善推進プランについて」 
 

  
教育庁人事部教職員任用担当課長 

落合 真人 氏 
 

多摩教育事務所、全国都道府県教育委員会連合会事務局を経て、４月に着任いたしました。 
校務改善推進プランについて、今回説明の機会をいただき、感謝しております。 
校務改善プランを策定した経緯から。東京都教育委員会が平成１９年度に実施した「副校長・主

幹の職務等に関するアンケート」で、調査の回答や報告書の作成の業務の負担で、副校長の約９０

パーセント、主幹の約７５パーセントが「多忙感」を抱いており、学校経営に力を十分に注げない

状態である事が判明しました。 
一方、学校事務職員については、２２年１月に「学校事務職員の標準的職務について」を通知し、

都教委から区市町村教委に、小中学校事務職員の標準的な職務の区分と職務分類、具体的な職務名

等をお示ししました。通知では「学校事務職員には、各区市町村教育委員会の方針を踏まえた、校

長の経営方針に基づき、行政職としての立場から校長・副校長を補佐し円滑な学校運営のために業

務を遂行する事に加え、職員会議・運営会議・各種行事の準備への参加等、学校運営に積極的に参

画する事が求められている。」と、単なる事務作業だけでなく、学校運営への参画が求められました。 
東京都教育委員会は、これまでもＩＣＴ化計画の推進、主任教諭制度の導入等、学校を取り巻く

様々な課題に組織的に取り組む体制の構築に努めてきましたが、２２年度に学校経営の中核である

副校長を中心とした業務実態の現場調査と、校長・主幹・事務からヒヤリングを行なった結果、①

役割分担②業務改善③能力の向上④意欲の向上（会報３頁）の課題が明らかになり、解決策を「小

中学校の校務改善の方向性」としてとりまとめ、２３年２月に発表しました。 
２３年度は「小中学校の校務改善の方向性」に沿って、小中各１０校のモデル校で経営支援組織

設置を試行しました。また、今後の方策を検討するため「校務改善検討会議」を設置しました。校

務改善検討会議は、都教委、市町村教委、小中学校関係者の代表者で構成され、改善策の検討とモ

デル校の効果検証を行いました。さらに、校務改善検討会議の下に「幹事会」を設置しました。人

事部長を幹事長に、人事部関係課長、指導部課長、教職員研修センター課長、区市町村教委指導課

長、都小中校長会、都小中副校長会、都小中事務職員会の代表で構成され、様々な角度から、より

具体的な検討を行いました。それらをとりまとめて２４年３月、「小中学校の校務改善推進プラン」

を策定しました。 
 経営支援組織設置モデル校の結果検証では、「保護者・地域対応の時間が増えた」「調査に費やす

時間が減った」「人材育成等の学校経営に費やす時間が増えた」「関係職員が定期的に集まる事で意

思疎通ができた」「校舎改修や安全管理に専念できた」「副校長が児童・生徒の指導管理に関わる教

員への助言・アドバイスの時間が確保できた」等、組織設置自体の効果に加え、機能強化や経営専

任主幹・専任支援職員の配置による具体的な効果も実証されました。これらの結果を踏まえ、今後

も経営支援部設置校を増やしていきたいと考えています（会報４頁）。 
２４年１月に学校経営支援組織設置の意向調査を実施した結果、２３８校が設置の意向を示され

ました。要件を満たした学校には、一定程度の教員の時数軽減を措置しました。２３年度は募集時

期が若干遅かった事もあり、２５年度はさらに増えると予測しています。 
 今後の方向性としましては、①役割分担の明確化②業務改善③教職員の資質・能力の向上④教職

員の意欲向上⑤校務改善を定着させる取組 があります（会報５頁）。 事務職員の執行体制につい

ては、今後の大量退職によるノウハウ継承と人材育成が課題とされ、研修・育成、事務マニュアル

の共有化に加え、「事務の集約化」「事務職員の組織化」が挙げられています。これについては、こ

の後の山本課長のご講演「学校事務の共同実施について」で、詳しいお話があると思います。 
２４年度は、校務改善検討会議を推進会議へと発展させ、継続的に取り組んでまいります。「校務

改善ニュース」を発行して先進的な取り組みの情報を全教職員に周知し、来年度はさらに多くの学

校が経営支援組織設置校に応募していただけるよう、校務改善運動のさらなる喚起と定着を図り、

「学校が本来行うべき業務へのシフト」を推進いたします。小中学校事務職員の皆様のご協力を、

よろしくお願いいたします。      
 （※当日の録音をもとに、広報部で編集・再構成しました） 



- 3 - 



- 4 - 



- 5 - 



- 6 - 



- 7 - 

－講 演－ 

「学校事務の共同実施について」 

教育庁総務部人事担当課長  
山本 賢治 氏 

  
私からは、落合課長がお話しされました「校務改善」の大きな流れの中での事務職員の皆様に対

する期待と、共同実施化の検討について、 新の状況も含めてお話させていただきます。学校の業

務が多様化し、学校全体が組織的に機能しないと立ち行かない現状で、都教委は主任教諭制度によ

る若手教員の人材育成やＯＪＴの導入に取り組んできましたが、まだ道半ばです。都の「主要事務

事業」においても近年、「学校の組織化」がキーワードとなっています。「私は前職は（落合課長の）

人事部任用担当課長です。校務改善推進会議に事務局として携わりましたが、「校務改善において事

務職員は学校経営に参画し、物・予算・情報・人の経営資源に深く関与する重要なキーパーソンで

ある」が、会議に出席された教育長・校長・副校長の共通した認識で、それは個人的ではなく各々

の所属団体としての見解で、事務職員への期待の大きさを感じました。推進会議で策定された校務

改善推進プランにより、４月に経営支援組織が２３８校立ち上がりました。本日は任用管理の立場

から、データ等もお示して小中学校の事務職員の現状をご紹介したいと思います。 
まず年齢構成について。２３年度末は定年・勧奨・再任用終了により１５０名が退職しましたが、

「小中学校への異動には本人の同意が必要、強制異動は不可」と言う法的な問題が、後任補充の大

きな制約となっています。自己申告等で小中学校への異動希望を募り、今年度は再任用も含めてな

んとか補充できました。昨年度は事務職員会のご協力もいただきながら、学校見学ツアー、とちょ

うｉでの紹介、公募制人事、都庁食堂での給食等、小中学校職場のＰＲに努めましたが、今後５年

間で毎年１５０～２００名が退職し、ベテラン職員のノウハウの継承が喪失する危機的状況が予測

されます。３５歳以下の若い職員が極端に少なく、退職者の後任も学校経験が無い初心者が来ると、

ベテランの仕事の進め方が組織的に継承できません。また、小中学校の事務職員制度については「人

材育成」の課題が指摘されています。小中学校のような一人職場は、法令等の知識や幅広い視野を

持つ人材育成が困難との理由で、総務局は組織的な複数職場に優先的に新採職員を配置します。 
一方、小中学校事務職員の人事面の課題として ①個人の経験・能力の差による業務の質のバラツ

キ ②業務の効率化が図りにくい ③ＯＪＴが困難 ④組織的な人材育成が困難 も指摘されています。 
「共同実施」提案の背景としては、①全国の共同実施の状況（４６道府県中３７県で実施。全県 

実施１３県 一部実施２４県）②児童・生徒・保護者・地域対応等の学校運営環境の複雑化 ③事務

職員の年齢構成 ④業務の質等の課題の解決 が挙げられました。都教委は「学校事務職員は学校経

営を支える重要な人材」との基本的な認識を持ちつつ、昨年度末に教育長会等に「共同実施」をご

提案しました。２４年度は１区１市でモデル事業を実施します。内容や実施要項等はこれからで、

昨日、岩上会長にもご参加いただき「小中学校事務改善連絡協議会」を立ち上げたところです。 
共同実施のイメージとしましては、拠点校１校にリーダーとなる係長・課長補佐級の事務職員を 

配置します。拠点校にグルーピングした連携校の事務職員が集まり、業務の切り分け・役割分担・ 
仕事の進め方・地教委との調整等を行います。連携校には事務職員がいなくなる日に都で臨時職員

を補填します。１年間の試行後、業務の効率化等を検証し、来年度は本格実施を予定しています。

今回、都としてモデルをお示ししましたが、連携校の数等、細部は地教委で検討していただきます。 
協議会では、他県の共同実施の実態を知るため、７月に地方視察（西日本）を予定しています。 

「拠点校と連携校でどのように仕事を切り分けているのか？」「連携校で事務職員がいない間、学校

は回っているのか？校長・副校長は困っていないか？」等について、しっかりと見て参ります。 
 今後も本日のような場を生かして、都教委から積極的に情報を提供していきたいと思っています。 

２５年度からの「本格化」も試行の効果を見極めないとできません。他県の例では学校管理規則 
の改正等も必要で、時間をかけて慎重に検討し丁寧に進めて参ります。  
 都教委は、共同実施は事務職員の組織化のメリット＝若手の人材育成、キャリアアップ、ライフ

ステージの確立 があると考えていますが、皆さんのご懸念「連携校が手薄になる」「学校にいてこ

そできる業務がある」もお聞きしました。「共同実施と学校支援組織は相反する」とのご意見もあり

ますが、共同組織が経営支援機能を高めた例も他県にあり、「学校の機能を高める」と言う目的では

同じであると考えています。２５年度の本格実施はモデル地区のみで、一気に広がる訳ではありま

せん。今後とも事務職員会でご検討・ご研究いただき、忌憚の無いご意見をお願いいたします。  
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－研究総会－ 

 
会 長 挨 拶 

                 
  

会長 岩上 直人 
本日は、研究総会にご出席いただきありがとうございます。 
さて、総会前の講演会でお話があったように、昨年度は、東京都教育委員会による「小中学校の

校務改善推進プラン」が発表され、「事務職員の活用について」が、大きな話題になっていました。

今年度は、都教委に校務改善推進会議が設置され、校務改善実施に対する継続的な取り組みがなさ

れます。また、それと並行して、小中学校事務の共同実施に関する動きが出てきました。現状とし

て、義務制希望者の減少、欠員補充がさらに困難に、育成職場としての問題などがあげられていま

す。今年度、江東区と武蔵村山市でモデル事業を行なって、効果検証が行なわれます。 

昨日都庁で、その第１回目の会議が行なわれました。そこでは、（１）東京都公立小中学校事務の

共同実施の概要について （２）今年度のモデル実施の取組等について話し合われました。全国３

７府県で既に事務の共同実施が行なわれており、現状の課題を解決するための共同実施は、必要か

もしれません。しかし、私は昨日の会議で以下のような意見を申し上げました。 

 

「事務職員を学校から引き上げてセンターに配置する事は、今の学校の現状を考えると、決して学

校のためにはならないと思います。学校から引き上げる事には反対です。」 

「学校経営に事務職員も参画しろと言うのであれば、校長・副校長のサポートをする事になります

が、実際に現場にいないでサポートができるのか？無理でしょう？！」 

「例えば予算執行においても総合的な学習等、指導の進行の速度や発展の方向によって必要な教材

は変わってきます。特に年々増加している新規採用教員は、授業を進めながらでないと必要な教

材がわかりません。センターでまとめて契約すると、納品までどの位の時間がかかるのでしょう？

それらに臨機応変に対応するには、やはり事務職員が現場にいないと難しいのではないでしょう

か？」 

「先日、私の勤務する学校の学区域で自転車で通勤途中の人が刺されるという傷害事件が発生しま

した。すぐにニュースで報道されたため、保護者からの問い合わせが殺到しました。教員は集団

下校等、児童の安全確保に専念し、副校長と私が保護者対応と関係機関との連絡・調整にあたり

ました。学校の危機管理においても、事務職員は重要な役割を担っているのです。」 

 

学校という組織にとって、本当にプラスになる制度改革ならば実施も納得できますが、このよう

に東京都の学校の現状を考えると、学校現場に事務職員の存在が必要な理由はたくさんあります。

また、その学校の教育を良くするんだという事務職員自身のモチベーションや、やる気を保つため

にも、学校の職員であるという帰属性や、他の職員との一体感は必要となります。 

正規の事務職員がいなくなり、非常勤のパート職員がその職を担うとなれば、学校事務の水準は

明らかに低下するとともに、副校長の負担は確実に増加します。昨年１年間かけて、副校長の負担

をいかに軽くするかを検討した「校務改善推進プラン」と矛盾した施策になってしまいます。昨日

の会議では、「センター化して非常勤職員を置く案には賛成できません。」と申し上げました。 

いずれにしても、５０代６０代の職員が半数以上を占めているという現状を考えると、ベテラン

職員が退職して、代わりに配属される職員を効率よく育成するシステムを早期に作らないと、学校

事務の水準は低下します。緊急の課題として、学校事務職員育成の研修プランとキャリアプランを

早急に作っていただくように、昨日の会議で要望いたしました。 

この共同実施の問題については、会員の皆様の中にも、いろいろなご意見があると思います。 

ぜひ、忌憚の無いご意見をいただきたいと思います。私は、いただいたご意見を集約して、今後

の会議の中で、都教委に対して提言をしていきます。また、会議の内容については、できるだけ早

く、会員の皆様に情報提供をしていきたいと考えております。 
さまざま学校事務職員をめぐる動きはありますが、本日は、２４年度議案の審議があります。本

会の今後１年間の活動方針を決める大事な機会です。自由闊達な論議をして、ご承認いただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 
（※当日の録音をもとに、広報部で編集・再構成しました） 
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☆武蔵村山支部Ａさん  

武蔵村山市の状況についてご報告します。武蔵村山市は、小学校９校、中学校５校、小中一貫

校１校の計１５校、二学期制です。校庭の芝生化やコミュニティスクールの全校実施等、都の推

奨事業を率先して実施してきました。学校予算はフレーム予算です。事務職員が教職員の意見を

聞き、年々減額される中、市教委の指示の下で光熱水費から一般需用費まで工夫しながら執行し

てきました。事務職員会は、事務職員間の情報提供の場として、機能してきました。市費事務職

員は、正規の嘱託職員が配置され、財務等を担当しています。 
２２年１月に都教委から「学校事務職員の標準的職務について」が通知されると、市教委は３ 

月に膨大な内容の事務分掌を提示し、４月に教育長からの職務命令として各学校の校長から事務

職員に指示された経緯があります。共同実施については、３月に「モデル地区になるらしい」と

の情報がありました。５月１日に都教委と市教委の協議会がありましたが、公には非公開で、事

務職員会を通じて「今年度モデル実施、来年度本格実施」との情報を得ました。「事務職員には

仕事の切り分けと（連携校に配置する）非常勤職員の仕事について検討して欲しい」「兼務発令

については文科省と調整中」と。事務職員会は、全校長への説明を市教委に要望しましたが、校

長会等への説明は無く、該当校の校長への説明のみで、市全体としてのモデル実施ではなく、限

定的な試行という形です。標準的職務が通知された時、市教委は、都教委の通知の３倍、学校に

ある事務を全て載せたかのような膨大な職務を提示しましたが、今回も市教委は事務職員に「校

務改善をして欲しい。今までしていないようなものを期待している。」と求めているようです。 
そのような状況で、私達はどうすれば良いのかわからず、「学校にいてこその事務職員なのに、 

 学校を週に４日も空けて集まって何をするのか？そんな事は考えられない。」と戸惑っています。

しかし、辛い中でも「何某かの事を出さざるを得ない状況にある。何もしないと市教委から更な

るものが来る」という感触です。モデル地区の拠点校には事務職員が集まれるような部屋も無い

のに、市教委の姿勢は強硬です。私達は、今後も事務職員全員がこの共同実施の問題を自分たち

の事として捉えて取り組んでいきたいと思っています。 
 
☆江東支部Ｂさん   

江東区も４月にモデル地区に指定されました。事務職員会は全体説明を要望しましたが、小中

事務職員会の役員のみに都教委から説明がありました。内容は、大分県方式のセンター化の提案

で、「週４日センター勤務、１日自校勤務。グループ内の学校を兼務し、グループ内の各学校の

事務を分担制で担当する。各校に都費で非常勤職員を配置。区費職員は副校長の仕事をサポート

する。」でした。これは、大分方式と言うより、東京独自の方式だと思います。他県の共同実施

には、「学校事務（学事出版）」によれば、神奈川県綾瀬市のような月２回の例もあり、（東京の

方式は）「かけ離れた共同実施」と言わざるを得ません。 
江東区は中学校６校での試行で、小学校の試行はありません。「江東区学校事務の共同実施に

向けての検討会」には事務職員の参加は該当校のみで、小中学校の事務職員会の会長は入ってお

らず、会議の傍聴もできません。区教委は９月には拠点校へのパソコン配備の予算を確保する等、

具体的な準備を進めていく事を表明しています。 
都公小事の事業計画については、先程の岩上会長の挨拶で、立ち位置はわかりましたが、 

それが事業計画に表れておらず、「事務改善連絡協議会」への対応も含めてきちんと載せるべき

だと思います。私は、会員の意見が集約されるまで協議会への参加は留保すべきと考えますが、

留保が無理なら、今後の対応についてお示しいただきたいと思います。 
 都教委が進める共同実施は、「小中学校事務のセンター化」です。事務職員の学校行事への参

画も保証されず、学校を支援できる筈がありません。子ども貧困が増える中、就学援助事務も（学

校を離れると）事情が把握できなくなります。都は一人校には新採職員を配置しない方針ですが、

センター化されれば新採職員の配置があるのでしょうか？私はそうは思えません。センターに都

費事務職員や再任用職員を集め、各学校は非常勤職員で事足りるとするつもりではないかと思い

ます。都立学校の学校支援センターは、発足後６年が経過しましたが、庶務・経理・施設管理の

「業務支援ライン」の職員は、１００名も減員されたそうです。 
センター化では複数校の業務を担当するため、仕事面でも精神面でも過重な負担となります。 

要保護・準要保護加配は、全都で５００名欠員の状態です。今年既に現職が３人死亡しており、
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－研究総会「共同実施」についての質疑応答－ 
 
事務職員が全くいない学校が３校生じています。このような現状を都教委の講師のお二方は認識

されておられるのでしょうか？都には複数の事業所を兼務する職種は他にあるのでしょうか？       

複数の学校の職員や児童生徒の個人情報の管理も問題となります。学校で仕事をしなくなったら、

私たちはもはや学校職員ではなくセンター職員となり、学校での存在感や信頼感を失います。東

京の学校事務職員制度は崩壊に向かっていると言わざるを得ません。（都公小事としての）今後の

展望を、きちんと示していただきたいと思います。                   
  
☆江東支部Ｃさん 

小学校はモデル実施は無いとは言え、区教委から小学校事務職員会には一切説明が無く、絶交

状態となっています。区教委は、「共同実施の決定について都教委の縛りは無い。区として検討

していく。」と述べており、武蔵村山に比べると多少トーンダウンの印象があります。 
都公小事が会員の意見を集約する事は大事だと思いますが、今回の共同実施の問題に関わる事

は、会の事業計画案にある「関係諸団体との連携」の範疇を超えているのではないでしょうか？

共同実施の問題は、労働条件に関わる問題です。私は、都公小事は協議会に関わる事をやめてい

ただきたいと思います。都公小事の会長を窓口として、全都の小学校の事務職員の意見を集約す

る事に、この問題の解決が期待できるのでしょうか？このような質の問題は、任意の研究・研修

団体の会長を窓口にして整理する事ではないと思います。（都公小事の意見等を聞いて）都教委

は 終的にどのような決定をするのか？（意見は反映されるのか？参考にされるだけなのか？）

協議会の意志決定のしくみが、未だ明らかにされていません。 
 
○岩上会長  

確かに都公小事は研究・研修団体です。だからこそ、都公小事の立場として、会員に色々な情

報提を供する事も必要であると、私は会長として考えています。仮に、頭から参加しないと、「都

教委が今、どんな事を考えてどの方向に向かっているのか？」について、情報を提供できる機会

が無くなってしまいます。そうなると、現場の事務職員の声を、どうやって伝えたら良いのか？

会議の席では（非公開となっているので）私もかなり現場の実態を述べています。例えば、教材

を購入する際、本来はきちんと見積書を徴収して契約・発注すべきところ、簡略化せざるを得な

い事もある等。「（役所のように）規則どおりにやっているだけでは、学校は回りませんよ。」と。    
議論を入口で拒む事は簡単ですが、我々が議論を拒んでも、事態は動いて行きます。その結果、

我々は何も知らないで結果だけを突きつけられる事も考えられます。武蔵村山の事務職員の方々

は、共同実施試行の当事者以外は、会議にも参加できないとお聞きしています。今回、私は都公

小事の会長として、都教委から「動いている場」に呼ばれました。私は、この機会を捉えて、都

の動きを会員の皆様に情報提供する事は「必要である」と、会長として判断しました。職員団体

等の方々が反対されるお立場は、十分理解できますが、都公小事は研究・研修団体ですから、職

員団体等とはまた異なる立場で、「都教委から取れる情報は取る。」「きちんと現場の声は伝えた

い。」と、会長として考えています。 
 
☆江東支部Ｃさん 

今後も、都公小事の会長が協議会に参加するのであれば、「緩やかな研究研修団体の代表」と

して関わっていただきたいと思います。 
 
○岩上会長  

私は都教委に対して、「私は全都の小学校事務職員を代表している」とか、「私は全都の小学校

事務職員の一致した意見を述べている」とは一切言っていませんし、都教委もそのようには認識

していないと思います。   
 

☆江東支部Ｃさん 
中学校の事務職員の中には、校長を通して（地教委の）圧力を受けて会議に参加させられてい

る方もいるとも聞きます。江東区の事務職員会は、このような会議は参加するに値しないと判断

し、今後も会としては一切関わりません。 後に、「江東区のこの現状を、都公小事の会長とし 
て都教委に伝えていただきたい。」と岩上会長に要請して、質問を終わります。 
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○岩上会長（要請について）承知しました。 

 
☆三鷹支部Ｄさん 
  現在、東京都の小中学校の事務職員は、６００名近い欠員が生じており、短時間再任用職員の

方たちも掻き集めて、ようやく各校１名の基本定数を確保しているのが実態です。先ほどの山本

課長さんのお話にもありましたが、小中学校事務職員は、５０代６０代が６割、早晩いなくなり

ます。このような状況で、今後基本定数は確保できるのでしょうか？山本課長さんからは、「定

数は断固確保する」とのお言葉は無く、「非常に難しい」と。私は、今後１０年の大量退職で更

に相当数の欠員が出ると危惧します。半数近い職員が退職でいなくなる事態を乗り切る対策とし

ての共同実施なら、本末転倒です。都教委がまず為すべき事は、現在の欠員の解消です。いかに

人を確保するか？再任用職員による欠員補充が方策として破綻した今、残る方策は新規採用の復

活のみです。新採職員を一人職場に放り込み、放置して良いとは言いません。フォローの議論は

必要ですが、新規採用無しを前提とした共同実施は論外で、問題は解決しないと思います。 
私は岩上会長に、「新規採用の復活による欠員の解消」を、都教委だけでなく、都総務局、地教

委、更には文科省へも働きかけていただき、欠員の解消に全力で取り組んでいただきたいと思い

ます。一人職場では人材は本当に育たないのでしょうか？新採以来ずっと一人職場の私は、育つ

事無く立ち枯れ？（笑）一人職場でも育つ者は育つ、複数職場でも…反論したい部分もあります

が…。新規採用の復活に全力を挙げていただくよう、お願いします。 
 
○岩上会長   
  小中学校に新採職員を配置しないのは総務局の方針である事は、私も何度も聞きました。 
  都教委は「共同実施によってセンター化すれば新規採用が配当される」と言いますが、私は、

そのような形の配当ではあまり意味が無いと思います。今、大切な事は「学校にとっていちばん

良い組織とは何か？その組織を作るためには何が必要か？」です。「事務職員も『必要』の中に入

っているのではないですか？」「新規採用はどうやったら取れるのですか？」と。 
  冒頭の挨拶で申し上げましたが、私は、都公小事でキャリアプラン・研修プラン・ＯＪＴも作 

り、「都教委と共に」総務局に対して具体的に提案したいと考えています。それでも新採が配当さ 
れなかったら、「理由は何ですか？！」と言えると思うのです。都教委もぜひ、そのように動いて 
いただきたいです。 

 
☆武蔵村山支部Ａさん 

武蔵村山の事務職員は、今回の共同実施に全員反対しています。私は、今日ご参加の各地区の

皆さんにも、地教委との会議の場で「都教委の共同実施の案は学校現場を壊すものであり、学校

は良くならない。私たち学校事務職員は教職員と子どもたちのために学校に要る」と反対してい

ただきたくて、説明に来ました。武蔵村山では、私たち学校事務職員の声は、市教委や都教委に

は届きません。よろしくお願いします。 
（※当日の録音をもとに、広報部で編集・再構成しました） 
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－講演会・研究総会参加記－ 
 

校務改善推進風説考－都公小事研究総会に参加して－ 
 

三鷹市立第四小学校 小津 信子 
研究総会に先立つ講演会の題目が「校務改善推進プラン」。気にはなるけど、参加申込はどうしよ

うかな、と思っているうちに期限が過ぎ、まあ縁がなかったということで、とあきらめたところ、

当日昼近くになって他校から電話が。聞けば代議員の都合が悪くなったとのことで、お誘いがあり、

急きょ参加することに。あわてていたので代議員の変更を出さず、そのままの名で参加してしまい

ました。なので、参加者には名前がないのですが、書いてもよろしいのでしょうか？ 
校務改善推進プラン・・・経営支援部はいわゆる都立学校でいう経営企画室に似たようなものと

いう理解をしておりましたが、行政系だけでは人数が足らないので教員を含めるとのこと。主幹教

諭レベルならば大丈夫でしょうが、教諭、非常勤教員（主幹教諭以上の経験者を除く）では難しい

のではないかと思いました。並行して事務の共同実施を行う、経営支援部と事務の共同実施は並立

できると説明されたと解しましたが、共同実施の具体的なものが見えないため、どのようにして並

立させるのか今後も何度か説明していただきたいと思いました。共同実施については新人を育てる

上では有効な一手段として考えてもよい部分があるかなと思いました。昨今は他局、都立学校から

の流入も多く、義務制のしきたり（各区市で違うと思いますが）がわからず、初めは戸惑うことも

多いと思います。近くの学校の方が親切ならばその方に教えを請うことで解決すると思いますが、

やはり同じ室内にいるのと他校へ質問するのとでは…。いずれにしろ、皆にメリットがあるように

長い目で見て導入を考えるということでしたので、都立学校に対するセンター化とは違った結末に

なることを期待します。（都立のセンター化は走りながら考えている、という話を聞きましたので。） 
研究総会にて・・・出席された皆様が熱かったです。共同実施の白羽の矢が立った武蔵村山市、

江東区のお話は会場を熱くさせました。武蔵村山の現状を聞くに、事務の方は大変な状況の中過ご

されているのだな、と思いました。私なんかではとても務まらないだろうな、と。それぞれの区や

市の温度差は思った以上のものだということがよく分かりました。今回参加できてよかったと思い

ます。 
 
              研究総会に参加して 
 
                           練馬区立開進第三小学校 亀井 廣秋 

武蔵野公会堂に入った途端、「講演会・研究総会」の感想やご意見を聞かせて下さい。と言われ気

軽に応じたものの、校務改善や共同実施も含めて、その感想や意見と言われても大変難しく、仕事

に紛れて後回しにしてしまいました。これまでも、都公小事の「かいほう」や研究総会・組合の広

報誌などでも目や耳にしてきましたが、いまひとつ内容がわかりませんでした。そこで今回、教育

庁人事部教職員任用担当課長（落合真人氏）及び教育庁総務部人事担当課長（山本謙治氏）による校

務改善及び共同実施についての講演を聞くために参加しました。校務改善について、「モデル校で実

施した結果、効果があった。今後他の学校が手を上げてもらえるよう、各学校が取り組んでいる内容

や効果等を情報提供していく」との説明がありましたが、実際に効果があったかは疑問に感じました。    
練馬区でも何校かに経営支援部が設置されたようですが、副校長の職務軽減に繋がったかは疑問で、

会議が増えて大変になっただけの気もします。また、事務職員の仕事が従前と何ら変わりないと聞け

ばなおさらです。共同実施についても、これまで全国大会で度々聞いてきたことではありますが、ま

さか東京がやるとは考えもしませんでした。他府県と違い、東京の場合は学校規模も予算額も多く職

務内容も各校様々で、正規事務職員が学校を離れて週 1 回しか学校に来ないなど、想像できません。  
学校現場は生き物であり教育も子供たちにも毎日いろいろなことが生じ、事務職員に即座の対応が

求められ対応してきました。学校で働くことに生き甲斐も感じてきました。そんな中で叫ばれる共同

実施など私にとってはあり得ない話であり、このまま立ち消えになる話かと思っていました。ところ

が、都公小事の事業計画の発表があった頃から様相が変わり、武蔵村山市や江東区の事務職員の方の

切実な話を聞き、私自身の認識が変わりました。甘い考えではいけないと。まだまだ内容が不鮮明で

はっきりしない部分が多く不安がありますが、これから全都で本格的に共同実施が行われた場合に、

自分自身どういう風に対処していくかアンテナを高くし、しっかり動向を見定めていかなければなら

ないと思いました。 
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－特集１ 実況！経営支援部－ 

  
 

校務改善と経営支援 
 

昭島市立拝島第三小学校 植本 愛子 
 今年３月に都教委が策定した「小中学校の校務改善推進プラン」は、教職員がより組織的に校務

を行い、効率的な学校運営を実現することで、子どもと向き合える時間を確保し、教育の更なる充

実を目指す基本的な実施方針です。そのためには、副校長が直轄する経営支援部を設置するという

ものです。 
 本校は児童 560 名、特別支援通級児童 35 名、教職員等 45 名が在籍しています。副校長のひとつ

ひとつの業務に係わる処理件数も多く、また、教職員の４割が 20～30 歳代と経験が浅いため、市

内でも経営支援として機能する組織が特に必要な学校だと言えます。 
 本校では４月、校務分掌の中に「経営支援組織」が設置されました。在籍６年目の中堅主任教員

がリーダーとなって副校長を補佐し、副校長、主幹教諭、主任教諭、都事務、市用務主事、教員で

構成されます。まず初めに、副校長の事案決定にかかわらない職務の中から、学習図書支援員の出

勤日数報告・水道使用量の報告・下校時刻の一覧表作成・チャイムの管理などがリーダー主任教員

へ移されました。次に月１回の会議を設け、それぞれの立場で現在の校内での課題を話し合います。

事務や用務主事も入っていますので、学習指導面ではなく、子ども達が安心して生活できるような

環境整備や安全点検を中心とした内容となっています。 
まだ始まったばかりで、方向性も見えてきていませんが、「経営支援組織」が組織として機能する

事が、校務改善の第一歩です。それぞれの立場から学校全体を見回せる場があり、学校を支える事

が第一だと考えます。                         （都公小事調査部長） 
 
                 

 

－特集２ 共同実施と学校（にいる）事務職員－ 

 
 

共同実施のモデル市となって考えたこと  
 

武蔵村山市 匿名希望 Ｅさん 
私は４月当初に突然、事務の共同実施モデル地区に武蔵村山市教育委員会が希望したと聞いて驚

きました。本当と分かってから、文書の整理や職務をしながら、現場から離れた事務職員がどのよ

うにして仕事ができるか、どうなるのか、という問いが常に頭に浮かぶようになりました。教員と

の給与事務のやり取り、旅費、営繕修理、備品廃棄、施設点検業務、共済事務、扶養者認定の教員

との連絡などです。これからの予算編成や年末調整、退職事務、備品管理、産育代替え職員事務な

どです。 
隔日に交換文書が届きます。文書受付をしながら、週４日拠点校センターでは受付文書はどうな

るのか？私は受付をしながら学校に来た文書を重要度で仕分けし、回付しますが、同時に情報とし

ています。自分の担当文書は明示して戻るよう表示し、参考文書は写します。受付した段階で、仕

事の手順を考えます。そのようにしても、幅広い仕事をこなすのに苦労しています。 
 本市の予算編成はフレーム予算で光熱費から需用費まで学校で前年１２月に編成しています。給

与電算で使用するパソコンも、学校のコピー機もいままで、各学校で計画して設置していますが財

政難で統一契約になる兆しもあります。市内各校特色が色濃く反映した予算で、現場にいるから節

約や減額など事務職員の予算のさじ加減に校内が納得するのに、拠点校、センターではどうでしょ

うか。私は通年の中で、故障情報や要望、教員のつぶやきを収集してきて、短期間しかない予算時

期に集中作業をしてきたのに、現場から離れてどうやって、作成できるのだろうか。できるわけが

ないと疑問に思います。 
 共同実施についてですが、市のモデル実施校４校は業務の切り分けを命じられています。また６

月事務会で都と市の担当者から説明を聞きました。都公小事総会で聞いた内容と同じでしたが、特 
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－特集２ 共同実施と学校（にいる）事務職員－ 
 
に全国では 7、8 割程度の自治体で何らかの共同実施が行われていて、東京都は遅れていると説明 
されたことです。来年度の共同実施に向けモデル地区として協力をしてほしい、来年には本格実施 
が予定されています。４校で校長から事務職員に職務命令があり検討会の部員となっています。事

務会としても、全校 14 校の小さな市ですから、複雑な思いで説明を聞きました。部員は市の担当

者と７月から週２日、具体的な切り分け作業に入っています。事務会でも意見交換をしています。 
７月初め都の検討会で大分に視察にいきました。視察しての感想はモデル実施は難しいと感じた

そうです。大分の学校では基本学校に正規の事務職員がいるそうです。事務センターでは過疎地域

などで以前から事務職員未配置校や非常勤の事務職員がいる学校などの指導に苦慮している現状が

あるそうです。東京都が大分方式を検討しているので、てっきり都が提案している、４日拠点校１

日兼務校を大分で実際にしていると勘違いしていました。説明では都のモデルを考えてほしいと言

われていましたね。都の方針を伝えたところ、大変難しいと言われたそうです。大分は県、市の組

織を上げて数年かけてセンター方式をしています。東京都の現状はどうでしょうか。モデル市にま

る投げ状態です。市は４校の事務職員と市の担当者に振っている現状です。 
 児童の安全や先生方の教育条件整備のために事務室で執務をしてきた私たちが、業務の切り分け

に当たる、配置される非常勤職員の職務内容の検討をする、その苦悩と理不尽さは事務職員全員の

ものと思っています。また市で検討している内容は、この市でのモデルであり、部員が検討しても、

市、都の決定内容はどうなるのか、これも不明です。都が説明するモデル地区の切り分け業務で、

共同実施が行われることの実際が、１校１名の事務職員配置から組織機構化で学校には非常勤職員

の配置であれば、都の事務職員には、二重の苦しみが待ち構えていることになりそうです。センタ

ー業務では市役所でもない、学校でもない中途半端な状態で、大量で雑多な業務処理をせざるを得

ない、事務職員定数自体不明のまま、兼務校においては事務職員としての役割が激変することの苦

悩です。 
今、事務職員としての役割を否応なく考えさせられています。 
私の実際の業務の見えている部分は氷山の一角であり、職務遂行に当たっては、条例規則、手引

きなど沢山のことが分っていなければ、職務として手が出ないものばかり、また、教職員や学校関

係者、児童、地域住民の関わりが職責そのものである。勤務の結果は書類ではあるけれど、かかわ

りはもっと多くの実働がある。その実働は業務の切り分けには馴染まない、だから正規職員で資質

そのものが問われる仕事なのです。共同実施で非常勤の職員が常勤するのであれば、市の制度変更

や都までも変わらざる得ない制度の激変です。勿論事務職員が組織合理化の変革を強いられている

のです。現場を支えてきた職員の合理化の本質は安全や教育の充実の切り捨てにしかならない。無

責任体制の推進にしかならないと考えています。覚悟は都に市にあるのだろうか。きっとないでし

ょう。 
共同実施で事務職員は学校から離れれば、現場がわからず、答えを出すために現場（学校）に聞

くことになる。学校がもっと混乱するだろうと思います。今学校にいる教職員に話しても理解でき

ない、わからない事でしょう。なぜなら、いまは事務室にいてその事を普通のこととしか考えられ

ないからです。 
都教委の仕事は学校教育の推進です。学校に事務職員を置くという規則の基に私たちは働いてい

ます。用意するのが都教委の仕事のはずです。是非働いてください。 
都から大量退職で職員の配置が困難などと説明がありましたが、ぜひ新採職員を小中学校事務職

員に迎えたいものだと思っています。今ならきっと事務職員会などでも研修体制を組んで、ノウハ

ウの継承を実践で行えるのではないかなどと考えています。 
 
 
 
編集後記  

「かいほう」誌上で研究総会の質疑応答をお伝えするのは、恐らく今号が初めての事と思います。 

当日参加された皆さんは、武蔵村山と江東の仲間の悲痛な訴えが、今も耳に残っている事でしょう。 

岩上会長は、「都公小事の会長は全都の小学校事務職員の代表ではないが、意見を集約して都教委に提    

言していく」と約束しました。東京の小中学校事務職員の歴史上、 大の試練の時。かいほうが意見

集約の一助になれば、正に「広報の本懐」です。今年度も、かいほうをよろしくお願いいたします。 

                                    （広報部長 小野  明） 
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－学校事務の明日を読む－        
☆校務改善ニュース＃２（５月３１日） 
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－学校事務の明日を読む－ 
☆教育庁が小中学校の学校経営支援組織の運営状況についてのアンケート調査を実施（６月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


