
梅雨も明け，暑さも厳しくなってまいりました。

1学期もあと少しですね。頑張っていきましょう。 ＜各地区からのお便り＞

発行が遅れてしまって，申し訳ございません。 今回の原稿は，①天城町②瀬戸内町③知名町から

届きました。ありがとうございました。

①天城町事務職員会

天城町立天城小学校 松﨑 史果

こんにちは，天城町事務職員会です。

天城町は小学校４校，中学校３校，分校が２校あ

ります。平成２５年度は「学校事務の共同実施の相

互支援のあり方」を研修テーマに６名でのスタート

となりました。６名のうち新規採用者が１名，期限

＜会長あいさつ＞ 付職員が１名加わり６名中５名が３年目までと経験

犬田布中学校 加川純男 が浅い事務職員ですが，悪戦苦闘しながらもお互い

大事協総会への参加，ありがとうございました。理 助け合い，和気あいあいと頑張っております。

事会で多くの意見を出させていただき，感謝していま 今年度４月から天城町でも共同実施が本格的にス

す。会員の要望や意見を各市町村で集約していただき， タートし，月２回（10：00 ～ 16：45）支援室の天
理事会で議論できれば，効率的な運営ができると思い 城小学校で活動しています。諸手当の認定審査，給

ます。 与関係や旅費請求の相互点検，町費事務を中心に行

全員で，大事協の基本理念を目指して，いきたいと っています。また，分からないことがあったら話題

思います。 に出し合い，１つ１つ解決していくことがとても勉

＜平成２５年度 大事協役員＞ 強にもなる時間です。

本年度の役員が総会で承認されました。 その他，年に 5回の天城町事務職員研修会や，年
職 名 氏 名 勤務校 に３回の徳之島町，伊仙町との合同で実施する徳之

会 長 加川 純男 犬田布中学校 島三町事務職員研修会を計画しています。様々な研

副会長(総務) 金森 永幸 緑が丘小学校 修会を通して，情報交換をしていきたいと思ってい

副会長(研修) 藤崎 久子 伊津部小学校 ます。

書 記 本田 英子 龍北中学校 このように，共同実施や研修会を通して事務の効

会 計 盛山 喜昭 大勝小学校 率化を図りながら，教育支援へつながることを目的

監 事 奄美市住用ブロックから選出 としてこれからも６人という少ない人数ではありま

監 事 大和村ブロックから選出 すが，協力しながらよりよい天城町事務職員会をつ

☆第８次県費改善検討委員会委員 くっていきたいと思います。

江平 禅(犬田布小学校） 今後ともよろしくお願いいたします。

どうぞよろしくお願いします。

<交流会 会計報告>

報告担当：会計 盛山 喜昭

今年度も，第 1 回大島地区小・中学校事務職員研修
会終了後，交流会が開催されました。その会計報告を

いたします。御参加，ありがとうございました。

(収入）

参加費 4,000円 × 74名分 ＝ 296,000円
（会員 68名，補助 1,000円× 68名）

(支出）

料理代 2,800円 × 74名分 ＝ 207,200円
飲み物代 1,200円 × 74名分 ＝ 88,800円

計 296,000円

(収支）296,000円 － 296,000円 ＝ 0 円

大島地区公立小・中学校
事務職員協会 研修部

第４１号
2013年７月８日発行

○大事協は次のような意義のもと
設立・活動しています○

○御確認をお願いします○
＜協会設立の基本理念に則り，
更なる発展を目指して活動する。＞

①大島地区小・中学校事務職員全員参加の
「輪（わ）」を目標とする。

②本会は,地区内の緩やかな繋がり
親睦・融和・資質向上を目指す。

③大島地区内における情報交換の場とする。
④実務研修の充実を図る。



②瀬戸内町小・中学校事務職員会 ③知名町事務職員会

（文責 古仁屋中 梶木） ＜知名町事務職員会の紹介と

こんにちは。瀬戸内町事務職員会です。 今年度の研修計画について＞

平成２５年度は，１名退職１名転入により昨年度と 知名町立下平川小学校 事務職員 松山 直史

変わらず８名でのスタートとなりました。８名のうち こんにちは，知名町事務職員会です。

新規採用職員２名，期限付き職員３名となっています。 知名町は小学校５校，中学校２校が設置されてお

昨年度と比べ，ほぼメンバーが替わっていないためス り，各学校１名ずつ事務職員が配置されています。

ムーズにスタートができています。主な活動内容とし 構成は事務主幹１名，事務主査２名，事務職員４名

て，毎月行っている『瀬戸内町公立小・中学校事務職 で，３年目までの経験の浅い事務職員が半数以上を

員研修会』と毎月約２回行っている『諸手当認定事務 占めております。

に係る相互支援会』があります。また，本島地区と加 経験の浅い事務職員が多いために中堅以上の先生

計呂麻地区に分かれ合同自主検査(１００％実施)も行 方には様々な面で負担がかかってしまいますが，経

っています。 験の浅い事務職員同士で助け合い，相互に勉強をし，

『瀬戸内町公立小・中学校事務職員研修会』では，担 それでもわからないところは，経験豊富な中堅以上

当班が旅費・給与・福利厚生などの事例研修の資料を の先生方に助けていただくという流れを作り，経験

準備し，より実践的な研修会をめざして活動していま の浅い事務職員が多いながらも７校協力しながら日

す。 々の業務に励んでおります。

『認定事務に係る相互支援会』では，手当認定の相 今年度の研修計画につきましては，今年度４月よ

互審査や認定事務に関しての意見交換を主として行っ り月に２回程度，支援室業務が始まった関係で認定

ています。また，手当認定が少ない時期には『瀬戸内 研修会はなくなり，町内各学校持ち回りで実施され

町公立小・中学校事務職員研修会』と同様に各々が資 る町事務職員研修会が７回，お隣の和泊町と合同で

料を準備し研修を行っています。さらに，学校事務の 実施する両町研修会が３回，さらに鹿児島市方面へ

共同実施を見据えた研修も行っています。 の管外研修を予定しております。昨年度の管外研修

本町では今年度の秋から共同実施を行う予定です。 では出水市立西出水小学校，いちき串木野市立市来

事務主幹以上がいないため，支援(準備)室を１室で予 中学校，鹿児島市立宮小学校を視察し，特に支援室

定しております。 業務の現状について重点的に学んで参りました。

少ない人数ですが，元気よく頑張っていますのでど 今年度の知名町の研修テーマは一昨年度より引き

うぞよろしくお願いします。ぜひ瀬戸内町にも遊びに 続き「共同で行う業務の明確化と実践の手立て～学

来てください。会員一同心よりお待ちしております。 校事務の適正な事務処理及び効率化～」となってお

ります。この研修テーマは３年連続となりますが，

今年度は昨年度よりも更に深い部分まで掘り下げて

⇓ 高知山展望台からの見える古仁屋と大島海峡 研修し，共同で行うことによってより適正化，効率

化がなされるような業務とその手立てについて今ま

で以上に研究を重ね，そこで培ったものを支援室業

務に生かしていきたいと考えております。

大島郡内でも１，２を争うほどアットホームな雰

囲気の知名町事務職員会。経験の浅い事務職員でも

意見の出しやすい温かい雰囲気で今日も研修会を行

っています。

研修会会場にて



初めてのことばかりで，理解ができていない中で，

～新規採用者の声～ 何から先に進めたら良いのか，マニュアルのどこを

天城町立天城中学校 重信 彩香 見たら良いかすら分かりませんでした。そんな時に

天城中学校に新規採用職員として赴任して，２か月 長く勤めていらっしゃる事務の先生方に一つ一つ丁

がたちました。本当にあっという間だったと感じます。 寧に教えて頂き，やっと少しずつ進み始めていると

着任した当初は，仕事に一人暮らしに徳之島，何もか いった所です。

もが初めてで不安でいっぱいでした。しかし，そんな まだまだ，自分の中で何をどうしたら良いか理解

私を助けてくださったのが，先輩職員の方々でした。 が出来ていない部分が多いのですが，しっかりと内

いつも優しく声をかけてくださり，わからないことが 容を理解しないといけないと強く感じています。ま

あると，お忙しい中にもかかわらず，いつも丁寧に指 た，学校での事務職員としての立場はどういったも

導してくださいます。また，共同実施や研修会では， のなのかを考えながら，先生方と一緒に協力して学

先輩方の助言や仕事に向かう姿に勉強させていただい 校運営のサポートをしていきたいと思っています。

ています。先輩方の支えがあったからこそ，乗り越え そして，自分なりの楽しみや仕事のやり方を見つ

られた 2 か月間だったと思います。本当に感謝してい け出し，いろんな事を学び吸収して先生方や子供た

ます。 ちに細やかなサポートが出来るよう務めていきたい

また，子どもたちの学校での生き生きとした姿を見 です。

たり，話をしたりしているといつも元気をもらいます。

まだあまり子どもと関わることが出来ていませんが， 初めての学校現場 知名町立知名中学校 福満裕太

学校の活動に積極的に飛び込みながら，学校の事務職 学校事務職員として知名中学校で働き 2 ヶ月が過
員ならではのアプローチをしていけたらと考えていま ぎました。学生のときから憧れていた職業ですが，

す。 想像していたよりも大変な毎日でした。

この２か月間，たくさんの人に支えられて過ごして 特に赴任して最初は何をすればいいのか，どう処

きました。まだまだ至らない点だらけですが，日々の 理すればいいのか分からずにとても不安でした。し

感謝と初心を忘れず，子どもたちが充実した学校生活 かし，前任の先生が作ってくれたマニュアルを見た

が送れるように頑張っていきたいと思います。 り，電話で聞いたり，近くの先生に教えてもらいな

がら少しずつ仕事を覚えていくことができました。

天城町立西阿木名小中学校 田川昌子 忙しい中，自分の時間を削りながらも指導していた

学校事務職員として着任したのは三月。目の前にあ だき本当にありがたかったです。これからも何度も

る書類は初めての物ばかり。しかも小学校・中学校・ お世話になると思いますが，早く仕事を覚えて一人

分校と兼務というのもミソ。書類一枚完成させるのも 前になり，次は私が新規採用の方に教えてあげられ

一つ一つ事務マニュアルで確認したり，学校名の間違 るように頑張りたいです。

いがないかなど何度も見直したりで毎日が書類との格 今は最低限の仕事だけで精一杯で事務室に籠もり

闘でした。一人で事務仕事をしていると，分からない がちですが，これから仕事に慣れて余裕が出てきた

事が多々ありその都度近隣の先輩方に聞いたり，学校 ら学校全体に目を向け，生徒たちとももっと関われ

まで来て頂いたりと，今思えば自分の仕事でも忙しい るようにしたいです。また，大島郡の豊かな自然を

この時期に時間を裂いて指導してくださった先輩方に 満喫したいとも思っています。みなさんこれからも

は感謝しております。 よろしくお願いします。

また，事務研修会・共同実施では他の学校の事務職

員も関わり，自分だけでは不安な書類の確認や分から 久々の学校事務職員

ない事を調べたり，いろんな課題について意見を出し 知名町立田皆中学校森田美奈子

たり，私にとってはとてもありがたい「学びの場」で ４月から，田皆中学校で期限付事務職員として勤

もあります。回を重ねることに自分の自信に繋がって 務させていただいております，森田美奈子です。

いるのも確かです。 私は，数年前に学校事務の仕事をさせていただき，

まだまだ学ぶことは沢山あります。事務職員は勿論， その後，スポーツに関わる仕事をしておりました。

先生方とのコミュニケーションを図りこれからも頑張 学校事務の仕事は，久しぶりでほとんど仕事の内

っていきたいです。 容を忘れており，戸惑うことも多く，周りの先生方

に迷惑をかけてばかりおります。

期限付き事務職員として採用されて しかし，共同実施で町内の事務の先生方に細かく

瀬戸内町立薩川小学校 牧 瑠美子 教えていただいたり，優しい言葉をかけていただい

初めまして，瀬戸内町立薩川小学校事務職員の牧瑠 ているので，不安なく前向きに仕事ができておりま

美子と申します。薩川小学校の事務職員に採用されて す。まだまだ分からないことが沢山ありますが，日

早くも２カ月が経とうとしています。この２カ月は仕 々勉強して乗り越えていきたいです

事が始まって早々締切間近の提出書類作成におわれ， 今は，黙々と私自身の業務にあたっているだけな

学校行事や地域行事への参加など，慌ただしく日々が ので，知名町事務職員の一員として，他の先生方に

過ぎていきました。 も協力できるようになれたら思っております。

どうぞ，よろしくお願いいたします。


