
今年度も残りわずかですね。

年度末でお忙しいでしょうが，ご無

理をなされないでお仕事に励まれてく

ださい。 ①徳之島町事務職員会

徳之島町立井之川中学校 原田 雅子

＜第３回理事会・執行部会の報告＞ こんにちは，徳之島町事務職員会です。

平成２８年度は「学校事務の効率化・標準化」を

２月 17 日に平成 28 年度第３回理事会が開催されま 研修テーマに，小学校８校，中学校６校の事務職員

した。 １０名で活動しています。年６回計画されている研

今年度の活動経過報告，本年度会計決算見込報告， 修会では，共同実施に関する報告や，事例報告等を

第３回県事協評議員会報告，今後の活動計画，来年度 通して，活発な意見交換を行っています。

役員体制について，及び来年度予算概案等についての 徳之島町の支援室は北ブロック支援準備室と南ブ

協議をしました。 ロック支援室に分かれ，月２回程度活動しています。

予算について，来年度は弘済会からの研究助成金が 諸手当認定事務審査，給与・旅費事務審査，広報誌

一人あたり 1,000円減るので収入減となります。また， の作成の他，年末調整や就学援助事務等，時期によ

支出面では，県事協マニュアルが全面刷新となり，例 る事務処理の相互点検や受給権調査も行っており，

年よりマニュアル代が増額となります。第２回理事会 新採支援の場にもなっています。

で，地区活動費を予算に応じた額支給するという了承 今年度は２８年１２月１５～１６日に，南北ブロ

を得ておりますので，来年度の地区活動費は，15,000 ック合同で霧島市・曽於市・地方公務員災害補償基

～ 17,000円となる見込みです。 金鹿児島支部への管外研修視察も実施しました。

新年度を迎えるにあたって，理事が変わる市町村に これからもメンバー全員協力して頑張りたいと思

つきましては，旧理事と新理事で次年度への引継ぎを いますので，皆様どうぞよろしくお願いいたします。

きちんとしておいてください。

【新理事の方へ】

① 町・村・ブロック事務職員会組織表と共同実施

計画表を４月 21日(金)までに書記へメールしてく
ださい。

② 来年度６月発行の大事協だより 57号の原稿提出
市町村は，和泊町・宇検村・奄美市東部ブロック

・奄美市西部ブロックとなっております。編集担

当の徳之島町への〆切を６月 14日に設定してあり
ます。市町村としての原稿と新規採用者への原稿

の準備をお願いします。

国分第 2支援室のみなさんと

曽於市事務職員会のみなさんと

大島地区公立小・中学校
事務職員協会 研修部

第５６号
2017年 2月 24日発行

＜訃報＞

謹んで訃報をお知らせいたします。
龍郷町立龍瀬小学校の上崎 暁人先生が２月

11日にご逝去されました。
心からご冥福をお祈り申し上げます。



②喜界町ブロック さて，与論町事務支援室は今年度１名の異動があり，

喜界町立喜界小学校 西木場 真一 ４名での定例会を月に２回，与論中学校で行っていま

す。主な活動内容は，諸手当認定事務・旅費の相互点

こんにちは，喜界町立小中学校事務職員会です。私 検・消耗品の共同購入・質疑や協議です。また，各時

たちは，３名という少ない人数で，事務職員研修会と 期に年末調整等の相互点検も行っています。与論町は

事務支援室を運営しています。喜界町立小中学校事務 ４名中３名が経験５年未満ということもあり，相互点

職員研修会は年に６回開催しており，町費事務の事務 検等を行う事によって，若手職員の勉強の場にもなっ

改善を中心に研修に取り組んでいます。具体的には， ています。また，町の教育委員会の方と協力し，３年

就学援助事務の支給方法や，学校給食費の徴収方法に 前から毎年１回，合同で各学校施設の安全点検を行っ

関する事務改善について，情報収集や徴収に関する制 ています。教育委員会の方と点検することで，各学校

度・運用上の課題等を検討するため，町教委やその他 施設の実態を把握し，予算化，修繕を早い段階でして

関係者と協議を重ねているところです。 いただいています。

与論は４名という少人数ではありますが，各関係機

関との連携を密にし，学校の為に出来ることを考えな

がら活動しています。今後も頑張っていきますのでよ

ろしくお願いします。

事務研の様子（喜界町役場会議室）

支援室や研修会に対する理解が得られている！？た

めか，町教委との連携や情報共有が円滑であり，教育

行政上の問題点（町費事務手続き等）の改善等を推進

する上で非常に協力的なところです。 ④奄美市住用地区学校事務支援室

ところで，喜界町は平成２４年度に小中学校の再編 奄美市立住用小学校 金森 永光

がありました。（１中２小の３校に再編。）再編後も，

再編前の事務手続きが現状のまま残っているものが多 こんにちは。住用地区学校事務支援室です。

く，事務手続きの見直しにより効率化できる要素が多 奄美市住用町は，マングローブの群生地が広がって

く含まれている状況です。「まずはできるところから！」 おり，「たんかん」の果樹栽培が盛んです。また，周

と，少しずつ３名で力を合わせて事務改善に取り組ん りを迫りくる山々に囲まれ，海と山の距離感がとても

でいきたいと考えています。 近い地形です。住用中学校の裏山にはヘゴの隣に杉の

木が生えており，ちょっと珍しい生態も確認できます。

住用地区学校事務支援室は，住用小学校，住用中学

校，市小・中学校，東城小・中学校の４校・４名で支

援室業務を行っています。再任用者から若年者まで幅

③与論町小中学校事務支援室 広い年齢層で構成されています。今年度は，新しく２

与論町立那間小学校 永田 篤教 名を迎えスタートしました。

支援室は基本，月２回の実施ですが，４月は年度

南の島からこんにちは。与論町事務支援室です。 当初の認定件数の増加に対応して３回実施しました。

与論島は奄美群島の最 ４名での業務ということもあり，多くのことへ取り

南端に浮かぶ島です。珊 組む余裕を持てないのが実際ですが，諸手当認定事務

瑚礁が隆起してできたこ を始め，自主検査へ事務支援室として関わるなど，各

の島は，「エンゼルフィッ 学校事務職員への相互支援を取り組んでいます。また，

シュの形」と例えられて 学期１回発行の支援室だより「マングローブ」を通し

います。島の周囲は，紺 て，お願いやお役立ち情報，大島に関わる雑学雑談や

碧の海と珊瑚礁，白い砂 コラム等，職員への発信を行っています。

浜で彩られ，その美しさは「東洋の真珠」とも絶賛さ

れています。特に，条件が揃わないと出現しない幻の

浜「百合ヶ浜」は一生に一度は訪れた方が良いところ

です。



徳之島町立母間小学校 住 亜梨沙

各校職員から「マングローブ」への反応が返ってくる

こともあり，今後も続けていきたいところです。昨年 ４月に期限付き職員として採用されてから１年が

度同様，執務室の清掃も行っています。今年度の管外 経とうとしていますが，振り返ってみるとあっとい

研修では，奄美市笠利地区支援室と合同で３カ所（１ う間でした。

支援室と２校）への学校訪問をさせて頂き，とても貴 ４月当初はわからないことばかりで何もできず不

重な経験と刺激を受けることができました。 安でした。そんな中でお忙しいにもかかわらず，学

４名と少ない人数ですが，今後ともよろしくお願い 校まで来ていただいて分からないところを教えてい

いたします。 ただいたり，電話で対応をしていただいたりと近隣

の先生をはじめ，支援室の先生方には感謝の気持ち

でいっぱいです。業務をこなしていく中で，分から

ないことやミスなどご迷惑をおかけしている部分も

あるので，もっと頑張らなければと思うばかりです。

学校では，地域行事などに参加することで子ども

たちと接する機会も増え，その明るさと素直さから

元気をもらっています。

まだまだ分からないことがありますが，周りの先

生方にご指導をいただきながら頑張っていきたいと

思います。

～平成28年度新規採用者より～

徳之島町立東天城中学校 岩越 智生

新規採用職員として，今年徳之島町の東天城中学校

に赴任して参りました，岩越智生と申します。

気がつけば赴任してから半年が経過しました。４月

当初は分からないことだらけで，１つ１つ終わらせて

いくだけで精一杯でした。その際，１日に何度も指導

してくださったり，勤務時間外の電話にも快く対応し

てくれた事務の先生方や，相談等に乗っていただいた

りした学校の先生方には本当にお世話になりました。

学校現場では子どもたちが窓から顔を出していろい

ろと話しかけてくれました。また，書類整理や会計管

理などといった仕事の大変さが骨身に染みて分かりま

した。仕事以外では，部活動で顧問の先生の代わりに

女子バレー部を監督しながら，生徒とコミュニケーシ

ョンをとったりして，とても楽しく過ごせました。

まだまだ初歩的なミスが多く周りの先生方にご迷惑

をおかけしていますが，少しずつ知識を学んでいくと 前号でも愛犬を掲載させていただきましたが，か

共に社会人としての礼儀等を覚えていければと思って わいい動物で癒されてもらおうという名目で（正直

います。来年は今年あったミスをしないように心がけ なところスペースを埋め

ていきたいです。これからもお世話になることがある るためですが f ＾＾；），
と思いますが，精一杯がんばっていきますのでよろし 実家で飼っている愛犬ア

くお願いします。 ムちゃん（♂）を今後も

載せていこうと思いま

す。犬種チワワ。確か９

才です。

大体ゴロゴロ寝ている

か，人の食べ物を狙いに

ギラギラしているかなので，このようにかわいいシ

ョットはレアです。

今年度事務職員として採用された８名の先生
方，一年間お疲れ様でした。原稿もありがとう
ございました。
事務職は学校に基本的に一人しか配置されて

いないため，悩みや不安を抱えることもあった
と思います。そんなとき，私自身も初任地の同
市の事務の先生方のおかげで乗り切ることがで
きました。
大事協の基本理念にもある事務職員同士の「輪

（わ）＝会」を今後も深めていきましょう。

困ったときの愛犬頼みの
コーナー



～定年退職を迎える先生より～

定年退職します

名瀬中学校 川田 和夫

私が学校事務職員になって早３６年が経ち，本年３

月末には，定年退職します。今まで，各学校の良き伝

統を守りながら，子どもや教職員のサポーターとして

私なりに尽力してきました。少し振り返りながら，こ

の間の思い出をご紹介したいと思います。

昭和５６年，事務職員として採用され，与論町の那

間小学校に赴任しました。奄美出身ですが与論町のこ

とを全く知らず，与論献奉など一から教えていただき

ました。学校事務も与論中・与論小学校にいらした先

輩事務職員に指導していただきながら，どうにか仕事

を進めることができました。２年後には新採を指導す

る立場になり大変でした。ある年の８月，台風で２人

の事務職員が島に帰れず，新採と私で４校分の給与事

務を処理した記憶があります。仕事は覚えることが多

く大変でしたが，島内の事務職員はみな若く，交流が

あり，楽しく充実した４年間でした。

２校目から出身である大島本島に戻り，笠利中学校

（体育館建築）８年，田検小学校（校舎建築）７年，

宇宿小学校（校舎建築）７年，押角小中学校（伊子茂

小中学校兼務；古仁屋から加計呂麻島へ船で通勤）３

年，最後に名瀬中学校で７年でした。 ↑ 龍郷町秋名のヒカンザクラ並木。１月～２月頃

昔は，県費の給与・旅費をはじめ市町村費全て手書 にとてもきれいに咲きます。この画像ではわかり

き処理だったので，文字が汚い私には苦痛でした。那 ませんが，濃いピンクの花びらの隣に色づきの薄

間小で購入した高い電卓を押角小中まで使いました。 い花びらの木があったり，そのコントラストが美

田検小赴任時にワープロ（表計算とねらい打ち印刷機 しいです。

能のある）を購入し，給与処理用にロータス（パソコ

ンの表計算ソフト）も勉強しました。宇宿小で必要（校 ← 上のヒカンザクラのある県道

舎建築落成記念事業のため）に迫られ，パソコンを覚 81 号線をそのまま北へ行くと，
えたのが，どうにか使えるようになり，現在に至って 名前を忘れましたが，夏場には

います。 某農園のマンゴーかき氷がとて

学校事務的変化は，昔はあった３月の期末勤勉手当 も美味です。パッションかき氷

がなくなり，現金支給の給与が口座振込（平成１０年 もありますよ。

度）になり，大島教育事務局（現在は大島教育事務所）

総務課に提出だけだった諸手当認定も，各学校長に委 以上，隣の校区（龍北中・秋名小）の，もっと言

任という形（平成１９年度）で，事務職員の責任が重 えば隣の市町村（龍郷町）のオススメスポット紹介

くなりました。給与その他控除システム（平成２５年 でした♪

度），給与データ収集・配信システム（平成２６年度），

学校事務の共同実施が導入されました。学校事務の基

本（中身）は変わらないが，パソコンを使うなど方法 ＊ 今回，伊仙町が原稿集約・編集をしてくださり

やシステムがどんどん変化していて，年配の私は対応 ました。また，徳之島町・喜界町・与論町・奄美

するのが大変でした。 市住用ブロックから原稿をいただきました。あり

こうして無事に定年をむかえられたのは，もちろん がとうございました。

私一人でできたことではありません。今まで出会った ＊ 来年度も大事協だよりの作成にご協力よろしく

各学校の教職員の理解と協力を得て，また，事務職員 お願いいたします。原稿提出時期もかわるので，

の先輩や後輩にも恵まれ，スムーズな事務処理ができ 支援室だよりをぜひいただけたらありがたいで

たおかげだと思っています。そんな私と関わってくだ す。

さった皆さんに感謝しています。ありがとうございま ＊ 春の訪れと共に，皆様

した。たぶんこれからもお世話になると思いますが， の上にも幸せが訪れます

その時はよろしくお願いします。 ようお祈りいたしており

ます。

川田先生，この度は定
年退職おめでとうござい
ます。
長年のお勤めお疲れ様

でした。大事協の会長も
２年間務めていただきま
した。
今後のご活躍とご健勝

をお祈り致します。




