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初夏の暑さを感じる日が多くなりました。晴れた日の青空は、もう夏色ですね！
さて、第２号の会報わかたけをお届けします。今号では、支部長の紹介、
春季研修会・全国大会の案内、県事研ＰＲを載せています。春季研修会は
定期総会も行われる大事な会ですので、ぜひご参加ください。

平成 28 年度 支部長の紹介
支部名
安芸

支部長名

所属校

〒

学校所在地

Tel

Fax

個人氏名のため、会員用にのみ記載しています。
安芸支部の取りまとめ担当者として 1 年間お世話になります。
どうぞよろしくお願いします。

※新役員として信任していただいた総務部副部長さんは都合により退任することになりましたので、お知
らせします。

平成 27 年度末 退職者（再任用事務職員）の紹介（3 名）
パワフルで頼もしい存在の先輩方です！今後ともどうぞよろしくお願いします。
＜高吾支部＞
＜幡多支部＞

個人氏名のため、会員用にのみ記載しています。

「平成 28 年度 高知県公立小中学校等事務春季研修会」のご案内
＜期日＞ 平成 28 年６月３日（金）
＜会場＞ 高知会館 ２F

白鳳

＜内容＞ ９：00～９：20 受付
９：20～９：30 開会
９：30～10：10 実務研修
講師：公立学校共済組合高知支部
「もっと詳しくお聞きしたい」との要望を受け、冬季研修会での質問事項を中心
に説明していただきます。会報第 1 号でもお知らせしましたが『福利厚生に関する
実務研修資料（平成 27 年度 冬季研修会にて配付）
』をご持参ください。

10：10～10：20 休憩
10：20～11：50 研修報告
「平成 27 年度学校組織マネジメント指導者養成研修
～小中学校事務職員～」
約１週間の充実した研修内容をギュッと凝縮して、参加されたお二人から報告をい
ただきます。今年はどのような内容の報告が聞けるでしょうか。お楽しみに！

11：50～13：00 昼食
13：00～14：30 講演「チーム学校を実現するために」
講師：国立大学法人兵庫教育大学 先導研究推進機構
教育政策トップリーダー養成カリキュラム研究開発室
教授（兼）室長
中教審答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」や高知県
が策定した高知県教育振興基本計画に示されている「チーム学校」を実現するため
に、事務職員としてどのように学校経営に関わっていけばいいかを考えていきます。

14：30～15：00 給与について
講師：高知県教育委員会事務局

教職員・福利課

扶養親族の認定・除外における事実発生日の考え方など、皆さんから寄せられた
質問事項をもとに、諸手当の届出及び認定事務処理にあたっての留意事項を担当者
から直接説明していただきます。

15：00～15：10
15：10～15：40
15：40～16：40
16：40～16：50

休憩
支部研究報告
平成 28 年度 研究内容について（定期総会）
閉会

☆『定期総会議案書』及び『福利厚生に関する実務研修資料（平成 27 年度 冬季研修会で配付）
』の
データを、メールで各支部（支部長）へ配信していますのでご持参ください。メールが届いていな
い場合には、支部長へお問い合わせください。
☆当日欠席される方は「委任状」の提出を忘れずにお願いします。また、当日配付資料及び研究集録
わか竹の持ち帰りをあらかじめ近隣の方にお願いしておいてください。
☆「受付名簿」は参加が◎、資料の持ち帰りが○となっていますのでお間違えのないようにお願いし
ます。また、会費納入の確認をしていただけるように欄を設けています。納入が済みましたら、ご
自分で○の記入をお願いします。
☆先日メールでもお知らせしましたが、熊本地震で被災された支部や会員を支援するため、受付に「救
援募金箱」を設置させていただきます。皆様からお預かりしました救援募金は、高知県公立学校事
務研究会から全国公立小中学校事務職員研究会へ送金させていただきます。ご協力よろしくお願い
します。
☆臨時的任用職員の方の受付は、支部とは別にありますので、ご注意ください。また臨時的任用職員
で希望される方には第 47 集 研究集録「わか竹」を 1,000 円で販売します。
☆会費の集金について（お願い）
総会の予算決定後、集金させていただくのが本来の手順となりますが、集金の機会が少ないことも
あり、総会前ですが研修会当日の朝の受付時間から、会費（6,500 円）を集金させていただきます。
ご理解ご協力をよろしくお願いします。また、当日欠席される方は、指定口座（議案書最終頁に記
載しています）にお振込いただくか、どなたか頼める方に会費を預けていただけるとありがたいで
す。皆さんのご協力をよろしくお願いします。
☆空調に関しましては快適な状態を心がけるようにしていますが、会場設備の都合上、場所によって
は温度差ができてしまいます。高知会館は会場の窓を開けることができませんので、衣服の脱ぎ着
などで調整をお願いします。
☆高知会館内では、お弁当等を持ち込んでの食事はできません。また、
お昼の休憩時間中は会場を施錠しますので、貴重品など必要な物は持っ
て出るようお願いします。

懇親会に参加してみませんか？
春季研修会終了後、
「懇親会（18：00～ 高知会館 5,000 円）」を行います。
支部を超えて、県内の事務職員が集まる懇親会です。参加して、つながりを広げて
みませんか？
退職者の方も出席されますので、ぜひお誘い合わせのうえご参加ください。
当日参加も受け付けております。
※「福利高知Ｖｏｌ．112」に入っていた高知会館のお食事券も使えます！

「平成 28 年度 高知県公立小中学校等事務夏季学習会」のご案内
＜期日＞ 平成 28 年８月 25 日（木）
＜会場＞ 高知会館

２F 白鳳

＜内容＞ ９：00～９：30 受付
９：30～９：40 開会
９：40～11：50 「幡多財務博 ～はたっぴーれぽーと～」
担当：幡多支部
11：50～13：00 昼食
13：00～16：00 講演「コミュニケーションは、技術だ！だから練習しましょうか～」
講師：ＲＫＣ高知放送局アナウンサー
16：00～16：30 四国大会分科会報告
学校事務で繋ぐ
「チーム学校」～ 組織・役割 ～ 再構築へ
16：30～16：35 閉会

「第 21 回 四国地区公立小中学校事務研究大会(愛媛大会)」のご案内
〇大会テーマ『学校力を高める学校事務の在り方』
―
〇期 日
〇会 場
〇日 程

あ

す

さあ踏み出そう！ 未来のために今できること ―

平成 28 年８月 17 日（水）～平成 28 年８月 18 日（木)
ひめぎんホール（松山市道後町２－５－１ ☎089-923-5111）

※大会の詳細等は、近日中に届く要項でご確認ください。

「第 48 回全国公立小中学校事務研究大会（山形大会）
」のご案内
○大会テーマ「自律的な学校経営と学校のガバナンス改革」
～

つなごう！「連携・協働」でひらく学校の未来

○期

日

平成 28 年８月３日（水）～８月５日（金）

○会

場

山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）

○参加費
○日

～

１F 集会展示場

他

5,000 円

程

参加申込の受付が始ま
っています。誘い合っ
て参加して、たくさん
の刺激を受けてみませ
んか？

○申込期日 平成 28 年５月 16 日（月）～６月 15 日（水）

申込方法（全国大会 Web ページ

http://jump2016.yjimu.jp/）

・大会要項をご覧になって、各自で全国大会ホームページの申込から Web 申込みをしてくださ
い。
・Web 申込みできない環境にある場合のみ、
「FAX 専用大会参加申込書」を使ってお申し込みく
ださい。
・FAX による申込みの場合は、分科会の受付処理が受付期間終了日以降に行われるため、ご希
望の分科会に参加できない場合もあります。
・希望の分科会に定員を上回る参加申込みがあった場合は、本部研究分科会への参加となりま
す。
・受付期間終了後の参加受付は、大会当日の受付のみとなります。当日受付は山形国際交流プ
ラザのみで行います。

新年度が始まり、落ち着く暇もないまま走り続けてきた方も多いのではな
いでしょうか？
新しく学校事務の仕事に就いた皆さんは、慣れない環境で頑張っているこ
とと思います。
さて、今号の紹介にもありますが、来月には「春季研修会」があります。
私たち総務部は、こういった研修会に向けての役員会の会場の手配から始
まり、研修会当日の司会や設営等の運営、講師依頼や関係団体への連絡等を
行っています。この会報も総務部が作成し、情報発信をしています。私たち
も一人の会員で参加者の立場でもありますが、協力し合い一人ひとりが役割
を持ちながら研修会を作り上げていきます。
私は採用２年目から総務部に入りました。年齢の近い先輩方に相談もでき、
助けていただきながら、役員活動を通して学校に役立つノウハウを教えてい
ただきました。今年度も５名の新入部員を迎え、日々和気あいあいと活動を
しています。興味のある方はいつでもご連絡ください。
～ 連絡先はこちらです ～
（お近くの総務部員まで）

今年度から総務部でお世話になっています。採用から通算 7 年目となりました。須崎で採用されたころの「メ
ガネ三兄弟」の呼び名が懐かしいです。今年度で小学校 2 年目となりますが、同じ学校で 2 年目を迎えるのは
初めてです。ドキドキします！ 総務部や支部、当然学校での職務もまっとうできるよう、仕事の
進め方やスケジュール管理に一層気をつけ、パワーアップしていけたらと思います！よろしくお願
いします。
総務部

★☆★今回の担当は

でした★☆★

