
岡山県小中教研学校事務部会　研究のあゆみ
○第40回大会

日時
場所 ライフパーク倉敷
大会概要

研究発表
研究部発表「カイゼンから学校力向上へ　～事例分析から見えてくるもの～」

講演
「『次世代の学校づくり』と学校事務職員の在り方」

鳴門教育大学教職大学院　教授　久我　直人　氏
紙上発表

令和元年度教職員等中央研修（第1回・第2回事務職員研修）参加報告
岡山市立南輝小学校　山口　佳子　副主査
倉敷市立中庄小学校　赤澤　麻衣子　事務主幹
総社市立総社中学校　宮本　淑江　事務主幹
鏡野町立鏡野中学校　野村　和美　事務主幹

（第51回全国公立小中学校事務研究大会は岡山県開催のため参加報告省略）
○第39回大会

日時
場所 久米南町文化センター
大会概要

研究発表
研究部発表「新　ここからカイゼン！！Ｓｔｅｐ　Ｕｐシート～チーム力UPをめざして～」

岡山県行政説明
当面する岡山県の課題と学校事務職員への期待

津山教育事務所　次長　岩﨑　政則　氏
岡山県教育委員会教職員課　主任　入澤　省五　氏

講演
学校力向上を目指して

～副校長・教頭との連携～
国立教育行政研究所　初等中等教育研究部
副部長・総括研究官　藤原　文雄　氏

紙上発表
第５０回全国公立小中学校事務研究大会　参加報告

高梁市立富家小学校　山本　遥子　事務主事
倉敷市立真備中学校　安東　道雄　事務副参事
鏡野町立奥津小学校　植本　真依子　事務主事
玉野市立宇野中学校　竹中　和美　事務副参事

○第38回大会

日時

場所 ふれあい交流館サンパレア

大会概要

研究発表

研究部発表「ここからカイゼン！ＳｔｅｐＵｐシート」の検証から

地域実践発表

瀬戸内市　～つなげる～安全安心な学校づくりと学校予算

瀬戸内市立国府小学校　富山　友梨子　事務主事

瀬戸内市立邑久中学校　島原　悠　事務主事

倉敷市　Ｆｕｓｉｏｎ　～世代を超えて　共に育つ事務職員を目指して～

倉敷市立倉敷支援学校　高塚　梓織　事務主任

講演・トークセッション

学校の未来についてブレストしよう！

～チーム学校×事務職員について本気で語り合おう～

文部科学省初等中教育局参事官　木村　直人　氏　

新国立競技場設置本部施企画課長

地方方創生コンシェルジュ（岡山 県担当） 廣田 貢 氏

紙上発表

第４９回全国公立小中学校事務研究大会　参加報告

倉敷市立薗小学校　井上　準也　事務主事

新見市立新見南中学校　山本　恭子　事務副参事

倉敷市立福田南中学校　土居　みどり　事務副参事

瀬戸内市立牛窓北小学校　熊谷利江子　事務主任

平成２９年度教職員等中央研修　第１回事務職員研修

岡山市立鹿田小学校　三宅　敦子　副主査

玉野市立大崎小学校　山本　忠男　事務主幹

笠岡市立大島東小学校　田中　真由美　事務主幹

真庭市立勝山中学校　森岡　友美　事務主幹

○第37回大会

日時

令和元年11月22日

平成30年10月19日

平成29年10月20日

平成28年10月21日
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場所 高梁総合
文化会館

大会概要

研究発表

研究部 「チーム力」の観点から、「業務行動モデル」の具体化に向けて

講演　「チーム学校を実現するための事務職員の覚悟


～マネジメントの要となるために変わらなくてはならないのは誰か～」


文部科学省初等中等教育局参事官（学校運営支援担当）付

学校地域連携・協働推進プロジェクトチーム 参事官補佐 廣 田 貢 氏

パネルディスカッション

パネラー

講演講師 廣田 貢 氏

高梁市教育委員会参事 小田 幸伸 氏

高梁市立成羽小学校長 東 史高 氏

モデレーター

岡山県中学校教育研究会事務部会部会長 入澤 晃爾

紙上発表

第４８回全国公立小中学校事務研究大会　参加報告

瀬戸内市立牛窓東小学校　事務主幹　高木美枝


総社市立総社東中学校　事務主事　三村良太

高梁市立松原小学校　事務主事　久保怜子

倉敷市立連島中学校　事務主事　藤原美穂

平成２７年度学校組織マネジメント指導者養成研修(第４回)

備前市立三石小学校　大饗　奈美　事務主幹

里庄町立里庄中学校　中塚　華子　事務主幹

美作市立作東中学校　神尾由美子　事務副参事

岡山市立宇野小学校　平田　初美　事務主幹

○第36回大会

日時

場所 倉敷市民会館

大会概要

講演　「忠恕の心で人を育てる」

両備グループ　代表兼ＣＥＯ　小島　光信　氏

本部説明　「平成２８年度以降の研究計画」について

地域レポート

井原市　信頼される学校づくりのために-みんなで創り、みんなで実践 学校財務-


大江小学校　岡部　菜摘　事務主事

井原小学校　三村はるか　事務主事

美星小学校　永石　梨紗　事務主事

玉野市　学校支援にむけて　～学校情報の共有化を目指す～


山田中学校　中山　利加　事務主事

大崎小学校　松原　僚也　事務主事

赤磐市　今、わたしたちができること～ボトムアップ、レベルアップ～

山陽小学校　高木　美枝　事務主任

城南小学校　今岡　大地　事務主事

誌上発表

第47回全国公立小中学校事務研究大会　参加報告

浅口市立金光中学校　毛利　匡樹　事務副参事

総社市立清音小学校　中山　裕亮　事務主事

倉敷市立倉敷支援学校　逸見　奈保子 事務主幹

玉野市立山田中学校　中山　利加　事務主事

平成26年度学校組織マネジメント指導者養成研修(第4回)～小・中学校事務職員～参加報告

真庭市立遷喬小学校　沖田　和正　事務副参事

岡山市立芳泉小学校　山田　貴子　事務副参事

赤磐市立桜ヶ丘中学校　大石　恵海　事務副参事

倉敷市立東陽中学校　安東　道雄　事務副参事

○第35回大会

日時

場所 赤磐市山陽ふれあい公園

大会概要

本部説明　「短期最終ゴール」のまとめ

パネルディスカッション「学校運営とのかかわり方について」

平成27年10月16日

平成26年10月17日
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パネラー

岡山市　蛍明小学校　三村　千鶴　事務副参事

倉敷市　児島中学校　土家　京子　事務副参事

倉敷市　老松小学校　三宅　純子　事務副参事

総社市　総社中央小学校　佐野　由里子　事務参事

新見市　思誠小学校　平内　礼子　事務副参事

コーディネーター

岡山県中学校教育研究会学校事務部会部会長　山根　初枝

誌上報告

第46回全国公立小中学校事務研究大会　参加報告

倉敷市立西中学校　　 事務主幹　佐藤　恵子

岡山市立福浜中学校　事務主事　牧原奈緒美

美咲町立旭小学校　　 事務主事　浅田　成美

総社市立山手小学校　事務主任　中川　華代

○第34回大会

日時

場所 岡山市衛生会館

大会概要

本部説明　自己診断表について(事務職員業務・行動モデル) 

研究発表

1)地域レポート　新見市　学校経営参画への一歩を『事務部経営案』から 

2)地域レポート岡山市

学校の危機管理

学校財務のエキスパートとして私たちにできること 

3)地域レポート　倉敷市　特別支援教育への支援から

4)地域レポート　津山管内　財務の観点から、学校運営により関わる事務職員を目指して

講演　「学校事務職員に期待されるマネジメント力量は何か」

九州大学大学院人間環境学研究院　　教授　　元兼 正浩　　氏

誌上報告

 第４５回　全国公立小中学校事務研究大会参加報告

津山市立北綾中学校　　水井　浩之　事務副参事

新見市立哲西中学校　　小田　幸代　事務副参事

倉敷市立西阿知小学校　　東　洋子　事務主任

岡山市立財田小学校　　池之上俊一　事務主任

平成24年度学校組織マネジメント指導者養成研修(第4回)　～小・中学校事務職員～参加報告

岡山市立興除小学校　柴田　靖子　事務主幹

吉備中央町立加茂川中学校　板谷　清子　事務副参事

倉敷市立西中学校　佐藤　雅子　事務副参事

津山市立高野小学校　野々上　恭子　事務主幹

○第33回大会

日時

場所 倉敷市芸文館

大会概要

本部説明

研究計画の説明 

事務職員業務・行動モデルの説明

自己診断表作成 

わたしの取り組みワークシートについて 

行政説明

岡山県教育庁教職員課　　 　鍵本　芳明　参事

講演　「私の歩みの中で見てきた　事務職員の役割」

兵庫教育大学大学院　教授

教育行政能力育成カリキュラム開発室長 日渡　円　氏

誌上報告

第４４回　全国公立小中学校事務研究大会参加報告

吉備中央町立豊野小学校　　　能勢　宏子　事務主幹

倉敷市立東陽中学校　　　　　　安東　道雄　事務主幹

岡山市立吉備中学校　　　　　　小原　弥代　事務主任

高梁市立川面小学校　　　　　　川崎　英明　事務主任

○第32回大会

日時

平成25年10月18日

平成24年10月19日

平成23年10月19日
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場所 井原市民会館

大会概要

シンポジウム「岡山県における学校事務職員像について」

基調講演

名城大学大学院　大学・学校づくり研究科　 木岡　一明　教授

シンポジスト

岡山県教育庁 小田　幸伸　教育次長

岡山市立岡山後楽館中学校　植田　朋哉　校長

岡山県小学校教育研究会学校事務部会　大天真由美 部会長

岡山県中学校教育研究会学校事務部会　難波　敏彦　部会長

コーディネーター

川崎医療福祉大学医療技術学部健康体育学科　 諏訪 英広　准教授 

行政説明

岡山県教育庁教職員課　鍵本　芳明　参事 

研究発表

研究部発表　「財務に関わる事務職員像について」

1)地域レポート　岡山市

［文書管理］～文書取扱主任の職務をとおして～　　

［学校事務の効率化］～効率化から見えてきたもの～

2)地域レポート　倉敷市

［倉敷市の校務情報化と班別研修］

3)地域レポート　総社市

［進化形☆総社市の学校事務］～子どもたちの豊かな学びを支援する学校事務に向かって～

4)地域レポート　 加賀郡

［事務職員からの情報発信］～教育活動の支援をめざして～　

○第31回大会

日時

場所 建部町文化センター

大会概要

講演「教育を創造する学校事務」

国立教育政策研究所　初等中等教育研究部　藤原文雄　総括研究官

地域発表

平成２１年度　研究報告　　岡山市

①新採用事務職員研修・事務職員基礎研修

②標準的職務内容

③学校事務の効率化

④新教育課程と学校財務

誌上報告

平成２１年度　事務職員研修（小・中学校）　参加報告

主催　独立行政法人教員研修センター

新見市立哲西中学校　小田　幸代　事務主幹 

岡山市立福浜中学校　熊代　洋江　事務主幹 

奈義町立奈義中学校　神原　千恵　事務主幹 

○第30回大会

日時

場所 ベルフォーレ津山

大会概要

行政説明　岡山県教育庁教職員課　久山　延司　参事

講演　「学校運営と事務職員、共同実施」

静岡大学大学院教育学研究科　藤原文雄　准教授

研究発表

1)地域レポート　高梁市

〔チャレンジ！！　新しい学校事務の形をつくろう〕～学校事務の共同実施を模索して～

2)地域レポート　笠岡市

〔教職員全体で取り組む文書管理〕～高めよう！　みんなの意識～

3)地域レポート　備前市

〔私たちの思いをかたちに〕～事務改善　新備前市Version～

4)地域レポート　和気郡

〔事務職員から見た危機管理〕

○第29回大会

平成22年10月22日

平成21年10月23日
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日時

場所 まなび広場にいみ

大会概要

講演　「地方分権時代の学校事務職員」-学校教育活動の活性化と専門性の向上-

福岡教育大学　末冨　芳　准教授

研究発表

学校徴収金取扱要領の制定に向けて　　研究部

～作成の経過とアンケートの結果から～　　　

誌上報告

平成１９年度中央研修参加報告

岡山市立操南中学校　小川　衛治　事務主幹

久米南町立久米南中学校　春木　博子　事務主幹

高梁市立高梁北中学校　斎藤　佳代子　事務主幹

○第28回大会

日時

場所 倉敷市民会館

大会概要

講演　「日本人の死生観について」-「千の風になって」の大ヒットに思う－

岡山県教育委員会　清田　寂順　教育委員長

行政説明

岡山県教育庁 教職員課　徳山　順子 参事

研究発表

1)地域レポート　倉敷市

〔教育活動を支える学校予算のあり方を探る〕

～予算委員会を開こう！キーワードは“共通理解”～

2)地域レポート　岡山市

〔岡山市の事務共同実施〕

～新しい学校づくりを支える学校事務のスタイルをめざして～

3)実践レポート　津山

〔新たな学校事務機能について考える〕

～いくつかの素材を通じた実践の中から～

○第27回大会

日時

場所 岡山市民会館

大会概要

行政説明　岡山県教育庁 教職員課　小田　幸伸　総括副参事

研究発表

1）共同実施のわっ！輪！和！　総社市

2）動いた！何かが・・合同研修の確かな・・　玉野市

3)「学校財務取扱要綱」制定に向けて　研究部

シンポジウム

-　学校事務にいま何が求められているのか　-

コメンテーター　　

兵庫県立大学 環境人間学部長　清原 正義　教授

話題提供者

玉野市立築港小学校　森田由起子　事務副参事

総社市立総社小学校　畑中　庸子　事務副参事

岡山市立藤田中学校　山根　初枝　事務副参事

前）県中教研事務部会　光岡　秀範　副部会長

県小教研事務部会　赤木　陽子　副部会長

コーディネーター　　

県中教研事務部会　影山　克己　部会長

○第26回大会

日時

場所 里庄町総合文化ホール

大会概要

講演　「若者たちが見せた素顔　-　新聞記者が校長になって」

岡山理科大学付属高等学校　北尾　正幸　校長

研究発表

1） 学校文書（情報）取扱規程の制定に向けて　研究部

2） チャレンジ！新しい学校事務の形をつくろう　高梁地区

平成17年10月28日

平成15年10月30日

平成20年10月17日

平成19年10月19日
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3） first step　-　はじめの一歩　倉敷地区

4） 開かれた学校-これからの学校づくり・・・　岡山市（中)

5） 津山市立学校文書取扱規程について　津山地区

○第25回大会

日時

場所 建部町文化センター

大会概要

講演　「新しい時代の学校文書管理と取扱いについて」

第一法規・経済政策情報センター　船田　忠行　主任研究員

主題報告

「創造的学校事務を求めて」の研究展開と実践へ　企画部

研究発表

1) 情報の管理・活用・保護　研究部

2) よりよい予算要求に向けて　岡山市(小)

3) 学校でできる環境づくり　倉敷市

4) 手をつなごう　輪をつくろう　新見・阿哲

5) 加茂町学校文書取扱規程の設置まで・・・　苫田郡

○第24回大会

日時

場所 高梁市総合文化会館

大会概要

講演　「備中神楽と日本人の心」　大塚尚男　備中神楽伝承研究会長

研究発表

1) ２１世紀*事務職員　津山地区

2) 更なる飛躍を目指して(研修・組織)　倉敷市

3) 今、学校に求められているもの　岡山市（中）

4) コンピュータによる備品管理にむけて　笠岡市

○第23回大会

日時

場所 倉敷市芸文館

大会概要

講演　音楽講話　「心の豊かさを求めて・・・大江　光の世界と癒しの音楽」

（株）ディ・シー・エス感性研究所　松田哲男主任研究員

研究発表

1) 校内事務研修に向けて　岡山市（小）

2) 事務引継ぎの実践「もれなく・たやすく・・・」　高梁市

3) ３地区一体化に向けての取り組み（研修・組織）　倉敷市

4) 事務職員協議会研修部の活動実践報告　倉敷管内

○第22回大会

日時

場所 岡山市民文化ホール

大会概要

講演　「ボランティア新時代」 ＡＭＤＡ事務局次長　津曲兼司医師

研究発表

1) 迫られる事務の能率化　岡山市（中）

2) OA機器による作成文書の集中管理　高梁市

3) 学校事務インフラのハード＆ソフト　津山地区

4) THE BUNSHO SEIRI[今、文書が・・・」　岡山市(小)

5) 事務だよりを通した和やかな職場づくり・・　後月郡

○第21回大会

日時

場所 児島文化センター

大会概要

講演　「ほんとうの幸せとは」　　倉敷・連島中学校　角南英夫　元校長

研究発表

1) ２１世紀に向けた学校事務職員のあり方　岡山市(中)

2) ワープロソフトによる実務フォーム集の作成　岡山市(小)

3) パーソナルコンピュータを使って　倉敷市

4) 島地部のある笠岡市の事務改善をめざして　笠岡市

○第20回大会

日時

平成13年10月30日

平成11年10月29日

平成9年10月28日

平成7年10月27日

平成5年10月29日

平成3年10月31日
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場所 玉野市総合体育館

大会概要

講演　「学校経営事務の組織と機能」

兵庫教育大学　岡崎　公典　助教授

分 科 会

①活力ある学校づくりをめざして　岡山市（中）

②魅力ある地区研修の運営をめざして　御津・玉野・灘崎・倉敷・高梁

③ 事務だよりの作成　和気・岡山市(小)

④ 法令研修　岡山市(中)

⑤ フォーラム・私たちのOA機器　備前・倉敷・岡山(中)

⑥ 「事務引継ぎの手引き」について　総社・吉備

⑦ 財務事務「学校予算は事務職員の手で」　岡山市(小)

⑧ パネルディスカッション文書事務　倉敷・長船・岡山・柵原

⑨ 学校施設と環境の整備　岡山市(中)

○第19回大会

日時 平成元年10月27日

場所 高梁市総合文化会館

大会概要

講演　「生きがいとは何だろう」・・・働きがいと、暮らしがい・・・

国立吉備少年自然の家　永田　征　所長

研究発表

1) 情報公開制度に対する文書管理のあり方　岡山市(小)

2) ワープロ・パソコンの意欲の高揚と体制づくり　岡山市(中)

3) OA化の対応　倉敷市

4) OA機器の活用とゆとり　津山市

○第18回大会

日時

場所 玉島文化センター

大会概要

講演　「教育のしごと」

倉敷西小学校　佐藤　善次　元校長

研究発表

1) 備品の整理とよりよい活用のあり方　岡山市(小)

2) 学校事務の改善とOA機器の導入について　岡山市(中)

3) ５町１７名による研修の歩み　浅口郡

4) 事務担当者のための事象別提出書類手引きⅡ　阿哲郡

5)文部省主催公立小中事務研修に参加して　都窪郡 

○第17回大会

日時

場所 岡山衛生会館　三木記念ホール

大会概要

講演　「日本の心」

岡山県教育委員会　小野　啓三　元教育長

研究発表

1)岡山市学校備品分類表作成にむけて　岡山市(小)

2)効率的な学校納付金事務　岡山市(中)

3)ワープロとの取り組みの中で　井原市

4)文部省主催公立小中事務研修に参加して　津山市

○第16回大会

日時

場所 津山文化センター

大会概要

講演　「学校経営と人間関係」

作陽短期大学　梶並　角助　教授

研究発表

1) 学校事務担当者のための事象・事例別提出書類の手引き　有漢町

2) 標準的事務分掌に関する追跡調査　岡山市(中)

3) 事務職員はどのように児童・生徒と接するべきか　総社市

4) 笠岡市における文書整理の取り組み　笠岡市

5) 岡山市義務教育学校運営費標準・分析と問題点の整理　岡山市(小)

○第15回大会

昭和62年10月27日

昭和60年10月30日

昭和58年10月27日
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日時

場所 新見市民会館

大会概要

研究発表

1) 「新指導要領と教材整備」手引き作成報告　岡山市(小)

2) 標準的事務分掌に関する追跡調査　岡山市(中)

3) ヤングマンによるオリジナルな研修　倉敷市

4) 責任ある仕事をするために　玉野市

5) 小規模・新配置校での実践報告　津山市

○第14回大会

日時

場所 児島文化センター

大会概要

講演　「教育のしごと」

倉敷市教育委員会　三島　一夫　教育長

研究発表

1） 意欲する事務職員像を求めて　津山市

2） よりよい学校備品整理のありかた　岡山市(小)

3） 学校における財務事務　岡山市(中)

4） 地区研修の役割（グループ研修の試み）　倉敷・浅口・笠岡

5） 「公立小中学校文書取扱要領」の定着化　小田・井原・総社

6) 学校事務の手引きの作成　倉敷市

○第13回大会

日時

場所 岡山市民文化ホール・岡山市立丸之内中学校

大会概要

講演　「ヨーロッパから見た日本」

岡山市教育委員会　橋本　進　教育長

報告

第9回全国公立小中学校事務職員研修会に参加して

分 科 会

①「文書整理の手引き」作成報告

②職務内容の明確化

③小中学校事務職員の研修のあり方

④小規模校の文書管理について

○第12回大会

日時

場所 総社市市民会館

大会概要

講演　「吉備の文化」

岡山県総合文化センター　神野　力　館長

報告　第７回全国公立小中学校事務職員研修会に参加して

分科会

①ひとりひとりの考えをもちよってみんなで改善しましょう。　岡山市(小)

②学校事務職員の現状と改善指向　岡山市(中)

③本校での校務分掌改善　理論と実際と改善　倉敷市

④たまごからひよこへ（初級グループによる自主研修報告）　倉敷市

○第11回大会

日時

場所 川上町立川上中学校

大会概要

講演　「備中神楽の由来」

備中町教育委員会　山根　堅一　教育長

報告　第６回全国公立小中学校事務職員研修会に参加して

分科会

①学校事務職員の現状と改善指向

②事務職員の増員に伴う現状と問題点

③ひとりひとりの考えをもちよってみんなで改善しましょう。

○第10回大会

日時

場所 岡山県農業会館

昭和49年10月25日

昭和48年11月6日

昭和56年10月27日

昭和54年10月26日

昭和52年11月8日

昭和50年10月24日
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大会概要

発表(紙上)　「私はすべての人に学校事務観の転換を求めたい」　藤尾　尚憲

報告　第５回全国公立小中学校事務職員研修会に参加して

分科会

①校務の明確化　（組織）

②校務の明確化　（人）

③校務の明確化　（仕事）

○第9回大会

日時

場所 倉敷公民館

大会概要

講演　「望ましい学校事務像」

岡山県教育委員会　川島　亀義　元教育長

研究発表

教育を推進する新たな学校事務の創造と実践から　　岡山市　藤尾　尚憲

報告

第４回全国公立小中学校事務職員研修会に参加して

分科会

①学校事務の分担について　岡山市(小)

②事務の指導案　津山市

③接遇について　倉敷市

○第8回大会

日時

場所 久米南町立久米南中学校

大会概要

講演　「ふるさとの歴史」

郷土史家　卯野　順平氏

研究発表

事務指導票の作成　苫田郡事務職員研究班

報告

第３回全国公立小中学校事務職員研修会に参加して

分科会

①中学校における事務内容の実態と当面する問題　岡山市(中)　

②事務職員のあり方　倉敷市

③学校事務の問題点とその進め方　川上郡

④事務の機械化と能率化　真庭郡

⑤事務改善について<文書と表簿の管理>　勝田郡

○第7回大会

日時

場所 高梁市立高梁中学校

大会概要

講演　「高梁の文化財」

高梁市　泉　順逸　文化財保護委員

研究発表

学校予算とその問題点　岡山市　川島　捷吾

報告

第２回全国公立小中学校事務職員研修会に参加して

分 科 会

①学校予算とその問題点　岡山市(小)

②よりよき学校事務へのあゆみ　倉敷市

③学校事務の能率化について　英田郡

○第6回大会

日時

場所 岡山市立東山中学校

大会概要

講演　「学校事務のあるべき姿と事務職員の将来」

教育研修所　石村　所長

研究発表

学校事務論考-意識調査をもとにして　久米郡　野条　直樹

報告

第1回全国公立小中学校事務職員研修会に参加して

昭和45年11月6日

昭和44年10月31日

昭和47年10月24日

昭和46年11月9日
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分科会

①事務職員の職務と責任　総社市

②学校事務の理解を深めるために　新見市

③小学校における学校事務の現状と問題点　津山市

○第5回大会

日時

場所 金光町立金光中学校

大会概要

講演　「時局講演」

山陽新聞社　水野　武利　氏

研究発表

物品管理について　倉敷市　黒明　東洋治

分 科 会

①帳票の改善からみた物品管理　倉敷市

②能率的な文書管理　井原市

③校務分掌上における事務職員の位置づけ　倉敷市

○第4回大会

日時

場所 岡山市立出石小学校

大会概要

研究発表　本校における学校会計の集中管理

岡山・三勲小学校　小林　十郎　校長

分科会

①学校現場で必要な表簿のあつかい方　岡山市(中)

②学校会計について　岡山市(中)

③学校における事務職員の立場　岡山市(小)

④学校事務に必要な法知識　岡山市(小)

1964.3.31岡山県小中学校事務職員協議会を発展的に解消し、新発足する岡山県小・中学校教育研究会「学校事務部会」へ全面移行する。

＜前史＞　「岡山県小中学校事務職員協議会」研究大会

○第3回大会

日時 昭和38年8月19日～20日

場所 湯原町立湯本小学校

大会概要

研究発表

1)事務能率をはかるには　津山支部第一研究Ｇ

2)学校事務の能率化について　岡山支部

3)身分上の諸問題について　津山支部第二研究Ｇ

分 科 会

学校事務の能率化について

①現実的な問題　田中　美代子

②組織改善の問題点　丸山　亀雄

③精神的な問題点　遠藤　法眼

④渉外的な問題点　野条　直樹

⑤機能的な問題点　川島　捷吾

○第2回大会

日時 昭和37年11月9日～10日

場所 玉野海事研修所

大会概要

研究発表及び分科会

①文書事務のあり方と合理化について　岡山市　新田・原田

②身分上の諸問題について　笠岡市　広常・朝原

③物品会計について　新見市　藤井

○第1回大会

日時 昭和36年11月9日～10日

場所 岡山市立内山下小学校・石山花壇別館

大会概要

研究発表及び分科会

①身分上の諸問題について　倉敷支部　木村　豊

②給与について　津山・高梁支部　池上　昌宏

昭和42年8月18日

昭和43年11月6日
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③公立小中学校事務の分析　岡山支部　原　絢子

研究のあゆみ11　


