平成２９年度事業報告
月 日
５月 12 日

内

容

役員会(教育プラザいばらき)
○平成 29 年度総会準備・会計監査
評議員会(教育プラザいばらき)
○総会運営について・評議員会活動について

６月２日

平成 29 年度総会並びに第１回研修会(茨城県立県民文化センター)
参加者 349 名
○平成 28 年度事業報告並びに決算報告
○会計監査報告
○平成 29 年度事業計画案並びに予算案について
○平成 29 年度役員の選出と承認
研修会(茨城県立県民文化センター)
○研修会「学校教育における事務職員の果たす役割」
― 学校の活性化に向けて ―
講師 茨城県学校長会副会長 石川 八千代 氏

６月 16 日

第１回役員会(教育プラザいばらき)
○年間活動計画について
第１回評議員会(教育プラザいばらき)
○年間活動について
第１回研究部会(教育プラザいばらき)
○年間活動計画について
第１回研修部会(教育プラザいばらき)
○第２回研修会(夏季)計画立案
第１回広報部会(教育プラザいばらき)
○年間活動計画立案
○会報第 89 号検討・割付分担・編集
第１回調査部会(教育プラザいばらき)
○年間活動計画について
第 1 回関ブロ特別委員会（教育プラザいばらき）
〇年間活動計画について

７月 14 日

第２回研究部会(教育プラザいばらき)
○グランドデザイン３つの計画に基づく研究協議
（研修体制・組織化・ネットワーク体制）

７月 18 日

第２回関ブロ特別委員会（都和公民館）
○グランドデザインの目指す事務職員像に関する研究協議

７月 26 日

第２回広報部会（新治地区公民館）
〇会報第 89 号作成・発行・配布
〇会報第 90 号検討・割付分担・編集

７月 28 日

第２回調査部会（教育プラザいばらき）
〇企画調査「共同実施に関するアンケートⅡ」の調査結果集計
〇５月期調査について

８月２日
～４日

第 49 回全国公立小中学校事務研究大会（京都大会） 参加者 30 名
（ロームシアター京都／みやこめっせ）
本部研究分科会（全事研本部）
「未来を担う子どもをはぐくむ地域協働と学校事務」
第１分科会（福岡支部）
「新しい実践への第一歩」
第２分科会（大阪小支部）
「大阪の学校事務のグランドデザイン」
第３分科会（大阪中支部）
「提案型の学校事務職員をめざして」
第４分科会（兵庫支部）
「あなたならどうする。
」
第５分科会（奈良支部）
「学校事務を創る、挑戦からさらなる“しんか”へ」
第６分科会（和歌山支部）
「きのくに和歌山プラン」
第７分科会（京都支部）
「京から発信！つなげる力・つながる力」

８月９日

第３回関ブロ特別委員会（小美玉市立小川北中学校）
○グランドデザインの目指す事務職員像に関する研究協議
（実践発表に関する研究協議）

８月 16 日

第３回研究部会（教育プラザいばらき）
○グランドデザイン３つの計画に基づく研究協議
（研修体制・組織化・ネットワーク体制）

８月 23 日

第４回関ブロ特別委員会（都和公民館）

〇グランドデザインの目指す事務職員像に関する研究協議
８月 24 日

第２回研修部会（新治地区公民館）
○第２回研修会（夏季）打ち合わせ

８月 30 日

第３回調査部会（教育プラザいばらき）
〇企画調査の調査結果集計・分析作業

９月 22 日

第２回研修会(夏季)(県教育研修センター) 参加者 193 名
○研修１ 「教育改革のこれから ～チーム学校の重要性～」
特定非営利活動法人
スクール・アドバイス・ネットワーク理事長 生重 幸恵 氏
○研修２ 「経験年数別グループ協議」
・学校事務の共同実施協議
・第Ⅱ期グランドデザイン「成果と課題分析シート」の作成から

９月 27 日

第４回研究部会(教育プラザいばらき)
○グランドデザイン３つの計画に基づく研究協議
（研修体制・組織化・ネットワーク体制）

10 月６日

第２回役員会(教育プラザいばらき)
○各専門部会事業経過報告と今後の予定・第 30 回研究大会・第３回研修会
(冬季)について
第２回評議員会(教育プラザいばらき)
○各専門部会事業経過報告と今後の予定・第 30 回研究大会・第３回研修会
(冬季)について

10 月 19 日

第５回関ブロ特別委員会(都和公民館)
○グランドデザインの目指す事務職員像に関する研究協議

11 月８日

第３回研修部会(教育プラザいばらき)
○第３回研修会（冬季）計画立案

11 月 10 日

第４回調査部会（教育プラザいばらき）
〇全事研 11 月期調査について
〇学校事務実践事例調査について
〇企画調査結果集計・分析

11 月 13 日

第５回研究部会（教育プラザいばらき）

○グランドデザイン３つの計画に基づく研究協議
（研修体制・組織化・ネットワーク体制）
11 月 17 日

第６回関ブロ特別委員会（都和公民館）
○グランドデザインの目指す事務職員像に関する研究協議

11 月 20 日

第３回広報部会（都和公民館）
〇会報第 90 号作成・発行・配布
〇会報第 91 号検討・割付分担・編集

11 月 24 日

第７回関ブロ特別委員会（笠間市民体育館）
○グランドデザインの目指す事務職員像に関する研究協議
（実践発表に関する研究協議）

11 月 27 日

第５回調査部会（教育プラザいばらき）
〇企画調査結果集計・分析

12 月１日

学校マネジメントフォーラム（文部科学省） 参加者 32 名

12 月２日

第８回関ブロ特別委員会（小美玉市立小川北中学校）
第 30 回研究大会における提案発表に向けてのリハーサル及び検討

12 月６日

第４回研修部会（教育プラザいばらき）
〇第３回研修会（冬季）打ち合わせ，研究部との合同協議
第６回研究部会（教育プラザいばらき）
○グランドデザイン３つの計画に基づく研究協議，研修部との合同協議
（研修体制・組織化・ネットワーク体制）

12 月８日

第９回関ブロ特別委員会（水戸市立上大野小学校）
〇グランドデザインの目指す事務職員像に関する研究協議
（プレゼンに関する協議）

12 月 15 日

第 30 回研究大会(県民文化センター) 参加者 486 名
・記念講演 「Ｗｅ ａｒｅ シンセキ」
― 人のつながりの大切さ ―
講師 ラジオＤＪ 山本 シュウ 氏（別名：レモンさん）
・第１分科会 「従事する」から「つかさどる」へ
～ 教育支援の架け橋として 那珂市共同実施の取組 ～
担当

那珂市

・第２分科会 「一人一人が輝く学校へ！探して・見つけて・ステップア
ップ」～“いばらき未来づくり”ひとりの力をチームの
力に ～
担当
12 月 20 日

茨城県公立小中学校事務職員研究会特別委員会

第 10 回関ブロ特別委員会（つくば市立高崎学園中学校）
○グランドデザインの目指す事務職員像に関する研究協議
（研究協議会に関する協議）

１月９日

第６回調査部会（教育プラザいばらき）
〇企画調査集計結果とじ込み
〇企画調査結果報告発表について

１月 15 日

第 11 回関ブロ特別委員会（都和公民館）
〇関東地区学校事務研究大会（山梨大会）における提案発表に向けての
リハーサル及び検討

１月 17 日

第３回研修会(冬季)(教育プラザいばらき) 参加者 190 名
○研修１ 「社会に開かれた教育課程の実現に向けて」
講師 茨城県教育研修センター
教科教育課長

辻󠄀 武晴 氏

○研修２ 「共同実施に関するアンケート調査の集計結果報告」
茨事研調査部
○研修３ 「退職手当制度について」
講師 茨城県教育庁総務企画部総務課
給与グループ

武石 隆明 氏

〇研修４ 「退職後のライフプランについて」
～現職から考えるライフプラン～
講師 東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
１月 19 日

第７回研究部会（教育プラザいばらき）
○グランドデザイン３つの計画に基づく研究協議
（研修体制・組織化・ネットワーク体制）

１月 25 日
～26 日

第 49 回関東地区学校事務研究大会（山梨大会） 参加者 75 名
（コラニー文化ホール／山梨県立図書館）
第１分科会（山梨支部）
「子どもの豊かな育ちを支援するために」
第２分科会（茨城支部）

「一人一人が輝く学校へ！探して・見つけて・ステップアップ」
第３分科会（群馬支部）
「協働がつなぐ子供たちの笑顔」
２月 20 日

第８回研究部会（新治地区公民館）
○グランドデザイン３つの計画に基づく研究協議，研修部との合同協議
（研修体制・組織化・ネットワーク体制）
〇本年度の反省及び次年度の研究内容検討
第５回研修部会（新治地区公民館）
〇研究部との合同協議
〇本年度事業の反省と次年度の事業計画立案

２月 23 日

50 周年記念全事研セミナー（ティアラこうとう） 参加者 21 名
○文部科学省行政説明
講師 文部科学省大臣官房審議官（初等中等教育局担当）
白間 竜一郎 氏
○講義Ⅰ 「今後の学校組織開発の在り方とマネジメント力の向上」
講師 茨城大学大学院教育学研究科 准教授
加藤 崇英 氏
○講義Ⅱ パネルディスカッション
「新たなステージを歩む事務職員の責任と自覚」
パネリスト
文部科学省初等中等教育局財務課 課長 合田 哲雄 氏
茨城大学大学院教育学研究科

准教授 加藤 崇英 氏

愛知県豊橋市教育委員会教育部教育政策課
事務指導主事 風岡

治 氏

コーディネーター
全国公立小中学校事務職員研究会研究開発部
部長 前田 雄仁 氏
２月 26 日

第７回調査部会（教育プラザいばらき）
○今年度の反省，来年度の事業について

２月 28 日

第３回役員会（新治地区公民館）
○本年度の運営総括・次年度の会運営について
第３回評議員会（新治地区公民館）
○本年度の運営総括・次年度の会運営について

３月２日

第４回広報部会（新治地区公民館）

〇会報第 91 号作成・発行・配布
〇会報第 92 号検討・割付分担・編集
３月２日

関ブロ特別委員会（新治地区公民館）
〇本年度の反省及び次回関東地区学校事務研究大会提案発表に向けての
意見集約

