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1.本 調査のね らい と調査方法
(1)研 究の全体構造 と本調査のね らい
゛
高等学校 を訪 問 し、入 り口を くくれば、来訪者 を最初 に迎えて くれる人達がいる。彼・彼女
らははじめて来訪者 が 出会 うとい う点で 「学校 の顔Jと い うことができる。来訪者 に気づいて

￨

用件 を聞 く前 は彼 らは机 に向かった り、他 の仕事 に従事 してい る。彼・ 彼女 らが学校事務職員
である (1)。 高等学校 の場合 は一 人の事務長 と数名の事務職員か ら学校事務部門 は構成 されて
い る。(2)平 成 14年 度 の時点 で、静岡県 において、県立学校 に勤務する学校事務職 員 は591名 で

￨

あ り、 その うち62.3%を 女性が 占めて い る。(3)高 等学校事務職員を理解す る上では、 この よう

￨
￨
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に女性が多 い職 であるとい うことを念頭 にお く必要 がある。 ことに、われわれ男性が女性 が多
く占める職 を分 析す る上では、 自らのバ イアスに留意することが必要である。
彼・彼女 らの存在は法的に、全国的に規定 されて い る。学校教育法第50条 第 1項 は 「高等学
校 には、校長、教頭、教諭及 び事務職員 を置かなければならない」 と規定 して い る。学校教育
法第1条 が定 め る正系の学校、 いわゆ る 「一条校」 に同じ く位置付けられて い る小・ 中学校事
務職員の場合 は学校教育法第28条 第 1項 で 「小学校 には、校長、教頭、教諭、養護教諭及 び事
務職員を置 かな ければな らない。 ただ し、特別 の事情があるときは、教頭又 は事務職員 を置か
ないことがで きる」 と規定 されて い る。但 し書 きの有無 が高等学校 と小・ 中学校事務職員 の法
的な規定の違 いである。
もう一っ、高等学校事務職員 と小・ 中事務職員 の法的な規定 の違 いが存在す る。高等学校事
務職員 の場合、学校教育法施行規則第56の 3に よ り、「高等学校 には、事務長 を置 くもの とす
る」 と事務長 が必置 となってい る。 これ に相当す る法的な規定 は小・ 中学校 にはない。 もっ と
も、小・ 中学校 において も、都道府県 の判断で事務長 とい う職制 を取つてい る場合 もある。
本調査 は、高等学校事務職員が どの ような力量を有 してお り、それ はどの ようなプロセスで
形成 され るのか とい うこ とを明 らか にす ることをね らい とする 「ライフコースア プローチ に基
づ く学校事務職員 の職務 と専門的力量 に関す る実態調査研究」 (科研費補助金 )の 一部 をなす
ものである。
この2年 間 の研究 は小・ 中・ 高等学校全 ての学校種 の学校事務職員を対象 に行われ るもので
ある。その全体構造 は次 の通 りである。平成 14年 H月 に高等学校事務職員 を対象 とした多 くの
自由記述 を含 んだアンケー ト調査 (本 調査)を 行 い、分析す る。本調査 と平成 12年 6月 に小・
中学校事務職員 を対象 に行われ た 同種 の調査 (4)、 更 に現在 A地 区で進めて い る小・ 中学校事
務職員 に対す る追加調査 (5)を もとに、 ア ンケー ト調査 を作成 し、平成 15年 2月 に県内 の小・
中・ 高校 の学校事務職員 に対 して悉皆調査 を行 う。 この悉皆調査 と並行 して、平成 15年 1月 に
学校事務職員 の知識 に焦点を当てた調査 を B地 区で行 つた。 これ らのアンケー ト調査で得 られ
た知見 と照合 しつつ、平成 15年 度 にはライフコース法、エスノグ ラフイー法・ 実験法等 によ り
多角的に調査・ 分析を進める。
本稿で報告す る今回の調査結果 は、 こ うした多様 な方法論 に基 づ く2年 間 に及 ぶ研究 の一部
をしめるもので ある。そのね らい は、 自由記述 を多 くす ることに より、高等学校事務職員 の
「生の声」を収集することと、続 いて行われる悉皆調査 の質問項 目づ くりのための基礎的資料
を得 るこ どである。また、既 に行われた小 0中 学校事務職員 に対する調査 との対比 によ り高等
学校事務職員 の力量 とその形成 プロセスの特色 を明 らかにすることも本調査 のね らいの一つで
ある。
尚、 これまで高等学校事務職員 の力量形成や職業生活 については、ほとん ど研究 されて こな
かった。 もともと数が少ない学校事務職員 についての研究 もほ とん どが小・ 中学校事務職員を
対象 とした ものである。 また、高等学校事務職員 自身が行 つた意識調査等 も、小・ 中学校事務
職員 に比較すれば極めて少ない。(6)

,
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(2)本 調査の調査方法
以上 の ような本調査 の性格 か ら通常 のアンケー トとは異な り、 自由記述欄が大部分を占める
ア ンケー ト票を作成 した。 この調査 は自由記述 が多 く、 しか も自分の長 い職業生活を振 り返 り、
整理 し直 し、言語化 す るとい う時間 のかか る回答 の難 しい ものである。実践す るとい うことと、
実践 を語 るとい うこと、 ことに文字であ らわす ことことは別のものである。本調査 に対 しては
「回答が難 しかった」 とい うもの と「自分 を振 り返 るいい機会 となった とい
」
う感想が寄せ ら
れた。
こ うした本調査の特徴か ら通常の調査以上にアンケー ト回答者 の調査への協力が必要 とされ
る。 そ こで、本調査 を行 う上で は静岡県公立高等学校事務研究会 (7)の 協力を経て調査対象者
を推薦 して もらうとい う方法 を採用 した。同会並びにアンケー ト調査対象者の協力がなければ
この調査 はな しえなか った。心 よ りの感謝 の気持ちをお伝 えしたい。
平成 14年 H月 1日 に調査票 を発送 し、平成 14年 H月 25日 を締 め切 りとした。調査対象は60名
であ り、回答者 は59名 であった。

2.穏 やかな職業 へ の移行 とリア リティ… シ ョック、離職の危機
(1)高 等学校事務職 員 の職業選択の理由
職業 を選択す るとい うことは人生の上で大 きな選択 の一つで ある。高等学校事務職員 はどの
よ うな理由で職業 を選 択 してい るのだろ うか。われわれは、「学校事務職員 とい う職業 を選択
した理 由についてお教 え下 さい。」 とい う質問を行 った。
結果 として、小・ 中学校事務職員 とほぼ 同 じ理由で学校事務職員 を選択 して い る ことが わ
かつた。われわれは職業選択の理 由 として 「公務員 (事 務員)志 向」、「地元志向」
、「学校事務
職員 を身近 に見 て得 たイメー ジか ら」、「親や教師の影響」、「子 ども・学校・ や りが い志向」、
「就職先の一つ としてJ、 「女性が力を発揮 で きる職場志向」 とい う要因を自由記述 か ら抽出 し
た。 これ らの職業選択 の理 由が 自らの職 についての理解や力量形成 にどの よ うに影響 を与えて
い るのを今後 の調査で明 らかに したい と考 えてい る。
『公務員 (事務員)志 望』
・公務 員を志望 して いた。事務員 にはな りたかった。軽 い気持ちで受 けた試験が受かった。大学 に落ちた。就職 も早 くし
たかつた。公務員を蹴 るのはもったいない と担任 に言われた。
・公務員 になったのは性格的 に民間企業 に合わない (や っていけない)と 思 つたため。公務員になるな らば教育の一助 に
な る仕事をと考 えた。
・ 特 に学校事務職員 を志望 したわけではないが、県職員 として採用 された中で、学校事務職員 として配属 された。正直学
校事務職員の仕事 はよ く知 らなかつた。
・ 本来 は、行政 (知 事部局 )を 希望 して いたが、採用 時 の割 り振 りで学校事務職員 にな りました。

「地元志向』
・ 事務 の仕事 に もともと向いていると思 っていた。そ して、学校事務職員の職が公務員であ り、経済的に恵 まれてい ると
思 ったため。採用 当初 は、転動 の範囲 も通 える程度であった。
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『学校事務職員 を身近 に見て得 たイメ ー ジか ら」
・高校時代、事務室に行った際、おもしろそうな仕事だなと思ったから。
・ 中学校 の頃、生徒会役員をしていた時 に、事務 の先生 に大変お世話にな り自分 も事務の先生 になってみたい と思 ったた
め。

『親・ 教師の影響』
・ 高校生 の担任教員 のすすめによる。
・ 親か らすすめ られた。安定 した職 としての魅力が大 きかつた。

『子 ども・ 学校・ や りが い志 向」
。自分 の小 中学校時代、高校時代 を振 り返 つてみて、教員 は夏体みなども生徒 と同様 に体 めていいな と思って いた。短大
に進学 し、教員免許 を とり、教員になろうと思ったが、採用試験 に合格 しなかった。父親 も公務員であつたので、教員
以外で就職す るな ら公務員 と思っていた。県 の公務員採用 試験 の中に 「県立学校事務」があつたので迷わずそれ を受験
し、合格 した。
・小学校の頃か らあこがれていた職業、事務職員 とい う立場ではあるが、子 ども達 と接す る仕事が したかつた。
・ 将来性 と経済面で安定 してい る。学校 とい う特殊な人を育 てる現場で事務分野で子供 の成長 に係 わることがで き、一助
として働 けることに誇 りをもっている.

『就職先 の一 つ と してJ
。あまり深い考えはなく「学校事務」を受験して合格した。
・ 特 にどうして もな りたい と思って選択 したわけではない。不況真っ最中で、求人がな く公務員試験 しか道がなか つた。
合格後、人事委員会か ら知事 。警察・ 教委の うち希望す る部局を聞かれ何 とな く教委 を選択 した。

「女 性 が 力 を発 揮 で きる職 場 志 向 』
。当時、静岡県においては、大卒女子の職業選択肢は非常に限られており、学校事務職員がひとつの選択肢であつた。
・公務員であり、女性でも男性と同じ待遇を受けられる事、自宅から通動できると思ったため。小さな頃から学校の雰囲
気が好きだつたから.

(2)リ アリティーショック
いかなる職業 に就 く場合で も、実際 に仕事 をはじめるようになれば、予期せ ぬ苦痛や不快感
を伴 う現実 に直面す る。 これ を リア リティー シ ョック (8)と ぃ ぅ。「石 の上にも三年」 とい う
ことわ ざがあるように、 この リア リティーシ ョックに何 らかの形で適応 し、場合 によっては環
境 に働 きか けて変化 させ る こ とに よ り職業 生 活 に次第 に馴染 んで い く。 この リア リテ イー
シ ョックはよぼ ど過剰適応する場合を別 にすれ ば、その後 の職業生活 で完全 に消え去 る とい う
性格 の ものではない。むしろ職業人 は、職時 に感 じた違和感をや りくりし、それ らと共存 し続
けるもので ある。 この適応がで きなければ他の職業へ と条件 が整えば転職することとなる。
われ われ は、「学校事務職員 に実際 になってみて、驚 い た こ と、気 づいた ことは あ ります
か ?」 とい う問 い を行 い、『ある』 と答 えた方 にお尋ね します。驚 いた こと、気 づいた こ とに
ついて 自由に記述 して ください。」 とい う質問を行 った。
結果 として次の ようなリア リティーシ ョックが記述 された。「夏休みがない」、「仕事 の幅広
さと活動的な仕事」、「教育職 とのあつれ き」、「学校・教師への憧れの喪失 と学校文化 に対する
驚 き」、「法的根拠 に基づ いた仕事」、「男女間の不平等」、「生徒 と接す る機会が少ない」、「事務
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室の雰囲気」
、「人事のかたよ り」 である。
「夏休みがない』
・ 事務職員 も先生のように夏体みなどの長期体暇があると思って受験 したが他 の公務員 と同 じであった。

『仕事 の幅広さ と活動的な仕事』
。高校事務 は色々な分野での仕事 があ り、 その種類 の多さに きました。
驚
・ 校舎修繕などに関 して建築工事等の専門知識がない者 に設計図書 を作成 させて い る.・
・ 室内で机に向か う毎 日同じような仕事の繰 り返 しか と思っていたが、実際 は学校行事や 日々の様 々な出来事 に振 り回 さ
れる変化 に富んだ職場で驚 いた。

『教育職 とのあつれき」
・ どこの学校 で も、数の上では教員が圧倒的多数派であるか ら事務室の主張が採 り入れ られない。
・ 採用当時、学校は知識、学問の最前線で子 ども達 を教育 してい ると思っていたが、大変閉鎖的で、仕事 も前の通 りを守
り、事務室は教員の下で仕事を してい る暗 さを感 じた。先生の意識改革、事務職員 の意識改革の必要性 を強 く感 じた。
・ 事務的な ことだ けが仕事でな くて、学校全体 を総括的に見 る管理的立場であつた こ と。で も頼 りにされ る存在であ り続
けなければ、教員か ら一段低 い立場 に見 られて しまうので高 い意識 を持 って 自己啓発 にはげんでいない とい けな い と
思えたこと。

「学校・教師への憧れの喪失と学校文化に対する驚きJ
・ 教員 と接 し、学生時代 の立場 と逆である立場 に立 ち、教員 の現状 をみた とき、教員のイメージが悪 い方に変わった。す
べての教員が悪いわ けではないが、一部 の教員 は物事 を後 ろ向きに考え、や る気のない行動 をみた とき残

念 だった。

また、現在 の財政事情 を考慮 していない行動、考えには落胆 させ られる。
・ 教員は人の命 を預か る仕事だか ら責任重大だ と思った。
・ 学校 とい う組織が教育 という名 のもとに全員一九 とな り取 り組 んでいると思 ったが、実際 は各 自の個性が強 くあま りま
とまりがない とい う印象 を受 けた。 また学生時代 に思っていた教員のイメージ とは180度 転換 を強 い られた
。

『法的根拠 に基 づ いた仕事』
0当 たり前ですが、全ての仕事が法規に沿つて
行われているということ。
・法律、規則等に基づいて細かく仕事が行われることに驚いた。
「男女間の不平等J
。
「男女平等」 とうたっていなが ら全然平等でないこと
。
・ 社会常識のない教員が多 い。 しか もいばっている。伝統校、進学校 と言われて い る学校 ほ ど社会 の流れ、進歩 について
いつていない。遅れてい る。セ クハ ラが多 い。

『生徒 と接 する機会 が少な いJ
・生徒と接する機会があまりなかったこと。これほど毎日いろいろな業務があることに驚いた。学生時代は先生とは神様
みたいに思っていたところもあったが、やっぱり普通の人間だと思い、ほっとした。
「事務室の雰囲気 』
0学校 によって職場

(特 に事務室 )の 雰囲気が大 き く違 うこと。校風や職員 との関係 もさまざまあると思ったが、年度 に

よつて も雰囲気が変わ ること。
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『人事 のかたよりJ
・ 学校 によ り経験年数 の少ない人たちばか りとい うような人事 にば らつ きあること。特 に東部地区の学校 はそ うい う傾向
が強 い。

これ らは、小・ 中学校事務職員 と共 通 す る部分 が 多 い。高等学校 の学校事務職員 の リアリ
テイーシ ョックの特徴 としてあげられ るの は 「生徒 と接す る機会が少 ない」 とい う点である。
既 に分析 した ように、高等学校事務職員 の職業選択 の一つの大 きな理 由 として子 ども、学校が
を見出 した い とい う 「子 ども・ 学校 0や りがい志
好 きで あ り、 これ らと関わることにや リカれヽ
向」が存在す る。
こうした動機 を持つ人々に とれば、「生徒 と接する機会 が少な い」 とい うことはや る気や達
成感 の低下 につなが る可能性 を持 つて い る。後 に触れ ることとなるが、交流人事 によ り、小・
中学校 で勤務す る機会を得 た高等学校 の学校事務職員 が学 び、感 じる ことの一つ として学校事
務 とい う仕事を子 どもや教育活動 とつ なげて考 えられ るようになるとい うことが ある。指導 と
事務 の一体化 とい う点で学校事務職員が子 どもと直接触れ合 う機会 を増加することは有意義な
ことで あると考えられ る。
この点 と関 わつて1998年 に出された中教審答申『今後 の地方教育行政 の在 り方 について』で
は、「養護教諭、学校栄養職員、学校事務職員 な どの職務 上 の経験や専門的な能力を本務以外
の教育活動等 に積極的 に活用す る」 とい う提言を出 して い る。 こう した教育活動 との兼務 は本
務 の時間の削減・ 多忙化 とい う問題 を引 き起 こす可能性があ り、程度 については検討が必要な
ものの、推進すべ きである。
さて、 リアリティーシ ョックにつ いての小・ 中学校事務職員 と高等学校事務職員 の回答 を比
較すれば小・ 中学校事務職員 の感 じるリア リティーシ ョックの方が相対的 に深刻 であるように
見受けられる。や は り、一人で配置 され る小 e中 学校事務職員が受 けるリアリティーシ ョック
は相当 に深刻 である。小・ 中学校事務職員 の場合 は 「採用仕事 の開始 J、 「孤独 と疎外感 とあつ
と重責」、「学校・ 教師へ の憧 れの喪失 と学校文化 に対する驚 き」、「学校
れ きJ、 「仕事 の幅広 さ′
事務職員の連携 の強 さ」、「管理職 への道 がない」 とい うリアリティー シ ョックを受 ける。
複数 で働 く高等学校事務職員が感 じる重責やあつれ きを一人で受 け止めなければな らないの
である。 こうした リアリティーシ ョックを受 けた小・ 中学校事務職員 は入職後数年間 に、われ
われが 「第一次離職 の危機」 と名づ けた時期 を迎える。一人で しか も若 く未熟な内に学校 に配
属 され、居場所 を見 いだせない こと、支援体制が欠如 してい ることな どか ら、 い きづ ま り、他
の職業 への憧 れが強まるのである。

(3)穏 やかな職業のスター トと離職の危機
高等学校事務職員の場合 は どうであろ うか。われわれ は、「学校事務職員 の仕事をや めよう
と思った ことはあ りますか ?『 はい』 と答 えた方にお尋ね します。経験年数何年頃 の事でその
理由は何で したか ?や めな くてすんだのはなぜですか ?」 とい う質問を行 つた。
、「仕事 の
結果 として、「子育て との両立の難 しさ」、「事務長 との関係、事務室 の人間関係」
広 さや多忙」、「他 の職業への憧れ」、「教員 とのあつれ き」、「女性差別、セ クハ ラ」、「達成感の
欠如」な どの理 由が抽出 された。今回の限 られた調査対象か ら断定 はで きないが、入職数年間
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の内 に仕事それ事態 を理 由 とす る退職 の危機 を迎 える人は小・ 中学校事務職員 より少ない。む
しろ、仕事が単調 でつ まらない、 まとまった仕事 が任せ られない等 の理 由で離職 を考える若手
が存在す る。 これは、小・ 中学校事務職員の場合 には、山間地です ることがあま りなかった学
校 が初任地であった等 の極少数 の人達 に しか見 いだせない理 由である。 こうした ことか ら、相
対的 に高等学校事務職員は穏やかな職業生活 のスター トをきってい ると言える。

高等学校事務職員の離職 の危機の一つの特色 は 「事務長 との関係、事務室内の人間関係」が
あげられている点である。管理職である事務長の在 り方 は事務職員 に離職を意識させるほど影
響力を持つ ものである。一般 に リーダーは目標達成 とい う機能 と人間や集団のことを配慮する
とい う機能の二つの機能を発揮 しなければならない。 ご く一部であろうが、また、過去の事務
長である可能性があるが、事務長 の リーダーシ ップの在 り方が離職への気持ちを引き起 こして
いる事例がある。
『子育てとの両立の難しさJ
・ 子育ての最中、年上の同僚や 日上の人 に年体 を とるたびにいやみを言われたこと。→仕事への魅力を感 じていたか ら。
・ 子供の出産 と老人介護→両親、同僚、家政婦 さんの協力

三
壺務量との関係・ 事務室内の人間関係」
・ 経験 4年 目頃。事務室 内での人間関係 が うま くいかず毎 日悩 んでいた。毎 日の業務 に追われ仕事に対す る自信がな く
なった。→悩みをわかって くれ る人たちがいて励 まして くれたか ら。
・ 毎年一度は思 うことがあ りますが、採用 されて 5, 6年 目の頃 に強 く思 い ました。 いろい ろな要因があ りましたが、特
に人間関係 (上 司 との関係)が 大 きかった と思 い ます。又 自分 自身、 まだ若かったため、他への可能性 を模索 していた
ことも理 由の一つで あった と思 い ます。→上司に説得 されている内 に自分 自身の気持 ちの中も整理 されて切 り替 えがで
きたため。

「仕事の広さや多忙J
01〜 2年 目.事 務室 の仕事が多種多様 な仕事であ り、掌握 しきれない焦 りと恐怖 を感
じたため。→仕事以外の時間が充
実 していた こと。同期の仲間や学生時代 の友人 も同 じように仕事に対 して辞 めたい と悩みを共有できたため。
・ 経験年数 7〜 15年 目。 あま りに多忙で次 々来 る調査等の提 出 も遅 れがちにな り、周 りに迷惑をかけている と感 じた。
日々残業、持ち帰 つての仕事 を続 けて処理 して も、製造業の ように目に見 えて残 る成果がないため、空 しさを覚 えた。
公務員 とい う立場 が重圧 に思えた。→希望するような転職先 を見つ けられなかった。親 に相談 しもう少 し続 けてみ よう
と思 い直 した。だんだん不況 にな り、再就職が とて も難 しくなった。新 しい慣れない職業で安い賃金で苦労するよ りも、
同 じ苦 しい思いをす るなら慣れた職場 で苦労すべ きと思 うようにな つた。

「他 の職業 へ の憧 れ』

´

・ 20年 頃のことで理由は自分 とい う物が比較的よく見えるようになつて職業的にも個性的にも違った能力を感じることが
でき、もっと他の職業が向いているのではないか と思ったこと。→やはり辞めた場合の生活の不安な どから勇気がな
かつた とい うことだ と思 う。
「教 員 と の あ つ れ き J
・近頃思 うことがある。一部教員 との人間関係に疲れた ことと、学校 とい う場 に閉塞感を覚えることがふ とあり、 このま
ま仕事を続けてい くのが 自分 にとって よいことなのか考えることがある。→今更やめたところで何のスキルがあるわけ
で もないので結局 この仕事を続けてい くことになると思 う。
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『達成感 の欠如J
・ 採用 されてか らほぼ 1年 後。「こんなことが一生続 くのか」 と思った途端や めた くなったの と同期の子が一人本当 にや
めて しまった こと。→今更転職で きないこ とと、毎年のように同期や私 よ りも若 い子たちがやめて しまった時期があ り、
やめられな くなって しまったため。
・ 6年 目以降たびたび思 ってい る。学校事務 の仕事 は成果がなかなか形 にあ らわれた り目にみえた りしないのでや りがい
が感 じられ ない。教員 の横柄 な態度 に嫌気 が さす。→事務室の雰囲気 ほ とて もよ くフアミリーのような温かさを感 じて
い る。特 に夢 が無 くや めた時 には自分 は何 の とりえもないので次の仕事が見 つか らない と思 う。それを思 うと今 の公務
員の経済的な安定、仕 事 の しやすさは捨て られない。

(4)多 忙 と定数改善
先 に分析 したように仕事が追 い付 かず、周 りに迷惑 をかける ことを心配 し離職 の危機 に陥 る
学校事務職員 も存在す る。では、今 日、高等学校事務職員 は 自らの多忙 の現状 について どの よ
うに把握 し、定数の在 り方 について どのように考 えて い るのだ ろうか。われわれは、「質問 1
の質問項 目『 (20)学 校事務職員 は、現在 の定数 よ り増やす必要 があると思 う。
』」 に対す る
答 えの理 由をお教 え下 さい。その際 には、納税者 に もわか るようにその理 由を説明 して くだ さ
い。」 とい う質問を行 った。 これは 「まさにそ う」か ら 「全 くそうでない」 とい う5段 階評価 の
理由をすべ ての人 に質問 したものである。今回の調査 は統計的意味 を有 していないため、その
判断理 由のみ分類す る こととする。今後 の悉皆調査 で明 らか に してい きたい。
県の財政状況 を熟知す る学校事務職員ゆえに、教員 とは異な り、多忙→定数増 とい う要求 を
しないのが特徴 となった。現在 の厳 しい環境を考慮 して、現在の定数で効率 を上げるための提
案 が多 くなされて い る。今後、勤務実態 の調査 も含 めて多忙 の現状を明 らか にしたい。
「事務量 の増加・ チェック機能の向上』
・学校開放が進み、地域に開かれた学校となればなる程に学校事務が増加する。例え:よ 体育施設開放では、開放計画、
利用料金、光熱費の徴収、施設管理等を行 う必要がある。
・ 学校運営 の多様化 によ り、事業細分化があ り、事務量が増加す る。
・ 毎年 これ は変わ らずや らなければならない とい う事務 は減 らない上に、年 々いろいろな事業 が新 しく興 され、 その事務
量が増 える。例 えば、今年度か ら国の雇用対策のため、各学校で 「学校教育補助員」「進路指導補助員」「情報教育補助
員」「交通指導員」な どを雇用す るようにな つたが、雇用 にはハ ロー ワー クを通 じて募集、採用 決定 しなさい とい うこ
。 また フアックスや
とで、年度末、年度始 めの忙 しい時期 に何度 もハ ロー ワー クに行かなけれ ばな らない。・
メールの普及 によ り、至急 の調査が増 えた ような気がある。
・ 教員の定数改善 は実施 されて い くが、教員数が増加すれば当然 に事務職員の仕事量 は増す。

「情報処理技術 の向上』
0事 務 の OA化 が進み、現在 の定数での事務処理が可能であると思われ るため。

『図書館司書 を別枠 で』
・ 定数 は今 の ままで いい。図書館勤務を担当す る職員は別枠で。 また欠員 のある職場 には臨時事務職員 を配置 してい るが
正規の職 員 を配置す る。 この 2点 が解消 されて い ることが条件ですが。「学校事務」 は、仕事の内容が とても広 い範囲
です。現在 の定数 は仕事 の少ない月のち ようどいい人数です。 3〜 5月 、 9月 、監査のある月な どは時間外勤務 を しな
ければ仕事が消化で きない状況 にあ ります。
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『事務 センタ…』
。どこの学校で も仕事の内容 は同じであ り、特 に忙 しい とい こと
う
もないので、業務 センターの ようなものを設置 して例
えば、給与事務 を数校分 ま とめて行 う (5校 分 を 3名 で とか)こ とも可能であろう。 このように仕事 ごとに集中 して行
えば人件費を減 らす ことがで きる。

「学校の違 いによる配置のJFラ ンス是I」
・ 法律 に基 づ き適正配置がなされてい るが、盲・ 聾・養護学校 は高等学校 に比べ、生徒の安全を る業務の
図
増及 び保護者
へ の支援のための複雑多岐な業務があり、若干適正配置を欠 いてい るように思われ る。
・ 定数配分が アンバ ランスな ところもあるので どち らとも言 えない。新規採用者が い る学校 には、一年間補助員のような
かたちで期間限定で増員 して もらうと仕事上のバ ランス もとれてよい。 またそ ういった人をパー トタイムで雇用すれ ば
社会的にもワー クシェア リングの考えか らいって も有益だ と思 う。

『学校週五 日制』
0学 校五日制になり、実質的に学校において仕事のできる
時間が減った。例え、2週 間について4時間、月8時 間でも。
しか し、事務量が減 ったわ けではない。OA機 器 の普及 に よ り、事務量は減 ったかの ように思われがちだが、会計事務
な どは端末機器を使 つて帳票 を作成するために『オンライ ンの時間内に端末機 の前で』行わなければならな くなった。
端末機が導入 される前は 自宅 に書類を持ち帰つてやった りしたが、それが出来ない。か といって残業 は極力減 らす よう
に言われてい るので残業 もで きないのだ。

3.や りがいと気苦労、自己理解、日標 とする学校事務職員
ここでは、高等学校事務職員が自らの職をどのように理解 しているのかという点明らかにす
ることをねらいとする。

(1)や りがい
職業 によっては、また、人によっては、や りがいがなくても、賃金をもらうため、あるいは、
勤務時間後の生活のためにがまんするとい う働 き方があ り得る。今 日、働 くことに対する個人
の捉 え方や組織 と個人の距離の取 り方 は多様化 している。例えば、バ ンド活動を継続するため
に高等学校事務職員にな り、勤務時間内は効率的かつ有能 に働 くが、別段仕事 にや りがいを感
じていない とい うケース もあ り得る。
しかし、一般論 として仕事はや リカれヽ
があった方がよい。や りがいがあると感じられる条件
を整えた上で、個人に選択を委ねることが重要なのである。
われわれは、「
『学校事務職員は、や りがいのある仕事だと思 う。
」 という質問に対 して、
『ま
さにそ うである一だいたいそうである』
」 と回答 した人に質問 した。「そう思 うようになったの
は、学校事務職員になってどれくらいの頃のことですか?そ う思 うようになったきっか けにつ
いて自由に記述 して ください。
」 とい う内容である。
その結果、「任され、影響力を発揮できること」
、「職業的アイデ ンティティーを取 り込む こ
「
と」
、「まわ りから認められ、感謝されること」
、 教育改革の時代」
、「知識を習得 し、仕事の輪
郭を理解すること」を通 じて高等学校事務職員はや りがいを感じるようになっていることが明
らかになった。 これらは小 0中 学校事務職員に共通するところが多い。
しか し、「知識を習得 し、仕事の輪郭を理解すること」 によりや りがいを感じるようになっ
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た とい う回答 には他 の職業 とは異 な り、高等学校事務職員 に とっては格別 の意味がある とい う
のがわれわれの解釈 である。 その理由は以下 の通 りである。
高等学校事務職員 が担当す る業務 は大 き く「庶務」「会計」「管財」「図書館」(9)と い う仕事
に区分 されるが、それは極 めて幅広 い ものである。 こうした仕事を数人 の学校事務職員 で分担
して担当 して い るが、 どの仕事 を担当す ることになるかは学校事務職員 にとっては 「運 」 とし
て受け止 められてい るようである。つ まり、必ず しも計画的 に若 い内の一定 の時期 に計画的 に
全ての領域 の業務 をローテー シ ョンで経験 させ るとい う仕組みが確 立 されて いない。 しか も、
そうした事務分掌の在 り方が将来 の事務長 ポス トヘ の布石 であるとい う見方 も存在 してい る。
複数 の学校事務職員で分担す る業務 の中には、企画力 を発揮 できや りが いを見出 しやす い業
務 とそ うでない業務 に区分 され る。古 い調査であるが、 1978年 の時点では、男性 は 「県費支出、
物品、施設」 に希望 が集中 し、女性 は 「給与、県費支出、旅費」 の希望 が多 く、両者 に共通 し
て 「生徒、諸証明、校納金収入 0支 出」 に希望が少ない。00
しか も、大企業 のように全 ての業務 を担当す るとい うことがほ とん ど不可能な職場 と異な り、
高等学校事務職員 の場合 は一通 り幅広 い業務 を担当することを理想 としてい るように思われ る。
このため、新 しい事務分掌 に位置付 けられ ること、 また、幅広 い分野 を一通 り経験す る ことは
事務職員 に とって大 きな意味を持 つてい るとわれわれ は解釈 してい る。
『任 され、影響力 を発揮できること」
・ 採用 されて 4年 間 は、上司の仕事 の補助的な感覚が強かつた。上司 も仕事の全てを任すのではな く、一部分 を自分 に任
せて いた こともある と思 う。 5年 目に転勤 して、一か ら十 まで自分 に任 され るようになった。何 に基 づいた仕事か明確
にな り、その仕事が与 える影響 も考 え られ るようになつた。慣例 に沿 うのではな く、 自分な りに納得 した形で仕事がで
きる環境 もあったせ いで もある。 (4年 )
。管財 の担当をして実習棟 の建設や一千万円以上の備品購入時 に色々な仕様 を検討 し、入札 によ り良 い ものが安 く購入 で
き予算 を有効 に活用 した。その結果、差額 によ りもう一品追加購入できた り、 グレー ドの高 い物 が納入 され るな ど、時
間をかけて苦労 した ことによ り感謝 の言葉を戴 いた りすること。 (15年 )
・ 校内予算 (各分掌、教科、部活動)の 配当に自分が係わるようにな り、担当者個人、又 は事務長 のみの独断ではな く、
学校長 の学校経営 に対する意思 に沿 つて仕事をすることが重要だ とい うことを明確 に意識するようになつた。 (15年 )

『職業的 アイデ ンテ イテ イ… の取 り込 む こと』
。先輩事務長 (女 性)の 事務提要がボロボロになっており、さまざまな書き込みがしてあるのをみて、自分もこの世界で
精一杯能力を発揮 してみようと思 った こと。女性で も積極的 に取 り組 めば必ず必要 され るときが くる と感 じた こと。

(6年 )
・ 義務教育 との交流 によって、私が小学校 に赴任 した とき、不慣れな職場で苦労が多 い もの と思つて いた ところ、小学生
の可愛 さに全 く苦労を感 じることがなかつた。 この とき学校事務職員 は、教員のためだ けに学校 にい るので はな く、直
接 0間 接 の違いはあつて も、教員同様児童・ 生徒のためにいるとい うことが実感で きた。常に、教員の向 こうに児童・
生徒 をみていれば、今何 をするべ きかがはつき りす るし、それがや り甲斐 であ り、生 き甲斐 になるのだ とわかつた。 よ
く言われ る学校事務職員の 「影 の力持ち論」や 「車の両輸論」ではけつ してや りが いは実感できない。教育行政 は教育
と一体 の ものでなけれ ばならない し、あらゆる学校事務 の仕事の本質 はそ うい うものだ と思 う。 (8年 )

『 ま わ りか ら認 め られ 、 感 謝 さ れ る こ と 』
。今年 3月 、私自身の離任式の日、卒業生がわぎわざ駆けつ けて来て くれた り、浪人 した子が 「○○大学 に合格 しまし
た」 と報告に来て くれた。離任式に卒業生がお世話になつた先生に花束を渡すために来 ることは珍 しくなかつたが、教
員の人事異動の新開発表 は気にしても、行政欄 まで見る子 は少ない。でも、新間を見て、私の為にわざわざ花を持 つて
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来 て くれた卒業生か ら 「有 り難 う」 と言われた時、「ああ、 この子達 と一緒 に仕事が出来て良かったなあ」 と思 った。

(1年 目)
・ 学校施設の修繕の仕事を した時に、 自分が色々 な修繕 をす る こ とにより、生徒や先生方 に喜 ばれ る時。 (4年 目

)

『教育改革の時代』
。それまで、事務職員の職務は庶務、管財、会計だけで、それを法
律、条例、規則に従って日々受動的に処理 してきた。
ところが、中教審答申など国をあげて教育改革の取組を初 めてから学校事務 も様変わりした。教育改革に関 して、教員
にとって今まで脈々 と受け継いだものを変えることは容易ではない。その点、学校事務職員は常に社会の動きを身近 に
感 じてお り、意識改革が比較的容易である。そうなれば、教育改革の推進役 としての機能を期待されているのは事務職
員 とい うことになる。おおいに 「や りがい」がある。 (20年 目)

『知識を習得 し、仕事 の輪郭を理解すること』
・ 初 めて施設・ 管財担当にな り、施設 の修繕、施設・ 備品の管理 を通 して、学校 の隅か ら隅まで知 ることとな り、それが
教員 とも今 まで以上に関わ ってい くことに繋が りとて もや りがいを感 じました。 また、 この担当をした ことに よ り、学
校事務 の全ての仕事を一通 り覚 えたので うれ しかった ことを覚えています。 (15年 目)
・ 主任 とい う立場 によ り、一応の事務関係 の仕事が出来 るようになった時。学校全体が見わたせ るよう気配 りし
税金 の無
駄使 いす ることな く授業 に支障がない よう会計事務の執行 に心が け仕事にや りがいを感 じた。 (20年 )

(2)気 苦労
およそ気苦労のない仕事 はない。 しか し、個人が背負 うことのできない気苦労は組織 として、
または制度 として改善すべ きである。今回の調査で は、高等学校事務職員が どのような ことに、
どの程度 ス トレスを感 じているのか とい う測定を行 うことは控 えた。むしろ、 ここでのね らい
は、気苦労についての 自己分析 を通 じて、高等学校事務 とい う職 の特徴を浮き彫 りにしようと
す るのがね らいである。
われわれは、「精神的 に気苦労の多 い仕事 だ と思 う。

Jに 対 して 「まさにそ うである一だ いた
い そ うで ある」 と解答 した人に 「あなたが経験 した具体的な事例 を教 えて ください。」 とい う
質問を行 つた。その結果、小 。中学校事務職 員 とほぼ同様の気苦労が抽出された。
『教員 との関係』
。学校事務 は行政 の仕事であ り、法律、
規則 に従 って業務 を行 っているが、一部の教員が行政のシステムを理解 してお ら
ず、理解 して もらう事 に気苦労を感 じます。例 えば契約事務等 に関する事な ど。
・「学校 の常識 は世間の非常識」 と言われ るよう、実際同じ公務員で も知事部局 とは異な ります。その中で公
務員 として
の事務 を的確・ 迅速 に行 うことは難 しいこ とです。人間関係の上で も大多数の教員 とい う職種の方が意見が通 りやす く
で も言 うべ きことは言わねばな らず上手に対応す るのにも苦労 します。 また給与・ 会計・ 管財等その分掌の ことだ けで
はな く、学校行事に伴 う事務 も多 く、非常 に内容が多岐になっている。

「 学 校 の 窓 口・ パ イ プ 役 』
・ 学校の窓 口になる職務で、校内

(教 員)と 外部 (保 護者)と の間にたって、伝達等で良 くも悪 くもなることがあること、
また住民側 と学校側で利害の相反することがあること等を踏まえ、対応に苦慮する。教員の理解が得 られないことがし

ばしばである。
・ 対外的に仕事の内容が理解されにくいため、苦情の窓口にな りやすい。ブラスバ ン ドの練習が うるさい とか、サッカー
ボールが庭 に飛び込んだとか、行政職 として直接関われないこうした指導的な問題でも、教員や生徒 に苦情が寄せ られ
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た事実を伝え、対策を決め、さらに弁償・修繕 といつた事後処理 もしなければならず、外 と向き合 う人間は自分一人な
のかと嘆 く。本来的には教頭が担当であつて も、電話を最初 にとった事務職員が怒る相手 に対処 しなければならない。

「住民の貴重なお金』

´

。日々の業務 の中で誤 りのないよう正 しく速 い処理 を心がけ努力 してい るつ もりで も、時 には失敗 して しまうことが あ る。
その時には正 しい修正をか けれ ば良い とわかつていて も、失敗 して しまった 自分 を責 めて しまう。検査や監査の前な ど
「今 までの仕事 に誤 りはなかつただろうか ?」 と心配 にな り精神的疲労がた まる。公務員 とい うことで常 に社会的な立
場を気 にしている。
・ よく思 うのは、監査や会計検査な どの事前準備の折です。法令・ 規則 に則 つて仕事 を して い るか ら問題 はないはずなの
だが、書類 を見直 しチェックすると思 いが けない問題 に遭過す る場合があつた時。 ミスは許 されない。 また学校 とい う
職場 は生徒 の教育 の場であると共 に常 にそれ らの安全 を確保 しなければな らない事。特 に施設整備 の保守。外部 の者 ヘ
の接遇 も気 を使 う。言葉づかいや態度 は相手に良い印象を与えることが必要。部下 の対応 にハ ラハ ラした ことしば しば。

『授業料等 と滞納者』
。私の勤めた 4分 の 3の 学校 が滞納率 の高 い学校 で した。「監査」では授業料の収納率が悪 い と言 われ、上司か らは常 に
状況を問われ、督促 を厳 しくすれば教育的配慮 が足 りない と責められ、それで も泣 く親 に払え と言わなければな らない。
何年 も続 けるのは自分を追 いつめ るほ どつ らい事で した。行政的・ 教育的 0人 間的ギ ャップの大 きい仕事です。

「プライノ
ミシー』
。職員のプライバ シーに係わる業務。
『 と りま と め 』
・予算の配分など、要求に対してどこまで認めるか気を使 う。
・ 事務職員の仕事 には、教員を大多数 とする学校の全職員を対象 とした者が多 くあります。例 としては、各教科からの物
品の要望をとりまとめ配分計画を作成すること。あるいは福利厚生で必要 とする私的な書類の提出を求める場合な ど、
年齢や役職立場 に関係なく全職員 に同一の指示を出す場合などは、特に若い事務職員 が担当する場合 には、特段気を使
うものと思われます。

「職務の幅広 さと突発的な業務」
・ 定例 の事務処理以外 に 日々様 々な大小 の突発的な仕事 (雑用含む)に 対処 しなければな らない。

(3)学 校事務職員の自己理解

―メタ ファー調査から…

高等学校学校事務職員 は 自らの職 を どの ように理解 して い るのだろ うか。われわれは、「学
校事務職員 を何 かに例 えて表現 してみて ください。学校事務職員 は、 まるで○○○ のよ うであ
る。なぜな ら〜だか らとい う形でお答 え下 さい。 (例 :学 校事務職員 は、まるで学校 の中 の社
会人のようだ。 なぜな ら、教員 よりも社会 と直接 つ なが つてい るか ら)」 とい う質問を行 つた。
この質問 はか な り回答が難 しく、回答 で きない と言 うもの もあつた。 しか し、自らの職 を一つの
言葉で抽象化す るとい う作業 によ り、学校事務職員 の職 の特徴 が浮 き彫 りにす る ことがで きた。
『黒子役』 (重 要な役割を しているが、 日立たない)
。まるで空気のようである。→なぜなら学校 にとってな くても気がつかないがいない と学校が回つていかないからである。
。まるでテレビ局 のアシスタント・ デイレクターの ようである。→なぜなら教育現場を支える縁の下の力持ちのような存
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,

在であるか ら。

0ま るで母のよ うである。→ なぜ なら
家計のや りくりはもち ろん、子 どもたち (教 員)ま たその子 どもたち (生徒)の 過

ごしやすい ように揃 え、整 え、わがままを時 には聞 き、時には咎 め、相談 も愚痴 もきき、良いことが あれば誉めたたえ、
わが子 の悪行 に苦情 あれば平謝 り。家の一部 が痛んだ ら業者 を呼び、時には不慣れな 日曜大工 までちゃん とできて当た
り前。で きていなければ文句 を言われ、 日を出 しすぎれば うるさい と言われ、感謝の言葉 の一つ もない。「家 の中のめ
ん どうは全部私。そ こにい るな ら電話 くらい出てよね。」 で も沢山愛情 を持 っているか ら。

「無境界性J(仕 事が幅広 く境界がな い)
。まるで、学校の (専 業
)主婦 のようだ。→家計 (学校 の予算 家族 の動向 (職 員 の勤務管理
築計画な ど 家の補修 (管財
おつきあい (窓 日)全 てをこな して い るか ら。
)、

)、

)、

家族 の今後 の計画 (改

)、

・ まるでバ レーのセ ンターのようだ。→ なぜ ならオール ラウン ドププレイヤー。

「行政職J(教 員 とは異なる行政職としての性格を有 している)
・ まるで学校 の中の静 岡県監査 委員会事務局職員の ようだ。→公務 員で あるこ とを忘れが ちな教 員 のや る こ とを毎

日

チェックしてい るか ら。
・ まるで学校 の窓のようである。→学校 には改革を望 まない教員 (抵 抗勢力)は 多 い。そ こへ外
(一 般国民の意識)か ら
新鮮 な風邪 を送 り込み、中の澱んだ空気 を外に出す。学校 に届 くすべ ての文書 に 目を通す こ とができるのは、管理職 と
事務職員だけである。情報 を素早 く察知 し、整理 し、時を失 しない ように教員 に提供す る。 これがで きるのが事務職員
である。学校事務職員が抵抗勢力 となる学校 は生徒 が不幸である。

「学校のァ員』
。まるで SLの ようだ。→校長 とい う運転士が いて
、生徒職員を乗せ 、皆で協力 しあって

(SLの 機械 が協力 しあって)

教育 目標 に向かってレールの上を走ってい く。
・ まるで車輸 のようである。→ なぜなら学校経営は教員 と事務職員が協力 していかなければ円滑な運 営ができないか ら

.

『法規の解釈名人」
・ まるで規則 を狭義 に解釈す る名人のようだ。→なぜ ならもう少 し生徒個 々が生 きる手助 け効果を え、規
考
則 を有効に生
か し業務 を遂行できるようにしたい。

(4)自 らの専門性 についての理解
学校事務職員 とは一体 いかなる職なのか。一般行政職員 とは異なる専門性があるのであろう
か。 こ うした問い は戦後 のわが国 において一貫 して間 われつづ けて きた。それは学校事務職員
の存在意義 に関 わ る重要 な問題 として受 け止 め られて きたのであ る。歴 史的 にみれば、小・
中・ 高校 とい う学校種を問わず、一般行政職 員 との共通性 を強調す る方向へ と次第 に変化 して
きた。CDま た、都道府 県 に よっては、 いわゅ る任用 一 本化 に よ り、一般行政 職 と学校事務職
員 との共通性 を高めてきた とい う歴史的経緯 が ある。静岡県 の高等学校事務職員 はこうした歴
史的問題 をどのよ うに把握 してい るのだろ うか。
本調査では、そ うした高等学校事務職員 の考 え方 を数量的に測定す ることは 目指 さず、「学
校事務職員」 の職 としての固有性や特色を聞 いてみた。われわれは 「学校事務 とい うことに関
して専 門的な知識技術 を持 った専門家だ と思 う。」 に対 して 「まさにそ うで ある一だ いたい そ
うで ある」 と解答 した人に質問 した。その内容 は 「あなたが思 う専門的な知識技術 の内容 につ
いて、他 の職種 の方 に も理解 できるよ うに説明 して くだ さい。」 とい うもので ある。

藤原文雄・ 山時準二

『法規の知識
・ 県の条例、規則をよ く把握 した上で、事務処理 を行 う必要 がある。特 に工事担当者 は設計書作成、入札、契約、施行、
支払 い と一連の知識が必要。

『工 事 の知 識 J
。工事に対してどのような施行方法があるか知識がないとわからない。最善の方法について業者の進めるものでよいか判

￨

断で きない。

給与関係で は社会保険や雇用保険 に関す る知識、年末調整 に関 して各種税金 に関する知識を知っていなければな らない。
管財関係で は、工事用語や施設 に関する用語 の理解、設計書 の作成な ど特別 な知識を必要 とす る。

『指導 と事務 の一体化」
・ 教育 目的を理解 しての行政的対応がで きる。
・ 施設・ 設備 の修繕や新設 にあた り、教育効果や生徒 の安全 を重視すること。 その方法を知ってい ること。服務や給与 の
事務処理 卜、教員 の生徒 に係わる特殊 な業務、要件の内容 を理解 してい ること。現在、学校が対外的に求められて い る、
あるべ き姿 についての 日常的理解 と実践 の努力 をしてい る こと。
・学校 とい う教育現場 で仕事を してい るので、行政職 とは言 つて も教育を知 る必要があるし、そ こにい る子 ども達のため
に何 がで きるかを考 えて仕事 をする必要が ある と思 う。教育 の流れ、教育 のシステムを知っていない とよりよい仕事 は
できない。

「幅広 さ」
・ 学校事務職員の職務 は庶務、会計、管財 と大 き く三つ にわ けることができるが、その内容は とて も多種多様であ り、 そ
れぞれの仕事はすべ て法律やnlJに 基づいて正確 に処理 されなければな らない。
・ 業務 が複雑多岐 にわた る。1人 の職員が給与、税、管財関係契約事務、工事設計書作成な どを担当す る。知事部局 の一
般行政職 とは異な り、業務内容が広 く浅 くとい う感 じである。

(5)目 標 とする学校事務職員
われわれは、「目標 とする学校事務職員 の方 はい ますか ?」 とい う質問を行 つた。その上で、
「はい」 と答 えた人 に質問 した。「その方 との 出会 いや理想 とす る点 について 自由に記述 して
ください。」 とい う質問 を行 つた。
この質問のね らい は、 日標 とす る学校事務職員 を聞 くことに より、学校事務職員 の理想 とす
る在 り方を明 らか に しようとす るものである。 いわば、学校事務職員の願 いを明 らか に しよ う
とする質問項 目であ る。
「いい雰囲気 0人 間 らしさ』
・採用された時の上司。笑顔をたやさず雰囲気を大切にかつ仕事もしつか りとこなす。
・事務長 でいえば常 にどっとりと構えてい る人。 トラブルに対 し的確に判断 し対処する人。常に事務室の職員一人ひ とり
に声をかけ、良い雰囲気づ くりに心かげてい る人。主任では、下位の職員の質問に何でも答えられ信頼 と好感が持てる
人が理想であり、目標 である。

「同性 と してのモデル 」
・女性事務長。女性管理職の少ない20年 以上も前から自分を厳しく律し男性以上に勉強し、男性優位社会で女性管理職
として認 め られてきた こと。改革する上で人 と軋蝶 をお こさず、丹念 に着実 に改革を推進 して いつた こと。何事 にも積
極的 に前向きに取 り組 む こと。
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『学校運営への参画」
・ 既 に退職 されたが、学校運営 について事務職員 の立場で積極的 に参画 した姿勢 は見習いたい。見識が高 く、人格 も円満
であつたため、校長・ 教頭・ 教員 に受 け入れ られた ことと思 う。私は未熟であるが 目標 としたい人である。

「力強さや信念、厳しさJ
。同じ学校で働 いて。教員に対 して厳 しく接 している。事務の仕事を教 に
員 大切な仕事なのだ とわからせる.仕 事が丁寧
であるにも係わらず処理が速 い。「生徒 のため」を意識 して前向きに仕事に取 り組むため、教育委員会 との連絡 も密に
する。
・ 信念を持 つて仕事に取 り組んでい る人。小中学校の事務の方で朝出勤して 9時 まではいすにすわらないで、校合周辺の
見回 りやごみ拾い、花木の世話をしている方がいた。事務的な ことだけこなすのでなく様々な角度からの学校を見る姿
勢がすばらしい と思った。そのような方の背中をみて子供たちは何かを感じとって くれているように思った。
『仕 事 と 家 庭 の 両 立 』
・初めての勤務校の主任で明るく優 しくよく笑 う。それでいて言 うべ き事を相手を気遣いなが らもはっきりと伝える。私
の質問 には条文の一文付きです ぐに答えが返つて くる。他人の仕事にも目が届きフォローする。自分の仕事は一つ一つ
が速 くてきれいで完璧。終業時刻が くると家族 の待つ家へ嫁・ 妻・母 として帰 ってい く。「両立」力]で きている。私も
あんな風にな りたいと思 い続け今 日まで、まだまだです。
「企 画 力 ・ 実 行 力 J
・現在の事務長。今まで出会 ってきた事務長 と違い、発想がユニークで今までの慣習にとらわれるところがな く、改めて
いけることは良 くしていこうとする姿にひかれる.決 断が早 く、すぐに実行 してみせて周囲を引き込んでい くところ.
・ 学校全体を良 くすることを第一 とし、迅速な対応ができる。今までやってきたことをただ踏襲するのでなく
都度見直し
を行い、少ないコス トで高い効果をあげることを目標に行動することができる。職場の人達 と良い人間関係を築 くこと
ができる。職湯を離れて話を してもおもしろい。

4.学 校事務職員に求め られる力量 生その童ち
ここで のね らい は、高等学校事務職員が どのよ うな力量を有す るべ きだ と考えてい るのか、
また、力量 はどの ように形成 され るのかを明 らかにすることがね らいである。

(1)学 校事務職員 に求め られる力量
われわれは、「今後、学校 事務職員一般 に求め られ る力量 と、今後 あなた自身が身 につ ける
べ きだ と考 える力量 について 自由 に記述 して ください。
」 とい う質問を行 った。
幅広 い仕事を少人数で、 しか も対人的関係 の中で仕事を遂行す る学校事務職員 に求 められ る
力量 は極 めて多岐 にわた る。
また、現段 階では学校事務職員 に求 め られ る力量 を構造化 し、それに沿 って研修体系が構築
されて い るわけではない。教 員委員会 には教師のための指導主事 は存在す るが、学校事務職 員
のための指導主事 はいない。 もちろん、教師のための指導主事 とは言 うものの、実際には指導
主事 は書類作成等 の指導行政事務 に追われてお り、教師の力量分析やそれ に基づいた研修 プロ
グラムの開発 に十分 に力を注 いで い るわけではない。 しか し、担 当の指導主事が いないこ とも
あ り、一般 に学校事務職員の研修 プログラムには科学的な検証 を欠 いた非体系的なものが多 い。
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求 め られる力量が多岐に渡 ること、力量 の分析や それに沿つた研修 プログラムの体系化 が遅
れて い ることは、学校事務職員の 自信 の低下 をもたらしてい るとわれわれは考 えてい る。 また、
今後 の学校事務職員 の社会的認知 の向上 とい う観点か らすれば、学校事務職員 の力量を科学的
に分析 し、その力量形成を支援するシステムを体系化す ることが必要 である。 また、教員 のよ
うに免許制度 の導入 とは異なるシステ ムになると考 えられ るが、何 らかの職名 とリンクした資
格制度 の導入 の検討 も必要であるとわれわれは考 えてい る。
こ うした観点 か ら、われわれ は、本調査 では 自由記述 に基づ き、高等学校事務職員 に求 め ら
れ る力量の見取 り図を作成 し、今後 そのような力量が どのように形成 されるのか とい うことを
明 らか に してい くための基礎資料 を得 ることをねらい とした。
『情報収集・ 処理能力』
・情報処理能力はもちろんのこと、学校を取り巻く環境についての情報収集能力→常に外側から見た学校、事務、自分と
い う意識、広 い視野 、大人 としての品格

『社会常識 と人間性、前向きな姿勢」
・ 学校 が変化 しつつ ある現在、過去に とらわれない前向きな意識を持ち学校や教育 に関す る知識 を採 り入れ、学校 の窓 口
として社会 とのスムーズなや りとりができるよう広 い視野 を持つべ き。→未経験 の仕事 もあ り、仕事の知識 は不足 して
い る。それを補 う努力をすること、荒廃 をフォローで きるようなゆ とりを身につ けること。

『法 規 の 知 識
。法令・ 規則等の解釈及び実践能力、 フロン ト対応能力、問題解決能力、根気 と努力を継続する能力→広い視野での経営
を補佐できる能力、企画推進能力、部下の能力開発 を行 う力、 くじけない勇気

『学校事務についての多方面の知識』
・ い ろい ろな仕事 を体験 し内容を深 く理解 し、教員、県民の質問に的確 に答 えられ るようになること→常 に先 をみて迅速
に処理 をし、仕事 を追 う状況でい る事。他の職員の仕事 を手助けできるような余裕 をもてること。
・ 学校事務全般 にわた る基礎的知識 の習得→応用力、教員等 の要望 に応 えるため、法令等 に抵触 しない許容範 囲で対応
す るための適切 な判断カ

『教 育 につ いて の知 識J
・ 学校 の管理運営 に積極的に参画してい くこと、そのためには新学習指導要領など教育の基本理念の理解が必要。積極的
に学校が社会 との協調を図ること、今後公立高校 といえども生き残 りの時代、経営感覚を養 うことが重要。→ これまで
は学校事務職員が企画的な才能を発揮する場面が少なかった力ヽ 学校が事業の見直 しをするうえで、社会 と密着 した経
営感覚 は不可欠であ り、 こうしたことに学校事務職員が企画に参加することは重要であり、またその力を養 う努力が必
要 と考える。
・ 県立学校 の校務分掌 として、庶務、会計、管財がある。 これらの職務 に精通 した職員であるとともに、学校に勤務する
以上、常に児童、生徒 の教育の場 にいることを意識 し、態度に出せる職場であること。→各分掌についての知識が身に
付いているわけではないので事務室の長 として常に学校運営の中で事務室の機能が生かせるよう事務職員 との人間関係、
教職員の人間関係を円滑にできるための思慮・配慮。

『対人的能力』
・ 協調性 と競争意識 のバ ランス、幅広 い視野。→ リーダーシップ、洞察力、知識力 (学校以外 の分野)
・ 教員、同僚 との コ ミュニケーション能力、提 出物 の期限厳守など、職務 に関する時間配分能力、集中力→部下 にや る気
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をお こさせるしか り方 とコミュニケニション能力、情報の取捨選択能力
・接遇→接過 と謙虚な態度、 この仕事はサービス業だと思う。様々な場面での問題解決能力、度量。

「正確・熙凍な事務処理能力」
。まず、最低限のこととして与えられた仕事を正確 に
素早 く行わなければならない。その上で何か改善できることはない
か と考えながら、向上心を持って仕事をしなければならない。そして、 自分自身が学校の顔であることを認識 しなが ら
仕事をしなければならない。→前述のことはもちろん、自分の仕事だけでなく常に周 りの人が今 どんな仕事をしてい る
のか、忙 しいのか、そ うでないのか等 にも気を配 りたい。学校全体を大きく見渡 し、事務職員 として学校事務を行 うだ
゛い
゛
けでな く、管理職 と共 に学校運営に参加するく
ら の気持ちで望みたい。「これに関 しては、あの人に聞けばす く
わか
るよ」 とか、「あの人は何でも知っている人だよ」 と自校の人からだけでな く、他校の人か らも言われるようになりた
い 。

・ 事務処理の効率化 を図 り、勤務時間内に処理す ること、条例、規則 に精通 して間違 いのない処理 をす る。 コ ミュニ ケー
シ ョンがで きる。パ ソコンが使 える→学校教育 目標の達成 をするために、事務職員 として何 をした らいいか判断で きる
能力、学校経営 に参画で きる能力.

『思考力・ 判断力・ 企画力 』
・変化していく社会の中で古い考え方にとらわれず、何事も適切に対応していく能力→情報を広く集め、広い視野で物事
を考 える、多 くの経験 をす る、少 しの ことで もへ こまない強い心を持つ。
・ 教育の後方支援 として とらえがちで あるが、経営 ス タッフとして学校経営 に参画 して い くこ と→経営感覚 を とぎす
ます、
サービスの受け手の 目線で物事を考 える態度を見 につ ける、幅広 い視野 か ら考える力 を見 につ ける。
・ 臨機応変に物事を処理す る能力、決 め られた ことを確実に処理す るだけでな く、あ らゆる局面 において 自分で判断 し対
処す る能力→決められた ことを確実 に処理する能力

(2)力 量形成の努力
われわれは、「あなたは、 自分 の力量形成のために どのよ うな努力を して い ますか ?」 とい
う質問を行 つた。上の質 問 は、学校事務職員 に求 められ る力量を明 らかにす るこ とがね らいで
あつたが、 この質問 のね らいは、その力量が形成 され るプロセスを、学校事務職員の努力の中
に見出そうとい うもので ある。力量が多岐 にわた り、複合的である以上、 その形成 の道筋は多
様 であるはずである。
『読書など』
・条例、規則等の習得のための専門書の購読、工事等における工法の見識を高めるため工事現場などの見学、文具、教材
の新製品などの情報 の習得 のためのビジネスシ ョーな どの見学、 自分 自身が穏やかな心の状態である時が、一番力量 の
発 つせ られるときであ るので精神修養 を積むこと。

「情報収集J
。学習指導要領の改正など基 的な学校経営理念の柱となる事項に敏感でありたい
本
。学校事務職員が学校の中で生徒から
遊離 したままいることは今後許 され ない し、それは学校 が社会か らも遊離することにはか な らない。 もっ と素朴 に個人
的なや り甲斐 とか生 き甲斐 を求めるためにも、今後 とも学校 に必要な人間であるために も。
・ 情報 メディアに常 に触れ、最新情報 を採 り入れ るようにしている。

「交流J

・

・「固定観念にとらわれて物事に柔軟に対応できない」 ということのないよう読書をした り、公務員でない友人と話をし
たりしている。同じ事務長同士、お互いの問題を自分の問題として話し合う。先輩事務長にアドバイスを受ける。資料
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をきちん と整理 してお く。
・ 学校以外の分野でボランティアをした り、町の人 とかかわつてい る。

「 日々 の 実践 J
。一つひとつの経験、失敗を無駄にしないこと、常に他人を思いやり仕事をすること。
。日々の実践、仲間 との語 らい、情報 の収集
・

・ 職務 に関係 ある事柄 に関心を持つ。法規 を暗記 してお く必要 はな く、何 を見ればあ るいは何 を調 べればわか るか とい う
すべ を知ってお く。
。まず、 自分 の 日でみて確 かめるように してい る。わか らない ことは遠慮 しないで き く。気が小 さ くて人前で話すのが苦
手なので 自分 に 自信が持 て るように時々話 し方の練習を して い る。「ピンチは最大 のチヤンス」で苦労はいつか実 るか
ら苦難 な仕事 ほ ど積極的 に取 り組みたい と感 じてい る。
・ 教務 に関す る文書 にで きるだけ目を通 してい る。

「研修会・ セ ミナー な どへ の参加』
・書類をじょうずに整理して、質問されたらすぐ答えられるようにしておくこと、研修資料を読んで参考にし、今自分の
やってい る方法 よりよい ものは採 り入れてい く、で きるだ け、研修会 も研究大会 も積極的 に参加 して技術な どを身につ
ける。
・パ ソコン教室受講、 日常の中でお りにふれ使用す る。

『余暇を充実』
̀私 自身の力量形成 の考え方 は仕事上の知識等以外の精神的な もの と考 えてい るので、特 に努力 していないが、余暇を有
意義 にす ごし仕事 に取 り組 む活力 をや しない気力を出す とい うところです。

(3)自 己理解のターニングポイント
上の質問が、意図的な力量形成の努力であ り、プロセスであるとすれば、必ずしも意図的な
力量形成の努力 とは言えないが極 めて重要な力量形成のプロセス も存在すると思われる。 こう
した考え方 にたつて、われわれは 「学校事務職員 という職業 についてのあなたの考え方が大き
く変わつた時期があ りますか ?」 とい う質問を行 い、「ある」 と答 えた人 に質問を行つた。「考
え方が大きく変わる上で、大きな影響力を持 つた人や出来事、耳 にした言葉、出会い、きつか
」 とい う質問を行 つた。
けな どについて自由に記述 して ください。
「新 しい分掌の担当、職名の変更』
・ 3年 目の頃か ら会計事務職員にな り、業者か ら物 を買つた り、施設を修理 した りして外部 の人 とかかわるようになった
時か ら行政職 になつた とい う意識 になった。
・ 職名が変わつた時、特 にはじめて事務長 になった時、学校運営 に参画 してい る とい う意識 を強 く持 つた。
・ 学校予算 の担当になった時。教員の要望 にいかに応 えるか はまず学校 の施設・ 備品な どを理解 し今、何が必要 なのかを
理解す ることか ら始 まると思 う。学校 が良 くな るか悪 くな るかは教員のみな らず、学校事務 にも大 きな関連があると思
う。ある学校 で、主任・ 副主任がいな く、 自分 が事務長 のす ぐ下 になった時、今 までは指示 され る立場か ら下の同僚 に
指示す る場面が多 く学校全体 を知 ること、先 をみることかいかに大切 かを感 じた。

「他 の事務職員 の姿や声 』
・一般社会経験のある管理職 との出会い。実社会で得た仕事に対する厳しい姿勢を「昨日より今日、一字一旬違わなけれ
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ば進歩 も発展 もない」 とい う言葉 に感動 した。世の中のアンテナを高 く、前向きな考 え方 と心構 えを教わった。同 じ職
場で働 く職種の違 う人達 との人間関係を大切 に し、学校運営に係 わる重要性を深 く感 じ取 り、学校 の場合、行政職 とし
てだけでな く、教育行政職 員でなければな らない と強 く思った。
・ 車 の両輸の片方で陰で支える仕事 と言われてきましたが、ある時上司である事務長 に 「学校 を守 らなければな らない」
゛
と言われ、大変大 きな感動 を覚 えました。個人 のみではな くまわ りに気を配 り、 ミス を未然 に防 く
努力が必要であ る。
・ 子 ども達 との関わ りをもち子 ども達を知 ることも大切 と自ら進 んで子 ども達の中 に入っていった人 をみて。
・ 採用 3年 目に赴任 してきた事務長か ら 「考える事務職員になれ」 と常 に指導を受 け、 よりよい仕事 を目指す ようになつ
た。勤務校が校舎改築 とな り、仕事は全勢力を注いでや るものだ と思 うようになった。

「交 流 人 事 』
・ 小中学校への交流研修 (3年 間)で 県立学校の組織 と全 く違 う環境で仕事をしたこと。行政職員が一人だ けで 「一人
職」 とも呼ばれたが、一人であるために周囲から必要 とされる度合いが高 かった気がする。また、管理職 との連携 も不
可欠で、学校の運営面にた くさん関わ りを持てた。事務職員 は事務サイ ドの考えに偏 りがちにな るが、全体をみて判断
するようにこころがけるようになった。
・ 学校を 8年 経験 し、事務局勤務になって、違 う立場で学校を見 ることになった時。また接触する相手が国、市町村の
方々、義務教育の学校の教職員、知事部局の職員、外部団体の人など、狭い世界から多少 は広い視野で物を見、考える
ようになった。議会、国庫補助金、予算要求の仕事などは学校では経験できない仕事である
・採用 9年 目に学校事務から知事部局 に出向し、学校 とはまった く異なった課で仕事をし行政をしったこと。またその後、
教育委員会事務局に勤務 して学校の上に立って学校現場を外からみれたこと。

『本や請話との出会いJ
・ 学校経営 としての発想が必要であると感 じた時。 2〜 3年 前 に当時の文部相の地方課長 の講話を伺 つた時 に、その方が
「日本の教育は昭和 50年 代 に、それ までの戦後 の復興教育か ら大規模な方向
転換 をす るべ きであった。その意味では
今 の教育は間違つている」 との発言 を聞いた時、それなら我々は今、何 をすべ きなのか と考 え始 めた時。

(4)今 後の研修 二―ズ
既 に分析 してきたよ うに、学校事務職員 の力量形成をもたらす ものは、研修 に限定 され るも
のではない。研修 の改善 を検討する際 には、研修 が持つ可能性 と限界 を踏 まえて、他の力量形
成 の道筋 も視野 にいれなが ら検討する必要がある。
われわれは、「更 に学校事務職員に対する研修 を充実するとすれば、 どの よ うな研修 を望み
ますか ?研 修 の実施主体・ 内容な ど具体的 にお教 え下 さい。」 とい う質問を行 った。研修 の実
施主体 0内 容 に も言及す るよ うに求 めたのは以下 の理由である。
研修 と一言で言 つて も、学校か ら離れて行 う研修 と職場 の中で行われ る研修 に区分 され る。
さらに 自由参加なのか、任意参加なのか、行政 が主催するのか、事務研 が主催するのか な ど多
様 で ある。それは研修 のね らいに即 して設計 され るべ き事柄 である。 また、学校事務職員 の希
望 とは別 に、その希望す る中身が勤務時間中に、あるいは税金 を支出 して行 うべ き内容である
のか、個人で勤務時間外 に 自分 のお金で行 うべ きものなのか とい う吟味 も必要である。
こ うした観点か ら質問項 目を設定 したが、質問の意図を明確 に しなかったため、われわれの
意図は十分 には くみ取 って もらえなかった。 しか し、希望する研修 の内容 については以下の よ
うなデータが得 られた。
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『パ ソ コ ン 研 修 』
・時代 に即 した実務 (OA)研修

「実務研修』
・ 担当す る分掌が変更 され、何年 も担当 していなかった分掌 になつた時や、新採用者のために、 あすなろな どで、年度当
初、希望制で実務 の説明、研修 を希望。希望者 のみの出席の研修 は給料 な どがあるが、担当以外 の複数 の参加 がで きな
い ようになってい る。県で研修 を行 えば、事務研究会が主 になって研修会 を行 わな くて もいい と思 う。
・ 県教委主体で。実務 についての研修 を望みます。 3年 で 3つ の仕事をした人 と3年 で 1つ の仕事 しかできなかった人、
明 らかに差がある。人員配置の状況で決 まるので 「運」 である。 これでは求め られ るチ ェック体勢な ど無 に等 しい。持
'使 えるだけの担当者研修 しか行われて い ないため、カリキ ュラムを組 んで文書・ 会計・ 給与・ 管財 な ど一
ち帰 つてす く
通 りの実務 についての 「教育」があつていい。

『意識変革 0教 養講座』
・具体的な実務研修 も大切 だが、意識を変 えられ るような研修 も望む。例 えば経営者向けに語 られ る経済、経営の話
・学校の特色化が叫 ばれている昨今、事務 の立場 か ら特色化 をバ ックアップす る ことが必要 となるので事務 。実務研修 と
あわせ、 ものの見方、考 え方、生 き方にせ まる研修 .民 間の講師、研修機関 を活用。 として どのように対応す るか見定
めることが必要。行政法人化を見据 えて。
・ 外部者 か ら見た事務職員 に対する講話
。これか らの学校の在 り方、学校事務職員 の在 り方の研修

/

・ 学校 の運営 に積極的 に取 り組 めるよう教育課題 について広い視野 と柔軟な発想や事務改善 を進 めることがで きる動機づ
け となる研修
・ 自分 の学校 の予算な ど目先の ことに とらわれず、学校事務 も行政の一端 を担 つていることを再確認できるような研修。

『資格取得支援』
・ 民間企業 のように県が資格獲得 のための機会 を職員 に与 える必要がある。参加 を容易にす るため研修場所 は地元 の専門
学校 とか行政セ ンターが よい。あすなろは遠すぎる。

「民間企業研修J
。一般企業 の職 に対す る意識、進め方な どを習得 したい。
。人間を磨 くための研修。例 えば、最低 20日 以上 の民間企業体験研修 の充実。

「内地留学研修』
・ 教員 の内地留学 のような研修。期間 は短 くて もよい。研修 中の職員の代替 も考慮 されれば問題 ない と思 う。

『行政 と交流』
・ 私 は一般行政 として受験 し、 自分で学校 を選びましたが、教育委員会だけ、別 くくりにす るように人事はなぜ この よう
にな つているのか疑間であ ります。
・ 他部局 との交流。事務職員内部での研修 はいきづ まって い る。

『初任者 の配置改善』
・ 外部講師 による情報収集、整理能力の開発、初任者 の配置の配慮、初任者 に とっては、数 日の研修 よりも最初 に配属 さ
れた職場、上司の影響が大 き く、その後 の仕事 の仕方、姿勢が決 まつて しまうこともある。

高等学校事務職員 の力量形成 と専門性 に関す る研究 (1)

『企画能力開発』
・ 企画・ 立案な どプロパー としての研修 を
・ 説得力、交渉力、即決断力
・ 問題処理能力向上研修
・ 新卒者 については組織 についての理解、経験者 については総合的な判断力、企画力研修、教委主体。

注〉
く
高等部 を有する盲・ 聾・ 養護学校 に勤務す る学校事
務職員 も含んでい る。 尚、戦前 の小学校 には事務職員 は置 かれなかったが、戦後の新制高校 の
(1)本 調査 でい う高等学校事務職員 とは、

前進 にあたる旧制の中学校等 には書記が置かれて いた。
(2)静 岡県の場合 には、高等学校事務職員は、主
事、副主任、主任、主幹、事務長 に区分 され
てい る。 これ らの分類 は補職名 であ り、職名 としては事務職員である。
(3)全 国の公立学校

(す なわち市立高校 も含 む)に 勤務す る高等学校事務職員の総数 は、平成

14年 度時点で、20,011人 であ り、その うち、女性 は8,404人 で ある。 このデ ー タと比較すれば、

静岡県 の県立学校 の学校事務職員 は女性比率が高 い。 (『 平成 4年 度 全国協会要覧』全国公立
高等学校事務職員協会)尚 、静岡県立学校 の事務職員 の女性比率 は平成 5年 度が55.3%で あっ
たが、その後上昇を続 けてい る。
(4)藤 原文雄・ 山峙準二 「小・
中学校事務職員 の力量形成 と専門性 に関す る研究(1)」 『静岡大
学教育学部附属教育実践総合 セ ンター紀要』2002年 。
(5)平 成 14年 12月 にA地 区で勤務経験 10年
以上 の全ての事務職員 を対象 に行 われた。結果 は別
途 ま とめられる予定である。
(6)こ の点で 「
高等学校事務職員 の意識調査結 果 について」、「事務分掌 の現状 と分析 ―明 る く
ゆ とりある事務室をめざして」、「静岡県公立高校事務職員意識調査」等 の調査 は貴重である。
これ らは静岡県公立高等学校事務研究会『30年 のあゆみ』 に収録 されてい る。
(7)静 岡県公立学校事務研究会 は 「
本会 は、会員相互の親睦 と緊密な連携 の もとに、学校管理
運営事務の研究、な らびに事務職員 の社会的地位 の向上を図 り、 もって学校教育成果 の増進 に
寄与することを目的 とす る」団体 である。
(8)リ アリティー・ シ ョ
ック とは宗像恒次 によれば 「新卒 の専門職者が、数年間の専門教育・
訓練 を受 け、実習を含 めて、卒業後 の実践活動 へ準備 をして きて い るに もかかわらず、実際 に
職場 で仕事をはじめるよ うにな って予期せぬ苦痛や不快 さを伴 う現実 に出 くわして、身体的、
心理 的、社 会的 に さ まざ まな シ ョック症 状 を あ らわす現 象」 の こ とで あ り、ク レイ マー
(M.kramer)に より名づ けられた ものであるとい う。 (土 居健郎監修・ 宗像恒次 ほか著 『燃 えつ
き症候群 ―医師・看護婦 0教 師 のメ ンタルヘルスー』金剛出版、 1988年 )こ の定義 によれば、
入職前教育・ 訓練制度 がない事務職員 にこの概念 を使用す る ことは適切ではない と思われ るが、
本稿 では実際に職業 を経験 して受けるシ ョック とい う意味で リアリティー・ ショックとい う概
念 を広 く使用する。
(9)1953年 に制定 された学校図書館法 は 「
司書教諭 を置かなければならない」 と規定 しつつ も、
長 らく「当分 の間、置かないこ とができる」 と規定 され実現 されなかった。 1997年 に法改正 さ
れ、2003年 3月 31日 まで に司書教諭 の発令 が義務 づ けられた。学校司書 とは、 こうした 司書教
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諭 が いない時期 に、教員 とは別 に図書館 に常駐 で きる人 を配置す る必要か ら置 かれ るように
なった職員であ り、法的根拠 は有 しない。都道府県 に より、学校 司書を学校事務職員 と別 に取
りあつか うところもあるが、静岡県の場合 には学校事務職員が 図書館勤務 を一 日中行 った り、
特定 の時間 のみ勤務す る形態 を とって い る。
00前 掲 「事務分掌 の現状 と分析 ―明 る くゆ とりある事務室をめざ して 一」。
OD篠 原清昭 「事務 主任 0事 務長 の専 門性」小島弘道編著『事務主任・ 事務長 の職務 とリー
ダー シップ』東洋館出版社、 1997年 を参照。

