
特別企画
●FROM 富良野 天野　修

北海道鷹栖町立北野小学校

ふらのフォーラム

について

2010（平成22）年７月30日、学校間連携

会議に取り組んでいる石狩・北見・富良野

という、三市の学校事務職員が富良野市に

集い、初めての実践交流会を開きました。

前年の成果を受けた2011（平成23）年７

月28・29日、学校間連携を核とした学校事

務の現状と課題について、実行委員会を立
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北の事務から 2012 前進

〜2012ふらのフォーラムに参加して〜

今年の北海道の冬は例年にない大雪でした。

自宅から学校まで15km足らずの距離を自家用車で通勤中、猛吹雪のため前方がまったく

見えなくなったことが二度ほどありました。

一時的に路肩や道路脇の駐車場へ逃れられたら良いのですが、視界がほとんどない中、そ

れはままならず、止まることも「玉突き事故」を引き起こすのでできません。このようなケ

ースではスピードダウンしながら運転をするのが鉄則ですが、極端に速度を落とすと、後ろ

から追突される可能性があります。前方に車があれば、テールランプの灯りをたよりに、追

従するしかありません。そして、前の車がブレーキをかけたら、自分もすぐにブレーキがか

けられるように、意識を最大限に集中する必要があります。

わずか数kmの距離がものすごく長く感じる、冬道の運転に慣れているはずの北海道住民

でも恐怖に苛まれる場面です。
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ち上げ、テーマ「学校事務の在り方と創造

的展開の探求～領域実践を前提とした学校

間連携　課題の共有と解決のための組織化

をめざして～」、目的「学校間連携の実践

校・市町村の実践交流により、その成果と

課題を共有し、基調と討議の中から『学校

事務』の在り方とその創造的展開、さらに

一般化していく道筋を探る」のもと、「ふ

らのフォーラム」を開催しました。

その課題に迫るべく尾﨑公子氏（兵庫県

立大学教授）に基調講演をしていただき、

さらに市教委職員や道立高校事務長をはじ

め、校長や教諭、養護教諭といった校内の

他職種をゲストに迎え、さまざまな角度か

らの提言や報告を拝聴し、参加者との意見

交流も行いました。

また、学校間連携会議の取り組みについ

て上記三市の実践発表と交流を行い、その

成果と課題について尾﨑氏の示唆に富んだ

助言と、参加者からの意見や質疑を得て、

学校間連携会議の展望をより確かなものと

することができました。

そして、今年７月26・27日、「2012ふら

のフォーラム」が開催されました。今年の

テーマは「教育ガバナンスと教育予算の課

題を学校間連携がつなぐ」、目的は基調講

演から「地域の核としての学校」「現場主

義と学校の財政財務」における学校間連携

の可能性を探る、また、基調提起と「学校

間連携」の経過年数が少ない市町村の実践

交流により、改めて「学校事務」の在り方

とその創造的展開、さらなる一般化への道

筋を探る、というものです。

今年のふらのフォーラムの様子

昨年に引き続き、富良野市は両日とも30

度を超える真夏日となりましたが、全道各

地より130名を超える参加者がありました。

フォーラム１日目は、尾﨑公子氏（兵庫

県立大学教授）の「子どもの参画とまちづ

くり―学校間連携会議の可能性―」、末冨

芳氏（日本大学准教授）の「義務教育の公

私負担と学校予算」と題したそれぞれの講

演とお二人を交えてのシンポジウムが行わ

れ、２日目は渡辺春彦氏（日教組事務職員

部長）が「全国を取り巻く状況」と題した

講演と、その後、学校間連携会議交流会が

行われました。

尾﨑氏の講演では、「今後、学校分権が

尾 公子氏 末冨　芳氏



進めば、学校事務の分野がさらに求められ

る。児童生徒数減少の中、子どもに寄り添

った地域共生型学校を模索していかなけれ

ばならない。北海道の学校事務には、学校

間連携会議を利用した政策提言など現場か

らの積み上げを期待したい」。

末冨氏の講演では、「公費負担の充実が、

学力上昇につながるのではなく、最大の影

響要因は家庭変数にある。公費私費負担水

準や原則が、学校や教育委員会単位で決定

されていない現状に問題がある。データの

蓄積による学校現場の予算状況の明確化、

数値では表せない部分の職員間の意識の共

有化が必要だ」。

渡辺氏の講演では、「2012年度予算に教

材費・図書費の充実のための地方財政措置

がされている。確実に予算措置されるよう

に、教員も含めて学校全体で説明責任を果

たしながら予算要望をしてほしい。全国的

に任用一本化の流れがあるが、専門性の軽

視と『腰掛け』扱いにつながりかねないの

で、独自採用試験は絶対に必要である」な

どの話がありました。

学校間連携会議交流会では、ここ数年で

新たに学校間連携会議を進めている恵庭

市・紋別市・上富良野町からの以下のよう

な報告がありました。

恵庭市「予算要望活動を中心に取り組み

を進めている。各校において、新JIS規格

の児童・生徒用の机・椅子の更新が一斉に

行われた。今後とも予算に関しての資料

化・周知化を図っていきたい」。

紋別市「連携会議への市内事務職員全員

の出席すらままならない状態が続いたが、

少しずつ改善を重ねてきている。研修の域

を脱していない部分があるが、今後は市教

委職員との人間関係をつなげていくことな

ど、できることから進めていきたい」。

上富良野町「予算に関することをはじめ

として、町教委との連携不足が否めない。

会議を重ねることにより、信頼関係を築い

ていきたい。また、町教委職員からは『地

域の先輩』として積極的に情報を受けてい

く姿勢を大事にしたい」。

報告の後、参加者との交流が図られまし

た。最後に、実行委員の一人から「連携会

議で前に進んでいる実感がほしい。そのた

めには、どんな些細なことで良いから、政

策提言を実現させる必要がある。現実的に

は厳しい問題もあるが、最初からあきらめ

るのではなく、連携会議を夢を語り合う場

にしてほしい。ぜひアイデアを出し合って

良い方向へ進んでいこう」との話がありま

した。

今年のふらのフォーラムに

参加して考えたこと

今年のふらのフォーラムに参加して、私
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渡辺春彦氏
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なりに考えたことを整理してみました。

（1）積極的に教育情報（人間）と関わる

べき（時期）である

学校を取り巻く情報の根底にはいつも人

間がいます。そして、現在の教育情報の最

大の課題は人間関係の整理だと考えます。

複雑化・多様化する校内外の人間関係（昔

に比べて職員間とか地域との仲が良いとか

悪いとかという意味ではなくて）の中、そ

れを現在の学校でできるのは学校事務職員

しかいません。

なぜなら、多くの学校で多くの学校事務

職員が情報の入り口にいて、高いアンテナ

をあげているからです。ここで多くの人間

との接点を持ち、多くの情報に触れること

になります。この過程で、記憶や記録など

が必要となり、必要な情報・不必要な情報

の取捨をしなければなりません。これらが

できないようなら、情報の入り口にいる意

味はなく、そもそも学校にいる必要もあり

ません。

外部との接触や人間関係の構築を拒んで

いては、学校事務が前に進まないことが明

かな状況になってきました。学校事務職員

が学校というスクランブル交差点の信号機

になっても良いのではと考えました。

（2）数値だけで評価できないものがある

ことを証明するべき（時期）である

現在の北海道の学校において「学力向上」

という言葉を聞かない日はありません。道

教委が掲げた「平成26年度の全国学テまで

に学力を全国平均以上にする」という目標

に向け、「オール北海道」での取り組みを

進めています。その姿はさながら、弱小野

球部が突然、甲子園出場という目標を掲げ、

猛練習に励んでいるようなものです。

私たち学校事務職員はそれを揶揄しなが

ら、冷ややかに見つめているだけでいいの

でしょうか。目的は何であろうとも、練習

シンポジウム

学校間連携会議交流会
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に励んでいるのは、子どもたちに他なりま

せん。例え道教委の望む結果が出たところ

で、でこぼこのグラウンドや、ボロボロの

道具を使用していたのでは、子どもたちに

とって本当の幸せといえるのでしょうか。

私たちはあらゆる場面、あらゆる事柄で

絶えず数値やデータの提出を求められ、と

もすればそれがすべてであるかのような錯

覚に陥りますが、今後とも数値化できない

部分での教育環境の整備を意識的・積極的

に進めていかなければならないと考えまし

た。

（3）あらためてさまざまな制度と向き合

うべき（時期）である

一般行政職員と学校事務職員の違いを制

度的に明確に表す任用区分までもが、全国

的に見直される中で、当たり前のことです

が、自治体の首長をはじめとして行政は制

度を重要視するのだと最近とみに実感して

います。

今一度、北海道の学校事務職員は、どれ

ほど制度に守られているのか、あるいはど

れほど制度に縛られているかを考える必要

があります。そして、任用から退職まで自

分たちを取り巻く制度や、学校全体に関わ

る制度と真剣に向き合わなければならない

時期だと考えます。

一方で「職務の明示」などをはじめとし

て、これまで同様、「北海道の学校事務」

に新たな制度の必要がないというのであれ

ば、私たちの役割などを今までの何倍以上

も実践で表しながら広めていくしかありま

せん。どちらを選択しても道は険しいです

が、少なくとも「楽な方で」という選択肢

は、後々悔いを残さないためにも、私たち

の後進のためにもきっぱり捨てた方が良い

と考えます。

（4）学校間連携を意識改革のツールとし

て使うべき（時期）である。

個人的に学校間連携の現在の目的は３点

の「意識の変革」にあると考えます。

①新たな取り組みにひるむ、学校事務職員

自身の意識の変革

「今ある仕事で手一杯で、他のことはま

ったく手が回らない」という言葉をよく耳

にしますが、裏を返せば「北海道の学校事

務」から目を逸らしているにすぎません。

現在の処理的業務がアウトソーシングされ

た後、机上に仕事が何も残らない職ではな

いことを証明しつつ、簡単に淘汰される職

でもないことを自分の力で見せなければな

らない時期であると、意識を変革する必要

があります。

②他人をまったく気にしない、学校事務職員

同士の意識の変革

学校事務職員として、キャリアを積み上

げながらのプライドの積み上げは必要あり

ません。それぞれ得意分野と不得意分野が

あるのは仕方のないことです。それらを互

いにさらけ出し、補いながら学校事務を進

める時期だと考えます。そして時には「誰

かに頼る」ことも必要であり、昔は存在し

ていたこの「もたれ合い」のような感覚を

今一度取り戻すためにも、学校事務職員同

士の意識の変革は必要なことです。

③学校事務職員を取り巻く、さまざまな人々

の意識の変革

学校間連携会議で一定程度の地教委職員



の意識の変革が行われたと考えます。これ

ができなければ、地教委との連携は必要あ

りません。連携を深める中で、学校事務職

員が学校や教育をどのように考え、向き合

って仕事をしているのかを理解してもらい

ながら、同時に信用や信頼を築くことがで

きると考えます。

一方で、残念ながら事務センターの派遣

職員とは信頼関係は結べません。彼らの存

在目的は書類を整備することであり、そこ

に教育は存在しないからです。ここで学校

間連携によって波及させることができる、

人間のつながりの範囲を明確に示すことが

できます。それは同時に、私たちの本来的

業務の範囲を示しているともいえます。

いずれにしても、最終的には「人と人と

の結びつき」です。「北海道の学校事務」

からそれをなくしたとき、単なる「事務屋」

となり、明日にでも派遣職員に替わられる

職にすぎないのです。「自分の意識を変え

→学校事務職員同士の意識を変え→周りの

意識を変え→学校を変えていく」。このよ

うな学校間連携をみんなで進めていきたい

ものです。

現在の「北海道の学校事務」を季節に例えるなら、冬のまっただ中でしょうか。

北海道の教育を覆う重苦しい雪雲はいつまでも停滞し、吹きすさぶ大雪に見舞われてい

ます。私たちの乗った車は、ほとんど視界のない中、前のテールランプを頼りにのろのろ

と車を動かしているようなものです。

唯一の頼りともいえるテールランプを点す前方の車には誰が乗っているのでしょうか。

児童生徒でしょうか、地域・保護者でしょうか、教職員でしょうか、先人の学校事務職員

でしょうか。もしかしたら―私たち自身なのかもしれません。

やまない雪はありません。おさまらない風もありません。季節は巡り、積もり積もった

雪もいつしか溶けて消えてしまうのです。そう信じて、焦らずゆっくりと車を前に走らせ

ていきたいものです。北海道住民は冬道の運転はお手の物ですから。

拝啓　『学校事務』編集長　木村拓様
これが今年の「ふらのフォーラム」の様子です。

短い夏はすぐ終わり、また長く・寒く・雪深い冬がやってきます。

先日、テレビ番組で富良野に縁のある俳優が「冬は住めない！」と話しているのを聞き、

少し寂しくなりました。確かに厳しい北海道の冬ですが、冬ならではの味覚が堪能できま

す。雪質は最高で、ウインタースポーツを満喫することもできます。きれいな木々や花々

は見られませんが、夏には見ることができない幻想的な景色を見ることもできます。そし

て何よりも、人の心はいつも穏やかで温かいですよ。

今度はぜひ、冬の富良野でお会いしたいものですね。それではまた。
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