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初任研指導教員拠点校への事務支援

根城小２名・第二中３名に係る旅費請求事務を
行います。（年間約700件）

全教職員
配付号

改正教育基本法に基づき、現在、文科省では「確かな学力の保

証」などを重点目標として『教育振興基本計画』を作成中です。

また、２０１１年度からの小学校（新）学習指導要領では、英語

教育が開始され、授業時間も増加するなど、ここ数年のうちに学 室 長 船橋 敏昭（転入）

校現場の状況は大きく変わります。 室長補佐 川村真紀子

このような変革期にある学校教育を支え、学校経営の一翼を担 室 員 岩木 政義
い得る「新たな学校事務」の創造をめざして、八戸市では学校事 〃 大塚 真理
務グループ制において事務の効率化を図りながら、先生方が指導 〃 秋山 桂子
に専念できる環境づくりを推進しようと業務を展開しています。 〃 濵谷 裕子（転入）
今年度も事務支援室は、学校と教育行政の連絡調整役として「変

わる学校」を支えていきたいと考えております。
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事務支援室

事務職員へのコンピュータ活用支援

コンピュータ研修講座を主催し、Ｐ
Ｃ操作技術向上と活用を促します。

備品取扱の検討と
備品分類・台帳様式の変更

昨年度の担当者別会議の中で、検討を
開始しました。「一般備品」「教材備品」
「理科備品」に分かれている現在の分
類を抜本的に見直し、一元管理できる
ようデータ化を進めます。市教委・事
務グループと連携・協議し、年次計画
で進めていく予定です。

学校事務のグループ制に対する事務支援

市教委と事務グループ間の連絡調整や担当者別
会議の運営など、全11グループと事務支援室の
連携強化に努めます。

給食費等学校納入金の口座振替処理と運用支援

事務支援室開発のシステムを使い、毎月の振替
データ作成や実施校の支援等を行っています。
平成20年度は小７校･中３校で実施(約4,700人)。

学校事務支援室は、文部科学省の第７次教職員定数改善計画の「きめ細かな学習

指導や教育の情報化への支援等のため事務部門の強化対応を行う学校への加配」と

して配置された事務職員を活用して、八戸市教育委員会が設置した組織です（事務

職員の学校配置基準とは別枠での増員）。八戸小学校内にあり、八戸市教委の委嘱

を受けた６人の事務職員が事務支援室の仕事に当たっています。

コンピュータソフトの提供

事務処理等に役立つソフトを提供
し、教育の情報化を支援します。

学校事務に関する情報提供

公文書一括
収受システムの

運用

市内全校に毎日文
書収受データを提
供します。
(年間約2,800件)

ホームページや広報紙で情報発信

就学援助の一部集中処理

各校の学用品費等申請書、保護者の口座振込通知書等を作
成します。平成20年度の依頼は71校中57校（約2,600人）。

事務職員未配置校等への事務支援

財務会計帳票作成や旅費請求、県費市費各種調査等の日
常的な業務を、事務グループと連携して支援します。

新採用事務職員配置校等への事務支援

新採用や臨時の事務職員配置校への研修的事務
支援や、病休者等の学校へ臨時的支援をします。



こんな時、どうなる？？？ ～平成19年度担当者別会議から～

昨年度から開催している担当者別会議や旅費説明会などで出された事例をもとに、質問形式で先生方
にもいっしょに考えていただくコーナーを設けました。知っていると得する情報もありますよ！

A1 教職員健診は教職員の福利厚生に該当し、「職務に専念する義務の免除（義務免）」扱

いとなります。しかし、月曜日が振替日の場合、職務に専念する義務そのものがないわけ

ですから、義務免には該当せず、通常の週休日として健診に行くことになります。

なお、やむを得ない事情がある場合、教職員健診予定日の変更は可能です。

A2 赴任旅費が支給されるためには、次の用件をすべて満たす必要があります。

(1) 住居移転をすることにより通勤時間が概ね３０分以上短縮されること。また、その住居移転が赴

任に伴う移転と認められること。

(2) 住居移転をした場合、旧居所から新居所までの路程（道のり）が８㎞以上であること。

(3) 赴任を命ぜられた翌日から6ヶ月以内に住居移転をすること。

この例の場合、(1)～(3)のすべてを満たすので支給になります。

ちなみに、この方の赴任旅費の額は、

〈出頭旅費〉①JR運賃（むつ市川駅～本八戸駅） 230円

②車賃（旧居所～むつ市川駅及び本八戸駅～新居所までの路程4.4㎞×25円）100円

〈移 転 料〉 53,500円（扶養親族を伴って赴任した場合は107,000円）

〈着後手当〉 19,600円

計 73,430円 となります。

※ 今年度から、講師・養護助教諭の先生方なども、４月末までに任用され、その任用から7日以内に住居

移転をしていれば支給対象になります。

※太字は事務職員未配置校、○は担当者別会議日

グループ 学校名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

八戸西Ａ
根城中 白山台中 13 10 3 5 4

根城小 田面木小 江南小 白山台小 ○26 24 20 25

八戸西Ｂ
三条中 明治中 豊崎中 11 1 ○26 1 4 18

三条小 西園小 明治小 豊崎小 29 19

八戸北Ａ
第三中 小中野中 江陽中 21 15 ○26 10 7 4

小中野小 江陽小 柏崎小 28 20

八戸北Ｂ
下長中 北稜中 2 3 2 4 2

下長小 高館小 城北小 根岸小 日計ヶ丘小 ○26

八戸北Ｃ
市川中 21 8 5 5 11

桔梗野小 轟木小 多賀台小 多賀小 27 ○26

八戸東Ａ
湊中 白銀中 8 10 3 4 4

湊小 青潮小 白銀小 白鴎小 ○26 28 22

八戸東Ｂ
鮫中 南浜中 13 10 10 5 11

鮫小 種差小 大久喜小 金浜小 ○26 17 26 25

八戸東Ｃ
大館中 東中 白銀南中 美保野小・中 1 5 10 7 4

旭ヶ丘小 町畑小 白銀南小 新井田小 松館小 20 26 24 19 30

八戸南Ａ
第一中 是川中 1 12 7 20 9

吹上小 中居林小 是川小 是川東小 ○26 28

八戸南Ｂ
第二中 長者中 15 3 23 8 4

八戸小 城下小 長者小 図南小 番屋小 ○26 28

八戸南Ｃ
中沢中 島守中 田代小･中 17 30 ○26 10 7 5

市野沢小 中野小 島守小 鳩田小 19

Q1 土曜日に学校行事等を行い月曜日がその振替になっていますが、月曜日に教職員健康診
断が入っています。勤務の扱いはどうなるのでしょうか。

Q2 4月の定期異動に伴い、八戸小から松館小へ転勤しました（教諭）。八戸市大字市川町字桔
梗野上のアパートから引き続き通勤していましたが、朝の通勤に時間がかかるため、８月にな
って八戸市類家4丁目のアパートに引越しました。赴任旅費は支給されますか。引越し前のア
パート（旧居所）から引越し先のアパート（新居所）までの距離は、10.2㎞あります。
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