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佐賀県公立小中学校事務研究会
編集発行人 森 清隆

会員各位
新年度が始まり、会員の皆さまにおかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
さて、平成１６年度最初の「佐事研だより」をお届けします。義務教育費国庫負担の問題に関しては今年
度はともかく、来年度から先の分は５〜６月が山場となりそうです。何としてもこの制度の堅持を守り抜き
ましょう。市町村合併も実に流動的で先が読めなくなってきました。これからさき一体どうなるんでしょう
かね？

平成１６年度

第１回理事会について（要旨）

佐賀県公立小中学校事務研究会

第1回

理事会報告（職免分）
期日
場所

平成１６年 ４月２０日
アバンセ １３：３０〜

１） 平成１５年度第 2 回理事会（実質第６回）後の経過報告
全事研評議員会およびセミナーへの参加、県教委への後援依頼について事務局長より報告がありました。
また、３／５の東松浦郡事務研究大会は参加者も多く、とても盛会でした。
２） 第１６回大会について
大会運営に関すること
１．期日 6 月 3 日（木） ９：１５〜受付開始
９：４５〜開会行事
１６：３５閉会
２．講演予定
県教委講演（講演者未定）
記念講演（八戸市小中学校事務支援室 室長補佐 船橋敏昭氏）
特別講演（前佐事研会長 竹下孝英氏）
３．議長について三神および佐城地区より選出準備をお願いいたします。
平成１５年度活動報告に関すること
１．第一号議案（事業報告・活動経過報告・専門部活動報告）および第二号議案（決算報告・監査報告）
の議案書の検討がなされました。原監査員より平成１５年度一般会計について適正・適切である旨
の監査報告がなされました。また、講師謝金について今後検討したいという要望が出されました。
平成１６年度活動計画に関すること
１．研究会体制についてはほぼ現体制の継続で提案予定。各地区研修会後に理事が決定する地区も多い
ため、理事会委嘱の役員および監査員については次回理事会にて報告されます。
２．事業計画・活動年間計画・専門部活動計画についても次回理事会にて提案します。
３．役員名簿については、決定次第新理事にて記入のうえ、巨勢小学校までFAX にてご報告ください。
最終締め切りを 5 月１４日にしておりますが、大会冊子原稿入れの都合もありなるべく早くご報告
いただけるようお願いいたします。
４．全事研加盟に伴う会費値上げを総会にて提案することが承認されました。１６年度予算案について
も次回理事会にて提案します。
３） 義務教育費国庫負担制度堅持に向けた取り組みについて
義務教育費国庫負担制度に関する情勢は非常に厳しく、文部科学省の強い危機感の表われを受け、全事研
より要請活動の指示がきています。最も有効な手だては各自治体議会における『国庫負担制度堅持の意見書
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採択』であるということをふまえ、佐事研として以下の取組の提案がなされ承認されました。三根町におけ
るこれまでの取組が紹介され、次回理事会では各地区の取組を紹介しあう予定です。
１．６月議会の採択が円滑に進むよう、首長および議員への「理解を求める」要請活動に取り組む。
２．各地区において、義務教育費国庫負担制度の問題は教職員全体、特に人確法の見直しまで含めた議論
になりつつあることを、教職員へ訴えていく。
４） 事務の共同実施について
各地区理事より、地区における共同実施の取り組みの現状および予定の報告がありました。
今年度は、７地区の拠点校に事務職員が加配されていますが、加配を受けないで研究を進めている地区もあ
り、また、市町村合併により流動的にならざるを得ない実情などの報告もありました。
今後の課題としては、県教委への「実施要項」策定要請、委嘱状の発行など共同実施の位置づけの明確化、
兼務辞令の発行要請など考えられます。が、兼務辞令についてはすでに発行されているところもあったり、
共同実施について県教委と私たち事務職員の考えるイメージが違っているのではないかという意見が出され
ました。そこそこの地域で、共同実施とは何なのかということを深めていく際、１６回大会の記念講演（八
戸市小中学校事務支援室室長補佐による）も是非参考にしてください。
５） その他
１．市町村合併に伴い、研究会の組織改変（調整）の可能性がでてきます。各地区において情報の蓄積をど
うぞよろしくお願いいたします。
２．３／２６に佐賀文化会館で開催された給与会議について、あまりに合理化しすぎるという意見があり、
事務局長より、給与班へは伝えておきたいという返答がありました。
３．次回理事会は 5／ 14（金）１３：３０よりアバンセにて開催されます。開催文書が旧理事に届いた場合
は、必ず新理事への転送をお願いいたします。

平成１６年度

第１回理事研修会について（要旨）

佐賀県公立小中学校事務研究会

第1回

理事研修会報告（出張分）
期日
場所

平成１６年 ５月１４日
アバンセ １３：３０〜

１．第１６回大会運営再確認
期日 平成１６年６月３日（木）
９：１５分〜 受付開始、９：４５分〜 開会行事、１６：３５分 閉会
講演 午前
県教委講演 吉野健二教育長
−佐賀県教育の課題と学校事務職員に期待するもの
午後Ⅰ 記念講演
青森県八戸市小中学校事務支援室 室長補佐 船橋敏昭氏
−時代に対応する学校事務をめざして
午後Ⅱ 特別講演
前佐事研会長 竹下孝英氏
−学校事務職員としての半生と、佐事研活動の今後に期待するもの
※ 受付時間は厳守でお願いします。
※ 席は前のほうから詰めるように、ご協力をお願いします。
※ 各地区の受付と弁当配布につきましては、各地区担当者を決めてください。
（研修部は、当日大会運営のため担当できません。）
２．第１６回大会 総会関係
総会決議事項について、専門部長・事務局より提案され、討議が行われました。
３．義務教育国庫負担制度堅持にむけたとりくみについて−各地区状況の交流
・神埼郡ではこれまで同様に、神埼郡事務研究会長名で６月議会に請願を行う予定。
・多久市では、多久市事務職員研究会長名で議会に請願予定。
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・今年度は、他団体でも請願活動が活発に行われているため、同様の請願内容で重複することがありそう
なので、調整したほうがよいのではないか。
・今年から（ずっと）厳しい情勢は続くと思われるので、請願採択が円滑に進むよう、首長や議員等の関
係機関・関係者への請願活動は続けていただきたい。
４．グループウェア導入について
田中事務局員より、提案がありました。
県事研の全会員がグループウェアに参加すると、会員限定の情報を共有し、会員間でのスケジュール管理
も容易になり、作業効率の向上が期待できます。
ただし、想定されているグループウェアには、年間５０円×１２月×会員数の経費がかかるため、常任理
事会で検討していくこととなりました。
５．共同実施の各地区とりくみ状況について
・神埼町では神埼中に加配１名加配。（兼務辞令あり）内容については検討中。
・千代田町では加配なしで共同実施を開始。
・勧興小学校に１名加配があるが兼務辞令なし。
・ 大和中学校 に１名加配があったが兼務辞令もなく、共同実施の加配かどうか、教育委員会との認識の
相違があった。
・厳木小に１名加配。玄海町は加配なしで実施。
・小城町は今年度から、加配がなくなったため、加配なしで継続中。今後は、校長・教頭・教務を含めて
の共同実施の必要性を感じている。
・鬼塚中に１名加配。（兼務辞令あり）
・伊万里中に１名加配。（兼務辞令あり）伊万里中校区４校に加え、渓西中校区も参加し７校で実施。
・御船小に１名加配。（兼務辞令については不明）

新しい教育情報システムがスタートしました！
○今お使いの E-Mail について
下記手順により、設定変更（アカウントの変更）作業は完了していますか
※重要⇨下記の設定変更をしないと、旧アドレスあてのメールも受信できませんのでご注意ください。

E-mail

設定変更
旧

電話番号

メールサーバ

０９５２−５１−２０７１

新

メールサーバ

０９５２−２８−２０９５

メールサーバ名
P O Pサーバ
SMTPサーバ
E-mailアドレス
ユーザID
パスワード

zeus.saga-ed.go.jp
zeus.saga-ed.go.jp
edq○○○○○@saga-ed.go.jp

zeus.saga-ed.jp
zeus.saga-ed.jp
edq○○○○○@saga-ed.jp

［go］がなくなる
edq○○○○○
edq○○○○○
＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊
ユーザIDおよびパスワードは変更なし

※上記の設定変更後も旧アドレス「edq○○○○○@saga-ed.go.jp」あての E-Mail は、平成 16 年 8 月 31
日までは受信可能ですが、平成 16 年 9 月 1 日以降は受信できなくなります。
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○ダイヤルアップでのインターネット接続について
インターネットの接続方法で、「ダイヤルアップ」を利用されている方は、上記に示す
「新メールサーバー」の電話番号「0952-28-2095」に変更してください。
・ＤＮＳサーバー（プライマリー） 61.7.2.140
・ＤＮＳサーバー（セカンダリー） 61.7.2.141
佐事研ソフトをすでにご利用の方や、これから利用したい方は、ユーザー登録をお願いします。
「佐事研ソフトユーザー登録希望」というタイトルで所属名・氏名をメールにて
edq40231@saga-ed.jp までお送りください。
新しい教育情報システムおよび佐事研ソフトの問い合わせ先
佐事研事務局情報係（福富小学校 田中一輝） E-Mail edq40231@saga-ed.jp
電 話 0952-87-3126
佐事研ホームページの新アドレス→http://www.saga-ed.jp/workshop/sajiken/

新システムの特徴（E-Mail 関係）
新しいサービス

現システム

新システム

×

○

現システム

新システム

不在通知
(edqメールを受信できない環境への異動等が生じた場合)

×

検討中

Webメール

×

検討中

コンピュータウィルスへの対応
利用に向けて検討中のサービス

Ｅ−mail

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｳｨﾙｽへの対応

ユーザＡ

ユーザＢ
教育センター
(edqさがﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ)

×

ｳｨﾙｽ

あなたから送
信された電子
メール内に
ウィルスを検
出しました。

ｳｨﾙｽ

あなた宛に送
信された電子
メール内に
ウィルスを検
出しました。

ユー ザＡが送信 したウィル スは教育セン ターの部分 で中継 が拒 否 さ れま す。
センターはユーザＡ、ユーザＢに対しウィルスを 検出 した旨のメッセージを送 信 しま す。

※その他「新しい教育情報システム」に関する詳細は、各所属の情報教育担当者に配布されている「説明会
資料」をご参照ください。
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