
西暦 年号 大阪市立小学校事務研究会 大阪市立中学校事務研究会

1972 昭和47 　第１回研究大会

　　公金外会計（徴収金の銀行振込制度）

　　　文書の取り扱いについて

　　　出勤簿の処理

　　　物品購入修繕決議書等の様式改善

1973 昭和48 　第２回研究大会

　　学校維持運営費の適正な取り扱いについて

　　学校維持運営費の流れ・・予算配当から執行・記簿まで

　　旅費（通信運搬費）出張事務手引きについて

1974 昭和49 　第３回研究大会

　　公金会計の適正な執行と学校事業資金制度について

1975 昭和50 　第４回研究大会

　　第７回全国大会の発表を終えて

　　職務分担の実態についての考察

　　事務必携の作成について

　　給与法定外控除のアンケート集約とその動向

1976 昭和51 　第５回研究大会

　　研修のあり方について

　　事務分担についての考察

　　文書管理事務について

　　公費予算について

　　職務内容について

1977 昭和52 　第６回研究大会

　　退職年金制度について

　　事務職員の職務内容について

1978 昭和53 　第７回研究大会

　　研修に関するアンケートについて

　　学校事務職員と研修について

1979 昭和54 　第８回研究大会

　　自主研修のあり方について

　　学校事務職員初任者の研修のあり方について

1980 昭和55 　第９回研究大会

　　学校維持運営費の合理的執行について

　　行政区事務研究のあり方と自主研究について

　　学校における文書管理について

大阪市における学校事務研究のあゆみ

第７回 全国公立小中学校事務研究大会 滋賀大会 発表



西暦 年号 大阪市立小学校事務研究会 大阪市立中学校事務研究会

1981 昭和56 　第10回研究大会

　　学校維持運営費の合理的執行について

　　学校における文書管理について

1982 昭和57 　第11回研究大会

　　実務資料づくり「予算編成から決算まで」

　　旅費の予算（執行）計画立案と決算報告書の作成

　　予算編成―学校維持運営費―への取り組み

　　出勤簿処理についての基本的手引

　　学校財務における事務職員の果たす役割～校務分掌を考えよう～

　

1983 昭和58 　第12回研究大会 　第１回研究大会

　 　 　　実務資料づくり（２）「旅費（通信運搬費）事務の手引」 　　「大阪市における学校事務職員の教育への果たす役割」

　　学校事務職員としての力量を高めるための一方策 ～教育指導計画について～

　　学校事務におけるOA機器の活用を考える 　　大阪市における望ましい学校事務職員の研修制度

　　予算編成について 　　学校徴収金会計基準の改定による試行校の実践報告

1984 昭和59 　第13回研究大会 　第２回研究大会

　　学校徴収金の取り扱いについて―浪速区の実態とこれから― 　　「大阪市における学校事務職員の教育への果たす役割」

　　職務の確立をめざした研究活動のあり方について ～教科指導について～

　　特別休暇・職免について 　　学校予算（学校徴収金・維持運営費）における

　　学校事務に関するアンケートについての経過報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　相互牽制の事務組織について

1985 昭和60 　第14回研究大会 　第３回研究大会

　　学校事務に関するアンケートの集約と考察 　　「大阪市における学校事務職員の教育への果たす役割」

　　職務の確立をめざした学校事務のあり方 ～生活指導について～

　　行政区研究活動の活性化についての一方策 　　大阪市立学校の処務規程（案）及び職務内容基準表（案）について

　　事務だよりをはじめて 　　旅費

　　パソコン・ワープロの活用について

1986 昭和61 　第15回研究大会 　第４回研究大会

　　職の確立をはかるために 　　「大阪市における学校事務職員の教育への果たす役割」

　　ワープロを利用して ～健康教育について（学校保健）～

　　研究会活動の活性化について 　　文書管理について

　　予算執行の実情

1987 昭和62 　第16回研究大会 　第５回研究大会

　　財務事務における学校事務職員のかかわりについて 　　「大阪市における学校事務職員の教育への果たす役割」

　　学校徴収金会計　 ～進路指導について～

　　事務機器を使った予算関係の様式集作成をめざして 　　将来の事務職員像を求めて

　　情報公開をめざして 　　めざそう開かれた事務室を

　　事例研究について 　　学校教育環境の整備

　　学校事務とＯＡ機器

　　学校事務職員の教育への果たす役割の原点

　　法令の基礎知識・リーガルマインド

※第１回 政令指定都市学校事務職員研究協議会を主管

第15回 全国公立小中学校事務研究大会 大阪大会を主管 発表

「事務職員制度の改善－校務分掌組織と事務活動のあり方」

「学校事務の改善－父母負担の現状と問題点」



西暦 年号 大阪市立小学校事務研究会 大阪市立中学校事務研究会

1988 昭和63 　第17回研究大会 　第６回研究大会

　　学校財務と事務職員 　　「大阪市における学校事務職員の教育への果たす役割」

　　学校事務職員の将来展望を考える ～学校予算に果たす事務職員の役割～

　　学校施設整備の維持管理

　　ワープロ活用事例

1989 平成元 　第18回研究大会 　第７回研究大会

　　各区事務研究会の活動報告 　　民法　知れば知る程、おもしろい！？

　　学校徴収金を通して 　　修学旅行アンケートの分析

　　学校徴収金会計について 　　私にも書けるかな　事務だよりをつくってみよう

　　効率的な予算書・決算書の作成 　　施設・整備の研究

　　備品の実態調査

1990 平成２ 　第19回研究大会 　第８回研究大会

　　あなたが創る学校事務 　　淡路中の施設整備に関する取り組み

　　予算委員会について

　　財務事務の定着と学校事務職員の役割を考えよう

1991 平成３ 　第20回研究大会 　第９回研究大会

　　財務事務の定着と学校事務職員の役割を考えよう 　　定（さだ）め無きに非（あ）らず

　　実践と創造―各区の研究活動をとおして― 　　一問一答集（学校施設・設備）を活用して

　　学校の施設・設備の維持管理について

　　旅費予算について

　　ゆとりある学校事務の創造についての一考察

1992 平成４ 　第21回研究大会 　第10回研究大会

　　学校経営に参画する学校事務職員にとって開かれた事務管理室とは 　　「大阪市における学校事務職員の教育への果たす役割」

　　－学校事務の新たなる発展を目指して－ ～教科指導について～

　　みすごしてはいませんか？ 　　文書管理について

　－事務室にかかわっての法律・規則－

　　2010年の学校現場と事務職員のあり方（シュミレーション）

1993 平成５ 　第１回研究大会

※「大阪市小中学校標準運営費」改訂

　　学校事務職員としての財務認識と財務運営について　(研究部）

　　施設整備委員会について　～学校の環境問題を考えよう～　（北ブロック）

　　旅費に関する研究　～一問一答作成を通じて～　(グループ発表）

※学校事務再編成：学校事務センター設置（東部・西部・南部・北部）

第21回 全国公立小中学校事務研究大会 奈良大会 発表

「学校財務事務と事務職員」 ～学校財務としての徴収金会計を通し、財務の確立を考える～

～学校教育と予算編成～



西暦 年号

1994 平成６ 　第２回研究大会

1995 平成７ 　第３回研究大会

※１月17日　阪神・淡路大震災発生

1996 平成８ 　第４回研究大会

　　教職員の円滑な書類作成をめざして　（南ブロック）

1997 平成９

1998 平成10 　第６回研究大会

　　新しい学校事務の在り方について　（研究部）

　　学校財務運営について　（研究部）

　　文書事務について　（北ブロック）

1999 平成11 　第７回研究大会

　　学校財務運営について　（研究部）

2000 平成12 　第８回研究大会

2001 平成13 　第９回研究大会

　　学校の財務運営　（研究部）

　　学校徴収金会計事務について　（南ブロック）

※教育改革国民会議「教育を変える１７の提案」

大阪市立小中学校事務研究会

　

　　標準運営費について～学校予算編成に活用するために～　（研究部・特別委員会）

　　服務について～出勤簿処理をとおして～　（西ブロック）

　　施設・整備について　～未来に向けた学校施設のあり方を探る～　（西ブロック）

　　「新しい学校事務のあり方」を求める上での一考察と今後の展開　（研究部）

　　給与にかかる減額について～出勤簿処理と福利厚生～　（東ブロック）

　第５回研究大会 （設立５周年記念大会）

　　「ザ・事務室」～これであなたもキャリアアップ～　（北ブロック）

※中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」

　　財務担当職員の課題についての一考察　（東ブロック）

　　「新しい学校事務のあり方」を求める上での一考察と今後の展開　（研究部・特別委員会）

　　21世紀を展望した学校事務と研究会活動について　（役員会）

　　「今、学校でできる震災対策」～阪神・淡路大震災から学ぶ～　（南ブロック）

　　シンポジウム「これからの学校事務と学校事務職員の役割」

　　学校の活性化に向けた学校事務職員の役割について　（研究部）

　　学校事務職員の果たす役割　（研究部）

　　学校事務職員の果たす役割　（研究部）

　　「届出事務に強くなろう」　～採用から退職までの事例研究から～　（西ブロック）

　　学校の財務運営　～学校事務ハンドブック作成の取り組みから～　（研究部）

　　新１年生保護者説明会のマニュアル作成について～私が本校の学校事務職員です～　（東ブロック）

　　「ＢＥＧＩＮ　ＴＨＥ　ＢＩＨＩＮ」　～スムーズな「備品管理」事務をめざして～　（東ブロック）

※第14回 政令指定都市学校事務職員研究協議会を主管

第29回 全国公立小中学校事務研究大会 大阪大会を主管 発表

「新しい学校事務の在り方」の考察と展開 ～財務担当職員から次なるステップへ～



西暦 年号

2002 平成14 　第10回研究大会 （設立10周年記念大会）

2003 平成15 　第11回研究大会

2004 平成16 　第12回研究大会

　　転出入事務について　（西ブロック）

2005 平成17 　第13回研究大会

　

2006 平成18 　第14回研究大会

　　臨時教職員等の事務手続きについて　（南ブロック）

※教育基本法・教育関連三法改正

2007 平成19 　第15回研究大会 （設立１５周年記念大会）

2008 平成２０ 　第16回研究大会

2009 平成２１ 　第17回研究大会

2010 平成２２ 　第18回研究大会

2011 平成２３ 　第19回研究大会

2012 平成２４ 　第20回研究大会

　　シンポジウム「Ｔ・Ｓ・Ｕ・Ｎ・Ａ・Ｇ・Ｕ」

2013 平成２５ 　第21回研究大会

　　大阪市における新たな学校事務モデルの発展

　　未来へつながる学校事務機能の探究　～学校の説明責任と学校事務～　（研究部）

　　大阪市における新たな学校事務モデルの実践と展開

　　未来へつながる学校事務機能の探究　～学校の説明責任と学校事務～　（研究部）

　　シンポジウム「新たな時代の学校事務と学校事務職員の役割を探る」

　　『学校事務ハンドブック・財務運営編』 改訂版の発行について

　　大阪市における新たな学校事務のモデルを考える

　　大阪市における新たな学校事務のモデルを描く

　　円滑な学校事務の運営に向けて～発掘　あるある大実践～　（東ブロック）

　　『学校事務ハンドブック・財務運営編』の活用について

　　大阪市における新たな学校事務のモデルを考える

　　円滑な学校運営のための学校事務の機能　～大阪市の学校事務職員の果たす役割～　　（研究プロジェクト委員会）

大阪市立小中学校事務研究会

　

　　

　　学校施設・設備の整備に関する実践報告　（北ブロック）

　　基調提案　「大阪市の学校教育の充実・発展に向け、何をなすべきか」　（役員会）

　　シンポジウム　「学校教育におけるこれからの学校事務の役割を探る」

　　「学校事務ハンドブック・財務運営編」　発行

　　「日々の実践を基に、大阪市の学校教育に果たす役割を探求しよう」　（研究部）

※第26回 政令指定都市学校事務職員研究協議会を主管

第37回 全事研兵庫大会 発表

「円滑な学校運営のための学校事務の機能」 ～大阪市の学校事務職員の果たす役割について～

第14回 府事研研究大会 発表

「発信しよう。子どもへ、保護者へ、地域へ」 ～学校の説明責任と情報管理を考える



西暦 年号

2014 平成２６ 　第22回研究大会

　　つながろう！つながりから見える学校事務の向上

2015 平成２７ 　第23回研究大会

2016 平成２８ 　第24回研究大会

　　提案型の学校事務職員に求められるもの

2017 平成２９

2018 平成３０ 　第25回研究大会（設立２５周年記念大会）

　　これからの財務運営モデルについて

2019 令和元 　第26回研究大会

　　財務運営サイクルの実践と検証について

2020 令和２

2021 令和３ 　第27回研究大会

　　働き方改革から考える今後の学校事務職員のあり方

　※令和２年度の研究大会の開催は中止とし、第27回大阪市立小中学校事務研究大会については延期としました。

大阪市立小中学校事務研究会

　　提案型の学校事務職員を目指して　～子どもたちの学びを豊かにするチームの一員として～

第49回 全事研京都大会 発表

「提案型の学校事務職員をめざして」 ～子どもたちの学びを豊かにするチームの一員として～


