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 感動を分かち合い，希望が語られるように 

所長 片寄 泰史 

 新年度が始まり約二月となります。どこの学校園においても，先生方も子どもたちも新鮮な気持ち

で新年度をスタートされたことでしょう。「 今年度こそは～をがんばりたい。」 とか「 このことには特

に力を入れたい。」等の思いをもって，新たな気持ちで臨まれた先生方や子どもたちも多いのではない

かと思います。 

 さて，最近私が気になったことに「 ＃教師のバトン」 プロジェクトのことがあります。このプロジ

ェクトは，文部科学省が教職の魅力を伝えることを目的に，現職教員が会員制交流サイト（ ＳＮＳ）

で教職を目指す学生・ 社会人に向けて自由にメッセージを寄せる企画です。このことがニュースに取

り上げられ話題となりました。それは，厳しい勤務実態を訴える声が多く寄せられていたからです。

例えば，この春に中学校教諭を辞職した方は「 残業100時間超えたり 100連勤したり，働き方につい

ていけないと言われ婚約破棄したり（ 中略） いろいろありましたが，教員になったことは後悔してい

ません。合唱コンクールや３担の卒業式の感動は忘れません。」 といったメッセージを寄せていまし

た。私は，教員として最高の感動を子どもたちから受け取っていてさえも教員を続けることができな

い厳しい現状があることを残念に思いました。文部科学省は「 厳しい勤務の実態を訴える声が数多く

寄せられた。教師の声が働き方改革の具体的な推進力となる。迅速にかつ具体的に勤務環境の改善を

進めていきたい。」としています。今後の動向を注視するとともに，各学校園でも引き続き働き方改革

を進めていただきたいと思います。 

 今年度，本教育事務所は管内の学校園を支えていくために，次の３つをミッションとしています。 

 ①学習指導要領，しまね教育魅力化ビジョン, しまね特別支援教育魅力化ビジョンの浸透と確実な

実施を支援 

②しまねの学力育成推進プランの推進 

③教職員の資質向上のための指導助言 

 そして，このミッションを遂行するための基本的姿勢として，所員には次の３つを示しました。 

・ 不易と流行のどちらも追う。 

例えば「 個別最適な学び」か「 協働的な学び」か，「 Ｉ ＣＴ 」 か「 アナログ」かといった二項対

立ではなくて二項往還であり，適切に組み合わせること 

・ 適切な助言指導と見とどけ 

  助言指導で終わるのでなく，それによる変容まで見とどけること 

・ 学校園にとっての伴走者 

   学校園のニーズを把握し，そこに適切に応える。一緒な立ち位置で考えること 

コロナ禍となり，試行錯誤で歩んできたこの１年。年度が替わってもコロナ禍は続き，今後も感染

拡大は予断を許さない状況です。管内の学校園でも引き続き細心の注意を払い

ながら，教育活動を進めていかれることと思います。新型コロナウィルス感染

防止対策をはじめとして,他にも様々 な教育課題に対面している教育現場では

ありますが，年度初めに抱いた新鮮な思いができるだけ維持・継続されるよう

に，また，先生方，子どもたち，保護者や地域の方で，たくさんの感動を分か

ち合い，希望が語られるように，できるだけニーズにお応えしながら学校園の

お力になれる教育事務所でありたいと思います。 

参考： NHK NEWS WEB https: //www3. nhk. or. j p/news/html /20210408/k10012963621000. html  
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§所 長 片寄 泰史（ ℡ ０８５２－３２－５７６５）  

§調整監 德永 勝俊（ ℡ ０８５２－３２－５７６６）  
○教職員の人事に関すること。

○教職員の服務に関すること。  

○学級編制及び教職員定数に関すること。

§総務課（ ℡ ０８５２－３２－５７７７）  

職 氏 名 主な業務

総務課長 大津 邦子
○所内事務及び課内事務の総括に関すること。 

○小・ 中学校の旅費の配分に関すること。

主幹 松坂 秀治
○教職員の旅費に関すること。  ※総括 

＜松江一中Ｇ，松江四中Ｇ，湖北中Ｇ，東出雲中Ｇ，安来一中Ｇ＞

企画員 安井 啓順

○会計年度任用職員(非常勤講師)の任用に関すること。  

○会計年度任用職員(非常勤講師)の社会保険・ 雇用保険に関すること。  

○会計年度任用職員(非常勤講師)の報酬支給に関すること ※総括 

○教職員の旅費に関すること。  

  ＜松江三中Ｇ，湖東・ 八雲中Ｇ，安来三中Ｇ＞ 

主任 宇野 翔

◯教職員（ 再任用教職員含む） の給与及び諸手当に関すること。  

◯給与口座振込に関すること。  

◯学校事務職員の研修に関すること。  

◯マイナンバーに関すること。  

◯児童手当に関すること。  

○会計年度任用職員(スクールカウンセラー)の報酬支給に関すること。  

○教職員の旅費に関すること。  

＜湖南中Ｇ，本庄･美保関･八束中Ｇ，玉湯・ 宍道中Ｇ，安来二中Ｇ，

広瀬中Ｇ＞ 

主任主事 田尻佳奈絵

◯臨時的任用教職員の給与支給及び給与口座振込に関すること。

○教職員の旅費に関すること。

＜松江二中Ｇ，鹿島・ 島根中Ｇ，伯太中Ｇ＞

会計年度 

任用職員
岩谷 優紀

○教職員の旅費に関すること。  

 ＜松江四中Ｇ，湖東・ 八雲中Ｇ，鹿島・ 島根中Ｇ，玉湯・ 宍道中Ｇ，

伯太中Ｇ＞

○児童手当に関すること｡ 

会計年度 

任用職員
室  愛華

○教職員の旅費に関すること。  

＜松江二中Ｇ，湖南中Ｇ，湖北中Ｇ，本庄・ 美保関・ 八束中Ｇ，    

東出雲中Ｇ＞ 

○児童手当に関すること｡ 

会計年度 

任用職員 
安達 浩司

○教職員の旅費に関すること。  

＜松江一中Ｇ，松江三中Ｇ，安来一中Ｇ，安来二中，安来三中Ｇ，

広瀬中Ｇ＞ 

○児童手当に関すること。

互助会嘱託 田中 順子 
○島根県教職員互助会退職互助医療に関すること。  

○（ 一財） 島根県教職員互助会松江支局の事務・ 経理に関すること。  

令和３年度 松江教育事務所 所掌分掌
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§学校教育スタッフ（ ℡ ０８５２－３２－５７７２）  

         （ 特別支援教育支援専任教員直通 ０８５２－３２－５７９１）  

         （ 幼児教育センター直通     ０８５２－３２－５７９２）  

職 氏 名 主な業務

指導主事

兼企画幹
前島美佐江

○学校教育スタッフの企画・ 調整，渉外に関すること。

○学校経営，教育課程の編成・ 実施に関すること。

○教員の長期研修(中央，内地留学)に関すること。
○社会科教育，総合的な学習の時間，金銭・ 金融教育に関すること。

○「 竹島に関する学習」 に関すること

指導主事 川上 洋子

○幼児教育推進，幼児教育センターに関すること。

○幼児教育に関わる各種研修に関すること。

（ 以上は出雲教育事務所管内，隠岐教育事務所管内を含む）

○一貫・ 連携教育（ 幼保小中高連携） に関すること。

指導主事 山﨑 敦史

○経験者研修（ ６年目，中堅） に関すること。

○少人数などきめ細かな指導に関すること。

○小・ 中学校等少人数学級編制に関すること。

○算数・ 数学科教育，特別活動，へき地・ 複式教育，キャリア教育，ふる

さと教育に関すること。

指導主事 宮崎 次光

○新任教職員研修に関すること。

○人権・ 同和教育に関すること。

○教科用図書に関すること。

○理科教育，生活科教育，環境教育，SDGs，プログラミング教育に関す
ること。

指導主事 西村 勝美

○学校訪問指導に関すること。

○高校入試・ 奨学金に関すること。

○国及び県の学力調査に関すること

○国語科教育，道徳教育，学校図書館活用教育，伝統や文化に関する教育，

食育に関すること。

指導主事 池田 文昭

○特別支援教育推進，特別支援学校との連携，就学支援に関すること。

○特別支援教育に関わる各種研修に関すること。

○特別な支援のための非常勤講師配置事業（ にこにこサポート事業）に関

すること。

○教育事務所だよりに関すること。

指導主事
(特別支援教育
支援専任教員)

城市 則子

○特別支援教育に係る教員の相談に関すること。

○特別支援教育に係る校内体制に関すること。

指導主事
兼生徒指導

専任主事

野津 佑介

○生徒指導に関すること。

○スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーに関すること。

○外国語活動，外国語科教育，国際理解教育，日本語教育に関すること。

○日本語指導が必要な児童生徒教育研修，健康教育（ 学校保健） 研修，

情報・ メディア教育（ 著作権） に関すること。
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職 氏 名 主な業務

指導主事
(松江市派遣)

福島 浩 学力育成

○指導の工夫・ 改善・ 評価に関するこ

と。

○「 新しい学び」 に関すること。

○県教育委員会の指導方針等の周知に

関すること。

○就学及び進路指導に関すること。

○県教育委員会と市教育委員会との連

携に関すること。

○学校における教育上の課題及び実態

把握に関すること。

○学校教育その他教育問題に関わる情

報提供に関すること。

小原 亜子 生徒指導

梅田 英樹 特別支援教育

指導主事
(安来市派遣)

宮廻 繁 学力育成

野田 寛志 生徒指導

福間 京 特別支援教育

幼児教育ア

ドバイザー
杠  佳子

○幼児教育推進，幼児教育センターに関すること。

○幼児教育に関わる各種研修に関すること。

（ 以上は出雲教育事務所管内，隠岐教育事務所管内を含む）

§社会教育スタッフ（ ℡ ０８５２－３２－５７７５）  

職 氏 名 主な業務

社会教育主事

兼 企 画 幹
池田 哲也

○社会教育スタッフの企画調整に関すること。  

○市教育委員会との連携，指導及び助言に関すること｡ 

○学校・ 家庭・ 地域の連携・ 協働に関すること｡ 

○家庭教育支援に関すること。 

○公民館等社会教育施設の事業に関すること｡ 

○青少年教育，成人教育その他社会教育に関すること。  

○社会人権・ 同和教育に関すること｡ 

○社会教育関係団体に関すること｡ 

○教育の魅力化及び小さな拠点づく りに関すること。  

○幼児教育センターの家庭教育支援に関する助言。  

社会教育主事

(松江市派遣) 

平賀 謙一

○派遣先における社会教育行政及び生涯学習振興行政に関する事務

に従事する。その中で、特に次の事業に携わりながら、県の社会教

育施策との連携・調整を図り、派遣先における社会教育行政を推進

する。

 ・ 結集！しまねの子育て協働プロジェクト事業

 ・ 教育魅力化人づく り事業

 ・ ふるさと人づく り推進事業

 ・ 中山間地域総合対策推進事業（ 小さな拠点づく りのうち、地域住

民の機運醸成、地域づく り人材の育成に関する業務）

山田 祐司

社会教育主事

(安来市派遣) 小西 修二

人権・ 同和

教育指導員
野田 勝巳

○様 な々支援を必要とする児童生徒に対する進路保障の取組に関す

ること。

○県及び県教育委員会が行う地域ぐるみの人権教育の推進に関わる

業務の補助に関すること。

○教育事務所管内における人権教育推進のために必要な業務の補助

に関すること。
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事業とおもな内容 実 施 校  

○国武道等指導充実・ 資質向上支援事業 

  我が国固有の伝統文化である武道等の指導の充実を図るため，中学校の保健体育におけ

る多様な武道種目の実施や外部指導者の活用などの実践研究を行うとともに，武道関係団

体による多様な武道指導実践への支援体制の強化を図る。

広瀬中 

○県「 主体的・ 対話的で深い学び」 を実現するための授業改善プロジェクト事業 

 〈 小学校〉算数及び他の1 教科等を研究教科とし，「 主体的・ 対話的で深い学び」の実現に

向けた授業改善を推進するための実践モデルを確立する。  

 〈 中学校〉 総合的な学習の時間とそれを関連させた各教科を研究教科とし，「 主体的・ 対話

的で深い学び」 の実現に向けた授業改善を推進するための実践モデルを確立する。 

古江小，湖北中 

○県人権教育研究指定校事業 

  人権意識を培うための学校教育の在り方について，幅広い観点から実践的な研究を行う。

松江一中 

○県複式教育総合支援事業 

  複式教育の充実を図るため，県内の小学校に推進指定校を設定し，効果的な学年別指導

の在り方を研究するとともに，その成果の普及を図る。

比田小 

○県小学校プログラミング教育推進事業 

  学習指導要領に例示されている単元・ 内容以外の学習におけるプログラミング教育につ

いて研究し，その成果を全県に普及する。 

赤江小 

令和３年度は，１１校から継続型訪問指導の申請がありました。申請していただいた１１校全てに訪

問指導にまいります。校内研究のＰＤＣＡがうまく回せるよう精一杯助言指導させていただきます。

大   会 授 業 校  

島根県社会科教育研究大会安来大会（ 11/19） 安来一中,安来二中,安来三中,宇賀荘小,南小,能義小 

松江市教育研究大会（ 11/9）  島根大学教育学部附属義務教育学校 

安来市教育研究大会（ 10/21）  安来三中，飯梨小，荒島小，赤江小 

実施校 教 科 等 実施校 教 科 等 実施校 教 科 等 

古江小 算数，道徳 能義小 社会，生活 湖北中 
総合的な学習の時間

国語，英語 

十神小 国語 広瀬小 国語，道徳，社会 安来二中
総合的な学習の時間

社会，特活，道徳，

学習評価 

社日小 国語 比田小 算数 伯太中 
I CT活用教育 

理科，数学 

宇賀荘小 社会 赤屋小 I CT活用教育 

令和３年度 松江教育事務所管内 継続型訪問指導実施校（ １１校）

令和３年度 松江教育事務所管内 研究指定校等




