
平成２３年度 山 口 県 公 立 学 校 教 頭 会

第 ５ 回 理 事 会 開 催 要 項（議事録）

平成２４年２月２４日（金）

１３：３０～１６：００

於：教育会館

議長：第４地区

豊田中小 村 崎教頭先生

豊田前中 矢田部教頭先生

◎学校安全・体育課から

・山口県教育庁学校安全・体育課 主査 金本正之

・別紙「平成２３年度健康教育指導者養成研修学校安全コース～防災教育・防災管

理を中心とした学校安全に関する指導者養成～」の復伝講習会の開催について

・平成２４年度内に各支部での研修会等での復伝講習

◎日本教育会から

・石原様(日本教育会山口支部)

・別紙「日本教育界加入のお願い」及び研究助成金の積極的な活用

◎退職教頭会から

・退職教頭会（かなめ会）会長 渡辺育恵様

・若年退職者及び，定年退職者の増加があるが会員は減少し，組織の弱体化は進ん

でる。退職者の入会促進をお願いしたい。

・別紙「教頭の叙勲に関する功績調書資料の提出についてのお願い」

１ 会長あいさつ（情勢報告）

１２月 １日(木) 全国研究部長会（都市センター）辻本研修部員
９日(金) 全国第２回理事会（都市センター）木村会長

１３日(火) 第５回常任理事会，第４回理事会（会館）
１６日(木) 全国要請推進担当者研修会（都市センター）湊谷法制部長

１月 １９日(木) 「学校運営必携」第３回作成委員会（事）
２月 １日(木) 中国地区教頭会役員会（松江）木村中国副会長

１０日(金) 第３６回 中央研修大会（東京「メルパルク」）１６名参加
・防災教育についての研修「２(4)中央研修大会復伝」

１６日(木) 中国地区教頭会代表者会
研究大会引き継ぎ会（松江）木村中国副会長，上田代表者
平井代表者，森本事務局員
・次年度も山口県が引き受ける（大会はなし）
・中国地区のブロック長

２７日(月) 合同正副部長会（法制部，調査部）（事）

２ 各部の活動について

(1)会報部

・会誌「かなめ」第３２号…理事へ１部配付



※各会員はホームページ上でダウンロードしてください

・今年度の反省，気づき，来年度への課題

・原稿執筆者へのお礼

・２月２４日(金)uplaod 理事には冊子あり

・修正 P23 ～秋季研修大会開催要項(案)→(案)をとる

・web掲載文分はについては修正

(2)調査部

・調査報告書…理事へ１部配付

※各会員はホームページ上でダウンロードしてください

・今年度の反省，気づき，来年度への課題

・「平成２３年度勤務態様等調査のまとめ」

・手続き的な問題があった点をお詫び

・県調査については「男女」別の集計をした。

・勤務時間，休日出勤等に課題 → 鍋ぶた構造からの学校組織の脱却

・単身赴任者の生活の根拠地までの距離

(3)法制部

・今年度の反省，気づき，来年度への課題

・１２月１６日 全国要請推進担当者研修会

・５名の議員に要請(一部秘書対応)

義務教育国庫負担制度の全額国庫負担化

人材確保法の精神の堅持

全学年３５人学級のの標準化

組織マネジメントを高めるための副校長・主幹教諭の配置

教頭・事務未配置の解消

(4)研修部

・中央研修大会復伝 p.3 － p.4

・「第３６回中央研修大会復命」(岩国市立美和西小学校 縄手秀樹：部長代理）

・「安心・安全な学校づくりにおける教頭の役割

～リーダーに求められる危機管理能力～」

上越教育大学大学院学校教育研究科 教授 藤岡達也 先生

・今年度の反省，気づき，来年度への課題

３ 本年度の反省

(1)各支部から

・特になし

４ 「学校運営必携」作成委員会について

・２月にweb上に公開

(1)活動報告…予定どおり編集作業終了，２月中に教頭ホームページに掲載

・理事にはＣＤ配布。(全ページファイルと修正部のみのファイルの両方あり)

(2)印刷にあたっての留意事項，ダウンロード先について p.5 － p.6



５ 来年度の事業計画（案）・・・別紙 p.7

・平成２４年度山口県公立学校教頭会事業計画(案) p.７～

・教育研究団体連絡協議会７月３０日開催

(1)春季研修大会：平成２４年 ６月８日（金） 岩国市【周東パストラル】

・研修部より

・秋季研修会のアンケート集計の結果を受けて

遠方からの移動を考え，開始時刻・終了時刻を考慮

休憩時間の設定，内容の変更

【執行部案】

９：２０
受付

９：５０
総会

１０：５０
研修大会
開会式

１１：２０
休憩

１１：３０
県教委指導

１２：１０
昼食・休憩

１３：１０
主題説明

１３：２０
講演

１５：２０
閉会式

１５：３０

※【執行部案】了承：修正版を web に掲載

① 第１次案内状……各会員はホームページ上でダウンロードしてください

p.8 － p.10

（第２次案内は５月理事会で案内予定）

② 参加申し込み……別紙参加申し込みを４月２３日（月）期限で提出

（メールでも可）

③ 岩国市からご案内：現時点で特になし

(2)秋季研修大会：平成２４年１１月２日（金）

宇部市「渡辺翁記念会館」「宇部市文化会館」

会場確保済

【資料】山口県公立学校教頭会研修関係資料(継続)

提言については１年目及び２年目の支部



(3)全国研究大会：平成２４年７月２５日～２７日（水・木・金）

東京 ｢ホテルオークラ｣→「ニューオータニ」

・全国大会の参加のしかたについて……参加要請基本数 １０％参照【表１】

５０名要請 p.11 － p.12

（１分科会に２名程度，９分科会）
・当日１０：００の航空便で出発で対応できるので２泊３日とする。
【表１】

①分科会 ②分科会 ③分科会 ④分科会 ⑤分科会 ⑥分科会

宇部小 柳井 萩・阿武 宇部 山口 防府

(小) (中) (中) (小)

２名 ２名 ２名 ２名 ２名 ２名

・研究１年次の支部から関係の分科会へ各２名と各支部への割り当て人数，５月
までに選出いただきたい。
他は執行部からの参加を合わせて参加要請数にあわせる。

・校長会・各学校長へ参加要請の依頼 依頼文は常任理事会で一部修正した。
（別紙）
１年次支部は発表ではなく，研修のための参加となる。
p.12 修正 「１２ 萩・阿武支部」の割り当て１を削除

県役員１８を１９に

(4)組織マネジメントセミナー（財団との協賛によるセミナー）

・２年次教頭先生対象

・平成２４年８月１６日，１７日（木，金）

山口県ふれあいパーク（岩国市由宇町銭壺山）

・実行委員…各地区小１名 中１名 計８名を選出 p.13

・３月中旬までに実行委員を選出の上事務局に連絡

・本会議終了後，各地区２年次の先生を確認しておくこと。

・春季研究大会の名簿に「○」がついている先生が新任

(5)春季・秋季研修大会開催会場ローテーションについて…別紙 研修関係継続資料

※２５年度以降開催地ほか

６ 来年度役員選出について p.14 － p.15

・各支部から候補を選出し３月１６日(金)までに各地区の選考委員へ報告

・本日理事会終了後選考委員会



７ その他

(1)叙位叙勲について（退職教頭会から説明）…別紙

(2)２３年度退職予定者について（名前を確認） p.16

・早期退職者については事務局でも調べるが，各支部で情報があれば連絡をしてほしい

(3)調査，報告書等について（お願い）

たくさんの文書等があるが遺漏がないように配布，引き継ぎをお願いしたい。

①２４年度第１回理事会案内状…２４年度理事さんへ別封筒を回送してください

p.17参照

② 〃 支部会員名簿並びに春季研修大会参加

③ 〃 支部会長・県理事調査表 （別封筒）

④ 〃 学校運営誌購読申込 ４月２５日期限で提出

⑤ 〃 日本教育会加入申込書 ４月２３日に修正

⑥ 〃 会費，事務局費，新入会員費

⑦ 〃 学校運営誌購読料 （別封筒）

⑧ 〃 日本教育会年会費 ５月理事会で納金

(4)第３２回中国地区公立学校教頭会（松江大会集録）の配付について…各会員の皆

様へ配付をお願いいたします。３月中旬に配布予定

(5)その他

∞∞∞弔 意 記 録∞∞∞

平成２３年１２月 ４日 下関市立勝山中学校 磯部芳規教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

平成２３年１２月２６日 萩市立萩東中学校 武波英次郎教頭先生 御母堂様御逝去 弔電

平成２３年１２月２７日 宇部市立厚東中学校 武居由希彦教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

平成２３年１２月３１日 柳井市立遠崎小学校 西田恵美子教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

平成２４年 １月 ６日 山口市立生雲小学校 岡崎範夫教頭先生 御母堂様御逝去 弔電

平成２４年 １月 ９日 岩国市立周東中学校 原田竜臣教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

平成２４年 １月１１日 萩市立福川小学校 田原一男教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

平成２４年 １月２４日 下関市立山の田中学校 太田秀幸教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

平成２４年 ２月 ５日 下関市立川棚小学校 中村隆宣教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

平成２４年 ２月１４日 光市立三輪小学校 山門孝弘教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

平成２４年 ２月１８日 下関市立名陵中学校 三輪成教頭先生 御尊父様御逝去 弔電


