
平成２５年度 山口県公立学校教頭会

第 ５ 回 理 事 会 議 事 録

平成２６年２月２８日（金）１３：３０～

於教育会館 3 階第４研修室

議長：第４地区 山田敢一（西岐波中） 矢田部康正（伊佐中）

◎ 退職教頭会かなめ会 松岡会長 様

○自己紹介をしていただきました。

○経験からの学校運営について、また、生き方についてのお話をいただきました。

○かなめ会への入会についてのお願いがありました。

○退職される教頭先生に、叙勲に係る功績調書（地教委に様式があります）を書いていただくようお願いがありま

した。

○退職時に防長保険センターの保険制度に加入していただくようにお願いがありました。

１ 会長あいさつ（情勢報告）

月末、年度末のお忙しいこの時期にお集まりいただき、ありがとうございます。

中央研修大会へ参加いたしました。内容の濃い研修でした。大雪のため、大変でしたが。中国教頭会では、岡

山県・鳥取県の大会について、話し合った内容が十分に理解されていないことがありました。広島県の脱会 のい

きさつ等、思いが違うことに気付きました。会議の決定事項の記録を残し、役立てていきたいと思います。 各部

の反省も来年に引き継いでいただきたいと思います。話し合った内容を、支部にお伝えいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

１２月５日(木）全国研究部長会（都市センター）

５日(木) 山口県公立学校教頭会秋季研修大会前日準備打合せ会（サンビームやない）

６日(金) 山口県公立学校教頭会秋季研修大会（サンビームやない）

１３日(金) 全国第２回理事会（都市センター）永田会長

２６日(木）第５回常任理事会、第４回理事会（会館）

１月２４日(金）第４回「学校運営必携」作成委員会（事）作成委員

２月１４日(金）第３８回 中央研修大会（東京「メルパルク」）１６名参加

１７日(月）調査・法制合同部会（教育会館）

２０日(木）中国地区公立学校会長会(広島)永田会長

２１日(金）中国地区公立学校教頭会総会（岡山）中国役員

２８日(金）第５回常任理事会・理事会(教育会館)

２ 各部の活動について

（１）会報部

・会誌「かなめ」第３４集・・・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いただきたい。

・今年度の反省、気付き、来年度への課題

○「かなめ」執筆へのお礼。

○編集が大変だった。理事会で執筆依頼をしたため、どなたが書かれたか分からなかった。

○年度初めの時に、内容について検討をしておくとよい。

○秋季研修大会の記録については、集録用にコピーをしておくことが必要である。

（２）調査部（下関市が担当）

・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していただきたい。

・今年度の反省、気付き、来年度への課題

○アンケートへのお礼。



○ P1 ～ 14 県調査結果（男女別も）、P15 ～ 22 全国調査結果、P23 県調査考察、P24 全国調査考察

○全国の調査では、毎年内容が少しずつ変わっている。今年は、人材育成・評価等が入っている。

○県調査は、内容を変えていない。 全国調査と重なっている設問については県調査から省いている。

（３）法制部

・今年度の反省、気付き、来年度への課題

・合同部会まとめ p.3-4

○調査部と合同で、2/17 に要望書を作成した。（原案）

○教育施策については、25 年度内容を踏襲している。

免許更新に係る研修についてリンク化を要望したが、難しいということであった。しかし、免許更新講習の

申込み等難しいこと、研修所講習については追加募集があることなど、今後を鑑み、免許更新のリンク化に

ついて記載していく。

○実態調査結果から、要望を揚げた。

勤務時間、週休日の出勤：小規模校では事務職員の定数削減や校務技師が削減されている。

担当授業時数：２人教頭制の学校における授業時数が多い。

本来の教頭の仕事ができにくいこと、健康や単身赴任についての要望。他県の実態とも比較し、要望してい

く。

女性管理職の登用推進

○来年度、校長会を通じて要望していく。

（４）研修部

・中央研修大会復伝・・・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いただきたい。

・今年度の反省、気付き、来年度への課題

○「いじめ防止対策推進法」に係る研修について説明。各校において組織化・文章化が必要となる。学校のコ

ンプライアンスについて考えていくことが必要となる。

○今年度、春季大会・秋季研修大会について、引き受け支部の方にていねいに準備をしていただいたことへの

お礼。反省会については、次年度へ申し送りたい。

○平成２６年度の研修課題について・・・各支部からの意見をいただいた。

山口県テーマを「たくましく生きる子どもの育成と夢を育む学校力の向上」とする。

３ 本年度の反省

（１）各支部から

４ 「学校運営必携」作成委員会について

（１）活動報告

予定どおり編集作業終了、近日中に教頭会ホームページに掲載する。・・・理事へ CD 配付

（２）印刷にあたっての留意点・留意事項(ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ先)について p.5-6

５ 来年度の事業計画（案）・・・別紙 p.7

（１）春季研修大会・・・・平成２６年 ６月１３日（金） 長門市【ラポールゆや】

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いただきたい

（第２次案内は５月理事会で案内予定） p.8-p.10

② 参加申し込み・・・別紙参加申込みを４月２１日（月）期限で提出（メールでも可）

③ 長門市からご案内



※ 駐車場は十分ある。雨天の場合の昼食会場について検討中。

※ 講演は、金子みすゞ記念館 館長 矢崎節夫 様 の予定（市を通して依頼中）

（２）秋季研修大会・・・・平成２６年１１月２８日（金） 【防府市公会堂】

（３）全国研究大会・・・・平成２６年７月３０日～８月１日（水木金）秋田県秋田市 ｢秋田県立武道館｣他

・全国大会の参加の仕方について・・参加要請基本数６％ ３０名要請 p.11

（１分科会に２名程度）

・研究１年次の支部から関係の分科会へ各２名を５月２６日(月）までに選出いただき，個人用申込み書に記入

の上ＦＡＸ、郵送で山口県事務局へ送っていただきたい。事務局で一括まとめて全国へ申し込みをする。

総参加費・宿泊費等については業者からの指示により個人で振り込む。後日、参加費等お支払いする。

・執行部役員の参加をお願いする。

（４）中国研究大会・・・・平成２６年１０月３１日（金） 米子市【ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰビッグｼｯﾌﾟ】 p.12-p.15

・案内は 3/10 頃に届くが、５月の理事会で新理事に渡す。

（５）組織マネジメントセミナー（財団との共催によるセミナー） p.16

２年次教頭先生対象

・期日 平成２６年８月１９日・２０日（火、水）

・場所 山口県青少年自然の家「山口県ふれあいパーク」（岩国市由宇町字深山）

・実行委員 各地区 小１名 中１名 計８名を３月中旬までにを選出し事務局へご報告いただきたい。

・実行委員会 平成２６年４月２８日（月）１０時～１７時 予定

※ 派遣依頼が遅くなるので、実行委員には委員会開催期日等を口頭で伝えていただきたい。

※ １２月の理事会の際に、実行委員選出依頼をしておくとよい。

※ 実行委員をどこの支部が受けるかを本日相談し、事務局に伝える。

（６）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

＊２６年度以降開催地ほか・・・山陽小野田市が引き受けて、会場は宇部市とする。（27 年秋季大会）

＊サブテーマについて

６ 来年度役員選出について

○ 第１回選考委員会 本日理事会終了後・・・各地区からの役員候補者の順位付け

○ 第２回選考委員会 ３月２７日（木）１０時～１４時 （特に午前中）

・・・「候補順」と「連絡があること」を候補者に伝えていただきたい。

校長の承諾が必要となるため、事前の話、当日待機等、協力をいただきたい。

第２地区は、「研修部長」の選考。

７ その他

（１）叙位叙勲について（退職教頭会から説明） p.17- p.21

※ 別封筒を退職予定者へお渡しいただきたい。

（２）２５年度退職予定者について（名前を確認） p.22

①分科会 ②分科会 ③分科会 ④分科会 ⑤分科会 ⑥分科会

山陽小野田 下関(小) 山口(小） 熊毛 防府(中) 光

２名 ２名 ２名 ２名 ２名 ２名



※ 早期退職者についても、連絡をいただきたい。

（３）調査、報告書等について（お願い）

①２６年度第１回理事会案内状・・・２６年度理事さんへ別封筒を回送してください

② 〃 支部会員名簿並びに春季研修大会参加申し込み書

③ 〃 支部会長・県理事調査 （別封筒）４月２１日期限で提出

④ 〃 学校運営誌購読申込書

⑤ 〃 日本教育会加入申込書

⑥ 〃 会費、事務局費、新入会員費

⑦ 〃 学校運営誌購読料 （別封筒）５月理事会で納金

⑧ 〃 日本教育会年会費

※ 新理事に、お渡しいただきたい。

※ 特に③④については、申込者を増やしたい。個人が難しい場合、支部で検討をいただきたい。

（４）第３３回中国研究大会（岡山大会）集録・DVD の配付について・・・５月の理事会で渡す。会員への届けを

お願いしたい。退職者については、記念品と共にお渡しする。

（５）その他

・全国大会 秋田大会について：参加費 5,000 円、補助金 35,000 円 計 40,000 円

・全公教の研究部員：２７年度 山口県から出す（月１回 東京へ）

・メールについて説明：26 年度は、執行部や部で加入したい。

・来年度への引継ぎについて質問：２年ローテーション。２６年度は、今年と同じ部となる。

※ 弔意や入院等、会員の情報を、理事の方からいただきたい。

∞∞∞ 弔 意 記 録 ∞∞∞

１月２２日 柳井市立小田小学校 永田博昭教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

２月 ８日 防府市立西浦小学校 清水正彦教頭先生 御尊父様御逝去 弔意

１３日 萩市立佐々並小学校 河井伸二教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

◎ 会長あいさつ

ご審議、ありがとうございました。部での引継ぎを、よろしくお願いいたします。また、ご協力に感謝いたし

ます。

東日本大震災の義援金についても、３月末をめどに集めたいと思います。

来年度の全国大会参加、１年次の支部から行っていただくことの意味は２つあります。提言の仕方を勉強して

いただくことと、全国の様子を知っていただいて研修に生かすことです。是非、伝えていただきたいと思います。、


