
会議日 曜日 会議名及び活動 内　容　等

6月28日 金 道公教・第１回理事研修会 研修講座
　テーマ「新学習指導要領完全実施に向けての教頭の関与性」
　講　師　北海道教育大学　教職大学院　特任教授　野寺　克美　氏
　
報告並びに協議
　会務報告、年間計画、要請活動報告、後志大会について、
　各部の計画

7月13日 土 全道大会打合せ会② ・北海道公立学校教頭会研究大会後志大会に向けて
　後志小中学校教頭会と道公教事務局で準備の進行
　状況を確認

8月8日 木 文教施策懇談会・各課懇談会 ・北海道教育委員会に対する要請活動
　道小学校長会、道中学校長会、道公教の3団体参加

9月20日 金 ○1日目（終日）
・全体会（岩内地方文化センター）　参加約840名
　開会行事
・記念講演
　　講師：ロス・フィンドレー　氏
　　　　　（ニセコアドベンチャー代表）
　　演題：「ニセコエリアから見える日本の国際化」
・分科会①（岩内町・共和町・倶知安町に分散）

9月21日 土 ○２日目（午前）
・分科会②（前日の続き）
　閉会行事

10月19日 土 全道大会引き継ぎ会 ・今年度後志大会から次年度帯広大会への引継ぎ
　後志大会実行委員会、帯広大会実行委員会、道公教

10月25日 金 道公教5ブロック研修会（北見市） ・講演「学校における働き方改革について」
　講師　北海道教育庁オホーツク教育局長
　　　　　　　　　　　　伊賀　治康　氏
・道公教報告
・各地区教頭会活動状況交流
・教育懇談会

11月1日 金 道公教３ブロック研修会（江差町） ・道公教報告
・各地区教頭会活動状況報告及びグループ討議
・講演「今日的な教育課題について」
　講師　北海道教育庁檜山教育局　義務教育指導監
　　　　　　　　　　　　　　　　角田　昌宏　氏
・教育懇談会

11月8日 金 道公教２ブロック研修会（旭川市） ・講演「ワークショップ形式による防災教室から
　　　　学ぶ避難行動～どのようにすれば？
　　　　実践と実績から今後の取組を考える～」
　講師　オフィス及川　防災プランニング代表
　　　　　　　　　　　　　　及川太美夫　氏
・道公教報告
・各地区教頭会活動状況交流及び研究協議
・教育懇談会

11月15日 金 道公教４ブロック研修会（岩見沢市） ・道公教報告、各地区教頭会活動状況報告
・ブロック内交流（グループ討議）
・講演「笑いは智から」
　講師　ときどき落語家　月の輪　熊八　氏
・教育懇談会

11月19日 火 道公教６ブロック研修会（札幌市） ・道公教報告、市小中各教頭会活動状況
・講演「おとどけアート　～美術による場づくり～」
　講師　おとどけアート実行委員会
　　　　コーディネーター　小林　亮太郎　氏
・教育懇談会

11月22日 金 道公教１ブロック研修会（小樽市） ・道公教報告、各地区教頭会活動状況報告
・講演「地域の歴史を物語るもの～身近な文化遺産～」
　講師　小樽市総合博物館　館長　石川　直章　氏
・教育懇談会

11月25日 月 道公教・第２回地区事務局長・地区研修担当者
合同研修会

・研修講座
　テーマ「麹町中学校の学校改革と副校長の役割」
　講　師　前　麹町中学校副校長　宮森　巖　氏
・オリエンテーション
　第61回全公教研究大会滋賀大会総括
　題53回道公教研究大会後志大会総括
　第14次３カ年継続研究３年次のまとめと
　第15次３カ年継続研究について
・課題別分科会（５課題7分科会）

1月8日 水 道公教研究大会帯広大会挨拶回り
（令和2年度全道大会）

＜参加者＞
　道公教会長　安田仁昭
　道公教事務局長　斎藤弘樹
　帯広大会実行委員長　新川和範
　帯広大会事務局長　今野典之
＜挨拶先＞
　道教育庁十勝教育局長　大橋則之　様
　帯広市教育委員会教育長　池原佳一　様
　帯広市校長会会長　杉本伸子　様

令和元年度　ブロック経過報告

全公教北海道ブロック大会
第53回北海道公立学校教頭会研究大会
後志大会

北海道ブロック



2月25日 火 第２回理事研修会 〇報告事項
　令和元年度会務・活動報告並びに反省
　令和元年度各部活動報告と活動を振り返って
　道公教研究大会後志大会の総括
　令和元年度文教施策・予算策定への要請活動
〇協議事項
　令和２年度活動方針並びに活動計画
　令和２年度各部活動計画
　令和２年度の要請活動と令和３年度に向けた
　　　　　　　　文教施策・予算策定への要望事項
　令和２年度以降の道公教研究大会開催地
　道公教研究大会帯広大会の参加必要数
　全公教特別委員会の取組について
　総会宣言文案

4月11日 土 道公教会計監査
新旧三役部長引継会
新旧事務局引継会

・道公教一般会計、特別会計監査
・令和元年度三役部長から令和２年度三役部長への引継ぎ
・令和元年度事務局から令和２年度事務局への引継ぎ

5月15日 金 第3回理事研修会
令和2年度総会研修会

※新型コロナウイルス感染症の対応により開催中止（書面での決議に変更）

会議日 曜日 会議名及び活動 内　容　等

8月29日
30日

木
金

東北地区小中学校教頭会研究部長研究協議会
東北地区事務担当者会
 
会場：山形国際ホテル

【研修関係協議】
①第３９回東北地区小中学校教頭会研究大会山形大会
　第４８回山形県小中学校教頭会研究大会について

【情報交換】
①令和元年度以降の全国大会、東北大会の提言割当について
②令和元年度東北大会山形大会について
③令和２年度東北大会秋田大会について
④各県の研究活動情報交換
⑤次年度以降の研究部長会の持ち方について
⑥事務担当者各県情報交換等

11月7日8
日

木
金

第39回東北地区小中学校教頭会研究大会山
形大会
第48回山形県小中学校教頭会研究大会
　
会場：山形テルサホール

７日【全体会及び記念講演】会場：山形テルサホール
①　開会行事
②　記念講演
　　演題「山形を一番に～ＳＡＫＥの文化と魅力～」
　　講師　小関　敏彦氏（山形県酒造組合特別顧問）
③　分科会打ち合わせ

　　 会場：メトロポリタン山形・山形国際ホテル ８日【分科会】会場：メトロポリタン山形・山形国際ホテル
○　５分科会で各２つの提言発表
○　６人グループによる話し合い
※　２日間で７00名を越える参加申し込みがあったが、台風１９号の被災
等により、若干名のキャンセルがあり、６９８名の参加となった。

1月23日
24日

木
金

東北地区小中学校教頭会　第２回理事研修会

会場：山形国際ホテル

【研修関係事項】
①第３９回東北地区小中学校教頭会研究大会山形大会報告
②東北地区小中学校教頭会研究部長研究協議会報告
③第４０回東北地区小中学校教頭会研究大会
　　秋田大会について
④令和４年度全国公立学校教頭会研究大会
　　岩手大会について

【理事会関係事項】
①令和元年度事業・会計報告
②全国ブロック長報告
③東北地区小中学校教頭会事務担当者会報告
④令和２年度事業計画について
⑤東北地区小中学校教頭会諸確認事項
⑥第１２期東北地区研究大会提言分担について
⑦表彰に関する事項について
⑧令和２年度全国公立学校教頭会第２回理事会役割分担
【各県教頭会の情報交換】

5月28日
29日

木
金

東北地区小中学校教頭会　第１回理事研修会

会場：秋田キャッスルホテル

新型コロナウイルス感染症防止対策のため
【紙上決裁】となった。

①理事会関係事項
　・令和２年度役員と会則について
　・令和２年度事業計画について
　・東北地区小中学校教頭会諸確認事項について
②研修関係事項
　・令和２年度第４０回東北大会秋田大会について
　・令和３年度第４１回東北大会青森大会について
③各県からの情報交換　等

東北ブロック



会議日 曜日 会議名及び活動 内　容　等

６月13日
14日

木
金

第１回関東甲信越ブロック教頭会役員会・理
事会

○30年度会務・会計・監査報告
（昨年度は北海道で全国大会）
○30年度活動方針・事業計画・予算等
（本年度から第６分科会は行わない）

６月27日
28日

木
金

関東甲信越ブロック教頭会研究部長会及び提
言者研修会

○提言概要の説明及び協議・指導助言・分科会の柱について検討
○各都県の研究について情報交換

11月6日 水 第２回関東甲信越ブロック教頭会役員会・理
事会

○新潟大会運営の最終確認・レセプション

11月７日
８日

木
金

第６０回関東甲信越地区公立学校教頭会研究
大会
会場：新潟県新潟市民芸術文化会館
（りゅーとぴあ）他

○１日目：全体会（開会行事・記念講演）
「驚異の天文現象」～人生観が変わる～
天文イラストレーター，天体写真家　　沼澤　茂美氏
○２日目：分科会（５課題１２分科会）　９会場
○各分科会２提言・グループ別協議

12月５日
６日

木
金

関東甲信越ブロック教頭会事務局連絡会 ○令和元年度新潟大会の振り返り
○令和２年度群馬大会について
○「実務の手引き」，全国，関東甲信越ブロック大会の提言都県の確認

２月６日７
日

木
金

鑑査会及び第３回関東甲信越ブロック教頭会
役員会・理事会

○令和元年度会計監査
○令和元年度会務報告・会計・監査報告
○令和２年度活動方針（案）・事業計画（案）・予算（案）等の審議
○令和２年度群馬大会について・令和３年度千葉大会について

２月20日21
日

木
金

関東甲信越ブロック教頭会事務引継ぎ会 ○関東甲信越地区教頭会の会務，会計，大会等について

会議日 曜日 会議名及び活動 内　容　等

6月21日 金 第１回役員・理事会 協議
(1)役員承認
(2)平成３０年度会務、会計・監査報告
(3)令和元年度事業計画・予算(案)審議
(4)第４７回研究大会(愛知大会)について
　　〇概要〇案内・宿泊申込等
　　〇事務手続き、提言原稿依頼
(5)研究大会提言割り当てについて
(6)感謝状贈呈(愛知県会長より富山県会長へ)
(7)各県からの情報交換

審議より
〇令和元年度事業計画、予算(案)は承認された。
〇東海北陸大会での第６分科会は令和２年度を最後に、令和３年度より第２
分科会Bとして「子どもの発達に関する課題」を扱うことを確認した。
〇宣言・決議(案)は研究要項に入れることを確認した。

6月25日 火 第3回東海北陸教頭会愛知大会実行委員会 〇事務局
　来賓一覧、宿泊施設
〇総務・経理部
　行動計画
〇研究・編集部
　分科会運営、進行等
〇運営部
　全体会舞台図、分科会、控室等配置

8月6日 火 東海北陸教頭会愛知大会役員会 〇会場下見
　来賓控室確認、動線確認
　会場、ステージ確認

8月27日 火 第4回東海北陸教頭会愛知大会実行委員会 〇事務局
　今後の進行計画・開催案内
〇総務・経理部
　大会運営要項・全体進行案
〇研究・編集部
　大会参加者名簿・協議進行案
〇運営部
　全体会・分科会会場図、控室等確認

9月24日 火 第5回東海北陸教頭会愛知大会実行委員会 〇事務局　進行計画
〇総務・経理部　大会運営要項確認
〇研究・編集部　大会参加者名簿確認・大会要項確認
〇運営部　全体会・分科会、控室等係分担確認

10月15日 火 第6回東海北陸教頭会愛知大会実行委員会 〇総務・経理部　運営要項確認
〇研究・編集部　参加者名簿確認
〇運営部　運営全体確認

10月31日 木 第４７回東海・北陸地区公立学校教頭会研究
大会
第2回役員・理事会

愛知大会　全体会　日本特殊陶業市民会館
(1)記念講演
(2)開会行事（国歌斉唱、会長挨拶、来賓祝辞、基調提案、次期開催権挨拶）

関東甲信越ブロック

東海・北陸ブロック



11月1日 金 第４７回東海・北陸地区公立学校教頭会研究大会 愛知大会　分科会　名古屋国際会議場
(1)教育課程　　　　提言　岐阜・愛知
(2)子どもの発達　　提言　福井・愛知
(3)教育環境整備　　提言　静岡・愛知
(4)組織・運営　　　提言　石川・愛知
(5)教職員の専門性　提言　三重・愛知
(6)職務内容等　　　提言　富山・愛知

12月10日 火 第7回東海北陸教頭会愛知大会実行委員会 大会の反省
・「愛知大会報告書」の作成に向けて
・報告書内容について
・実施データの保管、引継について

1月17日 金 第3回役員・理事会 協議内容
⑴令和元年度会務報告、会計中間報告
⑵第４７回研究大会愛知大会の報告
⑶令和２年度役員選出、事業計画(案)
⑷令和２年度研究大会岐阜大会の概要

会議日 曜日 会議名及び活動 内　容　等

6月25日 火 全国大会企画委員会③ ・大会実行に向けての確認事項
・各部からの報告、情報共有
・全体協議

7月2日 火 近畿公立学校教頭会 第１回理事会 ・前年度報告（会計、活動等）
・本年度計画（組織、会計、活動等）
・全国大会に向けて

7月16日 火 滋賀大会企画委員会④ ・運営要項の製本作業
・運営要項をもとにした確認作業
・連絡調整、全体協議

7月17日 水 滋賀大会に係るメイン会場との打合せ① ・使用する部屋の確認
・人の動きの確認
・借用物品の確認　など

7月23日 火 滋賀大会に係るメイン会場との打合せ② ・映像、音響等に係る最終確認

7月30日 火 滋賀大会前日準備 ・企画委員会および各部打合せ
・全公教との打合せ
・各リハーサル
・資料袋詰め作業　など

7月31日 水 全国公立学校教頭会研究大会
滋賀大会１日目

・企画委員会
・各リハーサル（最終）
・アトラクション　開会行事　シンポジウム
　分科会運営協議会　教育懇談会
・分会会場準備

8月1日 木 全国公立学校教頭会研究大会
滋賀大会２日目

・各分科会会場最終点検
・分科会
・巡回バスによる分科会視察

8月2日 金 全国公立学校教頭会研究大会
滋賀大会３日目

・企画委員会
・研究のまとめ　記念講演　閉会行事　岡山大会案内
・企画委員会

8月28日 水 滋賀大会企画委員会⑤ 滋賀大会を終えて
・アンケート集約
・大会集録作成
・引継会に向けて

10月18日 金 全国公立学校教頭会研究大会引継打合会
（滋賀大会→岡山大会）
※都市センターホテルにて

岡山大会実行委員会との引継ぎ
・運営面
・研究面
・部署（係り）ごとに分かれての打合せ

10月29日 火 近畿公立学校教頭会 第２回理事会 ・全国公立学校教頭会関係の報告
・第６１回全国公立学校教頭会研究大会滋賀大会の報告
・令和２年度第５８回近畿公立学校教頭会研究大会奈良大会について
・各府県教頭会の活動報告および情報交換

1月24日 金 近畿公立学校教頭会 第３回理事会 ・全国公立学校教頭会関係の報告
・第６１回全国公立学校教頭会研究大会滋賀大会の収支報告
・令和２年度第５８回近畿公立学校教頭会研究大会奈良大会について
・近畿公立学校教頭会関係（会務報告、会計報告、確認事項等）
・各府県教頭会の活動報告および情報交換（全公教負担金等の値上げについ
てなど）

1月24日 金 滋賀大会実行委員会会計監査 滋賀大会実行委員会の会計監査を実施（於：全公教事務局）

3月3日 火 近畿公立学校教頭会 会計監査・事務引継会 ・近畿公立学校教頭会令和元年度会計監査
・引継ぎ（滋賀→奈良）
・確認事項等

近畿ブロック



会議日 曜日 会議名及び活動 内　容　等

6月27日 木 総会
専門部会

総会
・役員承認
・平成30年度会計決算報告
・平成30年度中国地区教頭研究大会岡山大会報告
・令和元年度事業計画・会計予算
・令和元年度中国地区教頭研究大会島根大会
・令和元年度以降の発表割り当て、ローテーション
・令和元年度全国教頭研究大会滋賀大会
・第70回全国教頭会研究大会の開催県
専門部会
・役員会、研究部長会、事務局部会

6月28日 金 総会 総会
・専門部会の報告
・令和2年度全国研究大会岡山大会
・全国教頭会役員会報告

11月28日 木 第39回中国地区公立学校教頭会研究大会
（島根大会）前日準備会

松江エクセルホテル東急

前日準備会　14：00～15：00
○研究大会経過報告と概要説明
○情報交換

11月29日 金 第39回中国地区公立学校教頭会研究大会
（島根大会）

くにびきメッセ

研究主題
豊かな人間性と創造性を育み未来を拓く学校
教育～地域社会との協働による魅力ある学校
づくりの推進～

日程・大会の概要
受付　9：30～10：00
開式行事　10：00～10：30
講演　10：40～12：00
　講師　岸見一郎（哲学者）
　演題「嫌われる勇気」
分科会　13：00～15：30
　6分科会　12本の提言
閉会行事　16：30～16：40（各分科会）

12月26日 木 広島県公立小中学校教頭会訪問
18時30分～１９時30分
「広島グランドインテリジェントホテル」
（広島市）

目的‥広島県公立小中学校教頭会と全国公立学校教頭会・中国地区公立学校教頭会と
の情報交換会
参加者
○広島県公立小中学校教頭会
・会　長　正木　和彦（広島市立清和中学校）
他7名と
事務局長　濱本　賢二　（(広島県公立小中学校教頭会事務局）
訪問者
・多久　知明　全国公立学校教頭会　会長
・鈴木　成之　　　　〃　　　　　　副会長
・川瀬　祐悦　　　　〃　副会長・中国ブロック長（島根県）
・熊谷　美利　　　　〃　　　　　　事務局長
・御守　薫子　　　　〃　　　　　　事務局員
○中国地区公立学校教頭会出席者
・岡山県公立小中学校教頭会　　妹尾　淳一　会長
・山口県公立学校教頭会　　　　松尾　宣明　会長
・鳥取県公立学校教頭会　　　　笠見　隆志　会長
・島根県公立小中学校教頭会　　川上　秀明　会長

2月20日 木 令和元年度中国地区公立学校教頭会
「第２回運営委員会」
１４時００分～１６時００分
ホテル白鳥（松江市）

議題
（1）令和元年度中国地区公立学校教頭会第2回総会の内容について
（2）その他

2月21日 金 令和元年度中国地区公立学校教頭会
「第２回総会」
１０時００分～１２時００分
ホテル白鳥（松江市）

議題
（１）令和元年度中国地区公立学校教頭会活動報告（案）
（２）令和元年度中国地区公立学校教頭会会計中間決算報告
（３）第３９回中国地区公立学校教頭会研究大会（島根大会）
　　　第３３回岡山県公立小中学校教頭会研修大会（松江大会）
　　　・大会報告と大会会計中間決算報告
（４）各県研究大会概要報告・成果と課題
（５）令和2年度以降の研究大会発表割当、ローテーション等
（６）研究大会の講師謝金
（７）令和2年度中国地区公立学校教頭会事業計画（案）
（８）令和2年度第62回全国公立学校教頭会研究大会（岡山大会）
　　　令和2年度第40回中国地区公立学校教頭会研究大会（岡山大会）
（９）全国公立学校教頭会（中国ブロック長・研究部員）の活動報告
（10）その他

2月21日 金 令和元年度 中国地区公立学校教頭会
中国 地区 教頭会
「引継会 並びに研究大引継会」
１３時００分～１ ５時００分
ホテル白鳥（松江市）

（１）令和元 年度中国地区公立 学校教頭会 関係引継 について
（２）令和元 年度中国地区公立学校教頭会 研究大会関係引継 について
★「大会事務局」「総務部」「運営部」「研究部」「会計」「アンケート結果」それ
ぞれの成果と課題を引き継ぐ

3月10日 火 令和元年度中国地区公立学校教頭会会計監査
会
１4時0０分～１6時００分
島根県教育会館（松江市）

（１） 中国地区公立学校教頭会活動報告
（２）各県研究大会活動報告
（３）令和元年度中国地区公立学校教頭会会計監査
（４）令和元年度中国地区公立学校教頭会研究大会会計監査
（５）監査報告

中国ブロック



会議日 曜日 会議名及び活動 内　容　等

6月22日 土 令和元年度　四国地区小中教頭会
第1回　理事会・研究部長会・要請部長会

・平成30年度　事業報告・決算報告
・令和元年度　役員選出
・令和元年度　事業計画・会計予算
・令和元年度　各県の事業計画確認
・第37回四国地区小中学校教頭会研究大会（徳島大会）について
・会則確認　他

★同時進行で要請部長会を開催し，最後に情報共有を行った。

8月24日 土 令和元年度　四国地区小中教頭会

第２回
理事会・代議員会・研究部長会・要請部長会

・役員名簿、課題割当表の改訂について
・第37回四国地区小中学校教頭会研究大会
　（徳島大会）について
　　二次案内、来賓、開・閉会式、分科会、参加費等
　　について詳細の共通理解
・研究集録、会報について
　　執筆要領、執筆依頼　等
・意見交換、その他

★理事会後、情報交換会を開催

2月1日 土 令和元年度　四国地区小中教頭会
　　第３回　理事会・代議員会
　　　　　　研究・要請部長会
　　　　　　事務担当者会

・令和元年度　四国地区事業報告
・第37回四国地区小中学校教頭会研究大会（徳島大会）の反省と課題
・令和元年度　四国地区会計中間報告
　　※別室で要請部長会・事務担当者会を開催
・令和２年度　各県の事業計画確認
・令和２年度　四国地区事業計画
・第3８回四国地区小中学校教頭会研究大会（高知大会）の計画案
・令和2年度以降の全国・四国大会の提言者確認
・要請部長会・事務担当者会の報告
・その他、意見交換

★理事会後、情報交換会を開催

11月13日
14日

水
・
木

第37回
四国地区小中学校教頭会研究大会（徳島大
会）

第53回
徳島県小中学校教頭会研究大会

　※会場　アスティとくしま

日程・大会の概要

１　日程
(1)１日目
　受付　　　　11:40～12:30
　開会式　　　12:45～13:30
　移動　　　　13:30～13:45
　分科会　　　13:45～16:40
(2)２日目
　受付　　　　　9:00～ 9:30
　全体会　　　　9:30～ 9:50
　休憩　　　　　9:50～10:00
　記念講演　　10:00～11:30
　閉会式　　　11:30～11:50

２　概要
(1)研究主題　　「豊かな人間性と創造性を育み　未来を拓く学校教育」
(2)キーワード　＜自立・協働・創造＞
(3)サブテーマ　人との関わりを深め、郷土への誇りを持ち、未来の創り手と
　　　　　　　　なる子どもの育成
(4)主催　　　　四国地区小中学校教頭会　徳島県小中学校教頭会
(5)後援　　　　徳島県教育委員会　高知県教育委員会　愛媛県教育委員会
　　　　　　　香川県教育委員会　徳島県市町村教育委員会連合会
　　　　　　　徳島市教育委員会　徳島県小学校長会　徳島県中学校長会
　　　　　　　公益社団法人徳島県教育会　公益社団法人日本教育会
　　　　　　　全国公立学校教頭会
(6)開会式　　 ①開会のことば　②国歌斉唱　③挨拶　四国地区小中教頭会　会長
　　　　　　　④祝辞　徳島県教育委員会　教育長
　　　　　　　　　　　徳島県市町村教育委員会連合会　会長
　　　　　　　　　　　徳島県中学校長会　会長
　　　　　　　⑤来賓紹介　⑥閉式のことば
(7)基調提案　　四国地区小中学校教頭会研究大会　研究部長
(8)分科会　　　①教育課程に関する課題　②子どもの発達に関する課題
　　　　　　　 ③教育環境整備に関する課題　④組織・運営に関する課題
　　　　　　　 ⑤教職員の専門性に関する課題　⑥特別課題(講義・演習）
(9)記念講演　　演題　子どもたちを取り巻くインターネットの脅威と対策
　　　　　　　 講師　籔内　祥司氏
　　　　　　　　　　（（株）カスペルスキー社長室　ＣＳＲマネージャー）

★１日目の分科会後、情報交換会を開催

四国ブロック



会議日 曜日 会議名及び活動 内　容　等

6月21日 金 第１回九州各県代表者会・総会［熊本市］ 〇平成30年度会務、決算、監査報告
〇令和元年度新役員選出、承認、自己紹介
〇令和元年度活動方針及び事業計画、予算案の審議
〇令和元年度全国・九州年間行事計画の確認
〇第59回九州地区公立学校教頭会熊本大会について
　・開催要項　・参加要請数　・大会宣言(案)
〇情報交換

8月5日 月 熊本大会提言者等事前打合せ会［熊本市］
　　　　　　→中止（台風8号接近のため）

〇分科会の運営（日程、会順、進行マニュアル）について
〇提言内容についての説明と意見交換
〇協議の柱について
〇司会、記録の仕方について

8月6日 火 〇１日目（終日）→中止（台風8号接近通過のため）
　　分科会（市内各ホテル７分科会）
　　　午前：提言１
　　　午後：提言２、提言３、質疑、グループ協議、  全体協議、指導助言
　　参加者：九州各県より約1,100名

8月7日 水 〇２日目（午前）
　　全体会（熊本市民会館）
　　　開会行事・記念講演・閉会行事
　　　来賓：県教育長、熊本市長、熊本市教育長、  県校長会会長、
　　　記念講演
　　　　講師：武田　双雲　氏（書道家）
　　　　演題：「人生を変える～心の整え方～」

11月8日 金 第２回九州各県代表者会・事務担当者会［熊
本市］

〇九州大会熊本大会の反省（アンケート結果、経過報
　告、参加者数）
〇令和２年度九州地区教頭会活動方針及び事業計画につ
　いて
〇次年度九州大会福岡大会の協力依頼について
〇次年度全国・九州教頭会の年間計画について
〇九州大会の申し合わせ事項について
〇事務担当者会からの要望について
〇情報交換

1月31日 金 九州公立学校教頭会事務引継会［福岡市］ 〇九州地区公立学校教頭会の引き継ぎ
〇九州地区公立学校研究大会熊本大会の引き継ぎ
　（会長、副会長、研究部長、事務局等の引き継ぎ）
〇次年度総会で決議、確認する事項の引き継ぎ

2月21日 金 九州地区公立学校教頭会会計監査［熊本市］ 〇九州地区公立学校教頭会決算報告
〇九州地区公立学校教頭会熊本大会決算報告
〇会計執行状況の説明
〇会計監査作業→監査報告書の作成

第59回
九州地区公立学校教頭会研究大会熊本大会

九州ブロック


