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平成28年度もあともう少しで
終わろうとしています。副校
長・教頭の皆様も、次年度の準
備で大忙しの毎日をお過ごしの
ことと存じます。健康には留意
して、年度末を乗り切りたいも
のです。

平成28年度の活動方針に基づき、全国公立学校教頭会
の今年度の活動を振り返ってみます。
１　研修活動の充実

全国研究部長研修大会・要請推進部長の研修会を行い
ました。研究部長研修会では、各都道府県の研究部長46
名が参加し、東京大学大学院教育学研究科 学校教育高度
化専攻 教授 勝野 正章 氏による「子どもも教師もアクテ
ィブ・ラーニング」という演題でご講演いただきました。
さらに、ブロック別で話し合いを持ち、研修を深めまし
た。また、要請推進部長会では、国立教育政策研究所 初
等中等教育研究部 統括研究官 藤原 文雄 氏による「チー
ムとしての学校体制における教頭の役割と条件整備」、早
稲田大学 教育・総合科学学術院 教授 河村 茂雄 氏によ
る「これからの学校経営・学級経営の在り方」という演題
でご講演いただき、研修を深めました。

第58回全国研究大会徳島大会では、第10期の研究主題
「豊かな人間性と創造性を育む学校教育」の総まとめと
して研究発表が行われました。文部科学省大臣官房審議
官 浅田 和伸 氏をはじめとしたシンポジストにより、シン
ポジウムが行われました。その後、10の分科会で提言を
もとに、活発な論議が行われました。詳しくは徳島大会収
録でお知らせしています。次年度の埼玉大会第11期の研
究主題「豊かな人間性と創造性をはぐくみ未来を拓く学
校教育」に繋がって参ります。そして、北海道から九州ま
でも各ブロックごとの研究大会、都道府県単位教頭会で
の研究大会が実施されました。
２　要請活動の充実

単位教頭会・副校長会と一体となり、教育関係諸団体
と連携を図りながら、教育水準の維持・向上に必要な教
育諸条件の整備・充実を求める活動を推進して参りまし
た。皆様のお手元に「平成28年度全国公立学校教頭会の
調査」が届いていると存じますが、職能研修団体として
の、政策提言能力を高めるための基礎データとなるもので
す。副校長・教頭の勤務時間は年々増える傾向がうかが

われます。
本会は「子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教

育関係団体連絡会」いわゆる教育関係23団体に所属して
います。次世代を担う子どもたち一人一人にきめ細かな教
育を実現するために教職員定数の改善を求める全国集会
に参加しました。松野文部科学大臣も参加され、アピー
ル文が採択されました。
３　組織の発展・強化

全国公立学校教頭会の各ブロックの連携を深め、組織の
円滑な運営に努め、発展・充実のために活動して参りまし
た。今年度は、事務局体制の見直しを図り、より効率的な
業務体制を確立しました。さらに、前述しましたが、文部
科学省及び教育関係諸団体との連携も図りました。

平成29年度の政令指定都市の権限移譲に伴い、会則、
規則の見直しを行い、なお一層の組織強化に取り組んで
おります。

未組織地域等の働きかけも今年度行いました。真の全
国の副校長・教頭が統一した活動の推進を目指し、今後
も組織強化に取り組んで参ります。
４　被災地への支援

東日本大震災から６年が経過しました。福島、宮城、
岩手の各県では、復興途上にあります。現地を訪問して
最も切実な問題は、復興教育支援事業の堅持であること
がわかりました。全国公立学校教頭会においても、次年
度の要請文に入れ、教育関係諸団体と共に取り組んでい
るところです。

また、本年度４月には熊本地震が起こりました。熊本に
皆様からいただいた義援金を送るとともに、視察に行って
参りました。横ずれ断層による地震で、断層の近くの建物
はほとんど全壊に近くなっていました。被災地の学校では、
子どもたちの精神的なケアが必要とのことでした。スクール
カウンセラーの配置等の要請をしていく必要があります。

全国公立学校教頭会としても、苦労をされている副校
長・教頭のために支援をしていく必要があります。

全国公立学校教頭会は「各都道府県教頭会・副校長会
との緊密な協調を保ち、会員の資質を高めるための研修
を推進し、教育の向上進展に寄与するとともに、会員の地
位向上を図ることを目的とする」政策提言能力を有した職
能研修団体です。全国一丸となって、目的達成のために
日々邁進して参ります。

平成28年度全国公立学校教頭会の活動を振り返って 全国公立学校教頭会
副会長　今井　　功
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第41回　全国公立学校教頭会　中央研修大会報告

２月10日（金）、第10期全国統一研究主題「豊か
な人間性と創造性を育む学校教育」のもと、第41回
中央研修大会が東京都のメルパルクホールにおい
て、全国各地の会員約1,200名の参加を得て開催さ
れました。

開会行事では、池端 庄一郎 会長の挨拶に続き、
来賓を代表して、全日本中学校長会会長 榎本 智司 
様よりご祝辞をいただきました。

その後、高橋 司 研究部長が本大会の趣旨説明を行
い、続いて文部科学省参与 貝ノ瀨 滋 様より基調講演
をいただきました。午後のシンポジウムでは、「地域と
ともにある学校づくりを推進していくための副校長・
教頭の役割」について意見交換が行われました。

閉会行事では、今井 功 副会長の閉会の挨拶をも
って本研修大会は、無事に幕を閉じました。

【趣旨説明】� 研究部長　高橋　司
３月に告示される学習指導要領では、「これから

の時代を自立した人間として多様な他者と協調しな
がら創造的に生きていくために必要な資質・能力」
の育成が求められています。本大会では、社会に開
かれた教育課程の編成や実施に向けての地域連携の
在り方について研修を深めます。さらには、子ども
たちの現状や課題を踏まえつつ「自立・協働・創
造」をキーワードとした育てたい姿にどう迫るの
か、社会・地域と目
標を共有し連携を図
るための教育課程は
どうあるべきか、副
校長・教頭として学
校全体の機能の向上
や強化を図るための方策について考えます。

【基調講演】
　演題：「�地域に開かれた学校から、地域とともに

ある学校へ」
　講師：文部科学省　参与　貝ノ瀨　滋　氏
１　地域とともにある学校を目指す背景

我が国の教育は世界トップレベルであるが、根拠
をもって議論する力（生き抜く力）や自己肯定感が
課題である。また、いじめや問題行動、不登校など
も、まだまだ看過できない課題である。

少子高齢化、格差社会、人口減などの現在の社会

状況も大きな問題である。一人一人が改革の当事者
意識をもって取り組まなければならない。教育にお
いては、将来、仲間とともに協力し、自ら考え問題
解決していけるタフな人材育成が求められている。

これらの課題は、学校の教員だけでは解決できな
い。必然的に、社会総ぐるみで、「地域とともに」つ
ながり合って人材育成していかなければならない。
子どもたちみんなが
幸せになれる社会を
作るという教育のゴ
ールを、学校だけで
なく、地域の人々に
も理解してもらい、
協力していくことが望ましい。

２　�地域とともにある学校への転換（コミュニティ・
スクール）

学校の教育の方向性と家庭や地域の方向性が同じ
ベクトルであると教育効果は大きい。地域との連携
の考え方を「協力から協働へ」、「参加から参画」へ
と変えていく仕組み作りこそコミュニティ・スクー
ルの考えである。

コミュニティ・スクールとは「学校運営協議会制
度」をもった学校のことである。学校運営協議会制
度は、主に次の３つの機能をもつ。

・学校運営の基本方針の承認をすること。
・学校運営について、意見を述べること。
・教職員の任用に関して意見を述べること。
まだ、全国の小中学校の８～９％しか設置されて

いないのは、教員に抵抗感や誤解があるからであ
る。学校運営協議会は、学校の応援団であり、コミ
ュニティ・スクールは地域とともにある学校づくり
の有効なツールである。コミュニティ・スクールを
通じて家庭教育に働きかけ、生活習慣を改善するこ
とも可能となる。

教員が抱え込まずに、保護者や地域の人材に積極
的に入っていただくことで、地域の人材を育成する
ことも重要である。

大きく社会が変化し、先が見通せない。どんな社
会になろうとも、自分で問題を発見し、仲間とともに
自分で問題解決し、タフに生き抜くことができる子ど
もを学校、地域社会、家庭で協力して育てる確固た
る仕組みこそがコミュニティ・スクールである。
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【シンポジウム】
テーマ「�地域とともにある学校づくりを推進していくた

めの副校長・教頭の役割」
シンポジスト
文部科学省　　　参与 貝ノ瀨　滋 氏
文部科学省　　　CSマイスター 梶原　敏明 氏
公立学校教頭会　副会長 加藤　景子 氏

＜加藤＞　視点１：�「これからの学校と地域の連携・協働���
　の在り方」

春日部市の教育の基本は、伝え合い、学び合い、育
ち合い、思い合いである。春日部市 植竹 英生 教育長が
研修会のおり、公立学校の強みは、「地域を持っている
こと」「地域があるからこそ公立学校が生きていくのであ
る」とおっしゃられていた。埼玉県では、学校応援団を各
校で設置し、H24年度に設置率100％になった。学校応援
団は、学習活動への支援、安心安全確保への支援、学校
環境整備への支援、クラブ活動支援の４つの活動を行って
いる。学校も元気になり、地域や家庭もボランティア活動
を通して元気になる相乗効果がある。地域の中で子どもた
ち自身がどのような役割を持ちたいのかを考えさせたい。
そのためにも地域の方々との触れ合いが大切になってく
る。ＰＤＣＡをしっかりマネジメントしていくこと、情報を
しっかり共有し、学校の強み、地域の強みを話すことがよ
い。学校は文化が育つところであると思っている。地域の
特色を生かして根強く残っていく学校文化を地域の人とと
もに求めていくことが大切であると考える。
＜梶原＞　視点２：「�社会に開かれた教育課程」とコミュ

ニティ・スクール
これまでの教育課程は学校だけでつくってきたが、こ

れからは、教職員が世界や社会へ目を向けることが大切
である。社会を見つめ、地域や社会との接点を持ちなが
ら、地域の人たちとともに教育課程をつくっていくことが
重要である。社会に開かれた教育課程の理念を文部科学
省は３つのポイントでまとめている。①教育目標を学校と
社会が共有。②子どもの資質能力の明確化。③地域の人
的・物的資源の活用。この３つをどのように展開していく
かは、子どもたちの学びを保証する上で、コミュニティ･
スクールがひとつの仕掛ける手段として有効なものにな
る。管理職として、子どもの学びを中心において、目指す
べき目標に向かい、運営体制をつくり、地域と関係性を構
築しながら学校づくりをしていく必要がある。
＜貝ノ瀨＞　視点３：「�学校におけるコミュニティ・スクー

ルの総合的な推進方策」
チーム学校のチームとは、学校の教職員や専門家集団

などにとどまらないということで、地域社会の人たち、社
会教育関係の方もチー
ム学校のメンバーであ
ると理解した方が分か
りやすい。これが新し
い教育改革の考え方で
ある。子どもたちに力
をつけて、この不透明

な時代に、自ら問題を
発見し、自ら問題の解
決を図っていき、タフ
に社会を切り拓いてイ
ノベーションを起こす
ような人材育成をみん
なでやろうではないか
というのが、新しい考え方である。教科指導も全部それに
つながっている。コミュニティ･スクールや地域学校協働
本部が地域と密接に連携を保たなければならないことが
前提になっている。これは新しい教育改革をしていく上で
非常にプラスになる。地域社会をよくしていかなければ、
学校はよくならないことは、先生方は骨身にしみている。
学校を核として、地域社会とつながり合って学校をよくし
ていこうということである。学校づくりと地域づくりが車
の両輪で動き出すそんなしくみにしてはどうでしょうか。
教頭先生方は、その方向性や考え方を共有して頂き、周
りの方に啓発活動をしてほしい。
～まとめ～
＜加藤＞　学校が地域を持って子どもたちを育てていく趣
旨がすばらしいと思う。教員はみんなそう思っているし、
地域の方も同様である。それを制度化していくことはとて
も大切なことであると思う。人が替わっても崩れないという
意味もある。しかし、マンネリ化もあるし、地域のことを学
校にゆだねられるといった困惑した思いもある。できること
は何かと考えたとき、地域の方と話し合いをすることが少
ない。制度化することで会合を促すことができる。そして
学校の本音、地域の本音が聞けることもおもしろいのでは
ないかと思う。
＜梶原＞　いずれ子どもたちは社会へ出て行く。社会の
一員としてどう育てればよいかということを地域と一緒に
考えていく。地域の人たちは、日々実践している社会人で
あり、そのような人と触れ合うことが大事である。教科書
だけで学ぶのではなく、世界や地域、日本の動きを入れな
がら、社会と地域をつなぐ教育課程を実践していくことが
大事ではないかと思う。学校は、子どもたちの社会への
準備段階で、その仕掛けをしていくのが教師である。学
校運営協議会という組織がなければ、地域のことを地域
の方が一緒に考える機会はない。仕掛けを使って、もう一
度、地域の人が地域を見直すことが、地域力や家庭力に
もつながると考える。
＜貝ノ瀨＞　様々な課題に対して焦点化した形で小中一
貫教育、コミュニティ・スクールをそれぞれ考えることは
あるが、それをセットにして考えて、ビジョンとして見据
えて教育すれば、教育効果は絶大なものがある。小中の
先生が一緒になって、兼務発令して小中９年間を同じ学
校の先生として教育に当たる。コミュニティ・スクールで
考えた場合、これまでそれぞれの校種に存在していたも
のが、両方の校種にまたがって学校運営協議会が想定さ
れていくということは、地域の方も９年間を見通して子育
て・地域活動をするということになり、みんなの力を結集
して教育に当たるやりがいのあるものになる。実際に効果
を上げている学校がある。
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中国ブロック山口大会報告

中国ブロック長　　藤　井　　康

第36回中国地区公立学校教頭会研究大会山口大会
を、11月22日（火）に山口グランドホテルおよびウ
エディングコートエミリアにおいて開催しました。
本大会には、約650名の会員の皆様に参加いただき
ました。

本研究大会では、サブテーマを「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」とし、
研究発表を通して協議しました。

研究協議では、課題別に６つの分科会を行いまし
た。各分科会の提言のポイントは次の通りです。
【第１分科会】「教育課程に関する課題」

〇小中一貫教育推進における教頭としての役割
〇幼保・小・中・高・地域連携における教頭の関わり
【第２分科会】「子どもの発達に関する課題」

〇 幼保・小・中・地域が協働して、地域の子どもを
育む取組

〇 児童の豊かな人間性を育む小中連携における教頭
の役割

【第３分科会】「教育環境整備に関する課題」

〇 地域ぐるみで子どもたちを育てる教育活動の充実
と教頭の役割

〇 公民館を核とした地域協育ネットとコミュニテ
ィ・スクールの連動・協働の推進役として

【第４分科会】「組織・運営に関する課題」

〇 主体的に教育活動を推進する教員集団を形成する
ための教頭のあり方

〇 教職員の主体性と達成感を高めるマネジメント

【第５分科会】「教職員の専門性に関する課題」

〇 校内研修を通した人材育成をもとにした教職員の
資質向上と教頭のかかわりについて

〇 幼保・小・中連携推進における教職員の資質向上
を図る教頭の役割

【第６分科会】�「副校長・教頭の職務内容や職務機能

に迫る課題」

〇 教職員並びに児童・生徒の危機管理意識を高め、
的確に行動できるようにするための教頭の役割

〇 コミュニティ・スクールの取組を通して、学びを
支える教頭の役割
各分科会では課題への改善点、悩みなどが話し合

われ情報交換が小グループで行われました。

午前中には、講師として医学博士で元日本大学教
授の、林成之氏をお招きし、「子どもの才能は、３
歳、７歳、10歳で決まる」と題して講演をいただき
ました。子どもが３歳に達するまでは気持ちを伝え
ること、統一・一貫性を育て保つことが集中力につ
ながること、才能を育てるためにはまず友達と仲良
くすることなどの大切さを、先生が指導されたアス
リートの例を出しながら、脳科学の立場から分かり
やすく話していただきました。学校での教育、家庭
での教育にも生かせることばかりでした。

本大会での内容が各校に持ち帰られ、教育実践の
場で活かされることを期待します。また関係の方々
に心より感謝申し上げます。　
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近畿ブロック研究大会大阪大会報告

近畿ブロック長　　奥　　雅　美

平成28年11月25日（金）、第54回近畿公立学校教
頭会研修大会大阪大会をエディオンアリーナ大阪
（大阪府立体育会館）にて開催いたしました。本大
会は、第10期全国統一研究主題に添い、「豊かな人
間性と創造性を育む学校教育」キーワード〈生き抜
く力・絆づくり〉の３年次、まとめの年度として開
催いたしました。好天にも恵まれ、近畿２府４県か
ら会員約1,950名が一堂に会し、無事成功裡に終え
ることができました。

全体会の記念講演は、西川ヘレン様を講師にお招
きし「大家族　支え愛　見守り愛　励まし愛」とい
う演題でご講演をいただきました。

戦後の混乱期にハーフであることによる過酷な生
い立ちや、それを支えた母の芯の強さ、実母･義母･
義父の多重介護を通した家族の愛や絆、夫西川きよ
し氏の人生を支えた素晴らしい小学校の先生との出
会いなども交え、あまりにも厳しい人生を西川様は
落ち着いた美しい言葉で語られました。中には感動
のあまり涙される先生もおられたほどです。

学校現場では職員間における相互扶助精神の有無
が、学校の存在価値を決定していると言っても過言
ではありません。また、副校長・教頭の職務の多様
性を考えた場合、最も大切にしていかなければなら
ないのは相互扶助の精神に基づく横のつながりでは
ないでしょうか。組織力の向上並びに後進の指導と
いった我々に課せられた課題解決に向けて西川様の
お話は改めて人と人のつながりの尊さを思い起こさ

せてくれるものでした。
午後は課題別に５つの分科会に分かれ、提言発

表・研究討議が行われました。
【第１分科会】　「教育課程に関する課題」

○ 「地域に根ざした学校づくりを進めるための教育
課程の工夫」

○確かな学力を育む授業の研究
～ ICTを利用した協働学習の授業実践を通して～

【第２分科会】　「生徒指導に関する課題」

○「生徒指導と教頭の役割」
○堺の実践報告

～あらゆる教育資源を活用した生徒指導～
【第３分科会】　「組織運営に関する課題」

○「チーム俵小で歩む同僚性の高い職場づくり」
　～若手教員の育成を通して～
【第４分科会】「人間尊重の教育に関する課題」

○「認め愛・励まし愛・・思いつながる下坂部」
　～ほんものに出会いほんものに学ぶ

　　近松の里に集う子どもたち～
【第５分科会】�「教頭の職務に関する課題」

○地域の力をいかした学校づくりにおける教頭の職務
～地域のつながりと共有コミュニティー～

全分科会において全席指定による４人～10人での
グループ討議を行い、各校における共通の悩みや課
題、他府県と実践を交流し合うなど、まさに膝を交
えて、活発な意見交換がなされました。
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九州ブロック沖縄大会報告

九州ブロック長　　平　敷　兼　栄

１　大会名称

　　第56回九州地区公立学校教頭会研究大会
　　沖縄大会
２　開催期日

　　平成28年11月29日（火）～30日（水） 
　　沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇
　　マリエールオークパイン、てだこホール
３　大会日程

　　１日目　分科会（提言１・２・３）
　　２日目　 特別講演・開会行事・記念講演・閉会

行事
４　大会の概要

（1）大会主題
　　「豊かな人間性と創造性を育む学校教育」

（2）主催
　　 九州地区公立学校教頭会、沖縄県公立小中
　　学校教頭会

（3）分科会
　 ①教育課程（Ａ・Ｂ）　　②子どもの発達
　③教育環境整備　　④組織・運営
　⑤教職員の専門性（Ａ・Ｂ）
　の５課題７分科会を設定しました。
　 　全分科会で、開催県１、ブロック各県２の計３

本の提言が行われました。提言後、質疑応答（10
分）、グループ協議（35分）全体協議（15分）を
行いました。全体協議では、グループ協議の内容
の発表を行いました。それぞれの提言について、
助言者（２名）から指導助言と総括をしていただ
きました。

（4）特別講演
　『熊本地震における広安西小学校の状況報告』を
田中壮介教頭にしていただきました。

（5）開会行事
　①開式のことば　　②国歌斉唱
　③あいさつ（実行委員長・全公教副会長）
　④祝辞（浦添市長・沖縄県教育委員会教育長）
　⑤来賓紹介　　⑥祝電披露
　⑦感謝状贈呈　　⑧閉会のことば

（6）記念講演
　　演題『「教育を考える」～沖縄の視点から～』
　　講師　前泊博盛氏（沖縄国際大学・大学院教授）

（7）閉会行事　
　①開会のことば　　②次期開催県会長あいさつ
　③大会宣言決議　　④万歳三唱
　⑤閉会のことば
５　大会を振り返って

　九州８県から870名余りの会員が参加した研究大
会となりました。
　初日、分科会の提言では、単位教頭会の共同研
究・共同実践を基にした内容が多く見られ、研究の
「協働性」を強く感じました。また、グループ協議
においては、提言内容や協議の柱に添った活発な
話し合いがなされました。さらに、研究協議を通し
て、九州各県の会員同士のネットワークが広がり、
会員自身の人間性と創造性を育む大会となりました。
　２日目の全体会では、沖縄国際大学・大学院教授
の前泊博盛氏をお招きし、『「教育を考える」～沖縄
の視点から～』という演題で、記念講演をしていた
だきました。
　物事を捉えるにあたり、常にその真意を問い続け
ることや教育者としての立ち位置についての示唆を
いただきました。
　本大会を開催するにあたり、「九州は一つ」を合言
葉に、準備を進めてまいりました。分科会の協議の活
性化を図ることや大会の円滑な運営等に配慮しました。
　本研究大会に関わっていただいた皆様、関係各位
に、心より感謝申し上げます。
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第２回研究部長会報告
１　期　日　平成28年12月１日（木）
２　会　場　都市センターホテル
３　出席者　全公教役員・研究部員 17名
　　　　　　単位教頭会・副校長会研究部長 55名
 総計　72名
４　内　容

（1）開会式
　①開会の言葉
　②あいさつ（池端会長・高橋研究部長）

（2）全体会
　①第58回（平成28年度）徳島大会の成果と課題

　②ブロック大会の成果と課題報告

　③平成29年度第59回埼玉大会について

　④第41回中央研修大会について

（3） 講演
　講師　大江　近　氏
　　元早稲田大学大学院客員教授
　　元全日本中学校校長会会長
　演題「直面する教育課題の現状
　と副校長・教頭への期待」

（4）グループ協議・まとめ
協議内容
・ 講演をもとに、「直面する教育課題の現状」につ

いて
・本年度の研究成果および課題、解決策等について

（5）閉会式　閉会の言葉（今井副会長）

高橋研究部長

平成29年８月２日（水）～
４日（金）
さいたまスーパーアリーナ他
開会行事　シンポジウム
分科会
記念講演　閉会行事等

研究部 長島 研究副部長

平成29年２月10日（金）
メルパルクホール
基調講演　シンポジウム等

徳島県　井上研究部長

九州ブロック　沖縄県　上原研究部長

北海道ブロック　山下研究部長 東北ブロック　岩手県　和田研究部長

関東甲信越ブロック　茨城県　芳尾研究部長 東海北陸ブロック　石川県　中野研究副部長

近畿ブロック 大阪府　奥ブロック長 中国ブロック　山口県　白井研究部長

池端会長

埼玉県 玉崎 研究部長
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北海道ブロック＆東北ブロック

　北海道公立学校教頭会は、全道22地区を６つのブロッ
クに分けて活動を行っており、今年度の会員数は1,653名
となっています。急激な会員減と養護教諭や事務職員未
配置校が存在するなど北海道特有の課題も多い中、「研
修」と「要請」を２本柱として活動を推進しています。
１　活動方針
⑴ 学校教育に求められている今日的課題の解決に向け、

教頭の研修活動を組織的かつ継続的に推進し、人間性
豊かな児童・生徒の育成のため、校長を支え教職員の
資質向上を図る学校運営に努める。〔研修〕

⑵ 本会の組織や機能の強化を図り、教育条件の整備、教
職員の処遇改善の実現、及び福利厚生の施策の充実に
努める。〔要請〕

２　主な事業計画
⑴総会研修会…５月16日
⑵理事研修会…６月24日、２月27日
⑶地区事務局長・地区研修担当者合同研修会… 
　５月30日、11月28日

⑷第49回北海道公立学校教頭会研究大会　
　函館大会…９月16日、17日
⑸ブロック研修会
　11月28日… 第５ブロック（帯広市）
　10月４日… 第２ブロック（羽幌町）
　11月17日… 第６ブロック（札幌市）
　11月18日… 第３ブロック（函館市）
　　　　 第４ブロック（岩見沢市）
　11月22日… 第１ブロック（小樽市）
⑹三役部長会、事務局会議…それぞれ年間10回の開催
⑺文教施策懇談会、各課懇談会
　…８月５日（道教委への要請活動）
３　その他
　北海道公立学校教頭会研究大会を研修活動の中心に据
えるとともに、北海道教育委員会との文教施策懇談会・
各課懇談会を要請活動のメインに位置づけています。全
公教研究部にも部員を毎年派遣しており、全国とのつな
がりも大切にし、北海道の活動を発信するとともに全国
の情報を素早く還流しています。

北海道ブロック 北海道ブロック長　森田　智也

東北ブロック 東北ブロック長　桑原　良幸

はじめに
　東北ブロックは、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、
山形県、福島県の６県で構成されており、会員数は、
2,911名です。昨年より、47名の減となっており、東日本
大震災・津波やそれに伴う移転等の影響、少子化・過疎
化による児童生徒数の減少に伴う学校統廃合が、依然と
して進んでいます。そのような中、一人職が多い会員の
研修・指導力の向上のため、６県で情報を共有し合い、
協働で活動を進めています。
１　目的
　東北地区小中学校教頭会・副校長会相互の連絡調整を
図り、会員の資質を高めるための研修を開催し、教育の
充実振興に寄与する。
２　活動方針
⑴各県小中学校教頭会副校長会の綿密な連携
⑵研究大会の開催、研究物の刊行
⑶教育の振興に関する調査・研究
⑷その他本会の目的達成のための事業
３　事業計画
⑴第１回東北地区研修理事会
　５月26日～ 27日　盛岡市
⑵東北地区研究部長会研究協議会
　東北地区事務担当者会議
　８月25日～ 26日　盛岡市
⑶第36回東北地区小中学校教頭会研究大会岩手大会
　11月16日～ 17日　盛岡市

⑷第２回東北地区研修理事会
　１月26日～ 27日　雫石町
⑸今年度の各県の研究大会
　青森県 今年度県大会なし（隔年実施）
　秋田県 11月２日　湯沢市
　岩手県 11月16・17日　盛岡市
　 東北大会・岩手県小中学校副校長会50周年記念事業と

して実施
　宮城県 11月４日　蔵王町
　山形県 10月13日　山形市
　福島県 今年度県大会なし（隔年実施）
　来年度東北大会実施
おわりに
　本会は、東北地区研究大会を研究の中心として会員相
互の情報交換や資質向上に努めています。今年度は、盛
岡市において大会を開催いたしました。
　東北各県から約900名の会員の皆様に参加していただ
き、成功裏に終えることができました。　
　また、全国公立学校教頭会とも連携し、調査・研究・
要請活動を行っています。
　最後に、被災地、陸前高田市を全国公立学校教頭会の
池端会長、今井副会長、熊谷事務局長に訪問いただきま
した。ご多忙な中、わざわざ岩手までおいでいただき、
現状を視察し、被災地の会員たちを激励いただいたこと
に心から感謝し、東北ブロックの報告とします。


