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平成29年度全国公立学校教頭会のあゆみ 全国公立学校教頭会
副会長　豊田　英昭

＊はじめに
　平成29年度末の３月を迎え、副
校長・教頭の会員各位におかれま
しては、年度末・年度初めに向け
て、ご多用の日々をお過ごしのこ
とと存じます。日々の健康管理に
は十分留意しながら、職務の遂行
に取り組んでいただきたいと思い

ます。
　さて、全国公立学校教頭会の本年度の活動方針に基づいた
４つの主要な活動に関わるあゆみについて報告いたします。
＊研修・研究活動について
　全国公立学校教頭会では、副校長・教頭の職能向上を図る
ために、全国研究部長会（計２回）、全国要請推進部長会、
全国８つのブロック大会、中央研修大会等を実施しました。
中でも、研修・研究推進の中核となる第59回全国研究大会埼
玉大会が、第11期全国統一研究主題「豊かな人間性と創造性
を育み未来を拓く学校教育」（初年度）のもとで８月に実施
されました。大会シンポジウムでは、國學院大學人間開発学
部初等教育学科教授　杉田洋氏をはじめ４名のシンポジスト
による「未来へ飛躍するグローバル人材の育成をめざして」
についての提言がなされました。６つの全国共通研究課題と
２つの特別研究課題による10分科会では、全国からの提言に
会員相互で活気ある論議が行われました。東京大学特別栄誉
教授・宇宙線研究所長・ノーベル物理学受賞　梶田隆章氏に
よる記念講演は、素粒子ニュートリノの研究とグローバル人
材育成の関連についてご講話いただきました（教頭会報で詳
報）。学校教育の新たな課題を踏まえて、職能向上のために
研修・研究活動を深めました。
＊要請活動について
　職能研修団体としての全国公立学校教頭会において、教育
水準の維持・向上に必要な教育諸条件の整備・充実のために
重要なのが要請活動です。立法機関や教育行政等への教育政
策提言力です。定期総会で承認された「文教施策・文教関連
立法並びに予算措置に関わる要請・要請事項」に基づいて毎
年さまざまな要請活動を行っています。主な活動には、各都
道府県国会議員等への要請活動（全国要請推進部長会時）、
文部科学省の本会へのヒアリングにおける要請活動、教育関
連諸団体との連携による文部科学省への予算要望説明会の参
加、子供たち一人一人に対するきめ細かな教育の実現と学校
の働き方改革のための指導・運営体制の構築を求める全国集

会の参加等がありました。
　現在、次年度要請文の作成を進めておりますが、国・地方
公共団体等への予算要望や教育水準の維持・向上のための教
育諸条件整備・充実のための要請活動には、近年、統計デー
タ等の科学的根拠（evidence based）が求められる傾向が顕
著となってきています。幸いにも本会には「全国公立学校教
頭会の調査（個人・団体）」が存在し、学校教育の中核を担
う小・中学校副校長・教頭の全数を対象とした学校教育の実
態・意識等の調査が可能です。今年度は、調査のweb化を推
進し、学校における働き方改革や新学習指導要領への対応等
の喫緊の教育課題が山積する状況において要請活動への有効
利用に取り組んできました。また、組織運営の円滑化・効率
化の視点から、要請活動を担う総務部と調査部を統合し、要
請活動での一体化を図りました。
＊組織の強化活動について
　これまで全国公立学校教頭会では、「全公教はひとつ」の
言葉のもと、副校長・教頭の職能研修団体の全国組織とし
て、日本全国の児童・生徒の健やかな成長を願って組織活動
に取り組んできました。全国の副校長・教頭が一堂に会する
機会を通して、都道府県等各地区の教育の現状と課題を捉
え、よりよい教育活動の実現を目指しています。特に、今年
度は第２回全国研究部長会にこれまでつながりの少なかった
信濃教育会（長野県）の副校長・教頭先生方にご参加いただ
き、意見交流と親睦を深める機会を設け、関係強化を図るこ
とができました。今後の全国組織としての交流・連携の一里
塚となりました。
＊震災等の被災地支援活動について
　東日本大震災から７年、熊本地震から間もなく１年になり
ます。いずれの地域も震災からの復興途上にあり、全国公立
学校教頭会としては、災害を受けた地域への復興教育支援事
業（心のケアときめ細かな学習支援）の継続・充実を要請活
動の柱の一つとしています。本会としても、継続的な現状視
察や研究大会・研修大会等での募金活動を継続的に行い、被
災地等への支援の一助としております。
＊おわりに
　全国公立学校教頭会は、子供たちのよりよい成長を願い、
教育政策への提言力の充実と副校長・教頭の職能と地位の向
上を図り、新しい時代の教育に向けて持続可能な学校指導・
運営体制の構築や学校における働き方改革の実現に努め、こ
れからの学校教育をけん引する職能研修団体として邁進する
所存です。
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　平成30年２月９日（金）、第11期全国統一研究主題「豊か
な人間性と創造性を育み未来を拓く学校教育」のもと、第42
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1200名の参加を得て開催されました。
　開会行事では、今井功会長の挨拶に続き、全国連合小学校
長会事務局長　内藤信様より、ご祝辞をいただきました。
　その後、長島和広研究部長が本大会の趣旨説明を行いまし
た。続いて横浜国立大学教職大学院教育学研究科　准教授　
脇本健弘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、「チーム学校の中核を担うミドルリーダーを育成
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、杉江淳一副会長の閉会の挨拶をもって本研
修大会は、無事幕を閉じました。

【趣旨説明】� 研究部長　長島　和広
　本年度は、全国統一研究主題第11期「豊かな人間性と創造
性を育み未来を拓く学校教育」の年次を迎え、第59回全国公
立学校教頭会研究大会埼玉大会をはじめ、全国各ブロックで
の研究大会、各県の研究大会において研究活動で得た知見の
共有を進めていただいております。
　この全国統一研究主題にせまるためには、その一翼を担う
教職員の人材育成が喫緊の課題です。
  今回の中央研修大会では、この喫緊の課題となっているミ
ドルリーダー育成の意義
について研修を深めま
す。そして、ミドルリー
ダーの育成に係る方策
と、副校長、教頭の役割
について考えていきま
す。

【基調講演】
　演題：「チーム学校の中核に担うミドルリーダーを育てる」
　講師：横浜国立大学教職大学院　教育学研究科
� 准教授　脇本　健弘　氏
１　ミドルリーダーの在り方を考える
　学校におけるミドルリーダーの役割を明確にし、その役割
を果たしていくために、管理職とミドルリーダーが連携協力
していくことが大切である。
２　�リーダーの学びを考
える

　ミドルリーダーとして
の成長を支援するには、
副校長、教頭自らが積極
的に関わり、働く姿を見

せながらアドバイスをすることが大切である。
３　ミドルリーダーを育てる方法
　ミドルリーダーに、校内の様々な課題解決に中心となって
取り組む経験を積ませることが大切である。副校長、教頭
は、取組の様子を見守り、まかせつつ、状況に応じて支援す
ることが必要である。
４　まとめ
　ミドルリーダーは、現場で育てるということが一番であ
る。データや理論を参考に、それぞれの学校をミドルリーダ
ーを育てる環境に変えていくことが大切である。

【シンポジウム】
� 司会進行　全国公立学校教頭会
� 研究部　渡邊　　隆
　テーマ「�チーム学校の中核を担うミドルリーダーを育成し

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
　　国立教育政策研究所　初等中等教育研究部
� 総括研究官　藤原　文雄　氏
　○基調講演者
　　横浜国立大学教職大学院　教育学研究科
� 准教授　脇本　健弘　氏
　○教育関係機関
　　横浜市教育委員会　教職員人事部　教職員育成課
� 主任指導主事　柳澤　尚利　氏
　○全国公立学校教頭会� 副会長　松崎　宏行　氏
＜視点１＞「ミドルリーダーとしての資質・能力」
＜視点２＞「チーム学校として機能する学校組織・運営」
＜視点３＞「�カリキュラムマネジメントの活用とミドルリー

ダーの関わり」
「まとめ」
　学校をチームとして機
能させていくためには、
教員が、自らの役目を自
覚し、主体的にリーダー
シップを発揮していくこ
とが必要である。副校長、教頭は、それぞれの取組の良いと
ころを認め、進捗状況を確認したり、指導したりしながらミ
ドルリーダーを育成することができる。副校長、教頭の仕事
は、調整を通じて校長を補佐することである。この調整のプ
ロセスがミドルリーダー育成のプロセスでもある。ミドルリ
ーダーの育成をやりがいの源泉として、副校長、教頭の職務
を遂行してほしい。
※　 シンポジウムの詳細は、全国公立学校教頭会ホームペー

ジに掲載されます。

　第42回　全国公立学校教頭会　中央研修大会報告　
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平成29年度　第２回全国研究部長会

平成29年11月30日（木）　都市センターホテル
＜開会式＞
開会の言葉　松崎　副会長
会長挨拶　　今井　会　長
　調査へのご協力をありがとうございました。相関関係などもと
らえられるように統計処理を行い、今あるデータでできる分析を
試みています。
　この調査が全国公立学校教頭会の研究につながりさらには政策
提言のエビデンスとなればと考えています。
研究部長挨拶　長島 研究部長
　第１回全国研究部長会以降、全国研究大会埼玉大会をはじめ、
各ブロック、単位教頭会の研究大会が開催され、第11期の研究活
動が展開していると報告を受けています。ありがとうございまし
た。
　本日の研究部長会では、午前は、全国大会各ブロック大会の報
告と今後の研究行事について説明させていただきます。午後の講
演の信濃教育会で進めている研究から刺激を受け、全公教の研究
を手法・質ともに高めていきたいと考えています。ぜひ、本日学
んだことを各会員、副校長・教頭にお伝えいただければと考えて
います。
　皆様にご参加いただくにあたり、所属校の校長先生はじめ教職
員の皆様に感謝いたします。
＜全体会１＞
埼玉大会の成果と課題　埼玉県　舘岡 研究部長
　アンケートの集計を見るとおおむね皆様に満足していただけた
ことがうかがえます。
　課題としては、提言者や各役割において、年度をまたぐため人
事異動における引継ぎの難しさがあげられます。また、参加者の
把握ということも今回は課題となりました。
　「開会行事での合唱で子供たちの参加があり心が温まった。」

「シンポジウムでは心に残る言葉が多く伝えたいと思った。」「分
科会で他県の方と交流できよかった。」などの感想が多数寄せら
れました。
各ブロック大会の成果と課題
北海道ブロック　北海道　山下 研究部長
　「活力ある」をキーワードにグループ討議のシナリオを全員に
配布して行うなど来年度の全国大会を見据えて大会に臨みまし
た。グループ協議では一体感のある大会となりました。来年度の
北海道大会では、まとまりある北海道ブロックを見ていただきた
いと思います。
東北ブロック　福島県　丹野 研究部長
　記念講演では、やらなくて後悔するよりも、やって後悔する方
がよいということが印象的な講演となりました。グループ協議で
は、協議の柱に沿った熱い語り合いとなりました。
東海北陸ブロック　三重県　前田 研究部長
　記念講演では、四日市公害を乗り越えてというテーマで原告団
の方もお見えになり講演いただきました。「弱みを強みに変えて
いく」という言葉が印象に残っています。分科会では、学校種を
超えた協議を行うことができました。

近畿ブロック　和歌山県　大道 研究部長
　記念講演では、稲むらの火の館の津波の語り部に講演いただき
ました。分科会では、県が違っていても教頭・副校長の悩みは同
じ、解決策となる意見も出されていました。
中国ブロック　鳥取県　笠見 研究部長
　１日での開催となりました。記念講演では、「教育と行政につ
いて」元知事に講演をしていただきました。
四国ブロック　愛媛県　藤原 研究部長
　分科会でのアンケートでは、新たな改善策を見出すには時間が
足りない、他県の方の考えも聞けて良かったなどの意見が出され
ました。
九州ブロック　宮崎県　尾﨑 研究部長
　「九州は、１つ」を合言葉にブロック大会を開催しました。記
念講演では、井上康生監督にお話しいただき、監督としての思い
が、教頭の職務につながると感じられた講演となりました。
札幌大会について
研究主題及び日程について　北海道　山下 研究部長
　平成30年度札幌大会の準備状況についての報告がありました。
分科会の提言者研修会について、「提言の充実こそ大会の要」と
して準備を進めています。
参加要請数及び特別分科会Ⅰについて　長島 研究部長
　特Ⅰ分科会のテーマを「特別支援教育」として検討中である。
第42回中央研修大会について　後藤 研究副部長
　ミドルリーダーの育成をテーマにシンポジウムを行い、協議を
進めるべく準備を進めています。
＜講演＞
　研究部長会記念講演として、信濃教育会会長　後藤　正幸氏に
ご講演をいただきました。
　「教員が主体的、協働的な研
究を進めるにあたっての教頭の
あり方」というテーマでお話い
ただきました。
　人はプレッシャーで育つ。プ
レッシャーはストレスに変わっ
てしまうこともある。ストレスに変えないことが、教頭の務めか
もしれません。
　信濃教育では、「子供中心」「厳しい教師の精進」「地域の協力」

「子供が伸びているのか」「教師が学び続けているのか」などを常
に意識されています。信濃教育会として大切にしてきている理念
や、その手法、教育界の歴史など大変わかりやすく、また、なる
ほどという思いで聞くことのできる講演となりました。
謝辞　　杉江 副会長
　学び続ける教師、教師の主体性の確立、学びの専門家としての
教師像がとても印象的でした。
＜全体会２＞
グループ協議
　後藤先生の講演やアンケー
トを基にグループに分かれ、
本年度の成果や課題解決策と
いった内容で活発に意見交換
が行われました。
＜閉会式＞
終わりの言葉　　関原 副会長
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平成29年度をふりかえって
全国公立学校教頭会の全国から集まる主な活動

６月２日　　　　定期総会
７月６日～７日　第１回研究部長会
７月13日～14日　全国要請推進部長会
８月２日～４日　全国研究大会埼玉大会
８月25日　　　　第１回理事会

11月30日　　第２回研究部長会
12月８日　　第２回理事会
２月９日　　全国中央研修大会
３月２日　　第３回理事会

１年を振り返って、の思いを各専門部の部長に聞きました
総務部　矢野　渡
　全公教は、職能研修団体として、教育諸団体と連
携を図りながら、要請活動を行っています。そもそ
も「要請活動」とは何か？副校長・教頭の社会的地
位の向上、学校現場における教育活動の充実に向
け、毎年ご協力いただいている調査結果や各単位教
頭会・副校長会における課題等に基づき、提言事項
を検討し、国会議員や文部科学省に教育政策提言を
するものです。各単位教頭会・副校長会において
も、副校長・教頭の社会的地位の向上、教育活動の
充実に向けた意見を集約し、全国要請推進部長会・
全国大会等の機会に挙げていただき、提言事項に盛
り込んで参りたいと思います。
研究部　長島　和広
　全公教研究部にいると、日本各地の副校長・教頭
先生方の実践に触れることができる。小規模校から
大規模校、開校140年を超える学校から新設校、統
合する学校から分割する学校。それぞれ異なる環境
の中で、子供たちのために取り組んでいる副校長・
教頭がいる。その方たちの経験を踏まえた研究であ
る。
　理論研究にはない実践研究のおもしろさがそこに
ある。同じような実践はあるが同じ実践はない。で
も、そこには共通の「子供への思い」がある。それ
を大切にし、共有していきたい。そして、自校の実
践につなげていきたい。
　全国研究大会へ向けて、準備が進めている。「子
供への思い」を全国につなげるために。

広報部　安村　宏晃
　北は北海道、南は沖縄県と多くの会員が集う全公
教です。日本全国の子供たちにとってより豊かな教
育が行えるように、各ブロックでの取り組みを中心
に全国で行われている様々な研究活動が会員の皆様
に伝わり、研究が深まり、教職員に浸透するように
副校長・教頭の日々の業務に生かされればという思
いで広報誌を作成してきました。また、全公教の活
動の様子が伝わるようにWEBページを作ってきて
います。さらには、各県の教頭会の会合で全公教の
活動を話すときなどに使えるWEBページを作成で
きたらいいなと考えています。まだまだこんなこと
やあんなことを知らせてほしいと考えている会員の
皆様、是非ご提案をお願いします。
調査部　臼倉　浩
　本年度も全公教の調査に御協力頂きありがとうご
ざいました。おかげ様で多くの回答をもとに、調査
結果をまとめることができました。さて、現在「働
き方改革」への世論が高まり、会員の皆様も、業務
改善に取り組まれていることと思います。なかなか
思うように進まない「働き方改革」ですが、「全国
公立学校教頭会の調査」をその一助として御活用頂
ければ幸いです。副校長・教頭職の働き方等の傾向
を掴むことは、「働き方改革」を進めるにあたって
役立つことと思います。本年度は、調査結果をより
要請活動に活かすため、項目の見直しを行っていま
す。今後も、御理解、御協力をよろしくお願いしま
す。

本会副会長が指導助言
　全国公立学校教頭会　関原一久副会長が11月に神奈川県横浜市で行われた全国生活科・総合的な学習の時
間協議会研究大会神奈川大会において協働的な学びをテーマにした分科会の指導助言者として参加し、重責
を果たしました。
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　第35回四国地区小中学校教頭会研究大会愛媛大会
を、11月14日（火）・15日（水）に、松山市コミュ
ニティセンターを主会場として開催いたしました。
四国各県から675名の会員の皆様と全国公立学校教
頭会の今井功会長様をお迎えし、成功裏に終えるこ
とができました。

　本研究大会は、全国統一研究主題「豊かな人間性
と創造性を育み未来を拓く学校教育」、サブテーマ

「絆を深め　夢や希望を持って　未来を切り拓いて
いく子どもの育成」を掲げ、第56回愛媛県小中学校
教頭会研究大会も兼ねて開催いたしました。
　大会初日の開会式に続いて行われた分科会では、
このテーマに基づき、５課題６分科会において、そ
れぞれ２本の提言が行われました。提言の後には、
研究協議の視点に沿って小グループによる協議を行
い、小中の違いや学校規模の違いを乗り越え、それ
ぞれの課題や対応策などの取組みを情報交換しまし
た。教頭としてどう関わっていくべきかが深められ
たと思います。助言者の皆様からは、各提言に対し
ての貴重な御助言をいただくことができました。
　ある分科会では、提言者が不慮の出来事で参加で
きない状況になりましたが、同じ支部の先生がさら
りとピンチヒッターをこなしてくださるという事例
がありました。まさに協働性の具体的な姿に出会う
ことができました。
　また、特別課題の分科会では、東北大学特任教授
齋藤幸男氏による「震災を語り継ぐ」のテーマで講
演とワークショップが行われました。リアルな映像

を織り交ぜながらの熱のこもった御講話とグループ
で肩を寄せ合って行った避難所運営についてのワー
クショップで、参加者の防災に対する当事者意識が
高まりました。
　大会二日目の記念講演は、俳優の八名信夫氏をお
招きし、「他人の子を叱るのも　大人の思いやり」
と題して講演をしていただきました。迫力をもって
語られた「大人は、気になる子供を見掛けたら、た
めらわずに声を掛けよう。子供たちを守って、防波
堤を作ってやるのが大人の責任だ。」「弱い者に向か
っていくほど無様なことはない。このことを是非子
供たちに伝えてほしい。」という大人としての責任
と愛情に満ちた言葉を参加者は正面から受け止め、
学校に持ち帰りました。
　今回の研究大会を無事に終えることができたの
は、参加してくださった会員の皆様の御協力のおか
げと感謝しております。今後は、本大会の成果と課
題をしっかりと検証し、次年度の第11期の２年次と
なる香川大会へ引き継ぐとともに、各県でも研究を
深めていきたいと思います。

　最後に、本研究大会の開催にあたって、愛媛県・
松山市をはじめ、四国各県教育委員会ほか関係諸機
関・諸団体各位の御支援を賜りましたことに厚く感
謝申し上げます。また、研究推進と運営面で、全国
公立学校教頭会並びに香川、徳島、高知各県教頭会
の多大なる御支援・御協力をいただきましたことに
心より御礼申し上げます。

　四国ブロック愛媛大会報告　

四国ブロック長　　二　宮　眞由美
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　平成29年11月17日（金）、第55回近畿公立学校教
頭会研修大会和歌山大会を和歌山県立文化会館他に
て開催いたしました。本大会は、第11期全国統一研
究主題に添い、『豊かな人間性と創造性を育み未来
を拓く学校教育』～キーワード　自立・協働・創造
～の１年次の取り組み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1,368名が一
堂に会し、無事、成功裏に終えることができまし
た。

　全体会の記念講演は、「稲むらの火の館」の館長　
﨑山光一先生を講師にお招きし「稲むらの火・濱口
梧陵に学ぶ防災教育」という演題でご講演をしてい
ただきました。
　西暦1,400年頃から、広村で起こった地震や津波
について、古い絵地図などの歴史的な資料をもと
に、濱口梧陵がとった「人を助ける」「助かった
人々の生活を守る」という偉業について教えていた
だきました。和歌山県南部地域では、半数以上の学
校が社会見学等で「稲むらの火の館」を訪れ、防災
学習を行っています。和歌山県全域では、11月５日
の世界津波の日に合わせて、避難訓練を実施してい
ます。稲むらの火の館が防災教育の拠点となり、今
や県、全国だけでなく世界にも広がっているとのこ
とでした。
　また、東北大震災などの他県の被災状況や取り組
みも紹介していただき、「地域の過去の災害を伝承
し、歴史から対策を考える。」等、これからの学校

が取り組むべき方向性を示していただきました。
　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」
○ 児童が「ソフト・ランディング」できる教育課程

づくりをめざして
○上富田町における小中高の学校間連携
　～校種を超えた交流から地域へ～
【第２分科会】「生徒指導に関する課題」
○京都市立中学校の生徒指導体系
　～関係機関との連携を通して～
○「確かな児童理解と信頼関係づくり」
【第３分科会】「組織運営に関する課題」
○組織運営の活性化における教頭の役割
　～小中一貫教育校の設立に向けた取り組み～
【第４分科会】「人間尊重の教育に関する課題」
○ へき地小規模校における地域性を活かした小中連

携
　～小中一貫校設立に向けて～
【第５分科会】「教頭の職務に関する課題」
○ 「保護者と地域の力を活かした学校づくりに向け

て」
～保護者・地域・学校をつなぐ教頭の職務と課題～

　府・県が違っても、悩んでいる問題は同じである
ということがわかりました。また、解決策のヒント
になる意見もありました。積極的に意見交流が行わ
れ、大変有意義な分科会でした。

　近畿ブロック研修大会和歌山大会報告　

近畿ブロック長　　成　瀨　憲　弘
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　第37回中国地区公立学校教頭会研究大会（鳥取大
会）を11月22日（水）、鳥取市のとりぎん文化会館
において開催しました。各県より約410名の会員の
皆様の参加をいただき、研究を深めることができま
した。本研究大会ではサブテーマを「ふるさとを愛
し、未来に向かって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、午前中は全体会、
記念講演、午後は課題別に６つの分科会に別れ、研
究協議を行いました。

　記念講演では、前鳥取県知事で早稲田大学大学院
教授の片山善博氏を講師としてお迎えし、『子ども
たちの教育環境と地方自治を考える』と題してご講
演を頂きました。
　「地方自治で大切なのは教育、なぜなら政治は人
が行い、その人を育てるのが教育である。」「教育に
はお金をかけ、また人を増やすことが大切、そこに
地方交付税交付金の役割がある。」など、地方自治
や国政に携わってこられた自らの政治経験をもとに
話されました。
　私たち副校長・教頭に対しても、教育環境整備の
ために、教育委員会と連携して首長に対して声を上
げていくことの必要性を説かれました。
　午後の分科会では、各分科会で２本の提言を受け
て熱心に協議が行われました。各分科会のテーマと

提言のポイントは以下の通りです。
【第１分科会】「教育課程に関する課題」
○ 学校や地域の実態に即し「無理なく・無茶なく・

無駄なく」進めるCS導入に向けた教頭の役割
○ 地域の特性を生かした特色ある学校づくり推進の

ための教育課程づくりと教頭の関わり
【第２分科会】「子どもの発達に関する課題」
○ 小・中連続して子供の発達を支援する体制作りと

教職員の資質・能力向上のための教頭の役割
○ 小中一貫校の良さを生かした系統性や連続性のあ

る指導と全職員の一体感を高めるための教頭の役
割

【第３分科会】「教育環境整備に関する課題」
○ コミュニティスクールの取り組みと関連しためざ

す生徒像の実現に向けた教頭の役割
○ 保護者・地域とつながる新しい学校づくりにおけ

る教頭の役割
【第４分科会】「組織・運営に関する課題」
○ 学校と地域をつなぎ、学校を核にした地域活性化

における教頭の役割
○ 地震の実体験からみえた教訓と危機管理体制にお

ける教頭の役割
【第５分科会】「教職員の専門性に関する課題」
○ 危機管理・コンプライアンス意識の向上をめざす

取り組みを通したミドルリーダーの育成と教頭の
役割

○ 市内共通ＯＪＴによる成果と課題からみたミドル
リーダー育成における教頭の役割

【第６分科会】「副校長・教頭の職務に関する課題」
○ 学校の新たな課題としての小中連携における成果

と課題から考える教頭の役割
○ 義務教育９年間を通して子供の確かな成長へと導

くための副校長・教頭の役割
　今研究大会の成果が、今後それぞれの学校で活か
され、副校長・教頭先生方の実践に役立つものとな
ることを期待しています。
　併せて、関係の方々に心より感謝申し上げます。

　中国ブロック鳥取大会報告　

中国ブロック長　　石　亀　伸　弥
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　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1,610名。学校の統廃合による会員減と、養護教
諭や事務職員未配置校の存在など北海道特有の課題
も多い中、「研修」と「要請」を２本の柱として活
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15日
⑵理事研修会…６月23日、２月26日
⑶ 地区事務局長・地区研修担当者合同研修会…５月

29日、11月27日
⑷ 第50回北海道公立学校教頭会研究大会　空知大会

…９月15日、16日
⑸ブロック研修会
　10月27日…第５ブロック（釧路市）
　11月２日…第２ブロック（稚内市）
　11月16日…第６ブロック（札幌市）
　11月17日…第３ブロック（函館市）
　11月22日…第１ブロック（倶知安町）
　11月24日…第４ブロック（苫小牧市）
⑹三役部長会、事務局会議
　…それぞれ年間10回程度開催
⑺文教施策懇談会、各課懇談会
　…８月４日（道教委への要請活動）
３　その他
　道公教研究大会を研修活動の中心に据えるととも
に、道教委との文教施策懇談会・各課懇談会を要請
活動の中心に位置づけています。また、全公教との
つながりも大切にし、北海道の活動を発信しながら
全国の情報を素早く還流しています。さらに、平成
30年度第60回全国公立学校教頭会研究大会札幌大会
に向けての準備も着実に進めています。

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県で構成されます。会員数
は、2,876名です。昨年度より35名減、一昨年から
は82名減となります。東日本大震災から７年が経
ち、津波被害・原発事故による避難・移転等の影
響、少子化・過疎化による児童生徒数の減少等によ
り学校の統廃合が進んでいます。
  そのような中、会員相互の研修・指導力向上のた
め、各県での取組とともに、６県で情報を共有し合
い、協働で活動を推進しています。
１　目的
　東北地区小中学校教頭会相互の連携を図り、会員
の資質を高めるための研修を推進し、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回東北理事研修会５月25・26日　福島市
⑵東北地区研究部長会・事務担当者会
　８月31・９月１日　福島市

⑶第37回東北地区小中学校教頭会研究大会
　福島大会 11月９・10日　福島市
⑷第２回東北理事研修会 １月25・26日　福島市
⑸今年度の各県の研究大会
　○青森県　11月１・２日　五所川原市
　○秋田県　今年度県大会なし（隔年実施）
　○岩手県　今年度県大会なし（隔年実施）
　○宮城県　11月20日　仙台市
　　☆来年度「東北大会」実施
　○山形県　10月20日　山形市
　○福島県　11月９・10日　福島市
　　※「東北大会」と兼ねて実施
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、福島県福島市において大会を開催いたしまし
た。東北各県から、約950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。本
大会の成果と課題を、次年度開催の宮城県に引き継
ぎたいと思います。
　最後に、全公教の復興支援訪問として、今年度
は、今井会長・杉江副会長・熊谷事務局長が宮城県
南三陸町立戸倉小・気仙沼市教委を訪問していただ
きました。感謝申し上げます。

東海・北陸ブロック＆九州ブロック

北海道ブロック 北海道ブロック長　笹川　恒春

東北ブロック 東北ブロック長　佐藤　　健




