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第 ４ 回 理 事 会 議 事 録
平成２７年１２月２５日(金)１３：３０～ 教育会館３階 第４研修室

議長：第３地区 生雲小 新川教頭先生 浅田小 前原教頭先生

１ 会長あいさつ

冬休みに入りましたが、防府市は土曜授業のため、１２月２５・２８日、１月４日が振替休日になり、先生

方は年末年始の大型連休です。

さて、情勢報告として下記のとおり出席をしました。退職教頭会かなめ会では、加入者が少ないという状

況を伺いました。全国の理事会は、山口県公立学校教頭会秋季研修大会開催だったため、参加できませんで

した。また、宇部大会（山口県公立学校教頭会秋季研修大会）では、たいへんお世話になりました。担当地

区の皆様のおかげで、立派な大会ができました。お礼申し上げます。

１２月中旬以降は、来年度の大会に向けてのお願いをして回りました。山口市の「コンベンション協会」へ

助成金のお願いに伺ったところ、いくらかは助成をいただくことができるという返事をいただきました。が、

ホテルとの打合せで、費用がたくさんかかることが分かりました。

また、来年度春季大会のために、柳井市（市長、教育長）にお願いに伺い、後援について快く受けていただ

きました。ただ、会場であるサンビーム柳井は減免がきかないので、経費がたくさんかかるということが分

かりました。今年度は、山陽小野田市の引き受けでしたが、宇部で開催したということもあり、２９年度以

降、各地区の持ち回りで研究大会を開催することは大変だと思っています。（２８年度は中国大会と兼ねてお

り、山口市開催が決まっています。）会場の問題、駐車場の問題など、課題が多く、開催地区に大変ご迷惑を

おかけしていることは、改善していく課題だと捉えています。ただ、市長さんが「○○年にもやりましたね」

と覚えていてくださるという良さもあるので、一概には言えません。

この件に関して、皆さんの中から、何かいい案があれば、お聞かせいただけたらと思っております。よろし

くお願いします。

【情勢報告】

９月１０日 第３回常任理事会、理事会（会館）

１０月１４日 山口県退職教頭会総会(ｾﾝﾄｺｱ山口) 中川会長

１１月 ６日 提言者・司会者・記録者・運営委員・会場責任者・地元・県役員打合せ会（会館）

１２日 第３回「学校運営必携」作成委員会（事）

１７日 中国大会執行部打合せ会（会館）

１９日 中国地区公立学校教頭会研究大会島根大会前日打ち合わせ会（出雲市民会館）中国役員

２０日 中国地区公立学校教頭会研究大会島根大会（出雲市民会館）６９名参加

２１日 退職公務員連盟山口県大会（教育会館）藤井事務局長

２４日 秋季大会事前打合せ（渡辺翁記念会館）役員

１２月 ３日 全国公立学校教頭会研究部長会（都市センター）白井研修部長

６日 山口県ＰＴＡ研修大会（ルネッサ長門）中川会長

１０日 山口県公立学校教頭会秋季研修大会前日打ち合わせ会（渡辺翁記念会館）常任理事

１１日 山口県公立学校教頭会秋季研修大会（渡辺翁記念会館）

１１日 全国公立学校教頭会第２回理事会（都市センター）

１２日 日本教育公務員弘済会第２回幹事会 中川会長

１６日 中国大会あいさつ回り（ひとづくり財団・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会）中川会長、藤井事務局長

１６日 中国大会会場打合せ（山口ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ）藤井事務局長、椿庶務、森本

１７日 中国大会会場打合せ（日本旅行、分科会場）中川会長、神田副会長、藤井事務局長、

椿庶務、笘口会計、森本

１７日 来年度春季大会あいさつ回り（柳井市）中川会長

２ 秋季研修大会（宇部大会）について（反省）

・地元大会実行委員会から・・・反省

全体的には、会場の選択、決定、準備委員会の立上げ、資料集め、会場との打合せ、駐車場、弁当等いろい

ろ準備を進めてきた。台風のため、宇部市への挨拶は遅れたが、一応快諾いただいた。第４地区（宇部市、
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山陽小野田市、美祢市）の協力を得たり、県の役員の皆様にもご支援いただいたりして、開催できたことに

感謝している。また、２つの小学校の駐車場をお借りすることができたので、十分な広さがあった。

しかし、文化会館・渡辺翁記念会館（古くからある貴重な資料館という建物）は掲示物等の規制が多く、

苦労が多かった。

〈係別に〉

受付…一般会員の場所、運営委員の受付等がはっきりしていなかったので、表示をはっきりとしておくべき

だった。

庶務…細かいもの（事務関係）の準備が不足していた。

弁当…おいしいという評判だった。弁当代は小中一緒で、小銭ばかりではないようにお願いしたい。お金の額

を確認する作業に手間取った。弁当がらの分別をセルフサービスでお願いしたが、うまく機能していて、

スムーズだった。

接遇…来賓、指導助言者の控え室、それぞれの部屋に菓子が準備できなかった。菓子器等の準備が必要であっ

た。

会場…会場の下見はしっかりできたので、セッティング等の事前の準備はしっかりできた。打合せの時間が少

なかったかもしれない。運営委員、会場責任者、司会、記録、提言発表者等の打合せの時間が必要であ

ると感じた。パイプいすの借用は３００円×１５０脚（レンタル）で、高額になってしまった。分科会

への移動距離がなかったので、全体的にはスムーズに動けたと感じている。

駐車場…新川小と鵜の島小のグラウンド…前日が大雨でぬかるんでいたので、とても心配したが、何とか気

持ちよくお返しできた（校長先生も快く返答してくださった。）（運動場整備費を差し上げたので、恐

縮されたがよかった。）渡辺翁記念会館の駐車場について、講師、発表者、役員等コーンで仕切って

案内する予定であったが、会館職員の駐車場のスペースのことやカラーコーンを使用してはいけない

ことなど、当日になって指摘され、少々トラブったところもあった。役員と講師の駐車券の色を変え

ておくと、誘導がさらにスムーズになったと思う。山陽小野田支部＋宇部支部９名、美祢支部６名の

方に協力していただいたのでスムーズにできた。

・研修部から ・・・大会開会式記録 別添研修部資料 p.1

・・・アンケート集計結果、各分科会ごと気づき 別添研修部資料 p.2-p.7

・・・各分科会反省会でのご意見 別添研修部資料 p.8

担当支部・各支部の理事さんへのお礼。

開会式については、会場の方から動きを見ていた。時間通りでスムーズにいった。来賓等の挨拶がいらない

のではないかという意見もあったが、やはり必要だと思う。

〈アンケートの内容から〉

４９３名の会員中約４５０名参加、内約３１０名がアンケートを提出している。全体的にはおおむね満足。

〈分科会ごとに〉

第１分科会：協議のテーマをもう少し絞るべきだ。小中連携、地域連携の話になってしまい、「教育課程」

のテーマが漠然としていたように感じる。

第２分科会：グループ発表は、時間を区切って全てのグループの発表をするのはどうか。提言内容について、

ホームページ等ででも事前に知りたい。

第３分科会：ワールドカフェ方式でグループ協議をしてはどうか。一つの会場を、仕切りだけで二つの分科

会で使用していたので、話が交錯していて、指導助言も聞き取りにくかった。

第４分科会：グループ発表の時間をなくして、グループ協議に時間をかけた方がいいのではないか。喫煙場

所が移動の経路と重なっていたので、もう少し配慮してほしかった。悪天候などで開催できな

いこともあるだろうが、中止などの場合はどのように連絡するのか

第５分科会：分科会の席は、最初からグループ協議の席で始めたらどうか。グループ協議で、司会者の方か

ら、協議の論点を絞るような指示があるとよい。

第６分科会：レジュメのポイントが小さかった。分科会の会場が狭い。せめて、記録係だけでも机があると

よい。

〈研修部の振返りとして〉

○ グループ別協議の報告を５～６グループに絞っている方法について、全グループの協議報告を行うと

いうことは、分科会によっては１０以上のグループが発表するとになるので、無理だと考える。
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○ グループ別協議の報告（発表）をなくすと、他のグループで話題になったことも情報交換として必要

な内容である。大切だと考える。

○ 事前に発表内容を会員に知らせることはとても大変な作業になる

その場で考えて、いろいろ考えて協議をするのはいいと考える。

○ 喫煙スペースのことや、分科会の会場のこと、開場時間のことなど、いろいろと課題があったが、会場

の都合によるところが大きいので、これから考えていきたい。案内の要綱に受付時間と開場時間を明記し

ておく等の工夫を考えたい。

○ 分科会での席は、分科会ごとに工夫していただいた。最初からグループごとに席を決めていた分科会も

あった。

○ 近隣の学校等の駐車場から経路案内を工夫していきたい。

○ 秋季大会での講演は、分科会型の研修を考えているので、時間的にも難しい。また、春季大会での講演

をお願いしている関係で、経費的にも難しい。

○ 分科会のテーマが６つに分かれているが、（教育課程についても）小中連携、地域連携に集中している

という点について、現段階では全国教頭会の共通課題の設定の仕方を考えていこうという動きがあるので、

それを踏まえて改善していきたい。また、教頭の役割をしっかりと明示するなどして、テーマを深く掘り

下げていきたい

○ 指導助言者の時間をもっと増やしたり、提言発表やグループ別協議の時にも指導助言者からご指導をい

ただいたりするなど、指導助言者にもっと話をしていただくということについて、午前中からいろいろな

発表等を聞きながら内容の濃い助言内容にまとめておられるので、今のままでよいと考える。

○ 全国大会の復伝は、紙面だけということではなく、直接参加された方の思い（ニュアンス）を伝えるこ

とも重要であると考えている。

２９年度に向けて

① 受付…役員受付、分科会に関わる役員の受付、一般受付の時間をずらし、場所（一般受付と役員受付は

違う場所）を掲示して行う。役員受付と発表者等の受けの時間を早めにして、当日の開場での打合せとセ

ッティングが確実に行えるようにする。グループ協議での司会者、記録者の打合せは、今年並みで行う。

指導助言者との打合せは、運営委員と司会者が行う。

② 会場、駐車場…新川小のように、児童生徒の下校や活動の時間を避けて、早めに退出してほしいという

事態はある。また、分科会会場が６部屋確保できない、会場が狭くて椅子しか準備できないなどの課題を

解決するためには、セミナーパークのようなところでやったらどうかという方法を提案する。駐車場の問

題、会場の問題、さらには、弁当の世話も解決できると思う。また、前日の準備も不用であろう。ただ、

セミナーパークは、５００人が一同に会する場所がとれない、秋の時期は他の団体の研修などもあり、曜

日指定で会場を押さえることがなかなか難しいという問題もある。事務局では、以前からセミナーパーク

での開催という話がでていたので、会場を押さえる方法（人づくり財団等に相談する）を考えていきたい。

③ グループ協議…時間が当初の計画より短縮され、６０分がよかったという意見もあったが、中には６

０分では足らなかったという意見もある。秋季大会はグループ協議に意味がある。７５分が適当であると

考える。教頭職は、一人でいろいろと苦労することも多いので、いろいろな学校規模、地域の情報を互い

に交換することで、得られることは多いと考えている。例えば、前半の５０分はテーマを掘り下げる時間、

後半２５分は情報交換をする時間として、グループ協議をしてもよいと考えている。

④ 万が一の時の連絡体制…マネジメントセミナー同様、万が一の連絡ができるように、案内要綱に明記し

ておきたい。

３ 各部の活動について

＊会報部：会誌「かなめ」について

かなめの原稿依頼をした後、着実に原稿が投稿されている。理事・執筆者へのお礼。

今年度は、秋季大会の時期が遅かったので、その原稿の締め切り期日を１２月中旬にしたが、秋季大会が遅

いこともあり、締切時期を変更した。会誌完成までには時間があるので、間に合うと思う。原稿の内容につい

ては、共感を呼ぶものもあり、完成が楽しみである。２月の理事会で配布。ホームページにもアップする予定。

＊調査部：調査集計状況について 別添報告書

５月にはアンケート、集計について、ご協力いただき、感謝している。

〈全国調査〉
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○ 勤務全般について、

勤務時間１３時間以上がおおく、かなりのオーバーワークである。週休日等の出勤日数は、子供会や地域

スポーツ行事、PTA 行事、小中高連携行事等によって多くなっている。担当授業時数は、小学校、中学校そ

れぞれである。ストレスを感じる職務については、小中学校とも調査対応が２３％で、続いてＰＴＡ地域連

携・人間関係づくり、教職員評価育成、施設対応となっている。時間や労力を費やしている職務は、小中学

校とも調査対応が多く、続いて保護者ＰＴＡ連携、地域連携、授業である。魅力ややりがいを感じる職務は、

小学校では、児童の成長・教職員の成長・保護者地域の高い評価・協働で解決がすべて１５％前後である。

中学校では、協働で解決・生徒の成長・教職員の成長・補が者地域の高い評価がすべて１２％前後である。

昨年受けた相談事は、小学校では、生徒指導・授業学習指導・保護者地域・学年学級経営がすべて２０％前

後である。中学校では、生徒指導が２３％で圧倒的に多く、その後は保護者地域・人間関係・学習指導がす

べて１０％前後である。

○ その他

関心のある教育課題については、小学校で組織運営が２０％と多く、続いて子どもの発達・危機管理・今

後の教育醸成がすべて１０％前後である。中学校は、組織運営が２５％で、その後は,今後の教育醸成、子

どもの発達、危機管理等がすべて１０％前後である。業績評価について、小中学校とも、評価規準が明確に

できないが３５％程度で低い評価を付けにくい・教頭の多忙化・教職員の意識低下が上がっている。また、

業績評価の効果は、小中学校とも、能力開発人材育成・助言指導がともに３０％前後で、適材適所の組織編

成と教職員を客観視が１５％程度で続いている。臨時的任用教員、非常勤教職員の数や教職員の増員につい

て、小学校で７８％が１～３人を希望、中学校では６２％が希望している。

〈県調査〉

○ 生活根拠地から通勤している教頭は、小学校が６０％以上、中学校が５０％以上である。

○ 赴任地からの通勤等について、生活根拠地を離れた勤務年数が４年以上について、小学校が４％、中学校

４％程度である。中学校においては、７年以上が数名いる。生活上困っていることは、家族との接触につい

て小学校６２％、中学校が７１％と答えている。それに次ぐ事項は、小中学校とも、子どもの教育・家族の

健康・自宅の管理が３０％前後である。

○ 健康面について、小学校教頭の内科通院平均日数は３日、中学校教頭は 2.8 日で、外科通院平均日数は、

小学校教頭が 1.2 日、中学校教頭が 0.7 日である。ストレスに感じていることは、小中学校教頭とも本来業

務以外が約６０％で、そのほかは、内部人間関係・外部人間関係・授業が２０～３０％である。現在の健康

状態は、小学校教頭の７０％が健康と答え、中学校の８０％が健康と答えている

○ 勤務について、１時間以上前から出勤している教頭は、小学校で９０％、中学校で８０％である。その理

由として、開錠・安全管理・授業準備・外部対応が多数を占めている。退庁時間は、勤務時間終了後３時間

以上が７０～８０％を閉めている。理由として、調査報告事務が８５％で断然多く、その後は教職員対応・

保護者地域対応・施錠等である。

○ 困っていることについては、教職員意識改革・職員人数不足・職務の分担範囲・時間外勤務・教職員の指

導管理等が目立っている。不足している教職員の立場は、小学校では専科が４０％で続いて少人数が３０％、

特別支援教育が２０％である。中学校では、副担任が３６％と多く、続いて少人数が２６％、特別支援教育

が１７％である。授業以外の学習会については、小学校では長期休業中が４２％と多く、続いて放課後が 32

％である。中学校では、長期休業中が４２％と多く、続いて放課後３４％、平日の１０％である。さらに、

土曜日に振替をとらない学習機会は、小中学校ともほとんどの学校が実施していない。学校開放については、

小中学校ともに９０％以上が実施している。経済的理由による修学旅行等への欠席は、小学校は１～５人が

２％、中学校は８％程度である。給食費未納者への督促について、督促対象児童生徒がいない学校は、小中

学校とも２５％程度である。一方、給食費未納者への督促を行う職は、小中学校とも事務職員が３０％前後

で、続いて、校長・教頭・教職費担当である。

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。

＊法制部：要望について （１月に合同部長会開催予定）

調査報告書を元に、要望を作成し、来年度の要望を考える。

＊研修部：

・中国研究大会（出雲大会） 別添研修部資料 p.11-p.12

参加費の補助（一人３０００円）がある。各支部の理事が受け取り、個人へ手渡す。記念講演「演題…
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『旭山動物園』再生～組織の変革とリ－ダーシップ～小菅正夫氏」は興味深く、大変魅力的なお話だった。

・全国公立学校教頭会研究部長会 復伝 別添研修部資料 p.9-p.10

年 2 回の研究部長会が（全国で約８０名）開かれている。第５７回全国教頭研究大会静岡大会は 96.3

％満足していた（アンケートの結果から）静岡県の研究部長から報告があった。開閉会式はもっとコンパ

クトにできないかという意見もあった。各ブロック大会からの報告があった。来年は徳島大会である。一

次案内が配布されている。参加要請数が、７％である。支部から、２・３名お願いしたい。講演では「特

別の教科 道徳 に向けて心がけたいこと」という演題で、澤田浩一氏（文部科学省初等中等教育局教育

課程課教科調査官）から話があった。グループ協議で、どこの学校でも、学力向上、コミュニティ・スク

ールに力が入っているのが現実であろう。また、教頭職の入れ替わりが激しい中、研究の継続性や研修会

の質の向上をめざしていきたい。他県との情報交換は、貴重であった。

２月１０日中央研修がメルパルクホールで行われる。基調講演とシンポジウムである。内容は、新学習

指導要領（２１世紀型学力）を踏まえた教育課程編成に関すること、アクティブラーニングの導入の背景

と義務教育のあり方に関することである。

・全国公立学校教頭会共通研究課題・２９年度以降提言分担(参考) 別添研修部資料 p.13-p.14

４ 来年度の事業計画について（案）・・・p.7

＊春季研修大会 平成２８年 ６月１０日（金） 柳井市「ｻﾝﾋﾞｰﾑやない」

＊秋季研修大会 平成２８年１１月２２日（火） 山口市「山口ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ」

＊中国研究大会 平成２８年１１月２２日（火） 山口市「山口ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ」p.9-p.12

＊全国研究大会 平成２８年７月２７日～２９日(水木金） 徳島市｢アスティとくしま｣

（第１次案内は各支部へ直送済み） p.8

＊組織ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾐﾅｰ 平成２８年８月１７日～１８日（水木）岩国市「山口県ふれあいパーク」

春季大会について：柳井地区の教頭会理事（右田教頭先生より、現在の状況）

○ 講師の大阪大学の先生が決定している。

○ 駐車場は、台数制限をしないで努力しようということで、柳井小２５０台 柳井中３００台

会場１００台の確保ができた。ただ、２５年度以降、交差点の信号機が歩車分離型になっているので、

交通渋滞が心配である。警察署に相談してみたい。

中国研究大会（山口大会）について p.9-p.12

・第１次案内（案） ・・・第１次案内状は２月に配布いたします

・運営組織（案） p.13-p.14

○動き始めていること

・２月に第 1 次案内を送る。全体会はグランドホテルを利用する予定。グランドホテルの隣の結婚式場（エ

ミリア）も押さえている。講師の控え室、担当地区役員の控え室も確保できる。

・申込みなどの手続きについて、日本旅行で世話をお願いしている。各自が参加申し込みをすることになる。

（県内の参加者も同様である）

○組織づくり：秋の大会と同じように進めていく。

総務部は、渉外関係。研修部は、第３地区の理事にお願いする。運営部は、旅行会社と連携する（弁当、

申込み）弁当は山口グランドホテルに依頼。分科会ごとに準備していただける予定。会場のセッティング

は、ホテルにお願いする。駐車場（小郡南小）について、運営部（山口市）が担当するようになるであろ

う。会場を 2 つ借りることになるので、会場費が高くなる。

※法制・会報・調査部の各正副部長、各地区の理事の方にも役員として協力をお願いする。（予定）

６ 会費

＊来年度会費（１８，５００円） 事務局費（１０，０００円） 新入教頭会費（６，０００円）

来年度になったら、よろしくお願いしたい。

７ その他

①「学校運営必携」作成委員会経過報告について

２７年１１月１２日に手直しを行った。



- 6 -

１１月２０日に県教委に提出し、年明けには、県教委から訂正が戻ってくる。

２８年１月２２日に修正して、ホームページにあげる予定である。

②第４０回中央研修大会開催について・・・ p.15-p.19

＜期日＞ 平成２８年２月１０日（水） 10:00 ～ 15:00 （受付９：１５） １４名の参加要請

＜会場＞ 東京港区芝公園２－５－２０ 「メルパルクホール」 ０３－３４５９－５５０１ (tel)

１月１８日（月）までに事務局へお知らせください。まとめて全国へ提出いたします。

１４名の参加要請があるので、各支部で会員に希望を聞いてほしい。期日が迫っているので、各支

部でメール等によって、希望を聞いてほしい。

③委員選出について ・・・ p.20-p.22

＊２８年度役員の選出および選考委員の選出について

・本日各地区で 小１名 中１名 (計８名)委員を選出し事務局長へ報告していただく。

※選考委員として、第１～４地区から小学校１名、中学校１名ずつ決める。ここでの委員というの

は、会長、副会長を選ぶための選考委員である。

・２月２６日までに役員の候補を決めておく。

・第１回選考委員会････平成２８年２月２６日(金)理事会終了後(選考委員８名・会長・事務局長)

※第１回選考委員会で、委員長と副委員長を決める 。

・第２回選考委員会････平成２８年３月２８日(月)１０時から (選考委員（正副委員長含む）８名・

会長・事務局長)

※会長・副会長３名を第１～４地区から選出決定する。また、委員長は来年度春の大会で選考の経

＊次回までに、各地区の理事にお願い

次回理事会２月２６日までに、役員候補者（会長・副会長候補者）を決めておく。（役員候補者には退

職予定者、新任者、昇任予定者を含めない。本人への了解を取ることが必須。予め、所属長へのお願いも

忘れず）昨年は、決まっていない支部、当日欠席の支部等があった。次回，理事会に欠席する場合には，

事前に候補者名等を、事務局まで連絡していただきたい。

選考委員で選出するのは、会長、副会長のみである（執行部役員は選考委員会で決めるわけではない）。

会報部長、調査部長、法制部長、研修部長は新年度の理事から決める。ただし、研修部長は、今年度中に

決めておく（来年度始まったらすぐに仕事があるので）

組織マネジメントセミナーの実行委員は、2 年目の教頭から、実行委員を出す。第１～第４地区の小学

校１名、中学校 1 名が実行委員となる。地区ごとに、支部を決めておくと来年度、スムーズに決まる。

④次回理事会・常任理事会

平成２８年２月２６日（金）

１０：００～１３：００ 常任理事会 教育会館３階 会議室１････議長(第４地区２名)、

IT 推進委員出席(本日選出)

１３：３０～１７：００ 理事会 教育会館３階 第４研修室

⑤その他

＊各支部会員の異動・病休・訃報等の連絡をお願いいたします。

＊中国研究大会（島根出雲大会)参加費補助：理事に持帰りを依頼

∞∞∞ 弔 意 記 録 ∞∞∞

９月２０日 岩国市立周北小学校 宮本惠子教頭先生 御母堂様御逝去 弔電
１０月 ２日 周南市立富田西小学校 山本裕一教頭先生 御母堂様御逝去 弔電

２日 岩国市立美川小学校 山本さえ子教頭先生 御母堂様御逝去 弔電
２８日 下関市立豊洋中学校 川原修教頭先生 御母堂様御逝去 弔電

１１月２４日 山口市立宮野中学校 藤川義道教頭先生 御尊父様御逝去 弔意
２８日 山口市立大殿中学校 西村睦人教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

１２月 ４日 田布施町立麻郷小学校 木村正登教頭先生 御尊父様御逝去 弔電
１３日 柳井市立伊陸小学校 岡 賢治教頭先生 御母堂様御逝去 弔電
１４日 下関市立川中中学校 藤田忠功教頭先生 御尊父様御逝去 弔電

８ 会長挨拶
お疲れ様でした。役員を決めたりといろいろとご苦労をおかけしますが、教頭会のためによろしくお願いし

ます。山口大会の引受けということで、私も経験がありませんが、せっかくやるのですから、いいものにして
いきたいと思います。ご協力をお願いいたします。


