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全国高等学校教頭・副校長会

　　　　徳島大会の中止について

　　　

会長　加瀬　きよ子

　昨年千葉県習志野市での第 58 回全国高等学
校教頭・副校長会総会で会長に御推挙いただき、
有難うございます。微力ながら全国の教頭・副
校長の皆様を御支援できるように、重責を果た
したいと思っています。
　さて、全国大会（徳島大会）の中止については、
5 月 11 日に各県会長を通して会員の皆様には
ご連絡いたしましたが、中止に至る経緯をご説
明いたします。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2
月 27 日に安倍総理より 3 月 2 日から春休みま
で全国の小中高校などに休校要請が出され、各
学校とも臨時休校になったことと思います。そ
れまで時差登校等を考えていた東京都教育委員
会も都立高校を臨時休校としました。それに伴
い教員や管理職もテレワークということで自宅
勤務にもなりました。東京都の副校長が集まる
副校長連絡会も 3 月、4 月と中止となり、令和
２年度の役員等を決めることも困難になりまし
た。おそらく他の道府県市も同様ではないかと
推察されます。その中で、3 月 27 日に開催さ
れた、新旧役員引継会では、全国大会をどうす
るかが話題になりました。この時には新型コロ
ナウイルスの終熄の見通しが付かないなかで、
とりあえず最終結論は 5 月 22 日の第 1 回全国
総務部会で決めようということになりました。
　ところが、3 月 24 日には東京オリンピック・
パラリンピックの延期が発表され、さらに、4
月 7 日に 1 都 6 府県に緊急事態宣言が出され、
入学式の縮小や休校の延長が求められました。
それに伴い、全国総務部会の会場であるナーベ
ルお茶の水会員集会室が 6 月末までの閉館とな
りました。また、全国大会が開催される徳島で
も阿波踊り大会の中止が 4 月 21 日に発表され
ました。

　さらに、4 月 16 日には全国に緊急事態宣言
が出され、全国一律で休校措置が取られ、県を
またいでの移動の自粛が要請されました。第 1
回全国総務部会の開催も危ぶまれるなか、全国
大会については、5 月 8 日に予定されていた全
国監査・役員会の席上で決定することにしまし
た。5 月 4 日に緊急事態宣言が延長され、県を
またいでの移動の自粛が求められる中、東京都、
埼玉県、千葉県、神奈川県から新旧役員等 10
名が出席しました。本来ならば、3 名の研究委
員長も出席するはずでしたが、今回は 3 密を避
けるため、最小限の参加人数としました。今年
度の事業計画及び予算を検討する上で、夏の総
会及び研究協議大会を開催するか中止するかを
議論しました。その結果次の理由で中止するこ
とを決定しました。
　①５月４日に緊急事態宣言の５月 31 日まで
の延長が決定され、不要不急の外出の自粛、県
をまたいでの移動の自粛、「３密」を避ける対応
などが要請されており、終息の見通しもたって
いない。
　②多くの学校では７月末日、又は８月上旬ま
で１学期、８月中旬から２学期を開始するとい
うことも検討されている
　③東京オリンピック・パラリンピックの延期、
高校総体の中止など、各種イベントや集会が軒
並み中止となっており、開催して、万が一参加
者から感染者が出た場合、多くの方々に迷惑を
掛けることになり、危機管理を担当する管理職
としての責任を果たせなくなる。
　今後の対応ですが、①総会での承認事項は、
会則 17 条に基づき、理事会の書面決議で行い
ます。②発表原稿による「発表資料集」を作成し、
会員全員に配付します。
　これまでの全国高等学校教頭・副校長会の歴
史の中で全国大会が中止となったのは初めての
ことです。徳島県の教頭・副校長の先生方には
約 2 年間徳島大会へ向けて準備を進めていただ
きました。今回は断腸の思いで中止を決断しま
した。先生方のご苦労には感謝申し上げます。

　　　（東京都立芝商業高等学校　副校長）
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ともに不安な日々を過ごしています。改めまし
て、被災された皆様、罹患された皆様に、謹ん
でお見舞い申し上げます。
　このような状況下にて、学校は何ができるか、
また何をするべきかを真摯に考え、生徒の未来
に向けてしっかりと行動することが求められま
す。私自身も、勤務校の校長の指示をいただき
ながら、学校としてやるべきことに微力ながら
精一杯取り組みました。そして多くの自問自答
もしました。今まで経験したことのない困難に
対して前向きに向かい合うためには、多くの知
恵を共有することが大切です。まさに今、副校
長・教頭間のネットワークが活かされるときで
あると感じています。
　私は令和２年度当初人事にて、校長職を拝命
しました。教頭職を離れて感じることは、副校
長・教頭だからこそできることが多くあるとい
うことです。そして昨年度までの私はそれがで
きていたかを改めて振り返っています。校長は
副校長・教頭を頼りにしています。副校長・教
頭と力を合わせ、全教職員とともにより良い学
校づくりに邁進したいと、私自身、決意を新た
にしています。
　結びにあたり、会長の加瀬きよ子様を初めと
する全国役員の皆様、事務局の皆様、一緒に会
計監査を担当した千葉県の渡邉嘉幸様、そして
様々なところでお話をさせていただいた全ての
皆様に改めて感謝申し上げます。令和２年度は、
埼玉県立松伏高等学校の小川慎教頭に県会長職
を担当いただくことになりました。今後もどう
ぞよろしくお願い申し上げます。

　　　　　（埼玉県立坂戸西高等学校　校長）

「ネットワークづくり」
そして「感謝」

　会計監査

埼玉県高等学校等副校長・教頭会
前会長

長谷川　靖

　私は令和元年度埼玉県高等学校等副校長・教
頭会会長として、全国高等学校教頭・副校長会
会計監査を担当いたしました。あわせて全国の
各行事に参加する機会をいただきました。僅か
１年という短い期間でしたが、任務を無事努め
させていただいたこと、そして貴重な経験をさ
せていただいたことに、まずもって感謝申し上
げます。
　我々教員は校務が第一です。特に副校長・教
頭はその職務上、どうしても学校を留守にでき
ない場合が多くあります。そのため副校長・教
頭会の会議等にやむを得ず欠席したり、結果と
して会議に足が遠のいてしまうことも起こりえ
ます。正直申し上げて私もそうでした。しかし、
今、昨年を振り返って思い出されることは、全
国の各行事にて、埼玉県外の副校長・教頭の皆
様とお話しをさせていただくことにより、同じ
悩みを共有できたり、先進的な取り組みを勉強
することができたことに対する喜びです。得た
情報は埼玉県では年３回開催している副校長・
教頭会総会で報告しました。また、忙しい中で
も各行事に参加する意義を私なりに伝えてい
きました。全国大会をはじめとする各行事は、
ネットワークを作る場でもあります。私が申し
上げるのは僭越ですが、これからも多くの皆様
にとって有意義で交流が深まる全国高等学校教
頭・副校長会の各行事であっていただきたいと
願っております。
　さて、我が国は災害大国と言われるほどの自
然災害が多い国ですが、昨年も大きな災害が各
地でありました。令和元年東日本台風（台風 19
号）では、埼玉県内でも複数の河川が氾濫し、
勤務校でも被災した生徒が複数名いました。勤
務校の体育館には約 100 名の近隣の方が避難さ
れました。現在は新型コロナウィルス感染症に
よる厳しい状況が続いています。学校も長期に
わたる臨時休業となり、生徒・保護者・教職員
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準備委員が異動で交代したことにより、大会開
催に向けて一抹の不安がありました。準備委員
会が運営委員会に代わった時には、開催まで 4
か月を切り、絶えず準備不足を感じながらも常
泉香澄大会運営委員長を中心に、20 回余りの本
部役員会、運営委員会を開催して準備を整える
ことができました。
　大会準備は、いかに千葉のカラーを出すかと
いうことで、議論が重ねられました。講演で
は、女子マラソンの先駆者で、現在、スポーツ・
ジャーナリストとして活躍している地元千葉県
出身の増田明美氏を迎えることができました。
増田氏からは様々な経験に基づく貴重なお話を
聞かせていただき、結びには先生方を元気づけ
る言葉もありました。そして、歓迎公演では、
千葉県立八千代高等学校の鼓組に躍動感のある
演奏をしていただきました。いずれも好評で担
当した教頭先生方の入念な準備にも頭が下がる
思いでした。思いを込めたことを挙げればきり
がありませんが、全国から 600 名を超える副校
長先生・教頭先生方に参加していただいたこと
もあって、千葉県の副校長先生・教頭先生方は
一体感をもちながら大会業務を遂行することが
できました。
　秋には、台風の被害が連続かつ広範囲に発生
し、さらに年度末から年度始めには、新型コロ
ナ感染症防止対策による長期休業を経験するこ
とになってしまいました。困難の連続ですが、
１年間の経験により全国各地で多くの副校長先
生・教頭先生方が、生徒のため、学校のために
日夜奮闘されていることを実感しております。
そして、それが日々の学校経営に力を添えてく
れています。
　最後になりましたが、貴重な 1 年間を与えて
くださり、また、大変お世話になり誠にありが
とうございました。

（千葉県立館山総合高等学校　校長）

貴重な1年間への感謝

会計監査
千葉県高等学校教頭・副校長協会

前会長
渡邉　嘉幸

　私は、平成 31 年から令和元年へ年号が替わ
る１年間、千葉県高等学校教頭・副校長協会の
会長を務めさせていただきました。また、全国
高等学校教頭・副校長会の会計監査として、監
査業務に当たるとともに本部役員として、本部
役員会、全国総務部会、全国理事研究協議会等
に出席させていただきました。
　思い返せば、郡部に居住し、千葉市への出張
でさえ小旅行気分になるような私が、大役を引
き受けることになるとは、選出直前まで微塵も
考えておりませんでした。しかし、県協会本部
役員としての経験も長くなり、かつ県協会本部
役員の中で、複数教頭で勤務していた者が２名
しかいなかったことで、会長候補として名前が
挙がりました。その時は「えっ！私ですか？」
という気持ちでしたが、「こんな私でも良かった
ら」と思いなおす中で、引き受けさせていただ
いたというのが実情でした。
　年度当初、越川淳元会長からは新年度の文書
のいくつかを処理していただいた上で、丁寧な
引継ぎを受けました。４月の「春季総会並びに
研究協議会」、県教育庁の多くの方々を来賓とし
てお招きする「歓送迎会」の準備も、すでに元
会長中心に整えられており、未熟な私は何とか
会務を遂行することができました。
　また、会計監査及び本部役員会で全国事務局
に初めて伺った際には不安がありましたが、そ
の後の会議等も含めて、事務局長の針馬様、次
長の玉井様にお世話になり、徐々にですが不安
を払拭していくことができました。全国の諸会
議では、他の都道府県の副校長先生・教頭先生
方から色々なお話を伺うとともに、講演などで
多くの情報に接することで見識を広げることが
できました。おかげで日々の教頭業務を検証す
ることもできました。
　そして、何よりも『第 58 回全国高等学校教頭・
副校長会総会及び研究協議大会』が千葉県で開
催されたことは、私のみならず、千葉県高等学
校教頭・副校長協会にとって貴重な経験となる
ものでした。それまで数年間、準備委員会とし
て入念な準備が進められていましたが、多くの
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研究協議
「学習指導要領の理念実現に向けての授業改善」
助言者

    石垣則昭　北海道医療大学非常勤講師

令和元年度東北六県高等学校教頭・副校長会研
究協議大会

（10月31日～11月1日　青森県八戸市）
口頭発表
Ⅰ管理運営　「岩手県高等学校・特別支援学校
における働き方改革の現状と課題～アンケート
調査結果からよみとる考察～」

        加藤直樹　岩手県立宮古高等学校
    佐々木寬　岩手県立宮古水産高等学校

Ⅱ高校教育
「各校における授業改善の取組に係る調査につ
いて」

      浅利宏　秋田県立大館鳳鳴高等学校
Ⅲ生徒指導
「自己指導能力の育成を目指す生徒指導の取組」

      久保田千夏　青森県立弘前高等学校
誌上発表
Ⅰ管理運営
「多忙化解消に係る取組の現状と課題に関する
考察」

      和田直也　福島県立郡山東高等学校
Ⅱ高校教育
「探究型学習への取組み～各校の取組み状況か
ら見える成果と課題～」

      齋藤潤弥　山形県立新庄南高等学校
Ⅲ生徒指導
「地域協働の取り組みを通した生徒指導並びに
教員の資質向上」

    佐藤智子　宮城県鹿島台商業高等学校
情報交換
Ⅰ「働き方改革の現状と課題について」
Ⅱ「統合型校務支援システムの導入について」
講演　「深海生態系:共生とせまりつつある間題」
藤倉克則　JAMSTEC地球環境部門海洋生物環境

影響研究センター長　 　　　　　　

令和元年度地区研究協議会発表一覧

令和元年度北海道高等学校教頭・副校長会総
会・第1回研究協議会　　　　　　　　　　　

（5月15日～16日　北海道札幌市）
全体会Ⅰ
講話１「教頭・副校長に望むこと」

      相馬哲也　北海道教育庁教育指導監
講話２「教頭･副校長の皆さんに期待すること」

    宮下聡　北海道高等学校長協会会長
全体会Ⅱ
「地域で子どもを守り育てる学校づくり～別海
高等学校の取組～」

            篠原圭　北海道別海高等学校
分科会
第1分科会（学校の管理運営に関する諸問題）
「次の10年に向けた学校のグランドデザインの
構築」

  鎌田祐一　北海道登別明日中等教育学校
第2分科会（教育課程・学習指導に関する諸
問題）
「新学習指導要領本格実施に向けた取組につ
いて」

          工藤昌彦　北海道興部高等学校
第3分科会（生徒指導、進路指導、特別活動に
関する諸問題）
「カリキュラム・マネジメントを生かした生徒
指導、進路指導の実践について」

        佐藤公人　北海道岩見沢高等学校
「定時制高校における教育相談・特別支援～函
館工業高校定時制課程の取組～」

        山口勉　北海道函館工業高等学校

令和元年度北海道高等学校教頭・副校長会
第2回研究協議会　　　　　　　　　　　

（11月15日　北海道札幌市）
講演「北海道とともに、世界へ.」

      野々村芳和　株式会社コンサドーレ
　　　　　　代表取締役社長　　　
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令和元年度関東地区高等学校教頭・副校長会研
究協議会

（11月15日　栃木県宇都宮市）
テーマ　「未来を切り拓き、学び続ける心豊か
な人材の育成」
講演　「千利休に学ぶ－おもてなしの本質」

                  石塚修　筑波大学教授
研究協議
「都立学校における環境保全に係る取組の推進
について」

  檜山清幸　東京都立つばさ総合高等学校
「総合的な探究の時間を活かす校内組織の構
築～カリキュラム･マネジメントの実現に向け
て～」

  小川浩昭　栃木県立宇都宮女子高等学校
「探究活動と外部機関との連携について」

    　松村敏明　群馬県立前橋東高等学校
「埼玉県の高等学校における通級による指導の
実施について」

  　佐賀博　埼玉県立春日部女子高等学校

令和元年度東京都立高等学校副校長研究協議会
（10月15日　東京都文京区）

分科会
第1分科会（管理運営研究）
「働き方改革、在校時間縮減に向けた取組の
検証」

    山田智美　東京都立王子総合高等学校
「副校長のライフワークバランスと心身の健康」

        赤池知足　東京都立町田高等学校
第2分科会（高校教育研究）
「新教育課程の取組状況から見る今後の視点・
動向」

        太田和人　東京都立江北高等学校
「『総合的な探求の時間』の現状と課題」

      藤本晋哉　東京都立江戸川高等学校
第3分科会（生徒指導研究）
「インターネット依存症に関する実態調査につ
いて」

    岡谷典幸　東京都立田無工業高等学校

「宿泊防災訓練の成果と課題」
    山本一之介　東京都立三鷹中等教育学校

第4分科会（定時制・通信制教育）
「多様な生徒の学びに対応する学校の管理運営」

      秋谷悟　東京都立墨田工業高等学校
      山田淳一　東京都立葛西南高等学校

全体会
講話「新時代に対応した高等学校改革につい
て」

谷合俊一　内閣官房教育再生実行会議担当室
　参事官

令和元年度北信越地区高等学校教頭・副校長会
連絡協議会

（11月14日～15日　新潟県長岡市）
講話「新潟県の教育」

藤井人志　新潟県教育庁高等学校教育課長
講演「2030年のワークス夕イル 生徒たちが働
く未来のニッボン」

石塚由紀夫 日本経済新聞経済解説部編集委員
研究協議Ⅰ
「働き方改革における勤務管理～モデル校とし
ての実践と課題～」

  山口 活水　新潟県立長岡農業高等学校
研究協議Ⅱ
「遠隔授業による教育システムの研究開発」

      横尾則幸　新潟県立正徳館高等学校
情報交換　　　　　　　　各県の状況について

令和元年度東海地区高等学校教頭・副校長会連
絡協議会総会及び研究協議会

（10月18日　静岡県浜松市）
研究協議
「新しい進学校を目指して～進学重視型単位制
高校に向けて～」

      池田哲也　岐阜県立岐阜北高等学校
「三重県立学校における主権者教育の現状と
課題」

奥山敦弘　三重県立南伊勢高等学校度会校舎
「名古屋市におけるキャリア教育の現状と課題」
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人生と詩の魅力について
          西澤孝一　坂村真民記念館館長

研究発表及び研究協議
「三木高ルネサンス～学校改革の歩み～」

        塩田浩之　香川県立三木高等学校
「これまでの伝統を基盤にした新たな教育の創
造～SSH事業の指定研究等を生かした魅力ある
学校づくりの推進～」

      横井祥人　徳島県立富岡西高等学校
「「探究する学校」への挑戦～Yamada High 
School moves forward to the next stage.～」

        市原庸寛　高知県立山田高等学校
「高校の魅力化と地域との連携を図る教育の推
進～本校教育の現状と課題～」
　　　　　二神弘明　愛媛県立今治北高等学校

大三島分校
「全教科によるアクティブラーニングと理科・
総合学習での課題研究」

            片山浩司　高松第一高等学校
「新たな専門高校として  徳島科学技術高校  開
校10年の歩み～ハイブリッド型教育システムの
導入とS S Hの取組」

鎌田敏文　徳島県立徳島科学技術高等学校
「人権教育を重点とした学校改善の取組」

    公文秀次郎　高知県立高知東高等学校
「グローバル社会を生き抜くための確かな学力
の向上と豊かな心の育成を図る教育の推進～本
校教育の現状と課題～」

    福岡恵里子　愛媛県立上浮穴高等学校

令和元年度第37回九州各県高等学校教頭・副校
長研修会大分大会

    （10月10日～11日　大分県大分市）
講演「 「考え方」が人生を決める」
　　　　　　　中野通孝　大分ヤナセ株式会社

代表取締役社長
研究・実践発表及び質疑応答
「『働き方改革』における副校長・教頭の役割
～教頭業務の整理とI C T活用(学校日誌等の電算
化)～」

      佐藤恒徳　名古屋市立工業高等学校
「活力ある教頭職を目指して～意欲的に取り組
める教頭職にするための方策を求めて～」

          足立敏　愛知県立豊野高等学校
「高等学校における教育課題への取組」

      矢島一　静岡県立静岡城北高等学校

令和元年度全国高等学校教頭・副校長会近畿地
区連絡協議会「京都大会」　　　　　　　　

（11月8日　京都府京都市）
講演「組織を動かす人が絶対知らなければなら
ない『考え方』」
　永守重信 京都先端科学大学等を運営する学校

法人永守学園理事長
日本電産株式会社　代表取締役会長（ＣＥＯ）
研究協議
「兵庫県がすべき防災教育とは～わたしたちに
何ができるのか～」

    田中良季　兵庫県立伊川谷北高等学校
「学校における働き方改革について」

        金子博和　奈良県立平城高等学校
「病弱特別支援学校の現状と課題」

      阪本聡　和歌山県立みはま支援学校
「共生推進教室の取組み～ともに学び、ともに
育つ～」

    谷廣進一　大阪府立千里青雲高等学校
「地域と共にある学校づくり～滋賀県立長浜北高
等学校コミュニティースクールの取り組み～」

      中澤成行　滋賀県立長浜北高等学校
誌上発表
「京都府立鳥羽高等学校S G H最終年度を迎えて」

        橋長正樹　京都府立鳥羽高等学校

令和元年度第34回四国高等学校教頭・副校長会
研究協議会　　　　　　　　　　　　

    （10月24日～25日　愛媛県松山市）
主題　「郷土を愛し地域の未来を切り拓くたく
ましい人づくり～ 豊かな人間性と確かな学力を
育てる教育の実践 ～」
講演　「念ずれば花ひらく」の詩人坂村真民の
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        庄山健一　福岡県立城南高等学校
「学校いじめ防止基本方針に基づく取組の学校
評価における評価項目の作成～国のいじめ防止
基本方針の改定をうけて～」

      安里剛　沖縄県立美来工科高等学校
「長崎県公立高等学校における理数科の取組と
今後について」

    古賀巌　長崎県立長崎北陽台高等学校
「コミュニティ・スクールを利用しての学校
創り」

    塩月光久　大分県立玖珠美山高等学校
研究協議
「学校における働き方改革の取組と課題」　　
　　各県の取組報告
講義及び演習
演題「教頭の働きやすい学校は教職員にも働き
やすい学校」

講師　澤田真由美  先生の幸せ研究所代表

事務局だより
◎次年度に向けての役員会ほか

　3 月 27 日、本部事務局にて令和 2 年度全国
役員候補者（会長、副会長兼総務部長、研究部
長、会計、研究委員長）、及び全国役員を支援す
る東京都公立高等学校副校長協会（全日制部会）
役員候補者（協会長兼全国総務部長、全日制部
会長兼全国研究部長、副部会長兼全国常任理事、
会計、会計監査）を推薦するための本部役員会
を開催した。しかし、新型コロナウイルスへの
対応のため、東京都では、3 月の副校長連絡会
が中止となり、役員候補者の選出が困難で、こ
の日には全員を推薦することができず、4 月に
ずれ込むこととなった。
　今後の調整の上、東京都の総務部会、幹事会、
総会を経て、正式に選出されることになる。　
　一方、全国役員は、第 1 回総務部会、第 1 回
全国理事研究協議会を経て、正式に決定する。
なお、今年度の研究委員長は、管理運営研究委
員長を東京都、高校教育研究委員長を神奈川県、
生徒指導研究委員長を埼玉県が担当する。

◎全国監査・役員会

　本年度の文書配送先報告及び総務部員報告を
4 月 15 日に締め切った。今年度は新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防止のために各県と
も教頭・副校長会の総会等が開催できず、新体
制を構築するのに苦労したようである。
　全国監査・役員会を、5 月 8 日、お茶の水事
務局にて開催した。全国的に緊急事態宣言が延
長され、県を越えての移動の自粛が求められる
中、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県から新
旧役員等 10 名が出席した。本来ならば、3 名
の研究委員長も出席するはずだが、今回は 3 密
を避けるため、最小限の参加人数とした。新旧
の会計監査 4 名により、昨年度の会計監査を行っ
た。その後、役員会を行い、令和元年度の事業
報告及び決算報告、監査報告を行った。
　令和 2 年度事業計画（案）及び予算（案）を
検討する上で夏の総会及び研究協議大会を開催
するか中止するかを議論した。その結果中止す
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進め方、過去 10 年間の担当県一覧、協議結果
報告書、規約、地区内の県会長メールアドレス
一覧を各都道府県市の会長へ送信し、令和元年
度の常任理事県の会長が中心となって協議を進
めていただくようお願いした。期間は 6 月 3 日
から 15 日までとした。新型コロナウイルス感
染拡大防止のためにご多用にもかかわらず期日
までに協議を終えて報告書を提出していただい
た。各県会長に感謝申し上げる。
　副会長は北海道、東京、滋賀、島根から推薦
いただいた。令和 3 年度全国大会（沖縄大会）
での研究発表県は、第 1 分科会（管理運営）秋田、
埼玉、三重、沖縄、鳥取（誌上）、第 2 分科会（高
校教育）北海道、京都、香川、沖縄、広島（誌上）、
第 3 分科会（生徒指導）東京、長野、岡山、沖縄、
山口（誌上）である。
　令和 3 年度の特別調査は岡山県が担当する。
令和 4 年度の全国大会は石川県で開催する。

◎本年度の地区研究協議会等の予定

　北海道第 2 回　11 月 13 日　札幌市
　東北六県　　　10 月 22 日～ 23 日　郡山市
　関東地区　　　11 月 13 日　水戸市
　東京都　　　　10 月 23 日　文京区
　北信越　　　　11 月 12 日～ 13 日　長野市
　東海地区　　　10 月 16 日　岐阜市
　近畿地区　　　11 月  6 日　神戸市
　九州各県　　　10 月  8 日～ 9 日　宮崎市

（事務局長　針馬　利行）

ることを決定した。
　また、今年度の下記の会議は中止とすること
に決定した。
　5 月 22 日　第 1 回全国総務部会
　6 月 15 日　地区研究協議会
　　　 　 　　第 1 回全国理事研究協議会
　7 月 3 日　第 2 回全国総務部会
　8 月 5 日　全国研究部会
　8 月 5 日　第 2 回全国理事研究協議会

◎第 1回全国総務部会

　本来ならば、５月 22 日に、令和 2 年度第１
回総務部会を開催する予定であったが、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、会場として
予定していたナーベルお茶の水（文京区）会員
集会室が６月末まで閉館となり、また、全国的
な緊急事態宣言で県を越えた移動の自粛要請が
出されていたので、中止とした。代替として 22
日から 29 日までの期間で書面審議とした。資
料をメールで配信し、回答書をメールまたはＦ
ＡＸで送ってもらった。審議項目は下記の内容
である。
① 令和元年度事業報告
② 令和元年度決算報告
③ 令和元年度監査報告
④ 全国会長、全国会計、全国会計監査の推薦
⑤ 令和２年度事業計画（案）
⑥ 令和２年度予算（案）
　新旧役員等 24 名に配信して 22 名から回答が
あった。22 名全員が承認ということで全項目が
承認された。

◎第 1回地区研究協議会

　例年ならば 6 月 15 日に開催が予定されてい
た第１回全国理事研究協議会の前段として第１
回地区研究協議会を開催し、全国 10 の地区よ
り常任理事、研究副部長、次年度の研究発表県
等の推薦、また、4 つのブロックで副会長を推
薦していただくのであるが、今年度は新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のために開催が中止と
なったので、各地区でメールや電話等で連絡を
取っていただき推薦をお願いせざるを得なかっ
た。事務局からは、依頼文、地区研究協議会の
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