
 

 

 

 

１ 活動に当たって 

  総務部は，総務委員会と厚生委員会の２つの組織

で活動している。令和３年度の活動実績を踏まえ，

総務委員会及び厚生委員会が，一層効率的に運営を

行うことができるように努める。市校長会活動の方

針に基づき，活動の重点から求められた学校経営の

充実を図るため，総会・例会・役員会・研修会等の

円滑な運営を期するとともに各専門部との連絡・調

整に当たる。また，会員相互の連携の強化を図ると

ともに，会員の親睦・慶弔に関する業務を推進する。 

２ 活動の概要 

   4/ 4  ：臨時総会・地区会       ※教育Ｃ 

      ：新会員歓迎会（臨時総会終了後） 

       第1回総務委員会・厚生委員会 

（年間活動計画の確認，感謝の会確認等） 

   4/ 4～27：総会要録編集・総会準備 

   4/15  ：新任校長研修会・交流会 

   4/28  ：総会，感謝の会       ※Ｈ白萩 

   5/10  ：例会，第２回厚生委員会 ※教育Ｃ 

       （岩手大会研修会懇親会計画等） 

  7/ 7    ：東北連小岩手大会研修会懇親会 

   7/25    ：県市協議会事前打合せ会 ※教育Ｃ 

   8/19  ：事務長会，県市協議会  ※Ｈ白萩 

  8/18  ：第3回厚生委員会(合同懇親会計画等） 

9/ 1  ：例会            ※教育Ｃ 

  10/13    ：全連小島根大会 

  11/ 4    ：県市協議会事前打合せ会  ※教育Ｃ 

11/18   ：県市協議会       ※Ｈ白萩 

11/25   ：例会,小中学校長会合同懇親会 

   1/ 6   ：小学校長会研修会    ※教育Ｃ 

  2/ 2   ：第4回厚生委員会 

            （会計報告，反省と次年度計画） 

   2/     ：反省と次年度計画       ※教育Ｃ 

 ※権限移譲5年目が円滑に推進できるよう，各部並

びに関係機関との連絡・調整にあたる。 

※通年，慶弔に関する業務 

 

 

 

 

１ 活動に当たって 

  市校長会の活動方針に基づき，各専門部活動及 

び各地区活動の交流を一層推進するための活動を 

行う。会報『廣瀬川』の編集・発行に関する事業 

については，年２回発行とし，内容を充実させ取組

を発信できるようにする。加えて校長会座談会を企

画・運営し，概要を会報に掲載する。 

また，校長会Webページによる広報も積極的に推

進する。 

２ 活動の概要 

 ４／12 ：第１回広報部役員会 

４／28 ：第１回広報部会  

年間予定確認 

会報102号編集計画 

 ５／11 ：第２回広報部役員会 

 ７／ ６ ：第３回広報部役員会 

７／26 ：第２回広報部会 

      会報102号校正，103号編集計画 

       座談会計画，座談会運営確認 

 ８／31 ：会報102号発行 

 10／11  ：仙台市小学校長会座談会運営 

 １／19 ：第３回広報部会 

       会報103号校正 

事業及び決算報告，反省 

次年度計画 

 ２／15 ：会報103号発行 

 ※校長会Webページは随時更新 

 

 

 

１ 活動に当たって 

  市校長会会則並びに同専門部規定に基づき，本 

会全体の予算案作成，会費・負担金及び諸費の徴集

を計画的に行い，校長会の運営活動が円滑に機能す

るように経理事務にあたる。また，補助金の申請，

報告書作成等の業務を行う。 

総 務 部 広 報 部 

経 理 部 

令 和４年度 活 動 計 画 



２ 活動の概要 

4/ 4：臨時総会（組織の確認） 

第１回臨時部会（経理事務の確認） 

 4/28：校長会総会 

（前年度決算報告予算案，集金一覧表提案） 

  5/10：第１期集金事務（例会にて） 

 6/ 9：第２期集金事務（地区会にて） 

 7/11：第３期集金事務（地区会にて）  

  8/19：専門部事務長会議 

（予算執行状況確認，会計簿等整理の説明） 

9/21：役員会（執行状況報告・確認）       

10/ 3：弘済会補助金申請書作成 

11/ 8：役員会（執行状況報告・確認） 

11/中：会計事務自主点検（教職員課） 

1/31：役員会 

（決算見込報告・次年度仮予算案提案） 

2/中：弘済会補助金報告書作成 

2/21：第２回部会 

（決算書・予算案確認，諸帳簿点検業務) 

 3/ 1：会計監査  

   

 

 

１ 活動に当たって 

 領域別研究委員会は，東北連小研究協議会の大会主

題「自ら未来を拓き ともに生きる豊かな社会を創る 

日本人の育成を目指す小学校教育の推進」を踏まえ，

「健康教育」について進めてきた研究の成果を岩手大

会において発表する。全連小の研究協議会は島根大会

となる。指定都市問題研究委員会は，研究協議会新潟

大会において大会テーマ「新たな未来を構想し，ポス

トコロナ時代の教育を創出する学校経営の推進」を踏

まえ，分散会テーマ「生徒指導上の諸問題」での発表

を行う。学校課題委員会は，「コミュニティ・スクール」

をテーマとした研究の２年次に取り組み，仙台市小学

校長会研究協議会の運営を担う。 

 なお，県との交流については，年２回の県市研修部

連絡協議会に加え，宮城県小学校長会研究協議会北部

大会への参加を行う。 

 

２ 活動の概要 

4/4：第1回研究部会（活動計画等，教育Ｃ） 

5/17：第1回県・市研修部連絡協議会（H白萩） 

6/6：第2回研究部会（教育Ｃ） 

6/8：第１回東北連小教育課程委員会（盛岡市） 

6/10：指定都市研究協議会代表理事会(新潟市)  

7/7,8：東北連小研究協議会岩手大会（盛岡市） 

9/1：小学校長会例会（教育Ｃ） 

9 /16：第2回県・市研修部連絡協議会（H白萩） 

10/7：第3回研究部会（教育Ｃ） 

10/13,14：全連小研究協議会島根大会（松江市）  

10/21：第2回東北連小教育課程委員会（盛岡市） 

11/9：第44回宮城県小学校長会研究協議会北部大会（H

白萩） 

11/10,11：第76回指定都市小学校長会研究協議会 

新潟大会（新潟市） 

11/15：仙台市小学校長会研究協議会（教育Ｃ） 

11/25：小学校長会例会（H白萩） 

2/1：第４回研究部会（活動の反省等，教育Ｃ） 

3/15：研究紀要の発行 

 

 

 

１ 活動に当たって 

児童の健全育成等今日的課題に対し，その指導と

対策の充実を図り，校長の学校経営及び各校におけ

る生徒指導実践の一助に資する。 

２ 活動の概要 

4/ 4：第１回生徒指導部会 

     役員，運営組織，事業計画等の確認 

 5/19：第２回生徒指導部会 

     事業計画，研究内容等の確認，検討 

  8/ 2：第３回生徒指導部会 

     調査研究についての検討 

 8/ 6：七夕オープニングセレモニー 

 8/  ：仙台市青少年対策六機関・小中生徒指導部 

会合同会議 

10/ 4：研究担当者会 

10/  ：仙台市小中学校長会生徒指導部合同会議 

11/18：研究担当者会 

生徒指導部 研究部 



11/  ：いじめ防止きずなサミット参観 

12/ 2：第４回生徒指導部会 

     調査研究のまとめ，原稿確認等 

2/ 1：第５回生徒指導部会 

    運営反省と次年度展望 

 

 

 

１ 活動に当たって 

 令和３年度の活動実績を踏まえ，人事対策・働き方

改革委員会及び法制委員会が，小学校教育の充実とコ

ロナ後の学校運営に貢献できるよう努める。 

令和４年度は，市教委との懇談資料作成にかかる小

中対策部「提言」は小学校が主担当としてまとめるこ

ととなる。また，働き方改革についても，具体的な取

組について提案し，一層の推進を図りたい。 

さらに，行政区制による人事異動が３年目となり，

地区制については経過措置最終年となることから，市

教委の指示のもと人事異動作業が円滑に行われるよう

に計画・運営・研修等を行う。 

令和５年度からの小学校校長会地区会の行政区制移

行に向け，地区会運営方法の検討や役割分担，全体組

織の編成など細部について検討し，スムーズな移行に

努めていく。 

 法制研究会については，これまでの活動実績と，新

型コロナウイルス感染症収束後の学校運営等，学校の

現状を踏まえた内容やテーマ設定など，法制研究会の

充実に努めたい。 

また，県市合同対策部会を今後も継続して開催し，

情報交換及び一層の連携を図る。 

２ 活動の概要 

４／４：部会（部組織の確立等） 

５／18：人事対策・働き方改革委員会 

（仙台市小学校教育に関する提言のアン 

ケート内容検討）    ＊教育C 

５／18：法制委員会（法制研究会課題の検討） 

＊教育C 

６／上：「行政区制移行準備会」   ＊未定 

６／10：アンケート依頼・説明（地区会） 

７／ ：「行政区制移行研修会」（検討中） 

運営・会場担当：人事対策・働き方改革 

委員会          ＊未定 

７／13：市教委との懇談資料作成のためのアンケート

集計・とりまとめ      ＊教育C 

７／25：小中役員・対策部提言についての話合い 

＊教育C 

８／４：教育懇談会              ＊上杉分庁舎 

９／上：人事対策・働き方改革委員会（人事異動作業

演習課題等の検討，新任・転入校長研修会資

料等の作成と役割確認等，行政区制移行研修

会での課題検討等） ＊未定 

９／28：法制委員会（法制研究会の運営に係る内容の

確認，役割分担等）   ＊教育C 

９／29：三地区対策・調査研究担当者連絡協議会 

＊東京 KKRホテル 

10／18：「法制研究会」運営・会場担当  

＊教育C 

10／21：東北連小対策委員会（担当：宮城県） 

10／31：「人事異動事務に係る新任・転入校長研修会」

開催            ＊教育C 

11／10：県市対策部合同役員会   ＊教育C 

12／上：人事対策・働き方改革委員会 

        （行政区制移行に関する課題への対応策） 

＊未定 

３／３：対策部の活動報告（地区会） 

 

 

対 策 部
 


