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さる７月５日（金）長与町老人福祉センターで第１４回長事研セミナーおよび第１５回長事研総会が開催されました。

本年度は、全事研熊本大会に向けてスケジュール等の都合もあり、セミナーと総会が同日に開催されることになりまし

た。 

今回のセミナーは、駐車場の問題などがありましたが、県の内外から１３０余名の参加者がありました。開会式には、

長与町教育委員会教育長 黒田 義和様にご臨席いただき、セミナー開催に際して御祝辞をいただきました。その御挨

拶の中で、学校事務職員に対して力強い激励の言葉と、今後の活躍を期待する励ましのお言葉をいただきました。また、

同教育員会におかれましては、今セミナーの開催に際しまして多大なる御支援をいただき、紙面をかりてあらためて感

謝申し上げます。 

セミナーは、兵庫教育大学の日渡円先生をお迎えして、同氏の講演を中心に行われました。また、本年度発足した全

事研熊本大会に向けての特別委員会（次頁参照）の紹介があり、その後同委員会の指方委員から研究の方向性と目標に

ついて報告がありました。日渡円先生の講演内容については、次号でお知らせいたします。 

セミナー終了後には、総会が開催されました。総会では、提案された活動報告、決算報告及び本年度の活動方針、活

動計画、予算案が全会一致で承認されました。また、会長と監査には、推薦委員会の原案どおり、会長には西彼支部の

上戸 健氏 監査に長崎支部の平田美穂氏、島田佐和子氏が承認されました。総会の中では、本年度の活動の参考とな

る多くの意見が出されました。

 

総会の概要についてお知らせいたします。 

① ～ ⑤ついては、圧倒的多数で承認されました 

② ２０１２年度事業報告  ② ２０１２年度 決算報告及び監査報告  ③ ２０１３年度会長及び監査の選出 

③ ２０１３年度 事業計画 ⑤ ２０１３年度 予算書（案）  

その中で、会長に上戸 健（対馬支部）氏が再任され、また、新しい監査には島田佐和子（長崎支部）氏が選出され

ました。 

 

２０１３年度 活動の柱 
 

１．役員会は、組織機構を確立し、各支部と連携し研究情報の提供および研修活動の推進に努めます。 

 

２．長崎県公立小中学校事務職員研究会セミナーの意義を確認し、第１４回セミナー（２０１３年７月

５日：長与町老人福祉センター）の成功に向けて取り組みます。 

 

３．長崎県公立小中学校事務職員研究会（全事研長崎支部）の役割・全国あるいは長崎県の状況などを

踏まえながら、会員拡大・強化に取り組みます。 

 

４．本会活動の基盤となる財政の確立に向けて取り組みます。 

 

５．学校事務に関する各種情報を会員に提供するために会報の発行に取り組みます。 

 また、長事研ホームページの充実に努めます。 

 

６．第４７回全国公立小中学校事務研究大会に向けて設置した特別委員会をとおして研究活動の充実を

図ります。 



 

 

２０１３年度 年間活動計画 

年月日 記   事 年月日 記   事 

2013.5.24 

6.10 

6.25 

7.5 

 

  

７.  

8. 6 

8.7～9 

 

8. 

 

 

第１回理事会・評議員会・役員選考委員会 

全事研５月期調査報告 

セミナー運営委員会 

第 14回セミナー 

第 15回総会  

 長事研総会報告・新役員体制報告 

会報第56号発行 

全事研定期総会（金沢市） 

第４５回全国公立小中学校事務研究大会 

             石川大会 

会報第57号発行 

     全事研総会・研究大会報告 

 

2013.9．6 

   9． 

  11. 

2014.2.11 

    2.13  

   2. 

   3. 

    

5.16 

 

 通 年 

 

 

九州内各県事務研究会役員連絡会 

会報第58号発行 

全事研１１月期調査報告 

第 2回理事会・評議員会 

全事研評議員会・実務報告会（川崎市） 

全事研セミナー（川崎市） 

会報第59号発行 

全事研評議員・セミナー報告 

第１回理事会・評議員会・役員選考委員会 

 

特別委員会研究活動 

 

 
 
第１５回総会概要 
総会は、７月５日（金）長与町老人福祉センターに

おいて開催されました。資格確認が行われ代議員数２

０名中１９名の出席により会が成立しました。上戸会

長から開会に際して挨拶がありました。上戸会長の挨

拶では、「全事研熊本大会に向けて動き出しました。今

日から新しい長事研が始まると考えています。今後と

も長事研の意義を再確認し、組織拡大と活動の活性化

にむけて役員と一緒に頑張りましょう。」との話があり

ました。その後、議事運営委員（県北地区：西村代議

員）及び議長団（大東支部：白川代議員 長崎支部：

小森代議員）の選出があり議事に入りました。 

次に、２０１３年度会長及び監査の推薦が選考委員

長よりありました。会長には、対馬支部の上戸健 監

査には長崎支部の平田美穂 島田佐和子の３氏が推薦

され、賛成多数で承認されました。続いて、２０１３

年度の役員の指名がおこなわれました。（別紙資料参

照） 

 次に２０１３年度事業計画案の提案及び説明があり

ました。その中で、本年度は、セミナーと総会を同一

日に開催する事と、今後熊本大会までは、このような

形にする方向で検討したいとの発言が会長からありま

した。また、事務局からは、今回の予算案は特別委員

会の活動の支援のために配慮した予算案である旨提案

がありました。会長からは、特別委員会の活動を長事

研の全力で支援したい、そのためにも各支部の協力が

必要であり理解をお願いしたいとの発言がありました。

また、質疑では多くの積極的な意見が出されました。

セミナーに引きつづき長時間にわたりましたが、大変

有意義な総会となりました。 
  

 
 
 
質疑 

・Q：財務ウイークの長崎支部としての取り組みは（佐

世保支部） 
 A：長崎支部としてはできていない。実践例を募集 
しているが、昨年までは応募がなかった。小さな実践

例でいいので応募してほしい。 
・Q：ホームページについて（佐世保支部） 
 A：本年度中には復活したい。 
・Q：支部として会を開催したいと考えているが、そ

の際に、特別委員会のメンバーの参加等検討してほ

しい。（西彼支部） 
 A：是非検討したい。 
 

＊特

別委

員会

委員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会報連絡先＞ 

大村市立西大村小学校：田平 毅  
TEL・FAX 0957-53-267 

 
 

 

氏名 所属所
委員長 森　清信 佐世保市立祇園小学校

委員 指方　由紀子　 佐世保市立早岐小学校

委員 川畑　久美子 佐世保市立東明中学校

委員 寺崎　由美 佐世保市立山手小学校

委員 下釜　陽子 佐世保市立木風小学校

委員 山口　明衣子 佐世保市立皆瀬小学校

委員 豊島　陽子 佐世保市立白南風小学校

委員 平山　敏行 大村市立三城小学校

委員 上戸　健 長与町立長与小学校

委員 田平　毅 大村市立西大村小学校

委員 小代　昌誉 佐世保市立崎辺中学校



2013(H25)年度長崎県公立小中学校事務職員研究会役員

役職 勤務学校名 市町名 支部 氏名 郵便番号1 住所1_ 1 電話番号1 電話番号2( FAX)

1 会長 長与町立長与小学校 長与町 西彼 上戸  健 851-2128 長与町嬉里郷659‐ 2 095-883-2004 095-883-3167

2 副会長 佐世保市立祇園小学校 佐世保市 佐世保 森  清信 857-0801 佐世保市祇園町18-18 0956-24-5770 0956-24-5770

3 副会長 調査・ 研究 対馬市立厳原小学校 対馬市 対馬 前田 慎吾 817-0014 対馬市厳原町天道茂446 0920-52-0130 0920-52-0228

4 事務局長 大村市立西大村小学校 大村市 大東 田平 毅 856-0823 大村市乾馬場町486 0957-53-2670 0957-53-2670

5 事務局次長 長崎市立香焼小学校 長崎市 長崎 岡山勝徳 851-0310 長崎市香焼町493 095-871-4216 095-871-4216

6 事務局次長 長崎市立三和中学校 長崎市 長崎 南部 省吾 851-0405 長崎市為石町2600 095-892-1119 095-892-2474

7 事務局員 長崎市立大浦中学校 長崎市 長崎 木下 美佐子 850-0941 長崎市高丘2-6-1 095-826-8164 095-821-9126

8 理事　 総務 長崎市立山里小学校 長崎市 長崎 宮崎 賢一 852-8114 長崎市橋口町20-56 095-844-0785 095-844-1068

9 理事　 総務 長与町立高田中学校 長与町 西彼 吉野 一 851-2127 長与町高田郷1912-1 095-857-5220 095-857-5220

10 理事　 総務 長崎市立西城山小学校 長崎市 長崎 山口 武文 852-8026 長崎市金堀町23-1 095-861-0617 095-861-0617

11 理事　 研修 佐世保市立潮見小学校 佐世保市 佐世保 佐藤 郁介 857-0831 佐世保市須田尾町19-44 0956-31-0073 0956-31-0073

12 理事　 研修 佐世保市立祇園中学校 佐世保市 佐世保 山田 陽二 857-0801 佐世保市祇園町14-12 0956-24-8659 0956-24-8659

13 理事　 広報 佐世保市立崎辺中学校 佐世保市 佐世保 小代 昌誉 857-1175 佐世保市天神町1706 0956-31-8576 0956-31-8576

14 監査 長崎市立西北小学校 長崎市 長崎市 平田 美穂 852-8051 長崎市西北町13-1 095-844-4004 095-844-4003

15 監査 長崎市立城山小学校 長崎市 長崎 島田　 佐和子 852-8021 長崎市城山町23-1 095-861-0057 095-861-0148

16 支部長 長崎市立坂本小学校 長崎市 長崎 小森 隆弘 852-8102 長崎市坂本町3-3-1 095-844-0539 095-846-5202

17 支部長 佐世保市立潮見小学校 佐世保市 佐世保 佐藤 郁介 857-0831 佐世保市須田尾町19-44 0956-31-0073 0956-31-0073

18 支部長 諫早市立本野小学校 諫早市 諫早 舩津 涼子 854-0093 諫早市本野町94 0957-25-9330 0957-25-9330

19 支部長 大村市立富の原小学校 大村市 大東 迫頭 裕二 856-0806 大村市富の原1-1392-1 0957-55-3200 0957-55-3230

20 支部長 雲仙市立富津小学校 雲仙市 島南 梶山 秀喜 854-0516 雲仙市小浜町富津3221 0957-74-2401 0957-74-2401

21 支部長 西海市立亀岳小学校 西海市 西彼 生越 義幸 851-3311 西海市西彼町下岳郷2188 0959-37-0321 0959-37-0321

22 支部長 平戸市立大島中学校 平戸市 北松 西村 敬介 859-5802 平戸市大島村前平2037-1 0950-55-2043 0950-55-2043

23 支部長 新上五島町立青方小学校 新上五島町 五島 浦田 俊也 857-4404 新上五島町青方郷1460-1 0959-52-2004 0959-52-2004

24 支部長 壱岐市立那賀小学校 壱岐市 壱岐 岡田 幸子 811-5757 壱岐市芦辺町中野郷西触174 0920-45-3304 0920-45-3304

25 支部長 対馬市立乙宮小学校 対馬市 対馬 大場　 亮助 817-1212 対馬市豊玉町曽1 0920-58-0160 0920-58-0160
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