
平成２７年度 北海道小学校長会  

第１回理事研修会  

情報部活動計画 

 

道小の活動方針を踏まえ、各地区校長会や会員

の緊密な連携と対外的な広報活動を推進し、会員

の連帯意識の高揚と運営組織の強化及び活動の

効率化に努めていく。 

 

そのために、（次ページ 資料；活動計画を参照） 

○ 道小の機関会議での審議・決定や活動状況、及び教育情勢についてできるだけ広く、

しかも迅速にお知らせすること。 

○ 各地区校長会や会員の活動、意見等についての情報交換を活発に行うこと。 

○ 北海道中学校長会や他の教育関係団体といっそう連携協力し、教育世論を喚起するこ

と、などに努める。  

        

 次に、具体的な業務内容を 5点お話しする。 

 

 1点目は、会報『教育北海道』の発行である。年２回、７月と３月に発行する。原稿の執

筆ローテーションに即して、依頼するので、速やかに執筆者の決定をお願いしたい。 

 

 ２点目は『道小情報』の発行である。理事研修会に合わせて年間６回発行し、協議内容

や様々な情報等をまとめてお知らせする。そのほか、対策部が中心の特別号も発行する。 

 

 ３点目は、『道小情報・道中だより』号外の発行である。道教委への文教施策・予算策

定に関する要望や文教施策懇談会・各課懇談会等の様子を掲載するが、今年度は道小が担

当となる。 

 

 ４点目は、「道小 HP」の充実である。昨年度は、内容をリニューアルした。全道大会や

全国大会の情報、総会や理事研修会での会長挨拶等について掲載するので、見ていただき、

ご意見をいただけるとありがたい。また、「地区校長会活性化支援事業」の実践レポート

についても、昨年度同様に、道小 HPに掲載し今後も各地区の交流につなげていきたいと考

えている。 

 

 ５点目は、全連小の『教育研究シリーズ』や『小学校時報』への原稿提供です。原稿を

依頼された方は、よろしくお願いしたい。 

 

この１年間、皆様の協力をよろしくお願いする。 

  



 

１ 活動方針 

  北海道小学校長会の活動方針を踏まえ、地区校長会並びに会員の緊密な連携と対外的な広報活動を

推進し会員の連帯意識の高揚と運営組織の強化及び活動の効率化に努める。 

（１） 教育情勢や道小の機関会議や審議･決定及び活動状況を広く知らせる。 

（２） 地区校長会並びに会員の活動・意見等についての情報交換を密にする。 

（３） 北海道中学校長会並びに他の教育関係団体との協力を図り、教育世論の喚起に努める。 

２ 業務内容 

◎ 各種教育情報の収集とその提供・交流に関すること 

（１） 道小の活動情報の提供に関すること 

（２） 教育情報の提供とその記録化に関すること 

（３） ホームページによる情報提供と交流に関すること 

◎ 会報等の編集・発行に関すること 

（１） 会員相互の意見交換・情報交流に関すること 

（２） 会報、広報の編集・発行に関すること 

（３） 全連小広報誌「小学校時報」「特色ある研究校便覧」「教育研究シリーズ」等に関すること 

３ 業務推進計画（具体的な内容） 

（１）会報「教育北海道」の発行   発行部数；１，５００部  

   ○A４版印刷 

○年間２回発行  ７月（№３１６），３月（№３１７） 

    №３１６ 原稿締め切り ６月 １日  発行  ７月     担当 浪岡 

    №３１７ 原稿締め切り １月１６日  発行  ３月     担当 磯島 

 

（２）「道小情報」の発行   発行部数；１，２２０部  

  ○理事研修会の報告（２５年度 理事会が６回に）…年間６回発行＋特別号＋号外 

・４ページとする（すべての記録から、速報性、必要性を吟味して内容を選択） 

   担当 第 1回 小笠原  第 2回 浪岡  第 3回 磯島 

 第 4回 浪岡   第 5回 磯島  第 6回 小笠原 

○道小情報 特別号の発行         担当 副部長 眞田 
※対策部からの内容について掲載する 

・全道会長研修会 → 研修会報告について速報性をもたせて,特別号として発行する 

・退職校長の動向調査・実態調査 → 特別号に掲載 

 

（３）「道小情報・道中だより」号外の発行 発行部数；１，２２０部  担当 眞田 ２７年度は道小が担当 

・道教委への文教施策・予算策定の要望（７月末発行） 

文教施策懇談会，各課懇談会の概要報告。（１０月末日発行） 

    ・要望書と回答書の部分を分冊にして早期に発行し，地区経営研に役立つようにする。 

    ＊道中，道教頭会と緊密に連携を図りながら，計画・編集・校正等の作業を進める。特に，教

頭会との連携協力を強めていく。 
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（４）道小ホームページの充実（情報の発信・更新）･･･  担当 小笠原 

①総会研修会・理事研修会等、諸会議における会長挨拶 

②総会研修会・理事研修会ダイジェスト 

③全道研究大会の手引き  

④地区校長会だより（全地区内容の変更） 

⑤地区研究活動（研修部） 

⑥地区別経営研修会（経営部） 

⑦地区校長会活性化支援事業の掲載（会報にも掲載する） 

⑧その他,教育情報,研究会情報等随時掲載…道小ライブラリィ・道小掲示板 

（５）地区校長会活性化支援事業 ･･･  担当 小笠原     

・各地区の優れた実践事例を募集し HPと会報に掲載する。（１地区１万円×２０地区）   

   ・平成 26年が 5年計画の最終年度で、この事業は 26年度をもって終了となったが、実践事業に

ついては、今後も継続することになった。 

（６）全連小広報との連携 

◎「小学校時報」等への原稿提供 

・全連小広報担当者会議 平成２７年６月３０日（火）東京 担当 情報部副部長 

・「小学校時報」等への原稿提供 

２７年度の割当 

 ４月号 「会員の声」 ４ブロック 胆振地区 厚真町立厚真中央小 久葉校長 提出済 

 4月号  特集記事  校長の経営ビジョン  札幌市立新川小   眞田校長 提出済 

7月号 「学校めぐり」  １ブロック 小樽市地区     

9月号 「会員の声」    3ブロック  檜山地区  

11月号 「会員の声」   5ブロック  帯広市地区 

12月号 「各地区研究大会概要」「各校長会の動き」  事務局担当 研修部 情報部 

◎「教育研究シリーズ第５３集」の原稿提供   平成 27年 5月刊行 

  担当 5ブロック 釧路；白糠町立庶路小学校 辻川校長  原稿提出済 

 ＊ 「新たな知を拓く日本人の育成を図る教育課程の創造」 

◎全国特色ある研究校便覧 － 2 年に 1 度（26・27 年度版は 25 年度に提出済み） 

1ブロ～恵庭市立松恵小学校 安部校長 2ブロ～増毛町立増毛小学校 松田校長 

3ブロ～函館市立八幡小学校 大堂校長 ４ブロ～様似町立様似小学校 阿部校長  

5ブロ～鹿追町立鹿追小学校 梶原校長 札 幌～札幌市立白楊小学校 飯塚校長 

     ※27年度内に 28・29年度版の執筆依頼が来る予定。 

◎全連小ホームページに掲載する「特色ある研究校紹介」等（ホームページの紹介）  

優れたＨＰを有する学校の紹介（26 年度分済） いずれ 27 年度分の割当を検討 

 

 

 

 

 

○「特色ある研究校紹介」 3校  3月より全連小ＨＰに掲載 

  函館市立中の沢小学校 稚内市立稚内中央小学校 登別市立幌別小学校 

○「写真で見る研究校紹介」 1校 全連小ＨＰトップページに掲載 

  恵庭市立恵み野小学校 



 

４ 業務推進予定 

  平成２７年 

４月 ３日（金） 事務局研修会後、情報部会  業務内容と担当を分担  計画案立案 

５月１１日（月） 平成 27 年度 総会研修会 新役員への原稿依頼，講話等の記録 

５月１２日（火） 第１回理事研修会 各種の記録・原稿作成  

○各地区原稿執筆割当等具体案依頼 

６月１日（土）  会報「教育北海道」№３１６号の原稿締切 

６月 中旬    道小情報１号の発行 

６月１９日（金） 全道会長研修会  ○各地区原稿執筆割当等具体案の説明 

７月 ６日（月） 第２回理事研修会 各種の記録・原稿作成 

７月 １日（火） 全連小広報担当者連絡協議会  副部長出席 

７月 上旬    会報「教育北海道」№３１６号発行 

７月 下旬    道小情報２号の発行 

７月 下旬    要望書・回答書の発行（「道小情報・道中だより」号外）… 道小担当 

８月 下旬    道小情報・特別号の発行 

全道会長研修会報告・退職校長、広域人事等報告   

８月 下旬    文教施策懇談会・各課懇談会の記録及び原稿作成開始 … 道小担当 

９月１１日（木） 第３回理事研修会  各種の記録・原稿作成 

９月 下旬    道小情報３号の発行    

１０月 下旬   「道小情報・道中だより」号外の発行  

文教施策・各課懇談会報告 … 道小担当 

 １１月１２日（水） 第４回理事研修会  各種の記録・原稿作成 

１２月 上旬    道小情報４号の発行 

 

  平成２８年 

１月１３日（火） 第５回理事研修会   各種の記録・原稿作成（年間活動報告） 

  １月１５日（金） 会報「教育北海道」№３１７号の原稿締切 

  １月 下旬    道小情報５号の発行 

  ２月２７日（金） 第６回理事研修会  各種の記録・原稿作成（次年度計画案） 

  ３月 上旬    道小情報６号の発行 

     上旬    会報「教育北海道３１８号」（２７年７月号）の原稿依頼 

     中旬    会報「教育北海道」№３１７号の発行 

     下旬    次年度計画立案 


