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近畿公立学校事務長会会則
第１章 総

則

(名称及び事務所）
第１条 本会は、近畿公立学校事務長会と称し、事務所を会長の在籍する学校に置く。
(目
的)
第２条 本会は、円滑な学校運営を図るため、会員が職務について研鑽し、資質の向上に努めると
ともに相互の連携を図り、もって学校教育の進展に寄与することを目的とする。
(事
業）
第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（1） 学校運営のための調査研究に関すること。
（2） 会員相互の連絡協議に関すること。
（3） 関係諸団体との連絡連携に関すること。
（4） その他必要なこと。
第２章 会員及び組織
(会
員）
第４条 本会の会員は、近畿地区の公立高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の事務（部）長
とする。
(組
織）
第５条 本会は、次の地区をもって構成する。
京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、滋賀県、奈良県、京都市、大阪市、神戸市
第３章 役

員

(役
員）
第６条 本会に、次の役員を置く。
１名
（1） 会 長
４名以内
（2） 副会長
１８名以内
（3） 地区理事
１名
（4） 庶務理事
１名
（5） 会計理事
２名
（6） 監 事
(役員の選出）
第７条 役員の選出は、次のとおりとする。
（1） 会長、副会長、監事は、総会において選出する。
（2） 地区理事は、原則として各地区より２名選出する。
（3） 庶務理事、会計理事は、会長が会員の中から委嘱する。
(役員の任期）
第８条 役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。
２ 役員に欠員が生じたときは必要に応じて補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とす
る。

(役員の任務）
第９条 役員の任務は、次のとおりとする。
（1） 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
（2） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した順序
に従ってその職務を代行する。
（3） 地区理事は、地区代表者会を組織し、会務の執行について決定する。
（4） 庶務理事は、庶務を司る。
（5） 会計理事は、会計を司る。
（6） 監事は、会計を監査する。
(顧
問)
第 10 条 本会に、顧問を置くことができる。
２ 顧問は、地区代表者会に諮り会長が委嘱する。
３ 顧問は、会長の諮問に応じる。
第４章 会

議

(会
議）
第 11 条 本会の会議は、次のとおりとする。
（1） 総会
（2） 地区代表者会
（3） 本部役員会
(総
会）
第 12 条 総会は、年 1 回会長が招集し、次の事項を審議し決定する。ただし、会長が必要と認め
たとき、又は地区代表者会で必要があると認めたときは、臨時に総会を招集するものとする。
（1） 会長、副会長及び監事の選出
（2） 予算及び決算の承認
（3） 事業計画及び事業報告の承認
（4） 会則の改正
（5） その他地区代表者会で必要と認めた事項
(地区代表者会）
第 13 条 地区代表者会は、会長、副会長、地区理事、庶務理事及び会計理事並びに委員会等の委員
長をもって構成し、次の事項を審議し決定する。
（1） 総会に付議すべき事項
（2） 緊急を要する事項については、地区代表者会で決定し、次の総会において承認を得る
ものとする。
（3） 総会により委任された事項
（4） 本会則に定めのない事項
２ 会長は、会務の運営に必要があると認めるときは、他の会員に出席を求め意見を聞くことがで
きる。
(本部役員会）
第 14 条 本部役員会は、会長、副会長、庶務理事及び会計理事をもって構成し、会務を処理する。

(会議の招集）
第 15 条 会議は、会長が招集する。
(議
長）
第 16 条 総会の議長は、地区代表者会において選出する。
(会議の議決）
第 17 条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決定する。
第５章

委 員 会 等

(委員会等）
第 18 条 本会に必要に応じて、委員会等を置くことができる。
２ 委員会等に関することは、別に定める。
第６章

会

計

(経
費）
第 19 条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会
費）
第 20 条 会費は、会員一人当たり年 1,800 円とする。
２ 会費は、毎年７月までに各地区においてとりまとめ、事務所へ納入するものとする。
３ 必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
(会計年度）
第 21 条 本会の会計は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
(地区代表者会への委任）
第 22 条 この会則に定めるもののほか、運営に関し必要なことは、地区代表者会において定める。
附 則
１ この会則は、平成８年４月１日から施行する。
２ 近畿公立高等学校事務長会会則（昭和 52 年１月 26 日施行）は、廃止する。
３ 平成 13 年７月 13 日一部改正し、平成 13 年４月１日から施行する。
４ 平成 14 年７月 12 日一部改正し、平成 14 年７月 12 日から施行する。
５ 平成 15 年７月 11 日一部改正し、平成 15 年４月１日から施行する。
６ 平成 18 年７月 14 日一部改正し、平成 18 年４月１日から施行する。
７ 平成 19 年７月 13 日一部改正し、平成 19 年４月１日から施行する。
８ 平成 22 年 10 月８日一部改正し、平成 22 年４月１日から施行する。
９ 平成 30 年７月 ６日一部改正し、平成 30 年４月１日から施行する。

令和２年度

事

業

報

告

１事業概要
令和２年度の事業活動にあたっては、コロナ禍の中、今まで以上に各府県市教育委員会
及び事務長会並びにその他関係諸団体とも密接な連携を取りながら、事業方針及び事業計
画に沿って活動を推進してきました。また、全国組織である全国公立学校事務長会とも意
見や情報等の交換を行い本会活動の充実に努めました。
２事業活動
(1)研究協議会並びに総会
第 44 回(令和２年度)近畿公立学校事務長会研究協議会並びに総会は、奈良県立学校
事務長会の主管により、令和２年７月３日に奈良市内の「奈良県コンベンションセンタ
ー」において開催予定でしたが、新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受け、翌年度
に開催延期となりました。
(2)地区代表者会
地区代表者会は、新型コロナウィルスの感染拡大による府県市間の移動制限の影響を
受けたことにより例年より１回減となる計３回開催し、主に事業計画、事業報告、予算、
決算、役員選出等の審議事項について審議しました。また、第 44 回研究協議会並びに総
会(奈良大会)の開催、運営、令和３年度以降の総会実施方法等について協議を行いまし
た。
さらに、近畿各府県市事務長会の活動や学校の課題(コロナ陽性に伴う事務室完全閉鎖
時の対応、講師の人材バンク等)について研究協議を重ねるとともに情報交換を行いまし
た。
(3)調査研究について
今年度は、年間研究主題の策定時期に新型コロナウィルス感染症拡大の影響による府
県市間の移動制限があったこと等から、新たな研究主題の策定を見送りました。
一方で、令和元年度に実施した「事務長の意識を探るアンケート」について、委員相
互のメールの活用により近畿各府県市の特徴と違いをより深く掘り下げ、分析・検証し、
来年度に延期となった研究協議会並びに総会（奈良大会）で報告を行なう予定です。
(4)広報活動について
会報編集委員会では、各府県市事務長会相互の連携を深め、情報交換等を行うととも
に、広報活動として会報第８０号・第８１号を発行し、会員、教育委員会並びに学校教
育等の関係者に配布しました。
また、全国公立学校事務長会へ本会の活動状況等を情報提供しました。

(5)その他
① 全国公立学校事務長会地区代表者会は例年なら会長が出席するところですが、今年
度は東京での（集合）開催が中止となり、メール開催となりました。全国理事会につ
いては各府県市事務長会の会長がメール及び Zoom を利用、出席し、本会並びに各府
県市事務長会の活動状況等の報告・情報交換を行い、本部及び各地区との連携に努め
ました。
このほか、各府県市事務長会では、全国公立学校事務長会や当会の活動方針を踏ま
え、種々の機会をとらえ教育委員会等に対して要望等の活動を行いました。
② 冬期における新型コロナウィルス感染症拡大防止対策の参考とするため、北海道事
務長会会長の協力を得、北海道における対策状況の資料提供を受け、各府県市会員に
配信しました。

令和２年度
年

月

事

日

業

内

事業報告書

容

場

所

令和2年6月1日

全国公立学校事務長会地区代表者会・全国理事会

メールにより開催

令和2年6月26日

新旧役員（会長・庶務理事・会計理事）事務打ち合わせ

四條畷市：大阪府立四條畷高等学校

令和2年7月3日

地区代表者会研究協議会

大阪市：たかつガーデン

令和２年度会員数（校種別）の確認
令和２年度役員等について
令和２年度被表彰者の決定について
第44回研究協議会並びに総会（奈良大会）延期について
総会承認事項について
令和元年度事業報告
令和元年度決算報告及び監査報告
令和２年度役員選出
令和２年度事業計画（案）について
令和２年度予算（案）について
研究協議
令和2年8月20日

全国公立学校事務長会地区代表者会・全国理事会

メールにより開催

令和2年8月21日

第４４回全国公立学校事務長会総会

メールにより開催

令和2年11月10日 会報第80号発刊
令和2年12月4日

地区代表者会研究協議会

神戸市：ホテル北野プラザ六甲荘

令和３年度以降の総会実施方法について
第44回近畿公立学校事務長会研究協議会並びに総会
(奈良大会)の開催について
会務報告・研究協議
令和3年1月22日

全国公立学校事務長会地区代表者会・全国理事会
近畿地区合同会議

令和3年2月10日

地区代表者会研究協議会
第44回近畿公立学校事務長会研究協議会並びに総会
(奈良大会)の開催について
令和２年度事業報告、決算見込みについて
令和３年度事業計画、予算（案）について
令和３年度役員等の推薦について
令和３年度被表彰者の推薦について
会務報告・研究協議

令和3年3月1日

会報第８１号発刊

Zoomにより開催
神戸市：ホテル北野プラザ六甲荘
大阪市：たかつガーデン

令和３年度
年

月

事

日

令和3年4月27日

地区代表者会研究協議会

業

内

事業計画

容

臨時会

場

所

神戸市：ホテル北野プラザ六甲荘

第４４回総会（奈良大会）の日程等について
令和3年5月21日

表彰委員会（第１回）

神戸市：ホテル北野プラザ六甲荘

令和3年5月21日

地区代表者会研究協議会

神戸市：ホテル北野プラザ六甲荘

令和３年度会員数の確認について
令和２年度事業報告
令和２年度決算報告及び監査報告
令和３年度事業計画(案）審議
令和３年度予算(案）審議
令和３年度役員等について
令和３年度被表彰者の推薦について 協議
第44回総会(奈良大会)について
令和3年6月11日

第１回全国公立学校事務長会地区代表者会・全国理事会

延期

令和3年6月25日

近畿公立学校事務長会新旧本部役員会議

京都市：ルビノ京都堀川

令和3年6月28日

近畿公立学校事務長会と全国公立学校事務長会との
意見交換会

東京都：全国公立学校事務長会事務局

令和3年7月2日

第１回全国公立学校事務長会地区代表者会・全国理事会

ＺＯＯＭによる開催
近畿本部会場：ホテル北野プラザ六甲荘

令和3年7月14日

調査研究委員会

四條畷市：大阪府立四條畷高校

令和3年7月16日

表彰委員会（第２回）

神戸市：ホテル北野プラザ六甲荘

令和3年7月16日

地区代表者会研究協議会

神戸市：ホテル北野プラザ六甲荘

総会承認事項について
令和３年度被表彰者の推薦（案）について
第４４回総会近畿公立学校事務長会研究協議会
並びに総会（奈良大会）について
全国公立学校事務長会本部との意見交換会に
ついて（報告）
令和3年8月5日

第２回全国公立学校事務長会地区代表者会・全国理事会

延期

令和３年８月５日・６日

第44回全国公立学校事務長会研究協議会並びに総会（東京大会）

延期

令和3年8月27日

全国公立学校事務長会地区代表者会・全国理事会

ＺＯＯＭによる開催予定

第44回全国公立学校事務長会研究協議会並びに総会（東京大会）

令和３年９月

地区代表者会研究協議会

大阪市：たかつガーデン

第４４回総会近畿公立学校事務長会研究協議会
並びに総会（奈良大会）について
会務報告・研究協議
令和３年１０月

調査研究委員会

場所：未定

令和３年１１月
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令和３年１２月

全国公立学校事務長会地区代表者会・全国理事会

メールによる会議

令和３年１２月

地区代表者会研究協議会

大阪市：たかつガーデン

第４４回総会近畿公立学校事務長会研究協議会
並びに総会（奈良大会）について
会務報告・研究協議
令和４年１月

調査研究委員会

場所：未定

令和４年２月

地区代表者会研究協議会

大阪市：たかつガーデン

第４４回総会近畿公立学校事務長会研究協議会
並びに総会（奈良大会）について
令和４年度役員候補者の推薦等について
会務報告・研究協議
令和４年３月

会報第83号発刊

