
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29全普高第31号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年 3月 1日

各都道府県高等学校長会代表理事　様

各都道府県高等学校長協会会長　様

各都道府県私学高等学校長協会会長　様

各市立高等学校長会会長　様

                                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全国普通科高等学校長会

                                                 　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　  事務局長　宗像 敏夫

 平成30年度当初に必要な事務手続きについて（通知）

　日頃より、本会事業の運営にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

　さて、平成30年度当初に必要な書類を下記のとおり送付いたします。

公務ご多忙の折誠に恐縮に存じますが、期日までにご報告くださいますようお願い申し上げます。

記

１　送付書類

（１）平成30年度理事及び監事候補者の選出について　　　　　

（２）平成30年度会員校数と会員校名の報告について

（３）平成30年度会費のとりまとめについて

（４）会費の納入について

（５）第336回常務理事会及び第131回理事会・研究協議会の開催について

（６）会議参加者一覧

　　平成30年度理事等一覧(様式1）

　　平成30年度会員名簿作成資料(様式2）

２　報告書類

（１）平成30年度理事等一覧(様式1）

（２）平成30年度会員名簿作成資料(様式2）

報告用紙（１）は、全普高ホームページ　http://www.zen-koh-choh.jp/zfk/zfk.htmlから
　　ダウンロードすることが出来ます。

３　報告書の提出期日等

提出期日　　平成３０年４月２５日（水）

提出先　　　全国普通科高等学校長会　事務局

提出方法　　原則としてＥメ－ル

４　その他連絡事項

（１）代表理事が交替になる場合は、本書類を新任代表理事にお渡しいただき、新年度　　　　　　　　

　　の本会運営が円滑に行われますよう、ご配慮をお願い致します。

（２）第131回理事会及び研究協議会開催通知は、選出理事に配付してください。

　　また、理事会出欠取りまとめの報告もお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　全国普通科高等学校長会　事務局
              　　　　　　　　　　　　　　　105-0003　東京都港区西新橋２丁目５番１０号
                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＢＣ西新橋ビル４階
             　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　03-3581-1000　　FAX　03-3597-8060
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅﾒ-ﾙ　zennfukoo230528@beach.ocn.ne.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.zen-koh-choh.jp/zfk/zfk.html
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mailto:zennfukoo230528@beach.ocn.ne.jp
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事　務　連　絡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年 3月 1日
全国普通科高等学校長会
各県　代　表　理　事　様
各県高等学校長(協)会　
　　　会長・事務局長  様

              　　　                          　　　　　　　　　全国普通科高等学校長会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　宮本　久也

平成３０年度理事及び監事候補者の選出について

  日頃より、本会事業の運営にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　さて、本会規約第７条により役員の任期は２年となっておりますが、毎年各都道府県では年度当初人事
異動があり、それに伴い本会役員変更があるかと存じます。つきましては、下記により代表理事・理事及
び監事の選出をお願いたします。なお、高校基本問題検討特別委員会の委員は、代表理事が兼務となって
おりますが、その他に1名委員の選出をお願いいたします。（理事が兼務でもかまいません）
　様式１「平成３０年度理事等一覧」に記入の上、ご報告ください。併せて第１３１回理事会の出欠状況
のご報告もお願いいたします。

記

１　役員関係の規約及び細則の条文
（役　員）
第４条　本会に、次の役員を置く。
     一　理 事 長 　１名  
     二　常務理事 　別に定める基準による
　   三　理　　事   別に定める基準による
     四　監　　事   若干名
（役員の選出）
第５条　役員の選出は、次の通りとする。
　　一　理事長は、常務理事会が推薦し理事会において選出する。
　　ただし、総会において承認を求めるものとする。
　　二　常務理事は、理事の中から別に定める基準により選出する。
　　三　理事は、都道府県の会員の互選とし、別に定める基準により選出する。
　　四　監事は、理事以外の会員から総会において選出する。
　　五　役員の数及び選出に関する細則は、別に定める。
（役員の任期）
第７条　理事長、常務理事、理事及び監事の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
     ２　補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
細則「役員の数および選出に関する申し合わせ」
　（１）「理事の数は、次の基準にしたがって、都道府県ごとに会員の互選とする。
    　  年度始めの会員校数が（国公私立の合計）が
　　　　１５１校以上　　　　　　　４名
      　１０１校～１５０校        ３名
      　１００校以下              ２名
         ただし、東京都の理事は、３０名以内とする。
　（２）常務理事は、東京都の理事及び関東ブロックに属する県の代表理事が当たる。
　（３）監事は、理事以外の会員から東京都が１名、関東ブロックに属する県からの３名を
　　　総会において選出する。
　　　慣例により埼玉県及び千葉県から各1名ずつ選出している。

２　報告期日      平成３０年４月２５日（水）

３　報告方法　　　原則としてEメール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　全国普通科高等学校長会　事務局

              　　　　　　　　　　　　　　　105-0003　東京都港区西新橋２丁目５番１０号

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＢＣ西新橋ビル４階

             　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　03-3581-1000　　FAX　03-3597-8060

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅﾒ-ﾙ　zennfukoo230528@beach.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.zen-koh-choh.jp/zfk/zfk.html
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事　務　連　絡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年 3月 1日

全国普通科高等学校長会

各都道府県　代　表　理　事　様

各都道府県高等学校長(協)会

　　　　　　会長・事務局長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全国普通科高等学校長会

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　宮本　久也

　
平成30年度会員校数と会員校名の報告について

  　日頃より、本会事業の運営にご理解とご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

　　さて、本会の本年度決算準備及び新年度事務を円滑に行うため、別添の書類をご確認の上、期日まで

  お忙しい中恐縮ですが、ご報告をお願いいたします。

　

記

１　送付書類

（１）平成30年度 会員名簿作成資料（県別）

２　報告書類

（１）平成30年度　会員名簿作成資料（県別）

３　報告書の提出期日等

　提出期日　　　平成３０年４月２５日（水）

　提出先　　　　全国普通科高等学校長会　事務局

　提出方法　　　原則としてＥメ－ル

４　その他連絡事項

（１）29年度会員校一覧は、平成30年2月末日現在で作成しております。

　ご確認の上、誤り又は不明の点がありましたら事務局まで至急ご連絡ください。

　なお、学校名は「平成30年度会員名簿作成資料」の29年度会員学校名欄でご確認ください。

　

　

      

　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　全国普通科高等学校長会　事務局

              　　　　　　　　　　　　105-0003　東京都港区西新橋２丁目５番１０号

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＢＣ西新橋ビル４階

             　　　　　　　　　　　　　TEL　03-3581-1000　　FAX　03-3597-8060

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅﾒ-ﾙ　zennfukoo230528@beach.ocn.ne.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.zen-koh-choh.jp/zfk/zfk.html

mailto:zennfukoo230528@beach.ocn.ne.jp
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29全普高第32号

平成30年3月1日

　　全国普通科高等学校長会

　　各都道府県　代　表　理　事　様　

　　各都道府県私立高等学校協会長様

                                                                           全国普通科高等学校長会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　宮本 久也

平成３０度会費の取りまとめについて

　　日頃より、本会事業の運営にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

　特に、本会会費の取りまとめにつきましては、ご協力いただき有り難うございます。

　　さて、平成３０年度の会費は、本会規約第１９条で下記のとおりとなっております。公務ご多忙中誠に

　恐縮ですが、当該道府県内会員校を取りまとめ、ご納入くださいますようお願い申し上げます。

　　なお、会員の皆様あてに「平成３０年度会費の納入について」の文書を添付いたしました。

　必要に応じてご活用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　会費

    規約第１９条

        本会の会費は、年額６，０００円とする。ただし、定時制高等学校及び通信制高等学校の会費は、

        年額５，０００円とする。

　　　２　会費は都道府県理事がとりまとめ、毎年５月末日までに納入するものとする。

２　送金方法

　　　・　銀行振込　　　

　　　　　　　三井住友銀行　　東京公務部

              普通預金　　　　№　０２９６４１７

              口座名義　　　　全国普通科高等学校長会　　（この名義で送金できます）

　　　・　郵便振替　

              口座記号番号　　００１８０－９－１６７７９３

              ※　振込手数料は、恐縮ですが貴会でご負担ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　全国普通科高等学校長会　事務局

              　　　　　　　　　　　　　　　105-0003　東京都港区西新橋２丁目５番１０号

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＢＣ西新橋ビル４階

             　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　03-3581-1000　　FAX　03-3597-8060

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅﾒ-ﾙ　zennfukoo230528@beach.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.zen-koh-choh.jp/zfk/zfk.html
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平成30年4月1日

　

全国普通科高等学校長会

　　会　員　の　皆　様　

                                                                          全国普通科高等学校長会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長代行　笹　のぶえ

平成３０年度会費の納入について（お願い） 

  日頃より、本会事業の運営にご理解とご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

  さて、平成３０年度の会費は、全国普通科高等学校長会規約第１９条により下記のとおりになっております。　　

 年度初めのお忙しい中恐縮ですが、５月末日を目途にご納入くださいますようお願いいたします。

                              　　　　　　      記

１　会　　費   

　規約第１９条

　　本会の会費は、年額６，０００円とする。

　　但し、定時制高等学校及び通信制高等学校の会費は、年額５，０００円とする。

　２　会費は都道府県代表理事がとりまとめ、毎年５月末日までに納入するものとする。

２　取扱方法

（１）各都道府県市立高校で、公費により当該教育委員会等から一括納入する場合

　・各都道府県市の高等学校長会事務局または代表理事が、教育委員会等と納入手続きを行います。

　　個別に手続きを行う必要はありません。

（２）各都道府県市の高等学校長会、私学高等学校長協会または代表理事等が取りまとめて一括納入する場合　

　・当該事務局、私学協会事務局または代表理事の指示に従ってください。

（３）個別に納入する場合

　・次の方法により直接納入してください。４月当初、本事務局より請求書を送付します。

３　送金方法

 　・ 銀行振込　　三井住友銀行　　東京公務部

                  普通預金　　　　№．０２９６４１７　

                  名　　義　　　　全国普通科高等学校長会　（この名義で送金できます）

 　・  郵便振替    口座記号番号　　００１８０－９－１６７７９３

  

　　　　　　　　＊（１）学校法人名で送金の場合は、学校名も付記してください

    　　　　　　　（２）振込料は恐縮ですが貴校でご負担ください

 

　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　全国普通科高等学校長会　事務局

              　　　　　　　　　　　　　105-0003　東京都港区西新橋２丁目５番１０号

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＢＣ西新橋ビル４階

             　　　　　　　　　　　　　　TEL　03-3581-1000　　FAX　03-3597-8060

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅﾒ-ﾙ　zennfukoo230528@beach.ocn.ne.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.zen-koh-choh.jp/zfk/zfk.html

mailto:zennfukoo230528@beach.ocn.ne.jp
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                                                                          　30全普高第 1号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年 4月１日

   全国普通科高等学校長会

   関 係 高 等 学 校 長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国普通科高等学校長会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長代行　笹　のぶえ　

                                                  　　　　　　          　　

全国普通科高等学校長会第336回常務理事会及び 
 第131回理事会・研究協議会の開催について

  日頃より、本会事業の運営にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

  さて、第336回常務理事会及び第131回理事会・研究協議会を、下記により開催いたします。公務等ご多用の　

折恐縮に存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席くださいますようご案内申し上げます。

記

1．日　時　　平成30年 5月22日（火）　10：00～12：00　　受付9：30～

2．会　場　　新宿・ワシントンホテル本館      

             所在地　〒160-0023　東京都新宿区西新宿3-2-9  電話 03-3349-0011

             交　通　ＪＲ・地下鉄　新宿駅（南口）下車　徒歩８分   

                     都営地下鉄大江戸線　都庁前駅（Ａ3出口）　徒歩５分

3.　議　題

  (1)　議　事

　　①　理事長挨拶                   

　　②　議長選出                     

　　③　平成29年度会務報告及び決算報告                

　　④　平成30年度 役員選出      

　　⑤　平成30年度事業計画及び予算案

    ⑥　平成30年度全普高重点検討課題
　　⑦　組織検討など規約改正案審議
　　⑧　第68回総会及び研究協議会（東京大会）及び第132回理事会及び研究協議会について
　　⑨　その他
  (2) 研究協議                                   
     ① 当面する課題とその対応について　　
　　 ② その他                             
４．理事会の出欠等
 　 出欠は、各都道府県代表理事等へご連絡ください。
　（3/1付、各県等へ依頼の30年度諸調査の中に出欠記入欄あります。）

      

　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　全国普通科高等学校長会　事務局

              　　　　　　　　　　　　105-0003　東京都港区西新橋２丁目５番１０号

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＢＣ西新橋ビル４階

             　　　　　　　　　　　　　TEL　03-3581-1000　　FAX　03-3597-8060

                                                                     Ｅﾒ-ﾙ　zennfukoo230528@beach.ocn.ne.jp
                                                                     ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.zen-koh-choh.jp/zfk/zfk.html
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　   平成３０年度

平成30年度 理事長 常務理事 理事 代表理事 監事 委員会 ブロック代表
次回総会
事務局
(福井県)

全高長
理事

常務理事
顧問 会　　　場

第1回企画会議
5月1１日(金）
15:00～17:00

○ 長・副 東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ

第336回常務理事会
5月22日(火)
10:00～12:00

○ ○ ○ 長・副 新宿ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ

第131回 理事会・研究協議会
5月2２日(火)
10:00～12:00

○ ○ ○ ○ ○ 長・副 ○ ○ 新宿ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ

第2回企画会議（拡大）
9月10日(月)
13:30～14:０0

○ 長・副 ○ ※ 東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ

第337回常務理事会.研究協議会（拡大）
9月10日(月)
14:00～17:00

○ ○ ○ 長・副 ○ ※ 東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ

第１32回理事会・研究協議会
（総会前日）

10月24日(水)
15:00～17:00

○ ○ ○ ○ ○ 長・副 ○ ○ 東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ

第338回常務理事会・研究協議会
（第3回企画会議兼）

2月4日(月）
14:00～17:00

○ ○ ○ 長・副 東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ

全高長理事会
5月22日(火)
1月18日(金)

○ ○ 新宿ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ

　

全国普通科高等学校長会　会議・参加者一覧

※:原則当該年度


