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期  日  令和元年 ６月 １３日（木）   

場  所  岩手県盛岡市「サンセール盛岡」 
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総 会 次 第 
 

１ 開 会 

２ 会 長 挨 拶 

３ 実行委員長挨拶 

４ 議 長 選 出 

５ 議     事 

（１）平成３０年度事業報告 

（２）平成３０年度決算報告並びに会計監査報告 

（３）令和元年度東情研役員（案） 

（４）令和元年度事業計画（案） 

（５）令和元年度予算（案） 

（６）その他 

ア 令和元年度 全国情報技術教育研究会  
第１回全国理事会報告 

イ 東情研会報第４５号  
ウ 全国大会開催地区 

エ 東情研開催地区 
オ 令和２年度東情研総会並びに研究協議会 
カ 全国大会代表選出方法 

キ 会員校名簿確認 
ク 会則確認 
  

 
      ６ 閉     会 
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５ 議事 
 
（１）平成３０年度事業報告 

 

ア 全国情報技術教育研究会 第１回全国理事会 

    期 日：平成３０年５月２４日（木） 

会 場：埼玉県さいたま市「さいたま市宇宙劇場第一集会室」  

イ 東北地区情報技術教育研究会 役員・理事会 

    期 日：平成３０年６月 ７日（木） 

会 場：宮城県「白萩」 

ウ 東北地区情報技術教育研究会 第４４回総会及び研究協議会 

    期 日：平成３０年６月７日（木）～ 平成３０年６月８日（金） 

    会 場：宮城県「白萩」 

    担当校：宮城県白石工業高等学校 

エ 全国情報技術教育研究会 第２回全国理事会 

    期 日：平成３０年７月２６日（木） 

会 場：青森市「青森国際ホテル」 

オ 全国情報技術教育研究会第４７回全国大会（青森大会） 

    期 日：平成３０年７月２６（木）～ 平成３０年７月２７（金） 

    会 場：青森市「青森国際ホテル」 

    担当校：青森県立青森工業高等学校 

カ 東情研会報 第４４号の発行 

    平成３１年３月 

キ 東北地区情報技術教育研究会 開催担当校事務引継ぎ 

    平成３０年１２月 

会 場：岩手県立盛岡工業高等学校 



収入の部

平成30年度会計決算報告
東北地区情報技術教育研究会

（単位：円）

項 目 本年度予算(a) 本年度決算(b) 比較増減(b-a) 摘 要

繰越金 110,980 110,980 0平成29年度より

会費（各学校） 406,000 406,000 0 @7,000 X 58校

補助金 50,000 50,000 0全情研より＠1,000 X 50校

雑収入 ゜ 1 l銀行利息

合 計 566,980 566,981 1 

（△は本年度予算より少ないことを示す。）

支出の部

項 目 本年度予算(a) 本年度決算(b) 比較増減(a-b) 摘 要

研究大会費 130,864 130,000 864 研究大会補助費（開催担当校へ）
振込手数料¥864は、雑費として処理

印刷費 130,000 110,000 20,000 会報第44号印刷費、決算書コピー代

通信費 25,000 24,459 541 文書郵送料

事務費 2,000 1,087 913 インク代

旅費 210,000 141,015 68,985 全情研参加旅費（会長、理事）

全情研大会発表者補助金 60,000 60,000 〇資料作成等の研究補助金(4名X 15,000) 

HP維持管理費 5,500 5,162 338 レンタルサーバ更新・ドメイン維持費

雑費 ゜ 1,512 △1,512 振込手数料

予備費 3,616 ゜ 3,616 

合 計 566,980 473,235 93,745 

（単位：円）

収入総額
566,981 

支出総額
473,235 

（△は本年度予算より多いことを示す。）

差引残高
93,746 円（次年度繰越）

監査報告

関係各帳簿と照合の結果、適正に執行されていることを認めます。

令和元年 6 月／3 日

監査 厖叶莱咀

監査小野合奢オ討

編

⑮

（２）平成３０年度決算報告並びに会計監査報告
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（３）令和元年度東情研役員（案） 
 

役 職 名 県名 学校名 所属 氏名 備考 

会  長 福島 平工高 校長 鈴木 康隆 全情研副会長 

副 会 長 

青森 五所川原工高 校長 幸山  勉  

秋田 大館桂桜高 校長 片岡 俊仁  

岩手 水沢工高 校長 佐々木光男  

山形 創学館高 校長 高橋 健二  

宮城 白石工高 校長 大坪 泰久  

福島 喜多方桐桜高 校長 佐藤 浩正  

理  事 

青森 五所川原工高 教諭 成田 秀造  

秋田 大館桂桜高 教諭 近藤 哲也  

岩手 釜石商工高 教諭 菊池  敏  

山形 創学館高 教諭 石井 幸司  

宮城 白石工高 教諭 佐々木 光  

福島 平工高 再任教諭 根本 純夫 事務局長・全情研理事 

監  査 

岩手 盛岡工高 副校長 小野寺秀樹 大会開催県担当校 

青森 青森工高 教頭 福井 英明 次期大会開催県担当校 

幹  事 
（東北情研事務局） 

福島 平工高 教諭 佐藤 智美 事務局・会報担当 

福島 平工高 実習教諭 村上  輝 事務局・会計担当 
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（４）令和元年度事業計画（案） 
ア 全国情報技術教育研究会 第１回全国理事会 

    期 日：令和元年５月２３日（木） 

会 場：埼玉県さいたま市「さいたま市宇宙劇場第1集会室」  

イ 東北地区情報技術教育研究会 役員・理事会 

    期 日：令和元年６月１３日（木） 

会 場：岩手県盛岡市「サンセール盛岡」 

ウ 東北地区情報技術教育研究会 第４５回総会及び研究協議会 

    期 日：令和元年６月１３日（木）～ 令和元年６月１４日（金） 

    会 場：岩手県盛岡市「サンセール盛岡」 

    担当校：岩手県立盛岡工業高等学校 

※ 令和元年度全情研発表本数 ４本 

エ 全国情報技術教育研究会 第２回全国理事会 

    期 日：令和元年８月１日（木） 

会 場：名古屋市「HOTELルブラ王山」 

オ 全国情報技術教育研究会第４８回全国大会（愛知大会） 

    期 日：令和元年８月１日（木）～ 令和元年８月２日（金） 

会 場：名古屋市「HOTELルブラ王山」 

    担当校：愛知県立岡崎工業高等学校 

カ 東情研会報 第４５号の発行 

    令和２年１月末 

キ 東北地区情報技術教育研究会 開催担当校事務引継ぎ 

    令和元年１２月 

会 場：青森県立青森工業高等学校 

  ク 東北地区情報技術教育研究会 事務局担当校事務引継ぎ 

令和２年２月 

会 場：山形県     高等学校 

 



収入の部

項　　目 本年度予算(a) 前年度予算(b) 比較増減(a-b)

繰越金 93,746 110,980 △ 17,234

会費（各学校） 406,000 406,000 0

補助金 49,000 50,000 △ 1,000

雑収入 0 0 0

合　　計 548,746 566,980 △ 18,234

支出の部

項　　目 本年度予算(a) 前年度予算(b) 比較増減(a-b)

研究大会費 130,000 130,864 △ 864

印刷費 110,000 130,000 △ 20,000

通信費 25,000 25,000 0

事務費 10,000 2,000 8,000

旅費 200,000 210,000 △ 10,000

全情研大会発表者補助金 60,000 60,000 0

ＨＰ維持管理費 5,500 5,500 0

雑費 3,000 0 3,000

予備費 5,246 3,616 1,630

合　　計 548,746 566,980 △ 18,234

資料作成等の研究補助金（4名×15,000）

レンタルサーバ更新・ドメイン維持費

（△は前年度予算より少ないことを示す。）

振込手数料等

摘 要

大会補助費として開催担当校へ
振込手数料は雑費として処理

会報第４5号印刷費

文書郵送料

ファイル等

全情研参加旅費（会長、理事）

@7,000×58校

全情研より

預金利息

（△は前年度予算より少ないことを示す。）

　（単位：円）

　令和元年度　会計予算

東北地区情報技術教育研究会

　（単位：円）

摘 要

平成30年度より

（５）令和元年度予算（案）

user
取り消し線
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（６）その他 

 
ア 令和元年度 全国情報技術教育研究会 第１回全国理事会報告 

  （ア）期日及び会場  

令和元年５月２３日（木）  

さいたま市宇宙劇場「第１集会室」 

（イ） 出席者 全情研 副会長 福島県立平工業高等学校 校  長 鈴木 康隆 

全情研 理  事 福島県立平工業高等学校 教  諭 根本 純夫 

  （ウ）議題 

       ①平成３０年度 事業報告 

       ②平成３０年度 決算報告 

       ③令和 元年度 事業計画案 

         ・夏期講習会 

           期  日：８月２２日（木）～２３日（金） 

      会  場：東京高田馬場 早稲田文理専門学校 

           テーマ「Python講習会」 

       

          ・第４０回全国高校生プログラミングコンテスト 「CHaserOnline2019」 

申 込 期 日：令和元年 ６月２４日（月）～８月９日（金） 

            コンテスト日程：令和元年１１月 ８日（金） 

受付１４：００～ 接続確認１４：３０～１６：００ 
              令和元年１１月 ９日（土） 

受付９：２０～ コンテスト９：３０～１６：００ 

      会  場：大宮ソニックシティ 4階市民ホール（多目的ホール） 

          ・生徒表彰 

           情報技術系の優良生徒に対し表彰を実施（各校１名） 

          ・会報４７号 発送 ３月中旬 

        ・全国大会発表本数（今年度東海地区が２テーマ） 

北海道 東 北 関 東 北信越 東 海 近 畿 中 国 四 国 九州沖縄 合計 
０ ４ ３ ０ ２ １ １ １ ２ １４ 

 

⑤令和元年度 予算案 

       ③令和元年度 役員・会員異動 

     東北地区 副会長 福島県立平工業高等学校 校  長 鈴木 康隆 

⑥全国大会 

第４８回全国大会（愛知大会）  

期 日：令和元年８月１日（木）～２日（金） 

     場 所：愛知県 名古屋市「HOTEL ルブラ王山」 

     担当校：愛知県立岡崎工業高等学校 

        ⑦各地区活動報告 

 

イ 東情研会報 第４５号 

原稿締切り ８月３０日（金） 発送 ２月 

 

ウ 全国大会開催地区 
回数 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
令和 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 9 
地区 東海 

愛知 

近畿 
紀和 

関東 

茨城 

四国 九州 

沖縄 

関東 

東京 

中国 東北 東海 

                                                                                             
エ 東情研開催地区 

回数 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
令和 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 
地区 岩手県 青森県 秋田県 山形県 福島県 宮城県 岩手県 青森県 秋田県 
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オ 令和２年度東情研総会並びに研究協議会 

    期 日：令和２年６月１１日（木）～１２日（金） 

    場 所：青森県 

    担当校：青森県立青森工業高等学校 

   ※４９回全国大会 

期 日：令和２年７月３０日（木）～３１日（金） 

    場 所：奈良県 ホテル 「リガーレ春日野」 

    担当校：奈良県立奈良朱雀高等学校 

 

カ 全国大会代表選出方法（選出数４本） 

（ア）評価基準・観点項目 

 ①研究テーマの取り組み等 

     ・教材研究実践状況 

     ・生徒実践の評価の練り上げ 

     ・発展性・応用性 

     ・完成度・到達度 

    ②研究内容 

     ・独創性 

     ・先見性・将来性 

     ・工業教育への貢献度・会員への刺激・ヒント 

     ・生徒への還元度 

    ③発表 

     ・資料の見やすさ 

     ・プレゼン・表現力・分かり易さ 

（イ）選考方法 

 ①代表４本とする。 

②全国大会への推薦は，原則として１県１本とする。 

     ※上位４本の内，同一県があった場合等を含めて，3，４本目については協議の上，決定

する。 

（ウ）評価方法と投票結果の集約 

 ①原則として評価基準・観点項目を基に各県理事の投票による。 

    ②東情研の理事が県代表の発表者となった場合，選考委員を当該県から別に選出する。 

    ③投票は１位・・４点，２位・・３点，３位・・２点，４位・・１点とする。 

    ④タイムオーバーも加味する。 

    ⑤代表選考会場にて事務局が集計したものを配布し，選考会議で選考を行う。 
 
  キ 会員校名簿確認 
 
  ク 会則確認 
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会員校名簿 東情研加盟校５８校 
  
青森県（東情研加盟校６校） 

学校名 所在地 電話・FAX番号 

青森県立青森工業高等学校 

 
〒039-3507 
青森県青森市馬屋尻字清水流204-1 

TEL 017-737-3600 
FAX 017-737-3601 

青森県立五所川原工業高等学校 

 

〒037-0035 
青森県五所川原市大字湊字船越192 

TEL 0173-35-3444 
FAX 0173-35-3445 

青森県立十和田工業高等学校 〒034-0001 
青森県十和田市三本木字下平215-1 

TEL 0176-23-6178 
FAX 0176-23-6771 

青森県立弘前工業高等学校 

 

〒036-8585 
青森県弘前市馬屋町6-2 

TEL 0172-32-6241 
FAX 0172-32-6242 

青森県立八戸工業高等学校 

 

〒031-0801 
青森県八戸市江陽1-2-27 

TEL 0178-22-7348 
FAX 0178-43-2653 

弘前東高等学校 

 

〒036-8103 
青森県弘前市大字川先4-4-1 

TEL 0172-27-6487 
FAX 0172-28-0624 

 

 

 

 

 

秋田県（東情研加盟校８校） 

学校名 所在地 電話・FAX番号 

秋田県立大館桂桜高等学校 

 

〒017-0972 
秋田県大館市片山町3-10-43 

TEL 0186-59-6299 
FAX 0186-42-0901 

秋田県立能代工業高等学校 

 

〒016-0896 
秋田県能代市盤若町3-1 

TEL 0185-52-4148 
FAX 0185-52-4175 

秋田県立男鹿工業高等学校 

 

〒010-0341 
秋田県男鹿市船越字内子1-1 

TEL 0185-35-3111 
FAX 0185-35-3113 

秋田県立秋田工業高等学校 

 

〒010-0902 
秋田県秋田市保戸野金砂町3-1 

TEL 018-823-7326 
FAX 018-823-7328 

秋田県立由利工業高等学校 

 

〒015-8530 
秋田県由利本荘市石脇字田尻30 

TEL 0184-22-5520 
FAX 0184-22-5504 

秋田県立大曲工業高等学校 

 

〒014-0045 
秋田県大曲市若葉町3-17 

TEL 0187-63-4060 
FAX 0187-63-4062 

秋田県立横手清陵学院高等学校 〒013-0041 
秋田県横手市大沢字前田147-1 

TEL 0182-35-4033 
FAX 0182-35-4034 

秋田県立湯沢翔北高等学校 〒012-0823 
秋田県湯沢市湯ノ原2-1-1 

TEL 0183-79-5200 
FAX 0183-73-2600 
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岩手県（東情研加盟校１2 校） 
学校名 所在地 電話・FAX番号 

岩手県立久慈工業高等学校 

 
〒028-8201 
岩手県九戸郡野田村大字野田26-62-17 

TEL 0194-78-2123 
FAX 0194-78-4190 

岩手県立盛岡工業高等学校 

 

〒020-0841 
岩手県盛岡市羽場18地割11番地1 

TEL 019-638-3141 
FAX 019-638-8134 

岩手県立種市高等学校 

 

〒028-7912 
岩手県九戸郡洋野町種市38-94-110 

TEL 0194-65-2147 
FAX 0194-65-5654 

岩手県立黒沢尻工業高等学校 

 

〒024-8518 
岩手県北上市村崎野24-19 

TEL 0197-66-4115 
FAX 0197-66-4117 

岩手県立水沢工業高等学校 

 

〒023-0003 
岩手県奥州市水沢区佐倉河字道下100-1 

TEL 0197-24-5155 
FAX 0197-24-5156 

岩手県立一関工業高等学校 

 

〒021-0902 
岩手県一関市萩荘字釜ヶ渕50 

TEL 0191-24-2331 
FAX 0191-24-4540 

岩手県立大船渡東高等学校 

 

〒022-0006 
岩手県大船渡市立根字冷清水1-1 

TEL 0192-26-2380 
FAX 0192-27-3501 

岩手県立釜石商工高等学校 

 

〒026-0002 
岩手県釜石市大平町3-2-1 

TEL 0193-22-3029 
FAX 0193-31-1533 

岩手県立宮古工業高等学校 

 

〒027-0202 
岩手県宮古市赤前１-81 

TEL 0193-67-2201 
FAX 0193-67-2215 

岩手県立千厩高等学校 

 

〒029-0855 
岩手県一関市千厩町千厩字石堂45-2 

TEL 0191-53-2091 
FAX 0191-53-3170 

岩手県立花北青雲高等学校 

 

〒028-3172 
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林11-1825-1 

TEL 0198-45-3731 
FAX 0198-45-3745 

岩手県立福岡工業高等学校 〒028-6103 
岩手県二戸市石切所字火行塚2番地1 

TEL 0195-23-3315 
 FAX 0195-23-3523 

  

 
山形県（東情研加盟校１１校） 

学校名 所在地 電話・FAX番号 

山形県立米沢工業高等学校 

 

〒992-0117 
山形県米沢市大字川井300 

TEL 0238-28-7050 
FAX 0238-28-7051 

山形県立長井工業高等学校 

 

〒993-0051 
山形県長井市幸町9-17 

TEL 0238-84-1662 
FAX 0238-88-9385 

学法山形明正高等学校 〒990-2332 
山形県山形市飯田1-1-8 

TEL 023-631-2099 
FAX 023-641-9342 

山形県立山形工業高等学校 

 

〒990-0041 
山形県山形市緑町1-5-12 

TEL 023-622-4934 
FAX 023-622-4900 

山形県立寒河江工業高等学校 

 

〒991-8512 
山形県寒河江市緑町148 

TEL 0237-86-4278 
FAX 0237-86-2913 

学法山形電波学園 

創学館高等学校 

〒994-0069 
山形県天童市清池東2-10-1 

TEL 023-655-2321 
FAX 023-655-2322 

山形県立村山産業高等学校 

 

〒995-0011 
山形県村山市楯岡北町１-3-1 

TEL 0237-55-2538 
FAX 0237-55-5134 

山形県立新庄神室産業高等学校 

 

〒996-0061 
山形県新庄市大字松本370 

TEL 0233-28-8775 
FAX 0233-22-7111 

山形県立鶴岡工業高等学校 

 

〒997-0036 
山形県鶴岡市家中新町8-1 

TEL 0235-22-5505 
FAX 0235-25-4209 

学法羽黒学園羽黒高等学校 

 

〒997-0296 
山形県鶴岡市羽黒町手向字薬師沢198 

TEL 0235-62-2105 
FAX 0235-62-2193 

山形県立酒田光陵高等学校 

 

〒998-0015 
山形県酒田市北千日堂前字松境7-3 

TEL 0234-28-8833 
FAX 0234-28-8834 
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宮城県（東情研加盟校 8 校） 

学校名 所在地 電話・FAX番号 

宮城県石巻工業高等学校 

 

〒986-0851 
宮城県石巻市貞山5-1-1 

TEL 0225-22-6338 
FAX 0225-22-6339 

宮城県古川工業高等学校 

 

〒989-6171 
宮城県大崎市古川北町4-7-1 

TEL 0229-22-3166 
FAX 0229-22-3182 

宮城県工業高等学校 

 

〒980-0813 
宮城県仙台市青葉区米ケ袋3-2-1 

TEL 022-221-5656 
FAX 022-221-5660 

宮城県第二工業高等学校 

 

〒980-0813 
宮城県仙台市青葉区米ケ袋3-2-1 

TEL 022-221-5659 
FAX 022-221-5655 

宮城県白石工業高等学校 

 

〒989-0203 
宮城県白石市郡山字鹿野43 

TEL 0224-25-3240 
FAX 0224-25-1476 

宮城県登米総合産業高等学校 

 

〒987-0602 
宮城県登米市中田町上沼字北桜場223-1 

TEL 0220-34-4666 
FAX 0220-34-4655 

仙台市立仙台工業高等学校 

 

〒983-8543 
宮城県仙台市宮城野区東宮城野3-1 

TEL 022-237-5341 
FAX 022-283-6478 

学法東北工業大学 
仙台城南高等学校 

〒982-0836 
宮城県仙台市太白区八木山松波町5-1 

TEL 022-305-2111 
FAX 022-305-2114 

  

 

 

福島県（東情研加盟校１３校） 

学校名 所在地 電話・FAX番号 

福島県立福島工業高等学校 

 

〒960-8003 
福島県福島市森合字小松原１ 

TEL 024-557-1395 
FAX 024-556-0405 

福島県立二本松工業高等学校 

 

〒964-0937 
福島県二本松市榎戸1-58-2 

TEL 0243-23-0960 
FAX 0243-22-7388 

福島県立郡山北工業高等学校 

 

〒963-8052 
福島県郡山市八山田２丁目224 

TEL 024-932-1199 
FAX 024-935-9849 

福島県立清陵情報高等学校 

 

〒962-0403 
福島県須賀川市大字滑川字西町179-6 

TEL 0248-72-1515 
FAX 0248-72-5920 

福島県立白河実業高等学校 

 

〒961-0822 
福島県白河市瀬戸原6-1 

TEL 0248-24-1176 
FAX 0248-24-2781 

福島県立塙工業高等学校 

 

〒963-5341 
福島県東白川郡塙町大字台宿字北原121 

TEL 0247-43-2131 
FAX 0247-43-3841 

福島県立会津工業高等学校 

 

〒965-0802 
福島県会津若松市徒之町1-37 

TEL 0242-27-7456 
FAX 0242-29-9239 

福島県立喜多方桐桜高等学校 

 

〒996-0914 
福島県喜多方市豊川町米室字高4344-5 

TEL 0241-22-1230 
FAX 0241-22-9852 

福島県立勿来工業高等学校 

 

〒974-8261 
福島県いわき市植田町堂の作10 

TEL 0246-63-5135 
FAX 0246-62-7358 

福島県立 
小高産業技術高等学校 

〒979-2157 
福島県南相馬市小高区吉名字玉ノ木平78 

TEL 0244-44-3141 
FAX 0244-44-6687 

学法尚志学園尚志高等学校 

 

〒963-0201 
福島県郡山市大槻町字担ノ腰2 

TEL 024-951-3500 
FAX 024-962-0208 

学法聖光学院 
聖光学院高等学校 

〒960-0486 
福島県伊達市六角3 

TEL 024-583-3325 
FAX 024-583-3145 

福島県立平工業高等学校 

 

〒970-8032 
福島県いわき市平字中剃1-3 

TEL 0246-28-8281 
FAX 0246-28-8084 
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東北地区情報技術教育研究会会則 
 
第１条 本会は、東北地区情報技術教育研究会と称する。 
第２条 本会は、東北地区の工業高等学校における情報技術の振興と会員の資質向上を目指し、相互の連

絡と親睦をはかることを目的とする。 
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 毎年１回の総会 
   ２ 情報技術教育の調査、研究ならびに連絡および情報の交換 
     ３ 施設、設備についての研究およびその充実についての相互協力 
   ４ 会報、研究資料等の発行 
   ５ その他本会目的達成に必要な事業 
第４条 本会の会員は、東北地区工業高等学校の情報技術教育に従事する教職員および本会の趣旨 

に賛同し、これを育成助長しようとするもので、役員会の承認を得たものをもって組織する。 
第５条１ 会長は、東北６県の持ち回りとする。 

      ２ 事務局は、原則として会長の在任校に置く。 
第６条１ 本会は次の役員を置く。その任期は１年とし、再選は妨げない。補欠による役員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

     （１）会長 １名（２）副会長 若干名（３）理事 ６名（各県より１名程度） 
   （４）監査 ２名（５）幹事  若干名 
   ２ 本会に顧問をおくことができる。 
第７条 役員は、会員の中から次の方法で選出する。 
   １ 会長、副会長、監査は、理事会において選出し、総会の承認を経て決定する。 
   ２ 理事は総会において選出する。幹事は会長が委嘱する。 
第８条１ 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、会長事故あるときはその職務を代行する。 
   （３）理事は、理事会を構成し、事業計画・予算・決算などの重要事項の立案、並びに事業の執

行にあたる。 
   （４）監査は、本会の会計を監査する。 
   （５）幹事は、会長の旨をうけて会務の処理にあたる。 
      ２ 顧問は会長の諮問に応ずる。 
第９条 総会は、東北６県の持ちまわりを原則とし、該当県が総会の企画、運営にあたる。 
第10条 総会においては、次の事項を審議・協議する。 
   １ 事業および予算の審議 
   ２ 役員の選出および承認 
   ３ 研究、意見の発表、研修ならびに情報技術教育に関する問題の協議 
   ４ その他必要と認められた事項 
第11条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金および補助金をもって充足する。会費は、 

        １校あたり年額 7,000円とし、会計年度は４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

第12条 本会の会則を改正するときは、総会の決議を経なければならない。 
第13条 本会則は、昭和49年11月27日から実施する。 
付 則 昭和54年９月12日 会費 3,000円に改正（昭和54年度分より実施） 
    平成３年６月13日 会費 5,000円に改正（平成４年度分より実施） 
             会則６条幹事３名を若干名に改正 
    平成６年３月１日 監査は大会当番校教頭、次年度大会当番校教頭とする。 
    平成８年６月20日 会費 7,000円に改正（平成９年度分より実施） 

    平成26年６月12日 会則５条２事務局は、会長の在任校に置く。を、事務局は、原則 

として会長の在任校に置く。に改正 
東北情研理事会資料 
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東北地区情報技術教育研究会  事務局 

  福島県立平工業高等学校 情報工学科 根本純夫 

  〒970-8032 

  福島県いわき市平下荒川字中剃１番３号 

  TEL 0246-28-8281 FAX 0246-28-8084 

  東情研ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  www.toujouken.com 

  事務局ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  nemoto.sumio@fcs.ed.jp 
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