平成 28 年度 新潟県小中学校ＰＴＡ連合会 第４回理事会 議事録
日 時：平成 29 年３月 18 日（土）14：15～15：17
会 場：新潟勤労福祉センター〈新潟テルサ〉大会議室
参加者：役員５名、監事３名、理事 29 名
１ 開 会

事務局

２ 会長あいさつ

平石会長

お疲れ様でございます。先ほどは臨時総会、本当にありがとうございました。感謝申し上げ
ます。県Ｐ連の役員の組織もこれで盤石となります。日Ｐ新潟大会や県Ｐ連の通常の運営に関
しても、スムーズに運べるよう努力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
28 年度もそろそろ終わりますが、理事の皆様は６月の総会まで任期がありますので、最後ま
でよろしくお願いいたします。
本日２回目のあいさつとなりますので、違う話をしたいと思います。今時は卒業式までに、
ほぼ全員がスマホを購入し、式典終了後、全員で“写メ・LINE”の交換をしているようです。
我が家でも、以前、親の反対を押し切り、iPod を親族に買ってもらい、仕方なしに持たせまし
た。しかし、正しい使い方ができず、親が注意を受けるという苦い思い出があります。
スマホや LINE に関しては、28 年度に研修会をさせていただきました。私のように苦い経験
をしないよう、子どもにスマホを与える場合は厳しく管理をしてほしいと思います。
29 年度の議案も慎重に審議していただければと思います。よろしくお願いいたします。
３ 協議事項

議長 佐藤副会長

(1) 29 年度 事業計画

事務局

① 「29 年度年間予定」について
…２ページ参照…
１月 21 日以降に変更のあったところは、次の通りです。７月 15 日（土）理事会において、
互助会の歴史等の説明をさせてほしいとの要望もあり、午前中に理事会、午後から新潟市Ｐ連
を含めての互助会説明会、日Ｐ新潟大会実行委員会と、３つの会議を長岡で開催したいと考え
ており、９月も長岡での開催を考えております。
11 月には、県Ｐ研修・交流会と記載してあります。理事会は 40 人程の規模であり、県Ｐ研
究大会は 10 月に五泉市にて 500 人規模で開催されます。11 月の研修・交流会は 200 人位の規
模で、グループ討議や研修会や交流会をしたいと考えています。組織検討委員会と教育問題委
員会で相談していただき、開催していただけたらと考えます。
５月の理事会で、詳しいものをお示ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
＝＝質疑・なし＝＝
－ 承 認 －
② 「29 年度４～６月の予定」について
…３ページ参照…
＝＝質疑・なし＝＝
－ 承 認 －
③ 「29 年度事業計画（案）
」について
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…４～５ページ参照…
平成 29 年度は、郡市Ｐ連研究推進事業費の助成はなくなりますので、各郡市Ｐ連に 100％配
分される事務手数料の中で開催していただきたい。各郡市Ｐ連で、研究大会のレベルを落とさ
ないようお願いしたいと思います。
＝＝質疑・なし＝＝
－ 承 認 －
④ 「29 年度予算案の概要」について
…６～７ページ参照…
○ 郡市研究推進事業費・県Ｐ安全互助会 事務手数料
・一般会計の収入の部にある互助会からの助成金が０円となります。
・助成金は、互助会の「総合補償制度」と「ＰＴＡ活動補償制度」の余剰金配分の２種類が
あります。
「活動補償助成金」は、単位ＰＴＡで一括加入する「ＰＴＡ活動補償制度」の余剰
金のうち、1 世帯あたり 30 円が配分される助成金です。
・一般会計の支出の部にある事業費の②郡市助成金と③研究推進事業費が０円になります。
28 年度までは、事務手数料収入の一部を充当していましたが、29 年度は、互助会より直接各
郡市Ｐ連へ配分されますので、このようになります。
・28 年度は予備費が多すぎるというご指摘を受け、少なめに修正させていただきました。
○ 広告宣伝料
・広告宣伝料は、平成 28 年度から、県ＰＴＡ安全互助会から入ることになります。
会長：11 月の理事会・交流会についてですが、目的は、日Ｐ新潟大会に向けて、県Ｐ連理事の
皆様で設営をし、分科会なり全体会のプレができればと考えています。組織検討委員会と
教育問題委員会で、組織が決まり次第、話合いを進めていきたいと考えています。
平成 31 年の県Ｐ研究大会は妙高市で開催予定ですので、県Ｐ研究大会五泉大会の時に
引継ぎ式があります。午前中にリハーサルがありますので、スケジュールとして準備して
おいていただきたいと思います。
29 年度の県Ｐ連予算案がありますが、日Ｐ新潟大会での新潟県の自己財源が現状では非
常に少ないので、今のうちから自己財源の特別予算として貯めておかなければならないこ
とを皆様にご理解いただきたいと思います。
＝＝質疑・なし＝＝
－ 承 認 －
⑤ 「29 年度日Ｐ仙台大会・関ブロ群馬大会の経費」について
…８～９ページ参照…
〈 日Ｐ仙台大会 〉
・２月の日Ｐ理事会で、日Ｐ仙台大会の要請数が変更となり、県Ｐ連には 90 名、新潟市Ｐ連
には 45 名の要請がありました。
次期開催地として、
新潟大会にも多くの方に来てほしいので、
参加人数を変更してあります。
・仙台まで出来るだけ安く行くために、高速バスで行く方法を考えています。
・８月 25 日の分科会での日Ｐ新潟大会ＰＲのために、県Ｐ連は 61 名の参加を考えており、
上越から長岡経由と、新発田から新潟経由の２便の貸切バスを考えていますが、高速バスや
自家用車でもよいと考えます。８月 26 日の全体会で、日Ｐ新潟大会の大ＰＲをして帰ってき
ます。
・各郡市Ｐ連の経費負担の問題もあると思います。また、仕事やご家庭のご都合もあると思
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いますが、スケジュールを調整してご参加いただければと思います。
・参加費と旅費については、県Ｐ連で負担します。８月 25 日の宿泊１泊分と、８ページの予
定を超えた参加人数分の全経費については、
それぞれの郡市Ｐ連等でご負担をお願いします。
〈 関ブロ 群馬大会 〉
・参加費と旅費は県Ｐ連で負担いたします。本部役員・校長会以外の参加者の宿泊１泊分に
ついては、各郡市Ｐ連でご負担をお願いしたいと思います。
・各会場は高崎駅の近くですので、ぜひご参加ください。
＝＝質疑・応答＝＝
南魚沼：関ブロ大会では、分科会でのＰＲはないということですか。
事務局：関ブロ大会では分科会でのＰＲはありません。予算の関係もあり、運営面では日Ｐ新
潟大会の参考にならないのではと考え、また各学校の文化祭とぶつかる頃でもあり、例
年通りの人数を設定しました。
－ 承 認 －
事務局：今日の協議事項は、5 月の新旧理事会で承認をいただいた後、総会に上程いたします。
(2) 29 年度 県Ｐ連役員選考について

事務局

…10 ページ参照…
理事会終了後、上越地区、中越地区、下越地区ごとに集まっていただき、役員選考委員の
選出をお願いします。５月７日の役員選考委員会に出席できる方をお願いします。
(3) 日Ｐ新潟大会について

事務局

○「日Ｐ新潟大会開催案 Ver.６」
…11～13 ページ参照…
平石会長が、日Ｐ役員会へ行って説明をしてきた中で、いくつか修正と検討をお願いした
いという項目がありました。
① メインテーマをシンプルにということで、開催案の後ろの（ ）の部分をとった４つの
テーマでお願いします。
② 日Ｐより、参加者数を増やすよう要請があり、6,300 人から 7,000 人に変更しました。
その後、さらに参加要請数を 7,000 人ではなく 8,000 人で開催をしてほしいと要請があり
ましたが、参加者数は 7,000 人で計画してあります。変わったところは、関ブロ 500 人増、
県Ｐ連 100 人増、市Ｐ連 100 人増で考えました。
③ 全体会の第２会場としてハイブ長岡を考え、交渉してもらっています。
・ 平成 30 年の２月に日Ｐで承認されるまで、
（案）が付いたままとなります。
＝＝質疑・応答＝＝
柏崎：参加者が 7,000 人に増えたことで、全体会の会場がアオーレ長岡とハイブ長岡（予定）
の２つの会場になったとき、どのような進行状態でやっていくのですか。
① 映像をつなぐのですか。
② 役員もそれなりに増えるのですか。
③ 各地域によって会場の差があると思いますが、7,000 人という枠組が本当に合って
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いるのでしょうか。会場を他会場でやるというのは、今後増えていくのでしょうか。
会長：① 交渉中のハイブ長岡を押さえることができれば、インターネット回線で、アオーレ
長岡会場でやっている映像をそのままハイブ長岡会場につなぐことを考えています。
② 案ですが、基本的に全国からいらっしゃる皆様にアオーレ長岡会場に入っていただ
き、新潟県のＰＴＡの方からハイブ長岡会場に入っていただき、当日の設営担当の方
から各会場の設営をしていただきたいと考えています。
③ 長崎大会も全体会が複数会場でした。仙台大会は１つの会場で収まりますが、富山
大会も多会場でやるという話になっているそうです。今後、１会場に 7,000 人～8,000
人が入らないところでも開催できるような全国大会を目指せば良いのではないかと、
私個人は考えますので、日Ｐと交渉している状態です。
(4) その他
○ 平成 29 年度「楽しい子育て全国キャンペーン」三行詩募集

事務局

…14 ページ参照…
・６月 19 日必着で県Ｐ連へご応募ください。
４ 報告事項
(1) 各委員会報告
○ 教育問題委員会

内藤委員長

教育問題委員会の活動は、
ほぼ終わっております。
第２回理事会後に研修会を行いました。
次年度の取組もありますので、
しっかりと引継ぎをしながら進めていきたいと思っています。
○ 広報委員会
恩田委員長
広報委員会は、皆様のご協力をいただきまして、第 101 号、第 102 号を無事に発行するこ
とができました。また広報委員会は、年度またぎで、４月８日に広報紙コンクールの第１次
審査が控えております。広報委員の皆様、引続き４月もよろしくお願いいたします。
○ 組織検討委員会

酒井委員長

９月 10 日に県の教育委員会から、
高校再編等について説明していただく研修会を開催いた
しました。今後またこのような機会があれば、研修会を開催したいと考えております。
(2) 「糸魚川大火」義援金募金について
１,９５２,８３２円 （３／16 現在）
20 万円はすでに振り込んでおります。３月 31 日までが募金期間となっておりますので、
４月になりましたら、残りの金額すべてを糸魚川市Ｐ連へお送りしたいと思っております。
糸魚川：昨年末 12 月 22 日に糸魚川市内駅北地区で 147 軒程の大火が発生しました。被災され
た小学生３名、中学生１名、高校生４名に、県の素早い対応のお陰で、義援金をすでに
１月 26 日に被災された方々にお渡ししてあります。今後も各県内の郡市Ｐ連からいただ
く義援金と全国からもいただけると伺いましたので、来年度の役員の方で、スムーズに
被災された方々に届くように対応させていただきます。ありがとうございました。
(3) 外部会議等参加 ※「外部団体会議等参加報告」
…15～16 ページ参照…
(4) その他
…17 ページ参照…
熊本地震の義援金もたくさんいただきました。熊本県Ｐ連よりお礼と報告が来ていますの
でご覧ください。
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５ その他
日Ｐ新潟大会の大会事務局長 金澤 壽一 あいさつ
６ 監事講評
森監事
本日はご多用の中、県内各地よりお集まりいただき、慎重審議ありがとうございました。学
校現場では、中学校は卒業式も終わり、入試もほぼ終わりました。小学校は来週卒業式という
段階に来ております。最近の学校の様子として、子どもが校長室へやって来て「Ａちゃんと同
じクラスにしてください」
「Ｂ先生は勘弁してください」などの直訴がある時期であります。
１点だけ学校現場からお願いがあります。会長からの話にもありました写メについてです。
お父さんお母さん方が授業参観や行事でよく写メを撮られます。それを子どもたちの美しい活
動、楽しい活動として LINE とか Facebook にあげる方も結構おられます。微笑ましい写真なの
ですが、中には、混じって写った他の子どもの親御さんが心配したとか、どこそこの学校の○○
君が写っていたという情報が入ります。個人情報の保護という面で少し控えていただき、周り
の景色や状況も考えて写真等のアップをしていただくとありがたいです。よろしくお願いいた
します。
最後に平石会長を中心に、本年度力強く 22 郡市Ｐ連が協働して歩んでまいりました。先ほど
の協議の内容にもありましたが、来年度の県Ｐ研究大会五泉大会も、さらにその先にある日Ｐ
新潟大会の準備も力強く進んでまいります。当県が掲げている”米百俵の教育の理念”、これ
を自信を持って掲げながら、力強く歩んでいただければありがたいと思います。今後ともよろ
しくお願いします。
７ 閉会のあいさつ
中嶋副会長
皆様、臨時総会に続きまして理事会お疲れ様でございます。この後も、役員選考委員の選出
を含め、実行委員会も残っております。１日大変長い時間となりますけれども、休憩時間にリ
フレッシュをされ、頭の切り替えをされて、また一緒に考えてまいりたいと思います。よろし
くお願いいたします。本日はありがとうございました。
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