新潟県小中学校ＰＴＡ連合会 第５回(新・旧)理事会 議事録
日 時：平成 29 年 5 月 13 日(土) 14:45～16:30
会 場：新潟県商工会館 ７階
出席者：本部役員(新旧)5 名、監事(新旧)1 名
理事(新旧)35 名

１ 開会

＜進行＞ 事務局

２ 会長あいさつ

平石会長

お疲れ様でございます。私も会長職となり１年が経ちました。皆様方のお陰です。本当
にありがとうございました。
新しい理事の方は、先ほどの安全互助会の話とか、県Ｐ連の活動とか、分からない方が
たくさんいらっしゃると思います。一度に言っても難しいと思います。徐々にいろんな活
動に参加していただきながら、ご理解いただければと思います。
また、今年度は日Ｐの新潟大会に向けて、通常の県Ｐ連の活動にプラスして、かなり会
議に出席する回数も増えました。その中で、新潟県Ｐ連の絆を深めて、より良いＰＴＡ活
動に、また単位ＰＴＡの活動にも活力を与えていただき、この１年間をぜひよろしくお願
いいたします。
３ 協議事項

議長 中嶋副会長

(1) 総会（６／10）の運営について

事務局

…２～４ページ参照…
(2) 28 年度事業報告及び決算について

事務局

○ 会務報告

…５～７ページ参照…

○ 事業報告

…８～12 ページ参照…

※ ８ページ(6) 児童生徒弔慰金で(+1 名)となっているのは、県Ｐ連所属の学校で 28
年度前年度に亡くなられたのですが、申請が 29 年度になったので、29 年度予算で
処理しました。
※ 訂正：11 ページと 12 ページが重複となっており、12 ページには第 14 回 広報紙
コンクール受賞ＰＴＡの名前が入ります。
○ 委員会報告 …13～16 ページ参照…
・ 教育問題委員会 内藤委員長

13 ページ参照

・ 広報委員会

14 ページ参照

恩田委員長

※ 県ＰＴＡ安全互助会からも、広告宣伝費として予算配分をいただけるので、工夫の
ある紙面をお願いします。
・ 組織検討委員会 酒井委員長
○ 決算報告

16 ページ参照

…17～21 ページ参照…

※ 訂正：18 ページの研修費 １ 日Ｐ徳島研究大会、２ 関ブロ茨城大会 と訂正
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Ⅰ 一般会計 １.収入
・広告宣伝収入‥今年度からは保険会社から直接ではなく、保険会社から県ＰＴＡ安
全互助会へ、そして県ＰＴＡ安全互助会から県Ｐ連へ宣伝料をいただくということ
になりました。それで、広告の紙面も大きくなったので、県ＰＴＡ安全互助会から
昨年度と同額をいただきました。
Ⅰ 一般会計 ２.支出
・会議会場費‥会場費が減っているところがあるのは、日Ｐ新潟大会の会議と併せて
開催したので、関ブロ研究大会積立金から支出したからです。
・旅費‥旅費節約のために、複数の会議を重ねて開催しています。
・通信配送費‥郵送費節約のため、できるだけメール配信で対応していますが、メー
ル便等配送費の値上がりで増額となりました。
・備品購入‥日Ｐ新潟大会長岡事務局用にパソコンを購入しました。大会後は県Ｐ連
の財産とし、事務局長が使用します。
Ⅱ 特別会計
⑴ 関ブロ研究大会積立金 ２.支出
・会議旅費等補助費‥本部会・実行委員会、日本ＰＴＡへの説明のための旅費です。
・会議会場費‥日Ｐ新潟大会関係の会議のための会場費です。新潟市Ｐ連と２：１の
負担割合になっています。
⑵ 災害見舞基金
・糸魚川駅北大火募金‥平成 29 年度４月に（先に振り込んだ 20 万円を戻して）残り
の全額を振り込みました。
⑷ 退職金積立基金
・退職金‥駿河前事務局長へ
○ 監査報告

…21 ページ参照…

本日は、３名の監事の方のご都合が悪く欠席ですが、総会の時には監事から報告をい
ただくことになっています。
(3) 29 年度役員について
○ 役員選考委員会結果報告

役員選考委員長 川上理事

…22 ページ参照…
・去る平成 29 年５月７日午前 10 時から新潟県小中学校ＰＴＡ連合会事務局において、
選考委員５名出席のもと、審査を行いました。審査状況・内容につきましては、(5)
になります。
平成 29 年度新潟県小中学校ＰＴＡ連合会の役員の立候補者より届出書等
が提出されておりましたので、選考委員５名で慎重審議の結果、全員資格を有し、適
任であると認めました。
※ 役員の選任について
・県Ｐ連の規約第 11 条⑵ 「監事は、…推薦団体から…」の部分が分かりづらいので、
「推薦団体」を「所属団体」と記載した方が分かりやすいのではないかという意見が
ありました。今後、変更するかどうかご検討いただきたいと思います。
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事務局：
「推薦団体」の言葉が、役員推薦書に記載する推薦者の所属団体のように受け取
られてしまうということでした。推薦者の所属団体ではなく、会長、副会長と同じ所
属団体からは、監事になることはできないということです。
○ 29 年度役員案

事務局

…23 ページ参照…
平成 29 年度役員名記載の選出表 …(別紙) 参照…
・長岡市出雲崎町Ｐ連 安達有紀理事の紀を希に訂正。
○ 各委員会所属案

…(別紙) 参照…

・割振り表をもとに 29 年度委員会を進めていきます。
(4) 29 年度事業計画及び予算について

事務局

○ 事業計画案 …要項 24～25 ページ参照…
⑶ 広報紙セミナーの下越会場の日にちと曜日は、6 月 25 日（日）となります。ご注
意ください。
⑽ 関ブロ研究大会では新潟県を代表して今年度は、
柏崎市立米山小学校より発表して
いただく予定です。
※ 平成 29 年度は郡市Ｐ連研究推進事業の 50,000 円について、県ＰＴＡ安全互助会
よりの助成金配分が変わったため、行わない。
○ 予算案

…27～29 ページ参照…

事務局

Ⅰ 一般会計 １.収入
・互助会助成金…県Ｐ連には一切入ってこないことになりましたので、０円です。
・互助会活動補償助成金…１人 30 円の会員数分となります。会員数が減っておりま
すので、７万円減となっています。また、年度末に余剰金が出ないと助成がないか
もしれません。
・広告宣伝料…県ＰＴＡ安全互助会より『面積を広くし、中身を工夫してもらえば、
広告宣伝料を多く払います』ということです。
・安全普及啓発活動等助成…組織検討委員会と教育問題委員会が合同で研修会を行う
際に、
安全普及啓発活動に関わる内容であれば 35 万円を申請することができます。
ただし、残金は返金することになります。
Ⅰ 一般会計
・研修費…②関ブロ群馬大会は、近県なので昨年度よりも減らしてあります。
・事業費…②郡市助成金と③郡市研究推進事業費について、総合補償制度の事務手数
料の方で、直接郡市Ｐ連に配分しますので、０円です。
・通信配送費…ゆうメール等、ヤマト運輸が値上げをするというニュースが流れてい
るので、それを見込んで増額してあります。
・印刷費…紙代が値上がりするらしいので、増額してあります。
Ⅱ 特別会計
⑴ 関ブロ研究大会積立金 ２．支出
・日Ｐ新潟大会分科会費…主管事務局に 10 万円振り込んであります。ご確認ください。
・会議旅費等補助金…29 年度は実行委員会を６回予定しており、本部会、部会等多く
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開催されるので 170 万円となっています。
・日Ｐ共通経費…長岡市より全面協力をいただき、長岡市教育委員会の中に大会事務
局を開設しました。実行委員会でいろんな会場を使う会場費、ＰＲのためのＴシャ
ツ、ＰＲビデオ、のぼり製作等に使われ、新潟市と２：１の割合で負担となります。
(5) 研究大会について
○ 30 年日Ｐ研究大会 新潟大会 …(別資料) 参照
事務局：太字が前回の資料と変更になっているところです。
・シンボルマーク…５月の日本ＰＴＡ全国協議会の役員会で承認された後、名刺・Ｔシ
ャツ等に使用されます。
・メインテーマ…シンプルにということで、括弧の補足部分をとらせてもらいました。
３月の実行委員会で確認をしております。
・全体会会場…アオーレ長岡会場の他にハイブ長岡との２会場になります。新潟県の皆
様は、ハイブ長岡会場になります。
・参加者数…8,000 人となります。
・分科会領域内容：第 1 分科会と第６分科会が再提案となります。第２部分科会は、再
確認となります。全体会の記念講演者も検討しておりますが、１年位前にならないと、
スケジュールが確定しないとのことなので確定し次第、報告させていただきます。
・協力郡市Ｐ連、各分科会の代表の方のお名前が違う場合お知らせください。
＊南魚沼郡市Ｐ連： 植木
・６月 24 日に第１回渉外部会議を開催いたしますので、後日ご案内いたします。
・８月の日Ｐ仙台大会に日Ｐ新潟大会のチラシを持参し、ＰＲします。
○ 日Ｐ仙台大会について … 26 ページ参照
・新潟大会のために仙台大会前日の準備・打合せの様子を見せていただくため、例年よ
り参加日数が増えています。
・参加費は原則県Ｐ連で負担いたします。ただし、参加者一覧表の人数より多く参加し
たいという場合は、超過人数分の参加費を郡市Ｐ連でご負担いただきたいと思います。
・宿泊費については、28 年度と同様に１泊分をご負担いただきたいと思います。
○ 関ブロ群馬大会について
・新潟大会のＰＲができるのは全体会の時だけです。
・宿泊費をご負担いただきたいと思います。
＝＝意見＝＝
・日Ｐ新潟大会開催案 ４ページ 渉外部員枠内 長岡津南を長岡出雲崎に訂正
板倉総務部長：名刺等を作成する関係で分科会実行委員長・協力郡市Ｐ連代表者が、29
年度だけなのか、29・30 年度継続なのかを知りたいので、後ほど確認をさせていた
だきます。
柏崎：貸切バスの金額は、見積りを取ったものか、これから取るものかを知りたい。
事務局：見積りをとっています。
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○第 57 回 新潟県小中学校ＰＴＡ研究大会 五泉大会

五泉市Ｐ連 齋藤理事

…30・31 ページ参照…
新メンバーで月に 1 回実行委員会を開き、当日に向けて万全に進めていき、大会を成
功させたいと思いますので、よろしくお願いいたします
・９．日程のアトラクションは、愛宕小学校 たま公ミュージカルが１つ増え、受付時
間を 11：30 から 12：30 に、(0)アトラクションが 12：30 から 13：05 に訂正となり
ます。
事務局：修正箇所がありますが、
６月 11 日事務局長会議に配布できるようにお願いします。
(6) 県教職員組合の署名活動への協力について

教職員組合 岩嶋

…32～35 ページ参照…
新潟県教職員組合も加盟しております「教育を良くする新潟県民会議」では、子ども
たち一人ひとりに行き届いた教育を実現するための取組を進めております。きめ細やか
な教育を実現するためには、
『小・中学校全学年で 30 人程度の少人数学級の実現、教職
員定数増、教育予算の増額が不可欠である』と考え、毎年 30 人以下学級にと請願署名に
取組んでおります。
33 ページが署名用紙です。昨年度は、県ＰＴＡ研究大会魚沼大会で、多くの皆様から
署名にご協力いただきましてありがとうございました。しかし、昨年度 87,700 というた
くさんの署名をいただいたのですが、残念ながら県議会で請願が通らず不採択となって
しまいました。今年こそ、採択されることを目指し、引き続き署名活動を行いたいと考
えております。そこで、県ＰＴＡ連合会の皆様からも署名の趣旨をご理解いただき、協
賛していただければと考え、このような貴重な時間をいただきました。
…34・35 ページの資料参照…
皆様もご承知のとおり、
“いじめ、不登校”
、近年は“子どもの貧困”が大きな社会問
題になっています。学校を取巻く環境が複雑・困難化し、就学援助等を受ける児童生徒
は２倍、障害に応じた指導を受けている児童生徒は 2.3 倍等に増え、教職員の現場が大
きく変化しております。教員の実状として 40 年前に比べ、事務的業務 1.4 倍、部活動の
指導 2.8 倍、生徒指導 5.4 倍に対して、授業準備・研修時間が減少しています。特に中
学校の教員の在校時間は 12 時間を超えています。諸外国と比べて、はるかに長い勤務時
間となっています。教員の過酷な勤務実態については、35 ページの 5 月７日付新潟日報
の社説をお読みいただきたいと思います。
子どもたちにきめ細やかな指導を充実させるために、いじめ・不登校等の教育課題に
対応するためには、教職員定数を増やし、子どもたち一人ひとりに目を行き届かせ、じ
っくりと寄り添う時間の確保が必要です。2001 年度に新潟県は全国に先駆けて、小学校
１，２年生の 32 人以下学級を実施しました。2015 年度から小学校１，２年生で 32 人、
小学校３年生以上の小・中学校全学年で 35 人以下の少人数学級が導入されました。これ
は、
私たちの願いである 30 人以下学級実現に向けた大きな進歩となっています。
しかし、
小学校３年生以上の 35 人以下学級につきましては、１クラス 25 人を下回らないとする
「下限 25 人設定」があるため、対象とならない学級もたくさんあり、たくさんの児童生
徒を 1 人の先生が担当するという現場実態があります。
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新潟県内には、養護教諭・栄養教諭・栄養職員・事務職員が配置されていない学校と
いうのもあります。これらの教職員を全校配置することで、子どもたちの心のケア、食
教育の充実、いろんなところで今以上に子どもたちが安全に安心に学校生活を送ること
ができると考えます。
また、県内では特別支援学校の高等部に進学する生徒が、年々増加しています。特別
支援教育に関わる教職員を増やすというのも、早急に取組んでいかなければいけないこ
とだと考えます。
教育は未来への先行投資です。豊かできめ細やかな教育と行き届いた教育実現のため
には、教育予算を拡充して少人数学級実現などによる環境設備が不可欠です。ぜひ、こ
れらの趣旨をご理解いただき、この署名活動に協賛をしていただければと思いお時間を
いただきました。ぜひよろしくお願いいたします。
※ 学校現場より

中学校長会： 五十嵐

中学校現場では、土曜・日曜の部活動を含め、県の方では７時退勤という取組をして
おりますが、当校の場合、退勤は平均で 8 時を過ぎております。早く帰るようにと指導
はしておりますが、様々な課題があり、難しい状況です。一番私自身が引っ掛かってい
るのが個人情報の取扱いで、成績処理・通知表等を家に持ち帰れないのも大きいという
気がしています。
学級の人数が中学校の場合、35 人学級になっておりますが、下限がありまして、学校
によっては 38 人、最多 40 人という学校もございます。そういった中で、１学級の生徒
数が少なくなるということは、細やかな対応が考えられますし、その分教職員の事務の
負担量も減っていくということで、より充実して教育の提供が考えられると思いますの
で、ぜひ署名運動の方をよろしくお願いいたします。
事務局：ちなみに、新潟市は採択されました。新潟市と教育に差が開かないようにするた
めにもよろしくお願いします。
(7) その他
○ 広報紙コンクールの結果（広報委員会）

恩田委員長

…36 ページ参照…
５月７日(日)午後に第 15 回広報紙コンクール最終２次審査を行いました。審査委員長
として新潟日報社の報道第二部長をお招きし、選出をさせていただきました。小学校 35
校、中学校 15 校の応募があり、表の通りの結果となりました。詳細は割愛させていただ
きます。最優秀賞から奨励賞の受賞校は 6 月 10 日の総会時に表彰させていただきます。
事務局：広報紙コンクールの結果については、本日の理事会の後に表彰式のご案内をさせ
ていただきます。
○広報紙セミナー
…要項 37 ページ参照…
事務局：下越地区聖籠会場の開催曜日が土曜日となっており、訂正版を日曜日で出させて
いただきました。会場については、地区にこだわらず参加しやすい会場に参加していた
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だき、各会場に新潟日報社の方から指導に来ていただきます。ぜひ、来年の第 16 回広報
紙コンクールに活かしていただきたいと思います。
○ 県Ｐ連研究推進事業
…要項 38 ページ参照…
事務局：29 年度は助成がありませんが、事務手数料が使えましたら、そちらを使って開催
をしていただき、単独開催が厳しい場合は合同開催等も検討していただけるとありがた
いと思います。よろしくお願いいたします。
訂正：湯沢町ＰＡＴを湯沢町ＰＴＡに訂正
○ その他
…別紙参照…
事務局：① 日Ｐ新潟大会の参加者数の要請数が増えました。各郡市Ｐ連の太字で書い
てある人数の方からご参加いただきたい。この方々は１人 5,000 円の大会参加費がか
かります。人数と参加費を掛けた金額を各郡市Ｐ連から納めていただく形となります。
この大会参加費は、郡市Ｐ連ごとに違うと思いますが、郡市Ｐ連から出すのか、単
位ＰＴＡで負担していただくのか、今年度の予算あるいは、郡市Ｐ連会議できちんと
伝えていただきたいと思います。例えば新発田市Ｐ連では、一昨年から研究大会費を
積み立てて、この大会参加費に備えていたということです。それぞれの郡市Ｐ連でご
検討ください。
再確認ですが、太字のところは各郡市Ｐ連で負担していただく金額です。
② 分科会費を 10 万円ずつ、昨年度８分科会に入金しました。複数の郡市Ｐ連で開催
するところは、旅費等で使っていただきました。単独開催の分科会で、郡市Ｐ連の会
議の時に同時開催したりして、経費を節約してくださったところもありました。監査
の方から、29 年度は県Ｐ連の予算であり、30 年度は日Ｐの大会予算になるので分ける
必要があるので、29 年度末には一旦精算して繰り越さないよう指導がありました。旅
費または、仙台大会の参加費・宿泊費に使っていただければと思います。
＝＝意見＝＝
南蒲原：別紙の大会参加費に端数があり、数字があわないようですが、直したものを出し
てください。
事務局：参加人数の計算（１.４％）の際に端数が残っていたためのようです。再度、出さ
せていただきます。
－承認－
4 報告事項
(1) 各委員会からの報告
○ 教育問題委員会
○ 広報委員会
○ 組織検討委員会
事務局：後ほど、各委員長さんを決めていただきます。
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広報委員会の報告に見積りの記載があり、６ページよりも８ページの方が機械折のた
め人件費がかからないので安いことが分かりました。委員会等で検討いただければと思
います。
(2) 外部会議等参加
…要項 39 ページ参照…
年間会議予定
…要項 40 ページ参照…
事務局：太字のところは決定しておりますが、細字のところは変動する可能性があります。
小さくて見づらいかも知れませんが、ＨＰでも見られますのでよろしくお願いいたしま
す。
５ その他 (事務連絡等)

事務局

○ 案内等送付方法
事務局：理事の皆様にはオレンジの付箋が付いていたかと思います。郵送費等削減のため
メール配信をさせていただいております。時間的にもメールの方が早いので、アドレス
登録をさせていただきたいと思います。新しい理事の皆様、よろしくお願いいたします。
６ 監事講評

熊倉監事

平成 29 年度監事就任予定の小学校校長会の熊倉達也と申します。
今日は長時間に渡って
本当にお疲れ様でございました。３点ほど申し上げたいと思います。
１点目ですが、ぜひ学校の職員と力を合わせて子どもたちの健全育成のために、環境整
備にご尽力いただきたいと思います。保護者の代表である皆様から、学校の現状等をよく
理解していただいて、子どもにとって何が必要なのかを真剣に共に考えていただく姿勢を
持つことが、ＰＴＡの役員として本当に大事かなと思っています。
ご案内の通り、学習指導要領が文部科学省から発表されまして、平成 32 年からが正式と
なりますが、その前に来年から道徳が教科となります。教科ということは、評価が出てき
ます。
“どうやって評価したらいいのか”研究しなくてはいけないのです。小学校５,６年
生は英語が教科として入ってきますし、英語活動が３,４年生から入ってきます。中学校
は部活動の超過勤務など様々な問題がありますが、学校で職員は目の前の事に一生懸命に
取組んでいるわけです。その辺のところを、子どもたちにしわ寄せが来ないよう、職員が
そして親御さんが、ちゃんと子どもたちと向き合えるような環境を、子どもを中心にして
学校とＰＴＡと力を合わせて、どうやったらいいかを共に真剣に考えていっていきたいも
のだと考えています。
２点目、県Ｐ連の事業は６月 10 日からが正式なスタートとなりますが、実際に郡市Ｐ
連、単位ＰＴＡとかは動いているわけです。着実に、そして成果が上がるようなＰＴＡ
の活動を展開していきたいものだと思っています。そのためにも、皆様方県Ｐ連の理事
でいらっしゃいます役員相互の連携、事務局との連携をしっかりとっていただいて、役
員が結束を高めていくことが大事だと思います。
話がありました日Ｐ新潟大会の準備が本格化するということで、様々な仕事が上がっ
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てくると思いますが、ぜひ結束を保って事業を進めていただき、大きな成果を上げてい
ただきたいと思います。
３点目、
規約についての見直しの話もありました。
新しい方もいらっしゃいますので、
会議の時に規約を載せていただくと、どこに書いてあるのか、変える目的とか組織とか
確認できるのでよいのではと思いました。
いずれにしましても、平成 29 年度は力強く県Ｐ連の活動がスタートするように、ぜひ
お願いしたいと思います。今日は、ありがとうございました。
７ 閉会のあいさつ

齋藤副会長

皆さんお疲れ様でした。旧の役員の皆さんは、あと 1 ヶ月ほどで卒業ということになり
ます。1 年間、本当にありがとうございました。新役員の皆さん、今日来られてチンプン
カンプンだったところもあると思いますが、私も５年前はチンプンカンプンで過ごした人
間です。ですから、新旧の方で引継ぎをしっかりしていただいて、分からなければ本部や
事務局に問い合わせていただければ、皆さんお答えできると思います。
新理事の皆さん、1 年で終わらず平成 30 年度も引続きやっていただければ、日Ｐ大会終
了後のおいしいお酒が飲めるかと思いますので、ぜひ継続してやっていただきたいと思い
ます。今日は 1 日お疲れ様でございました。ありがとうございました。
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