平成 29 年度 新潟県小中学校ＰＴＡ連合会 総会議事録
日 時 ：平成 29 年 6 月 10 日（土） 13：30～15：40
会 場 ：新潟県商工会館 7 階大会議室
出席者：来賓 9 名、表彰関係者 11 名
代議員 28 名､委任者 21 名、県Ｐ連新旧理事 41 名
１ 開会
２ 国歌斉唱
３ 「ＰＴＡの歌」斉唱
４ 会長あいさつ

会長

平石 祥吉

皆様こんにちは。平成 28 年度新潟県小中学校ＰＴＡ連合会会長の平石と申します。新潟県小中学校ＰＴ
Ａ連合会総会に、多くの皆様にご参加いただき、誠にありがとうございます。本日はご来賓といたしまして、
新潟県教育委員会 教育長 池田 幸博 様 代理の生涯学習推進課 課長 加茂 辰也 様をはじめとする、
多くの
ご来賓の皆様にご臨席を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、県内の郡市Ｐ連の皆様には、日頃より大変ご支援ご協力をいただき、重ねて厚く御礼申し上げます。
特に昨年は、大きな災害があった年でありました。県内の会員の皆様から募金をしていただき、昨年の４月
の熊本県地震では 250 万円、12 月の糸魚川駅北大火につきましては 280 万円程の義援金をお寄せいただき、
本当にありがとうございました。両義援金につきましては、(公益)日本ＰＴＡ全国協議会を通して、熊本市
Ｐ連、熊本県Ｐ連、大分県Ｐ連に、そして、糸魚川市Ｐ連さんには直接送金させていただき、被災した子ど
ものため、学校のために使っていただく予定となっております。
昨年度も滞りなく県Ｐ連の事業を運営することができました。３つの委員会を軸に事業展開を行いました。
スマホ・ＳＮＳの問題に取り組んだ教育問題委員会、県立高校の将来構想等を理解し、県教育委員会様と接
点を持ち活動した組織検討委員会、県内のＰＴＡ活動を広く発信を行った広報委員会、それぞれ高い意識で
取り組んでいただき、非常に大きな成果を得られたのではないかと思っております。
現在、子どもを取巻く環境は複雑化し、簡単には解決できない今日の状況が見られます。県内でもメディ
ア等で取り上げられましたが、いじめの問題、年々所持率が高くなっているスマートフォン、そしてＬＩＮ
Ｅ等をはじめとするＳＮＳの問題、子どもの貧困、虐待の問題等、あげれば限りがないほど多くの問題を抱
えております。
少子高齢化社会となり、ますますＰＴＡの重要性が増している現在でありますが、一番身近なＰＴＡが、
子どもの行動に目を配り、少しずつでも抱えている課題に対して真摯に取り組んでいる姿勢が、解決に向け
たいい流れになるのではないかと考えております。これからも諦めず、共に汗をかき、子どもたちの明るい
未来のために頑張ってまいりましょう。
また、各ＰＴＡの事例を全国のＰＴＡに発信するため、平成 30 年８月 24 日と 25 日に第 66 回日本ＰＴＡ
全国研究大会新潟大会が開催される予定であります。県内 10 会場での分科会、長岡での全体会に、全国の
8,000 人を超えるＰＴＡの仲間が本県を訪れる予定となっております。
昭和 36 年に新潟市で開催されて以来、
57 年ぶりの全国大会です。開催まで１年と少しとなりました。昨年より実行委員会を開催し準備を進めてお
りますが、県内全ての会員の皆様のご協力が必要であります。“教育の県・新潟”を全国に発信し、新潟ら
しい素晴らしい大会にしてまいりたいと思っておりますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、新潟県内ＰＴＡのますますの発展と皆様のご多幸をご祈念申し上げまして、一言ご
あいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
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５ 来賓祝辞

新潟県教育委員会 教育長 池田 幸博 様

代理 生涯学習推進課 課長 加茂 辰也 様

新潟県小中学校ＰＴＡ連合会総会、誠におめでとうございます。ご紹介いただきました生涯学習推進課
課長の加茂辰也と申します。本日、教育長の池田が祝辞を述べさせていただければよろしかったのですが、
所用がございまして、私の方で祝辞を預かってまいりましたので、代読をさせていただきたいと思います。
平成 29 年度新潟県小中学校ＰＴＡ連合会総会の開催に当たり、一言お祝いを申し上げます。
ＰＴＡ連合会の皆様におかれましては、日ごろから小中学校教育の発展と青少年の健全育成に御尽力をい
ただき、心から敬意を表しますとともに、本県の教育行政に御理解・御協力を賜り深く感謝申し上げます。
また、本日、表彰を受けられます皆様、誠におめでとうございます。心からお祝いを申し上げますととも
に、今後のますますの活躍を祈念申し上げます。
さて、我が国においては、少子高齢化の進展に伴う就学・就業構造や技術革新・グローバル化による社会
システムの変化など、子どもを取り巻く状況が大きく変化しており、教育にもとめられる役割はますます増
大しております。
県教育委員会といたしましては、こうした社会環境の変化を見据えつつ、次代を担う人材、ふるさと新潟
の未来を築く人材を育成していくため、引き続き「個を伸ばす教育」を本県教育の基本理念としながら、基
礎的な知識や能力の習得はもとより、児童生徒一人一人の個性や能力を伸ばしていく教育を推進してまいり
ます。
また、昨年、いじめによる重大な事案が続発しましたことを重く受け止め、本年４月より、義務教育段階
から高等学校教育段階まで、いじめ問題を一元的に統括する「いじめ対策生徒指導支援室」を設置し、生徒
指導や相談体制の強化を図ったところであり、いじめ問題に適切かつ迅速に対応し、深刻化して重大事態に
至ることがないよう全力を尽くしてまいります。
今後とも、子どもたちが小さい頃からの夢や希望を目標に変え、その実現に向かって切磋琢磨しながら、
頑張っていけるよう、環境づくりに取り組んでまいりますので、皆様には、引き続きＰＴＡのリーダーとし
て、一層の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。
終わりに、本日の総会が実り多いものとなりますとともに、新潟県小中学校ＰＴＡ連合会のますますの御
発展と、御参会の皆様の御健勝を祈念しまして祝辞といたします。
平成 29 年６月 10 日

来賓紹介
・新潟県教育委員会 教育長
代理 生涯学習推進課
課長
・新潟県教育委員会 義務教育課
課長
・新潟県教育委員会 生涯学習推進課
副参事
・新潟県小学校長会 会長
代理 理事
・新潟県中学校長会 会長
代理 理事
・新潟県教職員組合 執行委員長
・一般社団法人 新潟県ＰＴＡ安全互助会 理事長
・新潟市小中学校ＰＴＡ連合会
会長
・新潟県小中学校ＰＴＡ連合会
顧問
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新潟県教育委員会 教育長 池田 幸博

池 田
加 茂
大 橋
中 村
大 野
吉 田
濱 中
五十嵐
八 木
廣 上
田 中
堀 川

幸 博
辰 也
伸 夫
英 雄
雅 人
光 夫
力 也
喜代春
克 洋
健二郎
一 昭
義 徳

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

６ 表彰

第 15 回新潟県小中学校ＰＴＡ広報紙コンクール入賞者

【小学校の部】
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
奨励賞
奨励賞
奨励賞

胎内市立胎内小学校ＰＴＡ
糸魚川市立糸魚川小学校ＰＴＡ
五泉市立村松小学校ＰＴＡ
長岡市立阪之上小学校ＰＴＡ
見附市立今町小学校ＰＴＡ
長岡市立和島小学校ＰＴＡ

あさがお
あお空
ふたば松
みつばだより
ふたば
和み（なごみ）

【中学校の部】
最優秀賞
優秀賞
奨励賞
奨励賞

長岡市立東北中学校ＰＴＡ
糸魚川市立糸魚川中学校ＰＴＡ
弥彦村立弥彦中学校ＰＴＡ
燕市立分水中学校ＰＴＡ

かしわ
笑顔
たよりやひこ中
ＰＴＡタイムス

７ 議長選出
十日町市津南町小中学校ＰＴＡ連合会

提案者：事務局
酒井 文夫 代議員

議長あいさつ
皆様こんにちは。ただいま議長を仰せつかりました、十日町市津南町小中学校ＰＴＡ連合会の代議員
をしております、酒井と申します。皆様からの建設的なご意見をいただき、充実した議事の進行に努め
たいと思います。

８ 議事録署名人指名
上越市小中学校ＰＴＡ連絡協議会
阿賀野市ＰＴＡ連絡協議会

議長：酒井 文夫
代議員
代議員

吉越 純一
木村 英樹

＜定足数の確認＞
代議員総数 49 名の内、本日の出席者 28 名、委任状提出者 21 名、出席者と委任状提出の代議員で 49 名で
す。規約第 21 条により、出席者が委任状を含めて３分の２以上となり、定足数に達しておりますので、本総
会は成立いたします。
また、議案の議決には、規約第 22 条により、出席した代議員の過半数の賛成が必要ですので、15 名以上
で可決になります。同数の場合は議長が決することになります。

９ 議事
第１号議案 平成 28 年度会務・事業報告 及び 各委員会報告
⑴ 会務報告
… 要項 3～5 ページ参照 …
⑵ 事業報告
… 要項 6～9 ページ参照 …
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⑶ 委員会報告
教育問題委員会
… 要項 10 ページ参照 …
広報委員会
… 要項 11～12 ページ参照 …
組織検討委員会
… 要項 13 ページ参照 …
質問・意見なし
＝第 1 号議案採択＝

報告者：恩田委員長
報告者：榎本委員

賛成多数で原案通り承認される

第２号議案 平成 28 年度会計収支決算報告 及び 監査報告
… 要項 14～17 ページ参照 …
監査報告
質問・意見なし
＝第 2 号議案採択＝

報告者：内藤委員長

報告者：事務局
報告者：石田監事

賛成多数で原案通り承認される

第３号議案 平成 29 年度役員の選出（案）
提案者：川上役員選考委員長
… 要項 18 ページ参照 …
・県Ｐ連規約：第３章 役員 第 11 条 ⑵ 「監事は、総会において選任する。ただし、会長、副
会長の推薦団体から選任することはできない。」とあるが、「推薦団体から」という部分が分
かりづらいので、「所属団体」と記載を変更した方がより分かりやすいのではないかという意
見があがった。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旨の記
載である。今後検討いただきたい。
質問・意見なし
＝第 3 号議案採択＝

賛成多数で原案通り承認される

新(29 年度)役員就任あいさつ
顧問の委嘱 顧問就任あいさつ
第４号議案 平成 29 年度事業計画（案）
… 要項 19～21 ページ参照 …
質問・意見なし
＝第 4 号議案採択＝

賛成多数で原案通り承認される

第５号議案 平成 29 年度会計収支予算（案）
…要項 22～24 ページ参照…
質問・意見なし
＝第 5 号議案採択＝

提案者：事務局

提案者：事務局

賛成多数で原案通り承認される

その他
糸魚川市Ｐ連：冒頭の平石会長のごあいさつと会計報告にもありましたが、昨年 12 月 22 日に発生
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しました糸魚川駅北大火に際し、県Ｐ連から多分なる義援金を頂戴いたしましたことを、この場
をお借りいたしまして、お礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
糸魚川市も少しずつ復興に向けて進んでおりますし、当日の火災で被災しました糸魚川小学校、
糸魚川中学校の児童生徒たちも、前を向いて一生懸命頑張っております。今後ともよろしくお願
いいたします。大変ありがとうございました。
１０ 報告
①平成 30 年 第 66 回日本ＰＴＡ全国研究大会新潟大会について
金澤事務局次長 あいさつ
… 要項 26～27 ページ参照 …

報告者：事務局

前年度との変更項目について、
４．シンボルマークが決定し、Ｔシャツ・幟旗等に使っていきます。
７．関東ブロック大会が、８月 25 日(土)の閉会式の後に開催されます。
８．全体会会場が、収容人数の関係等で「アオーレ長岡」と「ハイブ長岡」に変更となりました。
９．参加者数が 8,000 人に変更となりました。内訳として関ブロ以外 2,500 人、関ブロ 3,500 人と
変更になります
11．第１分科会、第６分科会の基調講演者が再提案となりました。
②第 57 回新潟県小中学校ＰＴＡ研究大会五泉大会について
… 要項 28～29 ページ参照 …

報告者：五泉市Ｐ連会長

③その他
新潟県教職員組合：「教育を良くする新潟県民会議」では、30 人以下学級を求める請願署名に、毎
年取り組んでおります。今年度、新潟県小中学校ＰＴＡ連合会からも協賛団体として賛同してい
ただくことになりました。ありがとうございました。
12 月の県議会に向けて、この請願署名に取り組んでおります。今後、各郡市Ｐ連の研究大会等
で署名活動についてお願いすることもあると思います。ご協力をお願いいたします。
１１ 議長退任
１２ 連絡事項
事務局
明日、この会場で郡市Ｐ連事務局長会議が開催されます。その際に、日Ｐ研究大会仙台大会の２次案内、
県Ｐ研究大会五泉大会の案内パンフレット等を、事務局長に持って行っていただきます。数が限られており
ます。確実に参加される方に渡るようにお願いいたします。
日Ｐ仙台大会は、分科会の希望を取りません。日Ｐ新潟大会の各分科会毎に参加し、ＰＲ活動をしていた
だきたいと思います。月曜日に申込様式を配信しますので、確実に受け取っていただきたいと思います。
郵送費等の節約のため、会議出席者の皆様に、各郡市Ｐ連事務局宛の文書等をお持ちいただくようお願い
しております。事務局が遠くて届けるのが大変であるとか、日程的に厳しい場合は、郵送いたしますのでお
申し出ください。
１３ 監事講評
加藤監事
本日はお疲れ様でした。第 15 回新潟県小中学校ＰＴＡ広報紙コンクールで受賞された各小中学校ＰＴＡ
の皆様、本当にお疲れ様でした。また、おめでとうございました。新潟日報社の岩本部長さんが書かれてお
られましたように、子どもたちがしっかりと成長するために、学校と家庭や地域の連携を生み出すために、
広報紙が欠かせないということで、広報紙づくりに関わるＰＴＡに共通する部分だと思います。ぜひ皆様ご
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一読いただきまして、活かしていただきたいと思います。広報紙コンクールに参加されていない学校ＰＴＡ
も多数あるようですので、次回はぜひ参加していただければと思います。
会務報告にもありましたように、激務と言えるような大変なスケジュールの中で、役員の皆様本当にお疲
れ様でした。各委員会の理事の方々からもつつがなく進行いただき、29 年度にバトンタッチしたということ
で、本当にお疲れ様でした。
本年は、日Ｐ新潟大会に向けた大事な年になると思います。そういった意味で、しっかりと役員一同頑張
ってまいりますので、皆様からお支えいただきたいと思います。
新潟県下 15 万人位の子どもさんがいらっしゃいます。新潟市が政令市となった関係で、新潟県下には新
潟県Ｐ連と新潟市Ｐ連の２つの団体があります。新潟県Ｐ連の会員数は 10 万人位です。日Ｐ新潟大会での運
営の費用分担についても、新潟県Ｐ連：新潟市Ｐ連で２：１にしたりしています。そういった中で会費の問
題、運営等で皆様に負担等が出ていますが、子どもたちを支えるために、ぜひお力添えをいただければと思
います。
また、日Ｐ新潟大会の参加者数が 1,000 名増えるということは大変なことで、8,000 名をどうしっかりと
受け入れていくか、分科会も含めて運営も大変な部分もあるかと思います。日Ｐ大会を見据えた役員の選考
も含め、各郡市Ｐ連から実行委員会に引続きお力添えをお願いしたいと思います。
総会要項の規約をあまり見ることはないと思いますが、1 年間保存していただきたいと思います。代議員、
理事としての案内が来たときに、自分はどういう立場でこの総会に来ているかが規約に書いてあります。
代議員の方は郡市Ｐ連から選出をされて、地域の代表として総会の議決を含め、この最高の議決の構成員と
いうことで、役員を含めた会務を審議いただく。新理事におかれましては、代議員と同様に郡市Ｐ連から出
ていますが、
県Ｐ連を運営するための会務の執行をしていく部分や、
議決する理事会の構成員ということで、
立場の違いがあります。自分がどういった立場でこの総会の場にいるかをご理解いただき、その責務を果た
していただければありがたいと思っております。
先程、役員選考委員から提案をいただきました役員選出の規約については、役員の方で慎重審議していた
だき、必要であれば改訂の上程を次回の総会等で出していただければと思います。そういった中で、29 年３
月 18 日の臨時総会で、第３章 役員 第 10 条 ２、日Ｐ大会及び関ブロ大会を開催する場合は、副会長を５人
とすることができるとし、今年度は５名としました。第 13 条でも 、任期は連続して２年でしたが、日Ｐ大
会及び関ブロ大会を開催する場合は、連続して４年まで延長することができると改正しました。日Ｐ新潟大
会を責任を持って運営できるように改訂しました。役員もほぼ留年しながら責任を持って運営をしていくと
しておりますので、ご理解とお力添えをいただければと思います。
理事の皆さんは、これから理事会、実行委員会等がありますので、郡市Ｐ連の会議の時には、県Ｐ連の動
きや日Ｐに向けた準備の協力依頼など、意思の疎通をしっかりしていただいて、単位ＰＴＡの方々への情報
提供をお願いします。また、しっかり引継ぎ等もお願いをしたいと思います。
最後に、先程署名のお願いがありましたが、先生の過重労働が過労死レベルまでいっており、事務作業や
生徒指導等で本来の業務ができていないとのことです。時間配分を見ますと、生徒指導に 5.4 倍の時間を割
いているようです。職員の増員の必要もありますが、保護者一人ひとりが自分の子どもの成長を含めて、し
っかりサポートすることでかなり軽減できる部分だと思います。自分の子どもはもちろんですが、友人、知
り合いのお子さんもサポートしていただきたいと思います。今後はＰＴＡに対して、そういったテーマの投
げかけや動きが出てくると思います。
数年前に高校のＰＴＡの理事もしていましたので、一つの情報としてお伝えしたいことがあります。2020
年に大学の入試制度が変わります。
センター試験が廃止され、
大学入学者希望者学力評価テストとなります。
今までのマークシート式ではなく、記述式、複合教科での出題、小論文、面接、プレゼンテーション、大学
入試の希望理由書、持っている資格、各種大会の活動記録等、人物本位の選抜に変わります。これは、明治
以来の高大接続の大改革ということです。今の中学３年生がどう対応していけばいいのか。そういった面も
絡んで、先程の県の公立高校再編問題もあります。県の場合は、生徒数が減っていく中で ” 高校の在り方を
どうするのか ” ということですが、さらに、将来を見据えた部分が担保できるような高校改革になるよう、
皆様からしっかりと意見を言っていただき、自分の子どもがどういう道を行けば良いのかサポートしていた
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だくのが重要なところだと思います。そういった意味でも、小中学生の頃から情報を仕入れながらやってい
ただければと思います。本日は、お疲れ様でした。
１４ 閉会のあいさつ
岩渕副会長
本日は、皆様お疲れ様でした。改めまして、本年度から副会長になりました長岡市出雲崎町Ｐ連の岩渕で
す。私は、ＰＴＡは“わっと、楽しく、集まる会”としていつも心に思って、活動しています。また、中嶋
副会長を目標とし、
少しでも追いつけるように、
早くお役に立てるようにと心がけてまいりたいと思います。
平成 30 年に向けて平石会長と共に、微力ながら頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたし
ます。以上で、平成 29 年度新潟県小中学校ＰＴＡ連合会総会を終わりたいと思います。本日は、ありがとう
ございました。
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