平成 29 年度 新潟県小中学校ＰＴＡ連合会 第 1 回理事会

議事録

日 時：平成 29 年 7 月 15 日（土）10：30～11：40
会 場：アオーレ長岡 ３階 協働ルーム
参加者：役員５名、監事３名、理事 21 名
１
２

開

会

事務局

会長あいさつ
平石会長
おはようございます。今年度第１回目の理事会です。総会では、皆様方に大変お世話になり、
ありがとうございました。今日は会場が長岡ということで、平成 30 年日Ｐ全国大会の全体会会
場の１つになります会場をお借りして、理事会を開催いたしました。長岡市Ｐ連の加藤会長に
も本当にお世話なっております。
昨日夕方、日本ＰＴＡ全国協議会 佐藤常任理事が来県され、全体会会場のアオーレ長岡とハ
イブ長岡、長岡市内のレセプション会場のホテルニューオータニ長岡等を視察されました。今
日の午後の実行委員会にもご出席されます。皆様よりいろいろなご質問をしていただければと
思います。
また、６月 23 日には日本ＰＴＡ全国協議会で総会がありました。今回、役員が大幅に変更に
なりました。会長は寺本会長から長崎県の東川会長に代わり、副会長も新たに３名選任されま
した。常務理事には新しく、本日いらっしゃる佐藤常務理事が選任されました。東川会長は、
全国大会長崎大会の実行委員長も務められ、昨年度からいろいろと相談にのっていただいた間
柄でもあります。新潟大会に向け、大きなご協力をいただけるのではないかと思っています。
機会を見て、東川会長も新潟県にいらっしゃるということですので、ご期待をいただければと
思います。
今日は第 1 回理事会ということで議案も多めではありますが、皆様からご意見をいただきな
がら進めてまいりたいと思います。本日は長丁場となりますが、よろしくお願いいたします。
＜長岡市出雲崎町小中学校ＰＴＡ連合会 会長 あいさつ＞
加藤会長
皆さん、おはようございます。長岡市出雲崎町小中学校ＰＴＡ連合会会長を仰せつかってお
ります加藤 武と申します。小学校は駅の反対側にあります阪之上小学校で、米百俵のいわれを
もち、子どもたちも“米百俵の学校”として親しんでおります学校のＰＴＡ会長を務めさせて
いただいております。
この会で、ごあいさつさせていただくのは３回目になります。１回目は鷲尾会長の代理で、
市Ｐ連インディアカ大会がありましたので、インディアカの格好でやってまいりました。昨年
は市Ｐ連のソフトボール大会がありまして、野球の格好でやってまいりました。今回やっと普
通の格好で参加させていただきましたことに大きな喜びを感じております。
簡単に長岡市出雲崎町Ｐ連の活動をご紹介させていただきます。私は昨年から会長を仰せつ
かっておりまして、方針としまして、
“コンパクトにインパクトを！”というテーマで進めさせ
ていただきました。何かと話題になりますＰＴＡ活動ですが、様々な方から見たときに、一人
ひとりの活動、そして全体の活動がコンパクトでありながら、何と言っても子どもたちや地域
にインパクトを残さなくてはいけないということです。理事会の方々からのご理解をいただき
まして、非常に円滑に運営ができたと思います。
今年度は、“コンパクトにインパクトを改（かい）”ということで、思案しながらやっている
ところです。単位ＰＴＡや学校の方でも、保護者の方々の生活様式の変容や働き方改革を踏ま
えながら、参加しやすく、それでいて活動がスムースに進む、そういったものを目指していま
す。皆さん、各学校あるいは地区で、ＰＴＡ活動に大変ご苦労されていると思いますが、何と
言っても楽しいことが一番重要だと思います。
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平石会長の運営のもと、非常に活発に来年に向けて活動されていると思います。当地長岡は、
ラーメンの町だけではございません。枝豆コンテストもありますし、いろんなものがあります。
ぜひ今日、少しでも長岡を楽しんでいただければと思います。
今日は、楽しく活発なご議論をしていただければと思います。

３

協議事項
議長 齊藤副会長
⑴ 日Ｐ研究大会仙台大会参加について
―要項２～４ページ参照―
・ 参加者について、貸切バスを大勢の方に利用をしていただくと割安になるので、変更を
お願いしたりしている。
・ 県Ｐ連 88 名・新潟市Ｐ連 45 名、新潟大会に関わってくださる日本旅行さん、全体会の
運営をお願いするダスキンレントオールさんも別行動で参加する。
・ 旅費の起点については、自家用車で行かれる方も、旅費規程によって最寄りの公共交通
機関を使って行った場合として計算、もしくは貸切バスで行った場合として計算する。
・ 参加分科会の希望はとっておらず、新潟大会のＰＲがメインとなるので、新潟大会と同
じ領域の分科会にまとまって参加してもらう。
・ 懇親会は新潟市Ｐ連と合同でやる。
・ レセプションは県Ｐ連 25 名・新潟市Ｐ連２名の参加で、次期開催地のあいさつもある。
・ 参加証や高速バスの切符などをそれぞれの自宅に送付する。宿泊費の請求書等は、各郡
市Ｐ連の事務局に請求させていただくことを考えている。
＝＝質疑なし＝＝
⑵

関ブロ群馬大会発表校の進捗状況について
事務局
―要項５ページ参照―
・ 第２分科会で、柏崎市立米山小学校ＰＴＡから発表していただく。
・ 文化祭シーズンで各校の行事日程と重なるので、参加できる方に参加していただく。
＝＝質疑なし＝＝

⑶

30 年日Ｐ研究大会新潟大会について
平石・事務局
―要項６～10 ページ参照―
７ 開催日・日程 … ８月 23 日の 10 時からスタートで、日Ｐ三役会・理事会が 15:30 に
かけて行われる午前日程が追加になっている。
８ 会 場 … 第４分科会の領域が「地域連携」だけから、日本ＰＴＡ全国協議会から広
報活動も含めて取組んでもらいたいという依頼があり、見附市Ｐ連にお願いしたとこ
ろ快く引き受けていただいたので、「広報活動」が追加になっている。
11 分科会領域の内容（案） … 第１分科会は、基調講演者の横澤夏子さんが１年前から
では確約できないため、横澤夏子さんのお母様で、糸魚川市カウンセラーをされてい
る横澤富士子さんとなる。
第２、第６については、現在交渉中であるため再提案となっている。
実行委員会組織図
・総務部の下に協力郡市Ｐ連の名前があったが、総務部の業務だけではないので外し、一
番右側に持っていき、協力郡市Ｐ連の皆様方にはいろいろなところでご協力いただく。
・渉外部 … 分科会担当の郡市Ｐ連からそれぞれ記載のメンバーを出していただいてい
る。渉外部の下に協力郡市Ｐ連とあるが、各郡市Ｐ連の中でお手伝いいただくというこ
とである。
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・分科会実行委員会についても、渉外部と同様である。
・全体会部、総務部・記録部（未定）となっているところについても、部員のところに名
前が入るようになる。
・仙台大会で配るチラシについて、上方の８枚の写真は分かりやすいものに変え、分科会
会場の正式名称を記載した。
会長：変更点については、６月 23 日に日本ＰＴＡ全国協議会の理事会で指摘された事項もあ
り、変更となりました。基本的な日程等の変更はありませんが、ＰＲビデオ並びにチラシ、
分科会領域の広報活動を追記の３つが変更となっております。
現状を皆様にお伝えしますと、８月の仙台大会が終わるまでは協議が進まない状況で、
７月 25 日に日本ＰＴＡ全国協議会の方で理事会があります。仙台大会でＰＲをさせていた
だくので、最終的にはそこでＯＫが出るのではと思われます。そのＰＲビデオについて、
時間を５分以内に短縮したので、少しまた変更がありました。実行委員会を経て、皆様方
にお見せできる機会があると思いますので、よろしくお願いします。
＝＝質疑なし＝＝
⑷

県Ｐ研究大会五泉大会について
事務局・五泉市Ｐ連理事
―要項 12 ページ参照―
事務局： 人数割当てについては、総会要項に記載してある。
例年は、閉会式で次期開催地に大会旗が渡されるが、30 年度は日Ｐ新潟大会を兼ねてい
る。次期開催地が８分科会あるので、その８郡市Ｐ連で受け取っていただくことになる。
五泉市Ｐ連事務局には、８分科会からアピールがあるかもしれないので、閉会式が伸びる
かもしれないとお願いしてある。各分科会担当者の方は、アピールを考えておいていただ
きたい。
例年、全体予行練習で引継式のリハーサルを行っているので、早く来ていただくような
形になるが、よろしくお願いしたい。
確認事項が 12 ページにある。費用の分担、会計処理の仕方等、来賓、ステージの設営等、
確認いただきたい。
五泉市Ｐ連（齋藤会長）：
五泉市Ｐ連の実行委員会では来週第３回目を開催し、本格的に各部の方でも進めており
ます。確認事項等、この後本番に向けてより近い形で計画を練っていくことになっており
ます。実践発表についても時間の配分等、修正をかけて本番には良い発表になるよう進め
ております。
お忙しい中、各郡市Ｐ連に取りまとめをお願いしております。その期限が７月 28 日と迫
っておりますがよろしくお願いいたします。
遠いところからお越しの方もいらっしゃると思いますが、良い会になるように。お待ち
しておりますので、よろしくお願いいたします。
＝＝質疑なし＝＝

⑸

29 年度県Ｐ表彰及び日Ｐ会長表彰について
事務局
―要項 13～14 ページ参照―
県Ｐ連会長表彰として、各郡市Ｐ連から団体表彰６団体、個人表彰 15 名、個人感謝状
92 名を推薦いただいた。県Ｐ研究大会五泉大会で表彰式があるので、参加のご案内をさせ
ていただく。
本部役員会で日Ｐ会長表彰について検討し、推薦いただいた６団体の中から、新潟県Ｐ
連からは、新発田市立外ヶ輪小学校ＰＴＡと刈羽村立刈羽中学校ＰＴＡの２校を団体表彰
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として推薦させていただきたい。個人表彰は推薦数４名なので、駿河前事務局長、28 年度
の酒井組織検討委員長、恩田広報委員長、内藤教育問題委員長を推薦させていただきたい。
＝＝質疑・応答＝＝
柏崎市Ｐ連：刈羽中学校が日Ｐ会長表彰に推薦された後、何かあるのでしょうか。
事務局：日Ｐ会長表彰が確定すれば、11 月 20 日頃に東京のホテルニューオータニで表彰式
が行われるので、ご案内をさせていただく。
例年、団体推薦の２校の内どちらか１校に、関ブロで実践発表をしていただいている。
今年度は、柏崎市立米山小学校ＰＴＡが関ブロ発表で、昨年度日Ｐ会長表彰を受けられた。
その前の長岡市立石坂小学校さんも同様であった。
ただし、来年は関ブロが日Ｐ新潟大会なので、再来年の発表になるかと思われる。しか
し、来年の新潟大会分科会で実践発表するということになれば、それに代わることになる。
⑹

「たのしい子育て全国キャンペーン」（三行詩）について
事務局
―要項 15 ページ参照―
小学校 116 点、中学校 318 点、一般 26 点の応募をいただいた。７月１日に本部役員、各
委員長、事務局の８名で審査を行った。今まで最優秀賞はなかったが、広報紙が８ページ
編成になった関係で、最優秀賞の作品を紹介させていただくことになった。
小学校５点、中学校５点、一般５点を日本ＰＴＡ全国協議会に推薦させていただいた。
＝＝質疑なし＝＝

⑺

29 年度各委員会の活動計画について
○ 広報委員会（榎本委員長）
―要項 16 ページ参照―
・来年度日Ｐ大会がある関係で、今年度は８ページ。
・県ＰＴＡ安全互助会の事故内容、組織検討委員会・教育問題委員会の研修案内を載せる。
・２ページに、県Ｐ連が何をやっているのかを知ってもらうために事業内容を載せる。
・３ページに、沖縄の日Ｐ国内研修に参加した２名の記事・写真を載せる。
・５ページに日Ｐ新潟大会特集を載せ、７ページに三行詩コンクールの入選者の名前と作
品を載せる。視覚的に県Ｐ連と日Ｐ新潟大会のことを知ってもらうような形にしていきた
い。
○ 教育問題委員会・組織検討委員会（杉原組織検討委員長）
・今年度は、教育問題委員会と２委員会で一緒に、来年度の日Ｐ新潟大会に向けて、11 月
にプレ研修会の活動を計画している。
・経過としては、理事会前に委員会を行い、研修会の講師の方の１案、２案を決め、折衝
に入る。
・会場は長岡ということで、事務局に依頼している。
・研修会の他に、事例発表を行うという方向で教育問題委員会と計画を立てている。
＝＝質疑なし＝＝

⑻
○

その他
事務局
Ｈ30・31 広報紙セミナーについて
―要項 17 ページ参照―
・今年度は、妙高市・小千谷市・聖籠町・新潟市の４地区で開催し、無事終了したことを
感謝申し上げる。
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・30 年度は、各郡市Ｐ連も日Ｐ新潟大会の準備等で非常に大変になると思われるので、来
年度は１回休みとし、31 年度に再度スタートさせていただくことを提案したい。
・31 年度の開催地は、上越地区・上越市、中越地区・南蒲原、下越地区・胎内市、新潟市
で会場を借りていただき、講師は新潟日報社に依頼し、セミナーの準備・開催をしていた
だくのでどうか。
＝＝質疑なし・賛成多数により承認＝＝
○

Ｈ31 第 59 回県Ｐ研究大会
―要項 18 ページ参照―
・30 年度は日Ｐ新潟大会が県Ｐ研究大会を兼ねるということになっている。つまり、30
年に８つの郡市Ｐ連が県Ｐ研究大会を行うことになる。
・今までは上越地区・中越地区・下越地区がローテーションで開催されていたが、上越地
区は上越・糸魚川・妙高の３郡市でローテ－ションとなる。回りが早くて負担が大きいの
で、上越地区は１回休みとしてローテーションを作成している。
・30 年度で変則的になり、上越地区の負担も大変なので、31 年度から一旦クリアーにして
考える。上越・中越・下越に分けているのは、会場が近いと大勢参加できるメリットがあ
る。開催するには負担も大きく大変ではあるが、100 万円の予算が付いており、地元で自
分たちの思いを込めた大会を開催することができるという利点がある。
・今 22 ある郡市Ｐ連で、平成 30 年度を含めて 22 年間に１回順番に回したい。同じ地域の
開催が続くこともあるかもしれない。
・31 年度は、中越地区の十日町市津南町Ｐ連にお願いしたい。

十日町市津南町Ｐ連理事：郡市Ｐ連の会議で聞いております。決定ということであれば、郡
市Ｐ連の方でも承諾を得たので大丈夫だと思います。
糸魚川市Ｐ連：事務局の提案通りにお願いしたい。
上越市Ｐ連：事務局案でいいと思います。
＝＝質疑なし・賛成多数により承認＝＝

４

報告事項
事務局
○ 県いじめ問題対策連絡協議会 メッセージ
県教育委員会の出前講座「新潟県いじめ見逃しゼロ県民運動」県民講座
日時：８／20（日）13：00～14：30（終了後、日Ｐ新潟大会第６回実行委員会）
会場：県生涯学習推進センター 大ホール（新潟市中央区女池 県立図書館隣）
講師：工藤 ひとし 氏
・昨年は、1 年間に県Ｐからの弔慰金は４名分だったが、今年は３ヶ月間で３名となってい
る。県の教育委員会も危機感を持っており、県教委とタイアップし、出前講座という形に
したい。保護者の皆さんや一般の方々にも 90 分で話をさせていただきたいと依頼があった。
夏休み明けが危険な時期でもあり、少しでも早くということで、８月 20 日の開催となっ
た。８月 19 日の第６回実行委員会を８月 20 日に変更し、第６回実行委員会の前に、新潟
県Ｐ連・新潟市Ｐ連・一般の方に一緒に出前講座に参加していただきたい。会場は、県立
自然科学館の隣の県立図書館と同じ建物の中に、県立生涯学習推進センターがある。講師
は元中学校校長の工藤ひとし先生。生徒指導の良い話が聴けると思う。
・実行委員会に出席される方以外、理事の皆さんの旅費は出ないが、ご参加いただきたい。
第６回実行委員会の案内と一緒に来週にはご案内するので、多数のご参加をお願いしたい。
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○

外部団体会議等参加報告
―要項 20 ページ参照―

○

個人情報保護法改正に伴う対応について
―要項 21・21 ページ参照―
注意事項として、情報を集める時、保管する時のルールを再確認していただきたいので
資料を載せた。こういう場合に使用するとか、第三者への提供について、最初に明記して
情報を集めることが大事と言われている。希望があれば、個人情報保護法についての研修
会も文科省から来てしていただけるということである。
平石会長：福岡・大分の方で、大雨により行方不明者 30 名以上という大きな災害が発生しま
した。日本ＰＴＡ全国協議会に問い合わせたところ、全国的に呼びかけての募金活動はな
いということです。各郡市Ｐ連または、単位ＰＴＡでの対応ということになります。もし、
募金をされるようであれば、事務局に問い合わせていただければと思います。
また、いじめの話がありましたが、ある事例の第三者委員会に出席しております。いじ
めの実態を見て、非常に精神的にも体にも影響が出るくらい具合が悪くなるような時期が
ありました。ぜひ、会議に出席されている皆さんも、会議であいさつをする機会が多いと
思いますので、いじめの問題について必ず触れていただき、皆様に訴えていただけたらと
思います。
―要項 19 ページ参照―

５

その他
○ ７／29（土）13：00 ～ 15:30
―要項 23 ページ参照―

青少年健全育成県民大会（新発田市民文化会館）

○ ８／20（日）14：30 ～

日Ｐ新潟大会第６回実行委員会 ※8/19（土）から変更
※ 出前講座の後、第６回実行委員会を開催
○ ９／15（金）・16（土）
生涯学習県民フォーラム（県立生涯学習推進センター）
―要項 24～26 ページ参照―
※ 県Ｐ連は 16 日のホールの受付担当

６

監事講評
石田監事
今日は大変お疲れ様でございました。各理事の方は、委員会もあり、朝９時半からというこ
とで、大変お疲れ様でございました。
今日、協議していただきました日Ｐ仙台大会の参加ですが、県内から大変多くの人が参加さ
れ、来年の日Ｐ新潟大会に向けて、雰囲気とか、新潟大会のＰＲ等を頑張っていただきたいと
思います。１年後の 30 年の日Ｐ新潟大会の各分科会の方も順調に進んでいるかと思いますので、
成功させるために頑張っていただきたいと思います。
県Ｐ研究大会五泉大会は、非常にいいパンフレットだと思います。私も「地球のステージ」
を１回聴いたことがあります。非常にいい内容でしたので、多くの皆さんにご参加いただけれ
ばと思います。
今年度の委員会の活動計画の報告がありました。広報委員会は、広報紙８ページと盛りだく
さんで、視覚的にパッと目に止まるということが必要だと思います。非常に期待しております。
組織検討委員会と教育問題委員会は、タッグを組んで 11 月に研修会をやるということで、頑張
ってもらいたいと思います。
先ほどのいじめの問題については、県内でもいろいろありました。子どもが亡くなるという
のは最悪のことで、本当に悲しいことです。私たちＰＴＡとしては、子どもたちのためにとや
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っていますが、なかなか難しいところがあります。これから夏休みに入ります。夏休みが終わ
って学校が始まる時に、子どもたちが精神的に“学校に行きたくない”という思いがあるとい
うことを、サインとして見逃さずに見守ってあげられたらと思います。８月 20 日の講師の工藤
ひとしさんですが、私の中学校１年の時の担任です。校長になってからも、私の出身地区の荒
れていた中学校に校長で赴任され、数年で再生したという、本当に熱き先生です。現役の時か
らこういった問題があると、全国あちこちに飛んで講師をしておられました。ぜひ、参加して
いただきたいと思います。

７

閉会のあいさつ
佐藤副会長
皆様、今ほどは様々な事項をスムースに協議いただきまして、誠にありがとうございまし
た。
テレビの報道等で皆様ご存じだと思いますが、先ほど会長からのお話にもありましたよう
に、九州の方で大変な水害が起こっております。関係する皆様には、心よりお見舞い申し上
げます。今日ここに来る途中でも、信濃川が濁っているように見え、この辺でも雨が降った
のかと思いました。皆様もご家族の安全に気を配っていいただくとともに、所属する郡市Ｐ
連や単位ＰＴＡでも安全にご配慮いただければと思います。
また、いじめの問題に関しましては、19 ページにメッセージがあります。皆様の学校、皆
様のポジションで、いじめの問題に関してのメッセージを発信していただきたいと思います。
９時半からの各委員会もお疲れ様でした。日Ｐ仙台大会の準備と併せまして、各委員会の
活動も並行してやっていかなければならないということになってまいります。新潟県のＰＴ
Ａの団結をもってやっていきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。
本日は、お疲れ様でした。ありがとうございました。
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