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福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 平成 ２８ 年度 第 ２ 号

発行者 福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会速 報
〒812-0044 福岡市博多区千代１ー２ー４

TEL092-641-8747 FAX092-641-8948 福岡生活衛生食品会館３Ｆ

平成２８年９月２日（金）第２回役員会が福岡県吉塚合同庁舎において開催されました。

以下、主な内容です。

平成２８年度 第２回 役 員 会

Ⅰ 開会のことば 藤副会長（福岡地区）

＜記録：奥永地区事務局長＞

Ⅱ あいさつ

会長福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会長 田中

Ⅲ 議 事 議長：田中会長

＜報告・確認事項＞

１．県高Ｐ連関係

（１）４地区事務局長会 食品会館 ７月 １日（金）１０：００～１２：３０

（２）第１回保険推進委員会 食品会館 ７月 １日（金）１５：３０～１７：００

（３）臨時正副会長会 ホテルレガロ福岡 ７月１４日（木）１４：００～１６：００

陳情書の精査・検討等

（４）校長協会役員と教育交流会 ホテルレガロ福岡 ７月１４日（木）１６：００～１７：００

【参加状況】 １９名（高Ｐ連１２名、校長会７名）

４委員会報告、地区提出協議題、保険事業等について説明

（５）単Ｐ会長研修会 福岡リーセントホテル ８月 ５日（金）１０：００～１１：４０

【参加状況】 ９８名（昨年９８名）

（６） 福岡リーセントホテル ８月 ５日（金）１３：００～１７：００県高Ｐ連指導者研修会

【参加状況】 ３４１名（昨年３４７名）
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（７）４地区年間行事予定

【北九州地区】 役員会 ①９／１６ ②１１／２９ ③１２／１６ ④２／９

単Ｐ会長会 ２月中旬

【福岡地区】 役員会 ①７／２２ ②１０／１９(予定･調整中) ③２／１７(予定) ④４月

単Ｐ会長会

【筑後地区】 役員会 ①７／２８ ②１２／１３ ③ ④

単Ｐ会長会 ２／１０

【筑豊地区】 役員会 ①７／８ ②１１／１８ ③１２／８ ④２／１７

単Ｐ会長会 ２月上旬

（８） 平成２８年度 「４Ｐ教育交流会」実施

○主 管（担当） 福岡市ＰＴＡ協議会

９月３０日（金） １５時～○日 程

○会 場 ソラリア西鉄ホテル

○参加者 福岡県Ｐ連、福岡市Ｐ協、北九州市Ｐ協、福岡県高Ｐ連

正副会長、母親代表、事務局職員

＜計 ２５～３０名＞

○内容等 ① 研 修 会 15:00～17:00 ソラリア西鉄ホテル ８階「聖天」

講演 「スマホ・ＳＮＳ時代のコミュニケーション」

～ＰＴＡとしてできること～

講師 伝えるを考えるプロジェクト代表

置鮎 正則 氏

② 情報交換会 17:30～19:30 ソラリア西鉄ホテル ８階「北斗」

（９） の実施計画について地区研修会

＜期日・場所等＞

地区名 期 日 時 間 会 場 参加予定/役員等

リーセントホテル 田中会長、中島副会長、松永事務局長北九州 11月29日（火） 12:30～17:00 小倉

リーセントホテル 田中会長、松尾副会長、松永事務局長福 岡 11月21日 (月) 13:20～17:15 福岡

田中会長、 藤副会長、古賀事務局次長筑 後 11月18日（金） 13:00～17:30 ﾎﾃﾙ 久留米ﾆｭｰﾌﾟﾗｻﾞ

田中会長、津留副会長、松永事務局長筑 豊 11月18日（金） 13:00～17:10 のがみプレジデント
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「県連本部より連絡事項」の時間確保のお願い。※

＜内容＞全国高Ｐ連・九高Ｐ連・県高Ｐ連からの連絡・依頼・保険推進委員より

＜時間＞１５分程度

※ 来賓案内

◎県高Ｐ連関係（会長、事務局長あて） ◎地区高Ｐ連会長（地区相互の交流と研修）

◎安全振興会（理事長） ◎地区保険推進委員長

☆安全振興会から助成金が出ている関係上必ず安全振興会に案内を出して下さい。

☆案内文書の送り先は事務局として下さい。（１部）

☆県教育委員会(社会教育課）への文書は県教育委員会(社会教育課）に送りますが、

事務局にも同じ文書を１部提出して下さい。

地区研修会発表内容についての注意事項※

☆各発表時間：九州地区は１３分、指導者研修会１５分

学校紹介が多い、学校側が発表原稿を書いている様子がうかがえる。（学校目線）

☆単Ｐと学校、単Ｐと生徒、単Ｐ独自の活動の紹介を単Ｐ側が学校と相談しながら

発表原稿を書く。（ＰＴＡ目線）

☆学校紹介は原稿に記載しても良いが、発表時はさらりと流し、Ｐの活動を中心に

発表する。

※ 九高Ｐ連来年度発表校について：北九州地区、第２分科会「進路指導とＰＴＡ活動」

次年度九高Ｐ連の発表担当校の留意点

① 九州大会で発表するので指導者研修会では発表しないが、県連ＰＴＡ総会で紙上発表する。

② 九高Ｐ連のテーマを見据えて、発表内容をかためてください。

（10）平成２９年度県高Ｐ連定期総会日程

２９年６月２日（金）１５：００～予定 １７：３０～懇親会

（11）平成２９年度地区総会の日程について

福岡地区 北九州地区５月 ８日（月） ５月 ９日（火）

筑後地区 筑豊地区５月１２日（金） ５月１２日（金）

（12）会議への参加

・第15回九州地区健康教育研究大会福岡大会 ８月 ８日（月） 事務局長

・交通事故をなくす福岡県県民運動本部会議 ８月 ９日（火） 松尾副会長

「秋の交通安全県民運動」実施に伴う市町村及び実施機関・ 団体交通安全対策

主管課長等全体会議

・青少年のネット利用を考えるフォーラム ８月１８日（木） 藤副会長

２．九高Ｐ連関係

（１） ６月１８・１９日九高Ｐ連大会大分大会

◆前日会議 ６月１８日
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第１回４委員会報告

＜総務委員会＞

＜健全育成委員会＞

＜進路対策委員会＞

＜調査広報委員会＞

◆ ６月１９日九高Ｐ連大会大分大会

参加状況全体(福岡県)：2,656名(508名) 昨年度長崎大会：2,832名(501名)

（２）九高Ｐ連 各県事務局長・事務局職員研修連絡会

平成２８年１０月２１日（金） 熊本市 「メルパルク熊本」

出席者：事務局員３名

（３）九高Ｐ連 各県連 について第２回 会長・事務局長合同会議並びに４委員会開催

平成２８年１１月１１日（金） 熊本市、「ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ熊本ﾆｭｰｽｶｲ」

～１５：５０ （予定）＜４委員会＞ １４：００

総 務 委 員 会（藤委員） 健全育成委員会（田中委員長、松尾委員）

進路対策委員会（中島委員） 調査広報委員会（津留委員）

～１７：５０ （予定）正副会長・事務局長＜会長・事務局長合同会議＞ １６：００

＜情報交換会＞ 全員参加 ～予定１８：００

＜宿 泊＞ ホテル：スーパーホテルＬＯＨＡＳ熊本天然温泉

（４）九高Ｐ連熊本大会 日程及び会場の変更について

①平成２９年６月２２・２３日→平成２９年６月１５・１６日に変更

②メイン会場 グランメッセ熊本→熊本県立劇場に変更

３．全国高Ｐ連関係

（１）一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 平成２８年度定時総会

６月２６日（日）東京ガーデンパレス 会長・事務局長

（２）第６６回全国高Ｐ連大会 千葉大会 ８月２４／２５／２６日

【参加状況】 ４４５名（福岡県）（昨年４０６名）

受賞祝賀会・・・53名の参加

（３）一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会研修会 大阪ガーデンパレス

１０月１日(土)午前 健全育成委員会、２日(日)午前 会長・事務局長研修会
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＜協議事項＞

（１）県教育委員会へ「陳情書」提出 ９月８日（木）１５：００ 教育委員会会議室（４Ｆ）

会長、事務局長

①４地区協議題の検討・精査・修正・追加等・・・・・７月１４日臨時正副会長会

②提出「陳情書」（案）・重点項目の協議・・・・・・・・・本日の正副会長会

③提出「陳情書」（案）の承認・・・・・・・・・・・・・・・・・・本日の役員会

平成２８年度 福岡県教育文化表彰の推薦承認の確認（２）

平成２７年度第５回役員会で推薦候補承認

推薦書：教育企画部社会教育課長 提出期限：平成２８年８月２６日（金）迄

表彰日時：平成２９年２月頃

☆２８年度 推薦

【団体】 １校推薦 早良高校

【個人】 ２名推薦 今冨英樹、黒岩敬 前年度から引き続き

平成２８年度 キャリア教育優良ＰＴＡ団体文部科学大臣表彰の承認（３）

☆２８年度 推薦候補 東筑高校

（４） 平成31年度 九州地区高等学校ＰＴＡ連合会大会 福岡大会について

○実施時期 平成３１年６月２０日(木）、２１日(金)

○開催地区 福岡地区 又は 北九州地区

○参加者数 約３,０００人

Ⅳ その他

（１）正副会長会・役員会の開催について

開催日 正副会長会・役員会 ４委員会 会 場 備考

１ 6月10日(金) 食品会館

２ 9月 2日(金) 陳情書ほか 食品会館・吉塚合同庁舎

３ 12月 3日(土) 福岡リーセントホテル 懇親会広報紙コンクールについての報告等

４ 2月 3日(金) 新役員、保険加入活動 報告書作成 食品会館

５ 5月19日(金) 定期総会に向けて 引継 福岡リーセントホテル 懇親会

新役員にもオブザーバーで出席

（２）県教育委員会との対談会の日時についてその他

１０月２０日(木) １０時～ 場 所：県庁

参加者：会長・正副委員長・事務局

（３） その他
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４委員会全体会（委員会の報告・審議）

（１）各委員会報告
〔総 務 委 員 会〕

○来年度総会の運用・会則等について
○今後の課題について

〔健全育成委員会〕

○「初めて選挙に臨んだ高校生の意識調査」の参加賞や応募作品の取り扱い等についての協議

○今後のスケジュールについて

〔進路対策委員会〕

○キャリアコーディネーターの配置の実態について

○離職率を下げる方法等に関する協議

○今後の活動（アンケート等）について

〔調査広報委員会〕

○広報紙コンクールスケジュールについて

○広報紙コンクールの実施要項の変更について

以上が第２回役員会・委員会の概要です。


