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平成２３年９月１６日発行 福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会速報 第 ５４ 号

福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 平成 ２３ 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２３年９月９日（金）第２回役員会が福岡生活衛生食品会館において開催されました。

以下、主な内容です。

＜報告・確認事項＞ 議長：木下会長

１．県高Ｐ連関係

（１）諸会議等への出席（会長、副会長）

①７／２９（金） 福岡市交通安全推進会議総会・表彰式 金子副会長（欠席）

②８／ ３（水） 青少年アンビシャス運動推進本部会議 羽田野事務局長

③８／ ８（火） 交通事故をなくす福岡県県民運動本部会 黒岩副会長

（２）７月２２日（金）
①第１回 地区事務局長会 11：00～13：00 本部事務局

○２３年度 地区研修会日程確認
②指導者研修会打合せ会 14：30～ 都久志会館
③校長協会役員との教育懇談会 16：00～ ソラリア西鉄ホテル

（３）８月２日（火）福岡県公立高等学校指導者研修会 都久志会館
＜参加者数＞ １１３校 ４１２名

（４）平成２３年度全高Ｐ連大会「第６１回全高Ｐ連大会北海道大会」８月２４日（水）～２６日（金）

１.参加状況 ◇本県参加者 ４１７名（全国 約１万名）

２.全国高等学校ＰＴＡ連合会大会北海道大会表彰者

≪平成２３年度 文部科学大臣表彰≫

（1）団体表彰＜１校＞ 福岡市立 博多工業高等学校Ｐ

≪平成２３年度全高Ｐ連会長表彰≫

（1）団体表彰＜３校＞

福岡県立嘉穂東高等学校Ｐ

福岡県立明善高等学校Ｐ

福岡県立ありあけ新世高等学校Ｐ

（2）個人表彰＜３名＞

安部範子（門司学園高校Ｐ）、行武憲二（北九州市立高校Ｐ）

猪口勝泰（八女工業高校Ｐ）

（3）感謝状

大澤俊朗（西田川高校Ｐ）

３.福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会主催「受賞祝賀会」北海道

受賞校及び受賞校の関係者参加６６名 京王プラザ２２階ペガサス（札幌）

（5）第１回保険推進委員会 ８月２９日（月）16：00～ 正副委員会メンバー



- 2 -

（6）ホームページ更新について

県高Ｐ連ＨＰ・・・調査広報委員会作成(平成２１年１１月開始）

＊毎月更新・・・情報・文書・写真等の投稿、協力

（7）ふくおか大会関係

８月 ５日（金）ふくおか大会・臨時 総務委員会

８月 １９日（金）第１回運営企画合同会議等

９月 ２日（金）ふくおか大会・臨時 委員長会議

（8）（財）福岡県高等学校安全振興会関係について

①安全振興会「振興会報」の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「別紙会報」
９月１日、全会員分を各学校へ配付済み（２２年２月よりＨＰで掲載）

②平成２３年度安全振興会「健全育成に関する調査研究事業」委託研究校について
研究校 福岡県立小倉商業高等学校
研究主題 「ＫＣ(Kokura Commercial）サポーター」
委託研究費 300,000円

③ＰＴＡ制度共済推進委員会 ８月２９日(月）11：00～

④安全振興会・保険業務取扱説明会(全会員校対象）

８月２９日(月）14：00～ 食品会館5F大会議室

⑤１０月5・6・7日 高校安全互助全国研究大会(青森) 青森市

⑥ホームページ更新について

事務局作成(平成22年2月開始）

（9）教育力向上県民フォーラム 筑豊地区開催(別紙）

(10）その他

２．九高Ｐ連関係

（１）九高P連事務局の引継ぎ

平成２３年９月２日（金） 食品会館

沖縄県連４名、本県連１０名（会長、大会実行委員長、顧問、３委員長、事務局4）

（２）九高P 各県事務局長・事務局職員研修連絡会

平成２３年１０月１４日（金） 北九州市 小倉リーセントホテル

出席者：木下会長、事務局員４名

（３）九高Ｐ連各県連会長・事務局長合同会議並びに４委員会開催について

平成２３年１１月 ４日（金） 北九州市 リーガロイヤルホテル小倉

＜４委員会＞

○総 務 委員会（赤尾委員）

○健全育成委員会（金子委員）

○進路対策委員会（永尾委員）

○調査広報委員会（福山委員）

＜会長・事務局長合同会議＞

正副会長・事務局長

（４）その他
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３．全高Ｐ連関係

（１）○全高Ｐ連北海道大会運営委員会・全高Ｐ連事務局長会議 ＜８月２４日（木）＞

＜事務局長会議内容＞

①大会の運営（実行委員長、事務局長）
②平成２４年度・第６２回全国大会和歌山大会の開催について・・・・・・・・資料

○平成２３年度全高Ｐ連大会「第６１回全高Ｐ連大会北海道大会」
8月24日(水)～26日(金)

（2）全高Ｐ連 第１回４委員会 報告
全高Ｐ連会報 ８月第７０号の5Ｐに記載(９/１各単Ｐに配付済み)

（3）全高Ｐ連会報(８月第７０号）の送付(９月１日に発送済み）※年３回：４月、９月、１２月
全日制、県立中等、県立中学(５部） 定時制・特別支援学校(３部）

（4）全高Ｐ連 理事会・会長・事務局長会議(９月２４・２５・２６日）

（5）その他

＜協議事項＞
１．県高Ｐ連関係

（１）１１月２５日の第３回正副会長会、役員会、４委員会、年間反省会（17:00～）
の日程変更 変更： 12月 2日 （金）

（２） の実施計画（案）について各地区研修会

ア．期日・場所等

地区名 期 日 時 間 会 場

北九州 １１月１４日（月） 12:30～17:00 小倉リーセントホテル

福 岡 １１月１８日（金） 13:20～17:15 福岡リーセントホテル

筑 後 １１月 １日（火） 13:00～17:30 ホテルニュープラザ久留米

筑 豊 １１月１０日（木） 13:00～17:10 のがみプレジデントホテル

イ．講演の演題及び講師等

地区名 演 題 講 師 名 参加人員

北九州 ｢笑って元気 家庭のWA NPO法人生涯学習まちづくり 約１７０名

学校のWA 地域のWA」 協会理事 矢野 大和

福 岡 「学校教育に課せられた新たな責任」 武蔵台高等学校 約２００名

－歴史的転換点としての3.11を契機として- 校 長 中村 愼一

筑 後 「未来を担う子ども達へ」 筑紫台高等学校 約２００名

～３８年間の教職生活をとおして～ 校 長 城戸 英敏

筑 豊 約１００名｢地域社会に求められるもの」東日本大震災 陸上自衛隊飯塚駐屯地隊員

をテーマとしてパネルディスカッション 麻生飯塚病院看護師

鞍手高等学校長
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ウ．地区研修会の発表テーマ及び発表校
（来年度の県指導者研修会の発表テーマ・発表校）

地区別 主テーマ（事例発表テーマ） 事例発表校

北九州 ｢人権教育とPTA活動」 戸畑高等学校
－知ってますか？子どもの事を！－ 会 長 長谷川時代

福 岡 ｢学校教育の進行とPTA活動」 香住丘高等学校
－国際交流を通して- 副会長 岩本 昭

筑 後 ｢青少年の健全育成とPTA活動」 三潴高等学校
－「チーム三潴」の合い言葉を通して- 会 長 渡邊 久子

筑 豊 ｢家庭教育とPTA活動」 鞍手竜徳高等学校

エ．研究発表（平成23年度）

①発表内容は地区輪番による「地区別テーマ」による。「県高Ｐ連の活動概要」

②発表校は地区代表として、次年度県高Ｐ指導者研修会、九高Ｐ連大会と全高Ｐ連大会の発表校とし
て連動していく。(次年度⇒筑後地区）

③２４年度の筑後地区発表校のテーマ
九高Ｐ連大会発表：第１分科会「青少年の健全育成とＰＴＡ活動」
全国大会発表:第３分科会「生徒指導とＰＴＡ」

④ＰＴＡ指導者研修会は他の３地区が発表。
（３）平成２３年度 について県教育委員会陳情及び陳情対談会(予定）

平成２３年度 教育委員会への「陳情書」について

ア．陳情書について
○地区提出協議題（地区総会後の5月中旬）

↓
○県教育委員会陳情項目の検討（7/22 地区事務局長会議） ８/18入稿

↓
○陳情項目の確認(９/９ 役員会）

↓
○平成２３年度 県教育委員会陳情書

・例年、各地区からの提出協議題を全て陳情項目とする。
・平成２３年９月１日までに印刷完了。

イ．「陳情」事前打合せ （陳情） 平成２３年 ９月１３日（火） 9：15
県庁ロビー集合

ウ．陳情書提出
① 期 日 平成２３年 ９月１３日（火） ９：３０
② 会 場 県教育庁第１会議室 （4F）
② 陳情内容 平成２３年度県教育委員会陳情書による

＜ 陳 情 次 第 ＞
１ 開 会
２ 福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会会長挨拶
３ 県教育委員会挨拶
４ 陳情者自己紹介
５ 陳情書の提出
６ 閉 会

④ 出席者 会 長 木下伸二
副会長 黒岩敬、赤尾慎一、金子政彦、永尾秀樹、福山幸正
顧 問 大澤俊朗
事務局 羽田野正和、新屋多津男

※ 。副会長が出席できないときは県連評議員（地区）から必ず代理が出席



- 5 -

エ．陳情対談会等
① 期 日 平成２３年１１月９日（水）
② 内 容

○ 陳情対談会
・陳情項目に対する県教育委員会の回答
・出席者： 会長、副会長、顧問、事務局

○ 行政・保護者（ＰＴＡ）の連携強化のための懇談会
・出席者： 県教委＜県教委担当部課長＞

ＰＴＡ＜会長、副会長、顧問、事務局＞

（４）平成２３年度 福岡県教育文化表彰の選考

推薦書：教育企画部社会教育課長 平成２３年９月１６日(金）迄

選考結果：

（５）ふくおか大会準備会議

９月 ２日（金） 九高Ｐ連事務局引継ぎ会議 15：30～ 食品会館

９月１３日（火） 第２回運営企画委員会 13：00～ 西日本総合展示場

１ ０月 １ ４日（金） 九高Ｐ連事務局研修会 14：00～ 小倉リーセントホテル

１ ０月 ２ ０日（木） 第３回運営企画委員会 13：00～ 小倉リーセントホテル

（６）「第５６回 九州地区高等学校ＰＴＡ連合会・ふかめんね絆ふくおか大会2012 in Kokura」

【概要例】 ポスター・ワッペン生徒作品募集！（添付：縮小コピー）

【審 査】

①第１次審査：１０月１８日（火） 本部事務局（会長・事務局員）

②第２次審査：１０月２０日（木） 14:00 大会企画委員会

③最終審査：１０月２０日（木） 16:00 大会運営委員会

④結果通知：１０月２５日（火）

⑤表 彰 式：１２月 ２日（金） 第３回 役員会にて（食品会館）

（７）ふくおか大会・生徒作品等の物販について

a.生徒作品

責任校：折尾高校がアンケート調査（出店可能）済み

b.協賛企業（担当：事務局）

地区商工会への申し込み、各学校での取り組み等

（８）ふくおか大会現役員の係わりについて

２１日（１日目）来賓・大会役員の接待及び救護室

（９）東日本大震災義援金について

①５校（北筑、久留米筑水、久留米、朝倉東、浮羽究真館）￥２７６，９０４

②８月２日 指導者研修会等 ￥１０，７６８

総額 ￥２８７，６７２

送金先 岩手県高Ｐ連 事務局
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２．九高Ｐ連関係

３．全高Ｐ連関係

(１)「薬物乱用防止パンフレット」編集に係るお願い (別紙）

(２)｢高校生のボランティア活動」について情報提供のお願い (別紙）

４．その他

（１）当面の日程について ●：九高P連関係

県教育委員会陳情 9月13日(火) 県教育庁

全高Ｐ連会長・事務局長会議 9月24日(土)～25日（日） 京都市

高等学校安全互助全国研究会青森大会 10月 6日(木)～ 7日（金） 青森市

●九高Ｐ連各県事務局職員研修会 10月14日(金) 北九州市

10月20日（木） 北九州市●ふくおか大会第２回役員会・①実行委員会/懇親会

☆筑後地区研修会 11月 １日(火)

九高Ｐ連４委員会、県連会長・事務局長合同会議 北九州市11月 ４日(金)

県教育委員会との陳情対談会 11月 8日（火） 県教育庁

11月１0日(木)☆筑豊地区研修会

11月１4日(木)☆北九州地区研修会

☆福岡地区研修会 １１月18日(金)

●ふくおか大会第３回役員会・実行委員会 １１月22日(火） 北九州市

教育力向上県民フォーラム(地区別） １１月27日(日）

12月 2日(金) 食品会館☆第３回正副会長会・委員会・役員会 /年間反省会

４Ｐ教育交流会 12月 9日(金) 福岡市

（２）平成２４年度 主行事日程決定について

① 地区定期総会

＜期 日＞ 平成２４年 ５月 ７日（月）福岡地区、筑豊地区

５月 ８日（火）北九州地区、筑後地区

②県高Ｐ連定期総会

＜期 日＞ 平成２４年 ６月 １日（金） 13：00～ 福岡リーセントホテル

③県高Ｐ連指導者研修会

＜期 日＞ 平成２４年１０月２６日（金）13：00～15：30

記念講演を中止

④臨時総会（九高P大会総括・決算報告）

＜期 日＞ 平成２４年１０月２６日（金）16：00～17：00

○懇親会 17：10～

④第５６回 九高Ｐ連・ふくおか大会

＜期 日＞ 平成２４年 ６月２１日（木）～２２日（金）

⑤第６２回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会・和歌山大会

＜期 日＞ 平成２４年 ８月２２日（水）、２３日（木）、２４日（金）

◎各 種 委 員 会

委員会毎に下記の項目を審議した。

（１） 総務委員会

・アンケート調査集約

（２） 健全育成委員会

・親子間のコミュニケーションのあり方について
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（３）進路対策委員会

・今後の日程について

・アンケートの様式について

（４）調査広報委員会

・広報誌(PTA新聞）コンクールについて

選定日程 単P提出期限 H23.12.21(水）

県P選考会議 H24.1.19（木）

・アンケート調査テーマ案（インターネットについて）

＊平成２３年８月２９日開催された「安全振興会事務取扱説明会」には、１０１校１１５名の方の参加をいた

だきました。お忙しい中に参加して頂き有り難うございました。会の終了後説明会についてのアンケート

を頂きましたので、ここに紹介させて頂きます。

○それぞれの制度について理解できました。

○良かったです。

○初めて出席致しましたが、内容が詳しく分かり良い参考になりました。今後の業務に生かしたいと思い

ます。ありがとうございました。

○学生補償制度は任意なので、補償内容が教職員賠償責任保険と福高Ｐ連ＰＴＡ賠償（加害者）保険の

内容と被るので説明をするのが難しいです。


