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平成２５年９月１３日発行 福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会速報 第 ６２ 号

福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 平成 ２５ 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２５年９月３日（火）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：永尾会長

１．県高Ｐ連関係/報告事項

（１）諸会議等への出席（会長、副会長）

①九高Ｐ連大会みやざき大会 ６月２０・２１日

◆前日会議 ２０日

第１回４委員会（6/20）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＞

◆九高Ｐ連大会みやざき大会 ６月２１日

参加状況（福岡県）： ４７１名

②一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 平成２５年度定時総会

６月２２日（土）、２３日（日）東京ガーデンパレス 会長・事務局長

③４地区事務局長会 食品会館 ７月 ５日（金）１０：３０～１３：００

④４Ｐ交流会/事前打合せ 食品会館 ７月 ５日（金）１６：００～１８：００

⑤第１回保険推進委員会 食品会館 ７月１２日（月）１４：００

⑥校長協会と教育交流会 ホテルセントラーザ博多 ７月２５日（水）１６：００
【参加状況】 １９名

⑦指導者研修会打合せ 福岡リーセントホテル ７月２４日（水）
１３：３０～ 事務局とホテル
１６：００～ Ｐ担当者と事務局

⑧臨時/正副会長会 福岡リーセントホテル ７月２４日（水）
１５：００～ 陳情書の精査・検討、地区研修会予算編成等
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⑨平成２５年８月２日（金） 福岡リーセントホテル
○単Ｐ会長研修会 １０：００～１１：４０

【参加状況】 ８８名

○県高Ｐ連指導者研修会 １３：００～１６：４５
【参加状況】 ３５９名

⑩第６３回全高Ｐ連大会 山口大会受賞祝賀会 ８月２１日
【参加状況】 １１８名

⑪第６３回全高Ｐ連大会 山口大会 ８月２１日/２２日
【参加状況】 ５８７名（福岡県）

⑫安全振興会・保険業務取扱説明会（全会員校対象・・・管理職）
８月３０日（金）１４：００～ 食品会館５Ｆ大会議室

２．県高Ｐ連関係/確認事項
（1）４地区年間行事予定

【北九州地区】 役員会 ①９月中旬 ②１１／１１ ③４月下旬

単Ｐ会長会 ①８／２ ② ９／１７ ③２月上旬

【福岡地区】 役員会 ①７／２ ②１０／２ ③２／２０

単Ｐ会長会 １１／１４

【筑後地区】 役員会 ①７／２９ ②１２／２５

単Ｐ会長会 ２／２１

【筑豊地区】 役員会 ①７／１９ ②１１／８ ③１２月中旬 ④２月下旬

単Ｐ会長会 ①７／１９ ②２月上旬

（２）平成２５年度「４Ｐ教育交流会」実施

○主 管（担当） 福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会

○日 程 ９月２７日（金） １５時～

○会 場 ザ・ルイガンズ 海の中道

無料送迎バス（JR博多駅・吉塚駅・千早駅）

○参加者 県Ｐ連、２Ｐ協：正副会長、事務局長、母親代表（５名～）

県高Ｐ連 ：正副会長、事務局職員、母親代表（１０名～１２名）

＜計 ２５～３０名＞

○内容等 ①４Ｐ会長より参加者紹介（２０分）
②実践発表 Ａ４ １枚（５分×４＝２０分）

質疑応答（１０分）
③協議題（２０分）
④講演（６０分）「自転車事故防止について」質疑応答（１０分）
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（３） 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

北九州 11月11日（月） 12:30～17:00 小倉リーセントホテル 会長、副会長、事務局長

福 岡 11月14日 (木) 13:20～17:15 福岡リーセントホテル 会長、次長

筑 後 11月 1日（金） 13:00～17:30 ﾎﾃﾙ 久留米 会長、副会長、事務局長ﾆｭｰﾌﾟﾗｻﾞ

筑 豊 11月 8日（金） 13:00～17:10 のがみプレジデント 会長、副会長、事務局長

（４）平成２６年度県高Ｐ連定期総会日程

２６年６月 ６日（金）１４：３０～予定 １７：１０～懇親会

＊平成２６年度地区総会の日程について

福岡地区、筑後地区、 北九州地区、筑豊地区５月７日（水） ５月９日（金）

（５）福岡県関係機関より

①教育力向上県民フォーラム５地区スケジュール （別紙：行事予定表）

②学校における薬物乱用防止教育の徹底について

（県教委・企画調整課）

③「飲酒運転撲滅の日及び撲滅週間」の設定と取組の推進について

（交通事故をなくす福岡県民運動本部）

④青少年の携帯電話安全利用啓発リーフレットの配布について

（福岡県新社会推進部青年課）

⑤アンビシャス運動 ７月１９日（金） レガロ

⑥福岡市交通安全推進協議会 ７月２９日（月） 福岡市役所

（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） ８月２日の単Ｐ会長研修会でPTA賠償責任保険加入校に呼びかけた。ベルマークの活用・・・

（H23）＋（H24）＋（H25） ＝ 約 ２１万点

☆希望する単Ｐ校は①「ベルマーク教育助成財団」のホームページより

「参加登録手続き」⇒②福高Ｐ連に申請・許可⇒③「ベルマーク教育助成財団」の

ホームページより申込む
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２．九高Ｐ連関係
（１）九高Ｐ 各県事務局長・事務局職員研修連絡会

平成２５年１０月１８（金）・１９日（土） 鹿児島市

出席者：事務局員４名、

（２）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２５年１１月１５ 日（金）・１６日（土） 鹿児島市

① 第２回４委員会 県連委員長（副会長）

② 県連会長・事務局長合同会議

３．全高Ｐ連関係
一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 平成２５年度定時総会

６月２２日（土）、２３日（日）東京ガーデンパレス

＜協議事項＞
１．県高Ｐ連関係

（１）県教育委員会へ「陳情書」提出 ９月１３日（金）
①４地区協議題の検討・精査・修正・追加等⇒・・・・・７月２４日臨時正副会長会

⇒県連として「陳情書」作成 ・・・・・８月２日
②提出「陳情書」（案）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２５年度 福岡県教育文化表彰の選考（２）
推薦書：教育企画部社会教育課長 提出期限：平成２５年９月２５日（水）迄

表彰日時：平成２６年２月１５日（日）

【選考基準】

①過去に優良文部科学大臣か全高Ｐ連表彰を受賞した者・単Ｐ校

②過去の県連会長校及び副会長の地区事務局校

③ＰＴＡ活動が特に優秀であり他校の見本となる単Ｐ校

【参考資料】 ☆２４年度候補の団体・個人

【団体】 ３校推薦 （小倉南高校）（朝倉高校）（筑紫丘高校）

小倉南高校表彰校・・・

【個人】 ３名推薦 （大澤俊朗）（今冨英樹）（黒岩敬）

表彰者・・・ 該当者なし

（前年度申し合わせ事項）

☆２５年度以降は２４年度候補の団体・個人が表彰されるまで、再度推薦する。

今後、上記の推薦候補が１団体及び1名になった時は、２団体・２名を追加して

県に推薦する。



- 5 -

２５年度 推薦候補（案）

【団体】 ２校推薦 （朝倉高校）（筑紫丘高校）

【個人】 ３名推薦 （大澤俊朗）（今冨英樹）（黒岩敬）

地区研修会発表内容について注意事項（３）
☆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。

（４）広報紙の内容
○学校紹介が多い、学校新聞ではない
☆単Ｐと学校、単Ｐと生徒、単Ｐ独自などの活動の中心に作成する。
☆広報紙の研修会において講師の紹介

毎日新聞社 編集制作センター次長 伊藤和人 氏

（５）保険委員会より校長会へ依頼活動(案）
【北九州地区】 ９月１８日(水） １５時～ 小倉リーセントホテル 長谷川委員、河本委員、（羽田野）
【福岡地区】 １０月 ９日(水） １５時～ 福岡高校 後藤委員、熊本委員、永尾会長
【筑後地区】 ９月１２日（木） １５時～ 福島高校 馬場委員、永尾会長
【筑豊地区】 ９月１０日（火） １５時～ 直方高校 松下委員、谷延委員、（羽田野）

２．九高Ｐ連関係

３．全高Ｐ連関係
（１）「高校生のボランティア活動」について情報提供のお願い

各単Ｐから地区事務局→本部事務局→全高Ｐ事務局ＨＰ

４．その他
（１）当面の日程について 行事予定表の確認

１１／２９(金）第３回役員会

（２）「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ」「スマートフォン安心安全ガイド」

単Ｐ研修会での活用（単Ｐ会長会で配付済み）の

５ （財）福岡県高等学校安全振興会関係
（１）広報事業・・・全会員分を各学校へ配付済み （22年2月よりＨＰで掲載）

①振興会報の発行 発行 ９月

②振興会だより 発行 ３月

③安全振興会加入のご案内 発行 ３月

④共済概要 発行 ２月

（２）健全育成に関する調査研究事業

①平成２５年度安全振興会委託研究校の募集・・・例年５月
②広報紙への支援依頼

☆「広報紙」「ＨＰ」等の写真の提供（h23/9月:筑後地区・h24/3:北九州地区）
h25/3月 筑豊地区 h25/9月 福岡地区

h26/3月 北九州地区 h26/9月 筑後地区

☆ 健康・安全に関する各校の「生徒会だより」・「保健だより」等の原稿の提供

(３)安全普及充実事業・・・学校への健康用品の配付希望調査９月中旬
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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〕

○会費の値上げについて

会員数の減少・全高Ｐ連負担金の値上げに伴い今後赤字が予想されるため、

消費税増税のことなども考慮しながら値上げを検討

次回は更に値上げの根拠を明確にする

〔健全育成委員会〕

○アンケート内容の説明

挨拶運動・通学マナー・バイク免許取得・ケイタイのマナーについて等

○生徒とともにＰＴＡが研修を受ける機会は１５％程度

○ケイタイ・スマホの利用について

学校での規制等について審議し、スマホ・ケイタイのあり方について今後深く探求することを確認

○次回はスマートフォンの使用の実態やトラブルなどについて意見交換を行う

〔進路対策委員会〕

○九州大会 委員会の報告

○各校の指導計画を参考に自由討議

「プログレスノート」・中学校に向けての広報活動・進路・目標を定めることのむずかしさ

資格の大切さ等について

〔調査広報委員会〕

○広報紙コンクールについて

コンクールの選定基準・各賞及び日程

○調査研究のアンケートについて

質問ごとの考察について協議

○次回議題

広報紙コンクールについて・アンケートのまとめ

以上が第２回役員会・委員会の概要です。


