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平成２７年９月１８日発行 福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会速報 第７０号

福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 平成 ２７ 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２７年９月４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。

平成２７年度 第２回 役 員 会

Ⅰ 開会のことば 福島副会長（福岡地区）

＜記録：中村地区事務局長＞

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/報告事項

（１）諸会議等への出席（会長、副会長）

① ６月１８・１９日九高Ｐ連大会長崎大会

◆前日会議 １８日

第１回４委員会（６／１８）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連大会長崎大会

参加状況（福岡県）： ５０１名

②一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 平成２７年度定時総会

６月２７日（土）、２８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 ３日（金）１０：００～１２：３０

④４Ｐ交流会/事前打合せ 北九州市 ７月 ７日（火）１６：００～１８：００

⑤第１回保険推進委員会 食品会館 ７月 ３日（金）１５：３０～１７：００

⑥校長協会役員と教育交流会 ホテルレガロ福岡 ７月２２日（水）１６：００

【参加状況】 １５名（高Ｐ連９名、校長会６名）
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４委員会報告、地区提出協議題、保険事業、ＰＴＡ(保護者の学校行事への参加について説

明した。

⑦臨時/正副会長会 福岡リーセントホテル ７月２８日（火）

１３：００～ 陳情書の精査・検討等

⑧指導者研修会事前打合せ会 福岡リーセントホテル ７月２８日（火）

１４：３０～

⑨平成２７年７月３１日（金） 福岡リーセントホテル

○単Ｐ会長研修会 １０：００～１１：４０ 資料配付

【参加状況】 ９９名

○ １３：００～１６：４５県高Ｐ連指導者研修会

【参加状況】 ３４７名

⑩第６５回全高Ｐ連大会 岩手大会 ８月１９／２０／２１日

【参加状況】 ４０６名（福岡県）

受賞祝賀会・・・58名の参加 その他報告

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 ①９／１７ ②１２／１７ ③２／８？

単Ｐ会長会 ２月中旬

【福岡地区】 役員会 ①７／ １ ②１０／７ ③２／１９ ④４月

単Ｐ会長会 １１／１３

【筑後地区】 役員会 ①７／３０ ②１２／１４ ③ ④４／２１

単Ｐ会長会 ２／９

【筑豊地区】 役員会 ①７／１３ ②１１／２０ ③１１月下旬 ④２月下旬

単Ｐ会長会 ２月上旬

（２） 平成２７年度 「４Ｐ教育交流会」実施

○主 管（担当） 北九州市ＰＴＡ協議会

９月２５日（金） １５時～○日 程

○会 場 北九州市ＰＴＡ協議会 ＡＢ会議室（１Ｆ）

情報交換会 小倉リーセントホテル

○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 各Ｐ会長より参加者紹介

② 研修 ワールドカフェ

③ その他 各Ｐ連・協より
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（３） の実施計画について（別紙資料）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、清水副会長、松永事務局長北九州 11月 9日（月） 12:30～17:00 小倉

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

田中会長、福島副会長、松永事務局長筑 後 11月20日（金） 13:00～17:30 ﾎﾃﾙﾆｭｰﾌﾟﾗｻﾞ久留米

田中会長、永岡副会長、松永事務局長筑 豊 11月20日（金） 13:00～17:10 のがみプレジデント

（４）平成２８年度県高Ｐ連定期総会日程

２８年６月３日（金）１５：００～予定 １７：３０～懇親会

＊平成２８年度地区総会の日程について

福岡地区、 筑後地区、 筑豊地区、５月６日（金） ５月６日（金） ５月６日（金）

北九州地区５月１０日（火）

３．九高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２７年１０月１６日（金）・１７日（土） 大分市 ｢アリストンホテル｣

出席者：事務局員２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２７年１１月６日（金）・７日（土） 別府市 ｢白菊｣

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

４．全高Ｐ連関係

(１) 一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 平成２７年度定時総会

６月２８日（土）、２９日（日）東京ガーデンパレス

(２) 一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 ルビノ京都堀川 研修会

１０月３日(土)午前 進路対策委員会、４日(日)午前 会長・事務局長研修会
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＜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８日（火）１０：００ 教育委員会会議室（４Ｆ）

①４地区協議題の検討・精査・修正・追加等・・・・・７月２８日臨時正副会長会

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２７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２７年８月２８日（金）迄

表彰日時：平成２８年２月頃

※平成２７年度文部科学大臣賞受賞校推薦会議（教育企画部社会教育課長主催）において、主幹社会教育

主事（井浦政義氏）から、文部科学大臣賞の推薦条件として過去福岡県教育文化表彰を受賞していることと

なっている。今後この方針に沿って欲しいとの申し入れがあった。

そこで、今年度からは、将来、文部科学大臣賞を受賞する可能性がある学校を福岡県教育文化表彰の推

薦候補とする。

平成２８年度文部科学大臣賞候補は、高Ｐ連推薦内規では、筑豊地区となっているので、この地区から福

岡県教育文化表彰候補を推薦する。尚、２８年度の推薦第２候補は北九州地区である。

【選考基準】

①過去に全高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】 ☆２６年度候補の団体・個人

【団体】 ２校推薦 （筑紫丘高校）（西田川高校）

表彰校・・・ 筑紫丘高校 西田川高校

【個人】 ３名推薦 （大澤俊朗）（今冨英樹）（黒岩敬）

表彰者・・・ 大澤俊朗

推薦（案）の協議・・・・・本日の正副会長会

推薦（案）の承認・・・・・本日の役員会

（前年度申し合わせ事項）

☆２５年度以降は２４年度候補の団体・個人を表彰されるまで、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。

☆２７年度 推薦候補（案）

【団体】 ２校推薦 嘉穂東 門司学園

【個人】 ２名推薦 今冨英樹、黒岩敬
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平成２７年度 キャリア教育優良ＰＴＡ団体文部科学大臣表彰の選考（３）

⑥ キャリア教育優良PTA団体） １１月表彰文部科学大臣表彰（ １団体

趣 旨 表 彰 等 基 準

「キャリア教育」の充実発展に尽 (1)組織運営

力し、顕著な功績が認められたPTA ア．組織がよく整備されていること

団体を表彰し、もってＰＴＡの健 イ. 会員の総意を十便反映して運営が行われていること

「キャリア教育」の充実発展に保護者と教師との協力全な育成と発展に資する。 ウ.

が円滑に行われていること

エ. 広報活動が活発に行われていること

(2)活動

「キャア．学校教育及び家庭教育に関する学習活動、特に

に関する諸活動が活発に行われリア教育」の充実発展

ていること

イ. 児童・生徒に対する校外における生徒の指導がよく行

われていること

推薦（案）の協議・・・・・本日の正副会長会

推薦（案）の承認・・・・・本日の役員会

選考経過

・２７年度は締切が１ヶ月早くなった。国からの文書は、昨年度と同じ時期に来た。

・７月２９日に自薦をお願いしたところ、３校から希望が出た。

・慎重に検討し、福岡女子商業高校を推薦候補とした。

☆２７年度 推薦候補（案）

１校推薦 福岡女子商業高校

地区研修会発表内容についての注意事項（４）

☆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。

（５）広報紙の内容

○学校紹介が多い、学校新聞ではない
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☆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

２．九高Ｐ連関係

来年度発表校について：筑豊地区、第１分科会「青少年の健全育成と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。

３．全高Ｐ連関係

（１）来年度発表校について：筑豊地区、第３分科会「生徒指導とＰＴＡ」

若しくは 第４分科会「家庭教育とＰＴＡ」

（２）「第７回高校生と保護者の進路に関する意識調査」

朝倉高校、浮羽究真館高校、戸畑工業高校

各学校２年生２クラスの生徒とその保護者が調査対象者

（３）旅費規程の変更（全高Ｐ連）昨年度から

主な変更点 ①旅客運賃及び宿泊費を実費支給とする。

②用務地活動費（定額２，０００円）を新設した。

４．その他

（１）当面の日程について 行事予定表の確認

１１／２７（金）第３回正副会長会、第３回役員会、４委員会、年末反省会

（２）全国高Ｐ連岩手大会 福岡県高Ｐ連主催受賞祝賀会の報告

○ 開催日時： ８月１９日(水)１８：００～(受付１７：３０～)

○ 開催場所： ホテル東日本ホテル盛岡（盛岡市）

○ 参加者 ： ５８名

○ 祝賀対象者・学校

ありあけ新世高等学校・文部科学大臣表彰（団体）

戸畑高等学校、柏陵高等学校、三潴高等学校・全国高Ｐ連表彰 （団体）

今田米男（宇美商業）、井上勝喜（八女工業）、加治矢尚（東鷹）（個人）

永尾秀樹（大川樟風）

大川樟風高等学校・（26年度表彰）文部科学大臣表彰（キャリア教育優良PTA）

筑紫丘高等学校 西田川高等学校・（26年度表彰）福岡県教育文化表彰優良PTA団体表彰

7,500円/人○ 会費

※ （県高Ｐ連が3,000円補助）受賞者及び受賞校のＰ会長・校長（管理職）は4,500円/人
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○司会進行 ・・・松藤 副会長 (1分) 18:00

○開会のことば ・・・松藤 副会長 (1分) 18:01~

○祝 辞 県高Ｐ連会長 ・・・田中 会長 (3分) 18:02~

○受賞者紹介 ・・・松永事務局長 (3分) 18:05~

○団体受賞者代表・個人受賞者挨挨拶 ・・・８名 (24分)18:08~

○記念写真撮影係（撮影・整列等） ・・・永尾 秀樹 (5分) 18:32~

○乾 杯 県高Ｐ連前会長 ・・・永尾 秀樹 (3分) 18:37~

祝 宴 18:40~

○万歳三唱 ・・・佐藤地区事務局長 (3分) 20:00~

○閉会のことば ・・・松藤 副会長 (1分) 20:30~

○諸連絡 ・・・事務局

※受賞者の方々には、大変喜んでもらいました。来年度の千葉大会には、多数の参加者をお願いします。

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〕

○会則の改正について
○総会運営の見直しについて

〔健全育成委員会〕

○平成２５年度のアンケートについて

○今年度の取り組み内容について

○ポスター作成の検討

〔進路対策委員会〕

○最終報告のあり方について

○各校の取り組み（ジョブシャドウウイング等）について

〔調査広報委員会〕

○広報紙コンクールについて

○研究のテーマ（高校生の食生活）について

以上が第２回役員会・委員会の概要です。


