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浦安市立小中学校 PTA連絡協議会 

第 3回運営委員会 議事録 

【日時／場所】 

■日時：2016年 10月 1日（土）18：30～19：30   

■場所：高洲公民館 

 

【出席者】 （敬称略） 

運営委員（小学校） 運営委員（中学校） 運営事務局 

所属 氏名 所属 氏名 本部 氏名 

浦安小 猪熊 浦安中 大塚 会長 助川 

南小 土居 堀江中 石橋 副会長 

組織運営 

広報企画 

交流・文化 

欠席 北部小 欠席 見明川中 西山 

見明川小 杉本 富岡中 小松 村本 

富岡小 正木 美浜中 欠席 欠席 

舞浜小 奈良 入船中 欠席 地域渉外 杉井 

東小 對馬 高洲中 松本 書記 伊藤 

日の出小 平林、清水   佐々木 

高洲小 樋口   会計 横松 

高洲北小 影山   長尾 

美浜南小 須藤     

入船小 加藤     

 

【プログラム】 

１. 開会の言葉 （会計：横松） 

２. 挨拶（会長：助川） 

３. 浦安市などから事業紹介 

＜浦安市 都市環境部＞ 

■「おでかけビーナス」（別紙参照） 

―浦安市 都市環境部 ごみゼロ課（堀木氏）より 

 今年度、「おでかけビーナス」というものをうらやすピカピカプロジェクトと協働事業の一環としてスタート。 

 

―うらやすピカピカプロジェクト（佐藤氏）より 

 今年度ごみゼロ課さんとの協働事業でやっているのが、ごみ減量と再資源化の啓発活動。これまで「出前ビーナ

スプログラム」をごみゼロ課さんでやっていたが、これをリニューアルして「おでかけビーナス」という形で、自治会、小

学校、幼稚園、保育園、中学校などへ出張して啓発プログラムを実施するもの。 

 Aは、キャラクターショーのような形で、ごみゼロ課でもっているキャラクター「くるんちゃん、ぐるん」との掛け合いで、ご

み減量をどうしたらいいのかという問題提起など４R といわれるキャンペーン説明をショー形式で実施するのをみる、

劇場をみるという形のプログラム。 
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 Bは、「知識を知恵に変える」と書いてあり、同じくキャラクターを使ったセッションだが、３つテーマに沿って、例えば

「①焼却炉と火山」であれば、くるんちゃんが分別をするいい子、ぐるんは分別をちゃんとしない子で「火山に捨て

てしまえば燃えるので、分別しなくてもいい」と、くるんちゃんを困らせるのを子ども達に助けてもらうという形で、ワー

クショップ、ブリーフィングでどうしたらいいのかをみんなで意見を出し合ってくるんちゃんを助けるというプログラム。 

 難しいお題を子ども達と一緒に解決に導いていくというプログラム。「おでかけ」といっても勝手に講演しにいくわけに

はいかないので、みなさんの PTAの活動の中でご興味があれば呼んでもらって子ども達と一緒にこれからのごみ問

題を考えていきたい。 

 校長会、教頭会には話をしているので、PTAの方から学校に働きかけてもらって、文化祭などで PTA活動の一

環として活用してもらえたら、「お出かけビーナス」という形で平日でも土日でも対応させてもらう。 

 

＜浦安青年会議所 ジャパンプライド育成委員会＞ 

■「みんなで灯そう！日本のみらい日本のこころ育成プロジェクト」第 3章「学んで伝えよう日本のすごさ再発見！」

の後援依頼 （別紙参照） 

―浦安青年会議所 ジャパンプライド育成委員会 松本氏より 

 青年会議所の青少年委員会を務めていて、子ども達に日本の素晴らしさを伝える活動を１年通じて 4月、

8月、10月で行っている。4月：藍染体験、8月：和太鼓演奏では、浦安市 P連に後援いただいた。今回、

10月実施の「学んで伝えよう日本のすごさ再発見！」も後援をお願いしたい。 

 日時：平成 28年 10月 29日（土）10：50-12：40 （３，４限目） 

  場所：浦安市立堀江中学校 体育館 

  対象：中学１年生 6 クラス、教職員、保護者（総合の授業） 

  内容：第 1部／講演「和食から見る日本の素晴らしい風習・文化」 

      第２部／講演「ロシアミッション学生交流事業に参加して感じたこと」 

      第３部／「ここがすごいぞ日本の良さ再発見」 

      第４部／グループディスカッション 

 質問：誰でも参加できるのか？ 

⇒（松本氏） 

堀江中１年の保護者も参加可能だが、授業時間なので他校生徒の参加は難しい。こういうことをやっている

という紹介をさせていただいた。 

 後援の可否について審議し、拍手多数につき上記事業について市 P連として後援を承認。 

 

４. 報告事項 

① スポーツ大会実行員会からの報告（会長：助川） 

 天候が心配な中、全競技無事行えた。結果はレジュメの通り。ホームページにも結果を掲載している。 

 大運動会も、「親子リレーマラソン」約50名、「大人サッカー」13名参加。途中雨に降られたりしたが、特に

親子リレーマラソンは盛り上がっていた。大人サッカーもサッカー協会、ブリオベッカに協力いただき楽しんだ。 

 

② 「スポーツフェア」について（会長：助川） 

 10/9（日） 浦安市運動公園にて行われる「スポーツフェア」のお手伝いを担当校にお願いしている。 

 （誤）舞浜小が 2か所に掲載 ⇒ （正）1か所は堀江中 

 午前担当（舞浜小、富岡小、見明川小、堀江中）午後担当（南小、富岡中、見明川中） 
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 集合場所：運動公園総合体育館南側出口本部テント前 

 集合場所：午前の部 9：35集合、午後の部 12：50集合 

 

③ 県 P研究大会葛南大会 in八千代市について（会長：助川） 

 11/19（土）に開催。分科会について資料はないが、第一希望での参加可能の予定。 

 記録係については、確定している。ご協力ありがとうございます。 

 集合時間はブランクにしている。交通事情など考慮して、別途ご連絡する。 

 第２分科会「情報化と PTA」で美浜南小 PTA戸久世さんが登壇予定。 

 質問：別途連絡とはどのような形で連絡がくるのか？ 

⇒（会長：助川） 

市 P連の Gmailで連絡する。 

 

④  県 P関係の報告（会長：助川） 

 9/5(木)葛南地区会議、9/15（木）理事会  に出席。 

 「2016年度教育予算拡充等を求める要請書」の署名活動への協力要請がきている。資料、用紙などを

お渡しするのでご協力をお願いしたい。 

・質問：教育予算拡充…の件、各単 Pでこれを出すということなのか？ 

⇒（会長：助川） 

各単 Pで封書にて提出いただきたい。 

・質問：必ず、もしくはなるべく協力してほしい、ということなのか？ 

⇒（会長：助川） 

これまで教職員数を減らす、教育予算を削減する等の話が出ているようで、PTA としてはそういうことを避け

てより充実した教育につなげてほしいという趣旨にご賛同いただき署名いただきたい。 

・質問：「千葉県教職員組合 内」にある事務局に出すのか、「子ども支援千葉県連絡会」の事務局と

して出すのか、それによって意味合いが変わってくる。 

⇒（会長：助川） 

すぐに回答できないので、確認してお答えする。 

・質問：これは今あるものがマイナスになろうとしているものを阻止しようとするものなのか、今ないものをお願

いしようとするものなのか。 

⇒（会長：助川） 

経緯としては、県 Pから各郡市 P連あてに要請がきている。中身を精査して回答するが、配布したカラーの

資料に概要があり、裏に知事宛の要請書に要請項目が記載されている。下段に取り扱い団体として「子ど

もたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体千葉県連絡会」が記載。校長会等 22 団体が所属。

その事務局として、千葉県教職員組合が行っていくもの。 

・質問：各単 P25名分の署名を集めればいいのか。 

⇒（会長：助川） 

ぜひ、コピーをとって対応いただければありがたい。 

・質問：学校の先生にも保護者にも配布されていると考えていいのか。 

⇒（会長：助川） 

校長会、教頭会でも配布されているようなので、これについては PTA保護者対象。 
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⑤ 平成 28年度浦安市 P連 懇親会にて（会長：助川） 

 日程が決定。平成 29年 2月 10日（金）18:30～20:30  場所：浦安ブライトンホテル 

 1名あたり 6800円（税込）を予定。 

 昨年度は懇親会の前に学校新聞という形で、各 PTAやおやじの会などの協力で各校の取り組みを紹介し

ていた。これは休日だったので出来たことで、今年度は平日なので難しい。 

（昨年度の様子をスクリーンで紹介） 

 各校の取り組みを紹介して、情報交換する場として大変有意義だったので、昨年のようにはできないが、各

校の活動のデータ（写真など）を提供いただき、各校 30秒くらいのスライドショーを作成、当日 PTA会長

に取り組みを紹介いただくことを検討している。 

 上記を実施していくのに、各校の取り組みの様子が分かる写真提供を例えば 5枚ずつくらい（各校同じ枚

数）Gmail に送付依頼するかもしれない。ご協力をいただきたい。 

 

⑥ 防犯セミナーについて（会長：助川） 

 平成 2９年 2月 4日（土）15:30～18:00 美浜公民館にて 

 これも予定だが、内容はネット防犯の予定。ケータイやゲーム機等により、子ども達が事故や犯罪にあわな

いように保護者としてどのように守っていけるかを主題にしていきたい。 

 

⑦ 会計からの報告（会長：助川） 

 スポーツ大会、大運動会の支出について、今年度は浦安市からの補助金が44万円、市P連の会費２万

円の合計 46万円の予算だった。 

 結果、補助金 44万円の内、実際の支出が 39万円、残金が 5万円。PTA会費２万円の内、実際の

支出が 9千円、残金が約 1万円で、全体として予算内で実施できた。 

 

⑧ 次年度スケジュール（会長：助川） 

 次年度市 P連定期総会・懇親会は、平成 29年 5月 12日（金）夕方～開催予定。 

 

⑨ 子どもの帰宅を促す放送実施について 

 「帰りましょう」という帰宅を促す放送が 11月 1日～行われる。 

 これはかつて市P連が市の方に要請を行って実施に至ったという実績がある。当初は放送がうるさいと言った

苦情もあったようだが、今では定着してきたようだ。 

 こういった市への要請が必要な案件などがあれば、今後も行っていきたい。 

 

⑩ 放課後子ども教室 

 子どもが下校後、空いた教室を活かせないかということで全国的に取り組みがあり、浦安市では昨年度ハロ

ウィンイベントが事業体との協働で実施された。今年度も 10月 29日に見明川小学校にて実施予定。 

 他校からも見学可。ぜひ見学してほしい。資料等できたら、ホームページに掲載していく。 

・質問：時間は何時からですか？ 

⇒（会長：助川） 

詳細は確認してご連絡する。 

 



5 
 

⑪ 各部会からの報告 

組織運営部 （会長：助川） 

 特になし 

広報企画部 （副会長：村本） 

 8月下旬、ホームページリニューアルをご説明させていただいたが、9/25 スポーツ大会の結果、優勝校の写

真、コメントを掲載しているので見てほしい。来年予定されている懇親会での各校取り組み紹介に使用す

るスライドというのも、このホームページを利用してホームページ訪問者に広く伝えていきたいと思っている。こ

れからもコンテンツを募集していくと思うが、ご要望ご提案あれば寄せてほしい。スポーツ大会のスライドショー

も掲載しているので、各単 Pの方々にもお知らせいただきたい。 

 （会長：助川）ホームページに関しては今年度注力してきているので、会議資料を印刷ではなくダウンロ

ードにするなど、皆さんの負担軽減化に役立てていきたい。 

・質問：QR コード作成できないか？ 

⇒（会長：助川） 

出来るとは思うが、今年度だけということでなく、QR コードを含め、来年度以降も出来るような仕組みで検

討する。 

交流推進部（体育）（会長：助川） 

 スポーツ大会、大運動会の様子をホームページに写真を掲載している。特に大運動会（親子リレー、大人

サッカー）の写真を掲載しているので、ご参照いただきたい。 

交流推進部（文化） 

 特になし 

地域渉外部 

 特になし。 

 

⑫ その他 

 （日の出小：平林）運営委員会の時間帯を変更について、みなさんの意見を伺いたい。 

⇒（会長：助川） 

経緯としては、推測だが…この時間に運営委員会をやってその後懇親会をやっていたのが多かったのかもと

いうのが一点と、もう一つが、今日はなかったが、午後 3時頃からセミナーを開催してそのまま運営委員会を

やる流れがあったかも。土曜の夜に入れられてしまうと、週末の休みのど真ん中で外出等できず扱いづらいと

いう意見もある。 

⇒（会長：助川） 

例えば、次回土曜の午前といった場合、不都合な単 Pはあるか。 

⇒（堀江中：石橋） 

毎年 12月第 1週午前中にクリーンクリーン作戦を実施しているので厳しい。 

⇒（会長：助川） 

早めに運営委員会スケジュールを連絡しているので、色々なイベントと絡んでいるはずなので今年度からと

いうわけにはいかないが、次年度以降なるべく皆さんの都合のいいところを調整していくよう検討していくこと

はできる。 

⇒（見明川小：杉本） 

個人的にはこの時間より早いとありがたい。 



6 
 

⇒（会長：助川） 

皆さんの都合を合わせるのは大変だが、早目の時間に開催されることになれば早目にリリースするようにする。

ただし、来年のスケジュールは 5月の総会で決定するので、その時に時間の調整が間に合うかは疑問だが、

検討課題とする。 

⇒（東小：對馬） 

土曜日の午前中は学校行事を重なりやすいのではないか。 

⇒（会長：助川） 

実は、県 P葛南大会の日も学校行事のところもあり、市の生涯学習課などと内容調整の必要がある。 

⇒（堀江中：石橋） 

土曜日は色々イベントがあるので、皆さん忙しいとは思うが平日金曜の夜という案もあるのではないか。来

年度から変更の可能性がるのなら、今からアンケートをとる方がいいのでは。 

⇒（会長：助川） 

アンケートはいいかもしれない。実施については、ホームページも活用しながら検討したい。 

 

5. 情報交換タイム 

   特になし 

 

6. 生涯学習課より 

 健康センターから健康フェアのチラシを預かってきたが、市民まつりと同日に開催。ご一読ください。 

 

＜次回日程＞ 

 次回の運営委員会は 12月 3日（土）18：30 より 美浜公民館で開催 

 


