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浦安市立小中学校 PTA 連絡協議会 

第４回運営委員会 議事録 

【日時／場所】 

■日時:2016 年 1２月３日（土）18:30～２０:30   

■場所:美浜公民館 

 

【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 坂巻(代理) 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 

大田(欠席) 北部小 福田(代理) 見明川中 西山 

見明川小 杉本 富岡中 欠席 戸久世(代) 

富岡小 正木 美浜中 川上 欠席 

舞浜小 欠席 入船中 上村 地域渉外 杉井 

東小 對馬 高洲中 欠席 書記 伊藤 

日の出小 平林   佐々木 

高洲小 樋口   会計 横松 

高洲北小 塩見(代理)   ⾧尾 

美浜南小 須藤     

入船小 柴田(代理)     

 

【プログラム】 

１. 開会の言葉 （地域渉外:杉井） 

２. 挨拶（会⾧:助川） 

＜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＞ 

■「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!」

の報告 （別紙参照）  

 

３. 報告事項 

① 関東ブロック研究大会 茨城大会の報告（会⾧:助川） 

➢残念ながら出席できず。 

 

② 県Ｐ研究大会葛南大会 in 八千代市の報告（会⾧:助川） 

➢たくさんの方にご参加とご協力をいただき、ありがとうございました。 

➢浦安市Ｐ連も主要団体であった。 

➢第１～５分科会の様子について報告（プロジェクター使用） 

  ・第１分科会…組織・運営 「小中連携とＰＴＡ」 
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  ・第２分科会…学校教育と広報 「情報化とＰＴＡ」 

  ・第３分科会…地域活動 「放課後教室・地域支援本部とＰＴＡ」 

  ・第４分科会…家庭教育 「おやじの会とＰＴＡ」 

  ・第５分科会…特別 「ＰＴＡ活動を楽しくする」 

➢第２分科会は、浦安市Ｐ連（美浜南小学校）から戸久世さんが登壇。講演内容をお話しいただいた。 

➢記念講演…「じぶん未来クラブ」代表 佐野一郎氏。 

          

③ 県 P 関係の報告（会⾧:助川） 

➢レジュメ記載通り 

➢12 月 1 日(木) 県Ｐ理事会（会計:⾧尾  出席） 

   ・県立高校入試選抜方法につて 

     前期 6 割、後期 4 割の 2 段階選抜。近いうちに 1 段階になるという話だが、まだ決まってない。 

     学校・ＰＴＡ・千葉県校⾧会は 1 段階にしたい意向。千葉県教育委員会は丁寧に進めるべきと 

     いうことでまだ進んでいない。全国で、2 段階選抜が１２県。 

   ・いじめに関する報告件数 

     この時期に報告件数が発表される。全国のいじめの報告件数では千葉県が 1 位。 

     順位だけ見るとショッキングだが、些細なことでも報告しているので、しっかり取り組んでいるという見方も 

     できるとの見解。 

   ・自転車総合補償制度について（資料配布・県Ｐより依頼） 

     各単Ｐ会⾧に案内がいっているので、「新入学生説明会」等での配布をお願いしたい。 

 

④ 会計からの報告（会計:横松） 

➢支出:レジュメ記載通り 

 ➢予算:別途添付資料をもとに説明 

 ➢見明川小学校の印刷機のドラム交換の費用について（前年度分） 

・市Ｐ連資料印刷中に故障 

・修理代金半額を市Ｐ連で持つ予定。 

 

⑤ 市内一斉パトロールについて（会⾧:助川） 

➢レジュメ記載通り 

   ➢開催日時:平成 28 年 12 月 8 日（木）19:30～ 

 

⑥ 防犯セミナーについて（会⾧:助川） 

  ➢レジュメ記載通り 

  ➢開催日時・場所:平成 29 年 2 月 4 日（土）15:30～18:00  

美浜公民館・大集会室 

 

⑦ 平成 28 年度市Ｐ連 懇親会について 

➢レジュメ記載通り 

➢開催日時・場所:平成 29 年 2 月 10 日（金）18:30～  浦安ブライトンホテル 
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⑧  平成 29 年度定期総会についてのお願い 

➢レジュメ記載通り 

➢開催日時・場所:平成 29 年 5 月 12 日（金）18:30～総会  19:45～懇親会 

          浦安市文化会館 

 

⑨  各種委員会報告 

組織運営部 （会⾧:助川） 

➢特になし 

広報企画部 （戸久世） 

   ➢以前お願いした「学校自慢」（学校紹介）の資料、未提出校は早めにお願いしたい。 

   ➢ＨＰにアップ予定。 

➢28 年度懇親会にて使用。 

交流推進部（体育）（会⾧:助川） 

   ➢スポーツ大会実行委員の方々がマニュアル制作中。多大なるご尽力に感謝したい。 

   ➢来年度以降も、スムーズに行えるよう努力していきたい。 

交流推進部（文化） 

➢防犯セミナー等、お願い致します。 

地域渉外部 

➢葛南大会を無事に終えることができました。皆様ありがとうございました。 

➢記録係を担当された方に、朝早くからご苦労様でした。 

 

⑩  来年度の役員選考について 

    ➢役員指名委員（３名）  堀江中:石橋さん  見明川中:西山さん  高洲中:松本さん 

 

 

 ➢（見明川小:杉本さん） 

  Ｑ．市内一斉パトロールとは何をするのか? 

   ⇒防犯協会主催。地域によっては別スケジュールで開催（各単Ｐで決める） 

    （例）高洲地区…夕方、自治会と学校が一緒に歩くといったイベント。 

 

 ➢（入船中:上村さん） 

  Ｑ．県Ｐ研究大会について、以前は単独の郡市で幹事をやっていたが、今回は合同でやられた。 

合同でやることのご苦労があれば教えてほしい。 

⇒より組織が小さい方が情報交換や連絡等、やりやすいのかと思う。 

広域(合同)でやると、たくさんある決め事などの返信が遅くなったりという面が苦労なのかと。 

しかし、いろんな地区の苦労を知ること、たくさんの方と知り合えることが良い面でもある。 

 

Ｑ．今後も合同開催が多くなるのか? 

⇒単独でする負担を考えると、合同でやるのが望ましい。来年度も合同開催。 
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➢（堀江中:石橋さん） 

Ｑ．見明川小のドラム交換について話があったが、今後も同じことが起こりうる。 

 今後の対応策、改善策は考えているのか? 

 ⇒今後もあり得ることである。ＰＴＡの事案はギリギリになることが多いため、外部発注は厳しい。 

 対応策を考えている。 

     

⇒４～５校が事務局として対応している中で、そこの負担があったのか等を含めて 

いろいろ検証が必要なのかと思う。 

<見明川小 印刷機ドラム交換について> 

市Ｐ連にて負担。（拍手） 

 

今後も検討事項として話していきたい。 

 

４. 情報交換タイム 

  ＜葛南大会感想＞ 

   ➢（見明川小:杉本さん） 

    Ｑ．研究大会は思ったより楽しかった。 

       ネットボランティアとは、どういうものなのか? 

   ⇒（美浜南小:戸久世さん） 

    Ａ．ネットボランティアはＰＴＡの一つのサークル。 

ホームページを作った時に協力してくれた人がネットボランティアというかたちで残ってくれている。 

メンバーは父親がほとんど。平日には集まれないがネット関係であれば応えれるなど。 

本部役員ではできないところをネットボランティアの方にお手伝い・サポートしてもらっている。 

 

   ➢（南小:土居さん） 

    Ｑ．人数は何人くらい? 

   ⇒（美浜南小:戸久世さん） 

    Ａ．メンバーとしては 35 名くらいいるが、実際に動いいているのは 3 人くらい。 

       歴代の広報員も残ってくれている。 

ＰＴＡ副会⾧が窓口になっている。 

 

   ➢（助川会⾧） 

    Ｑ．富岡小のボランティア活動を教えてほしい。 

   ⇒（富岡小:岩崎さん） 

    Ａ．8 つのボランティア活動を行っている。ＰＴＡと同じくらいのポジション、横並びの関係。 

       ボランティア活動をＰＴＡが支援。募集に関してサポートしている。 

同じようなやり方でネットボランティアをやっている。 

 

   ➢（堀江中:石橋さん） 
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    Ｑ．世帯数に対して何割くらい登録(加盟)されているのか? 

       募集のタイミングは? 

   ⇒（美浜南小:戸久世さん） 

    Ａ．加入は 100％を超えている。メールを受けるのは世帯に一人とは限らないので。1 世帯に複数もあり。 

      年度初め、新入生にまず登録してもらう。５月の初めにテストメールを実施。届いてない人にはフォローする 

      世帯に一人は受信しているかどうかのチェック。世帯で誰も受信できないということはないようにしている。 

 

   ➢（入船中:上村さん） 

    Ｑ．第 6 回運営委員会の日程は決まっているのか? 

   ⇒（助川会⾧） 

     Ａ．平成 29 年 4 月 1 日（土） 

 

５. 生涯学習課より 

   ➢『平成 28 年度生涯学習フォーラム～絆 生涯学習による人づくり・まちづくり』の案内。 

   ➢日時・場所:平成 29 年 2 月 26 日（日）13:30～16:00  浦安市民プラザ Wave101 大ホール 

   ➢チラシは 12 月中旬～下旬に配布予定。 

   ➢開催日が日曜日 13:30～ということもあり、市Ｐ連の皆様にも是非参加していただきたい。 

 

６．その他 

  ■公益社団法人青年会議所より…会⾧挨拶後に説明。 

 

 

[高洲北小:丸山教頭先生より] 

年末のお忙しい中お集まりいただいて、熱心なご討議、とてもありがたいと思って拝聴していた。 

今年は研究大会の幹事でもあり、大変だったと思う。いろいろなところでご協議をいただいて懇親を深めているおかげで 

浦安市では子ども達がかかわるような事件や事故もなく、安心安全で新年を迎えられるのかと思っている。 

少子化が進み、より大切にお子さんを育てているご家庭が多く、学校とＰＴＡが手を携えていくことが、益々重要にな

ってきている感じている。 

皆様、よい年の瀬を迎えられて、また年度末は学校との最後のまとめをしていただければと思います。 

 

 

 

＜次回日程＞ 

 次回の運営委員会は平成 29 年２月４日（土）18:30 より 美浜公民館で開催 

 


