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浦安市立小中学校 PTA連絡協議会 

第 5回運営委員会 議事録 

【日時／場所】 

■日時：2017年 2月 4日（土）18：30～19：30   

■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 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 北部小 欠席 見明川中 西山 

見明川小 千田 富岡中 小松 戸久世（代） 

富岡小 正木、岩崎 美浜中 川上 横山 

舞浜小 奈良 入船中 欠席 地域渉外 欠席 

東小 對馬 高洲中 欠席 書記 伊藤 

日の出小 村本   佐々木 

高洲小 樋口   会計 横松 

高洲北小 欠席   長尾 

美浜南小 須藤     

入船小 加藤     

 

【プログラム】 

１. 開会の言葉  

２. 会長挨拶 

３. 浦安市などから事業紹介 

① 県Ｐ関係の報告と連絡 

② 各部会からの報告 

③ 会計からの報告 

④ 会計監査について 

⑤ 平成 29年度定期総会・懇親会について 

⑥ 各種委員会・各部会活動報告書の提出依頼について 

⑦ 平成 29年度 運営委員、部会員の顔合わせ会（部会決め）について 

４.  情報交換タイム 

５.  生涯学習課より 

６. 閉会の言葉 
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＜資料の確認＞ 

・市制施行 35周年記念事業 生涯学習フォーラム（1部） 

・子ども応援便り（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連絡会）（1部） 

・第 49回日本ＰＴＡ関東ブロック研究大会 

・日本 PTA新聞（5部） 

・平成 28年度「健全育成標語」コンクール入賞作品集（1部） 

 

１. 開会の言葉  

２. 会長挨拶（会長：助川） 

メールでご連絡したが、2/10の懇親会、中心になった。急なご連絡でご迷惑をおかけした。学校によっては、予算

を決めていたところもあるかと思うが、日程の調整の中で中止となった。次回が今年度最後の運営委員会となり、

次年度役員も決定していく。いよいよ残りわずかになってきたが。最後までご協力の方、よろしくお願いしたい。 

３. 報告・連絡事項 

① 県Ｐ関係の報告と連絡 

（1）役員会・理事会からの報告 

・２月９日（木）：理事会出席予定 

（2）県Ｐ個人表彰（活動功労表彰者）について 

・皆さんにお願いしていく内容。県Ｐの個人表彰者（活動功労表彰者）ということで、市Ｐ連で推薦して選定

を行っていく。2/9の理事会で通知があるので、改めてご連絡するが、各単Ｐで候補者のご検討をお願いした

い。浦安市Ｐ連からの推薦数は 4名。4名以上の場合は第 6回運営委員会で話し合う予定だが、長期で

やっていただいた方が対象。昨年度は高洲中の中村会長、見明川中の小川さんが推薦され、表彰を受けて

いる。 

（3）千葉県 PTA広報紙コンクールについて 

・例年やっているもの。県Ｐの方に応募する。 

・発行期間：平成年 28年 4月～平成 29年 3月までに 2回以上発行した作品。 

・こちらのコンクールに参加したいという単Ｐは、【発行回数×各 3部】出品票を添付して、市Ｐ連事務局（高

洲北小）宛てに、市内メール便にて送付してください。予定ではアイネットさんで審査していただく予定。場合

によっては変更になるかもしれないが、業者さんの審査ということで進める予定。 

 

② 各部会からの報告 

 ＜組織運営部＞ 

 ・特になし 

 ＜広報企画部＞ 

 ・1/29-30、1月下旬に広報紙を発行した。各単Ｐで会員に配布いただいた。ありがとうございました。 

広報紙の中でホームページのリニューアルをＱＲコードをつけて紹介していたが、1/31のアクセス数をみると

100 を超えていた。その日は特別に多かった。色々な方に興味を持っていただいてリニューアルしてよかったとい

う率直な感想をもった。 

 ・12月締切で学校自慢の記事をお願いしたが、無事ホームページにアップした。なかなか各単Ｐの活動内容を 

知ることが少ないということで各単Ｐの活動をご紹介いただき皆さんに知っていただくという趣旨で取り組んだ。 
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＜交流推進文化＞ 

・本日、こちらの美浜公民会で「防犯セミナー」を開催した。受講者：３２名。大好評で無事終了した。 

＜地域渉外部＞ 

・特になし。 

③ 会計からの報告 

・特になし 

④ 会計監査について 

・今年度の会計監査を平成 29年 4月 1日(土)17：00 より美浜公民館で行う予定です。 

   （26年度からの輪番制に伴い、浦安小、浦安中から会計監査を順番に受け持ち。今年度の会計監査担  

    当校は北部小、見明川中。） 

   ・運営員会前の時間、この場所で行われる。 

   ・担当の北部小、見明川中の方は、当日監査員をしていただくので、【ご印鑑・電卓】を持参。 

⑤ 平成 29年度定期総会・懇親会について 

【期   日】  平成 29年 5月 12日(金) 

【時   間】  (リハーサル)17：00～18：00 (総会)18:30～19：30 (懇親会)19：45～20：40   

 ※リハーサルに参加いただく方、お手伝いいただく方については、次回第 6回運営委員会にてお知らせする。 

【会   場】  (総会)文化会館小ホール (懇親会)文化会館大会議室３Ｆ 

【参加人数】  (総会)各単Ｐ8名(校長先生は来賓のため除く) 委任状提出分を含みます。 

 (懇親会)各単Ｐ5名以上(先生含む) 

【懇親会費】  一人 1,000円 

【申込方法】  後日、ご案内しますので、メールでお申込みいただきます。 

※ 総会・懇親会の申込締切は 3月 31日（金）まで。メールでお申込みください。 

（宛先アドレス：Gmail urayasushipta@gmail.com） 

※ 「懇親会費」は第 6回運営委員会（4月 1日）にて、参加人数分を集金させていただきます。

（受付 18：00 より） 

※ 「委任状」は総会当日（5月 12日）、受付で提出してください。 

（委任状の提出は、総会出席予定者が欠席となる場合） 

※ リハーサルの時間など、役割によっては集合時間が変更になる場合もあります。 

詳しくは次回、第 6回運営委員会でお知らせします。 

 

⑥ 各種委員会・各部会活動報告書の提出依頼について 

 ※レジュメ参照 

 ※以下、また依頼のメールをするのでご協力をお願いしたい。 

・青少年問題協議会 →舞浜小 

・浦安市地域自立支援協議会 →浦安小 

・自転車安全利用推進会議委員会 →富岡中 

・子ども広場運営委員会 →高洲小 

mailto:urayasushipta@gmail.com
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⑦平成 29年度 運営委員、部会員の顔合わせ会（部会決め）について 

    ・4月 1日（土）17：00～ 美浜公民館にて、来年度の運営委員（各単Ｐの PTA会長）、部会員選 

出者の顔合わせ会（部会決め）を行う。 

    ・来年度の各単Ｐの運営委員（PTA会長）、及び部会員選出の方のご出席をお願いいたしたい。 

    ※部会員とは…専門部【広報企画部、交流推進部（体育）、交流推進部（文化）、地域渉外部】に属

する人。（部会長以外は通常、運営委員会には出席しない。） 

    ※来年度、組織運営部の【浦安小、北部小、東小、浦安中】の担当の方もご出席ください。こちらもご連絡を 

お願いしたい。 

 

＜質疑応答＞ ※敬称略 

Ｑ：南小（土居） 

・5/12（金）総会・懇親会の参加申し込みは 3/31 までとなっているが、3/31の段階では、先生の異動などはっき

りしない可能性があり、参加メンバーが分からないがどのようにしたらいいか。 

Ａ：助川会長 

・人事異動の関係、ＰＴＡの役員きめの関係もあると思う。一応提出いただいて変更、という 2度手間になるかもし

れない。先生方の人事発表は 3/27-28 あたりになりそう。 

Ａ：会計横松 

・出席される方が確定できないということが想定されるが、4/1の運営委員会のタイミングしか会費集金できないという

状況もあるので、仮でも構わないので、原則参加いただくということで会費を納めていただいて、それ以降欠席等に

ついては個別調整ということで対応させていただきたい。 

Ａ：助川会長 

・役員決めに関して、市Ｐ連の体制について、補足説明（ホームページ内体制図参照）。組織運営部以外の学

校については、広報企画、交流推進体育、交流推進文化、地域渉外の中でいずれかの部会を選択してもらう。

それぞれの部が何しているのか分からないということもあるかと思うが、ホームページを参考にしてもらいたい。 

・来年度の組織運営部の中で、浦安中の坂巻さんに会長をしていただきたいということで推薦させていただいている。

総会で承認の予定としている。今後、指名委員会と調整しながら、組織運営部の他の単Ｐから、書記・会計を指

名していくということで、こちらも総会にかけていく。 

 

４.  情報交換タイム ※敬称略 

■富岡小（正木） 

・2点お話したい。1つは感謝の報告。昨今ＰＴＡとして子ども達の通学の時間帯に街頭指導を行っているが、最近

何か事件があったせいか、朝や夕方に頻繁に通ってくれていて、防犯上、一般車両の抑止力になっている。パトカー

を見てスピードが落ちることもあり、ありがたい。 

・もう 1つは相談。スポーツ大会に毎年参加しており、夜間の体育館を利用して練習を行っている。29年度 4月から、

照明代、空調代等、光熱費を徴収するという話が出ている。一緒に練習しているクラブチームのところに連絡があっ

た。予算とりをすべきなのかも悩んでいる。市Ｐ連スポーツ大会の練習ということで使用しているところなので、どうし

たらいいのか、皆さんどのようにお考えなのか伺いたい。 

・同じ時間、クラブチームとＰＴＡと使用している場合はどうしたらいいか。 



5 
 

 

⇒生涯学習課（松川） 

・市民スポーツ課に聞いてみる。明日のマラソンで忙しいので、週明け確認していく。 

 

■舞浜小（奈良） 

・11月頃、舞浜小では児童が通る橋の真正面に時計を設置した。今まで遅刻する子ども、ギリギリにくる子どもが多

かったが、時計を設置したことにより、それ以降なくなった。 

・市 P連脱退の話が上がっていた。数年前から話があがっていた。そこで全世帯にアンケートを実施したところ、トリムバ 

レー、ソフトボールのスポーツ大会に参加している以外の方は、人員的負担、費用的負担がかかるのであれば脱退

した方がいいという意見がほとんどだった。先日、助川会長にも来てもらって意見交換会を実施。95％脱退した方

がいいという方々の中の出席が 2名で、後はスポーツ大会の参加者だったが、市Ｐ連に参加するメリットについて、

スポーツ大会に参加できるということくらいしか認識されていないという事実が分かった。昨年の 12月に県Ｐからの

教育に関する署名運動があったが、本来そういうことが意味として大きい。市Ｐ⇒県Ｐ⇒日本Ｐとつながっていて、

そういう団体が政治的な意味合いをもって学校教育に意見できる団体ということを認識していない。今回は助川会

長にも説明に来てもらって、舞浜小としては市Ｐ連継続ということで決定したが、他の小中学校も似たような状況

かと思う。今後、市Ｐ連が子どもの学校教育制度に対して大きな発言力を持っているという意味合いを一般の会

員に伝えていければいい。 

 

■助川会長 

・今、市や県に対して大きな行動で抗議するという局面はないが、元々団体としてはそのような役割がある。ただ、教 

育体制に関する署名運動などは行っているし、各単Ｐでの情報は限られるので、色々な単Ｐのやり方を知るという

情報交換にも意味がある。今ホームページも充実しているので、ぜひ活用してもらいたい。昔は市でも研究大会を

実施していた。各単Ｐの活動について情報交換していたと聞いている。各校の負担面を考慮してなくなったようだが、

また違う形としてホームページで各単Ｐの取組みを紹介していきたいと思うので、活用していただきたい。 

・市のホームページ、「市のスポーツ」というところに、「実費徴収に関する説明会」というのが載っていた。消防本部で説 

明があるということがホームページに載っているので参考にしていただきたい。同時に市民スポーツ課に確認していく。 

 

■入船小（加藤） 

・市 P連の意義について補足したい。前会長が医師だったが、校庭などにAEDがないのは困るということで意見を出し

設置にいたった。市Ｐ連に加盟していることで、子どもの命に関わる大事なことを市に伝えるパスがある、大事なこと

を上にあげていくためにも市Ｐ連に加盟していることが大事と話していた。 

 

■南小（土居） 

・市Ｐ連の交流が大事だと思うが、その交流をするひとつの場である懇親会の交流会がなくなった理由は？来年度以

降はどうするのか？ 

⇒助川会長 

・急遽中止になったことについてお詫びしたい。メールでは、市長選、日程調整等で説明したが、来年度以降は検討

いただければと思っている。元々は新年会だった。新年会という位置づけで 1月でやっていたが、なかなか日程調整

ができなくなって 2月になっていた。特に 2月である意味はなく、飲み会、交流となっていた。皆さんには、昨年度の
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壁新聞のようなものをみてもらいたかったが、昨年が休日での実施、今年は平日という調整しきれなかった部分もあ

った。 

来年度以降は、交流の場ということではぜひもっていきたいが、大人数がいいのか、運営委員会のメンバーで話す

機会がいいのか、考えていく必要がある。 

 

■堀江中（石橋） 

・中学で言うと、校長、教頭の出席は受験の日程が絡んでくる。校長先生がおっしゃったのが「市Ｐ連の運営委員会

で決定したことは皆さんのご意見なんですよね。だから、私達は従います。」と言われた時に、ここがすごく大事な会で

あるということで気を引き締めなければいけないなと感じた。なので、あえて言わせてもらえば、中学としては、受験で

絡まないところで実施してほしいが、1月も 2月も私立公立共に始まる。せめてその中で、先生方のなるべく負担の

ないところで検討してほしい。市長の予定ではなく、校長・教頭先生、市Ｐ連のメンバーの都合でいいのでは。 

・市長が変わることによって、市 P連に関係して変わること、影響があること等あれば、教えていただきたい。 

⇒助川会長 

・前段の部分は貴重なご意見として受け止め、気を引き締めていきたい。懇親会日程については、検討していきたい。 

・市長の件は、軽率には言えないが、現在は非常に協力いただけているので、市Ｐ連として次期市長にも協力をお願

いしていけたらと思っている。 

 

⇒大田副会長 

・日本ＰＴＡ新聞の裏面に、「教職員定数削減に反対します」というのが掲載されている。中教審に、日本ＰＴＡ

から 1名役員が出ている。こういう話が出ると、書面を持って議員会館を 2日間かけてまわるという作業を行ってい

る。浦安市のように恵まれた教育体制が整っていると分からないが、国でこういうことが議題にあがれば、動いている

人がいるということを知っておいてほしい。 

 

５.  生涯学習課より 

■生涯学習課（松川先生） 

・生涯学習フォーラムについて、まだ席があるので、ぜひお申し込みいただきたい。 

 

■高洲北小（丸山教頭先生） 

・学校の様子だが、入試の真最中。小学校は今山場。中学校はもう少し長く、3 月頭まで。悲喜こもごもかと思うが、

インフルエンザがとても流行している。23日学級閉鎖も多かった。中学は学級閉鎖は少ないが、中学でも学級閉

鎖が出た。ここを乗り越えると、春がくる。教員をやっている中で一番心も引き締まるところ。そんな中、学校評価が

ある。気持ちとしては引き締まりっぱなしの 2月-3月だが、色々なことに取り組む時に、丁寧に説明したつもりでも

足りなかったなぁという思いがある反面、こういう風にご理解いただいていると嬉しく思うこともあり、やってもやらなくても

同じなら、やって伝えて分かり合っていけるのが、地域にある学校だ、と確認しながらやっている。夜遅くに市内各地

域から集まって審議しているところに参加させてもらうだけでも勇気をいただける。年度末にさしかかり、この 1-2か月

がまとめの時期を学校は気を引き締めている。 

 

６. 閉会の言葉 

＜次回日程＞ 

 次回の運営委員会は 4月 1日（土）18：30 より 美浜公民館で開催 


