平成３０年度 北九州市ＰＴＡ協議会

第９回理事会

報告

○ 平成３１年４月１日（月） 役員会 18:00～ 理事会 19:30～
○ 北九州市立生涯学習総合センター２F ２１学習室
〇 出席者（敬称略）曽我部・植木・小森・永岡・芳賀・上田・河野・脇・清水・遠嶋・遠藤・上谷・寺田・
中杉・多田・古賀・須藤・賀屋・波多野・村田・仲村・佐藤・池田・前畑・前川・折出・則松
事務局…溝部・今永・村山
○ 議 事 ≪理事会来訪者説明≫
議事録署名人と「子どもを育てる 10 か条」の唱和者の指名
☆ 議事録署名人 須藤・仲村
☆ 「子どもを育てる 10 か条」の唱和 清水
☆ 事務局長交代の挨拶 溝部

≪理事会来訪者説明≫
・生涯学習課

≪配布物≫
・学校施設使用料説明会資料

１．会長あいさつ
年度始めのお忙しい中、理事会へのご出席有難うございます。
３月２７日（水）より５日間、日Ｐ理事（運営スタッフ）として国内研修事業に行って参りました。例年、全
国の中学２年生を対象に各協議会より代表者２名を沖縄県渡嘉敷島へ送り出しています。総合ファシリ
テーターの北見さんのご指導の下、子どもたちは小さな指示を瞬時に理解し整列・静聴する力、積極性
を身につけ、その目ざましい成長・旅立つ前と後の顔つきの違いに驚かされました。最終日には仲間との
別れに涙を浮かべており、長くこの事業を続けたいと強く感じました。来年度もご案内いたしますので、
是非ともご応募お待ちしております。
また、先日も申し上げましたが、保護者の中には様々な考えを持ち、学校側へクレームを言う方がい
ます。そういった時に私達ＰＴＡ会長が間に入り、先生方を助ける役割を担っていただきたいと思っており
ます。引き続きご留意頂けますようお願い申し上げます。
２．審議事項
① ３０年度決算・３１年度予算
＜会長＞
税理士との相談の結果ごく細かな変更が生じる可能性はあるが、主な変更点は下記の通り。
一般会計
次年度の特別会計からの補助金、平成３０年度からの繰越金、人事異動に係る人件費等を変更。
特別会計
令和３年に控えた日Ｐ大会北九州大会の運営・大会内容の起案等の準備の為、各区連合会より５
名程度参加を募り、総人数７０名で日Ｐ大会兵庫大会に参加する。このための予算確保を特別会計
（前年度までの九Ｐ大会積立金）より行う。
＊審議の結果全会一致で可決。
３．協議事項
① ＰＴＡ指導者研修会 について
令和元年５月１１日(土) 10:00～ 黒崎ひびしんホール
開催概要（案）
＜脇＞
講師は「はなちゃんのみそ汁」著者の安武信吾先生。事例発表は大里柳小学校父母教師会にご
担当いただくこととなっている。“動員”と捉えずに、各単位ＰＴＡで参加したい方を募り、ご参加いただ
いた方が、講演の中で得たものを単位ＰＴＡに還元していただけるような研修会になると思う。

② ＰＴＡ広報委員研修会 について
令和元年５月１６日(木) 10:00～
ホテルクラウンパレス小倉
開催概要（案）
＜遠嶋＞
どの学校も同様の課題を抱えていることと思うが、新任の広報委員さんは初心者の方が大変多い。
研修会講師９年目を迎える日笠先生は、毎年レイアウトや記事の書き方を丁寧にご指導くださってい
る。本年度も沢山の方に御参加いただきたい。
③ ２０１９年度 北九州市ＰＴＡ協議会 総会・歓送迎会 について
令和元年６月１日(土) ステーションホテル小倉にて 会費６,０００円 会次第
＜会長＞
日Ｐ文部科学大臣賞・活動振興功労者・団体表彰・日Ｐ広報紙表彰については個別に表彰を行う。
日Ｐ会長特別賞（１４名）および活動功労者知事表彰（３１名）については人数が多い為、「受賞者の皆
様です」とアナウンスをして全員一斉にご起立いただき、拍手をお送りする形としたい。一人一人のお
名前を読み上げたいが、どうしても時間の都合上難しいためである。
（新たな審議事項として、審議をすることとなった）
＊賛成多数にて可決。（棄権１名 反対０名）
＜上田＞
定期総会にて令和元年度役員・理事が決定するが、社団法人化後この役員理事をそのままスラ
イドさせて「法人社員」とすることについて、審議いただきたい。
（新たな審議事項として、審議をすることとなった）
＊全会一致にて可決。
④ 役員・理事研修会について
令和元年６月１７日(月) ステーションホテル小倉にて
18:00～ 研修会 19:30～ 情報交換会
＜会長＞
新体制発足後、役員理事の役割・活動内容の共通理解と協調性を深める為、前々年度より開催
している。正式な文書は追ってお渡しするが、まずは新連合会長に日程等を引き継ぎの際に伝えて
頂きたい。
⑤ 第１回ＰＴＡ会長・副会長・役員研修会 について
令和元年６月３０日(日) 午後～
ホテルクラウンパレス小倉
＜脇＞
講師は竹下和夫先生。指導者研とは別視点で“食”についての学習の機会を設けた。テーマは「お
弁当の日」。開始時間は未定だが、１４時～１５時頃となる予定。
⑥ 一般社団法人 北九州市ＰＴＡ協議会設立総会・祝賀会
令和元年７月６日(土) ステーションホテル小倉にて 17:00～
＜上田＞
日程について上記のとおり連絡。詳細が決まり、日程が近くなったら案内状を送付する予定。
⑦ 第６７回 日本ＰＴＡ全国研究大会 兵庫大会 について
令和元年８月２３日(金) ～２４日(土)
＜会長＞
各区連合会より５名程度ご参加いただける方を募集する。予算の項にて述べたとおり、旅費につい
ては市Ｐ協負担となる。また、もし可能であれば令和３年度の北九州大会の運営にご協力いただける
方に参加してもらえたらと思う。なお、参加分科会は特定の分科会に集中させず、区ごとに分散させる
予定にしている。

＜仲村＞
参加者はＰＴＡ会長でなければならない等、制約があれば教えて欲しい。
＜会長＞
ＯＢ、役員、どなたでも問題ない。確かに現役が望ましいかもしれないが、現役だけで運営していくこ
とは非常に難しい。
⑧ 第６４回 日本ＰＴＡ九州ブロック研究大会 福岡県大会について
令和元年１０月２６日(土)～２７日(日)
＜会長＞
業者選定が完了したため、二次案内等新たな情報が揃い次第順次お知らせしていく予定。
福岡県内とはいえど、交通の便が悪く遠方の分科会もある点も踏まえ、北九州ナイツの時程をどのよ
うに設定するか考えていきたい。
⑨ その他
＜会長＞
現在、教育委員会と共同で「子どもの健やかな成長のために～虐待をしない、させない家庭と地域
を目指して～（仮）」という通知文の発行を検討している。本日机上に原案を用意しているが、分かりに
くいところがあれば教えて欲しい。なお原案で周知できないため、協議終了後回収させていただく。
正式に通知文が発行されたら、入学式あるいはＰＴＡ総会等で保護者の方に配布・ご紹介をお願いし
たい。
（特になかったためそのまま回収）
＜会長＞
早寝・早起き・朝ごはん運動の推進を呼びかけたい。というのも北九州市は朝ごはんを食べている
家庭が全国的にも低く、教育委員会から朝食摂取率について政令指定都市最下位であるというお話
を伺ったためである。子どもと一緒に早く寝て、早く起きて、朝ごはんを食べるよう保護者の皆様に心
がけて頂きたい。
４． 連絡・報告事項
① 役員より 特になし
② 常置委員会活動報告
＜総務委員会＞
３月２０日（水）に第８回総務委員会を開催。ＨＰ完成の報告や教育委員会等との災害協定について
は、学校配備の災害マニュアルを参考にしながら、たたき台としてのマニュアルを作成する方向で決定。
人事異動の時期なので、少し時間を空けて落ち着いたころから動き出したいと考えている。
また定款（案）について以下のような意見・改善を行った。
第４条の（８）損害保険及び生命保険の代理店業並びに募集に関する事業であるが、これは決議を
とってから標記すべきものではないかという意見。定款に掲載しているからといって必ずこの事業を遂
行しなければならないということではない、決議もなしに勝手に事業を開始するわけではないことをご
承知いただきたい。
第５５条の表記をより詳しく記載し直し、「この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社
員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団
体に贈与するものとする」とした。
役員選考委員会規定にも変更を加えた。具体的には、これまで具体的に示されていなかった役員選
考委員の任期を明文化させるため、第３条４項を加えた。
なお、慶弔規程・旅費規程・そして定款を役員・理事に電子メールで送付し、意見を募る。４月２０日
（土）までに事務局へ電子メールにて送付いただきたい。
＜教育環境委員会＞
３月１１日（月）に第５回委員会を開催した。教育委員会よりいただいた携帯スマホについての調査アン
ケートはページ数が膨大かつ緻密なため、内容を絞り込んで誰が見ても分かりやすい資料を教育環境
委員会で作成する方向で動いている。読み込みに時間がかかり、まだ現状冊子の作成に取り掛かれて

いない。４月８日（月）に再度アンケート内容検討のための会議を開く。
＜母親委員会＞
４月２２日（月）に第６回母親委員会を開催する。なお５月２７日（月）は新旧集まって引継ぎ等を行う
予定にしている。
＜研修委員会＞
５月の指導者研修会に向けて役割分担を決めたい。次回理事会後に委員長・副委員長で集まっ
て話をさせて頂く予定。
③ 小・中・特支部会報告 特になし
④ 各連合会報告 特になし
⑤ 校長会より
＜小学校校長会＞
各学校では本日より令和元年度が始動しており、本日の理事会にも身の引き締まる思いで出席
に臨んだ。昨今のＳＮＳスマホ、虐待等いろいろな教育課題に対し、教育委員会・学校・保護者の皆さ
まで一丸となって取り組んでいきたいと考えている。
⑥ 各種行政関係出向より報告
＜寺田＞
３月２２日（金）交通事故を無くす福岡県県民運動本部主催の「春の交通安全県民運動」実施に
伴う全体会議に参加。運動の具体案及び昨年度の交通事故発生状況報告を聞いた。小学１年生の
事後が突出して多いという報告を受けた。５月１１日より１０日間春の交通安全県民運動が行われる。高
齢者の安全確保・自転車の安全運転推進・後部座席シートベルト着用等、皆さんも心がけていただき
たいと思う。
＜河野＞
３月１３日（水）学校給食協会会議に監事として参加。本年度予算等が提示された。また、本国では
肥満児が他国よりも非常に少ないという話も伺った。小中学校で栄養士等の管理の下、給食運営を
行っているお陰であるためで、保護者の皆さんにも広く知ってもらいたい。
＜脇＞
３月１１日（月）、教育センターにて行われた標準服検討委員会に出席。先生からの現場の経験を踏
まえた意見も多く取り入れられており、非常に丁寧にデザインされているような印象を受けた。
３月２０日（水） いじめ問題専門委員会に出席。
子ども同士のケンカが親同士のケンカに発展することがある。親として「子どものケンカは子ども同士
で解決させる」という認識の必要性を感じた。
３月２７日（水）学校給食審議会に委員として参加（小森・清水・脇・遠藤）。
給食費が足りない現状がある。消費税上昇の折、給食費の増額を行わなかったため、現在ぎりぎりの
状態で運営して頂いている。月額徴収の給食費は、全額食材購入費に使われており人件費その他に
は使用されていない。今後も値上がりが予想されるが、子どもたちに安全でおいしい食事を届けるため、
給食費の値上げ・納入にご理解いただきたいとの事。
＜清水＞
３月２２日（金）北九州市まち・ひと・しごと創生推進協議会に参加。
北九州市では若い人の人口が減っているため、外国から留学生・若い研修生の受け入れを盛んに
行っている。しかし、就職時には他県に流れている現状がある。それをどう引き止めるか、という視点で
会議が行われた。ミクニスタジアムがサッカー観戦にしか使われていないので、他の事に活用できない
かという話もあった。
＜常務理事＞
３月２９日（金）に会長代理として東京都で行われたいじめ防止標語コンテスト表彰式に出席。四万
人の応募の中、北九州市からは２名の子どもさんが受賞。なお、受賞された子どもさんの旅費・保護者
１名の旅費はＡＩＧ損保より負担いただける。ぜひ、来年度も沢山の方に御応募頂きたいと思う。緊張し
ながらも笑顔で賞状を受け取っていたので嬉しく思った。

⑦ 事務局より
＜事務局長＞
下記発送文を紹介。提出締切日、発送方法について説明。本日の理事会で配布したもの、校務支
援システムで発送するもの等、文書の種類によってそれぞれ異なるため、確認をお願いしたい。
・平成３１年度 会長・副会長・母親委員・事務局長・校長会長名簿と常置委員名簿作成について(お願い)
本日理事会配布 締め切り ４月２３日（火）
・平成３１年度 北九州市ＰＴＡ協議会定期総会開催について、歓送迎会のご案内について
本日理事会配布 締め切り ５月７日（火）
(歓送迎会・・・３０年度各区連合会事務局でとりまとめてＰ協へ)
・三行詩の募集について 庁内メールで配布 締め切り ６月１８日（火）
・安全互助会加入の案内、ＰＴＡ台帳提出について 庁内メールで配布予定 締め切り ５月１４日（火）
・ＰＴＡ指導者研修会、ＰＴＡ広報委員研修会の申し込み
４月１２日（金） 校務支援メールで配布予定 締め切り ５月７日（火）
・防犯ブザー申し込みについて ４月３日 校務支援メールで配布予定 締め切り ５月１０日（金）
・ＰＴＡ広報紙コンクール応募作品募集について 配布済 締め切り ４月５日（金）(必着)
・４月・５月 行事予定表

⑧ その他 特になし
※ 第１８回役員会・・・ ４月１５日（月）1８時 30 分～ 生涯学習総合センター ２F ＰＴＡ会議室
※ 第１９回役員会・・・ ５月 ７日（火）１８時 00 分～ 生涯学習総合センター ２F ＰＴＡ会議室
※ 第１０回理事会・・・・５月 ７日（火）１９時 30 分～ 生涯学習総合センター ２F 2１学習室

