
第 5 回役員会議 報告 

令和２年度 （一社）北九州市ＰＴＡ協議会 

 

 

 

 
○ 令和２年 9 月 1１日（金） 会長・副会長会議 18:00～  役員会議 19:30～ 

○ 北九州市立生涯学習総合センター３階 大ホール 

○ 出席者（敬称略）小森・吉井・有江・大庭・日野・三浦・森谷・田中・江里・上田・井上・

長野・坂本（浩）・坂本（雅）・奥村・李(代理)・今林・船越・西田・藤井・野田・小川・池田・

鬼ヶ原・田場・松岡・原田 

 

              事務局…溝部・今永・村山 

 

 

 

 

○ 議  事  

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  松岡 原田 

☆ 「子どもを育てる 10 か条」の唱和 大庭 

１．会長あいさつ 

 私の一番好きな言葉は「感動は人を動かす。笑顔は人を潤す。夢は人を豊かにする。感動の

想像の外側に無限の可能性があり、それを今子どもたちの手に」です。このようなことを伝え

ていきたいと思っております。コロナ禍とどういう形で付き合っていかなければならないか最

近分かり始めました。我々も安全対策を取りながら会議を進めています。本日教育委員会の方

にも訪問していただいておりますが、ICT の最新情報を共有していただきたいと思います。本

日もよろしくお願いします。 

 

 

○ 役員会来訪者説明 

＜教育委員会指導部＞ 

 以前 1 人 1 台タブレット端末を整備させていただく話をしていました。 

 8 月末から小中学校の最終学年について整備を進めております。本年度中には全学年が使え

るようにしていくということになっております。本日は、学校で使用する端末を持ってきてお

ります。特別支援学校につきましては iPad になっております。それ以外の小中学校について

は Windows になっておりキーボード付きで取り外しが可能になっております。門司海青小学

校でオンラインの公開授業が行われます。それに伴いお知らせのチラシがありますのでご覧く

ださい。チラシにはご家庭でも指導していただくようにお願いがしてあります。学校に対して

研修を進めております。 

<質疑応答> 

<門司中 P 連> 

 故意ではない場合の故障について、保険は用意されているのでしょうか。また学校の修繕費

等があるのでしょうか。 

<教育委員会指導部> 

 教育委員会学事課の方で対応を進めていると思いますが、5 年間のリース契約ですので、返

す時は修理をして返さなければなりません。 

<門司中 P 連> 

 個人で修理費を負担しなくていいと考えてもよろしいでしょうか？ 

<教育委員会指導部> 

故意に壊した場合は、弁償していただくということを考えております。 

 

≪役員会来訪者説明≫ 

教育委員会指導部  

次世代教育担当課長 根橋 



<小倉北小 P 連> 

 端末を見せていただいて思ったのですが、小学校1年生には重たいような気がしたのですが、

改善策等はございますか 

＜教育委員会指導部＞ 

 画面から落ちれば割れる可能性もございますが、キーボードを閉じたままの状態だとそれほ

どの損傷はないのではないかと考えておりますので、壊れた場合は修繕費でしていただくよう

にお願いしています。 

 また、小学校 1・2 年生に関しましては、先生方にタブレットを扱うときは集中して扱う状

況を作っていただくようなルール作りをしたいと思っております。 

<原田監事> 

 個人的に家庭に持って帰るようになるのでしょうか。 

＜教育委員会指導部＞ 

 持ち帰りも検討しておりますが、現在の状況では、授業で使っていただくことを前提にして

おります。今後持ち帰りについては文科省でも持ち帰りのガイドラインを検討中なので、今の

段階では基本は持ち帰らないというように考えております。 

<松岡監事> 

 いつから授業で活用することになるのでしょうか。 

＜教育委員会指導部＞ 

 小学校のタブレット研修が 10 月後期から始まります。それと合わせてネットワークの工事

も入っておりますので、最終的には年明け以降になるのではないかと思います。 

<松岡監事> 

 配布済みの学年(小 6・中 3)から先行で活用するのではないのでしょうか 

＜教育委員会指導部＞ 

 当然考えられます。中学校については昨年研修済みですので、ネットワークの工事が終わり

次第実施できる条件ではあります。 

<松岡監事> 

 学校によって使えるところと使えないところが出てくるのではないのでしょうか。 

 また、授業の進み具合等で各学校に影響はあるのでしょうか。 

＜教育委員会指導部＞ 

 教育課程に影響はございません。計画に沿って授業を行っておりますので、そこに ICT とい

うスパイスを入れるか入れないかということでございます。 

<会長> 

 現時点での情報をいただけるとありがたいです。 

＜教育委員会指導部＞ 

タブレット端末のハード整備に加え、AI ドリルアプリの導入について研修も行い活用してい

く予定です。教育委員会として多様で有効な活用を学校に示していきたいと思っております。 

 

 

２．審議事項  

① 日本 PTA 表彰候補者推薦について 

 〇 団体推薦(2 団体) 九 P 大会の発表校なので、今年度は該当校なし 

 〇 個人表彰(4 名)  清水(元母代)・上田(元常務理事)・脇(元専務理事)・曽我部(元顧問) 

4 名に決まりました。 

 

 

② 令和 2 年 7 月熊本豪雨災害支援金について 

<会長> 

10 月に九 P 大会がある予定でしたが今年度は中止になりましたので、九州ブロック PTA

協議会より支援金を熊本と大分に配分等を決め、送金する。 

 

 



３．協議事項 

① 日本 PTA 全国大会について 

＜会長＞ 

 9 月 14 日（月）に第 13 回日Ｐ大会実行委員会を開催する。 

 実行委員会で大会趣旨・スローガン・メインテーマを見直しの集計中です。 

 次の役員会時に報告させていただきます。 

 

② 子ども 110 番の家ステッカーについて 

 〇 消費税や材料高により代金変更になりました。（50 円⇒65 円） 

 

③ 次年度の研修について 

  今年度の研修は全て中止になっております。次年度の研修(広報委員研修・指導者研修・

家庭教育講演会)は研修委員さんを中心として検討を行っていきます。 

 

 

４．連絡・報告事項 

① 役員より 

 〇 小学校応援団「バーチャルプラネタリウムの世界」協力団体記載について 

   意見集約の結果、記載することになりました。 

  

 〇 子どもとメディアに関する意識調査について 

<会長> 

会長・副会長等会議の参加の皆様にご連絡を差し上げていたのですが、調査校の推薦期

限が迫っているため、皆様にお願いすることが難しいと判断しました。校長会にご相談した

いと思うのですが、どうでしょうか。 

小学校５年生・中学校２年生と各保護者等を対象とした調査 

校長会にお願いすることになりました。ありがとうございました。 

(八幡小学校・曽根中学校) 

 

② 連合会より なし 

 

③ 校長会より 

＜小学校教頭会代表＞ 

  タブレット端末について 1 台 1 台検品し、破損回避のためケースをそろえなければなら

ないのですが、学校予算での購入が難しいのではないのかと思い、今後の課題として考え

ていかなければならないと思っております。修学旅行が始まっております。それぞれの学

校で子どもたちが安心で安全な対策をとって修学旅行ができるようにしております。また、

以前お話が出ていたと思いますが、見守りカメラについても使ってみて非常に便利だなと

思っております。 

＜中学校校長会＞ 

  タブレット端末について、中学校では昨年から研修をして準備しております。また、ネ

ットワークの環境整備のために工事が続いております。タブレットを故意に壊した場合は

弁償していただくと思います。持ち帰りについては、家でのネットワーク環境の有無もあ

り、文科省の持ち帰りのガイドラインを待たないと持ち帰りが OK にはならないと思いま

す。将来的には何年かかるかわかりませんが、副教材等はタブレットに入って、デジタル

教材等へ移行する可能性があると思われます。 

 

 

④ 常置委員会の活動報告 

＜研修委員会＞ 

  9 月 3 日（木）に第 2 回リモート会議(LINE)を開催した。 

  研修会での講師・オンラインでの開催等の話し合いをした。 

＜母親委員会＞ 

  ９月 10 日（木）１９時より第１回母親委員会を開催した。 



  今年度の活動について、各単 P での活動に差があるので、各連合会でアンケートをとり、

各単 P の状況を教えてもらいたい。 

 

⑤ 事務局より 

  ・安全互助会 締め切り９月 11 日（金）⇒16 日(水)まで 

  ・PTA 台帳 締め切り９月 11 日（金）⇒16 日(水)まで 

  ・１０月行事予定表 

  ・次回 会長・副会長等会議 ９月 25 日（金)１８：００～ ２階２１学習室 

・次回 役員会議 ９月 25 日（金）１９：００～ ３階大ホール  

 

⑥ 質疑応答 

＜田中理事> 

  コロナ対応の給食メニューになっており、子どもが以前の給食とのギャップに苦しんで

いるとの声を聴きました。 

<三浦専務> 

  教育委員会にもそういう情報が入ってきているみたいですので、改善策等を検討してい

るようです。 

 

<八幡西小 P 連> 

  単 P の理事会を ZOOM を使って行いましたが、他にオンライン会議を導入されている学

校がありましたら教えてください。 

<小倉北小 P 連> 

  半分は学校に集まり、半分はオンラインで理事会をしましたが、各家庭のネット環境等

によりなかなかうまくいかなかったです。 

<特支 P 連> 

  8 校で、オンラインで会議を行いました。 

 

<会長> 

 現在、学校や職場などさまざまな環境下で「直接集まる」ということが難しい状況にさら

されていると思います。最近少しずつ先が見えるようになってきました。ＰＴＡ協議会では

月に２回会議を行っています。皆さんが会議に参加いただくための最大限の対策はさせてい

ただいているつもりではありますが、「単位ＰＴＡは自粛しているのにＰＴＡ協議会はなぜ自

粛しないのか」という思いも生まれてくると思います。ですが、私の思いとしては皆さんに

この場に来ていただくことによって情報の共有を図ることができる、今このコロナ禍におい

て教育委員会や学校がどのような対策をとっているのか、その動向を知っていただきたいと

いう思いがあるのです。修学旅行のこと、給食のこと、受験のこと、日々変わっていきます。

もちろん、学校の方針として会議に出られないという方はそれに準じていただいてかまいま

せん。皆さんに貴重なお時間をいただいておりますが、各単位ＰＴＡに本会で得た情報を下

ろしていただきたい、その一心で会議を開いておりますのでご了承いただければと思います。 

 

 


