令和３年度

（一社）北九州市ＰＴＡ協議会

第４回役員会議

報告

○ 令和３年９月６日（月） 役員会議 19：00～20:00
○ リモート会議（Zoom）
○ 出席者（敬称略）三浦・有江・原田・古森・森谷・李・藤井・木下・三野・長副・田中・
井上・遠藤・末松・今林・穴井・田中・古賀・眞弓・緒方・浅海・今泉・尾﨑
事務局…溝部・今永・村山
○ 議
事
「子どもを育てる 10 か条」の唱和者の指名
☆ 「子どもを育てる 10 か条」の唱和
リモートのため省略
☆
≪役員会来訪者説明≫ なし
≪会議前の日Ｐ大会報告≫
有江：日Ｐ大会の参加者は、5,805 名（うち北九州市は 917 名）
、見逃し配信は本日時点で
15000 名を超えています。各協議会毎の数字は後ほど皆様にご報告させていただきま
す。
１．会長あいさつ
<三浦>
日 P 大会本当にお疲れ様でした。皆様のおかげで無事に終えることができました。他県
の皆様方から多くのお褒めの言葉を頂きました。
大会から 2 週間経ちましたが、現地参加者のなかでコロナ発症者の連絡は受けておりま
せん。コロナ対策班の皆様の対策が万全であった証拠であると思います。有難うございま
した。

2．審議事項
① 日本 PTA 会長被表彰候補者の推薦について
＜三浦＞
令和３年１１月１９日（金）に、日本 PTA 年次表彰式が行われます。コロナ禍の影響で
開催方式や現地参加人数の制限等が変更になる可能性はありますが、下記の４名を個人表
彰候補者として推薦させていただこうと存じます。宜しいでしょうか。
小森潤一郎（元 PTA 協議会長） 隂平 実（元小学校長会長）
山本 浩三（元中学校長会長） 小曽我裕子（元 PTA 協議会母親代表）
＊意見・質問なし。賛成多数で承認。
②各区連合会への活動補助金について
＜会長＞
各区連合会へ活動補助金を配分いたします。
（金額は配布資料４頁のとおり）
なお、振込先口座情報の連絡は９月３０日（木）までにお願いいたします。
＊意見・質問なし。賛成多数で承認。
③ズームのＩＤ取得契約について
＜三浦＞
現在、PTA 協議会でオンライン会議を行う際、会長個人のアカウントを使っています。
社団法人でアカウントを取得したく存じます。法人価格は 96,000 円（税別価格。法人でア

カウントを取得する場合は最低５アカウント取らなければならない。よって ID ひとつあた
りの年額 19,200 円×ID5 つ=96,000 円の計算となる。一番安価のプラン）
。
しかし、会長・副会長等会で一度協議したところ、日 P 大会に関わってくださったオンラ
イン配信技術担当業者（ソルアライアンス）にお願いした場合、より安価で ID を取得できる
可能性があるとの話が持ち上がりました。そのため、本件についての審議は次回会議に持ち
越しいたします。
＜有江＞
皆様のなかで、より安価に ID を取得できる方法をご存知の方は情報提供をお願いいたしま
す。なお、本日は「ID を取得するか否か」の審議のみ執り行います。
＊意見・質問なし。
満場一致で承認。ID 取得にかかる金額・業者については後日審議。
④スピーカーマイクの購入について
＜有江＞
現地・リモートのハイブリッド会議を実施した際、音が聞こえにくい事案が多々発生して
います。スピーカーフォン（Anker PowerConf USB-A 販売価格 税抜 12,710 円）を購入し
てよろしいでしょうか。
＊意見・質問なし。
満場一致で承認。
3．協議事項
①三Ｐ協及び四Ｐ協の参加について
＜会長＞※研修内容は配布資料（７～８頁）をご覧ください
三 P 協研修会は会長・副会長（北九 P 協専務理事）
・事務局長が参加いたします。
四 P 教育交流会は三役・副会長の有志が参加して参ります。
※三 P 協（福岡市 PTA 協議会、福岡県 PTA 連合会、北九州市 PTA 協議会）
四 P 協（上記に福岡県公立高等学校 PTA 連合会が含まれる）
＊意見・質問なし。参加決定。
〇「サンピービバーズ」の愛称名について
＜三浦＞
本キャラクターは、従来三 P 協で毎年実施しておりました「Stop ザ 非行ふくおか」に
代わる事業「学ビバ！FUKUOKA」のイメージキャラクターとして使用されるものです。
勤勉な生き物であること等を理由に決定されましたが、北九州のビーバーに名前を付ける
よう依頼がきております。下記候補より協議の上、決定します。
（キタキュン１票、チャッピー７票、キタキューバー８票、キューちゃん３票）
＊キタキューバーに決定。質問なし
②日本 PTA「教育に関する保護者の意識調査」の協力校について
＜三浦＞
毎年、日 P よりアンケート調査が行われています。本年度は教育に関する保護者の意識
調査です。１校につき 40 名～70 名以下、小・中 各 1 校にお願いすることになっています。
一度校長会へ相談させていただいてから決定したいと存じます。宜しいでしょうか。
＊意見・質問なし。
4．連絡・報告事項
①役員より
＜有江＞
令和 2 年度会長・副会長研修会（到津の森公園 園長講話）のアンケート結果について、
配布資料１３頁のとおりアンケート結果をまとめております。ご確認ください。
②連合会より
＜門司区小 P 連＞
９月１７日（金）に第２回会長会（オンライン会議）を開く予定にしております。
＜門司区中 P 連＞

前年度からの引継ぎが終わっていない部分があるため、連合会内の会議は未定です。
LINE でグループ会議を行っております。今月１３日（月）に所属校の校長と相談します。
＜小倉北区小 P 連＞
役員会を９月１６日（木）に行います。下半期の活動を見直すことにしています。
＜小倉南区小 P 連＞
９月中に会議を行う予定にしておりましたが、緊急事態宣言が延長されるであろうこと
を踏まえ、９月１０日（金）にリモート会議を行うようにしました。
＜小倉南区中 P 連＞
７月１５日（木）に第１回会議を行いました。以後は必要に応じて会議を行うようにし
ています。行事がないため今のところ会議予定はありません。何かあれば会長同士で連絡
を取り合えるようにしています。
＜八幡東区小 P 連＞
第１回会長会は１学期中にオンラインで行いました。９月１６日（木）に第二回会議を
行う予定です。各校の会長・校長が出席し、各学校で課題になっていることをヒアリング
します。
＜八幡西区小Ｐ連＞
８月中に連合会の役員会を行う予定でしたが緊急事態宣言により延期になりました。代
替え日程は決まっていません。１０月以降に行いたいと考えています。
＜八幡西区中Ｐ連＞
６月に顔合わせ会を Zoom で行い、７月に理事会（書面会議）を行い、８月は日Ｐ大会
の説明会を兼ねた役員会をＰＴＡのみで行いました。日Ｐ大会の感想会を今週末にインタ
ーネット上で行います。
＜戸畑区小Ｐ連＞
６～７月は会長会を現地開催で行いました。９月１６日（木）に次回会議を行いますが、
緊急事態宣言が解除されない場合は Zoom に切り替えるつもりです。北九州未来会議事業
については、既に各単位ＰＴＡ会長にお知らせしています。家庭教育学級を１２月１１日
（土）に北九州パレスで行います（コロナ禍の状況によっては変更の可能性あり）。
＜戸畑区中Ｐ連＞
７月に顔合わせ会や日Ｐ大会のお手伝いの募集を行いました。１０月以降に会議を行い
たいと考えております。
＜特別支援＞
本日の会議は各連合会からの報告の時間を長く設けており、よい試みであると思います。
７月６日（火）に第１回理事会、９日に会長会を行いました。また、４校ずつに分けて交
流会を行う予定にしておりましたが中止にしました。１０月１日（金）に理事会を行う予
定です。
また、日Ｐ大会の配信を多くの特別支援保護者が視聴してくださいました。特別支援の
ことを取り上げていただいたことに対する御礼の言葉が届いています。
③校長会より なし
④常置委員会の活動報告
＜広報委員会（古森副委員長）＞
９月１日（木）に委員長・副委員長のみで第１回会議を Zoom で行いました。第２回広
報委員会を１０月６日（水）に開催予定です。
なお、P 協新聞に掲載させていただく原稿依頼を各連合会長にお届けしました。お忙し
いところ大変恐縮ですが、９月２４日（金）までにご提出ください。
＜母親委員会＞
９月１３日（月）に第２回母親委員会を開催予定です。Zoom で行うようにしておりま
す。第３回は１１月８日（月）に行う予定です。
＜総務委員会＞
有江常務と打ち合わせを行い、連合会の活動補助金についてや PTA の任意加入周知に向
けての取り組みなど、協議事項の確認を行いました。

＜研修委員会＞
総務委員会と連携を図りながら、連合会の活動補助金や PTA の任意加入周知の取り組み
に関する研修会を計画しております。
＜教育環境委員会＞
梅原専務理事と確認をしているところです。本日時点ではまだご報告できることはあり
ません。
＜有江＞
各区連合会の中で常置委員の名前をご報告いただけていない連合会がいくつかございま
す。早急にご報告くださいますようお願い申し上げます。メンバー決定後、各委員会で月
１回または必要に応じて開催していくことになります。３月末には各委員会の事業を終え
られるように進めていき、年度末に報告を行うというのが基本的流れになります。
⑤事務局より
９月・１０月行事予定
・次回
会長・副会長等会

９月２１日（火）１８：３０～ ３F ３１学習室
※レジュメに記載されている日時を上記太字のとおり訂正
・次々回 会長・副会長等会 １０月４日（月）１８：００～ ３F ３１学習室
・次回
役員会
１０月４日（月）１９：００～ ３F ３１学習室

⑤質疑応答
＜三浦＞
教職員による暴力事案等が発生した場合で、仮に保護者の方から、PTA 協議会へ「学校
で起きた教職員の暴力事案に対し、行政の処分に納得できず苦しんでいる」等のご相談が
あったとします。そういった場合、PTA 協議会役員で教育委員会・学校・保護者など複数
の立場から話を伺い、意見の食い違いや情報のすり合わせをさせていただくことになりま
す。既に警察が関与している場合、私たちが動くことで決定事項を変えることは不可能で
すが、事情をお伺いすることはできます。なお、行政の人事制度上、教職員の異動は年度
が替わらない限り困難であるため、異動してもらいたいなどの気持ちを保護者側が抱いて
いても、難しいということもあるようです。私たちは、保護者の不安や思い、希望を確認
しながら納得できていない気持ちを受け止めることが役割です。教育委員会も、一方的な
対応はされていないはずです。保護者から相談があった場合は有耶無耶にせず、真摯に対
応していきたいとおっしゃっていました。
＜有江＞
ご意見の有る方はいらっしゃいますか。
＜尾﨑＞
以前、生徒から先生への暴力事案がありました。単位 PTA の立場として、静観すべきな
のか介入の余地があるのか悩んでいました。こういった場合、PTA 協議会で相談に乗って
いただけるのでしょうか。
＜三浦＞
単位 PTA が介入するのは難しいと思います。まずは当該生徒の保護者と先生、当人同士
での話し合い、正確な情報交換が必要ですし、現状ではそれ以外、PTA 協議会できること
は少ないのではないかと思います。
＜尾﨑＞
保護者の方が PTA 協議会に相談したいという要望があった場合、相談に乗っていただけ
るということでしょうか。
＜三浦＞
どのような状況にも対応できる、精通しているというわけではありませんので、内容に
よっては他機関にご相談することもあるかもしれません。
＜尾﨑＞
わかりました。有難うございます。
＜三浦＞
札幌市 PTA 協議会では、毎年国内研修と称して他県の協議会を訪問し、訪問先の協議会
で勉強会を行っているそうです。①オンラインでの研究大会開催についてや②社団法人化

についてと③教育財団法人があることなどを学びたいため、北九州市 PTA 協議会を訪問し
たいのだそうです。１月～２月の訪問を予定しているそうです。コロナ禍により来訪が難
しい場合も考えられます。
社団法人化について札幌市 P の方に伝えるためには、私たちも勉強しないといけません。
札幌市 P の皆さんをお迎えするために、我々も学びの場をつくる必要がありますので、総
務委員会、研修委員会の方と相談して進めていこうと考えています。
＜有江＞
日 P 大会運営において特に実感しましたが、緊急の連絡事項が生じ、全学校あてに連絡
を行った場合、連合会長より前に単位 PTA 会長に情報が届いてしまうことがありました。
このような情報提供のタイムラグを防ぐため、LINE やその他のツールを使用した役員・連
合会長同士の横のつながりを深める環境を作りたいと考えています。簡単にやり取りがで
きる場を次回の会議で協議します。
＜三浦＞
教育委員会の要望書を教育長に提出しました。子どもたちの交通安全面については、さ
っそく警察署と協力して安全点検をしていただけるとの回答をその場でいただきました。
この日の模様は後日、ＰＴＡ新聞でご報告させていただきます。
＜三浦＞
日本ＰＴＡ主催の国内研修事業について、場所は四国を検討しているそうですが、現在
閉鎖していますので現状開催は厳しいということになっています。コロナ禍より以前は、
男女１名ずつ、中学２年生に参加してもらっていました。
＜戸畑区中Ｐ連＞
修学旅行について、学校によって宿泊の有無が異なるようです。宿泊がない学校の子ど
もが落ち込んでいたので、かわいそうに思いました。宿泊等の対応についてはどうなって
いるのでしょうか。
＜有江＞
学校判断、校長先生判断で宿泊の有無を行っていると聞いております。大規模校は特に、
感染対策に気を使っているのではないかと考えます。

＊監事講評
＜尾﨑＞
日 P 大会の活動が終わりましたので、今後は基本に立ち返り、各学校の悩みや相談に寄
り添うような北九州市 P であってほしいと感じます。

