
第 11 回役員会議 報告 

 

令和３年度 （一社）北九州市ＰＴＡ協議会 

 

 

 

 
○ 令和４年 4 月 4 日（月） 役員会議 19：00～ 

○ 生涯学習総合センター ３F ３１学習室＆リモート会議 

○ 参加者(敬称略) 三浦・梅原・有江・古森・森谷・李・原田・藤井・田中(裕)・井上・末松・今

林・穴井・緒方・浅海・今泉 

○ リモート参加者（敬称略）尾﨑・竹田・遠藤・古賀 

              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 今泉 

１．会長あいさつ 

＜会長＞ 

 本日もよろしくお願いいたします。新年度が始まりました。４月１日から学童保育に行く子ども

たちを見かけます。新 1 年生の児童を地域の方々が見守っている姿に、改めて子どもたちは地域か

ら守られているのだなと感じています。我々PTA も任意加入の問題等もございますが、本来、PTA

活動というものは社会奉仕でありますので、子どもたちの笑顔のため先を考えながら、子どもの手

本となるような働きをしていかないといけないと思います。そういうところも含めて PTA の役目

を PR する取り組みをしていきたいと思います。 

 

２．審議事項 

① 定款の変更について 

<三浦> 

 資料１頁をご確認ください。単位 PTA の会長や役員、P 協の役員候補等のなり手がいない中、

人材の確保が難しくなっております。そこで、定款の第 15 条と 31 条の改訂をさせていただきたい

と思っております。 

<梅原> 

 定款の変更についてご質問等ありますでしょうか。ないようでしたので決を採らせていただき

ます。 

 〇代議員の構成 第 15 条について  

  ＊審議の結果、賛成多数で可決。 

 〇役員の任期 第 31 条について 

  ＊審議の結果、賛成多数で可決。 

② 広報委員研修会について 

＜穴井＞ 

 資料 2・3 頁参照。 

 広報委員研修会について本年度は単位 PTA の広報委員向けにオンラインで開催したいと思っ

ております。例年は１００人以上集まって開催しておりましたが、コロナ禍が続いておりますの

で、５月中旬に収録し、６月上旬ごろ配信予定にしております。 

 また、講師は２名お呼びする予定です。YouTube 限定公開で配信したいと思います。予算等

につきましては配布資料をご確認ください。収録は生涯学習総合センターで行います。 

＜梅原＞ 

 広報委員研修会についてご質問がある方はいらっしゃいますか。 

＜三浦＞ 

 見積書下部の『映像制作条件』欄に記載されている著作について、納品映像データに関しては、



御社に帰属とありますが、後日配信することには問題はないのでしょうか。 

<穴井> 

 大丈夫です。限定公開なので、問題はないのではないかなと思います。事前に相談することも

できると思います。 

<三浦> 

 確認をとっていただいた方がいいと思いますのでよろしくお願いします。 

<田中> 

 今年度の予算だとオーバーしていると思います。 

<三浦> 

 来年度の予算なので大丈夫です。 

<梅原> 

 もう一度、決をとります。 

＊審議の結果、賛成多数で可決。 

  

３．協議事項 

 

① 「北九州標準服のリユース」活動方法について(再検討) 

<三浦> 

 資料４頁をご確認ください。料金が発生しないように PTA 協議会が仲介役として動いていけ

ればと思っております。学校と連携してこの事業をマッチングサービスとして進めたいと思って

おります。 

<梅原> 

 制服のリユース等の情報をお伝えするために情報共有は必要だと思いますので、学校と連携を

とりながら P 協の役割としてこの事業を進めたいと思っております。 

<八幡西中 P 連> 

 P 協としていろいろなことをやっていくとのことですので、いろいろなイベントと合わせて情

報を発信していただきたいと思っております。 

 

② 各連合会からの会費徴収及び総合保障制度の加入について 

<三浦> 

 連合会からの会費徴収等の話し合いや活動補助金についていろいろな意見をいただきました。

４月７日に AIG とオンラインミーティングがあります。活動補助金の使い道等を含めて会費徴収

について連合会長と意見交換をして皆さんがご納得していただけるよう、お知らせできるように

したいと思っております。 

<梅原> 

 ご質問等ございますか。 

<田中> 

 現状は、保険は会員じゃないと入れないということでよろしいでしょうか。 

<三浦> 

 単位 PTA が P 協に加入していなければ入れません。ただ、単位 PTA が P 協に加入していて個

人が非加入の場合でも加入できてしまうのが現状です。 

<田中> 

 代理店によって違うのでしょうか。 

<三浦> 

 統一性を持たせるために４月７日に AIG の方とオンラインミーティングをします。 

<田中> 

 もう、今年度の申し込みがスタートしています。 

<三浦> 

 自動更新された方については、団体の構成員でなくなった場合は遡って処理をしなければなら

ないというようなことも聞きました。 

<田中> 

 保険会社がきちんと説明しないといけないと思います。入学説明会時に説明責任はあると思い

ます。そこがあいまいということですよね。 



<三浦> 

 単位 PTA が P 協に加入していなければ、AIG の代理店もその学校に説明にいかないと思いま

す。 

<田中> 

 それはわかります。会員なのに入れなかった、非会員なのに入れた等、統一性がないと思いま

す。本来なら販売する AIG に説明責任があると思います。 

<三浦> 

 入学説明会時は AIG の説明の時間がほとんどないと聞いています。 

<田中> 

 うちの学校は結構、時間をとっています。 

<三浦> 

 学校で差があると思います。今回は単位 PTA が P 協に加入している部分と加入していない部

分とできっちり整理していこうと思っています。 

<田中> 

 単位 PTA は保険を売っているわけではないので、ほぼ関係ないと思います。会員の人、非会

員の人について、その説明があいまいであれば保険会社として問題なのではないのかなと思いま

す。 

<三浦> 

 保険の申し込み封筒も PTA 協議会というように書いていますので、明らかに団体保険だとい

うのはわかると思いますが、AIG の説明だと非会員でも入れてしまうので、制度的にも説明が難

しいと思います。 

<田中> 

 今後任意加入になるから、会員非会員が発生すると思います。今まで非会員の方が保険に加入

できていたのに、今後入れなくなるという考えになりますよね。それを単位 PTA の会長が説明

する義務はないと考えます。その説明は P 協か AIG が契約者に対してしていただくことが大事

なのではないでしょうか。この問題を協議事項に出されてもよくわからないです。保険が大切な

のはわかりますが、私たちが販売しているわけではないので、わからないことが多いから皆さん

に問いかけてもわからないと思います。 

<三浦> 

 AIGに申込書の中にわかりやすい説明文を出していただいたらいいのかなというような話はし

ています。 

<梅原> 

 協議事項の内容が会費の徴収と総合保障制度について一緒になっていますので、わかりにくい

かもしれません。AIG の担当者に伺ったときに聞いたことですが、P 協に加入していなければ保

険は入れません。ただ、P 協に加入している単位 PTA の非会員の方については入れます。保険

は、P協の加入率で割引率がきまるので少し難しい話になっています。正しい情報が出るまでは、

現状を理解していただければと思います。詳しい情報が出てきましたらすぐにお知らせいたしま

すのでよろしくお願いいたします。 

③ 社員総会および役員会、歓送迎会について 

<三浦> 

 資料 5 頁をご確認ください。総会日は 6 月 4 日(土)です。参加対象者は資料に記載しています

のでご確認ください。 

<梅原> 

 コロナの状況等で難しいかもしれませんが、開催できればと思っておりますのでよろしくお願

いいたします。 

④ 子ども商店街事業について 

<三浦> 

 6月 18日 19日に戸畑中本町商店街で開催予定ですが、変更が生じる可能性があります。今回、

八幡法人会とのコラボ事業です。戸畑に限ったイベントではなく、今後北九州市各区でおこない

たいと思います。 

<有江> 

 次回詳細をご報告いたします。 

<三浦> 



 本日は八幡法人会の小松さんに来ていただいています。 

<小松> 

 普段は大谷小学校で PTA 役員をしております。八幡法人会では 6 年生を対象に租税教室を開

催しております。皆さんに正式にご案内できるようにいたしますのでよろしくお願いいたします。 

<三浦> 

 よろしくお願いいたします。大人にも租税教室をしていただいて知らないこともたくさんあっ

て、すごくわかりやすかったので、またそういう機会があればよいのかなと思います。 

<梅原> 

 子ども商店街についてご質問等ございますか。 

 ※質問なし 

⑤ 北九州市教育委員会からの感謝状対象者の推薦について 

 <三浦> 

 感謝状対象者は今年度をもって PTA 協議会を退任される方になります。来られている方の中で、

今年度退任される方は挙手をお願いいたします。 

  ※挙手で確認 

 

４．連絡・報告事項 

 

①  役員より 

 〇 令和 4 年度役員選考結果の報告 

 <森谷> 

 選考委員会の結果を報告いたします。よろしくお願いいたします。選考委員の皆様ありがとう

ございました。 

 〇 PTA 台帳の記載内容について 

 <三浦> 

  資料６頁をご確認ください。昨年度の様式から新しくしました。学校の代表メールに送らせて

いただいていますので、ご確認ください。締切りは 5 月 13 日です。安全互助会も同日締切りなの

でよろしくお願いいたします。 

 〇 1DAYPTA の配信案内について 

 <有江> 

 配信について 3 月にお知らせをしております。２ヶ月間を目途に配信予定にしておりますが、

状況に応じて配信を終了させていただきますのでご了承ください。よろしくお願いいたします。 

 〇 日 P 大会解団式の案内について 

 <三浦> 

  資料７頁をご確認ください。５月２１日(土)解団式開催予定です。締め切りは５月６日(金) 

 〇 日 P 大会山形大会第 1 次案内について(別紙資料配布) 

 <三浦> 

  山形大会は８月２６日(金)２７日(土)です。コロナ禍ではありますがリアルで開催される予定

です。 

 〇 広報誌コンクールの案内について 

 <三浦> 

 締め切りは４月１５日(金)です。紙媒体・WEB 版(URL を事務局へ送る)どちらも対象ですの

で、応募をよろしくお願いいたします。 

 〇 各位委員会の活動報告作成のお願い(本日、4 月 4 日締切) 

 <梅原> 

  割愛させていただきます。 

 〇 日 P 新聞の説明 

 <三浦> 

  調査研究推進室の中で「教育に関する保護者の意識調査」をおこないました。QR コードから

結果をご確認ください。また、クイズ形式のコンテンツがありますので、ぜひチャレンジしてみ

てください。 

  国内研修・国際交流推進室では、今年度現地開催が難しくなり、急遽オンライン開催になりま

した。日 P 大会北九州大会でお世話になったチームにお願いしました。とても有意義な２日間に



なりました。来年度もどういう形で開催するかわかりませんが、中学２年生を対象にしています

ので、ぜひ参加されてください。よろしくお願いいたします。 

② 連合会より 

＜小倉南区中 P 連＞ 

 会長会は５月１０日以降、連合会の予算を作成しなければいけないので、P 協の会費の徴収に

ついてどのくらいで決定されるのでしょうか。 

<三浦> 

 できれば、この会議後に連合会長の皆さんと話し合いをしたいのですがよろしいでしょうか。  

＜八幡西区中 P 連＞ 

 3 月 12 日にオンラインで会長会を行いました。各学校の加入状況を確認いたしました。役員

など早めにお声掛けができているところほど加入状況が良い結果のところが多かったです。また、

P 協の会費について加入家庭数にするべきではないかとの意見もありました。安全互助会の対象

は今のままでお願いしたいとのことでした。 

 ＜戸畑区中 P 連＞ 

  集まれてはいませんが、話し合いを進めたいと思います。 

 ＜八幡東区小 P 連＞ 

  会議等はできていませんが、総会に向けての準備等を進めています。来年度は高見小学校が担

当になります。 

 ＜小倉北区小 P 連＞ 

  新年度が始まってから入退会の状況を確認後、４月２２日(金)に会長会を行う予定です。 

 ＜小倉南区小 P 連＞ 

  ３月２４日に会長会を行いました。各学校の加入率を確認いたしました。 

 ＜戸畑区小Ｐ連＞ 

  4 月 3 日に会長会を行います。連合会費について話し合いを進めています。予算を作成するう

えで活動補助金は不安定な金額になってしまいますので、健全な体制運営ができるようにしたい

と思っております。3 月 17 日に戸畑区で花火を打ち上げました。天候にも恵まれ開催すること

ができました。ありがとうございました。任意加入等いろいろな問題もありますが、P 協で基本

になるものを示していただければと思います。 

 ＜門司区小Ｐ連＞ 

  3 月に会長会を行いました。来年度の役員等も決まりました。5 月に総会を行います。加入非

加入についてそれぞれの学校で工夫しながらしていただいております。いろいろな経験ができま

した。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

   

③  校長会より  なし 

④  常置委員会の活動報告  なし 

⑤  事務局より  なし 

・４月、５月行事予定 

・ 次回  会長・副会長等会 4 月 18 日（月）１８：３０～ ３F ３１学習室 

次々回 会長・副会長等会 5 月 9 日（月）１８：００～ ３F ３１学習室 

次回  役員会      5 月 9 日（月）１９：００～ ３F ３１学習室 

 

⑥  質疑応答  

<梅原> 

別紙資料をご確認ください。学校給食で廃棄処分になったパンについて公益財団法人福岡県学

校給食会に話を聞きに行きました。北九州市の場合、フードロスはパンを除きほぼないそうです。

パンについては、要望があれば申請によって販売できる可能性もあるとのことです。モデル校でパ

ンの販売等が行えるかどうか継続調査をしたいと思っております。随時報告させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

<梅原> 

 質疑応答等ございますか。 

<原田> 

 代議員の構成について適用されるのは何年度からでしょうか。 



<三浦> 

 令和 4 年度の総会で承認をいただいてからです。 

<事務局> 

 今年度は代議員を 4 人でお願いします。なぜなら、総会の 2 週間前までに代議員を選出しなけれ

ばならないとなっています。今年の総会で承認していただき来年度からの適用になります。よろし

くお願いします。 

 

 

 


