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坂井市ＰＴＡ連合会 第１回理事会 議事録 

令和３年５月２７日（木）19:30～ 

                        春江中学校 会議室 

                        議事録作成者 会長 久保敏秀 

 

参加者 １７名（参加対象者１９名中） ‹敬称略› 

○会 長 久保 

○副会長 稲澤、岩本、小林、森田 

○顧 問 石津、岡本、村中 

○理 事 河原、黒石、小林、佐々木、竹澤、中山、原田、水上 

○事務局 堂高 

 

 

１ 開会の挨拶 （久保会長） 

 1 年間ご協力をよろしくお願いしたい。コロナ一色の日々。各単Ｐ活動にもご苦労が多い

ことと思う。市Ｐ連でも様々な制約が生じ、実施できないものもあるかもしれないが、少

しでもよい取組みができるよう努力したい。気軽に意見を出し合いながら協力して進めて

行きたい。皆様の忌憚のないご意見をお願いする。 

 

２ 役員の紹介 

 自己紹介  

 

３ 連絡及び協議事項（進行：久保会長） 

（１） 令和 3年度 坂井市Ｐ連の諸活動について 

① 市Ｐ連理事会 

・第１回 ５月２７日（本日） 

・第２回 ９月 ９日（木） 地区別研修会、子育て研修会についての協議 

・第３回 ２月中      今年度の総括、来年度に向けての準備 

 

② 坂井ブロックＰ連 正副会長会（あわら・坂井）例年２回開催 ・・ 

・第１回 ７月 ３日（土） を予定。あわら市Ｐ事務局と調整の上正式決定する。 

 ・第２回 未定 

 

③ 福井県幼・小・中ＰＴＡ活動坂井地区研修会 【資料１～４】 

  延期を決定した経緯の説明 

    他地区でも延期・リモート開催となっている。 

延期日の決定：会場確保の状況も踏まえ、坂井市Ｐ連として１０月１６日を候補に

挙げる。→あわらに了承を得て決定の予定。 

      ※各学校で大きな行事がないかを確認してほしい。 

理事の皆様には当日は役割分担等でお世話になる。 

     コロナの対応等を考えながらなるべく多くの人の参加を募る。 

     会場のキャパシティを勘案すると、 

      単Ｐあたり３名程度（３３校）＋坂井・あわら両市Ｐ理事 

     第２回理事会以前にも必要事項等を随時役員にお知らせしていく。  
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  ・日 時  実施予定日 １０月１６日（土）１３：３０～ 

         当初予定 ６月２６日（土）１３：３０～ 

         コロナ状況を踏まえ秋に延期（５月１７日決定） 

  ・会 場  ハートピア春江 小ホール（200 席） 

  ・主 催  福井県ＰＴＡ連合会 

  ・共 催  福井県教育委員会、坂井市教育委員会等 

  ・講 演  講師及び講演内容は福井県ＰＴＡ連合会からの派遣に基づく 

  ・実践発表 坂井市立雄島小学校ＰＴＡ、坂井市立丸岡中学校ＰＴＡ 

  ・参加者  地区内各単Ｐより４名程度要請（例年１３０名程度参加） 

  ・日程等  詳細は 坂井ブロックＰＴＡ正副会長会（春江中）にて 

 

④「社会を明るくする運動」坂井市推進大会・・・Ｒ２年度 要請なし 本年度開催 

 ・日 時  7 月３日（土）１３：３０～ 

 ・会 場  ハートピア春江 小ホール（春江町） 

 ・参加者  市内ＰＴＡに１０名程度の参加要請 

        感染症対策のため、事前に 氏名・住所・連絡先を提出 

        正式な内容が来た段階で、市Ｐ連役員を対象に改めて案内する。 

   対応窓口 坂井市役所 社会福祉課 

 

⑤坂井・延岡ジュニア交流隊事業 ・・・今年度中止 【資料５】 

  ・日 程  ８月下旬 

  ・内 容  坂井市へ受け入れ、交流事業 

  ・役 割  引率者として、児童と同行 

 

⑥教育研修会（教育委員会と学校の未来について語る会） 

  ・日 時  １１月   ※Ｒ2年度：１１月２１日（土）半兵衛にて 

   ＊今後、 教育委員会と調整を進めて決定する。 

  ・会 場  春江中学校区内施設 

  ・参加者  懇談会 教育長、坂井市教育委員、市Ｐ連役員 

        （Ｒ2 年度  24 名：市教委 7 名、市Ｐ連 17 名） 

  ・内 容  （①質問・要望 ②坂井市の学校の未来について） 

 

昨年度は大変よい会になった。予算要求の会ではなく、子供たちが将来坂井市に住み

続けたいと思うようにするにはどうしたらよいかということを語り合えた、充実した

会であった。今年度もプラス思考の話し合いができるとよい。提言があれば、このと

きまでにまとめておいてほしい。昨年度は、この会を機に、その後、タブレットを活

用した学校での授業を参観することができた。 

 

⑦座談会・懇親会（Ｒ1・Ｒ2 は中止）   

 【H30 の例】 

・３月２日（土） 三国観光ホテル ４７名参加 （各校１名以上の出席を依頼） 

  ・負担金  ３，０００円（各単Ｐ負担） 

年度を通して早い時期に実施することで情報交換・親睦を深めるのに効果的な会だ

が、年度初めの開催は見送りたい。状況が許せば、秋の開催を目指す。市Ｐ連の座談
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会・懇親会意外にも、横のつながりを強固にする活動は特に各中学校区を単位に各Ｐ

ＴＡで工夫していただきたい。 

 

 ⑧会計監査 ３月下旬 

   ３月末、４月はじめに実施 

 

 ⑨市Ｐ連新旧引継ぎ会   

  ・新旧正副会長引継ぎ会 ４月初旬 今年度は４月１２日に事務局引継会を実施。 

  ・新旧役員引継ぎ会   ４月中旬 今年度は４月１４日に実施。 

 

 ⑩その他 

  ・夏季休業中・冬季休業中の生活指導（愛護センターと連携） 

   各単Ｐに依頼がある。市Ｐ連としては活動はなし。 

 

  ・坂井地区子育て研修会（例年１１月下旬～１２月上旬  ※Ｒ2年度：２月実施） 

     ※Ｒ2年度  ２月２０日（土）福井県教育博物館（３７名 うち親子 29 名） 

展示物見学・教材体験・クイズラリー 

    ※H30 年度 １１月３０日（土）金津創作の森にて（７３名） 

            親子で創作活動（手びねり・吹きガラス・サンドブラスト） 

 

１１月下旬に実施予定としているが、秋季の行事が多いため１～２月の開催の可能性

も含め、あわら市Ｐと協議して進めていく。７月上旬に坂井ブロックＰ正副会長会議

で素案を策定。 

 

(２)令和３年度 福井県Ｐ連の諸活動について 

 

① 第７１回年次総会    【資料６～９】 

・期 日  ５月２９日（土） １３：３０～   

  ・会 場  県生活学習館 

   会費Ｒ４年度からの値上げ案について 

 

② 第６９回日本ＰＴＡ全国研究大会（北九州大会）【資料１０】 

  ・期 日    ８月２１日（土） 西日本総合展示場にて 

  ・参加方法   現地 及び オンライン         

  ・参加要請数  福井県４０名（坂井市Ｐ連からは５～６名程度） 

  ・経 費    大会参加費５，０００円 

   ２次案内ののち、参加者を検討していく。現地参加者には補助がある。 

           

③ 第７７回日本ＰＴＡ東海北陸ブロック研究大会（岐阜大会） 【資料１１】 

  ・期 日    １０月２２日（金） １日目 分科会 

             ２３日（土） ２日目 全体会 

  ・参加要請数  坂井市Ｐ連からは 7名程度 

  ・経 費    大会参加費３，５００円 

   ２次案内ののち、参加者を検討していく。現地参加者には補助がある。 
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④ 県Ｐ連研究大会  

  ・期 日   １２月 ４日（土）  ※Ｒ2年度：12 月 5日開催 

                   （毎年１２月第１土曜日） 

  ・会 場   ユーアイふくい（リモート参加可）   

・例年、各単Ｐに参加要請（各単Ｐ１名） 

  

⑤ 「三行詩募集」    

 

⑥ 「一筆啓上・わが家の三原則」作品募集（夏休み中） ９月審査会実施（県Ｐ） 

 

⑦ 安全会（１世帯１００円 申込締切は５月末日） 【資料１２】 

  ・ＰＴＡ活動中の事故に対する見舞金制度(１ヶ月以内) 

  ・事故発生→報告書→安全会事務局（ＴＥＬ：４１－４２５３） 

 

⑧「安心・安全」事業推進助成金交付 【資料１３】 

  ・子どもの安全・安心を確保するため、ＰＴＡが行う事業に対し、安全会より助成 

  ・申請 例年７月末日が期限 → 県 P常任理事会で審査し８月上旬に決定 

  ・助成金上限３万円（同一校への助成は５年を限度） 

 

⑧ 助成金 

坂井市Ｐ連へ ５８，０００円  →  Ｒ２：９３，０００円 

                    富山大会中止のため増額 

  ・地区別研究実践ＰＴＡ活動助成金 各３０，０００円（雄島小・丸岡中ＰＴＡ） 

  ・県Ｐゆめ基金  

２月 県Ｐゆめ基金協力月間(書き損じ葉書の回収) 

 

⑨ 小中学生総合保障制度  ＊Ｒ２事務手数料戻し 233,850 円 

 

※県Ｐ連の事業関連については、５月２９日の年次総会、６月５日の理事会の内容を順

次報告していきます。 

 

４ その他協議事項 （進行：久保会長） 

(１) 各種委員の推薦について【資料１４】 

    各事務局より案内があるので、該当者について順次登録等の手続きを行う。 

 

（２）令和 3 年度 坂井市Ｐ連・福井県Ｐ連・日本ＰＴＡ諸活動について  

 

・県ＰＴＡ連合会からの年会費の値上げ依頼について 

 来年度から１００円→１６０円に値上がりする。県内の教育活動のレベルアップの

ために、多くの事業を行っていく必要がある。役員のみなさまには各単Ｐ会員から

質問があったときに、説明ができるように理解しておいていただきたい。県Ｐへの

納金は、各単Ｐから市Ｐに納入の後、市で一括して県に納める。 

各単Ｐで県Ｐの活動が各単Ｐにも目に見える形でわかるようにしていく。 

 

質問：どのような工夫をして県の活動の情報をよりよく広げようとしているのか具体
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的に教えてほしい。 

会長：総会の中で確認させてもらう。より明らかな広報を要望させてもらう。 

県のＰＴＡ活動の広報も今後の課題になっている。これから県Ｐの各部会で広

報活動も具体的になっていくと思われる。 

 

・校区補助金状況の確認 

  県Ｐからの補助金が振り込まれてからの対応。 

 

・市Ｐ連ホームページの活用について 

 継続性のある見やすいＨＰを、会長を中心に手入れをしながらすすめていく。 

 役員用のページがある。これまでの情報もあるので、役員の皆様はご活用ください。 

 

・事務局開設準備金の返金についての説明 

 参照：総会資料Ｐ９ 返金はすべて完了。 

 

･事務局のお手伝いについて 

  事前準備に、事務局ブロックの理事が協力する。 

 

・令和４年 渉外担当 ★選出方法や該当する単Ｐへの早めの案内を考えておく。 

            次回協議。 

 

    ※参考資料 

    【資料１５】坂井市Ｐ連会長・ブロック長 申し送り順 

  【資料１６】坂井市Ｐ連会長・副会長・理事 申し送り順 

  【資料１７】坂井市ＰＴＡ連合会 令和 3 年度総会資料 

  【資料１８】Ｒ３ 坂井市ＰＴＡ連合会 単Ｐ会長、児童生徒数、会員数一覧 

 

５ その他 

  ・第２回理事会  ９月９日（木）１９時３０分より春江中学校にて 

 

６ 閉会の挨拶 （稲澤副会長） 

   盛りだくさんの内容であった。コロナ禍で活動が思うように行かないこともあろう

かと思うが、皆で協力してすすめていきたい。今後ともよろしくお願いしたい。 

 

 

※当会議に使用した【別添資料】については、ＰＴＡ会員を対象としたものであり、個人情報を含む内容であるためホ

ームページ上では非公開と致します。資料について閲覧を希望される方（ＰＴＡ会員に限定）は単Ｐ事務局を

通じ坂井市ＰＴＡ連合会事務局までご連絡ください。 


