
 

 

第１号議案 令和３年度事業(案)について 

 

 次代を担う青少年の心身共に健やかな成長と高等学校教育の更なる充実と発展を願っている私

たちＰＴＡは、生涯学習の視点に立脚して、自らが学び、自らの資質の向上に努めるとともに、

青少年を取り巻く社会環境の整備を積極的に推進する。 

 また、社会教育団体として家庭・学校・地域・社会との連携・協働を図り、家庭や地域の教育

力の充実及び向上等に寄与する。そのため、次の重点目標を定め、次の事業を企画し積極的に推

進する。 

(重点目標) 

 １ 自主的、主体的なＰＴＡ活動を推進し、充実した魅力ある学校づくりを支援する。 

 ２ 学校及びＰＴＡ相互の連携（幼・小・中・高）を密にし、地域ぐるみで青少年の健全育成を

図る。 

 ３ 教育環境の整備及び充実を図る。     

 ４ 学校や関係機関等と連携し、就職・進学等の進路指導の充実に努める。 

 ５ 学校や関係機関等と連携し、防犯活動や交通安全教育・交通安全運動を一層推進する。 

 (事業) 

 １ ＰＴＡ研修会事業の開催 

  (1) 目的 

    保護者自身の指導力を高め、家庭教育の充実を図ると共に、学校と地域社会との連携を深

め、教育の成果を一層確かなものにする。 

  (2) 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会研修会 

   ア 日 時 令和３年６月４日(金) 15:00～16:30 

   イ 会 場 ホテルグランヒルズ静岡 (旧ホテルセンチュリー静岡) 

   ウ 内 容 講演会 

  (3) 地区ＰＴＡ指導者研修会 

  ア 日 時 令和３年６月～10月 

   イ 会 場 各地区 

   ウ 内 容 各地区で設定 

 ２ 東海地区・全国ＰＴＡ指導者研修 

  (1) 目的 

    高校生の健全育成を目指し、社会教育としてのＰＴＡの在り方を追求するためには、広い

視野とより高い見識を高める。 

  (2) 東海地区高等学校ＰＴＡ連合会総会・研究協議会 静岡大会 

  ア 日 時 令和３年６月25日(金) 13:00～16:10 

   イ 会 場 静岡市民文化会館 大ホール 

   ウ 内 容 総会、講演会、研究協議 

  (3) 第70回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 島根大会 

  ア 日 時 令和３年８月24日(火)・25日(水) 

   イ 会 場 島根県内 

   ウ 内 容 記念講演、分科会 



 

 

 ３ 青少年健全育成推進事業 

  (1) 目的 

    会員自らの実践活動を通して、教育環境の向上や明るい家庭及び社会の醸成に努め、児童

生徒の善行賞揚等によって健全育成を図る。 

  (2) 高校生善行表彰 

   ア 表彰状を授与(記念品を添える)  

イ 令和３年11月頃決定、表彰授与式は各校で行う。 

 ４ 会報の発行 

  (1) 目的 

    会員の情報交換などＰＴＡの機関誌として、会員相互の連携を図り共通理解を深めて、協

力体制を構築する。 

  (2) 発行 

    年間２回発行 

  (3) 内容 

    本会活動の状況や今日的教育問題など 

 ５ 関連団体との連絡提携 

ア 静岡県教育委員会関係 

静岡県青少年育成会議 

静岡県青少年問題協議会委員 

静岡県青少年環境整備審議会委員 

ネット依存対策推進事業企画運営会議 

静岡県いじめ問題対策連絡協議会 

運動部活動検討委員会 

教職員コンプライアンス委員 

イ 静岡県知事部局関係 

静岡県職業能力開発計画検討委員会委員 

      ウ 外部団体 

静岡県教育会館 

エ 出席要請のある連携協力団体  

静岡県ＰＴＡ連絡協議会、社会を明るくする運動静岡県推進委員会 

静岡県交通安全対策協議会、静岡県コミュニケーションづくり推進協議会 

しずおか防犯まちづくり県民会議、静岡県ＮＩＥ推進協議会 

しずおか健康いきいきフォーラム２１、しずおか男女共同参画推進会議 

北方領土返還要求静岡県民会議 

 

 

 

 

 

 



 

 

(年間行事予定) (案) 

 

期　日 曜日 会　　　場

内部監査 監事による監査 14:00～16:00 ４月　　日 静岡中央ビル
かがやき法人による監査 　9:00～17:00 ４月14日 水 静岡中央ビル
　　〃　　　　監査結果報告 ５月　　日 県高Ｐ連事務局

会計監査 10:30～11:30
第１回本部役員会 11:30～12:30

第１回理事会 13:30～14:30
第１回理事会（新旧合同） 14:45～16:15
被表彰者選考委員会 16:15～17:00
情報交換会 情報交換会 17:00～19:00

15:00～16:00 ６月３日 木 ホテルグランヒルズ静岡
定時評議員会 10:00～10:50
臨時理事会 11:00～11:20

第２回本部役員会 11:30～12:00
受付  13:00～　
総会 13:30～15:00
研修会 15:00～16:40

総会・研修会 情報交換会 情報交換会 17:20～19:20

18:00～20:00 ８月24日 火 (米子市内)

13:30～14:30
14:40～17:00

第３回本部役員会 16:00～17:30
情報交換会 17:30～19:30

第２回理事会 13:30～14:30
特別委員会 14:45～16:10

14:00～16:00 ３月11日 金 クーポール会館

曜日 会　　場

会計監査（前年度監事）
第1回理事会（前年度理事）
情報交換会(旧役員) 監査1310　理事会1301

発表者・司会打合せ 10:30～11:30
総会 大会議室 11:00～11:40
東海地区高Ｐ大会 大ホール 13:00～16:10
情報交換会(新役員) 有り 17:30～19:30

木 愛知県教育会館

理事会 第２回理事会
　委員会 第１回委員会

金 愛知県教育会館

理事会 第３回理事会
　委員会 第２回委員会

曜日 会　　場

理事会 第１回理事会 金 全国高Ｐ連事務所

第２回理事会・理事候補打合せ
定時総会
第３回理事会
新理事説明会
教育懇談会
第２回委員会 日

理事会 第４回理事会 ７月17日 土 ZoomによるWeb会議

火 島根県内５会場
水 松江市内２会場

第５回理事会
全国会長・事務局長連絡会
教育懇談会
第２回委員会 日

理事会 第６回理事会 日 東京ガーデンパレス

第７回理事会
全国会長・事務局長研修会
教育懇談会
第３回委員会 日

曜日 会　　場

総会 木
研究大会 金

第９回研修会 13:30～17:00 11月　日

ホテルグランヒルズ静岡

総会 研究大会
第１日　午後 10月7日

ホテル日航新潟
第２日  午前 10月8日

④　全国高等学校等安全互助会連絡協議会

事業 時程
令和３年度(2021)

期　日
役員会 15:00～16:30 ７月　日

東京ガーデンパレス

第２日　午前 ２月６日
※　令和４年(2022年)　第71回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会石川大会　開催日：８月25日(木)・26日(金)

午後 12月5日

大阪ガーデンパレス第１日　午後

第１日　午後

第70回全国高Ｐ連大会島根大会
大会第１日　分科会 ８月24日

大会第２日　全体会・記念講演等 ８月25日
全国高Ｐ連大会

理事会等

第１日　午前
２月５日 土

理事会等

第１日　午前
10月2日 土

第２日　午前 10月3日

総会等

第１日　午前

東京ガーデンパレス

第２日　午前 ６月27日

第１日　午後
６月26日 土

午後

事業 時程
令和３年度(2021)

期　日

午前中 ５月14日

14:30～16:30 ２月18日 金
愛知県産業労働ｾﾝﾀｰ

ウインクあいち(　　　　会議室)

※　令和４年(2022年)　東海地区高等学校ＰＴＡ連合会　愛知大会：６月　　日（　）　会場：

③　全国高等学校ＰＴＡ連合会

事務局長会議 14:00～16:30 10月14日

14:30～16:30 10月22日 金
愛知県産業労働ｾﾝﾀｰ

ウインクあいち(　　　　会議室)

会長・事務局長会議（懸案有開催） 14:00～16:30 12月10日

総　会
東海地区

高Ｐ連大会
６月25日 金

静岡市民文化会館
大会議室
大ホール

総　会
表　彰
研修会

総会荷物運搬

理事会

13:30～14:30

４月21日 水

愛知県産業労働ｾﾝﾀｰ

ウインクあいち15:00～17:00

17:00～19:00

金 (視察研修を予定)

第３回理事会

クーポール会館
第２回理事会

本部役員会 １月21日 金 未定

高校生善行表彰選考委員会

※　令和４年(2022年)　静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会総会・研修会　：６月　日（　）　会場：

②　東海地区高等学校ＰＴＡ連合会

事業県高Ｐ連　事業 時程
令和３年度(2021)

期　日

理事会等 ２月４日

10月15日 金

第70回全国高Ｐ連島根大会　静岡県情報交換会

評議員会

理事会
６月４日 金

①　静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会・静岡県高等学校安全振興会

県高Ｐ連　事業 安全振興会　事業 時程
令和３年度(2021)

５月 13日 木 クーポール会館

外部監査

理事会等 理事会



 

 

令和３年度地区ＰＴＡ指導者研修会（案） 

  (１月25日現在) 

地区名 
(高Ｐ連担当役員) 

日時・会場 
情報交換会 

世話人校 
---------- 
研修担当校 

研修テーマなど 
地区関係学校名 

賀茂 
(○○副会長) 

 月 日( ) 松崎高校 
検討中 

下田、南伊豆分校、松崎、稲取【４校】 

三島・田方 
(○○副会長) 

７月２日(金) 
13:30～16:30 

静岡県総合健康センター  
無 

韮山高校 
---------- 
熱海 

検討中 

伊東、城ヶ崎分校、伊東商業、熱海、伊豆総合、土肥分校、

伊豆中央、韮山、田方農業、三島南、三島北、三島長陵、東

部特支、伊豆の国特支【14校】 

沼津・駿東 
(○○副会長) 

７月８日(木) 
13:00～16:30 
沼津市立図書館 

検討中 

沼津西高校 
---------- 
市立沼津高校 
御殿場高校 

検討中 

御殿場、御殿場南、小山、裾野、沼津東、沼津西、沼津城

北、沼津工業、沼津商業、市立沼津、沼津視覚、沼津聴覚、

御殿場特支、沼津特支【14校】 

富士・富士宮 
(○○副会長) 

 月 日() 富岳館高校 

検討中 

吉原、吉原工業、富士、富士東、富士宮東、富士宮西 富士

宮北、富岳館、富士市立、富士特支【10校】 

清水 
(○○副会長) 

 月 日() 清水東高校 
 

清水東、清水西、清水南、清水桜が丘、清水特支【５校】 

静岡 
(○○副会長) 

10月9日(土) 
14:30～16:30 
 

静岡東高校 
---------- 
静岡市立 
静岡商業 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ）の実現を目指して」（仮題） 

静岡、静岡城北、静岡東、静岡西、駿河総合、静岡農業、科

学技術、静岡商業、静岡中央、静岡市立、静岡視覚、静岡聴

覚、静岡北特支、中央特支、静岡南部特支【15校】 

志太・榛原 
(○○副会長) 

7月9日(金) 
( : )～( : ) 
焼津文化会館 

( ) 

島田高校 

検討中 

焼津中央、焼津水産、清流館、藤枝東、藤枝西、藤枝北、島

田、島田工業、島田商業、金谷、川根、榛原、相良、藤枝特

支、吉田特支【15校】 

掛川 
(○○副会長) 

7月9日(金) 
13:00～16:30 
掛川市生涯学習センター 

無 

掛川東高校 

【内容】 

(1)おねえアーティスト tosHico ちゃんによる講演 

(2)掛川東高校 筝曲部による箏演奏 

掛川東、掛川西、掛川工業、横須賀、池新田、小笠、掛川特

支【７校】 

磐田 
(○○副会長) 

7月31日(土) 
13:30～16:30 
袋井南コミュニティセンター 

無 

磐田南高校 

子どもと親を結び付けるもの 

遠江総合、袋井、袋井商業、磐田南、磐田北、磐田農業、磐

田西、天竜、天竜春野校舎、袋井特支、天竜特支【11校】 

浜松 
(○○副会長) 

6月11日(金) 
12:45～ 

浜松呉竹荘 
有 

浜名高校 

検討中 

【南部】浜松西、浜松南、浜松湖南、浜松江之島、浜松大平

台、浜松城北工業、浜松商業、新居、湖西、浜松視覚、浜松

聴覚、浜松特支【北部】浜松北、浜松湖東、浜松東、浜松工

業、浜名、浜北西、浜松湖北、佐久間分校、浜松市立、浜名

特支、浜北特支、西部特支、浜松みをつくし特支【25校】 

特別支援 
(〇〇会長) 

6月12日(土) 
14:30～16:10 
静岡県男女共同参画センター 

無 

浜松特別 
支援学校 

総会・研修会 

【東部】沼津視覚、沼津聴覚、御殿場特支、沼津特支、富士

特支、東部特支、伊豆の国【中部】静岡視覚、静岡聴覚、静

岡北特支、藤枝特支、中央特支、静岡南部特支、清水特支、

吉田特支【西部】浜松視覚、浜松聴覚、袋井特支、浜松特

支、浜名特支 西部特支、天竜特支、浜北特支、掛川特支、

浜松みをつくし【25校】 

 

 


