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平成 30年度 事  業  報  告 

 

静岡県高Ｐ連、東海地区高Ｐ連、全国高Ｐ連等の事業報告を事業毎に、以下のとおり報告する。 

【 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 事業報告 】 

日時・場所 事  業  名 内  容  等 

平成 30年 

５月 10日（木） 

10:30～17:00 

クーポール会館 

監査 高Ｐ連監事（3人）よる平成 29年度経理監査 

第 1回会長・副会長会 第 1回理事会・総会・研修会の運営、役割分担等 

第1回理事会（新旧合同） 第 1号議案から第 5号議案について（承認） 

被表彰者選考委員会 被表彰者 単Ｐ会長 95人 本会役員 3人の審査 

６月 1日（金） 

11:30～16:10 

クーポール会館 

しずぎんホール 

ユーフォニア 

第２回会長・副会長会 総会・研修会等の運営、役割分担の確認 

総会 

 

 

平 29事業及び決算報告、平 30 事業計画及び予算案 

平 30役員改選、平 30地区Ｐ指導者研修会について（承認） 

表彰（98人）代表挨拶：髙塚勝久（顧問） 

参加者 327人 

研修会 講演 演題：成長期における靴環境が身体機能に及ぼす影響 

   講師：（一社）日本靴育協会代表理事 森 千秋 氏 

８月 19日（日） 佐賀大会 

静岡県情報交換会 

全国高Ｐ連定時総会報告、佐賀大会表彰者の紹介・挨拶 

参加者 204人  会場 ホテルセントラーザ博多 

９月 14日（金） 高Ｐ連会報 136号発行 発行部数：10,000部 

発送先：加盟単位ＰＴＡ（118校）、県教育委員会、全国・東海・ 

各都道府県市高Ｐ連事務局、県中央図書館、関係団体等 

10月 11日（木） 

13:30～14:30 

クーポール会館 

高校生善行表彰 

選考委員会 

個人・団体の授賞者及び団体の審査選考 

（受賞者及び団体） 

個人の部（６校９人） 

駿河総合（池ヶ谷 勇 森 駿之助）、浜名（守屋美咲） 

清水西（渡邉弦太）、静岡商業（中谷希尋 新海玄 ） 

相良（大石未紀）、新居（（鈴木隼人 田内 淳） 

団体の部（４校４団体） 

 三島南、科学技術、稲取、島田商業 

平成 31年 

１月 ４日（金） 

高Ｐ連会報 137号発行 発行部数：10,000部 

発送先：加盟単位ＰＴＡ（118校）、県教育委員会、全国・東海・ 

各都道府県市高Ｐ連事務局、県中央図書館、関係団体等 

 １月 25日（金） 

16:00～17:30 

パルシェ７階 

第３回会長・副会長会 平 30中間事業報告、平 31事業案 その他 

 ２月 ７日（木） 

13:30～15:45 

県男女共同参画 

ｾﾝﾀ（ーあざれあ） 

第２回理事会 平 30中間事業報告、平 31事業案 その他について（承認） 

特別委員会 

 

 

研修会 

講演 演題（青少年健全育成に向けた県教育委員会の取組） 

   講師（県教委理事兼社会教育課長 赤石達彦 氏） 

６月～10月 

 11地区 

地区ＰＴＡ指導者研修会 
※次項のとおり 
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（平成 30年度 地区ＰＴＡ指導者研修会 報告） 

地区名 開催日 会場 
世話人 研修会 研修テーマ等 参加者数

(人) 理事校 担当校 （①テーマ、②発表・分科会・講演等） 

賀   茂 
7月9日 松﨑高校 

松   﨑 
① 進路指導をかなえる家庭教育 100 

(80)  （月） 龍門館 ②講 進路指導を活かすコーチング 

三島・田方 
7月3日 函南町 

韮山 三島北 
① 青少年の健全な育成について 122 

(192) （火） 文化ｾﾝﾀｰ ②講 インターネットの安全・安心な使い方 

        ① 思春期の子への親からのコーチング   

      沼 津 城 北 ②分 家庭での子供の様子を教えてください   

沼津・駿東 7月5日 沼津市立   ②分 SNSとの上手な付き合い方 189 

(210)   （木） 図書館   ②分 生徒数の減少とPTA活動の在り方について 

        ②分 交通安全へのPTAの関わりについて   

        ②講 自立をうながすコーチング   

富士・富士

宮 

  

富士市文化会館 

ﾛｾﾞｼｱﾀｰ 
富   士 

① 未来を担う人材を育てよう！ 

265 

(222) 

9月14日 ②発 わが子のためのＰＴＡ活動 

（金） ②発 ＦＩＮＥ 

  ②講 落語から学ぶ人の育て方 

清   水 
9月7日 

ｴﾘｻﾞﾍﾞｰﾄ 清 水 西 
① これからの時代に生きる高校生に期待すること 139 

(134)  （金） ②講 夢に向かって 

静   岡 

10月 6日 中島屋 

静 岡 農 業 

① 知る力、活かす力、応える力を発揮できる高校生を育成する 
193 

(190) 
 （土） グランドホテル ②発 静岡農業高校吹奏楽演奏・PTA紹介 

    ②講 大人が変われば子どもも変わる！ 

志太・榛原 

7月3日 焼津市 

藤 枝 北 

① なりたい自分になる 
198 

(186) 
 （火） 文化会館 ②講 ２つの自信とは 

    ②講 金ﾒﾀﾞﾘｽﾄの持っているﾒﾝﾀﾙとは 

掛   川 

7月9日 掛川市生涯 

掛川西 掛川工 

① ものづくりのおもしろさ 
75 

(92) 
 （月） 学習ｾﾝﾀｰ ②講 ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ伝統技法 千年の伝承 

    ②講 余計な怒りやｲﾗｲﾗに振り回されないｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

磐   田 

7月7日 月見の里学遊館 

磐 田 北 

① ﾌﾟﾗｽ思考～より良い子育てのために～ 
150 

(155) 
（土） うさぎﾎｰﾙ ②講 ｱﾝｹｰﾄ報告「ﾌﾟﾗｽ思考について」 

    ②講 「ﾌﾟﾗｽ思考」～より良い子育てのために～ 

浜松南部 
  呉竹荘 

浜松西 

浜北西 

① 子どもの心を学ぶ 

168 

(144) 

6月8日   ②講 思春期の発達と支援 

浜松北部 
（金）   

浜北西 
②分 子どもたちへの適切な支援の仕方を考える 

      

特別支援

Ｐ連 

6月16日 男女共同参画 
静岡北特支 

① ＰＴＡ活動の紹介 88 

(96)  （土） ｾﾝﾀｰあざれあ ② チーム★輝きへ事業報告 

          合計 
1687 

(1701) 

    
  ※（ ）の数値は、平成 29年度の参加者数を示す。 
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【 東海地区高Ｐ連関係 実施報告 】 

 日時・場所 事  業  名 内  容  等 
平成 30年 
４月 25日（水） 

13:00～16:30 
愛知県産業労働ｾﾝﾀｰ 

（ｳｲﾝｸあいち） 

会計監査 東海地区高Ｐ連監事（2人：本県青山副会長）による平成29年度監査 
第1回理事会（平29理事） 
 

平29事業及び決算報告、平30 事業計画及び予算案、平31東海地区高Ｐ
連岐阜大会について（承認） 
平30東海地区高Ｐ連総会・愛知大会の連絡等 

６月 22日（金） 
11:00～16:30 

刈谷市文化ｾﾝﾀｰ 

総会 平 29 事業及び決算報告、平 30 役員改選、平 30 事業計画及び予算案、平
31東海地区高Ｐ連岐阜大会について（承認） 

愛知大会 （講演） 
 

演題：ココロとカラダの健康づくり～This is me！個性が光る～ 
講師：ﾄｰﾀﾙﾌｨｯﾄ株式会社 代表取締役 梅田陽子 氏 

参加者数 （全体：1,384人 静岡：310人） 
研究協議 研究協議１：愛知県立鶴城丘高等学校ＰＴＡ 

研究協議２：三重県立朝明高等学校ＰＴＡ 
10月 17日（金） 

14:00～16:30 
愛知県教育会館 

事務局長会議 平30第２回理事会及び第１回委員会の開催の確認 
平31事業計画（案）、平31岐阜大会について 
東海高Ｐ連確認事項ほか 

10月 25日（木） 
14:00～16:30 

愛知県産業労働ｾﾝﾀｰ 
（ｳｲﾝｸあいち） 

第２回理事会 
 
 
 
 

平30全国高Ｐ連第2回理事会～第 5回理事会,定時総会の報告 
平30全国高Ｐ連会長・事務局長連絡会の報告 
平31事業計画（案）、平31（令和元）岐阜大会日程･講演の確認 
東海地区高Ｐ連確認事項、平31（令和元）全国高Ｐ連京都大会について 

（確認） 
第１回委員会 健全育成・進路対策・調査広報・研修・賠償責任補償制度運営の各委員会

に出席した委員からの報告 

平成 31年 
 ２月 15日（金） 

14:00～16:00 
愛知県産業労働ｾﾝﾀｰ 
（ｳｲﾝｸあいち 

第３回理事会 令和元 事業計画（案） 
令和元 東海地区高Ｐ連岐阜大会について    
 

第２回委員会 健全育成・進路対策・調査広報・研修・賠償責任補償制度運営の各委員会
に出席した委員からの報告 

 

【 全国高Ｐ連関係 実施報告】 

日時・場所 事  業  名 内  容  等 
平成 30年 
6月 23日

（土） 
東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ 

定時総会（会長・事務局長） 平29事業・収支決算（監査）報告について（承認） 
平30役員改選（会長・副会長、関係理事）について（承認） 

24日
（日） 

東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ 

第 1回委員会 
健全育成委員会（会長） 

健全育成委員会確認事項について 
総務省ＩＬＡＳテスト実施について 

8月 19日
（日） 

佐賀大会前日会議 大会運営会議、全国事務局長会議 

8月 21日
（月） 

佐賀大会第1日目 会場分散型大会で、開会式・基調講演は主会場で分科会会場に映像配信し
た。分科会は各会場で行った。（参加者が一堂に集まることはなかった） 
参加者数（全体：9,152人 東海：1,492人 静岡：349人） 

8月 22日
（火） 

佐賀大会第2日目 記念講演が各会場毎、違うテーマで行い、分科会報告及び閉会式は主会場
で行い、各会場には映像配信した。 

10月 13日（土） 
13:30～17:00 

会長・事務局長連絡会 
 

講演 演題①地域と高校等の連携・協働（菅谷匠文科省専門官） 
   演題②PTAへの期待（西川由香 文科省地域学校協働推進室長） 
第５回理事会報告、委員会報告、意見交換ほか 

   14日（日） 
9:00～12:00 
ﾎﾃﾙﾙﾋﾞﾉ京都 

第２回委員会 
健全育成委員会（会長） 

安心協・総務省ＩＬＡＳテスト実施情報報告 
高校生の自転車事故防止啓発活動（ﾂｲｯﾀ―広告実施中） 
薬物乱用防止ポスターの発行について 

平成 31年 
 ２月２日（土） 

13:30～17:00 
東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ 

会長・事務局長研修会 
 

講演 演題 超ｽﾏｰﾄ社会（Society5.0）時代の教育（前文科大臣） 
講話 題名 最近の高校生事情～ﾎ゚ ﾄーﾌｫﾘｵ活用の未来～（ベネッセ教育情報センター長） 
教育政策説明    高校教育無償化実施に向けて 新しい学習指導要領 救急受診アプリ 
第６９回全国高P連大会京都大会 
西日本豪雨災害義援金寄託 
第７回理事会報告 H31事業計画･予算 ｱﾝｹｰﾄ調査結果報告 

    ３日（日） 
9:00～12:00 

東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ 

第３回委員会 
健全育成委員会（会長） 
 

自転車事故防止ツイッタ―による啓発活動の結果 
薬物乱用防止パンフレットの完成 
健全育成委員会の今後の取組 

 

 



- 4 - 

 

○平成 30 年度 委嘱委員及び出席要請のあった連携協力団体○ 

 

  【 委嘱委員 】 

 
ア 県教育委員会高校教育課所管  
 

     静岡県いじめ対策連絡協議会（任期２年） 
 
静岡県高等学校第三次長期計画検討委員    
 

イ 県教育委員会社会教育課所管 
      

静岡県青少年育成会議委員（任期２年） 
 
     静岡県青少年問題協議会委員（任期２年） 
 
     静岡県青少年環境整備審議会委員（任期２年） 

 
静岡県社会教育委員（任期２年） 
 

   ウ 県教育委員会教育総務課所管 
      

教職員コンプライアンス委員（任期２年） 
 
   エ 県教育委員会健康体育課所管  
     

運動部活動検討委員会 
 

【 出席要請のあった連携協力団体 】 

 
  ①静岡県ＰＴＡ連絡協議会        
 

②社会を明るくする運動静岡県推進委員会 
 
 ③静岡県交通安全対策協議会      
 
④静岡県コミュニケーションづくり推進協議会 

    
⑤しずおか防犯まちづくり県民会議   
 
⑥静岡県ＮＩＥ推進協議会 

   
⑦しずおか健康いきいきフォーラム２１ 
 
⑧しずおか男女共同参画推進会議 

    
⑨北方領土返還要求静岡県民会議   

 


