
　このたび「第 67 回全国高等学校ＰＴＡ連合
会大会静岡大会」が、ここ“ふじのくに ” 静岡
県において、盛大に開催されますことをお慶び申
し上げます。また、全国各地からお集まりの皆
様を、心から歓迎いたします。
　皆様方におかれましては、日頃から、子供た
ちの健やかな成長を願い、愛情と熱意をもって
積極的に教育活動に取り組んでいただいており、
学校と家庭、地域との連携や青少年の健全育
成に、多大な貢献をいただいておりますことを感
謝申し上げます。
　また、本日は、ＰＴＡ活動の推進において特
色ある優れた実践を行っている団体、個人の表
彰も行われると伺っておりますが、受賞された
方々に対しまして、心よりお祝い申しあげるとと
もに深く敬意を表します。
　さて、静岡県は、日本の国土のシンボルであ
る美しく雄大な「富士山」を抱き、「住んでよし、
訪れてよし」「生んでよし、育ててよし」「学んで
よし、働いてよし」の「富国有徳の理想郷 “ふ
じのくに ” づくり」を県政運営の基本理念に掲
げております。そして、この美しい “ふじのくに ”
を次代へつなぐため、自らの資質能力を伸ばす
とともに、多様な生き方や価値観を認め合い、
より良い社会づくりのために行動する「有徳の人」
の育成に取り組んでいるところであります。

　今回、この「有徳の人」の育成を、本大会の
メインテーマとしていただいております。ＰＴＡ
の皆様におかれましては、霊峰・富士の姿のよ
うに、気品をたたえ、調和した人格をもつ「有
徳の人」の育成を目指し、本大会の研究・協議
を通じて大いに研鑽を積まれ、それぞれの地域
でのＰＴＡ活動に生かしていただきますようお願
い申し上げます。
　また、本大会のメイン会場となっております、
ここエコパでは、来年 2018 年は全国高等学校
総合体育大会が、そして、2019 年にはラグビー
ワールドカップが開催される予定です。かつて、
サッカーワールドカップも開催されたこの会場
は、日本全国、そして、世界の人々の、交流の
場となっております。
　本大会において、全国各地からお集まりの皆
様が、この静岡県で地域を越えた交流を深めら
れ、ＰＴＡ活動の輪が一層広がり、明日の日本、
世界を担う人材の育成につながっていきますよう
御期待申し上げます。
　結びに、本大会の開催に当たり、多大な御尽
力を賜りました関係者の皆様方に深く感謝を申
し上げますとともに、本大会の御盛会と、御出
席の皆様方のますますの御発展、御健勝を祈念
いたしまして、私のお祝いの言葉といたします。
　本日は誠におめでとうございます。

静岡県知事
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第67回全国高等学校PTA連合会大会『静岡大会』概要

メインテーマ

サ ブ テ ー マ

「有徳の人」づくり
〜未来のために行動する「一人」を育てよう〜

　静岡県はいま「『有徳（ゆうとく）の人』づくり」をすすめています。
　有徳の人とは、個人として自立した人、人との関わり合いを大切にする人、より良い社会づくりに参画し、行
動する人を意味します。
　少子高齢化、経済のグローバル化、情報社会の進展など、いま日本は大きな変革の時代を迎えています。
同時に、フリーターやニートの増加、地域産業の空洞化、経済格差の拡大、情報モラルの低下など、様々な
課題も抱えています。このような時代にあって求められるのは、地域の、日本の未来のために行動する「徳」
を備えた人材ではないでしょうか。そんな「有徳の人」を育てるために、子どもたちが高い志をもって学び、未
来を切りひらく力を養うことができる環境を整えていくことが、私たちＰＴＡの使命であり、また社会の責務で
あると考えます。
　このような思いから、第67回静岡大会はメインテーマを「『有徳の人』づくり」としました。そして、サブテー
マを「未来のために行動する『一人』を育てよう」としました。
　有徳の人。それはたとえるなら、独立して頂き高く美しくそびえ、社会のなかに豊かなすそ野を広げていく、

「富士山」のような人。誰もが憧れてやまない世界文化遺産「富士山」に見守られながら、静岡大会をとおし
てお互いに学び、交流し、語りあいながら、絆を深めていきましょう。

大会期日
開 催 地
会 場

主 催
主 管
後 援

平成29年８月24日（木）・25日（金）
静岡県袋井市　静岡市　浜松市
静岡県小笠山総合運動公園エコパ　静岡市民文化会館　静岡市清水文化会館マリナート
アクトシティ浜松
一般社団法人　全国高等学校PTA連合会
静岡県公立高等学校PTA連合会　
文部科学省　全国高等学校長協会　東海地区高等学校ＰＴＡ連合会　
静岡県　静岡県教育委員会　袋井市　静岡市　浜松市　袋井市教育委員会
静岡市教育委員会　浜松市教育委員会　静岡県高等学校長協会　
静岡県高等学校等副校長教頭会　静岡県公立高等学校事務職員協会
静岡新聞社　朝日新聞静岡総局　産経新聞静岡支局　中日新聞東海本社
毎日新聞静岡支局　読売新聞静岡支局　共同通信社静岡支局
静岡放送　テレビ静岡　静岡第一テレビ　静岡朝日テレビ　K-mix

大 会 要 項

８月24日(木）

８月25日(金）

開 会 式

基 調 講 演

分 科 会

記 念 講 演

閉 会 式

開式のことば、国歌斉唱、実行委員長開会のあいさつ、
大会会長式辞、来賓祝辞、来賓紹介、表彰式、
閉式のことば

小和田  哲男氏（静岡大学名誉教授）
演題「戦国武将に学ぶ子育てと人づくり」

全国高P連研究発表　
健全育成委員会による研究発表
ネットトラブルの予防と対策

第１分科会　学校教育とPTA
「有徳の人」を育てる学びの場の充実

第２分科会　進路指導とPTA
「有徳の人」を育てる希望進路の実現

第３分科会　生徒指導とPTA
「有徳の人」を育てる「命を守る教育」の推進

第４分科会　家庭教育とPTA
「有徳の人」を育てる家庭教育の充実

特別第１分科会　防災教育・減災教育
「有徳の人」を育てる防災・減災教育の推進
　〜防災・減災能力の醸成〜

特別第２分科会　
グローバル教育とコミュニケーション能力

「有徳の人」を育てるグローバル教育と
　　　　　コミュニケーション能力の育成

記念講演（トークショー） 筧　利夫氏（俳優）
演題「筧  利夫　これがオレの生きザマだ！」

開式のことば、大会会長閉会のあいさつ、大会宣言
採択、全国高P連旗返還、全国高P連旗授与、次期開
催地あいさつ、実行委員長閉会のあいさつ、閉式のこ
とば

静岡県小笠山総合運動公園エコパ
エコパアリーナ（サブアリーナ）

静岡県小笠山総合運動公園エコパ
エコパアリーナ（サブアリーナ）

アクトシティ浜松　大ホール

静岡市清水文化会館マリナート　大ホール

静岡市民文化会館　大ホール

静岡県小笠山総合運動公園エコパ
サブアリーナ

静岡市民文化会館　中ホール

アクトシティ浜松　中ホール

静岡県小笠山総合運動公園エコパ
エコパアリーナ

大会内容・会場等
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８月24日(木） ８月25日(金）

分科会報告 11：00~11：20（20分）

受　付　８：30~9：00

受　付

分科会

袋井会場
静岡・清水・浜松会場

袋井会場
静岡・清水・浜松会場
分科会一覧82・83P参照

13：３0~14：00
14：３0~15：00

14：00~16：３0
15：00~17：30

受　付　８：30~9：00

アトラクション　9：00~9：30（30分） アトラクション　9：00~9：30（30分）

開会式・表彰式　9：40~10：40（６0分）
記念講演　9：40~10：50（70分）

俳優　筧  利夫氏
「筧利夫　これがオレの生きザマだ！」

閉会式　11：20~12：00（40分）

お見送りパフォーマンス 12：00~12：30
（屋外広場）

基調講演　10：50~12：00（70分）

静岡大学名誉教授　小和田  哲男氏
「戦国武将に学ぶ子育てと人づくり」

昼食・アトラクション　12：10~12：50（40分）

分科会
受付 13：30~14：00（袋井会場）

　　　　　　　 14：30~15：00（静岡・清水・浜松会場）

14：00~16：30　全国高P連研究発表
　　　　第4分科会

　　　　　15：00~17：30　第１分科会
　　　　　　　　　　　　第2分科会
　　　　　　　　　　　　第3分科会
　　　　　　　　　　　　特別第１分科会
　　　　　　　　　　　　特別第2分科会

８：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

次　　第

次　　第

時　　間

時　　間

出　席　者

出　席　者

全体会　開会式・表彰式、基調講演

分科会

静岡県小笠山総合運動公園エコパ　エコパアリーナ（サブアリーナ）

大会日程表 大会第1日　８月２４日（木）

受　付

アトラクション

開会式
  ①開式のことば
  ②国歌斉唱
  ③実行委員長開会のあいさつ
  ④大会会長式辞

  ⑤来賓祝辞

  ⑥来賓紹介
  ⑦表彰式

  ⑧閉式のことば

基調講演
  謝　辞

アトラクション

８：30~9：00

9：00~9：３0

9：40~10：40

10：５0~12：00

12：15~12：45

静岡県立横須賀高等学校　郷土芸能部

静岡大会副実行委員長　　　関　　隆之

静岡大会実行委員長　　　　杉浦　政紀
（一社）全国高等学校PTA連合会会長
　　　　　　　　　　　　　牧田　和樹
文部科学大臣　　　　　　　林　　芳正 様
静岡県知事　　　　　　　　川勝　平太 様

文部科学大臣、（一社）全国高等学校PTA連
合会会長、受賞者
静岡大会副実行委員長　　　青山　　健

小和田  哲男氏（静岡大学名誉教授）
静岡大会副実行委員長　　　木村　光正

①静岡県立磐田北高等学校　箏部
②静岡県立掛川東高等学校　吹奏楽部
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会場へのアクセス（広域）

JR 沼津駅

【東京方面から】
●JR／東京駅（JR東海道新幹線）

【名古屋方面から】
●JR／名古屋駅（JR東海道新幹線）

〜静岡駅…ひかり約１時間０1分
こだま約１時間２７分

〜掛川駅…こだま約１時間４１分

〜静岡駅…ひかり　　  約57分
こだま約１時間1７分

〜掛川駅…こだま約１時間03分

●空路／新千歳空港〜富士山静岡空港
　　　／札幌（丘珠）空港〜富士山静岡空港
　　　／福岡空港〜富士山静岡空港
　　　／鹿児島空港〜富士山静岡空港
　　　／那覇空港〜富士山静岡空港

………約１時間５０分
…約１時間５０分

…………約１時間２５分
………約１時間３０分

…………約２時間１５分

静岡県へのアクセス

■静岡県広域MAP

大会第２日　８月２５日（金）

受　付

アトラクション

記念講演

分科会報告

閉会式
①開式のことば
②大会会長閉会のあいさつ
③大会宣言採択
④全国高P連旗返還
⑤全国高P連旗授与

⑥次期開催地あいさつ
⑦実行委員長閉会のあいさつ
⑧閉式のことば

お見送りパフォーマンス

①静岡県立清水南高等学校・同中等部
　管弦楽部 　　　　　　　　　　　　合同
　静岡県立浜松西高等学校・同中等部
　弦楽部　　　　　　　　　　　　　　　
②静岡県立天竜高等学校春野校舎
　郷土芸能部

筧　利夫氏（俳優）
演題「筧　利夫　これがオレの生きザマだ ！」

全国高P連研究発表  全国高P連理事　仲西  春雅
第１分科会　　　　  全国高P連理事　金田  　淳
第２分科会　　　　  全国高P連理事　渡辺  正和
第３分科会　　　　  全国高P連理事　石坂  兼人
第４分科会　　　　  全国高P連理事　細渕  　修
特別第１分科会　　  全国高P連理事　玉田  圭司
特別第２分科会 　　 全国高P連理事　板谷  　正

静岡大会副実行委員長　　　　　　　山﨑  好和
（一社）全国高等学校PTA連合会会長　牧田  和樹
静岡大会副実行委員長　　　　　　　髙塚  勝久
静岡大会実行委員長　　　　　　　　杉浦  政紀
全国高P連会長から佐賀県高等学校
PTA連合会会長　　　　　　　　　　西岡  　豊
第６８回佐賀大会実行委員長　　　　  西岡  　豊
第６7回静岡大会実行委員長　　　　  杉浦  政紀
静岡大会副実行委員長　　　　　　　小山  全司

静岡県立横須賀高等学校　　　 　　 郷土芸能部

８：3 0 ~ 9：0 0

9：0 0 ~ 9：３0

9：40~10：50

11：00~11：20

11：20~12：00

12：00~12：30
　（屋外広場）

次　　第 時　　間 出　席　者

全体会　記念講演、分科会報告、閉会式
静岡県小笠山総合運動公園エコパ　エコパアリーナ（サブアリーナ）
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全体会会場
全国高Ｐ連研究発表会場
第４分科会会場

第３分科会会場
特別第１分科会会場

静岡県小笠山総合運動公園エコパ　エコパアリーナ・サブアリーナ
〒437-0031　袋井市愛野 2300-1

（ＪＲ愛野駅南口から徒歩約 15 分、約 1.4km）　℡ 0538-41-1800

静岡市民文化会館　大・中ホール　
〒420-0853　静岡市葵区駿府町 2-90

（ＪＲ静岡駅北口から徒歩約 20 分、約 1.5km）　℡ 054-251-3751

●駐車場
　公園内貸切バス駐車場有
　
◆各会場へのアクセス時間
【静岡・清水会場へJR東海道新幹線をご利用の場合】
　■JR愛野駅→JR掛川駅５分
　　→JR静岡駅14分（乗車19分）
　■JR愛野駅→JR掛川駅５分
　　→JR静岡駅14分→JR清水駅11分
　 （乗車30分）

【浜松・静岡・清水会場へJR東海道本線をご利用の場合】
　■JR愛野駅⇔JR浜松駅　22分
　■JR愛野駅⇔JR静岡駅　51分
　■JR愛野駅⇔JR清水駅　64分

●電車
【JR東海道新幹線・JR東海道本線をご利用の場合】

JR静岡駅北口出口から徒歩約20分
（約1.5㎞）

●JR静岡駅北口よりタクシーで約7分

●バス
JR静岡駅北口バス乗り場より

【5番のりば】
こども病院線、唐瀬線、上足洗線

【6番のりば】
水梨東高線、竜爪山線、東部団地線、
北街道線
市民文化会館入口下車、徒歩約1分（約200m）

第２分科会会場

第１分科会会場
特別第２分科会会場

静岡市清水文化会館マリナート　大ホール
〒424-0853　静岡市清水区島崎町 214

（ＪＲ清水駅東口から徒歩約３分、300m）　℡ 054-353-8885

アクトシティ浜松　大・中ホール
〒430-7733　浜松市中区板屋町 111-1

（ＪＲ浜松駅北口から徒歩約 3 分、300m）　℡ 053-451-1111

●電車
【JR東海道新幹線・JR東海道本線をご利用の場合】
　　JR静岡駅から電車で約11分
　　JR清水駅みなと口（東口）から
　　徒歩約３分（約300m）
　 （清水駅自由通路直結）

　■静岡鉄道新清水駅出口から
　　徒歩約10分（約950m）

●電車
【JR東海道新幹線・JR東海道本線をご利用の場合】
　JR浜松駅北口出口（メイワン改札口）
　から徒歩約３分（約300m）

会場へのアクセス（ 静岡市清水文化会館マリナート） 
アクトシティ浜松会場へのアクセス（ 静岡県小笠山総合運動公園エコパ） 

静岡市民文化会館
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大会役員名簿

役職名 氏　名 所属 ・ 役職名
大会会長 牧田　和樹 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　会長（代表理事）、総務委員

大会副会長
森﨑　綾子 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　副会長、総務委員

泉　　　満 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　副会長、総務委員

大会運営委員

木戸　浩久 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　専務理事、総務委員長、賠償責任補償制度運営委員長

内田 志づ子 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　常務理事、事務局長、総務委員

新井田　寛 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　理事、健全育成委員長

渡辺　正和 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　理事、進路対策委員長

大石　幸和 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　理事、調査広報委員長

池本　義信 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　理事、研修委員長

金田　　淳 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　理事

石坂　兼人 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　理事

細渕　　修 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　理事

玉田　圭司 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　理事

板谷　　正 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　理事

仲西　春雅 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　理事

監　事
坂井　正人 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　代表監事

北村　正次 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　監事

大会担当委員

福井　玲子 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　研修副委員長

若宮　佳一 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　研修委員

植村　武彦 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　研修委員

岡田　   諭 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　研修委員

小山　全司 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　研修委員

奥野　貴史 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　研修委員

中井 太一郎 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　研修委員

山本　雅之 （一社） 全国高等学校ＰＴＡ連合会　研修委員

役職名 氏　名
事務局長 内田 志づ子

事務局次長 菊池　　修
事務局員 川口　典子
事務局員 入野 登代子

役職名 氏　名 所属 ・ 役職名
実行委員長 杉浦　政紀 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 会長（28年度）・名誉会長（29年度）

副実行委員長 鈴木　敏彦 静岡県公立高等学校PＴＡ連合会 名誉会長（28年度）・名誉顧問（29年度）

副実行委員長 小山　全司 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 顧問（28年度）・会長（29年度）

副実行委員長 関　　隆之 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 副会長

副実行委員長 木村　光正 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 副会長（28年度）・顧問（29年度）

副実行委員長 加藤　竜也 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 顧問

副実行委員長 青山　　健 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 副会長

副実行委員長 髙塚　勝久 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 顧問

副実行委員長 山﨑　好和 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 副会長

副実行委員長 望月 美奈子 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 理事（28年度）・副会長（29年度）
静岡大会実行委員会 業務執行役員（28年度）

副実行委員長 小杉　裕昭 静岡大会実行委員会 業務執行役員（28年度）

副実行委員長 鳥居　春仁 静岡県高等学校長協会代表（28年度）

副実行委員長 志村　剛和 静岡県高等学校長協会代表（29年度）

副実行委員長 乗松　修司 静岡県高等学校等副校長 教頭会代表

副実行委員長 中川　好広 静岡県公立高等学校事務職員協会代表

氏　名 所属 ・ 役職名

事務局

遠藤　師正 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 事務局長

滝井　　徹 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 静岡大会実行委員会 事務局長

鎌田　英巳 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 事務局次長

沼野　尊子 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 事務局職員

漆畑　礼美 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 事務局職員（28年11月〜）
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● 大 会 役 員 ● 静岡大会実行委員会 役員（平成28・29年度）

● 静岡大会実行委員会 事務局（平成28・29年度）

● 全国高P連事務局



静岡大会実行委員会 委員（平成29年度）
班 班役職 所属校 職　名 氏　　名 班 班役職 所属校 職　名 氏　　名 班 班役職 所属校 職　名 氏　　名

会
場
・
進
行

班長

浜松西

PTA会長 服部　 義正

案
内
・
誘
導

班長

袋井

PTA会長 鈴木　 一弘

第
１
分
科
会

班長

浜松
江之島

PTA会長 太田 　宴貴
班長補佐 PTA顧問 水野　 敦夫 班長補佐 PTA副会長 駒井　 伸行 班長補佐 PTA副会長 五明 　徹弘
班長補佐 PTA副会長 鈴木　 久三 班長補佐 PTA副会長 河原崎 範彦 班長補佐 PTA副会長 市野 　友茂
班長補佐 PTA副会長 鈴木 伸一朗 班長補佐 PTA副会長 鈴木　 弘睦 班長補佐 PTA顧問 西尾 　進治
班長補佐 PTA副会長 袴田　 義久 副班長 校長 宮本　 宗明 副班長 校長 大谷 　治男
班長補佐 PTA監事 髙橋 加奈子 主任 副校長 鈴木　 敏彦 主任 副校長 田中 　　洋
班長補佐 PTA監事 服部 　朋子 副主任 総務主任 牧田  　  真 副主任 総務主任 渥美 　淳一
班長補佐 PTA監事 太田 　晃代 会計 事務長 中村   　 実 会計 事務長 鈴木 　章宏
副班長 校長 三科 　　守 会計 主査 松村 　美和 会計 主査 杉本 　茂美
主任 副校長 平岡 　茂樹 班員 掛川東 PTA会長 落合  　  尚 班員 浜松湖南 PTA会長 谷井 　文明

副主任 総務主任 筒井 　計臣 班員 総務主任 齊藤 　   功 班員 総務主任 榊原 　英明
会計 事務長 須山 智佐子 班員 掛川工 PTA会長 縣 　恵美子 班員 浜松商 PTA会長 金子 　文彦
会計 主査 鈴木 　憲保 班員 総務主任 八木 　正明 班員 教諭 村木 　淳一
班員 浜松南 PTA会長 椎本 　厚志 班員 遠江総合 PTA会長 大場 　明美

第
２
分
科
会

班長

清水
桜が丘

PTA会長 鈴木 　祐之
班員 総務主任 竹田 　尚央 班員 総務主任 鵜飼 　弘史 班長補佐 PTA顧問 佐藤 　愼哉
班員 浜松城北

工業
PTA会長 飯尾　 昭司 班員 天竜

春野
PTA会長 渡邊 　恭弘 班長補佐 PTA副会長 奥山 　紀之

班員 総務主任 伊藤 　節夫 班員 総務主任 髙橋 　真弘 班長補佐 PTA研修委員長 片瀬 　恵太
班員 浜松

大平台
PTA会長 下村 　牧子 班員 袋井商 PTA会長 高橋 　直美 班長補佐 PTA広報委員長 佐野 　千明

班員 総務主任 石川 　大介 班員 総務主任 浅井 　宏子 副班長 校長 渡邉 　紀之
班員 新居 PTA会長 彦坂 　信樹 班員 天竜 PTA会長 光岡 希世子 主任 副校長 髙塚 　　諭
班員 総務主任 太田 　　仁 班員 総務主任 藤下 　秀尚 副主任 総務課担当 山崎 　昌子
班員 湖西 PTA会長 大嶋　 友幸 班員 磐田北 PTA会長 小川 　正信 会計 事務長 望月 　公昭
班員 総務主任 平井　 保守 班員 総務主任 鈴木  　 裕 会計 ＰＴＡ事務 石垣 千香子

受
付
・
接
待

班長

浜名

PTA副会長 米澤　 浩祐 班員 磐田農 PTA会長 永井 　光雄 班員 清水東 PTA会長 兼高 　光清
班長補佐 PTA会長 木下　 健一 班員 総務主任 二村 　　薫 班員 総務主任 渡邊 　勝己
班長補佐 PTA副会長 森田　 敬子

観
光
・
物
産

班長

島田商業

PTA会長 北川 　和也 班員 清水西 PTA副会長 水上 久美子
班長補佐 PTA副会長 花島　 義和 班長補佐 PTA副会長 鈴木 栄一郎 班員 総務主任 飯田 　美子
班長補佐 PTA副会長 安藤　 宗明 副班長 校長 吉原 　　隆 班員 清水南 PTA副会長 岸川 　真幸
班長補佐 PTA副会長 三室　 幸恵 主任 副校長 西川 　聖美 班員 教諭 海野 　弘芳
副班長 校長 加藤　 洋一 副主任 総務主任 福世 　浩二

第
３
分
科
会

班長

科学技術

PTA顧問 阿部 　光幸
主任 副校長 岡本　 修治 会計 事務長 山下 　寿康 班長補佐 PTA会長 松崎 　和州

副主任 総務主任 野澤　 明彦 班員 島田 PTA会長 竹下 　宜男 班長補佐 PTA副会長 大石 　恵子
会計 事務長 永井　　 仁 班員 総務主任 松永 　直也 班長補佐 PTA副会長 平岡  しのぶ
班員 浜松湖東 PTA会長 坂下　 正泰 班員 島田工 PTA会長 天野 　雅信 副班長 校長 遠藤 　克則
班員 総務主任 野沢　 雅彦 班員 総務主任 長池 　　仁 主任 副校長 高橋 　昌利
班員 浜松東 PTA副会長 馬場　 斉巳 班員 金谷 PTA会長 荒浪 　健史 副主任 総務主任 成島 　　修
班員 総務主任 小杉　 敏男 班員 総務主任 原口 　教次 会計 事務長 石本 　雅文
班員 浜松工 PTA会長 植田　 一寿 班員 川根 PTA会長 市川 　邦幸 会計 事務補助 渡邉 美由紀
班員 総務主任 豊田　 浩一 班員 総務主任 池住 　秀夫 班員 静岡東 PTA会長 青野 　博志
班員 浜北西 PTA会長 鈴木　 啓晋 班員 榛原 PTA会長 植田 　浩行 班員 総務主任 西川 　孝治
班員 教諭 田中　 久裕 班員 総務主任 間渕 日出夫 班員 静岡西 PTA会長 永島  あずさ

編
集
・
広
報

班長

富士宮西

PTA顧問 中津川 浩淳 班員 相良 PTA会長 増田 　一郎 班員 総務主任 宇佐美 　智
班長補佐 PTA会長 鈴木　 敦子 班員 総務主任 出口 　規弘 班員 静岡農 PTA会長 近藤  ひろの
班長補佐 PTA副会長 與五澤 かおり

前

日

会

議

班長

韮山

PTA会長 溝口 　靖基 班員 総務主任 飯田 　英毅
班長補佐 PTA副会長 望月 江利子 副班長 PTA副会長 宮内 　康弘 班員 駿河総合 PTA会長 平野 　貴久
副班長 校長 嶋　　 照生 副班長 PTA副会長 沼上 　勝一 班員 総務主任 青木 　伸介
主任 副校長 佐藤 れい子 副班長 PTA副会長 石井 　宏一 班員 静岡中央 PTA会長 夏目 　　厚

副主任 総務主任 菊池 　孝典 副班長 校長 櫻井 　祥行 班員 総務主任 和田 　一人
会計 事務長 大瀧 　　志 主任 副校長 高梨 　文憲 班員 静岡市立 PTA会長 伏見 　邦能
会計 主事 市野 　由真 副主任 総務主任 安藤 　俊也 班員 総務主任 森下 　治之
班員 吉原 PTA会長 佐野 　美和 会計 主任 伊藤 　淳子

第
４
分
科
会

班長

掛川西

PTA会長 中山 　善文
班員 総務主任 伊藤 　　忠 班員 下田 PTA会長 長田 　芳郎 班長補佐 PTA副会長 石山 　和史
班員 吉原工 PTA会長 藤島 小百合 班員 総務主任 大木 　祐和 班長補佐 PTA副会長 渋谷 　　寛
班員 総務主任 沓間 　雅之 班員 下田

南伊豆
PTA会長 阿部 　秀子 班長補佐 PTA副会長 山下 　真弘

班員 富士市立 PTA会長 櫻井 　正人 班員 総務主任 荻田 　　厚 班長補佐 PTA監事 小澤 　和宏
班員 総務主任 石川 須美子 班員 松崎 PTA会長 薮田 　剛宏 班長補佐 PTA監事 小泉 佳世子
班員 富士 PTA会長 渡邊 　英樹 班員 総務課担当 金刺 　和子 副班長 校長 土井 　宏晃
班員 総務主任 渡辺 　　篤 班員 稲取 PTA顧問 舘岡 　孝弘 主任 教頭 山崎 　裕子
班員 富士東 PTA会長 室月 　孝康 班員 総務主任 髙橋 　朋子 副主任 総務主任 笠原　　均
班員 総務主任 田中 　久登 班員 伊東 PTA会長 竹平 　太郎 会計 事務長 小林 　克巳
班員 富士宮東 PTA会長 長尾 　　忠 班員 総務主任 櫻木 　尚己 会計 主事 森下 　侑磨
班員 総務主任 小林 　良大 班員 伊東

城ヶ崎
PTA会長 兼岡 　浩一 班員 小笠 PTA会長 杉山 　　豊

班員 富士宮北 PTA会長 諏訪部 孝敏 班員 教頭 森 　　泰博 班員 総務主任 髙柳 　忠司
班員 総務主任 佐野　 明宣 班員 伊東商 PTA会長 中川 　和久 班員 池新田 PＴＡ会長 伊東 　高洋
班員 富岳館 PTA会長 松井　 容子 班員 総務主任 西島 　辰也 班員 総務主任 松浦 　弘季
班員 総務主任 石原　 昭史 班員 熱海 PTA会長 萩原 　辰生 班員 横須賀 PTA会長 渡邊 　正美

編
集
・
資
料

班長

御殿場南

PTA会長 伊頭　 　剛 班員 総務主任 水口 　和典 班員 総務主任 中津川 和宏
班長補佐 PTA副会長 秋山　 君代 班員 伊豆総合

土肥
PTA会長 山田 真由子

特
別
第
１
分
科
会

班長

藤枝北

PTA会長 柴山 　勝広
班長補佐 PTA副会長 富井　 智子 班員 総務主任 伊東 　秀幸 班長補佐 PTA副会長 村松 　直幸
班長補佐 PTA副会長 長田　 　満 班員 伊豆総合 PTA会長 小林 耕一朗 班長補佐 PTA副会長 山口 　治乃
班長補佐 PTA副会長 菅沼　 和泉 班員 総務主任 吉川 　浩資 班長補佐 PTA副会長 中野 幸次郎
班長補佐 PTA副会長 五十嵐 崇裕 班員 伊豆中央 PTA会長 高久 　秀一 副班長 校長 石川 　芳恵
副班長 校長 岩田　 雅子 班員 総務主任 稲葉 　十記 主任 教頭 川嶋 安起夫
主任 副校長 望月　 保宏 班員 田方農 PTA会長 和田 　晋一 副主任 総務主任 冨山 　剛幸

副主任 総務主任 岩田　 佳久 班員 総務主任 榊原 　　学 会計 事務長 鈴木 　英明
班員 教諭 高杉　 　守 班員 三島南 PTA会長 大嶋 　孝博 会計 事務補助 木村 　順子
班員 教諭 平間　 信行 班員 総務主任 宮治 　富英 班員 藤枝東 PTA会長 杉原 　一行
会計 事務長 村松　 涼子 班員 三島北 PTA会長 太田 　成幸 班員 総務主任 小関 　　淳
会計 事務職員 田村 真美子 班員 総務主任 長谷川 泰一 班員 藤枝西 PTA会長 桒原 　　晃
班員 御殿場 PTA会長 窪田 　充宏 班員 三島長陵 PTA会長 矢野 　宏明 班員 総務主任 山本 　　浩
班員 総務主任 米田 　哲也 班員 総務主任 大場 　健一 班員 清流館 PTA副会長 飯田 　経子
班員 小山 PTA会長 渡辺 　祐一

レ
セ
プ
シ
ョ
ン

班長

静岡

PTA会長 滝浪 　龍司 班員 総務主任 池ヶ谷 妙子
班員 総務主任 富田  　  稔 班長補佐 PTA副会長 杉本    　基 班員 焼津中央 PTA会長 石井　 裕一
班員 裾野 PTA会長 内山 　浩子 班長補佐 PTA副会長 和田 　秀基 班員 総務主任 杉本　 恭規
班員 教諭 大野 　利丈 副班長 校長 志村 　剛和 班員 焼津水産 PTA会長 森下　 千景
班員 沼津東 PTA会長 植松 　弘光 主任 副校長 中村 　元彦 班員 総務主任 黒田　 正和
班員 総務主任 鈴木 　淳司 副主任 総務主任 佐藤 　秀野

特
別
第
２
分
科
会

班長

浜松北

PTA会長 原　　 道也
班員 沼津西 PTA会長 溝江 　希克 会計 主幹 田辺    　章 班長補佐 PTA副会長 久保田 　賢
班員 総務主任 池谷 　公司 班員 静岡城北 PTA会長 宮崎 　良樹 班長補佐 PTA副会長 野寄 　祐介
班員 沼津城北 PTA会長 林  　  賢司 班員 総務主任 後藤 　由美 班長補佐 PTA監事 波切 　浩昭
班員 総務主任 池田 　   力 班員 静岡商 PTA会長 小山 　昌人 副班長 校長 松本 　直己
班員 沼津工 PTA会長 白土 　吉彦 班員 総務主任 戸塚 　一仁 主任 副校長 太田 　佳純
班員 総務主任 大石 　一秀 全

国
高
Ｐ
連
研
究
発
表

班長

磐田南

PTA会長 太田 　好洋 副主任 総務主任 柳本 　宗春
班員 沼津商 PTA会長 上原 　　明 班長補佐 PTA副会長 古川 　　繁 会計 事務長 寺田 由紀子
班員 総務主任 山本 　孝也 班長補佐 PTA副会長 新貝 由紀美 会計 主査 北原 　裕子
班員 市立沼津 PTA会長 飯田 建次郎 副班長 校長 白畑 　　豊 班員 浜松湖北 PTA会長 藤田 　和夫
班員 総務主任 峰高 　正直 主任 副校長 中山 　正典 班員 総務主任 中澤 　　修

副主任 総務主任 鈴木 　敦士 班員 浜松市立 PTA会長 小野 　晃司
会計 事務長 岡本 　市郎 班員 総務主任 白井 　博美
会計 事務職員 高梨 　式子 班員 浜松湖北

佐久間
PTA会長 小松 　裕勤

班員 磐田西 PTA会長 山木 　清志 班員 総務主任 平出 　寿文
班員 総務主任 渥美 　　清

静岡大会実行委員会 委員（平成28年度）
班 班役職 所属校 職　名 氏　　名 班 班役職 所属校 職　名 氏　　名 班 班役職 所属校 職　名 氏　　名

会
場
・
進
行

班長

浜松西

PTA副会長 服部　 義正

案
内
・
誘
導

班長補佐

袋井

PTA副会長 鈴木　 弘睦

第
１
分
科
会

班長

浜松
江之島

PTA会長 西尾 　進治
班長補佐 PTA会長 水野　 敦夫 副班長 校長 磯部 志げ子 班長補佐 PTA副会長 太田 　宴貴
班長補佐 PTA副会長 鈴木　 久三 主任 副校長 鈴木　 敏彦 班長補佐 PTA副会長 五明 　徹弘
班長補佐 PTA副会長 鈴木 伸一朗 副主任 総務主任 牧田　　 真 副班長 校長 大谷 　治男
班長補佐 PTA副会長 袴田　 義久 会計 事務長 中村　　 実 主任 副校長 田中 　　洋
班長補佐 PTA監事 髙橋 加奈子 会計 主査 松村　 美和 副主任 総務主任 渥美 　淳一
班長補佐 PTA監事 服部　 朋子 班員 掛川東 PTA会長 石川　　 茂 会計 事務長 杉田 　　智
班長補佐 PTA監事 太田　 晃代 班員 総務主任 齊藤　　 功 会計 主査 松浦 亜希子
副班長 校長 三科　　 守 班員 掛川工 PTA会長 村松  しのぶ 班員 浜松湖南 PTA副会長 谷井　 文明
主任 副校長 谷野　 郁夫 班員 総務主任 八木　 正明 班員 総務主任 榊原　 英明

副主任 総務主任 筒井　 計臣 班員 遠江総合 PTA会長 東　　 政己 班員 浜松商 PTA副会長 金子　 丈彦
会計 事務長 須山 智佐子 班員 総務主任 鵜飼　 弘史 班員 総務主任 中村　 信善
会計 主査 鈴木　 憲保 班員 天竜

春野
PTA会長 山下　 晃二

第
２
分
科
会

班長

清水
桜が丘

PTA会長 佐藤　 愼哉
班員 浜松南 PTA副会長 椎本　 厚志 班員 総務主任 山田　　 忠 班長補佐 PTA副会長 鈴木　 祐之
班員 総務主任 竹田　 尚央 班員 袋井商 PTA会長 中村　 真男 班長補佐 PTA研修委員長 奥山　 紀之
班員 浜松城北

工業
PTA会長 矢板 橋一志 班員 総務主任 堀　　 保則 班長補佐 PTA監事 佐野　 千明

班員 総務主任 伊藤　 節夫 班員 天竜 PTA会長 鈴木　　 誠 副班長 校長 渡邉　 紀之
班員 浜松

大平台
PTA会長 澤田　 敏江 班員 総務主任 藤下　 秀尚 主任 副校長 髙塚　 　諭

班員 総務主任 石川　 大介 班員 磐田北 PTA副会長 小川　 正信 副主任 総務課担当 山崎　 昌子
班員 新居 PTA副会長 彦坂　 信樹 班員 総務主任 鈴木　　 裕 会計 事務長 望月　 公昭
班員 総務主任 太田  　  仁 班員 磐田農 PTA会長 東　　 俊行 会計 PTA事務 石垣 千香子
班員 湖西 PTA副会長 大嶋　 友幸 班員 総務主任 二村　　 薫 班員 清水東 PTA会長 兼高　 光清
班員 総務主任 平井　 保守

観
光
・
物
産

班長

島田商業

PTA会長 鈴木　　 毅 班員 総務主任 渡邊　 勝己

受
付
・
接
待

班長

浜名

PTA副会長 米澤　 浩祐 班長補佐 PTA副会長 北川　 和也 班員 清水西 PTA副会長 水上 久美子
班長補佐 PTA副会長 木下　 健一 副班長 校長 犬塚　 昭治 班員 総務主任 飯田　 美子
班長補佐 PTA副会長 森田　 敬子 主任 副校長 西川　 聖美 班員 清水南 PTA副会長 久保田 太輔
班長補佐 PTA監事 花島　 義和 副主任 総務主任 福世　 浩二 班員 総務主任 海野　 弘芳
班長補佐 PTA監事 安藤　 宗明 会計 事務長 山下　 寿康

第
３
分
科
会

班長

科学技術

PTA会長 阿部　 光幸
班長補佐 PTA監事 三室　 幸恵 班員 島田 PTA副会長 竹下　 宜男 班長補佐 PTA副会長 松崎　 和州 
副班長 校長 宮地　 幸子 班員 総務主任 松永　 直也 班長補佐 PTA副会長 大石　 恵子
主任 副校長 岡本　 修治 班員 島田工 PTA特任理事 天野　 雅信 班長補佐 PTA副会長 平岡  しのぶ

副主任 総務主任 野澤　 明彦 班員 総務主任 長池　　 仁 副班長 校長 塩﨑　 克幸
会計 事務長 永井　 　仁 班員 金谷 PTA会長 早川　 重弥 主任 副校長 松村　 照司
班員 浜松湖東 PTA副会長 坂下　 正泰 班員 総務主任 原口　 教次 副主任 総務主任 成島　　 修
班員 総務主任 野沢　 雅彦 班員 川根 PTA副会長 市川　 邦幸 会計 事務長 石本　 雅文
班員 浜松東 PTA副会長 馬場　 斉巳 班員 総務主任 池住　 秀夫 会計 事務補助 渡邉 美由紀
班員 総務主任 小杉　 敏男 班員 榛原 PTA筆頭副会長 植田　 浩行 班員 静岡東 PTA副会長 青野　 博志
班員 浜松工 PTA副会長 植田　 一寿 班員 総務主任 間渕 日出夫 班員 総務主任 西川　 孝治
班員 総務主任 豊田　 浩一 班員 相良 PTA会長 横山　 武良 班員 静岡西 29PTA会長 永島  あずさ
班員 浜北西 PTA副会長 鈴木　 啓晋 班員 総務主任 出口　 規弘 班員 総務主任 宇佐美　 智
班員 教諭 田中　 久裕

前

日

会

議

班長

韮山

PTA会長 宮澤　 克実 班員 静岡農 PTA会長 杉山　 昌之

編
集
・
広
報

班長

富士宮西

PTA顧問 中津川 浩淳 班長補佐 PTA副会長 宮内　 康弘 班員 総務主任 飯田　 英毅
班長補佐 PTA会長 鈴木 江利子 班長補佐 PTA副会長 沼上　 勝一 班員 駿河総合 PTA副会長 會田　 和美
班長補佐 PTA副会長 鈴木　 敦子 班長補佐 PTA副会長 溝口　 靖基 班員 総務主任 青木　 伸介
班長補佐 PTA副会長 望月 江利子 副班長 校長 櫻井　 祥行 班員 静岡中央 PTA会長 勝山　 晴代
副班長 校長 青木　 禎彦 主任 副校長 高梨　 文憲 班員 総務主任 和田　 一人
主任 副校長 佐藤 れい子 副主任 総務主任 竹内　 堅二 班員 静岡市立 PTA副会長 伏見　 邦能

副主任 総務主任 菊池　 孝典 会計 主任 今林 美穂子 班員 総務主任 森下　 治之
会計 事務長 加藤 久美子 班員 下田 PTA会長 稲葉 善太郎

第
４
分
科
会

班長

掛川西

PTA会長 小嶋　　 隆
会計 主事 市野　 由真 班員 総務主任 大木 　祐和 班長補佐 PTA副会長 石山　 和史
班員 吉原 PTA副会長 佐野 　美和 班員 下田

南伊豆
29PTA会長 阿部 　秀子 班長補佐 PTA副会長 中山　 善文

班員 総務主任 佐々木　 壮 班員 総務主任 荻田　　 厚 班長補佐 PTA監事 渋谷　　 寛
班員 吉原工 PTA会長 斎藤　　 覚 班員 松崎 29PTA会長 薮田　 剛宏 班長補佐 PTA監事 山下　 真弘
班員 総務主任 酒井　 貴則 班員 総務課担当 金刺　 和子 副班長 校長 戸塚　 忠治
班員 富士市立 PTA執行部 櫻井　 正人 班員 稲取 PTA会長 舘岡　 孝弘 主任 教頭 山崎　 裕子
班員 総務主任 石川 須美子 班員 総務主任 髙橋　 朋子 副主任 総務主任 齊藤　　 康
班員 富士 PTA会長 望月　 伸介 班員 伊東 PTA会長 榎本　 元彦 会計 事務長 小林　 克巳
班員 総務主任 渡辺　　 篤 班員 総務主任 飯田　 潤一 会計 主事 森下　 侑磨
班員 富士東 PTA会長 渡邉　 真彦 班員 伊東

城ヶ崎
PTA会長 稲葉　 秀明 班員 小笠 PTA会長 松下　 泰久

班員 総務主任 山田　 直己 班員 教頭 石田　 金也 班員 総務主任 髙柳　 忠司
班員 富士宮東 PTA会長 石川　 明彦 班員 伊東商 PTA会長 下田　 則一 班員 池新田 PTA副会長 伊東　 高洋
班員 総務主任 小林　 良大 班員 総務主任 西島　 辰也 班員 総務主任 松浦　 弘季
班員 富士宮北 PTA会長 諏訪部 孝敏 班員 熱海 PTA副会長 萩原　 辰生 班員 横須賀 PTA監査 杉本　 宜子
班員 総務主任 佐野　 明宣 班員 総務主任 水口　 和典 班員 総務主任 中津川 和宏
班員 富岳館 PTA会長 塩坂　 公夫 班員 土肥 PTA副会長 金刺　 聖子

特
別
第
１
分
科
会

班長

藤枝北

PTA会長 永井　 孝始
班員 総務主任 石井　 大助 班員 総務主任 伊東　 秀幸 班長補佐 PTA副会長 柴山　 勝広

編
集
・
資
料

班長

御殿場南

PTA会長 秋葉　 満則 班員 伊豆総合 PTA副会長 小林 耕一朗 班長補佐 PTA副会長 村松　 直幸
班長補佐 PTA副会長 伊頭　　 剛 班員 総務主任 吉川　 浩資 班長補佐 PTA副会長 西野　 智穂
班長補佐 PTA副会長 池谷　 就一 班員 伊豆中央 PTA副会長 高久　 秀一 副班長 校長 石川　 芳恵
班長補佐 PTA副会長 清岡　 正利 班員 総務主任 稲葉　 十記 主任 教頭 川嶋 安起夫
班長補佐 PTA副会長 河内　　 等 班員 田方農 PTA会長 山下　　 靖 副主任 総務主任 冨山　 剛幸
班長補佐 PTA副会長 山下　 利治 班員 総務主任 榊原　　 学 会計 事務長 鈴木　 英明
副班長 校長 岩田　 雅子 班員 三島南 PTA会長 大嶋　 孝博 会計 事務補助 木村　 順子
主任 副校長 望月　 保宏 班員 総務主任 宮治　 富英 班員 藤枝東 PTA会長 曽根　 靖之

副主任 総務主任 岩田　 佳久 班員 三島北 PTA会長 佐々木 淳一郎 班員 総務主任 伊東 巳代治
会計 事務長 長岡　 歩美 班員 総務主任 長谷川 泰一 班員 藤枝西 PTA会長 石橋　 主安
会計 事務職員 萩原　 章子 班員 三島長陵 PTA会長 矢野　 宏明 班員 総務主任 山本　　 浩
班員 御殿場 PTA副会長 窪田　 充宏 班員 総務主任 畑田　 裕視 班員 清流館 PTA副会長 飯田　 経子
班員 総務主任 内藤　 智彦

レ
セ
プ
シ
ョ
ン

班長

静岡

PTA会長 河合　 恒一 班員 総務主任 池ヶ谷  妙子
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静岡大会データ報告　その 1 静岡大会データ報告　その 2

①参加人数（確定）　9,388 人 / 目標 9,500 人（99%）
（内訳）都道府県市 P 連 198 人　単位 PTA9,190 人
（参考）千葉大会 10,324 人　岩手大会 9,539 人
（参考）加盟校在籍生徒数 2,229,836 人（42%）

②参加校数　2,425 校 / 加盟校 4,041 校（60%）　
（参考）千葉大会 2,413 校
（参加校 / 加盟校）北海道 31%　東北 49%　
関東 75%　東京 62%　北信越 18%　東海 74%　
近畿 47%　中国 四国 57%　九州 73%

③分科会参加　9,388 人 / 定員 10,000 人　
（内訳）全国高 P 連　2,854 人 / 定員 2,900 人（98%）

第 1　1,208/1,300 人（93%）
第 2　1,174 /1,300 人（90%）
第 3　1,547/1,700 人（91%）
第 4　  974/1,000 人（97%）
特 1　  888/1,000 人（89%）
特 2　  743/  800 人（93%）

《参加券回収率》　※再発行・確認カードも含む。　
全体会　第 1 日　89%　第 2 日　66%
分科会　全 P　93%　 第 1　80%　  第 2　76%　
　　　　第 3　 75%　 第 4　92%　  特 1　78%　
　　　　特 2　 87%　 全体　84%

④レセプション人数　249 人 /30 テーブル
※ 1 テーブル当たり 8.3 人

（参考）千葉大会 279 人　岩手大会 275 人

⑨『大会ポスター』発行部数  600 部（サイズＢ２版）
（内訳）全国高Ｐ連事務局７

都道府県市Ｐ連事務局 100（各２部）　
県教委社会教育課５
県内加盟校 118（各校１）　後援団体 25
使用会場１4　各駅 15
観光協会・コンベンション協会等 50
予備 266

⑩大会ワッペン作成枚数　10,000 枚　
（内訳）⑦『大会要項』発行部数と同じ

①『参加・宿泊・交通・視察研修のご案内（黄緑色
　表紙）』発行部数　8,550 部
（内訳）全国高 P 事務局 20 部

平成 29 年度加盟校 7,978 部（各 2 部）
都道府県市 P 連事務局 500 部（各 10 部）
予備 52 部

②『Web 申込システム　操作マニュアル（加盟校）』
　発行部数　4,050 部
（内訳）平成 29 年度加盟校 3,989 部（各 1 部）

都道府県市 P 連事務局 50 部（各 1 部）
全国高 P 連事務局 1 部　予備 10 部

③『Web 申込システム　参加・宿泊・交通・視察
　研修（加盟校）』発行部数　4,050 部
（内訳）上記②操作マニュアル発行部数と同じ

④『Web 申込システム　操作マニュアル（都道府
　県市高 P 連事務局）』発行部数　550 部
（内訳）全国高 P 連事務局 20 部

都道府県市 P 連事務局 500 部（各 10 部）
予備 30 部

⑤『ID・パスワード資料』発行部数・小封筒入り　
　4,040 部
（内訳）全国高 P 連事務局 1 部

都道府県市 P 連事務局 50 部（各 1 部）
全国加盟校 3,989 部（各校 1 部）

⑥『運営会議要領』発行部数　150 部
※大会運営会議出席者配布

（内訳）大会役員・委員 25 部
全国会長・事務局長 62 部　
視察者 21 部（佐賀 17、京都府・市 4）
実行委員会役員・事務局 25
運営スタッフ 17 部

⑦『大会要項』発行部数　10,000 部
（内訳）参加者 9,388　受賞者 239　分科会出演者 
（発表校、助言者、講師、コーディネーター、パネ 
リスト）44　大会役員・委員・全国高 P 連事務局
33、来賓 12　県教委・社会教育課 6　基調講演・
記念講演講師 2　佐賀県 5　医師・養護教諭 7　
全国大学生協連 5　業者スタッフ 15　手話通訳者 4
予備 240（うち分科会主管校対応 140 程度）

⑧『会報（大会報告書）』発行部数　4,000 部
（内訳）参加校 2,425（各 1）

都道府県市高 P 連事務局 500（各 10）
全国高 P 連事務局 60（関係者含む）
後援団体 25　県教委 10　他 980

③ＰＴＡスタッフ帽子配布個数　371 個
（内訳） 大会運営会議５（案内）　全体会 246（受付、案

内物販、記録）　分科会 120（案内、大会記録）

④大会ノボリ配布数（ポール付き）　200 本
（内訳）全体会関係 65　分科会関係 135

⑤ＰＴＡスタッフ弁当配布個数　682 食
（内訳）レセプション 58 食　
8/23（水）〜 25（金）624 食（8/24 大会弁当除く）

⑥ＰＴＡ・業者スタッフ駐車場利用台数（エコパ） 481 台
※当日の来場車分は除く
8/24  329 台（全体 444 台）　8/25  152 台（全体 263 台）

①ＰＴＡスタッフ延べ人数　1,465 人
（内訳） 大会運営会議 22　レセプション 34　 

全体会 747　分科会 662　※実行委員会役員除く
（内訳） 全体会  8/23  138　 8/24  414　 8/25  195 

分科会  8/23  211　 8/24  421　 8/25  30（※） 
　　　　　　　　※シャトルバス案内誘導係として

②ＰＴＡスタッフシャツ配布枚数　1,118 着
※１人１着

①大会弁当配布　10,060 食（スタッフ484 食分含む）

②出展数　２件
（内訳）全国大学生協連、防災用品

※ロビー展示分

③有料シャトルバス乗車人数・台数（8/24・25 ×往復）
（例）ＪＲ掛川駅⇄エコパ会場　約 4,000 人　約 100 台

④貸切バス台数（エコパ 8/24・25）　191 台 /２日
（内訳）県外 189　県内２　
（内訳） 旅行業者 74％　都道府県市Ｐ連 11％ 

単位ＰＴＡ 15％

⑤広告件数（『大会要項』）　62 件
（内訳）１頁 9　1/2 頁 4　1/4 頁 18　1/8 頁 8　 
　　　  1/16 頁 6　芳名 17

⑥オプション視察研修　85 名参加
成立２コース　 中部地区日帰りコース　１車 46 人乗車

西部地区日帰りコース　１車 39 人乗車 
不成立２コース

 東部日帰りコース申込７人（最小催行 30 人）
東部１泊コース　申込なし

⑦しずおかお土産広場出店数・売上
　22 店舗　13,386,020 円

平均 60 万円 / 店舗　最高 395.3 万円　最低 3.6 万円
宅配 275 個（8/24（木）215 個　8/25（金）60 個）

⑧東日本大震災に係る義援金　16,106 円
（内訳）8/24（木）7,543 円　8/25（金）8,563 円

⑨救護室利用状況　19 人 ※分科会場報告なし
（内訳） 靴擦れ 10（53％）　体調不良４　発作１（※）

蜂刺され１　頭痛１　熱中症１（※）　赤面１
※救急車依頼２人（同日に快復）

⑩落し物・忘れ物　25 件 ※期間中の返却物は除く
（内訳） エコパ 22 件（大会後返却２件）　 

静岡市民文化会館１件　マリナート１件　 
アクトシティ浜松１件

（注）心当たりの方は早めにご連絡ください。
　　電話　054-255-4678（静岡県高Ｐ連事務局）

①申込状況（Web登録人数）　9,388人
期間　6/1 （木）~ 6/26（月）　
延長　6/27（火）~ 6/30（金）　 4日間
経過 （17:00）  6/21　8,549人　 6/23　9,043人 

6/28　9,280人　 6/29　9,315人 
6/30　9,316人

②大会サポートデスク問合せ件数　7,290件
※（　）内は主な問合せ事項

申込前　　5/8（月）~ 30（火）
354件（システム関係）

申込期間　6/1（木）~ 26（月）
 2,574（分科会・シャトルバス関係）

※問合せピーク　6/1（木）申込初日

追加期間　6/27（火）~ 6/30（金）
234件（追加・新規希望）

締切後　　7/3（月）~ 8/31（木）
4,128件（入金確認、変更・追加・取消）

③参加費振込期間　7/3（月）~  7/14（金）　
実際　　　　7/3（月）~ 9/5（火）
期間内振込　93.7%　期間外振込6.3%（7/18~）　
振込ピーク　 7/7（金）or 7/10（月）

①参加者配布（全体会受付ほか）　各１0,000 部
コングレスバック

（1）大会要項 （2）薬物乱用防止パンフレット
（3）奨学金資料 （4）あんしんショップチラシ３種 
（5）人権啓発関係資料 
（6）土曜学習応援団の出前授業 
（7）地域学校協働活動 （8）スマホ時代のキミたち
（9）トビタテ留学ＪＡＰＡＮ 
（10）実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度 
（11）大学生協連紹介パンフレット 
（12）大学進学ガイドブック （13）お部屋探しチラシ 
（14）自転車事故とケガ 
（15）ふじのくに Myしずおか日本一 
（16）統計を読み取る力 （17）しずおかポケマップ 
（18）駿河の國おもてなしクーポン券 
（19）静岡グルメ&ナイトMAP 
（20）浜松の旅行リポートブック （21）大会ワッペン 
（22）ペットボトル

<所管>　（1）・（15）〜（22）大会実行委員会　
（2）〜（4）全国高Ｐ連　（5）〜（10）文部科学省　
（11）〜（14）全国大学生協連

②静岡県観光展配布　各500部
18市観光協会発行の観光パンフレット

（内訳） 熱海、伊東、伊豆の国、伊豆、三島、沼津、 
富士、富士宮、焼津、藤枝、島田、牧之原、 
御前崎、菊川、掛川、袋井、磐田、湖西　

※静岡、浜松は上記①の（17）〜（20）全員配布
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第67回  全国高等学校PTA連合会大会  静岡大会

開会式・
　表彰式

「有徳の人」づくり
〜未来のために行動する「一人」を育てよう〜

編集中記

　県内各地は冬化粧の時期を迎えました。４ヶ月前、大会第１日（8/24・木）の全体会会場がある袋井市は、
強い日差しに覆われ 36℃の猛暑日を記録しました。大会第２日（8/25・金）も 35℃の猛暑日となり、参加者の
体力と気力が削がれていきました。大会１週間前まで自然災害による万が一の大会中止の連絡網づくりに追われ
ていたことが嘘のように晴れ渡り、県内スタッフ延べ 1,465 人も経験のない猛暑に立ち向かいながら、9,388 名
の参加者を『笑顔と心からのおもてなし』でお迎えし、身を粉にして持ち場、立場の運営に当たりました。
　思い起こせば、平成 25 年９月 21 日（土）の全国高Ｐ連第５回理事会（京都）にて岩手県以降の開催地提案
があり、平成 29 年度静岡県が開催地に決定しました。平成 26 年６月 28 日（土）の全国高Ｐ連定時総会（東京）
では、３年後の第 67 回全国大会の静岡県主管依頼が報告され、正式に決定されました。
　本県では、平成 26 年６月５日（木）の県高Ｐ連総会にて杉浦会長から平成 29 年８月に全国大会が静岡県で
開催されるとの報告がありました。平成 27 年１月 30 日（金）の県高Ｐ連第３回会長・副会長会で大会日程、会
場、準備スケジュール、大会テーマ・趣旨等が検討され、２月 10 日（火）に静岡大会準備会が設立されました。
平成 27 年５月 28 日（木）には静岡大会準備委員会が設立され、平成 28 年６月２日（木）には静岡大会実行委
員会の設立総会が開催され、以来３年７ヶ月の長きにわたり会合を積み重ね準備を進めて参りました。
　全国大会ガイドライン（全国高Ｐ連作成）に基づき、過去の成果を踏まえつつ大会日程を決め、会場等を絞っ
ていきました。ガイドラインの「開会式、基調講演、記念講演、閉会式は原則として同一会場で行う。」の記載か
ら１万人の収容施設を探し当て、「テーマはおおむね７つを基本として立案する。」の記載から交通アクセスを重
視し周辺宿泊施設の確保を主眼に検討を重ねていきました。県内の魅力を可能な限り参加者にご提供するため
には広範囲になり過ぎることから、無理のない大会時程を組むため西部・中部地域の４施設７会場に絞り込みま
した。ところが、ＪＲ東海道本線沿いに会場を決めたものの電車の輸送能力の限界から、東京方面からの参加
者は JR 静岡駅、名古屋方面からの参加者は JR 浜松駅、会場最寄りのＪＲ掛川駅からそれぞれ全体会会場まで
シャトルバスの運行を決めました。加えて、ＪＲ臨時便の運行も実現できました。
　実行委員会設立総会以降は、各地区ＰＴＡスタッフの班活動を主体に準備を進め、福井・岩手・千葉大会の
事務局からのご指導を仰ぎながら大会当日を迎えることができました。
　大会終了直後、参加された多くの皆さまからお褒めの言葉を頂戴し、達成感を得るとともに苦労が報われまし
た。
　ようやく、ここに「会報（静岡大会報告書）」が完成しお届けする運びとなりました。平成 30 年６月の全国高
Ｐ連総会にて決算報告のご承認をいただければ静岡大会の幕も閉じることができます。
　大会役員、ＰＴＡ・業者スタッフ、参加者に支えられて大会が成立できたことに心から感謝しています。第 68
回佐賀大会、第 69 回京都大会にこの流れを引継ぎ、全国大会が盛大に開催されるますことを心から祈念申し上
げます。
　なお、静岡県高Ｐ連ホームページから本冊子（会報）のＰＤＦ版を観ることもできます。ぜひご覧いただき、ご
意見をお寄せください。静岡大会に係わった皆さま、大変お疲れさまでした。

平成 29 年師走
静岡大会実行委員会
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