
枚方市ＰＴＡ協議会 第２回実行委員会 議事録 

開催日時：Ｈ３０年６月９日（土）１９：００～ 

開催場所：枚方市市民会館 第 1 集会室 

（１） 会長挨拶 

（２） 子供総合相談センター 八木次長 里親制度について 

枚方市では、家庭を離れざるを得ない子供が府内 5 位以内に入る程存在するが保護施設が

存在せず、生まれ育った町を離れなければならない。 

はぐくみホーム、親族里親、専門里親、週末里親の周知、協力依頼 

（３） 各部会・委員会活動報告 

・幼稚園部会→5/22 定例会 ：母情フェスについて・市教委懇談会について 

・小学校部会→5/26 全大会 45/45 校出席(代理も出席とみなす) 

・中学校部会→4/12 部会 5/10 部会 ：教職員懇談会について 

                  ：各 PTA 運営委員会へのオブ参加について 

・母親情報交換委員会→4/17 新旧役員会 4/24 全大会 5/15 第 1 回母情役員会 

           中学校部会(4/24 5/22) 

           小学校部会(各ブロック 5/16 5/23 5/29 5/31 5/31) 

・生活指導委員会→4/24 新旧役員会 

         5/11 枚方学校園安全共済理事会(出席；山下) 

         5/15 生活指導委員会全大会 78 名出席 

         5/31 北河内 PTA 予算総会(出席；山下) 

・給食委員会→5/16 第 1 回給食委員会全大会 

・子ども人権啓発委員会→4/28 第 1 回役員会 

            5/14 全大会案内状印刷・発送 

            6/6 第 2 回役員会 

・総務委員会→4/11 新旧引継ぎ会 5/7 臨時総務委員会 5/15 第 1 回総務委員会 5/31 打

合 

       各部会・委員会参画 4/24 母親情報交換会(出席；西谷) 

                5/10 中学校部会(出席；西谷 井村 渕野 藤原) 

                5/12 新旧役員会・実行委員会 

                     (出席；西谷 井村 渕野 藤原) 

                5/15 生活指導委員会全大会(出席；西谷) 

                5/26 予算総会(出席；西谷 井村 渕野 藤原 田邊 黒川) 

・充て職→＊枚方市特別報酬等審議会(出席；黒川) 

 3/16「特別職報酬等に係る情報交換会」 

     ＊枚方市食育推進ネットワーク会議委員(出席；稲田) 

        3/27「平成 29 年度 第 4 回枚方市食育推進ネットワーク会議 

                 ひらかた食育カーニバル次年度検討会 合同会議」 

 

 

（４） 検討事項 

① 平成３０年度 予算総会議事録の確認 

② 三行詩選考委員の選任について（  水嶋  ）（  渕上  ）（  白石  ） 



７月６日(金)  ９時３０～  場所；輝きプラザきらら 

③ ソフトバレーボール実行委員会立ち上げについて １２/９（日）於；枚方市総合体育館 

実行委員長 （  水江  ） 副委員長（  藤井  ） 

第１回実行委員会  ７月１４日（ 𡈽 ）１８時から 場所（ 市民会館  ） 

・1 校 2 チーム規定を変更するか→1 校 3 チームまで参加可能に 

・参加費をとるのか→本年は現行通り、景品予算を抑える等対応 

          参加者へ「参加費がかかる場合参加するか」のアンケート配布 

質問事項・昨年 70 チーム程であったが、増えた場合に 1 日で終われるのか 

       →100 チームまでは可能。実績あり 

④ 教育講演会について （社会教育課と市Ｐ共催） 

テーマ：地域で守る 大切な“あなた”  

・社会教育課と市 P 共催し開催予定：予算 社教５万＋市 P２０万＝２５万円 

                ：日程 １月末～２/１０で予定 

→部会ごとに１名以上挙げ、７月実行委員会に検討 

⑤ 市長との懇談会について 

    →８月お盆明けから９月末頃で日程調整中 

⑥ 市教委との懇親会について 

   →日程調整中ではあるが、本年は開催が困難であるとの回答 

⑦ 市教委との懇談会スケジュールについて＊１１月中旬で調整中 

   →要望・要求の場ではなく質問をする場である為、内容は精査してほしい 

・7/13 単 P より質問状提出締め切り→事務局より各部会へ質問精査を依頼 

・8/5 各部会・各委員会より事務局へ質問精査後メールにて提出 

・8/8 市 P 役員会にて質問検討(各部会長及び各委員長参加) 

・8/11 実行委員会にて質問事項決定 

⑧ 小学校合同音楽祭について  

6/26(火)PM ・ 27(水)AM/PM ・ 28(木)AM/PM ・ 29(金)AM/PM 

＊AM は 9：55 開演 ・ PM は 14：15 開演   

   各部で開演時に来賓紹介あり、市 P より各部１名ずつ出席 

    質問事項：１部あたり２名の出席が可能であるか→確認する 

 

（５） 連絡事項 

① 北Ｐ・役員会予算総会報告(田代) 

・2/10(日)レモンさん特別講演会 場所：四条畷市民総合センター 

   →毎年動員がかかるため、本年も動員が予想されます 

② 府Ｐ・役員会報告(丸橋) 6/2 引継ぎ 於：阿倍野市民学習センター 

            6/16 総会  於：京橋クリスタルホール 

            6/30 役員会 7/14 三行詩選定会 8/24.25 新潟全大会 

                11/3 近 P 和歌山ブロック大会 

→大阪より 150 名の動員が予定されているため 

枚方市の人数が確定次第連絡 

事務担当者会議(山下) 4/27 大阪府 PTA 協議会 事務担当者会議 

・H30 年度は北河内地区が府 P 役員(副会長)の為、丸橋さんが担当→別紙組織図確認 

・大阪府 PTA 協議会への会費納入 児童・生徒 25 円/人(内 10 円に日 P へ) 



                園児 15 円/人(幼稚園は日 P への所属なし) 

                学校園 1 校当たり 500 円 

・枚方市 PTA 協議会への会費納入 児童・生徒 40 円/人 

                学校園 1 校当たり 3000 円 

→6 月末～7 月頭にかけて集金をさせていただくのでお手紙が発送されます。    

③ 日本ＰＴＡ全国研究大会新潟大会について  

８/２４・２５  締切：６/１４  参加費：５０００円 

・参加自由。交通費、宿泊費は参加費とは別途必要 

④ Ｈ３０年度あて職一覧氏名確認→訂正なし 

⑤ 総務委員会より 

・市Ｐホームページについてプロジェクター閲覧→HP をリニューアル。 

各部会・委員会・単 P より掲載依頼は「ホームページ掲載依頼書」にて申し込み 

⑴ 用紙にて提出 

⑵ メールにて提出 

⑶ Google フォームにて提出 

     各種書類ひな形も HP よりダウンロード可能に 

・市Ｐ協議会たよりについて 

  6 月発行予定で単 P 発送後に家庭数配布 

・企画書、報告書について 

  企画書と同じフォーマットで報告書を作成。 

⑥ 事務局より 

・輪番表について 

 H30 年度～H37 年度までの全役職輪番一覧を作成、完成後に HP に UP 予定 

 

（６） その他 

・小学校部会：企画書「教職員との懇談会」 

  テーマ：現代にあった PTA のあり方 

  6/16 参加人数 120 人見込(昨年度実績 120 人) 

  前田会長欠席の為、鈴木副会長が代理出席及び挨拶代読 

・子ども人権啓発委員会：企画書「子ども人権啓発委員会 第１回全大会」 

  6/22 子ども人権啓発委員会の活動内容説明と講演会 

  テーマ：子供に寂しい思いをさせない為に 講師：近藤善枝先生 予算：20057 円 

・子ども人権啓発委員会：企画書「子ども人権啓発委員会 研修会」 

  ９月中旬予定 講演会および勉強会 

  テーマ：性被害から子供を守るには 講師：徳永桂子先生 予算：20100 円 

（７） 次回 

      役員会：  ７月１１日（水）１９：００～  於 市民会館 

    実行委員会：  ７月１４日（土）１９：００～  於 市民会館 

      ＊各部会報告書締め切り ７月  １０日（火） 


