
枚方市ＰＴＡ協議会 第 2回実行委員会 議事録 

開催日時：令和 3年 6月 12日（土）19：00～ 

開催場所：オンライン会議（ＺＯＯＭ） 

司会進行：副会長 上田 

 

(1) 会長挨拶 

 

(2) 「市Ｐとは」総務委員長石橋さんよりＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔで説明 

市Ｐとは、枚方市立の幼稚園、小学校、中学校の単位ＰＴＡの集まり

で、連合協議会や連絡協議会など名称は様々である。基本方針は各単Ｐ相

互の連絡協議を図り、単Ｐの自主的活動を尊重し支援することである。 

枚方市ＰＴＡ協議会の組織図の中に役員会があります。会長、副会長２

名、書記２名、顧問２名、事務局３名で構成されており通常は月の第２週

の水曜日１９時から実施。実行委員会は幼稚園部会(６園)、小学校部会(第

５ブロック)、中学校部会（第４ブロック）、生活指導委員会、給食委員会、

子ども人権啓発委員会、総務委員会で構成されています。会長、顧問、事

務局、総務委員会、子ども人権啓発委員会以外の実行委員会のメンバー

は、各ブロックの輪番により決定しています。 

小学校部会の変更点は今年度より母親情報交換会が廃止されたことによ

り、単Ｐ会長及び各学校の市Ｐ担当者に対して実行員会やグループチャッ

トでの伝達事項は必ず各ブロック内におろすように徹底ください。あとよ

く質問があるんですけどＰＴＡ任意加入の同意書の署名の問題、規約の確

認、ＰＴＡ本部の選任の方法、役員や専門委員の負担軽減の方法などがブ

ロック会議で話合われています。ブロック会議で解決できない問題などは

実行委員会で議案に取り上げて検討していきます。 

中学校部会も母親情報交換会が廃止されたので、情報伝達はしっかりし

てほしい。市Ｐ副会長に給食委員会を兼任していただくこととなりました

ので、 

 それに合わせ輪番役職に含めています。また杉中校区によるバス減便による

通学問題も解決の方向に向かっています。 

  事務局でたくさん仕事をしてもらっているため、繁忙時はみなさんに協力

いただくこともあると思います。 

  その他は資料を参照願います。 

   

 

 



 

会長 田邊 枚方市ＰＴＡ協議会について説明いただきました。 

   （質疑応答受付） 

 

黒石 市Ｐの資料はどこかで見ることはできるのですか。 

 

総務委員長（石橋） グループチャットに挙げた後、ＨＰに掲載予定です。 

   組織図等は毎年更新予定です。 

 

(３)各部会・委員会活動報告 

 

 幼稚園部会活動報告 部会長 渡邊 

 

 ４月・５月は引き継ぎ各園近況報告を中心に行った。6月からは新メンバー

でＺＯＯＭを使って定例会を実施しています。 

 

 小学校部会 部会長 野村 

 

 ５月に全体会実施。意見としては、ＰＴＡ活動にタブレットを活かせないか

という声が多かった。もし利用できれば、ＰＴＡ活動がしやすくなるのでは。 

 

 中学校部会 部会長 中山 

 

 ４月１７日（きらら・ＺＯＯＭ併用）、５月２０日（ＺＯＯＭ）に部会を開

催、情報共有（個人情報の規則等）を行った。ラインを使ったアンケートも実

施。 

 

 生活指導委員会 委員長 田岡 

 

 ４月は個別に引き継ぎを実施。５月はライングループを作成して自己紹介・

情報共有を行った。 

 

 給食委員会 委員長 長澤 

 

 ５月の全体会はコロナで中止。各担当者で引継実施。ラインのオープンチャ

ットで連絡、アンケートを実施。6月以降の活動は未定です。 



 

  

子ども人権啓発委員会 委員長 栗村 

 

４月は活動計画案を策定。全体会について、従来通りの開催は厳しいのでオ

ンラインを検討しています。分散会開催については６月中に検討予定。 

 

 子ども人権委員会副委員長 渕野 

 

 相談事項があります。会場プラスＺＯＯＭで講演会を予定している。 

総務と事務局には相談しています。回答は後日でも良い。市Ｐで所持している

機材では足りない。ＷＥＢカメラなど 7万円程度必要となる。機材は今年度市

Ｐで購入するか、今年度は個人の私物で実施するか。また機材を購入する場合

誰が選定して、誰が購入するか相談したい。案としては６月必要機材調査、７

月機材選定、発注 ８月には納品９月の講演会に間に合います。どうですか。 

 

会長 機材購入については予算をとっている。 

   会場等を教えてほしい。 

 

渕野 講演会はきららの７階（１００名程度収容）の予定。 

   講師も選定中（近藤善枝先生・教育カウンセラー予定）である。 

 

会長 予算があるので、機材（ＷＥＢカメラ等）、金額等詳細について教えて

ほしい。 

    また市Ｐでの講演会でも使いたい。きららより大きい会場でも 

    機材は活用できるか。 

 

 渕野 今回の機材で対応可能だと思います。 

 

総務委員会 委員長 石橋 

 

 ５月２６日にＺＯＯＭでリモート会議を実施。自己紹介と「市Ｐとは」の説

明。活動報告はＨＰに予算総会の結果等アップロード。ＨＰを更新しました。 

 ＦａｃｅｂｏｏｋとＨＰのＱＲコードを載せていますので利用して下さい。 

 

充て職   なし 



 

 

企画計画書 子ども人権啓発委員会 栗村 

 

 講演会について。視聴期間を限定して何度で講演会を視聴できるように検討

しています。実施場所は枚方市民会館ではなくて、きらら 7階に訂正です。 

会長 田邊 幼稚園部会の件ですが、市教委との懇談会について幼稚園部会

（渡邊）と一緒に日時を決定して挨拶に行きたい。11月 12月平

日午前中開催を予定しています。 

 

      小学校部会の件ですが、タブレットの使用目的によって使用して

ほしいと教育委員会から回答がありました。市Ｐとしてはタブレ

ットの活用は推奨しない。詳細は学校長と相談のうえタブレット

は使用してください。 

       中学校部会もタブレットの使用については、同様に回答してい

ただけたらと思います。 

 

       

（4）検討事項 

 

①令和３年度 予算総会の結果報告 会長 渡邊 

 

 緊急事態宣言発令により書面決議となりました。 

 

 結果 第１号議案 令和３年度活動計画（案）賛成４２反対２無効票６ 

    第２号議案 令和３年度予算(案)   賛成４２反対２無効票６ 

 

  ２議案共に承認されました。 

 

 報告書にいただいた意見等を記載していますので、役員会等で協議して後

日、回答していきたいと思います。 

 

②三行詩選考員の作品選考方法について 

 

選考委員 

 



 （前田顧問） （栗村 由美子） （野村 忠志） に決定。 

 

 会長 選考方法、日時等は委員と会長で決定します。 

 

③ソフトバレーボール大会開催の是非について １２月１１日（土）予定 

 

会長 田邊 役員会では安心安全に開催するのは難しいという結論がでました

が、質問、意見等あればお願いします。 

 

野村    ソフトバレーボール大会はいい取組だが、コロナ禍のため今年度

より来年度開催したほうが良いと思う。 

 

会長 田邊 意見等ないので、多数決実施します。 

 

      多数決実施 

   

      賛成 ２６名 反対 ７名のため、 

ソフトバレーボール大会の開催は中止とします。 

 

④教育講演会について 

 （教育委員会と市Ｐ共催 令和４年２月予定）昨年度中止 

   

  平成 31年 清水 健  氏 テーマ ～大切な人の『想い』とともに～ 

  令和 2年 今村 克彦 氏 テーマ ～共に育つということ～ 

 

会長 田邊 ＷＥＢ配信・会場開催等いろんな開催方法があります。 

      2月開催ですが、講師選定等の事前準備が必要なため 

      開催するかどうか多数決を実施したいと思います。 

 

 

多数決実施  

 

      賛成 １３名 反対 ４名のため 

教育講演会を実施します。 

 

 



事務局 田代 講師については２０～２３万円程度（交通費込）で選考した

い。 

 

会長  田邊 講師候補については各部会・各委員・各役員１名程度、７月の

実行委員会まで選考してほしい 

顧問  前田 講師候補は条件等が合わない場合があるため、たくさん選出し

たほうが良い。ソフトバレーボール大会が中止のため予算の流

用ができるので、柔軟に選考してほしい。 

 

会長 田邊  予算の流用についても一つの案である。上限３５万円程度で講

師選考したほうが選考の幅が増える。 

 

顧問 前田  講師ドットコムの金額は手数料が高い。個人事務所などの場合

は直接交渉すれば半額程度になる場合もある。 

 

       例）行列ができる法律相談所 菊池弁護士 

         50万～が 20万円（交通費別）になることもある 

 

 

⑤市長との懇談会について 昨年度中止（一昨年１１月初旬） 

 

 秘書課に打診中であり、回答があり次第報告します。 

 

 

⑥充て職について 

 

 枚方市食育推進ネットワーク会議  （田中） 

 

 枚方市歯科口腔保健推進連絡会   （丸橋） 

 

 

⑦８月度実行委員会の日程について 

 

 多数決実施 １４日 ８名  ７日に変更 １２名 

 

会長 田邊   ８月度実行委員会は８月７日（土）１９：００ 



        役員会は８月４日（水）１９：００に開催します。 

 

 

事務局 津田 ４日の役員会で教育懇談会の質問書の精査を行いたいので、締

切が１週間早くなるのでご了承願います。 

 

 

 

 

 

 

（５）連絡事項 

 

 ①日本ＰＴＡ全国研究大会 北九州大会 ８月２１日（土） 

 

  １次案内のみで、応募は２次案内で実施予定。 

 

 ②日本ＰＴＡ近畿ブロック研究大会 大阪市大会 １１月９日（火） 

 

  １次案内のみで、応募は２次案内で実施予定。 

 

 ③枚方市ＰＴＡ協議会 大阪府ＰＴＡ協議会 会費負担金について 

  （６月１１日発送済） 

 

 事務局 津田 書類をご確認のうえ、負担金を振込又は、きらら事務局まで

持参願います。 

 

（６）その他 

  

 母親情報交換委員会業務内容について 参考：Ｈ３０年度活動報告書 

 

 事務局 業務内容については、決算活動報告書を参考にしてほしい。 

 

 顧問 丸橋 母情がなくなるので、市Ｐからの情報伝達漏れのないように取

組みたい。 

 



 顧問 前田 市Ｐからの情報共有をしっかりすること。特に小学校は４５校

あるので、実行委員会の後に、ブロック会議を実施してほしい。 

 

 事務局 津田 ブロック会議は諸事情により開催できない場合もあるが、実

行委員会の内容等は必ず伝えていただきたい。 

 

副会長 上田 最後に質疑応答 

 

総務委員 常 ブロック会議で市ＰのＺＯＯＭシステムを利用できますか。 

 

会長 使用可能だが、事務局で予約をお願いします。 

 

事務局 津田 ＺＯＯＭの予約方法については第１回実行委員会報告に記載

していますので参考にして下さい。 

 

総務委員 常  教育講演会の講師選定は、スポーツ選手とかでも良いの

か。 

 

会長 田邊   ＰＴＡ主催講演会である趣旨を考えて、教育関連でお願い

します。教育関連といっても幅広い考え方があるので、い

ろんな講師を選定できると思います。 

 

幼稚園部会 渡邊 幼稚園部会が実施する懇談会質問も８月の役員会で一緒に

精査してもらえるのか。 

 

事務局 津田  一緒に役員会で精査するので渡邊さんも８月の役員会に参        

加して下さい。 

 

 

事務局 田代  大事な手紙やＰＴＡの保険など、情報伝達がうまくいって

ない事例があるので部会長にも協力してほしい。 

 

 

副会長 上田    次回役員会 ７月 ７日 (水) １９：００ 

          実行委員会 ７月１０日 （土） １９：００ 

  



 

会長 田邊   次回の開催場所、開催方法は緊急事態宣言・市の施設利用

規約等を考慮して決定します。 

        今のところ会場開催になるか、ＺＯＯＭ開催になるかは未

定。 

 

 

 

 


