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平成 28年度 東京都公立高等学校 PTA連合会 1年の流れ 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 5月 11 日 新旧運営委員会・評議員会 オリセン 

平成 28年 5月 18 日 新旧全都会長会 オリセン 

平成 28年 6月 4日 平成２８年度定期総会 オリセン 

      〃 第３８回 広報誌コンクール表彰式・研修会 オリセン 

平成 28年 6月 14 日 臨時運営委員会・評議員会 荻窪会議室 

平成 28年 6月 29 日 第１回 運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所 

平成 28年 7月 9日 第２８回 東京地区大会 オリセン 

平成 28年 7月 22 日 第１回 全都会長会 オリセン 

平成 28年 7月 30 日 

     ～31 日 
高校生東北被災地視察ツアー 一泊二日 福島県南相馬 他 

平成 28年 8月 3日 第２回 運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所 

平成 28年 8月 24 日 

     ～26 日 
全国高等学校ＰＴＡ連合会全国大会千葉大会 千葉県  

平成 28年 10 月 5日 第３回 運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所 

平成 28年 10 月 14日 第２回 全都会長会（情報交換会） オリセン 

平成 28年 10 月 22日 
東京都教育委員会委託事業  

幼少中高ＰＴＡリダー合同研修会 
文京区立林町小学校 

平成 28年 11 月 26日 
東京都教育委員会委託事業  

高等学校ＰＴＡリダー研修会 
オリセン 

平成 28年 11 月 30日 第４回 運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所 

平成 29年 1月 25 日 第５回 運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所 

平成 29年 2月 7日 

都教委主催 教育懇談会 

東京都公立幼小中高ＰＴＡ連絡協議会主催賀

詞交換会 

都 庁 

平成 29年 2月 22 日 第６回 運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所 

平成 29年 2月 24 日 
第３回 全都会長会 

（情報交換会・キャリア教育講話） 
オリセン 

平成 29年 3月 15 日 平成２９年度会長選挙 オリセン 

平成 29年 4月 12 日 第７回 運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所 

平成 29年 5月 11 日 平成２９年度 新旧運営委員会・評議員会 オリセン 

平成 29年 5月 18 日 平成２９年度 新旧全都会長会 オリセン 

平成 28年 5月 11 日 新旧運営委員会・評議員会 オリセン 
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平成 28年度 東京都公立高等学校 PTA連合会 活動報告 

1 総会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 6月 4日 

平成 28年度定期総会 

１．開会のことば 

２．会長挨拶 

３．来賓あいさつ 

４．議長団選出 

５．議事録署名人選出 

６．平成 27年度議事 

報告事項 

 事務局規程の改定について 

決議事項 

【第一号議案】 

平成 27年度事業報告 

【第二号議案】 

平成 27年度会計報告 

７．評議意見 

８．選挙管理委員会報告 

９．平成 28年度会長挨拶 

１０．平成 28年度議事 

決議事項 

 【第三号議案】 

平成 28年度事業計画(案) 

 【第四号議案】 

平成 28年度会計予算(案) 

１１．議長団解任 

１２．平成 20年度業務上横領事件について 

１３．その他報告事項 

１４．閉会のことば 

オリセン 
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2 運営委員会・評議委員会 

 年 月 日 内  容 会 場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 5月 18 日 

新旧 運営委員会 

１．会長挨拶  

２．審議前事項 

１】運営委員会について 

２】常置委員会の１年間の活動について 

３．平成 28 年度委員会の顔合わせ 

４．成立確認 

５．審議事項 

 

【27 年度運営委員】 

① 総会第一号議案審議 

② 総会第二号議案審議 

【28 年度運営委員】 

③ 総会第三号議案審議 

④ 総会第四号議案審議  

⑤ 会計理事選任、経理・監査体制について 

⑥ 事務局体制について 

⑦ 全高 P連及び外部団体について  

⑧ 年間スケジュール 

 

オリセン 304 

平成 28年 6月 14 日 

臨時運営委員会 

１．会長挨拶 

２．総会審議状況 

３．審議事項 

   東京地区大会予算について 

    検討事項 

     会則第 3 章第 12 条(2)矛盾について 

    報告 

・依頼事項 

    ・東北被災地視察ツアーについて 

    ・地区長会・委員長会について 

荻窪会議室 

平成 28年 6月 29 日 

第 1 回運営委員会・評議員会 

１．成立確認 

２．会長挨拶 

３．議題 

●報告・依頼事項 

(1) 平成 28 年度の運営委員会の体制について 

(2) 全国高Ｐ連の理事会／委員会報告、東京都／ 

   関係団体への出席報告 

(3) 全国高Ｐ連・千葉大会への研修ツアーについて 

(4) 各地区からの報告・提案 

(5) 常置委員会、特別委員会からの報告 

(6) 高校生東北被災地視察ツアー進捗状況 

(7) 賠償責任補償制度の保険料アップについて 

(8) 加盟検討促進委員会について 

都高Ｐ連事務所 
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(9) 第２８回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会 

についておよびその他  

●審議事項 

 (1) 事務局のタブレット購入について 

４．今後の予定 

 

平成 28年 8月 3日 

第 2 回運営委員会・評議員会 

１．成立確認 

２．会長挨拶 

３．議題 

 ●報告・依頼事項 

(1) 東京都・関係団体の委員会等の報告 

(2) 委員会の活動報告 

(3) 各地区からの報告 

(4) 全国高Ｐ連・千葉大会研修ツアーについて 

(5) 経営支援センターとの意見交換会について 

(6) 都の委託事業「ＰＴＡリーダー研修会」に 

ついて（11/26） 

(7) 会計監査について 

(8) 全都会長会での協力員の件 

(9) 第 2 回全都会長会(10月)の内容について        

(10) 委員会へのお願い事項                           

(11) 加盟校促進委員会について 

(12) 運営委員会のサイボウズについて 

４．今後の予定 

都高Ｐ連事務所 

平成 28年 10 月 5日 

第 3 回運営委員会・評議員会 

１．成立確認 

２．会長挨拶 

３．議題 

●報告・依頼事項 

(1) 東京都・関係団体の委員会等の報告 

(2) 各委員会の活動報告 

(3) 各地区からの報告 

(4) 学校保健会 研修案内「がん教育を考える」 

(5) ＰＴＡリーダー研修会 

   第２回全都会長会について 

(6) 全都会長会電子化のお願いについて 

(7) 第 67回全国大会静岡大会 

●審議事項 

(1) 災害対策委員会「防災ウォークキング in 東京」 

(2) 加盟検討促進委員会 リーフレット製作 

(3) 子どもの貧困対策委員会研修会開催について 

(4) 相談役への支払経費 

(5) 全国高Ｐ連「全国大会参加費の値上げ」 

  について 

(6) 全国高Ｐ連から「バイクの３ない運動」 

について 

４．今後の予定 

 

都高Ｐ連事務所 

平成 28年 11 月 30日 第 4 回運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所 
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１．成立確認 

２．会長挨拶 

３．議題 

●報告・依頼事項 

(1) 東京都・関係団体の委員会等の報告 

(2) 各委員会の活動報告 

(3) 各地区からの報告 

(4) ＰＴＡリーダー研修会実施報告                 

(5) H29 年度総合補償制度 24時間高校生保険につ 

いて 

(6) その他 

●審議事項 

(1）災害対策 ウォーキング in東京企画案 

(2) 子どもの貧困対策委員会講演会について 

平成 29年 1月 25 日 

第 5 回運営委員会・評議員会 

１．成立確認 

２．会長挨拶 

３．議題 

●報告・依頼事項 

(1)東京都・関係団体の委員会等の報告 

(2)各地区からの報告 

(3)委員会活動報告 

(4)静岡大会での表彰校について 

(5)67回静岡大会案内 第 1次概要書案 

(6)災害対策 ウオーキング In東京 

(7)子どもの貧困対策委員会 

  特別研修について 

(8)H29 周年行事有無 

●審議事項 

(1)西部南地区副会長、 

     東部北地区理事交代について 

(2)広報誌コンクールの表彰案 

(3)会則変更について 

(4)「活動の歩み」の見積について 

４．連絡事項 

都高Ｐ連事務所 

平成 29年 2月 22 日 

第 6回運営委員会・評議員会 

１．成立確認 

２．会長挨拶 

３．議題 

●報告・依頼事項                  

(1)東京都・関係団体の委員会等の報告 

(2)各委員会活動報告 

(3)各地区からの報告 

(4)第 3回全都会長会の次第確認 

(5)幼小中高ＰＴＡ連絡協議会 70周年について 

●審議事項(1)会則変更・運営委員会内規について 

４．連絡事項 

 

都高Ｐ連事務所 

平成 29年 4月 12 日 第 7回運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所 
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１．成立確認 

２．会長挨拶 

３．議題 

●報告・依頼事項 

(1)東京都・関係団体の委員会等の報告 

(2)各委員会活動報告 

(3)各地区からの報告 

(4)広報誌コンクール表彰式について 

(5)選挙管理委員会からの報告 

(6)全国大会について（申込ｽｹｼﾞｭｰﾙ他） 

(7)H28 年度補助金申請 交付額について 

 (8)運営委員会内規について 

 (9)義援金について  

 (10)第 3回会計監査報告 

●審議事項 

 (1)第 29回東京地区大会予算案 

 (2)第 29回東京地区大会 開催要項 大会趣旨 

 (3)事務局員の雇用契約、事務局長の任免について 

 (4)H29 年度の相談役について 

 (5)平成 29年度暫定予算案 

 (6)29年度特別委員会承認 

４．その他 

平成 29年 5月 11 日 新旧運営委員会 オリセン 
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3 全都会長会 

 年 月 日 内  容 会 場 

平成 28 年 5月 18日 

新旧全都会長会 
１．会長挨拶 
２．都高 P連の説明 
３．第 28回東京地区大会について 
４．年間スケジュールの説明 
  東北被災地支援ツアーについて 
５．全国大会千葉大会への参加について 
６．義援金について 
７．委員会活動、協力員について 
８．連絡事項 
  ・広報誌コンクールについて 
  ・都高Ｐ連会報誌ロゴ募集について 
９．事務連絡 
  ・会費納入について 
  ・保険制度について 
10．質疑応答 

オリセンセンター棟 
102 

平成 28 年 7月 22日 

第１回 全都会長会 
１．会長挨拶 
２．6/14 開催臨時運営委員会の報告 
３．全国大会千葉大会について 
４．高校生東北被災地視察ツアー 
  東京地区大会の報告 
５．子ども応援募金協力校への感謝状贈呈 
６．学校経営支援センターとの情報交換会 
７．全都会長会の情報交換会 
８．その他 

オリセンセンター棟  
101 

平成 28 年 10月 14日 

第２回 全都会長会 
第一部 
１．会長挨拶 
２．来賓紹介 
３．来賓挨拶 
４．報告事項 
（１）第２８回東京地区大会報告 
（２）第６６回全国大会千葉大会報告 
（３）第６７回全国高Ｐ連・静岡大会について 
（４）高校生東北被災地視察ツアー報告 
（５）その他 
第二部 
１．情報交換会 
２. 閉会挨拶 

オリセン  
国際会議棟  
レセプションホール 
 

平成 29 年 2月 24日 

第３回 全都会長会 
１．会長挨拶 
２．第６７回静岡大会概要説明 
３．保険制度について 
４．委員会等活動報告 
５．キャリア教育についての講話(池田千恵美氏) 
６．事務連絡 

オリセンセンター棟  
101 

平成 29 年 5月 18日 平成２９年度 新旧全都会長会 オリセンセンター棟 101 
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4 役員会 

  

委員会名： 役員会

年 月 日 事 項 会 場

平成28年4月18日 第21回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年4月27日 第22回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年5月6日 第23回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年5月16日 第24回　役員会（新旧 役員会１） 都高Ｐ連事務所

平成28年5月26日 第25回　役員会（新旧 役員会２） 都高Ｐ連事務所

平成28年6月8日 第１回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年6月27日 第２回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年7月13日 第３回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年7月27日 第４回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年8月15日 第５回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年9月8日 第６回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年9月26日 第７回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年11月14日 第８回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年11月28日 第９回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年12月15日 第10回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年1月11日 第11回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年1月17日 第12回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年2月7日 第13回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年2月14日 第14回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年2月20日 第15回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年3月8日 第16回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年3月29日 第17回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年4月5日 第18回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年4月29日 第19回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年5月8日 第20回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年5月15日 第21回　役員会 都高Ｐ連事務所
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選挙管理委員会 活動報告 

 年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 11 月 17日 

第１回委員会 

・前年度委員長より引継ぎ 

・役割分担 

都高Ｐ連事務所 

平成 29年 1月 14 日 
運営委員会出席 

・選挙管理委員会発足の報告 
都高Ｐ連事務所 

平成 29年 1月 25 日 
第２回委員会 

・スケジュール説明 
都高Ｐ連事務所 

平成 29年 2月 4日 
第３回委員会 

・告示文書印刷、封入作業 
都高Ｐ連事務所 

平成 29年 2月 7日 会長選挙の告示(郵送・ホームページ）   

平成 29年 2月 25 日 

第４回委員会 

・立候補締め切り立ち合い 

・立候補の追加募集の告示(ホームページ） 

・立候補者受付確認書発送 

都高Ｐ連事務所 

平成 29年 3月 4日 

第５回委員会 

・追加立候補締め切り立ち合い 

・立候補届出結果の掲載(都高Ｐ連事務所内) 

・公示文書印刷、封入作業 

・選挙当日の準備、事前打ち合わせ 

都高Ｐ連事務所 

平成 29年 3月 15 日 

会長選挙当日 

・選挙の説明 

・開票作業 

オリセン 

平成 29年 3月 16 日 選挙結果公示(ホームページ)   

平成 29年 3月 23 日 選挙結果確定の公示(ホームページ)   

平成 29年 3月 23 日 

第６回委員会 

・選挙結果確定の公示文書印刷、封入作業 

・反省会 

都高Ｐ連事務所 

平成 29年 4月 12 日 

運営委員会出席 

・選挙終了の報告 

・反省会の報告 

都高Ｐ連事務所 
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常置委員会・特別委員会 活動報告 

1 第 28回 東京地区大会実行委員会 

年 月 日 内 容 会場 

平成 28年 6月 25 日 

第 14 回委員会 

・当日日程確認 

・タイムスケジュール確認 

・当日準備 

荻窪事務所 

平成 28年 7月 8日 

第 15 回委員会 

・前日準備 

・荷物確認 

荻窪事務所 

平成 28年 7月 9日 東京地区大会（本番） カルチャー棟 

平成 28年 7月 28 日 

第 17 回委員会 

・反省会 

・大会報告書作成方針決め 

荻窪事務所 

平成 28年 9月 3日 

第 18 回委員会 

・大会報告書作成準備 

・原稿準備 

・アンケート集計 

荻窪事務所 

平成 29年 2月 1日 大会報告書入稿 ― 

平成 29年 2月 24 日 第 3回全都会長会にて大会報告書配布 オリセン 
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2 第 29回 東京地区大会実行委員会  

年月日 内 容 会 場 

平成 28年 8月 10 日 

第１回 29回東京地区大会実行委員会 

・地区大会についての概要説明 

・今後の連絡方法の決定 

・アトラクションの検討 

・基調講演者の検討 

・展示内容の検討 

・予算検討 

・スポンサー検討 

荻窪事務所 

平成 28年 9月 14 日 

第２回 29回東京地区大会実行委員会 

・基調講演者の検討 

・展示内容の検討 

・予算検討 

荻窪事務所 

平成 28年 10 月 19日 

第３回 29回東京地区大会実行委員会 

・基調講演者の検討 

・展示内容の検討 

・予算検討 

荻窪事務所 

平成 28年 11 月 9日 

第４回 29回東京地区大会実行委員会 

・基調講演内容の検討 

・展示内容の検討 

・予算検討 

荻窪事務所 

平成 28年 1月 23 日 

第５回 29回東京地区大会実行委員会 

・メインテーマの決定 

・当日協力員の配置検討 

・基調講演内容の検討 

・予算検討 

荻窪事務所 

平成 29年 2月 28 日 

第６回 29回東京地区大会実行委員会 

・基調講演内容の検討 

・当日スケジュールの検討 

・予算検討 

・広報用チラシの内容検討 

荻窪事務所 

平成 29年 3月 10 日 

第７回 29回東京地区大会実行委員会 

・基調講演内容の検討 

・当日スケジュールの検討 

・予算検討 

・広報用チラシの決定 

荻窪事務所 

平成 29年 3月 30 日 

第８回 29回東京地区大会実行委員会 

・スポンサー依頼文検討 

・当日スケジュールの検討 

・予算案の決定 

・当日使用品の確認 

荻窪事務所 

 



13

13 
 

3 学校教育委員会  

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 6月 21 日 

第一回学校教育委員会 

・本年度の活動計画確認 

・昨年度政党要望と回答結果確認 

・昨年度アンケート結果確認 

荻窪事務所 

平成 28年 7月 26 日 

第二回学校教育委員会 

・本年度の活動日程確認 

・昨年度アンケート結果確認 

・政党ヒアリング要望事項検討 

・新たな取り組みについて検討 

荻窪事務所 

平成 28年 8月 9日 

第三回学校教育委員会 

・政党ヒアリング要望事項検討 

・新たな活動について検討 

荻窪事務所 

平成 28年 9月 7日 

平成 28年度政党ヒアリング 

・自民党へは要望書送付 

・共産党、公明党、民進党ヒアリング 

都議会議事堂 

平成 28年 9月 27 日 

第四回学校教育委員会 

・政党ヒアリング結果のまとめ 

・学校教育環境アンケートの内容検討 

・保護者向けアンケートの内容検討 

荻窪事務所 

平成 28年 10 月 25日 

第五回学校教育委員会 

・学校教育環境アンケートの内容検討 

・保護者向けアンケートの内容検討 

荻窪事務所 

平成 28年 11 月 16日 

第六回学校教育委員会 

・学校教育環境アンケートの内容検討 

・保護者向けアンケートの内容検討 

荻窪事務所 

平成 28年 11 月 24日 

東京都公立高等学校校長協会面談（澤海先生） 

・学校教育環境アンケート内容の事前確認 

・保護者向けアンケート内容の事前確認 

・その他情報交換 

校長協会 

飯田橋事務所 

平成 29年 1月 18 日 

第七回学校教育委員会 

・学校教育環境アンケートの回答状況確認 

・保護者向けアンケートの回答状況確認 

・新たな取り組みについて検討 

荻窪事務所 

平成 29年 2月 17 日 

第八回学校教育委員会 

・学校教育環境アンケートの回答結果確認 

・保護者向けアンケートの回答結果確認 

・高校授業料無償化について最新動向確認 

荻窪事務所 

平成 29年 3月 16 日 

第九回学校教育委員会 

・学校教育環境アンケートの今後の方針検討 

・保護者向けアンケートの今後の方針検討 

・学校教育委員会として取組むべき課題の検討 

（英語教育、教育費用軽減、大学入試制度改革） 

荻窪事務所 
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4 調査広報委員会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 6月 21 日 第 1回調査広報委員会 
・活動方針について（委員会企画） 
・広報誌発行について（年 3回） 

荻窪事務所 

平成 28年 7月 6日 第 2回調査広報委員会 
・広報誌 81号について 
・委員会企画（一年会長のお悩み相談） 

荻窪事務所 

平成 28年 7月 23 日 第 3回調査広報委員会 
・広報誌 81号について（台割り担当確認） 
・FB、ライン等の速報ツールについて 

荻窪事務所 

平成 28年 8月 10 日 第 4回調査広報委員会 
・広報誌愛称について 
・81 号進捗状況について 
・全国大会について 

荻窪事務所 

平成 28年 8月 31 日 第 5回調査広報委員会 
・81 号進捗状況について（最終原稿確認） 
・広報誌愛称について 

荻窪事務所 

平成 28年 9月 8日 広報誌 81号納品・封入～翌日発送 荻窪事務所 

平成 28年 9月 21 日 第 6回調査広報委員会 
・81 号発行（９月８日）反省について 
・愛称～ロゴ募集状況 
・82 号について 

荻窪事務所 

平成 28年 10月 18日 第 7回調査広報委員会 
・愛称の決定（運営委員会上申） 
・ロゴについて 
・82 号について 

荻窪事務所 

平成 28年 11 月 2日 第 8回調査広報委員会 
・82 号について（記事内容・取材・企画） 

荻窪事務所 

平成 28年 11月 23日 第 9回調査広報委員会 
・82 号について 
・委員会企画（一年会長のお悩み一言コメント） 

荻窪事務所 

平成 28年 12 月 8日 第 10 回調査広報委員会 
・82 号について（原稿確認、各活動報告確認） 

荻窪事務所 

平成 28年 12月 21日 広報誌 82号納品・封入～発送 荻窪事務所 

平成 29年 1月 18 日 第 11 回調査広報委員会 
・あゆみについて（各地区長、委員長宛原稿依頼） 
・83 号について（内容確認と今後の日程） 
・委員会企画について 
（一年会長のお悩み～入って良かった～都高 P への 
アンケート依頼） 

荻窪事務所 

平成 28年 2月 15 日 第 12 回調査広報委員会 
・83 号について（台割担当確認・写真並び原稿確認） 
・会長選挙の速報入れ込みについて 

荻窪事務所 

平成 29年 3月 3日 第 13 回調査広報委員会 
・83 号について（最終原稿の確認と日程） 
・あゆみについて（原稿確認、各活動報告確認） 

荻窪事務所 

平成 29 年 3月 22日 広報誌 83号納品・封入～発送  
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5 災害対策委員会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 6月 27 日 
第 1回委員会 
①顔合わせ 
②東北視察ツアーについて 

荻窪事務所 

平成 28年 7月 12 日 
第２回委員会 
①東北視察ツアーについて 荻窪事務所 

平成 28年 7月 25 日 
第３回委員会 
①東北視察ツアー最終確認及び準備 荻窪事務所 

平成 28年 7月 30 日 

～ 7 月 31日 
第４回委員会 
①東北視察ツアー実施   南相馬市 

平成 28年 8月 12 日 

第 5回委員会 
①高校生東北視察ツアー報告及び反省 
②防災ウォーキング in東京 
③被災地へのメッセージ 

荻窪事務所 

平成 28年 9月 4日 
第 5回委員会 
①被災地メッセージについて 
②防災ウォーキング in東京    

荻窪事務所 

平成 28年 9月 24 日 
第 6回委員会 
①防災ウォーキング in東京について     荻窪事務所 

平成 28年 11 月 3日 
第 7回委員会 
防災ウォーキング実踏 武蔵野中央公園 

平成 28年 12 月 2日 

第 8回委員会 
①防災ウォーキング in東京について 
②しおりについて 
③29 年度東北視察ツアーについて     

荻窪事務所 

平成 29年 2月 18 日 
第 9回委員会 
①しおり送付準備 
②防災ウォーキング in東京について 

荻窪事務所 

平成 29年 3月 10 日 
第 10 回委員会 
①防災ウォーキング in東京について 荻窪事務所 

平成 29年 3月 21 日 
第 11 回委員会 
①防災ウォーキング in東京について 荻窪事務所 

平成 29年 3月 26 日 
第 12 回委員会 
防災ウォーキング in東京実施 武蔵野中央公園 

平成 29年 4月 8日 

第 13 回委員会 
①防災ウォーキング報告書作成 
②28 年度反省 
③29 年度への提言まとめ 

荻窪事務所 
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6 子どもの貧困対策委員会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 7月 29 日 

第１回 委員会 

・会長指針について 

奨学金問題、制服リサイクル、講演会 

荻窪事務所 

平成 28年 8月 17 日 

第２回 委員会 

・学び塾『猫のあしあとハウス』見学について 

・講演会について 会場決定 

荻窪事務所 

平成 28年 9月 15 日 学び塾『猫のあしあとハウス』見学 
猫のあしあとハウス 

（西東京市） 

平成 28年 9月 21 日 
第３回 委員会 

・講演会について 講師決定、チラシ作成 
荻窪事務所 

平成 28年 10 月 19日 

第４回 委員会 

・講演会について タイムテーブル作成 

・制服リサイクルの今後のスケジュール 

荻窪事務所 

平成 28年 11 月 10日 

第５回 委員会 

・講演会について 来場者について検討 

・制服リサイクル 取材スケジュール 

荻窪事務所 

平成 28年 12 月 22日 
第６回 委員会 

・講演会 参加者確認 
荻窪事務所 

平成 29年 1月 24 日 
第７回 委員会 

・講演会 最終確認 
荻窪事務所 

平成 29年 1月 27 日 
講演会『高校生の貧困問題を考える』 

 栗林知絵子氏 
オリセン 

平成 29年 2月 18 日 制服リサイクル 取材 大泉高校（中田・高田） 大泉高校 

平成 29年 2月 21 日 

第８回 委員会 

・講演会の反省 

・制服リサイクル 

荻窪事務所 

平成 29年 3月 11 日 制服リサイクル取材小金井北高校（田中・阿部） 小金井北高校 

平成 29年 3月 18 日 制服リサイクル取材 豊島高校（田中・阿部） 豊島高校 

平成 29年 3月 22 日 
第９回 委員会 

・制服リサイクルのマニュアル制作スケジュール 
荻窪事務所 

平成 29年 3月 23 日 制服リサイクル取材 小川高校（田中・西藤） 小川高校 

平成 29年 3月 26 日 制服リサイクル取材 翔陽高校（田中・西藤） 荻窪事務所 

平成 29年 4月 3日 
第 10 回 委員会 

・制服リサイクル マニュアル台割確認 
荻窪事務所 

平成 29年 4月 10 日 
第 11 回 委員会 

・制服リサイクル他今年度活動総括確認 
荻窪事務所 

平成 29年 4月 25 日 

第 12 回 委員会 

・ＨＰ依頼   

・新旧会長会にて配布チラシ作成 

荻窪事務所 
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7 加盟促進委員会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 8月 29 日 

第１回 委員会  

・委員会の趣旨 

・各委員自己紹介 

・未加盟校へのアプローチ方法 

・リーフレット素案検討 

荻窪事務所 

平成 28年 9月 28 日 

第２回 委員会 

・未加盟校へのアプローチ方法の検討 

・リーフレット内容調整 

荻窪事務所 

平成 28年 10 月 5日 
運営委員会にて、都高Ｐ連案内リーフレット」 

審議⇒承認 
荻窪事務所 

平成 28年 10 月末 

「都高Ｐ連案内リーフレット」、制作発注 

・印刷部数 3,000 部。Ｂ４三つ折り 

両面カラー110kg、・制作費用 約 5万円 

  

平成 28年 11 月 7日 

第３回 委員会 

 ・未加盟校へのアプローチの情報共有 

 ・リーフレット内容確認 

荻窪事務所 

平成 28年 11 月 24日 

第４回 委員会 

 ・未加盟校へのアプローチの情報共有 

 ・リーフレット配布先検討 

荻窪事務所 

平成 28年 11 月 30日 運営委員会にて報告。リーフレット」の配布 荻窪事務所 

平成 28年 12 月 9日 

第５回 委員会  

・江東商業ＰＴＡ会長と面談。情報収集、分析 

・加盟促進につながる体制の構想 

 代表校 PTA 会長へのアプローチから着手 

日暮里サニーホール会

議室 

平成 28年 12 月末 加盟、未加盟「都高Ｐ連案内リーフレット」配布   
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地区連合会 活動報告 

1 西部南地区 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年５月 28 日 西部南地区 第 9回定期総会 
京王プラザホテル 

八王子 

平成 28年６月 10 日 西部南地区 第１回役員会 八王子 労政会館 

平成 28年７月 8日 西部南地区 第１回会長会 八王子 労政会館 

平成 28年 8月 6日 
東部北地区との情報交換会 
・西部南地区参加者 50名・東部北地区参加者 15 名 高尾山 

平成 28年 8月 12 日 西部南地区 第２回役員会 八王子 労政会館 

平成 28年 9月 7日 西部北地区主催 PTAｿ ﾌ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ大会ｷ ｬ ﾌ ﾟ ﾃ ﾝ会議 東大和市中央公民館 

平成 28年 9月 9日 西部南地区 第２回会長会 八王子 労政会館 

平成 28年 9月 17 日 西部北地区主催 ｿ ﾌ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ大会練習（参加 10 名） 
昭島市くじら運動公園

ｿ ﾌ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ場 

平成 28年 10 月 7日 西部南地区 第３回役員会 八王子 労政会館 

平成 28年 10 月 10日 
西部北地区主催 ＰＴＡ交流ｿ ﾌ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ大会 

（参加 22名） 

昭島市くじら運動公園

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 

平成 28年 10 月 25日 府中西高校と都高 P 連との相談会 アンサンブル荻窪 

平成 28年 10 月 29日 東京都立八王子桑志高等学校 10周年記念式典 
八王子 オリンパス 

ホール 

平成 28年 11 月 5日 

都工 P連葛西工業高校のねぶた祭り見学会 

西部南地区参加者 20名 

都工 P連参加者 17名 

葛西工業高等学校 

一之江駅 

平成 28年 11 月 11日 西部南地区 第３回会長会 
八王子クリエート 

ホール 

平成 28年 11 月 19日 西部南地区会長会バレーボール練習会（11名参加） 
八王子川口市民 

センター体育館 

平成 28年 11 月 26日 東京都立調布南高等学校 40 周年記念式典 調布南高等学校 

平成 28年 11 月 30日 西部北地区主催 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会ｷｬﾌﾟﾃﾝ会議 東大和市中央公民館 

平成 28年 12 月 3日 西部南地区会長会バレーボール練習会（18名参加） 永山高校体育館 

平成 28年 12 月 9日 
西部南地区 第４回役員会 

合同情報交換会の事前打ち合わせ 
八王子 労政会館 

平成 28年 12 月 17日 

西部南地区・北地区 合同情報交換会 

西部南地区（参加 55名） 

西部北地区（参加 35名） 

パルテノン 多摩 

平成 29年 1月 13 日 西部南地区 第４回会長会 八王子 労政会館 
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平成 29年 1月 21 日 
西部北地区スポーツ交流バレーボール大会 
参加：15校／優勝：東大和 

八王子市エスフォルタ 
アリーナ八王子 

平成 29年 2月 10 日 西部南地区 第４回役員会 八王子 労政会館 

平成 29年 3月 10 日 西部南地区第１０回定期総会打ち合わせ 
京王プラザホテル 
八王子 

平成 29年 3月 10 日 西部南地区 第５回会長会 八王子 労政会館 

平成 29年３月 19 日 
西部南地区新旧 PTA 顔合わせバス研修会 

参加 16校  参加者 53名 
山梨県 

平成 29年４月７日 西部南地区 第６回役員会 八王子 労政会館 

平成 29年４月 21 日 西部南地区 第６回会長会（新旧会長会） 八王子 労政会館 

平成 29年５月 12 日 西部南地区 第７回会長会（新旧）&役員会（新旧） 八王子 労政会館 

平成 29年５月 27 日 西部南地区第１０回定期総会 
京王プラザホテル 
八王子 

 

2 西部北地区 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 5月 21 日 平成 28年度 西部北地区定期総会 東村山アンパルネ 

平成 28年 7月 5日 第１回 西部北地区会長会 国分寺労政会館 

平成 28年 8月 5日 西部北地区役員会 国分寺労政会館 

平成 28年 8月 29 日 
西部北地区スポーツ交流／ソフトボール大会 代表者

会議 
東大和公民館 

平成 28年 8月 31 日 
西部北地区スポーツ交流／ソフトボール大会 代表者

会議 
東大和公民館 

平成 28年 9月 7日 
西部北地区スポーツ交流／ソフトボール大会 キャプ
テン会議 

東大和公民館 

平成 28年 10 月 10日 西部北地区スポーツ交流ソフトボール大会 
昭島市くじら公園 
グランド 

平成 28年 10 月 12日 西部北地区役員会 国分寺労政会館 

平成 28年 10 月 14日 第 2回全都会長会 
国立オリンピック記念 
青少年総合センター 

平成 28年 10 月 22日 第 2回 西部北地区会長会／情報交換交流会 東村山アンパルネ 

平成 28年 11 月 15日 小平西高等学校創立 40周年記念式典／祝賀会 
小平市民文化会館 
ルネ小平 

平成 28年 11 月 19日 秋留台高等学校創立 40周年記念式典／祝賀会 
秋留台高校     
あきる野ルピァ 

平成 28年 11 月 22日 羽村高等学校創立 40周年記念式典／祝賀会 
立川市たましん
RISURU ホール/ホテル
日航立川 
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平成 28年 12 月 17日 
西部南地区・北地区合同情報交換会 
参加：13校／35 名 

多摩市パルテノン多摩 

平成 29年 1月 19 日 第 3回 西部北地区会長会 国分寺労政会館 

平成 29年 1月 21 日 
西部北地区スポーツ交流バレーボール大会 
参加：15校／優勝：東大和 

八王子市エスフォルタ 
アリーナ八王子 

平成 29年 4月 19 日 第 4回 西部北地区会長会 国分寺労政会館 

平成 29年 6月 3日 西部北地区定期総会 東村山サンパルネ 

平成 29年 6月 10 日 都高 P連 定期総会 
国立オリンピック記念 
青少年総合センター 

 

3 中部南地区 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28 年 5月 22日 定期総会 神代高校 

平成 28 年 7月 6日 第 1回地区会 ポスター作成、会費の集金について、全 P
連傷害保険、協力員承認 

都高 P連事務所 

平成 28 年 9月 19日 第 2回地区会 会費について、東京地区大会報告、全国大
会報告、支援センター訪問について、災害対策委員会より、
生徒発表会について 

都高 P連事務所 

平成 28 年 10月 31日 中部学校支援センター訪問、第 3回地区会 経営支援センター及び

近隣会場 

平成 28 年 11月 16日 第 4回地区会 全国大会旅行業者選定について、生徒発表
会について 

荻窪地域区民センター 

平成 28 年 12月 18日 生徒発表会 発表内容 富士高校→写真部展示、軽音楽
部、神代高校→アコースティックギター部、ハンドメイキ
ング部、杉並高校→軽音楽部、華道部 

杉並高校 

平成 29 年 3月 27日 第 5回地区会 今年度の活動総括、来年度への予定の確認 都高 P連事務所 

平成 29 年 4月 第 6回地区会（新旧会長会） 神代高校 
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4 中部北地区 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 6月 3日 定期総会 歓送迎会 
池袋サンシャイン 

クルーズクルーズ 

平成 28年 7月 5日 第 1回代表会 
生活作業プラザ(池袋) 

会議室 601号 

平成 28年 7月 10 日 情報交歓会 大山高等学校 

平成 28年 9月 13 日 第 2回代表者会 生活作業プラザ(池袋) 

平成 28年 10 月 12日 第 3回代表者会 生活産業プラザ(池袋) 

平成 28年 11 月 16日 臨時代表者会 
練馬区立区民・産業プ

ラザ 

平成 28年 11 月 30日 表敬訪問 情報交換会 
中部学校経営支援セン

ター支所 

平成 28年 12 月 7日 第 4回代表者会 
練馬区立区民・産業プ

ラザ 

平成 29年 1月 20 日 賀詞交歓会 
池袋サンシャイン 

クルーズクルーズ 

平成 29年 2月 8日 第 5回代表者会 練馬区生活産業プラザ 

平成 29年 3月 8日 臨時総会 第 6回代表者会 貸会議室 明昌ビル 

平成 29年 4月 19 日 会計監査 新旧代表者会 貸会議室 明昌ビル 

平成 29年 5月 24 日 新旧役員引継ぎ 貸会議室 明昌ビル 

平成 29年 6月 2日 定期総会 歓送迎会 GRACE BALI 池袋 
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5 東部北地区 

年 月 日 内  容 会 場 

平成 28年 6月 17 日 

定期総会・懇親会 

【総会】 

1.平成 27年度事業報告 

2.平成 27年度会計報告 

3.平成 27年度会計監査報告 

4.会則改定（会費に関する件） 

5.平成 28年度役員選出 

6.平成 28年度事業計画案 

7.平成 28年度予算案 

8.その他 

【懇親会】 

ホテル ラングウッド 

平成 28年 6月 30 日 第１回役員会 日暮里サニーホール 

平成 28年 7月 7日 

第１回会長会 

 本年度の予定について 

 あだちけいおんフェスタについて 

 西部南地区との情報交換会について 

 被災地復興支援について 

 東部北地区情報交換会について 

 全国大会について 

 その他 

日暮里サニーホール 

平成 28年 7月 23 日 あだちけいおんフェスタ 西新井文化ホール 

平成 28年 8月 4日 第２回役員会 日暮里サニーホール 

平成 28年 8月 6日 西部南との情報交換会 高尾山ビアマウント 

平成 28年 9 月 16日 

～10 月 30日 

東日本・熊本復興支援販売 

【商品：販売数】 

 火の国熊本とんこつラーメン：440食 

 熊本もっこすラーメン   ：440食 

 わかめ入りめかぶスープ  ：270袋 

 めかぶ・青のり・とろろ  ：200袋 

淵江高校 9/16-17 

小石川中教 9/18-19 

荒川工業 10/29-30 

工芸高校 10/29-30 

平成 28年 9月 29 日 

第２回会長会 

 復興支援販売の中間報告 

 東部北地区情報交換会について 

 12 月懇親会について 

 その他 

日暮里サニーホール 

平成 28年 10 月 8日 
東部北情報交換会 

 組織部会／行事部会／会計部会／広報部会 
工芸高校会議室 

平成 28年 11 月 8日 東部学校経営支援センター訪問 
東部学校経営支援セン

ター 

平成 28年 11 月 19日 青井高校 40周年記念式典・祝賀会 
青井高校体育館 

メヒコ足立区役所店 

平成 28年 11 月 19日 第３回役員会 デニーズ梅島店 
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平成 28年 12 月 9日 

第３回会長会・懇親会 

【会長会】 

 復興支援販売の最終報告 

 東部北地区情報交換会の報告 

 経営支援センター訪問の報告 

 その他 

【懇親会】 

日暮里サニーホール 

居酒屋ばんだい 

平成 29年 2月 16 日 第４回役員会 日暮里サニーホール 

平成 29年 3月 2日 

第４回会長会 

 次年度役員について 

 会計（決算・監査）について 

 次年度の予定 

 その他 

日暮里サニーホール 

平成 29年 4月 13 日 第５回役員会 日暮里サニーホール 

平成 29年 4月 27 日 新旧会長会 日暮里サニーホール 

平成 29年 5月 28 日 新旧役員会 日暮里サニーホール 

平成 29年 6月 16 日 平成 29年度定期総会・懇親会 ホテル ラングウッド 
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第３８回ＰＴＡ広報誌コンクール 
毎年開催している都高Ｐ連の広報誌コンクール。第３８回は、平成２８年１月２６日から３月２５日ま 

での募集期間に、加盟、未加盟合わせて５７校の応募がありました。 

表彰式には受賞校の広報委員の方々をはじめ、各校のＰＴＡ関係者約９０名の皆様にご出席いただき、 

６月４日（土）国立オリンピック記念青少年総合センターの小ホールで表彰式を行いました。 

《研修会》 

表彰式に先立ち、講師に株式会社ハンナの代表取締役 井澤彩野氏をお招きして「広報誌作成のコツ・

魅 

力的な誌面作り」に関しての研修会を行った。 

 

・・・・教育員会賞受賞校・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都高 P連加盟校 周年記念式典 

地区 学校名 実施日 式典名 

中部北 豊島高等学校 平成２８年１０月２６日 創立８０周年記念式典 

西部北 小平西高等学校 平成２８年１１月１５日 創立４０周年記念式典 

西部北 秋留台高等学校 平成２８年１１月１９日 創立４０周年記念式典 

東部北 青井高等学校 平成２８年１１月１９日 創立４０周年記念式典 

西部北 羽村高等学校 平成２８年１１月２２日 創立４０周年記念式典 

 受 賞 校 

賞 名 地区 学校名 広報誌名称 賞 名 地区 学校名 広報誌名称 

教育委員会賞 西南 農 業 いなほ 校長協会賞 西北 武蔵野北 はなみずき 

教育委員会賞 西北 国分寺 国分寺 校長協会賞 西南 立 川 立高 PTA 会報 

教育委員会賞 中南 ※豊多摩 豊多摩 校長協会賞 中南 ※国 際 都立国際 

高校生新聞 西南 八王子東 志邏伽之（しらかし） 会長賞 中北 飛 鳥 飛 鳥 

高校生新聞 中南 ※杉並総合 ＳＡＫＵＲＡ ※印は未加盟校です。 

高校生新聞 西南 日野台 ひのだい     
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都高Ｐ連 総合保険制度 平成２８年度実績 

【都高Ｐ連保険制度 28 年度 加入実績】 

1．総合補償制度 

加入校数：37 

加入人数：30796 人 

2．高校生２４時間総合補償制度 

加入校数：75 校 

加入件数：3375 件 

 

【傷害事故】 
 
◆授業中・休み時間、クラブ活動中 
 
 部活動（バスケ）の練習中の出来事。 

バスケの部活中、相手選手の手が鼻に当たった。鼻骨骨折。／\12,000 支払（通院） 
 

 部活動（野球）の練習中の出来事。 
スライディングキャッチ後、バランス崩れ左手小指をつき指。／￥12,000 支払（通院） 
 

 部活動（サッカー）の練習中の出来事。 
ドリブル中、相手選手を追い抜こうとしたところ接触し転倒。右腕骨折/￥101,500支払（入通院） 

 
  

 部活動（サッカー）の練習中の出来事。 
サッカー中、相手のスパイクで右くるぶしを踏まれた。右くるぶし剥離骨折／\22,000 支払（通
院） 

◆通学途中の事故 
 
 自転車搭乗中他の自転車にぶつけられ転倒。左手甲の骨折。／\56,000 支払（通院） 

 
 下校中に駅の階段を踏み外し何段か落ちる。左足首の骨折。／\34,000 支払（通院） 

 
  【賠償事故】 
◆授業中・休み時間、クラブ活動中 
 

 クラブ活動中、友人の楽器を誤って蹴り破損／\21,600 
 
 被保険者が蹴ったボールが窓ガラスに当たりガラス破損。／￥5,800 

 
◆通学途中 
 
 通学自転車運転中、踏切待ちの車の横を通る際に接触。／\226,574 

 
 交差点にて自転車の出会い頭の接触事故／\310,180 

 
 自転車で交差点進入時、左から来た車と接触し車破損／\292,576 

 
 就学中に歩行者に自転車で追突／\20,144 

 
 当方自転車、相手方原付。交差点で出会い頭に衝突。相手車両毀損／\186,292 
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 全高Ｐ連保険制度 平成 28年度実績 
 

【全高Ｐ連保険制度 賠償責任補償制度 ２８年度加入実績】 

賠償責任補償制度 

加入校数：２４校 

加入人数：１７，０５３人 

※２７年度都 高Ｐ連支払状況：１，５６６，３２９円 
 
【対人事故】 
 
◆授業中・休み時間、クラブ活動中 
 

被保険者の体の衝突・ふざけ  ボール使用中・注意散漫・規則違反 
 
学校什器備品使用中・注意散漫 

 
◆通学途中の事故 
 

自転車・その他安全確認不足 
 
自転車・信号無視 
 
自転車・出会い頭 
 
自転車・スピードの出し過ぎ 
 
自転車・タイヤスリップ 
 

  【対物事故】 
 
◆授業中・休み時間、クラブ活動中 
 

被保険者の体の衝突・ふざけ  ボール使用中・注意散漫 
 
学校什器備品使用中・注意散漫 

 
◆通学途中 
 
自転車・スピードの出し過ぎで自動車を破損 

  
自転車・その他安全確認不足で自動車を破損 
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一般財団法人 全国高等学校 PTA連合会 活動報告 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 5月 22 日 第 1回 総務委員会（平成 27年度メンバー） 

第 1回 理事会（平成 27年度メンバー） 

平成 28年度始業計画案について 

平成 28年度収支決算案について 

平成 28年度人事案について 

東京ガーデンパレス 

平成 28年 6月 25 日 第 2回 総務委員会（平成 27年度メンバー） 

第 2回 理事会（平成 27年度メンバー） 

平成 28年度定時総会（前半） 

新旧委員長引き継ぎ会 

東京ガーデンパレス 

平成 28年 6月 26 日 平成 28年度定時総会（前半） 

第 3回理事会 （28年度メンバー） 

平成 28年度定時総会（後半） 

教育懇談会 

東京ガーデンパレス 

平成 28年 6月 26 日 

第 1回 委員会 

健全育成委員会・進路対策委員会・研修委員会 

調査広報委員会・賠償責任補償制度運営委員会 

東京ガーデンパレス 

平成 28年 7月 10 日 第 3回 総務委員会・拡大総務委員会 

第 4回 理事会 

議題①第 66回全国大会岩手大会表彰者の選考 

  ②千葉大会各分科会における担当理事の決定 

  ③第１回全国会長・事務局長研修会(10月) 

  ④委員会報告 

  ⑤その他 

東京ガーデンパレス 

平成 28年 7月 19 日 第 1回 薬物乱用防止パンフレット編集委員会 

H27年度版の評価。編集方針。今後の予定 

全高Ｐ事務所 

平成 28年 9月 13 日 第 2回 薬物乱用防止パンフレット編集委員会 

H28年度版の原稿確認。表紙のデザイン・レイアウト 

全高Ｐ事務所 

平成 28年 10 月 1日 

第 2回 委員会 

健全育成委員会・進路対策委員会・研修委員会 

調査広報委員会・賠償責任補償制度運営委員会 

大阪ガーデンパレス 

平成 28年 10 月 1日 第３回総務委員会・拡大総務委員会 

第５回 理事会 

(1)議題①第 66 回全国大会千葉大会について 

    ②第 67 回全国大会静岡大会について 

    ③熊本地震義援金（第２次）について 

    ④平成 28 年度定時総会の日程 

    ⑤第 1回全国会長事務局長研修会 

(2)報告事項 委員会報告・事務局・その他 

(3)教育懇談会 

大阪ガーデンパレス 
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平成 28年 10 月 2日 第１回 全国会長・事務局長研修会 

(1)研究協議 

  テーマ「子どもの貧困対策について」 

  ①講演：大阪大学 教授 山野則子 

  ②基調報告：「子供の未来応援国民運動」 

(2)理事会報告・その他 

大阪ガーデンパレス 

平成 28 年 11 月 22

日 

第 3回 賠償責任補償制度運営委員会議題 

① 啓発活動について（ツイッターの反響）   

② 賠償責任補償制度の現状と諸課題について 

③ 平成 29年度版手引について   

④ 平成 29年度版募集チラシについて   

⑤ その他 

全高Ｐ事務所 

平成 28年 12 月 4日 拡大総務委員会 

議題①総務委員会報告 

  ②各委員会報告 

  ③その他 

東京ガーデンパレス 

平成 28年 12 月 4日 第６回 理事会 

(1)議題①平成 28 年度補正予算について 

   ②第 2 回全国会長事務局長研修会について 

   ③全国大会静岡大会参加費について 

   ④平成 29 年度事業計画について 

(2)報告事項・その他 

東京ガーデンパレス 

平成 29年 2月 11 日 第 4回 総務委員会 

第 7回 理事会 

(1)議題①平成 28 年度補正予算について 

   ②第 2 回全国会長事務局長研修会について 

   ③全国大会静岡大会参加費について 

   ④平成 29 年度事業計画について 

(2)報告事項・その他 

東京ガーデンパレス 

平成 29年 2月 11 日 第２回 全国会長・事務局長研修会 

  ①文科省講話：PTA に期待すること 

  ②理事会報告 

  ③委員会報告（賠償含む） 

  ④静岡大会報告 

  ⑤その他、諸連絡 

東京ガーデンパレス 

平成 29年 2月 12 日 第３回 委員会 

健全育成委員会・進路対策委員会・研修委員会 

調査広報委員会 

東京ガーデンパレス 

平成 29年 2月 12 日 第 1回 全国大会検討委員会 

議題：全国大会の在り方について 

東京ガーデンパレス 
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東京都公立幼小中高連絡協議会 活動報告 

 構成団体 

 

 

 

 ◎オブザーバー 

 

 ◎東京都担当部署 

・ 

東京都公立中学校 PTA協議会 

・一般社団法人東京都小学校 PTA協議会（主管） 

・東京都公立幼稚園・こども園 PTA連絡協議会 

・東京都公立高等学校 PTA連合会 

 東京都特別支援学校 PTA連合会 

 東京都公立高等学校定通 PTA連合会 

 東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 

  

年 月 日 内  容 会 場 

平成 28年 4月 13 日 

第１回理事会 

【協議事項】 

１．教育庁からの連絡事項・担当者紹介 

２．平成 28年度事業について 

３．主催事業開催について 

４．その他、情報交換 

都小Ｐ連事務所 

平成 28年 7月 6日 

第２回理事会 

【協議事項】 

１．各校種理事自己紹介 

２．教育庁からの連絡事項 

３．平成 28年度委託事業について 

４．主催事業開催について 

５．その他、情報交換 

都小Ｐ連事務所 

平成 28年 7月 30 日 

東京都中学校 PTAリーダー研修会 

内容：講演会 

テーマ:子供･保護者･先生、三方良しの高校選び 

講師:金子一彦(東京学芸大学教職員大学院教授）  

北区 

北とぴあドームホール 

平成 28年 9月 7日 

第３回理事会 

【協議事項】 

１．教育庁からの連絡事項 

２．平成 28年度委託事業について 

３．主催事業開催について 

４．教育懇談会について 

５．その他、情報交換 

都小Ｐ連事務所 

平成 28年 10 月 22日 

東京都幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会 

第一部 東京都教育委員会取組の説明 

    不登校対策について 

第二部 講演：テーマ子供の心の基礎づくり」 

講師:菅野 純(早稲田大学人間科学学院名誉教授）  

文京区立林町小学校 

平成 28年 11 月 9日 

第４回理事会 

【協議事項】 

１．教育庁からの連絡事項 

２．平成 28年度合同リーダー研修会の反省 

３．主催事業開催について 

４．ＰＴＡの振興に関する意見交換会について 

５．その他、情報交換 

都小Ｐ連事務所 
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平成 28年 11 月 26日 

東京都高等学校ＰＴＡリーダー研修会 

テーマ：高校生とインターネット 

 ～保護者が知っておくべきことできること～ 

講師：高橋大洋 

内容：講演会 

 「高校生のインターネット利用は何のため？」  

オリセン 417 

平成 28年 12 月 7日 

第５回理事会【協議事項】１．教育庁からの連絡事項

２．平成 28年度委託事業について３．教育懇談会、

賀詞交歓会開催について４．その他、情報交換 

都小Ｐ連事務所 

平成 28年 11 月 4日 

第 1回ＰＴＡ活動の振興等に関する意見交換会 

【協議事項】 

１．意見交換 

  ・今後のＰＴＡ振興の在り方について 

  ・教育懇談会について     その他 

都庁第二本庁舎 

特別会議室 24 

平成 28年 12 月 16日 

第 2回ＰＴＡ活動の振興等に関する意見交換会 

【協議事項】 

１．意見交換 

  ・都教委と PTA 連絡協議会の連携について 

  ・教育懇談会について     その他 

都庁第二本庁舎 

特別会議室 23 

平成 29年 1月 21 日 

東京都小学校 PTAリーダー研修会 

テーマ：教えて！子供たちの心と身体づくり 

講演：テーマ｢子供たちの健全な心と身体づくり」 

講師：土肥 美智子 

   (国立スポーツ科学センター副主任研究員)  

文京区民センター 

平成 29年 1月 27 日 
東京都公立幼稚園・こども園 PTAリーダー研修会 

内容：講演会  

世田谷区民会館ホール 

平成 29年 2月 7日 

平成 28年度 教育懇談会 

主催：東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 

参加者：【東京都】都立学校教育部、地域教育支 

     援部指導部、人事部 

    【ＰＴＡ】各校種役員、他 

内容： 1）講演「現代社会をタフに生き抜く若者を 

育てるために」 

    2）意見交換会 

「学校と社会をつなぐために」 

都庁第二本庁舎 

31階特別会議室 27 

平成 29年 2月 7日 

平成 29年東京都公立学校ＰＴＡ新年賀詞交歓会 

参加者： 

【東京都】教育次長、教育監、総務部、人事部 

     都立学校教育部、地域教育支援部 

     指導部、青少年･治安対策本部各部長他 

【ＰＴＡ】各校種校長協会会長、各校種役員、他 

都庁第一本庁舎 

職員食堂 
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平成 29年 2月 15 日 

第６回理事会 

【協議事項】 

１．教育庁からの連絡事項 

２．リーダー研修会の講師選定、テーマについて 

３．委託事業の反省、報告、決算書について 

４．29年度の幼小中高連絡協議会について 

  ・主管の確認（都高Ｐ）・スケジュール確認 

５．ＰＴＡの振興に関する意見交換会について 

６．その他、情報交換 

都小Ｐ連事務所 

 

東京都他の派遣事業 派遣報告 

 
＊平成２９年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 5月 9日 

第１回入学者選抜検討委員会 

◎再発防止・改善策 

 再発防止・改善策に基づく採点・点検等の取組 

都庁 会議室 

平成 28年 5月 23 日 

第２回入学者選抜検討委員会 

◎推薦に基づく選抜 

 推薦選抜における選抜方法の改善 

 文化・スポーツ等特別推薦 

都庁 会議室 

平成 28年 6月 6日 

第３回入学者選抜検討委員会 

◎学力検査に基づく選抜 

 学力検査の教科数及び得点と調査書点の算出方法等 

◎その他の制度 

 学力検査問題のグループ作成 

都庁 会議室 

平成 28年 6月 20 日 

第４回入学者選抜検討委員会 

◎その他の制度 

本人得点の開示及び学力検査における答案の開示  

◎学力検査に基づく選抜 

 ・外国籍生徒の受検についての措置 

  （辞書持ち込み及び時間延長） 

都庁 会議室 

平成 28年 7月 4日 

第５回入学者選抜検討委員会 

◎学力検査に基づく選抜 

 ・分割募集 

 ・男女別定員制の緩和 

◎その他の制度 

 ・都立高等学校入学者選抜における不登校・ 

  中途退学者対策の在り方 

◎報告書（案）       

都庁 会議室 

平成 29年 3月 27 日 

第６回入学者選抜検討委員会 

◎アンケート調査及び聞き取り調査の結果 

 ・ 外国籍生徒等を対象  

◎特別部会のまとめ（報告） 

都庁 会議室 
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＊健康づくりフォーラム委員会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 5月 10 日 

第１回委員会 

 ・H28 健康づくりフォーラムについて 

 ・自己紹介 

東京都医師会館 13 階 

平成 28年 7月 5日 

第２回委員会 

 ・プログラムについて 

 ・時程、講演・発表の概要、当日について 

東京都医師会館 ５階 

平成 28年 7月 28 日 

平成２８年度健康づくりフォーラム大会 

 ・開会式 

 ・講演会、表彰式 

 ・表彰校による発表 

 ・一般発表 

 ・特別発表、閉会式 

都庁第一本庁５階 

大会議場 

平成 28年 11 月 1日 

第３回委員会 

 ・平成 28年度健康づくりフォーラムの反省 

 ・平成 29年度健康づくりフォーラムの検討 

  事項について ・その他 

東京都医師会館 ５階 

平成 29年 3月 8日 

第４回委員会 

 ・平成２８年度健康づくりフォーラムの検討 

  事項について 

 ・平成２８年度健康づくりフォーラム実行委 

  員について ・その他 

東京都医師会館 13 階 

 

＊東京子ども応援協議会 

年月日 事 項 会 場 

平成 28年 6月 2日 

第 11 回東京子ども応援協議会 総会 

協議会会長の舛添都知事の挨拶、基調講演は絵本作家

でもある高野優さん「子は育ち、親も育つ～子供は親

の鏡である～」。漫画を描きながらの講演。 

部会報告 

① こころの東京革命推進会議 

② 中学生の職場体験推進協議会 

③ 地域教育推進ネットワーク 

④ 子供に万引きをさせない連絡協議会。 

閉会は副会長の川淵チェアマン。 

都庁 都民ホール 

 

＊こころの東京革命協会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 6月 28 日 

こころの東京革命協会第１回 総会 

都知事が名誉会長、会長は川淵三郎氏（元Ｊリーグチェアマン）。当連合会は正会

員。 

スローガン「大人が変れば子供が変わる 子供が変れば未来が変わる」にあるよ

うに、大人が子どもの手本となろう、が基本ルール。 

都庁・二庁ホール 
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＊少年の健全育成をめざす全都大会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 6月 20 日 

第 37 回少年の健全育成をめざす全都大会 

開催日 平成２８年６月２０日（月）13:30～16:45 

内  容  主催者代表挨拶 警視総監 

        生徒の主張 

        講演会         増田明美さん 

        特別公開授業 

        警視庁音楽隊による演奏 

会  場 北とぴあ 

荻窪事務所 

 

＊東京都教職員研修・研究評価委員会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 27年 7月 16 日 

第１回東京都教職員研修・研究評価委員会 

都教育委員会による教職員研修センターの実施してい

る研修・研究の充実を図るための評価委員会委員を委

嘱され着任した。 

東京都教職員研修セン

ター 

平成 28年 8月 12 日 

研修視察１ 

生活指導ⅠＢ「生活指導の基礎・基本」 

喫緊の教育課題である「いじめ問題」、「サイバー犯罪」、

「危険ドラッグ・薬物乱用」についての現状や課題に

ついて理解を深め、対応について学ぶ。 

東京都教職員研修セン

ター 

平成 28年 8月 12 日 

研修視察２ 

「協働学習・双方向型の授業におけるＩＣＴ活用中級

講座」 

協働学習・双方向型の授業におけるＩＣＴ活用につい

て、実践的な知識や技術及び技能について学び、自ら

の授業改善を図る。 

東京都教職員研修セン

ター 

平成 28年 8月 28 日 

研修視察３ 

「喫緊の教育課題についての研修」 

教職経験年数 20 年程度の教員を対象とし、東京都の喫

緊の教育課題に対する正しい知識と認識を深め、その

解決に向けた対応の方法等を身に付け、若手教員への

指導や育成に役立てる。 

東京都教職員研修セン

ター 

平成 28年 9月 25 日 

研修視察４ 

「公立学校校長職候補者研修」 

様々な教育課題に適切に対応し、組織として解決する

マネジメント力を身に付けるとともに、昇任直後から

校長としてのリーダーシップを発揮し組織的な学校経

営を推進する力を身に付ける。 

東京都教職員研修セン

ター 

平成 29年 2月 7日 

第２回東京都教職員研修・研究評価委員会 

27年度研修センターの事業への評価を踏まえた事業改

善についての説明と、28 年度の事業概要についての説

明があった。 

東京都教職員研修セン

ター 
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＊東京少年柔道・剣道錬成大会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 7月 25 日 

第 43 回東京少年柔道・剣道錬成大会 開会式 

各地の警察署の道場で柔道・剣道を学んでいる子ども

たちが一堂に会し、試合錬成を行うもの。 
日本武道館 

 

＊平成 28年度麻薬・覚醒剤乱用防止運動都民大会 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 11 月 27日 

H28年度「麻薬・覚醒剤乱用防止運動 東京大会」 

乱用防止の功労者、防止ポスター、標語入賞者の表彰

式、東京都の取り組みの紹介、および薬乱防高校生会

議活動成果発表として足立高校、足立西高校の生徒に

よる発表があった。 

都庁 都民ホール 

 

＊東京都学校保健会                            池本 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 29年 3月 10 日 
東京都学校保健会第 2回評議員会 

28年度学校保健会の事業計画および予算の審議・承認 東京医師会 

 

＊｢SNS 東京ルール｣推進協議会                       池本 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 3月 17 日 

第 1回｢SNS東京ルール｣推進協議会 

会長は教育監。27年秋設定・公開された「SNS 東京ル

ール」を推進徹底するため、各通信業者も含めたメン

バーにより約 1年間に亘り検討していく会議の第 1回。

児童・生徒のインターネット利用に関わる現状と課題

を、出席者それぞれの立場で発言、課題解決に向け、

歩み始めた。 

都庁 S6特別会議室 

 

＊東京都麻しん・風しん対策会議（主催：東京都福祉保健局）       長谷川/西藤 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 3月 26 日 
保育所・幼稚園職員向け研修「乳幼児期の予防接種と

感染症対策」 

TKPガーデンシティ 

御茶ノ水 

平成 28年 11 月 25日 

平成 28年度 第 1 回東京都麻しん・風しん対策会議 

(2016年中間状況を資料配布) 

・目的は発生予防(平常時対策)とまん延防止(発生時対

策)。委員は、医療関係者･専門科･医薬品(ワクチン)製

造販売･教育関係者･事業者団体･保険者･行政(自治体･

教育関係･福祉保健局)機関の 25名。 

(1)麻しん・風しん対策に係る経緯について 

(2)平成 28年東京都の麻しん･風しん対策について 

(3)都内での麻しん･風しんの発生状況等について 

(4)都内での麻しん･風しんの予防接種の実施状況 

(5)都内自治体の麻しん･風しん対策の取組状況 

・2016 年度状況は 2 期予防接種率向上(1期 97.3%、 

東京都医師会 
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2 期 89.3%)施策と大人の低抗体者対策(国外感染者 

の増加)が課題(ワクチンの量的不足対策要)。 

 

平成 29年 3月 18 日 

医療関係者向け研修会「麻しん診断力向上にむけて」 

講演①；“alternative face になった麻疹」 

講師：国立感染症研究所感染症疫学センター 

主任研究官 島田 智恵 

講演②：麻しんの診断・検査のポイント 

講師：がん・感染症センター都立駒込病院 

感染症部長 今村顕史 

御茶ノ水ソラシティカ

ンファレンスセンター 

 

＊がんばれ先生！東京新聞教育賞実行委員会                  芦沢 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 5月 16 日 

平成 28年度 第１回実行委員会 

(1)第 18 回「がんばれ先生！東京新聞教育賞」の報告 

(2)第 19 回「がんばれ先生！東京新聞教育賞」の募集

要項について 

(3)今後の日程について 

都庁第一本庁舎 

平成 28年 12 月 9日 

第 19 回「がんばれ先生！東京新聞教育賞」 

第 1回審査委員会 

(1)審査について 

(2)今後の日程について 

東京新聞東京本社 

平成 29年 2月 8日 

第 19 回「がんばれ先生！東京新聞教育賞」 

第 2回審査委員会 

(1)審査 

(2)今後の流れについて 

東京新聞東京本社 

平成 29年 3月 28 日 第 19 回「がんばれ先生！東京新聞教育賞」表彰 日本プレスセンター 

 

＊女性活躍推進会議・男女平等参画を進める会                芦沢 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 7月 8日 

平成２８年度 第１回合同会議 

⑴東京都の行動計画 

 「チャンス＄サポート東京プラン 2012」の改定 

 「東京都女性活躍推進計画」の策定について 

⑵意見交換 

都庁第二本庁舎 

 

＊総務省 フィルタリングの在り方検討会議                高田 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 8月 17 日 

第 1回フィルタリングの在り方に関する検討協議会 

総務省の「青少年の安心・安全なインターネット 

利用環境整備に関するタスクフォース」を受け設置さ

れた安心ネットづくり促進協議会（安心協）に全国高

等学校ＰＴＡ連合会健全育成委員会より参加。 

青少年・保護者のニーズや利用実態を踏まえて、 

スマートフォン時代における青少年の安心・安全な 

インターネット利用に資する、フィルタリングを含め

安心ネットづくり 

促進協議会会議室 
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た今後の在り方についての改善指針の提案を協議して

いる。 

平成 28年 9月 29 日 

第 2回フィルタリングの在り方に関する検討協議会 

前回に引き続き、フィルタリングサービスの概要、使

用実態調査等について議論。 

安心ネットづくり 

促進協議会会議室 

平成 28年 10 月 31日 

第 3回フィルタリングの在り方に関する検討協議会 

総務省の「青少年の安心・安全なインターネット 

利用環境整備に関するタスクフォース」で提示さ 

れた論点とその解決に向けた方向性について議 

論、整理するとともに、改善指針を提案すること 

を目的として検討を行った。 

安心ネットづくり 

促進協議会会議室 

平成 28年 11 月 28日 

第 4回フィルタリングの在り方に関する検討協議会 

総務省の「青少年の安心・安全なインターネット 

利用環境整備に関するタスクフォース」で提示さ 

れた論点とその解決に向けた方向性について議 

論、整理するとともに、改善指針を提案すること 

を目的として検討を行った。 

安心ネットづくり 

促進協議会会議室 

 

＊全高Ｐ・薬物乱用防止パンフレット編集委員会              高田 

年 月 日 内 容 会 場 

平成 28年 7月 19 日 

薬物乱用防止パンフレット編集委員会第１回 

毎年発行している「薬物乱用防止パンフレット」は 

全高Ｐが一般社団法人として認可されるための要素と

なったもので、全高Ｐとしては外せない事業。 

健全育成委員会副委員長＝編集委員会メンバーとして

参画した。 

(1)平成 27年度パンフレットの評価について 

(2)平成 28年度パンフレット編集方針について 

(3)今後の作業日程について 

全国高等学校 PTA連合

会事務所 

平成 28年 8月 18 日 

薬物乱用防止パンフレット編集委員会第２回 

(1)平成 28年度版パンフレット原稿確認修正について 

(2)パンフレットのデザイン、レイアウトについて 

(3)今後の作業日程その他について 

全国高等学校 PTA連合

会事務所 
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平成２８年度 東京都公立高等学校 PTA 連合会 役員等一覧 

                             平成２８年６月１０日現在＜凡例＞

☆：OB 

 相  談  役 

 相談役 澤海 富保 東京都公立高等学校長協会   事務局長 

  相談役 天沼 照夫 東京都公立高等学校長協会   元常任理事・全国高等学校  
  相談役 福田 洋三 東京都立高等学校副校長会   会長    都立石神井高等学校                
  相談役  澤田  悟 東京都立学校経営企画室長会  会長    都立町田工業高等学校               

 

  

 役       員 

 役 職 地 区 氏 名 学 校  役 職 地 区 氏 名 学 校 

☆ 会 長 中部北 池本 義信 豊島 ☆ 副会長 中部北 木村 豊行 大山 

☆ 副会長 西部南 長谷川栄一 翔陽 ☆ 副会長 東部北 高田 教子 向丘 

☆ 副会長 西部北 芦沢喜美枝 久留米西   東部南   

☆ 副会長 中部南 砂金 達 富士   島嶼   
 

 

 地 区 長 

 役 職 地 区 氏 名 学 校  役 職 地 区 氏 名 学 校 

 地区長 西部南 松本  旭功 町田工業  地区長 東部北 鈴木 皇紀 江北 

 地区長 西部北 橋本 政幸 秋留台  地区長 東部南   

 
地区長 中部南 

西園寺 まゆ

み 
杉並  地区長 島嶼   

 地区長 中部北 鈴東 諭司 大山      
 

 

 理   事 

 役 職 地 区 氏 名 学 校  役 職 地 区 氏 名 学 校 

☆ 理 事 西部南 松本 成仁 片倉 ☆ 理 事 中部北 有田 玲子 飛鳥 

☆ 理 事 西部南 藤原 富夫 富士森 ☆ 理 事 中部北 山岸 康世 石神井 

☆ 理 事 西部南 本城 菊乃 永山  理 事 中部北 大城のり子 板橋 

☆ 理 事 西部北 金谷 豊 田無  理 事 東部北 巣山 員也 小石川 

☆ 理 事 西部北 田中 茂太 多摩工業  理 事 東部北 岡本 剛 足立工業 

☆ 理 事 西部北 高根 啓 武蔵野北  理 事 東部北 杉浦 文隆 足立東 

☆ 理 事 中部南 齋木多恵子 神代 ☆ 会計理事 東部北 小山 雄志 上野 

☆ 理 事 中部南 榊原 正人 杉並      

 

 評 議 員 

 役 職 地 区 氏 名 学 校  役 職 地 区 氏 名 学 校 

☆ 評議員 西部南 河合 滋 町田 ☆ 評議員 中部北 伊藤 裕司 大泉 

☆ 評議員 西部北 谷川 寧子 武蔵野北 ☆ 評議員 東部北 小笠原 靖 足立 

☆ 評議員 中部南 鈴木 弘恵 目黒      

 
 

 
 選挙管理委員 

 役 職 地 区 氏 名 学 校  役 職 地 区 氏 名 学 校 

 選 管 西部南 丸橋  由美 八王子北  選 管 中部北 三上 賀子 井草 

 選 管 西部北 河野 淳一 多摩工業  選 管 東部北 城戸 幸春 青井 

 選 管 中部南 臼倉 健司 富士      
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平成２８年度 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 役員分担表 

都高Ｐ連    

役職（地区） 氏名 職務 担当委員会 

会長 （中部北） 池本 義信 会務全般の統括、総会 加盟校促進委員会 

副会長（西部南） 長谷川 栄一 H２８全国大会 学校教育委員 

副会長（西部北） 芦沢 貴美枝 会計、保険、事務局 ２８東京地区大会・選挙管理委員会 

副会長（中部南） 砂金 達 H２９全国大会 ２９東京地区大会 

副会長（中部北） 木村 豊行 運営委員会 調査広報委員会 

副会長（東部北） 高田 教子 都高Ｐ連行事、対外 災害対策委員会、子どもの貧困委員会 

事務局長 青木 真佐枝 事務全般  

事務局員 鵫巣 希久子 事務全般  

関連Ｐ連    

 氏名 全国高 P連 幼小中高 P連理事会⇒年間６回 

池本 義信 
東京地区長、理事、研修委員会  理事会年５回程度 

研修委員長 総務委員会（年５回程度） 
理事 

木村 豊行 調査広報委員会 年３回  

芦沢 貴美枝 進路対策委員会 年３回  

高田 教子 健全育成委員会 年３回 理事 

青木 真佐枝 
東京地区事務局長⇒全国会長・事務局長研修会年３回 

賠償責任補償制度運営委員会 年３回 
事務局 

東京都の委員会  

委員会・会議名称 所管・窓口 担当者  

東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 東京都教育庁都立学校教育部  高田 １年（２９年３月まで） 

東京都教職員研修センター評価委員会 東京都教職員研修センター 池本 １年（２９年３月まで） 

ＰＴＡ振興に関する意見交換会 教育庁地域教育支援部 池本/青木 １年（２９年３月まで） 

関連団体の会議等 

委員会・会議名称 所管・窓口 担当者 

心の東京革命推進協議会 東京都 青少年・治安対策本部 池本 

東京都安全・安心まちづくり協議会 東京都 青少年・治安対策本部 長谷川、原田 

東京子ども応援協議会  東京都 青少年・治安対策本部 原田、榊原 

首都交通対策協議会 暴走族特別部会 東京都 青少年・治安対策本部 池本 

東京都推奨携帯電話端末等検討委員会 東京都 青少年・治安対策本部 高田 

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会 東京都 教育庁 総務部、東京新聞 芦沢 

健康づくりフォーラム実行委員会 東京都 教育庁 教育支援部 高田 

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 都民大会 東京都 福祉保健局 健康安全部 池本 

東京都エイズ専門家会議 東京都 福祉保健局 健康安全部 高田 

第２期 東京都男女平等参画推進会議 東京都 生活文化局 都民生活部 芦沢 

第９期 東京都男女平等参画を進める会 東京都 生活文化局 都民生活部 芦沢 

東京都学校保健会 （評議員） 東京都 学校保健会 池本 

東京都麻しん対策会議 東京都 医師会 長谷川/西藤 

社会を明るくする運動 東京都推進委員会 東京保護観察所 企画調整課 長谷川/西藤 

少年の健全育成をめざす全都大会 警視庁 生活安全部 少年育成課 池本 

子供を守るネットルールTOKYOキャンペー

ン 
警視庁 生活安全部 少年育成課 池本 

「ＳＮＳ東京ルール」推進協議会 東京都 教育庁 指導部 池本 

 ※西部南地区副会長の長谷川は勤務地移動の為、平成２９年１月まで。後任は西藤義則が就任 
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平成２８年度 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 委員会名簿 

        ☆=委員長  ★＝副委員長 

 役職 地区 氏名 学校名   役職 地区 氏名 学校名  

学
校
教
育
委
員
会 

☆ 西部南 松本 成仁 片倉  第 ☆ 西部南 藤原 富夫 富士森 

★ 西部北 金谷  豊 田無  28 ★ 中部北 大図 信子 武蔵丘 

  中部北 有田 玲子 飛鳥  回
東
京
地
区
大
会 

  西部北 谷川 寧子  武蔵野北 

  東部北 巣山 員也 小石川    西部南 志賀 充子 小川 

  西部南 小紫  朗 南平    西部北 小野寺 敦子 田無 

  西部南 筒井 孝敏 府中    西部北 小山 久江 東村山西 

  西部南 上田 佳代 松が谷    中部南 岸  祐子 杉並 

  中部北 野村 直子 鷺宮    中部北 篠原 則子 飛鳥 

  西部北 宮崎由美子 小平西    東部北 小島 弥生 足立西 

  西部北 栗原  忍 東村山西       

  東部北 會澤都代子 江北   役職 地区 氏名 学校名 

      第 ☆ 中部南 榊原 正人 杉並 

 役職 地区 氏名 学校名  29 ★ 中部北 大城のり子 板橋  

調
査
広
報
委
員
会 

☆ 中部北 山岸 康世 石神井  回
東
京
地
区
大
会 

  西部南 藤原 富夫 富士森 

★ 西部南 本城 菊乃 永山    東部北 杉浦 文隆 足立東 

  西部北 田中 茂太 多摩工業    西部北 宮崎由美子 小平西 

  中部南 齋藤 昌夫 富士    中部北 鈴東 諭司 大山 

  中部北 大図 信子 武蔵丘    東部北 渡部 史雄 荒川工業 

  東部北 岡本  剛 足立工業       

  東部北 福田  勉 足立   役職 地区 氏名 学校名 

      子
ど
も
の
貧
困
対
策
委
員
会 

☆ 西部北 田中 茂太 多摩工業 

 役職 地区 氏名 学校名  ★ 西部北 石田 直美 小平西 
災
害
対
策
委
員
会 

☆ 中部南 齋木多恵子 神代    西部南 中田 充樹 府中西 

★ 西部北 高根  啓 武蔵野北    西部北 大平 圭子 武蔵村山 

  東部北 寺嶋 幹夫 足立西    中部南 榊原 正人 杉並 

  西部北 角間 絹代 東村山西    中部北 村島 祐子 武蔵丘 

  西部北 須貝 玲子 国分寺    中部北 六郷 伸司 農芸 

  西部北 郡司 淳子 小金井北    東部北 阿部 幸子 淵江 

  西部北 櫻井 宣子 国分寺           

  中部南 榊原 正人 杉並   役職 地区 氏名 学校名 

  中部北 昆野ひろみ  練馬工業  加
盟
検
討
促
進
委
員
会 

☆ 東部北 三木 健司 小石川 

  東部北 高松  恵 足立工業    西部南 松本 旭功 町田工業 

        西部北 橋本 政幸 秋留台 

 役職 地区 氏名 学校名    中部南 西園寺まゆみ 杉並 
選
挙
管
理
委
員
会 

  西部南 丸橋  由美 八王子北    中部北 鈴東 諭司 大山 

★ 西部北 河野 淳一 多摩工業    東部北 鈴木 皇紀 江北 

  中部南 臼倉 健司 富士       

  中部北 三上 賀子 井草       

☆ 東部北 城戸 幸春 青井       
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組織図 
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第28回東京地区高等学校PTA連合会大会
　7月9日（土）、国立オリンピック記念青少年総合センターにて、第２８回東京地区高等学校PTA連合大会　大
会テーマ「再発見！愛」〜対話の力無限大〜　が開催され、足元の悪い中多くの保護者・生徒が参加しました。
　ステージでは、夜回り先生こと水谷修氏の基調講演、PTA活動事例発表２件、委員会活動発表４件を行いまし
た。途中、高校生による和太鼓やジャグリングによるアトラクションで大会を盛り上げました。
　ホワイエでは、各地区の特色のある活動内容を１枚のパネルにまとめ、展示を行いました。
　今回、PTA事例発表では、大島海洋国際高校の海洋実習中止を受け、PTAにより連絡会を発足させ、海洋実
習実行までの取り組みが報告されました。現在は、海洋実習の継続と内容の充実を目的に委員会を発足し活動推進中です。また、
富士高校ではPTAが主催し保護者による職業紹介の事例発表がありました。尚、富士高校は、全国高P連・千葉大会でも発表します
（【編集部註】詳報は次号にて）。最後に発表者、参加された高校生をはじめとする関係各位のご協力により無事終了できたことを
感謝申し上げます。	 【東京地区大会実行委員長　藤原富夫】

基調講演講師は　夜回り先生こと水谷修氏。講演時間は60分と先生の講演にしては短い時間だったので、怒涛のごとく話されま
したが、親はもとより高校生の周囲に居る大人達の責務を強く感じさせる講演でした。

大島海洋国際高等学校事例発表：「大島丸連絡会」について
発表者：都立大島海洋国際高校　ＰＴＡ副会長　植松和宏

基調講演：夜回り先生　水谷　修　氏
【プロフィール】　1956年、横浜に生まれる。少年期を山形にて過ごす。上智大学文学部哲学科
卒業。横浜市にて、長く高校教員として勤務。12年間を定時制高校で過ごす。若者たちから「夜
回り」と呼ばれている深夜の繁華街のパトロールを通して、多くの若者たちとふれあい、彼ら
の非行防止と更生に取り組んでいる。現在、花園大学客員教授、テレビ番組レギュラーコメン
テーター。著作多数。

　「昼の世界は美しい世界。美しい花や美しい鳥の声で溢れている。僕の住む夜は、闇の世界。夜の世界は魅
力的に見える。
　キレイだと思った場所に、朝６時に行ってみてほしい。
　全然違う。ネオンが光って綺麗に見えた夜の世界はそこにはない、すえた臭い、薄汚い世界、ちっとも美し
くもない、そして夜の世界はウソの世界。〜」

　大島海洋国際高校は「海を通じて世界を知る」という教育
目標で、海洋実習の授業をはじめ、カッター部、セーリング部、
潜水部、フィッシング部など、周囲を海に囲まれた大島なら
ではの特色のある部活動や授業を行っております。２００名
以上の生徒が寮生活をし、通学生と共に、日々シーマンシッ
プを学んでおります。ＰＴＡは大島という特殊性から、在京
部会、在島部会が組織され、在京、在島で作業を分担しなが
ら、学校行事のお手伝いやＰＴＡによる学年レクリエーショ

ンなどの活動を行っております。
　そんな中、平成２６年度の２学期に入り、船員の不足により、
海洋実習が実施できない状況となりました。そこでＰＴＡで
は、保護者代表による大島丸連絡会を発足させ、東京都や学
校に対して、安全な航海実習の実施に向けて、さまざまな取
り組みを行いました。また、生徒も署名活動を自主的に行い、
東京都に対して早期に海洋実習が実現できるよう要望をして
きました。
　結果、２７年度に入り、実習が実施できることになりまし
たが、今でもさまざまな問題が残っており、大島丸連絡会は
引き続き活動しております。
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【１日目・７月３０日（土）】
　朝７時半に新宿西口集合。いざ車中へ。

　『ならはＰＡ』で休憩後、南相馬市出身で今回のコーディネー
ター馬場氏の案内と説明を受けながら、バスは常磐富岡ＩＣ
を出る。国道６号の自動車のみ通行可の道路を北上し、現在
も居住できない双葉郡の町並みを車窓から見学。一般住宅地
や店舗等に立ち入れないようにバリケードが設置されている
風景を眺めていると、自然に目が潤んでくる。

　住まいはもちろん、自家用車も失い、そして墓地（遺骨）
さえ動かすことができないと聞く。除染土壌を大きな黒い袋
に入れ、山積み保管している仮置き場を何カ所も通り過ぎ、
所々にあるリアルタイム線量計を見る。
　バスは南相馬市へ進み、人々や車の往来という普段当たり
前に感じている町の様子である。しかし、居住人口は、震災
前の１０分の１に過ぎないという。除染作業をする人たちの

宿泊施設やそのための車が非常に多いのも印象的だ。
　道の駅「南相馬」に到着。遅い昼食となるが、かわいいお
出迎えを受け心が和む。

　消防・防災センターでは、福島県高等学校ＰＴＡ連合会の
田中会長と高橋事務局長も合流。津波の高さを表示したポー
ルに驚きながら、全国から寄せられたメッセージにも心打た
れる。
　その後、海岸に足を伸ばし、東北電力原町火力発電所を左
手に見ながら、しばらく波と戯れる。緊張感が多少ほぐれ、
生徒たちのみならず、大人たちも自然の雄大さを満喫する。
　この波があの日に大きく姿を変え、人や家や田畑を奪った
…。テレビ等で目にしていたがれきの山はきれいに撤去され、
今は緑豊かな草原となっており、そこに生活していた多くの
人たちのことを思い起こす術（すべ）もないくらい静まりか
えっている。

　１７時半、宿泊地「農家民宿いちばん星」に到着。庭先でバー
ベキューを楽しむ。「僕焼く人」「私食べる人」…生徒たちの
個性も垣間見られ、地元産の野菜類に舌鼓を打つ。
　また、民宿「いちばん星」の星氏知人のNobyさんによる
トランペットの音色が、星空の下、心に染み渡る。
　星氏から、震災直後から今までの体験を伺う。市職員とし
て確定申告の対応中だったその日から、約１年避難所の担当
となり、避難所閉設に伴い、元の業務に近く戻るように言わ
れるも避難所生活担当を望むが叶わないと知ると、市役所を
退職し、民宿を始められたとのこと。そしてプロジェクトも
立ち上げ、被災地から地域の再生、新たな活力創造のために
活動されている。被災者と支援者の枠を超えた縁を大事にし

第8次「高校生東北被災地視察ツアー」を終えて
参加者32名　　生徒 15名　　保護者 4名　　引率者 13名（都高Ｐ連役員、災害対策委員会委員）
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◇地区の集まりは、私にとっては大変為になるものでしたが、
欲を言えば、行事の相談・報告会ではなく、今後は各学校
の悩み相談会のような会になればいいなと思います。

◇何でこんなに学校で差（いろいろな意味で）があるのだろう。
　地区、都高 P連がありながら、統一化、標準化がなぜでき
ないんだろう。

　勿論、グレーゾーンはあるとは思いますが、幅がありすぎ。

◇誰にも言えないこのモヤモヤを本当に打ち明けてもいいのか
迷いました。

　私の胸の内を聞いて下さい……
　☆☆高校では会長の引き継ぎが何もないのです。
　ノートやファイル何もないのです……
　分からない事があったらメールで聞いてと言われました。
　会長としての心得やスタンスが分からないまま、これでいいの
か良くないのか、自己流で会長を名乗っている自分が不安で
す…

　こんな気持ちと、歴代の会長の様に立派には出来ないから同

じ一年を過ごすなら会長会で友達を沢山作って楽しくやろう
という気持ちとが入り乱れていて……

　今の自分のまま参加しても意味があるのか不安です。

◇総会までの２ヶ月ほどの訳が分からないうちに会長の仕事が
始まり、引継ぎの際の内容が頭に入っていなくて、一年間の
活動も把握出来ないまま、経験者の主導に付いていく感じで
した。

　会長としてこれで良いのかな？と。

都高Ｐ連会報誌は愛称を募集し『とこっぴ』に決ま
りました。併せてロゴのデザインを募集しましたが、
応募数が少なく採用基準に満たなかったので、次号
に見送らせて頂きます。今回応募して頂いた方々、
大変申し訳有りませんでした。（調査広報委員会）

「どんな活動をしているの？」と聞かれたときに、「これを見て！」
と即座に手渡していただけるような、みなさまの日頃のボランティア活動と、
そこに在る熱い想いが伝わるような誌面をめざして、ここに第81号をお届け
します。是非手から手へ、会員の皆さまのみならず、PTA活動への理解の一
助としていただければ幸いです。【調査広報委員会：岡本　剛、齋藤昌夫】

１年目会長の悩み
言葉に出せば少しは楽になるかも……
いきなり会長になった人も多いのではないですか？
「会長やります。」なんて、責任感と勇気のある人がつい言っ
てしまうんです。責任感が有れば有るほど、言えない悩み
も出てきますよね。そんな会長の心の声を聞かせてもらう事
で、これからの都高P連を考える材料に出来たらと思います。

あ、自分も同じだ…と思って少しでも共感出来れば、少しだけ肩の力が抜けませんか？
何か言いたい事がある会長さん！
何でも良いから打ち明けてみてみませんか？

お
詫
び

編集後記
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P８　１年目会長の悩み第２弾

第66回全国高等学校PTA連合会大会千葉大会
「再発見！愛」〜今こそ信じよう愛の絆〜

（第66回大会メインテーマ）

砂金　達さん（都高P連 副会長、東京都立富
士高等学校・東京都立富士高等学校付属中学
校「父母と先生の会」前会長）による事例発表

（P.3）
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　第一部では、今年東京都公立高等学校 PTA 連合会
相談役に就任された天沼昭夫氏（東京都公立高等学校
長協会元常任理事・全国高等学校体育連盟会長）より

「新たに加盟校を増やしていくこと」についてお話を
いただきました。　　　　　
　上半期の活動報告に続いての第二部・情報交換会で
は、各地区地区長の紹介に続き子どもの人数でグルー
プを分けての情報交換がありました（参加者 88 名）。「学校の様子が知りたいと思
い PTA に係ったことがきっかけで、小・中・高と PTA の役員をしている」（子
ども４人の母）／「子どもが受験生となり受験期の子どもとの接し方等の情報が得
られると思い、PTA 活動に参加するようになった」（受験生の親）
　PTA 活動への参加のきっかけは、多くは自分の子どもの「学校での様子が知り
たい」「情報を得たい」ということであるものの、わが子のことに留まらず、今の高
校生の置かれている環境や課題を知ることにより、さらなる「主体的な参加」や「役
員としての活動」へと広がっているようです。

 第２回全都会長会 　平成28年10月14日（金）　於：国立オリンピック記念青少年総合センター

　次回第67回大会は静岡で開催です。
　都高P連ホームページから右のバナーをクリックすると公式ホームページをご覧いただけます。

全国高等学校PTA連合会大会 静岡大会
 　平成29年8月24日（木）～25日（金）

（スローガン）有徳の人づくり～未来のために行動する「一人」を育てよう

4　　都高P連会報　2016年 第82号

第66回全国高等学校PTA連合会大会千葉大会
 表　彰  　　今大会において東京都の表彰対象は以下の通りでした。おめでとうございます。（敬称略）

＊平成28年度 優良PTA文部科学大臣表彰
 東京都立富士高等学校・東京都立富士高等学校付属中学校　父母と先生の会

＊平成28年度 全国高等学校PTA連合会 会長表彰（個人）
 池本　義信 榊原　正人   

＊平成28年度 全国高等学校PTA連合会 会長表彰（団体）  
 東京都立永山高等学校 PTA 東京都立小石川中等教育学校 PTA 

＊平成28年度 全国高等学校PTA連合会 会長表彰（役員等）  
 原田　　仁    

 記念講演  市原 悦子さん

テーマ「　私の選んだ女優の道　」
　小学校低学年の頃に戦争で疎開して、その時に色々なことへの感謝

（食べられる感謝・生きられる感謝など）を覚えたそうです。
日本昔話の仕事では、いつも配役はその時に決める＜どんな役でも出
来る様に＞面白いやり方でやっていたそうですが、とても困ったときが
あったそうです。
　力自慢の話で、とても大きな人の役が自分に来たとき、声が細いし
困ったと思ったそうですが、相撲取りの高見山を真似てやったら大成
功したなどと、色々な御自分の体験談を話してくださいました。

その後、下記の本、2冊の読み聞かせをしてくださいました。
・グリム童話の「ねむの木」
　やさしい母さんが死んで・・・継母が来て、その継母に殺され、そのま
まスープにされ、それを何も知らないお父さんが食べてしまうが・・・と
ういう童話というよりサスペンス劇場を１話見たかのような話でした。

・野坂昭如の「たこになったお母さん」
　空襲のサイレンで少し逃げそびれた親子が火に囲まれて、水を求め
るが子供を守り死んでしまう母、そして、残された子もまた、母の待つ
空へと行ったという戦争の話で、会場の皆さんが泣いてしまいました。

　会場にいる全ての人が一声で引き付けられ、そして、その世界へと連
れて行かれてしまう。お話は、映画を見たかのように私の中に映像とし
て入って来ました。とても素敵な方でした。

【報告：東京都立永山高等学校PTA副会長　福田 友理】

　戦争中だった子どもの頃のこと、学校時代のこと、女優になったきっ
かけなどと、朗読を２編・・人を引き付ける話術の巧みさと、臨場感あふ
れる朗読の素晴らしさに、ただただ感動しているばかりであった。
　『努力しても必ず報われるわけでも、素直な気持ちになっても、必ず
いいことがあるわけではない。理不尽なことが多い世の中だけれど、そ
れでも、やらなければならないことをひとつひとつやるしかない』とい
う市原氏の言葉が強く印象に残った。

【報告：東京都立永山高等学校PTA書記　矢島亜紀】
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　平成 28 年度　東京都教育委員会委託事業　東京都公立幼
小中高ＰＴＡリーダー合同研修会『心のエネルギーを補給し

よう！～未来の夢
に続く道を歩む
子供たちのため
に～』が平成 28
年 10 月 22 日
開催されました。
　第１部では東
京都教育委員会の

「 不 登 校 対 策に
ついて」、東京都
教育庁指導部不

登校施策担当課長　中西正樹氏より説明がありました。文書
だけでは伝えきれない教育委員会の取組について中西課長の
説明に参加されていた保護者からは「きめ細かい年齢別の取
り組みで、切れ目のない支援をといった分かりやすい説明だっ
た」との感想がありました。
　第 2 部は早稲田大学人間科学学術院　名誉教授　菅野　
純氏による講演「子供の心の基礎づくり～今、保護者のでき
ること　教師のできること～」でした。子供の心を育てる為
の心のピラミッドをつくることの大切さ。その大切な心を育
てる過程の子育てはいつだってやり直しがきくという菅野氏
の力強い言葉に参加した保護者から安心してこれからの子育
てに向かっていけますという言葉が聞かれました。

▶学校教育委員会
＜平成28年度政党ヒアリング報告＞
9 月 7 日（火）東京都都議会議事堂にて
各党に対し、都高 P 連より
１．スクールカウンセラー配置制度の改善点（勤務日数など）
２．スクールソーシャルワーカーの派遣拡充
３．特別教室の環境改善（具体的施工予定など）
４．学校設備の改善（具体的施工予定など）
５．都立高校生の教育関連費用の負担軽減について（給付型

奨学金など）
以上の要望を伝えました。
各党とも、５番の教育
関連費用の負担軽減に
ついては、具体的に議
会に提案する準備があ
るとのお話でした。

▶子どもの貧困対策委員会
　平成 29 年 1 月 27 日（金）国立オリンピック記念青少年
総合センターにて特別研修会「高校生の貧困問題を考える　
～すべての子どもたちが健やかに育つ環境づくりのために～」
を開催します。
●栗林 知絵子（ くりばやし ちえこ） 氏 プロフィール
2011 年、子どもを貧困や孤立から守るこ
とを 目 的として『NPO 法 人 豊 島 子ども
WAKUWAKU ネットワーク』を設立。地
域の「おせっかいおばさん」を自認し、遊び
場や学習支援教室、子ども食堂など、子ども
の居場所づくりを進める。

▶加盟検討促進委員会
　今年度新たに設置された特別委員会です。第１回委員会を
8 月 29 日、第２回を 9 月 28 日に開きました。東京の公立

高校ＰＴＡ / ＰＡのより多くの加盟が、生徒の健全育成のた
めの諸活動を支える大きな基盤となり強い推進力となります。
未加盟のＰＴＡへは、連合会の活動を知っていただけるよう

「加盟検討制度」の利用を推し進めてまいります。
　連合会活動に御理解をいただくには「対面のアプローチが
基本」です。またツールとして「手元で使えるリーフレット
があれば便利」とのことから、この度 B4 三つ折りの「都高
Ｐ連リーフレット」を制作しました。既に 10 月末に完成、加盟
各校の皆様にも 10 部程度お配りする予定です。加盟校増加
の取り組みは、皆さま方のご協力が不可欠です。アイディア
等ございましたらぜひ委員会までお寄せください。（委員長　
三木 健司）

▶災害対策委員会
【防災ウォーキング　in　東京】平成２９年３月２６日（日）
開催予定。
もし、東京で直下型地震が起きたら、家に帰れるか？！
東京の交通網はストップしてしまった。とりあえず歩いてみよ
う！！10キロ
　いつ直下型地震が来るかわからない東京の防災減災を考
えるきっかけになれば、都立高校生として家庭で、地域で
何が出来るかを認識してもらうためのイベントです。
　都高 P 連「災害対策委員会」で継続している東北被災地
支援の体験を生かした東京防災を考えてみましょう。

（詳細は、後日各校へ配布いたします）

.各委員会報告・案内,

 幼小中高PTAリーダー合同研修会 
平成28年10月22日（土）　於：文京区林町小学校　体育館

心のエネルギーを補給しよう！
～未来の夢に続く道を歩む子供たちのために～

　都高P連会報　2016年 第82号　　5
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シリーズ化(?)された「一年目会長の悩み」はいかがでしょうか。現会長やOBは会長時代を思い出し、自分はどうだったかを話し
合ってみました。お役に立てれば幸いです。【調査広報委員会：本城菊乃、大図信子、福田　勉】

編集後記

１年目会長
の

悩み  第２弾 
言葉に出せば少しは楽になるかも…
前号で掲載させていただいた
「一年目会長の悩み」について
現役会長、会長OB、調査広報委員で

皆さんの思いについて
熱く話し合ってみました。

参考になるかわかりませんが、
私たちの思いを

届けられればと思います。

地区会の集まりについて
●全都会長会や地区の代表者会って本当に

たくさんの報告ばかりですね。

1年目じゃP連単語もわからないのにね。

まず、自分の隣に座ってる会長さんと話をしてみるの

も、いいかも。

●報告、行事の打ち合せも大事ですが、短い時間

でも相談事を話せる時間や和気あいあいタイ

ムを設けるように、地区長さんから1年目

の会長さんへドンドン声を掛けてく

ださいね。

学校の
差（標準化）について

●都立高校PTAのトリセツ？基本台帳？

みたいなのあると良いですね。

●他の学校は？と知ることが出来るのも「都高P

連」の良いところだと思いま～す。

でも、年間の流れなどの基本的な事がわかるマニュ

アルがあると良いね。

●違っていても良いと思うけど、他校ＰＴＡの耳寄

りな情報を聞けるのも連合会の強み、大い

に他校PTAのいいところ取り入れて、

ドンドン自校PTAも楽しくして

いきましょう！

会長として
これで良いのかな？

●会長になって活動に追われる気持ち、よ～く分か

ります。学校では「会長」は一人だけ。

でも、都高P連の会長会(地区会議)には、それぞれの学校の会

長が出席しています。今の思いを話してみてください。

「私でも大丈夫かな⁉」と思えますよ。

●はい、大丈夫です。ここだけの話、皆さんそんなものですよ。

会長は、係り名だと思います。係に徹しましょう。

●1年間会長の仕事をして、もし次年度も出来るならやってみる

と余裕が出来ます。もし卒業なら地区連合や都高Ｐ連のお

手伝いをしてみるといいですよ。

皆が頼りにしてくれる存在になっていることに

あなたご自身が気づくでしょう。

誰にも言えない
この気持ち

●会長経験者の方、初めは似たような気持ちを
持ってましたよね～。周りを見たら身近な人かも、優
しく声を掛けて、聞いてあげて、話せる場があると、一歩
気持ちが前に進めるはず！
●この方みたいに、誰にも打ち明けられないで、自分を責めて
いる一年目の会長さんを助けられるのは、地区長や2年目以降
の会長経験者ですよ。
もっと声かけてあげて下さい。飲み会に誘うだけじゃなくてね。
●寄り添う気持ちを持ったリーダー求む！
●わかるわかる、困るよね～。引き継ぎが無いのは究極の引き継ぎ
だと思います。
でも、定型業務はスケジュールや手順があると次の人が楽でしょ
う。
今年度はやりながら引き継ぎ書を作るっていうのはどうです
か？

●自己流で良いと思います。だって、会長は自分
なんですから、自信を持って！

8　　都高P連会報　2016年 第82号
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２８年度 都高Ｐ連保険制度 

都高Ｐ連 P連総合補償制度案内冊子       都高Ｐ連 総合補償制度冊子の事故状況ページ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都高Ｐ連 24時間高校生総合保険案内        全国高等学校ＰＴＡ連合会 賠償責任補償制度 
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27都高Ｐ連 05-119号 

平成 28年 5月18日 

 

 東京都公立高等学校 

ＰＴＡ会長の皆様 

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 

会 長 原 田 仁 

第２８回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会 

実行委員長 藤原 富夫 

（公印省略）    

 

第２８回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会のご案内 
 

 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 日頃より東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会の活動に対し、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうござ

います。 

 このたび、第２８回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会を下記のとおり開催いたします。 

 本大会は、水谷修先生の基調講演に加えて、ＰＴＡの事例発表、都高Ｐ連委員会活動発表を行います。 

詳しい内容は別紙の大会要項をご覧ください。多数のご参加をお待ちしています。 

 

記 

 

 

 主   催     東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 

 共   催     一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 

 参加対象     東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会会員及び高校生 

 開催日時     平成２８年７月９日（土）午後１時から４時（受付開始 正午） 

 開催会場     国立オリンピック記念青少年総合センター 

カルチャー棟大ホール（小田急線参宮橋駅 徒歩７分） 

 大会テーマ     「再発見！愛」 

           ～対話の力無限大～ 

 構   成     基調講演・ＰＴＡ事例発表・都高Ｐ連委員会活動発表 

 基調講演講師    水谷 修 氏（夜回り先生） 

 ＰＴＡ事例発表  都立大島海洋国際高等学校・都立富士高等学校 

 アトラクション   生徒による部活動の発表（現在選考中） 

   

 

問い合わせ先 

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 

   〒167-0052  東京都杉並区南荻窪4-29-10  田丸ビル 205号 

    TEL 03-5941-5067  FAX 03-5941-5068 

   e-mail:info@tokoupren.org      URL  http://www.tokoupren.org 
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第 28 回 東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会 開催要項 

 

大会開催趣旨 

わが国では少子高齢化が進み、子供や家庭の孤立化が言われている。子どもを取り巻く環境は 
スマートフォンなどが急速に普及し、問題は多様化し深刻化している。今こそ原点に立ち戻り、

人と人との「ふれあい」「かかわりあい」「つながり」の大切さを再発見しよう。 
これからの日本を担う子供達に、私達保護者が伝えなければならないことはなんでしょうか。 
子供の年齢が１５歳なら、親歴も１５年。時には悩んだりくじけそうになったりする時も、励 

ましあったり協力しあったりしながら、子供や学校の為に活動を続けるＰＴＡ。仲間の活動の発 
表を見聞きしながら、明日への活力とＰＴＡ活動のヒントを得る、そんな大会を目指します。 
夜回り先生こと水谷修先生の基調講演からは、実際に高校生を指導していた水谷先生ならでは 

のヒントが得られるでしょう。 
多感な年代の高校生、友人同士でさえ顔を見て話すよりもスマートフォンやパソコンが主流と 

言われる昨今。親との会話なんて、必要最低限以下かもしれません。大切なものは何でしょう。 
私達人間の根底にあるはずの愛、なくしてはいません。ただほかのことに気を取られ、少し忘 

れていただけです。だから今、「再発見！愛」。様々な発表を通して、“PTA 活動の意義”を多 
くの方々に考えていただく機会にしたいと考えます。 

 

Ⅰ 大会概要  

1. 主  催 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 
2. 共  催 一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 
3. 大会テーマ 「再発見！愛」 

～対話の力無限大～ 
4. 開催日時 平成 28年 7月 9日（土）  

13:00～16:00 (受付 12:00～) 

5. 会  場 国立オリンピック記念青少年総合センター 

カルチャー棟 大ホール 
6. 参加対象 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会会員および高校生 

Ⅱ 大会日程  大ホール・舞台発表 ホワイエ・パネル展示 

  12：00～ 受付開始  

1. アトラクション 12：50～ 都立高校生発表（１） ・都高Ｐ連 
2. 開会式 13：00～ 開会宣言 ・東部北地区 
3. 講 演 13：20～ 講師 水谷 修 氏 ・中部北地区 

  14：20～ 休憩（15分） ・中部南地区 

 アトラクション 14：35～ 都立高校生発表（２） ・西部北地区 
4. 委員会活動発表 14：45～ 学校教育委員会、調査広報委員会 

貧困対策委員会、災害対策委員会 

・西部南地区 

5. ＰＴＡ事例発表 15：05～ 都立大島海洋国際高校ＰＴＡ  
 6. ＰＴＡ事例発表 15：25～ 都立富士高校父母と先生の会  

7. 閉会式 15：45～  

  16：00          
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幼小中高ＰＴＡ連絡協議会 
 

平成２８年度高校ＰＴＡ研修会チラシ      平成２８年度高校ＰＴＡ研修会報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  合同リーダー研修会チラシ         東京都教育委員会との賀詞交歓会 
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28 都高Ｐ連 09-26 号 
平成 28 年 9 月 5 日 

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 
加盟校ＰＴＡ会長 各位 

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 
平成 28 年度 会長 池本 義信 

 
“都高Ｐ連子ども応援募金” 義援金活動報告とご協力のお願い 

 
時下、ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。 
日頃より、都高Ｐ連の活動に対し、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 
都高Ｐ連では、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の被災地の復興、被災高校生の支

援に向け、災害復興対策委員会（現在は災害対策委員会）を立ち上げ、私たちが可能な支援策に
ついて検討し、取り組んで参りました。平成 24 年度からは、『都高Ｐ連 子ども応援募金』を実施
し、被災 3 県の育英基金に対して義援金を届ける活動を行っています。平成 27 年は、下記１のよ
うに義援金を届ける事が出来ました。紙面を借りて、皆様のご協力に深く感謝致します。 
平成 28 年度も引き続き、東北被災 3 県の育英基金を届け先とし、一人でも多くの震災遺児、孤

児たちに教育の機会が与えられます様、支援を継続したいと考えております。本活動にご賛同頂
き、ご協力頂けます様よろしくお願い致します。 
 
１．平成 27年度の実績報告 

都高Ｐ連 子ども応援募金 総額  857,400 円 
協力参加校              29 校  
義援金総額を、被災３県の育英基金に対して３等分し、各基金に対して 285,800 円（振込手

数料 864 円を除く）を届ける事が出来ました。ご協力ありがとうございました。 
 

表 1．平成 27 年度『都高Ｐ連 子ども応援募金』協力校一覧 
地区 学 校 名 

西部南地区 八王子北、府中、府中西、農業、山﨑、日野 
西部北地区 武蔵野北、小金井北、小平西、東村山西、国分寺、武蔵村山、秋留台、保谷 
中部南地区 富士、神代 
中部北地区 鷺宮、武蔵丘、豊島、板橋、北園、大泉、練馬工業 
東部北地区 向丘、上野、竹早、工芸、青井、江北 

 
２．届け先 

○岩手県：いわて学びの希望基金 
○宮城県：みやぎ子ども育英基金 
○福島県：ふくしまこども寄附金 
・『都高Ｐ連 子ども応援募金』発足依頼、上記３基金に対して義援金を届けています。 
・上記育英基金とは、それぞれ県で立ち上げた公的な基金であり、震災遺児（父親又は母親の
どちらかを失った子ども）、震災孤児（両親を失った子ども）である未就学児童から大学生を
対象に、申請手続きのうえ、奨学金・一時金を支給しています。 

 
表 2. 東北被災３県の基金状況 

・都高 P連の HPにあります「2016都高Ｐ連 子ども応援募金」のポスターに、各基金の URL が記載
されています。詳細は、各自治体のホームページをご覧ください。 

 
３．平成 28年度の義援金募集期間 

・平成 28 年 6 月 6 日 ～ 平成 29 年 2 月 28 日 
 
４．振込み先 

・西武信用金庫 荻窪西口支店 普通預金 店番 157 口座番号 2206076 
・名義人（加入者名） 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 

以上 

   基金名 孤児 遺児 備考 

いわて学びの希望基金 被災孤児：94人 被災遺児：489人 平成 28年 5 月 1日現在 

みやぎ子ども育英基金 震災孤児：136人 震災遺児：925人 平成 28年 3 月 31日現在 

ふくしまこども寄附金 被災孤児：24人 被災遺児：175人 平成 28年 3 月 1日現在 
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義援金活動 

平成２８年度義援金ポスター                 義援金依頼状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 宮城県からのお礼状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福島県からのお礼状             岩手県からのお礼状 
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   ・復活した相馬野馬追              ・立ち入り禁止区域（病院） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ・立ち入り禁止区域（道路）           ・立ち入り禁止区域（商店街） 

28 年度も『高校生東北被災地派遣ツアー』を実施します！ 

 

東京都公立高等学校 PTA 連合会 

２０16/6/4 

 

都高Ｐ連では、201３年から「東北被災地への都立高校生派遣ツアー」を実施して

きました。 

今年はなかなか復興の進んでいない福島県にスポットを当てて第８次「都立高校生

東北被災地派遣ツアー」を企画いたしました。 

 

 期 間  2016 年７月 30 日（土）〜７月 31 日（日） 

     1 泊 2 日 往復、現地の移動共、観光バス使用 

費 用  ２０,000 円前後／人 

（参加人数により、変動します） 

※旅行保険に加入いたします 

 

募集人員 ４０名先着順（最小催行人員 ３０名） 

宿 泊  南相馬市内民泊 

視 察  南相馬・浪江町界隈を予定 

※申込書は裏面にあります。 
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主   催  東京都公立高等学校 PTA 連合会  

企   画  東京都公立高等学校 PTA 連合会  子どもの貧困対策委員会  

お問合せ  東京都公立高等学校 PTA 連合会  

TEL:03-5941-5067 FAX:03-5941-5068 メール： info@tokoupren.org  

平成 28 年度  東京都公立高等学校 PTA 連合会  講演会  

高校生の貧困問題を考える 
～すべての子どもたちが健やかに育つ環境づくりのために～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

プログラム (予定 )          18:30        受     付  

19:00～19:05   開    会  

19:05～20:30   講  演  会  

20:30～21:00   意見交換  

21:00       閉     会  

 

平成 23 年、子どもを貧困や孤立から守ることを目的として『NPO 法人  豊島子ども AKUWAKU

ネットワーク』を設立。地域の「おせっかいおばさん」を自認し、遊び場や学習支援教室、子

ども食堂など、子どもの居場所づくりを進める。  

平成 26 年度「きずなづくり大賞、東京都知事賞」  

平成 27 年度「あしたのまち・くらしづくり活動」内閣官房長官賞  

「東京都女性活躍推進大賞」を受賞   

●栗林  知絵子（くりばやし  ちえこ）氏  プロフィール  

家庭の経済的困難を主な要因として、ふつうの学びや暮らしが

送れていない子どもたちが全国に 16.3％（6 人にひとり）。国会

や各種メディアで子どもの貧困問題がクローズアップされ、全国

でさまざまな支援活動が取り組まれるようになりました。  

今回の研修会では、早くから子どもたちの遊び場づくりや無料

学習支援、子ども食堂の設立など、数多くの支援活動をリードし

てきた栗林知絵子さんに、子ども（高校生）の貧困の現状や支援

活動のあり方を語っていただきます。  

 PTA の皆さまの中にも、どんな支援活動があるのか知りたい（頼

ってみたい）、あるいは実際に支援活動をやってみたい、と考えて

いる方がいらっしゃるのではないでしょうか。栗林さんとの情報

交流を通して、そのヒントを探っていきたいと思います。  
 

私たちに  

何ができるか  

考えてみよう！  

日 時 平成２９年 1月 27 日（金） 受付 18:30 開会 19:00 

場 所 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 304 号

室  
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はじめに  

 

会員の皆さま、子どもの貧困対策委員会では、総力を結集して「制服リサイクル活動

ガイド」を制作いたしました。  

お子様が卒業後、資源の有効活用のため、また家計のサポートとしても制服リサイ

クルは PTA 活動におきまして効果的かと思われます。  

まだ未実施の学校におかれましては、当ガイドブックをご参考にして、ぜひチャレ

ンジしていただければ幸いです。  

 

東京都公立高等学校 PTA 連合会  会長  池本義信  

御礼  

制服リサイクル活動ガイドの制作にあたり、大泉高校、小川高校、小金井北高校、翔陽

高校、豊島高校の PTA 関係者の方々には、取材のご協力ならびに情報提供をしていただ

き、有難うございました。  

書面をお借りして厚く御礼申し上げます。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京都公立高等学校 PTA 連合会 会長 池本義明  

 

 

 
１．学校としっかり相談しよう  

制服リサイクル活動がしっかり実践できている PTA は、例外なく校長や職員

室、経営企画室など、学校側との連携がきちんととれています。初めて活動に

取り組む PTA は、体制づくりを含め、まず学校としっかり相談しましょう。  

 

２．無理のない年間計画をつくろう  

制服リサイクル活動は、回収の告知→回収→保管→提供の告知→提供というサ

イクルで動いていきます。年 2 回提供を実施している学校もありますが、最初

は無理のない年間計画を立てましょう。  

 

３．役割分担を決めよう   

制服の回収・提供作業は会員同士で協力し合うことが大切ですが、1 年間の息

の長い取り組みになるので、活動の進捗を見守る責任者が 1 名は必要です。  

 

４．保護者会で活動をアピールしよう   

最も確実に各学年の保護者が集まるのは保護者会です。会で制服リサイクル活

動をアピールし、制服の回収への協力、希望者への提供など声がけしておきま

しょう。  

 

 

 

 

準備編…制服リサイクル活動を始めるに当たって  

１  



65

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

１．回収の対象者を決めよう  

回収の対象者は、卒業後、制服を使わなくなった生徒にします。服の

サイズが合わなくなった生徒も想定されますが、最初は「卒業生」だ

けを対象にして始めましょう。  

 

２．対象者にお手紙を出そう  

   制服リサイクル活動の主旨と回収の案内を記載したお手紙を配布し

ましょう。卒業生を対象とした場合、回収の案内を配布するのは、2

月後半から 3 月上旬の卒業式前に実施します。  
 

３．「クリーニング済み」を明記しよう  

お手紙には、必ず「洗濯済み」か「クリーニング済み」の服であるこ

とを明記しましょう。できれば、サイズを記載したメモ紙を付けても

らえれば、保管や提供の際に便利です。  

 

４．お手紙内容例   

  ・（タイトル例）制服リサイクルご協力のお願い  

  ・回収する服の種類（P3 参照）  

  ・回収期間（P3 参照）  

・回収方法（P3 参照）  

・回収場所（P3 参照）  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

回収の告知例。  

P6 に拡大版  

【回収の告知】卒業生を対象に回収の告知をしよう  

【事例】お手紙と一緒に宅配便の送り状も配布…翔陽高校  

 

翔陽高校では、使用済みの制服を宅配で送って  

くるケースが多いので、お手紙を配布する際に  

宅配便の送り状も一緒に配布しています。送り  

状は、PTA の宛名と住所（学校所在地）を宅配  

会社に印字してもらったものです。宅配料は保  

護者負担です。   

 

２  
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１．回収する服の種類を決めよう  

    制服は学校によって異なり、制服上下、ワイシャツ、ブラウス、タ

イ、リボンなどさまざまな物がありますが、需要が多いのは、制服

上下、ワイシャツ、ブラウスなどです。最初は多く出そうな物に絞

ったほうがよいでしょう。  

 

  ２．回収する方法を決めよう  

   

 

 

 

 

 

 

３．回収する場所を決めよう  

     一般的には、経営企画室か職員室に回収専用ボックスか衣装ケース

を置いてもらい、一定期間を設けるか、年間を通して回収していま

す。  

 

４．最初は回収期間を決めよう  

        初めて活動に取り組む場合は、1 カ月間なりの期間を決めて回収に

のぞんだほうがいいでしょう。服の集まり具合や学校、PTA 委員の

作業内容など様子を見ながら、期間を伸ばすか、年間受け入れに切

り換えていくのがいいでしょう。  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【制服の回収】最初は回収期間を決めよう  

回収には生徒または保護者が学校に持

参してもらうか、郵送（宅配）してもら

う、二通りの方法で実施している学校

が多いようです。いずれにしても学校

の協力が必要です。  
 

サイズを記載したメモを付け、ビ

ニール袋に入れることを義務付け

ている PTA もある  

【事例】経営企画室前に常時衣装ケースを置いてもらう…小金井北高校、大泉高校  

 

上記の 2 校は経営企画室前に常時衣装ケースを置い  

てもらい、年間を通して回収しています。定期的に  

PTA が確認し、PTA 室の保管ケースに移し替えます。  

 

３  
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１．保管専用ケースを用意しよう  

   ①PTA 室がある場合  

    常時利用できる PTA 室がある場合は、回収用のボックスとは別に

保管専用のケースやハンガーラックを用意しましょう。経営企画室

や職員室で預かってもらっている制服を定期的にチェックし、PTA

室にまとめておきましょう  

②PTA 室がない場合  

    PTA 室や制服の保管スペースがない場合は、経営企画室か職員室に

保管専用ケースを提供し、制服のリサイクル日まで預かってもらい

ましょう。学校との相談が必要です。  

   

２．メンテナンスをしよう  

   長期に保管すると、カビなどが発生して  

使えなくなるケースも出てきます。回収  

から提供までの間、１回は風通しをする  

などメンテナンスをしましょう。  

 

３．傷んだ服は小分けして廃棄しよう  

    傷んだ服や古くなって黄ばんだ体育着は、なかなか引き取ってくれ

ません。量が多くなって PTA で処理すると廃棄費用が発生します。

あまりたまらないうちに何人かで小分けして持ち帰り、古着回収の

日に出しましょう。  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【制服の保管】保管専用ケースを用意しよう  

【事例】各校の保管の様子  

 
  

 

在庫台帳  

４  
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１．学校行事を活用しよう  

集まった制服の提供は、体育祭や文化祭、  

保護者会といった学校行事を活用しましょ  

う。たいていは文化祭の日に実施していま  

す。その前には必ず「提供の告知」（全学年）  

をお手紙、メール配信などで行い、リサイク  

ル日を知っておいてもらいましょう。  

    

   

 

２．担当者を決めて必ず立ち会おう  

極めて稀ですが、高校生の制服（とくに女子）を目的に来校する不

審者もいるので、提供の際には必ず PTA の担当者が立ち会いまし

ょう。  

 

３．提供した生徒（保護者）を記録しておこう  

提供の際には、服を受け取った生徒（保護者）氏名、学年・性別、

服の種類を記録しておきましょう。継続していけば、貴重なデータ

になります。またリサイクルの実績は学校にも報告しましょう。  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【制服の提供】体育祭または文化祭を活用しよう  

 提供の告知例  

P8 に拡大版  

【事例】新入生に柔道着を提供…小川高校  

 

リサイクル柔道着の数が多い場合は、新入生対象で  

推薦・一般入試合格発表日に、静かに提供を行う。  

希望者は自由に持ち帰れるようにしている。  

 

５  
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６  
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７  
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８  
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東京都公立高等学校 PTA 連合会  

 

 

要   望   事   項  

 

 

一  都立高等学校へのスクールカウンセラー配置の制度改善について  

これまで東京都公立高等学校 PTA 連合会のスクールカウンセラー配置要望

に対し、平成２５年度に全都立高等学校配置を実現し、本年度より全日制、定

時制併設校での個別配置、昼夜間定時制課程校での勤務日数を 2 日 /週へと

配置拡充を進めて頂き、ご協力ありがとうございます。  

ただ、当連合会のアンケート調査（本年３月実施）によれば、未だ全体の３０％

（昨年のアンケートと同じ結果）を超える学校ではスクールカウンセラーは不足状

況で、内７０％の学校より勤務日数を２日以上 /週へと拡充要望が出ています。  

東京都の経費負担が増えている現状 （国の補助が経費の１／２から１／３に

減少）ではありますが、社会の多様性が益々加速される中、「いじめ、不登校、暴

力行為等の問題行動の未然防止、早期解決」等のカウンセリングニーズに応え

るためにも、継続的にスクールカウンセラー配置の拡充改善に向けご協力をお願

い申し上げます。  

（平成２８年度政党ヒアリング添付資料   

「平成２７年度学校教育環境に関するアンケート報告書」  ２頁参照）  

１  生徒の社会性を豊かにし、より充実した高校生活とする目的で、勤務日数の

拡充等、継続的制度改善を実施されたい。  

 

二  都立高等学校へのスクールソーシャルワーカーの派遣拡充について  

現在、教職員の方々を中心にスクールカウンセラーといじめ防止対策をはじめ

不登校・中途退学対策等さまざまな課題に対し、都立高等学校毎に施策を進

めて頂いていますが、会社会環境・家庭環境・学校環境等多岐にわたる要因に

対し、スクールソーシャルワーカーの専門性が有意義と認識しています。  

昨年度の予算要望に東京都教育庁より「自立支援チーム」派遣事業としての

アプローチ、及び「東京都教育委員会いじめ総合対策」にて保護者との連携強

化が重要として積極的な情報開示を進めるとご理解あるご回答を頂きました。  

スクールソーシャルワーカーの派遣を試行頂いていますが、当連合会のアンケ

ート調査によれば、３０％におよぶ学校で派遣要望がありますので、生徒や家庭

の様々な問題に対する支援環境つくりにご協力をお願い申し上げます。  

（平成２８年度政党ヒアリング添付資料   

「平成２７年度学校教育環境に関するアンケート報告書」  ３頁参照）  

１  都立高等学校へのスクールソーシャルワーカーの派遣拡充を推進されたい。  

２  いじめ防止対策推進法にもとづく施策状況に関し、各校情報開示の機会づく

りを継続的に努められたい。  
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東京都公立高等学校 PTA 連合会  

 

 

要   望   事   項  

 

 

三  都立高等学校特別教室の環境改善について  

本件に関する当連合会の要望実現（平成２７年度、全都立高等学校特別教

室への空調設備導入が決定）にご協力いただき、ありがとうございます。  

昨年度の「設置計画の加速」要望に対し、「各校の空調動力源や電力容量

等の調査を行っている」とご回答を頂いておりますが、当連合会の本件に関する

アンケート調査では、未だ設置計画が見通せない学校が７０％を超えている状況

となっています。全対象校への導入計画を具体的に提示し、全教室への設置加

速に引き続きご協力をお願い申し上げます。  

（平成２８年度政党ヒアリング添付資料  

  「平成２７年度学校教育環境に関するアンケート報告書」  ４頁参照）  

１  生徒・教職員の熱中症対策等、全特別教室の空調設備の導入計画を加速

し、早期設置を加速されたい。  

 

四  都立高等学校の設備改善について  

これまで計画的に都立高等学校の老朽化対策として建替え、改築、大規模

改修とともにトイレ改修も工事も進めて頂いていますが、未だ築３０年以上の校

舎のも多く、下水管等のインフラ含めたトイレ設備に課題があります。  

当連合会の本件に関するアンケート調査の結果によれば、半数以上の学校よ

り和式トイレの洋式化の要望がでています。  

また、グローバル化に向け国際理解教育の一環として海外校との人的交流を

推進している都立高校もありますので、施設整備への特段のご配慮をお願い申

し上げます。  

（平成２８年度政党ヒアリング添付資料   

「平成２７年度学校教育環境に関するアンケート報告書」  ５頁参照）  

１  施設インフラ設備を含め既設和式トイレの洋式化等の整備推進をされたい。  
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東京都公立高等学校 PTA 連合会  

 

 

要   望   事   項  

 

 

五  都立高校生の教育関連費用の負担低減等について  

 本年の当連合会では、各都立高等学校へのアンケートに加え、新たに都立高校

生の保護者を対象にアンケートを行っていますが、３０％を超える保護者から教育

関係費用の負担に困っていると回答を頂いています。  

やはり大学の授業料等が一番の負担（６０％）ですが、現役高校生の学習塾、予

備校費用も３０％を超える保護者で負担と回答しています。  

 現在、都立高校でも、国の「高等学校等就学支援金制度」を活用できるようにな

っていますが、現行制度の所得制限制度では同一世帯内の子ども人数が考慮さ

れていません（現在の社会課題である少子化対策とは相いれない施策）。東京都

における生活費の負担を考慮すると国の施策に対する補助追加支援施策の導入

等に関し、ご協力をお願い申し上げます。  

また、東京都としても生活困窮世帯への支援として「東京都国公立高等学校就

学のための給付金事業」がありますが、その申請期間が夏季休暇期間を含め２ヶ

月程度と短いため、現状では本来受給資格があるにも関わらず申請を逸している

世帯もありますので、提出期限の延長にご協力願います。  

さらに、現在の貸付型奨学金制度での返済問題が大きな課題であり、国も給付

型奨学金制度の導入を検討していますが、東京都としても独自事業として都立高

校生を対象とした給付型奨学金制度の創設にご協力をお願いします。  

１  国の「高等学校等就学支援金制度」に対し、東京都独自に追加補助を  

支援されたい  

２  「東京都国公立高等学校就学のための給付金事業」の申請期間を延長  

されたい  

３  東京都独自事業として都立高校生向けに給付型奨学金制度を創設  

されたい  

 

 

 

 

以上  
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平成 28 年度学校教育環境アンケート結果（要約版） 
 
 学校教育環境に関して、学校側と PTA 役員にアンケートを実施しました。結果についてグラフのみを抜粋

して纏めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

足りてい

る 
56% 

足りてい

ない 
44% 

カウンセラーの充足状況 

週２日 
53% 

週３日 
29% 

毎日 
18% 

カウンセラー不足の場合の必要日数 

配置され

ている 
8% 

配置され

てない 
92% 

スクールソーシャルワーカー配置状況 

配置して

ほしい 
44% 配置の必

要はない 
56% 

スクールソーシャルワーカーの必要性 

空調あり 
53% 

空調無し 
47% 

特別教室空調設置状況 
ある 
17% 

ない 
83% 

来年度の特別教室への空調設置計画 

（１）スクールカウンセラーについて 

（２）スクールソーシャルワーカーについて 

（３）特別教室の空調設備の設置状況・計画について 
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※詳細な報告書は、都高 P 連のホームページに掲載されていますのでそちらをご参照ください。 
 

以上 
 

設置して

ほしい 
91% 

設置の必

要はない 
9% 

体育館、武道場等への空調設置 

洋式化し

たい 
72% 

和式のま

までかま

わない 
6% 

どちらと

も言えな

い 
22% 

トイレの洋式化希望 

十分であ

る 
25% 

不十分で

ある 
33% 

どちらと

も言えな

い 
42% 

学校での昼食の販売 

（４）校内のトイレの状況について 

（５）学校での昼食の販売について 



771 
 

平成 28 年度保護者向け学校教育に関するアンケート結果（要約版） 
 
 保護者向けに学校教育に関するアンケートを実施しました。結果についてグラフのみを抜粋して纏めていま

す。（有効回答数 1,236 件） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（１）教育費用について 

全く困っ

てない 
9% 

何とか

なってい

る 
46% 

どちらと

もいえな

い 
16% 

困ってい

る 
23% 

大変困っ

ている 
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今現在の教育費用について 
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34% 

今現在の教育費負担が重いところ 

全く不安

はない 
2% 
何とかな

ると思う 
26% 

どちらと

もいえな

い 
14% 

不安であ

る 
33% 

大変不安

である 
24% 

まだ分か

らない 
1% 

将来の教育費用について 
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9% 学習塾・

予備校 
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76% 

将来の教育費不安が大きいところ 

64 
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35 
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利用中の奨学金・教育ローン 
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※詳細な報告書は、都高 P 連のホームページに掲載されていますのでそちらをご参照ください。 
 

以上 

（２）放課後学習について 

（４）インターネットを利用した学習について 

充実して

いる 
12% 

どちらと

もいえな

い 
26% 

もっと充

実してほ

しい 
41% 

わからな

い 
21% 

学校での補講について 

利用して

いる 
35% 

必要に

なったら

利用する 
40% 

利用する

予定はな

い 
11% 

経済的に

利用でき

ない 
14% 

学習塾の利用状況 

[分類名] 
[パーセン

テージ] 
無料サイ

トを利用 
9% 

利用して

いない 
71% 

わからな

い 
11% 

インターネット学習サイト利用状況 

（３）東京都公立高等学校 PTA 連合会(都高 P 連)について 
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東京地区大会 
全国高等学校PTA連合大会 

広報誌コンクール 
各種研修会 
広報誌発行 
都議会要望 

各種アンケート 
被災地への高校生ボランティア派遣 

被災地への義援金募金 
他校との交流活動 
PTA賠償責任保険 

都高P連ホームページ 

都高P連活動の認知度 
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「都高Ｐ連」・・・都立高校のPTA会長になったとき、いきなり聞かされるこの言葉。 
「行けばわかるから」と言われ、代々木の「オリセン」こと「国立オリンピック記念青少年総合センター」に行って
みると、全都からPTA会長が集まっていて様々な説明を受けたり、話し合いが行われたりしているのだが・・・。 

１年も経てば「都高Ｐ連」について何となく理解できるが、会長以外のPTA 役員にとっては永久に謎の組織のまま・・・。 

ならば、最初に「都高Ｐ連」の一端をご紹介しましょう。  
1.情報の共有 
都高Ｐ連には、東京都教育委員会や関係諸団体から都立高校に関する重要な情報が集まります。 
それらの情報は会長会やＨＰなどの機会を利用して発信されます。全都会長会に出席することで 
保護者や PTA 活動にとって役立つ最新情報を得ることができます。また、今後の活動を考える重要なヒントも持ち
帰ることができます。 
 

2.行政への取り組み  
都立高校へ通う子ども達の教育環境を改善するため、行政に働きかけることができるのは私たち保護者
です。例えば、都立高校の普通教室へのエアコン設置や、今、すべての都立高校にスクールカウンセラ
ーが配置されることになったのも都高Ｐ連が何年にも亘って関係各団体と連携しながら粘り強く要望し
てきた成果。子ども達の教育環境改善の問題は、各学校で要望しても叶いません。みんなの力を結集し
て、地道に活動を続けることによってはじめて実現できることなんだなあ、と実感できます。 

 

3.生徒の発表や体験の場を提供 
都高Ｐ連では、部活動などで頑張っている生徒たちのために発表の場を提供したいと考えています。その
一環として、都高Ｐ連主催の東京地区大会では生徒たちの舞台発表や展示発表などを行っています。また、
東日本大震災の被災地へのボランティア派遣などを通して生徒たちに体験の場を提供しています。足立区
で開かれている高校生のけいおんフェスにも後援しています。これからも、発表や体験の「場」をできるだ
け増やしていきたいと考えています。 
 

4.総合補償制度で安心を 
高校生が登下校中に事故に遭い被害者や加害者になってしまうケースが年々増えています。こ
のような場合、生徒本人はもちろん、ご家族にかかる精神的・経済的負担は計り知れません。
都高Ｐ連では、「都高Ｐ連総合補償制度」をはじめ各校のニーズに応じて加入可能な団体保険を
３種類準備しています。都高Ｐ連という大きな団体だからこそ長年にわたり安心して大きな補
償を少ない掛け金で用意できるのです。 

 

5.やっぱり！地区活動での会長同士の仲間づくり 
「PTA 会長としての悩みを話し合えるのは都高Ｐ連の会長会だけ。」という声をよく耳にします。
都高Ｐ連に集まっているのは皆、高校生の保護者。共通の話題がたくさんあります。 
都高Ｐ連を形づくる６地区のPTA 連合会では近隣の都立高校PTA と交流が持てます。情報交換
会や、各種行事など、こうした繋がりを通して日ごろから強固なネットワークを構築しておくこ
とで、いざという時に活動のヒントを得られたり、悩みを分かち合ったりできます。意外にPTA 
会長とは孤独なものですが、都高Ｐ連を通して作った仲間は大きな財産になります。 
 

加盟校の数、約８０校。家庭数６０，０００。これを多いとみるか少ないとみるか、は、ご自由に。 
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