


令和 4 年度 地区 PTA 要覧 

 

地区名 朝日町 PTA 連絡協議会 （総会開催日）  ５月 13 日（金） 

事務局 

〒939-0742 

富山県下新川郡朝日町沼保 770 

さみさと小学校内 

TEL 0765-82-2118         FAX 0765-83-9054 

構 成 

 単位 PTA 数 

小学校 2 校 

中学校 1 校 

合 計 3 校 

会 長 野坂 真澄 

事務担当 上田  勝（さみさと小学校教頭） 

スローガン 

重点目標 

1. 引き続き新型コロナウイルスから、子供たちの日々の生活や教育が守られるように学校と

の連携を深め、PTA として支援できることに取り組んでいく。また、家庭でできることを

徹底し子供たちの学校生活を守る。 

2. 本格的なネット学習の運用、そして安全な利用が行われるように、親学びプログラムの活用

や、研修の機会の設定をとおして、親が互いに学び合う機会の充実を図り、それぞれの家庭

において保護者と子供によるルール作りを守っていくことを推進する。 

3. 保小中一貫教育による教職員の働き方改革、PTA において保護者活動においても小中学校

の 9 年間地区役員の選出・活動の連携を一元化する。 

4. 子供たちの教育環境の充実を目指した、朝日町長とのタウンミーティング開催や要望書の

提出をする。 

5. 「朝日地区さわやか運動」や「町民総ぐるみ清掃デー」など社会教育諸団体（体協・公民館・

児童会・民生児童委員協議会・スポーツ少年団指導者等）と連携・協力した、健全で住みや

すく、心が明るくなるような町づくりの推進をする。 

活動内容 

事業・行事 

・ 町Ｐ連運営委員会＜年 5 回＞ 

・ 町Ｐ連総会 

・ PTA 会長情報交換会 

・ ふるさとクリーン作戦実践活動 

・ 研修会 

・ 東海北陸 PTA・日本 PTA 研究大会への参加 

・ 町教育委員会・小中学校校長会との情報交換 

・ 町とのタウンミーティングでの意見交換 

・ 要望書提出 

・ 「朝日地区さわやか運動」の推進＜年 5 回＞ 

・ 県 PTA 会員大会への参加 

専門委員会  

特別委員会  

広報活動 
朝日町 PTA 研修会ＰＲ広報紙 

「朝日地区さわやか運動」ＰＲちらし 

その他  
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令和４年度 地区ＰＴＡ要覧  

 

地区Ｐ名 入善町ＰＴＡ連絡協議会 総会開催日   ５月２１日（土） 

事務局 

 

 

〒939-0626 

 富山県下新川郡入善町入膳 5232-5（うるおい館内） 

℡ 0765-(72)2331     FAX 0765-(72)2331 

構 成 

 

 

 

 単位ＰＴＡ数 

小学校 ６校 

中学校 ２校 

合 計 ８校 

会 長 小野塚 義仁 

事務担当 東井 正子（事務局長） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

スローガン 

重点目標 

 

スローガン 

『健やかな成長を願い、優しくつつみこむ愛・はげます心、そして共に行動』 

≪活動方針≫ 

・組織・運営 

  明るく楽しい活動の中で、子どもたちとともに成長するＰＴＡのあり方を考える。 

・家庭教育 

  父親・母親・家族一人一人の役割を再確認し、家庭教育力の向上方策を構築する。 

・学校教育 

  変貌する教育環境を見極めて課題の整理を進め、ＰＴＡとして具体的な協力支援体制を確 

立する。 

・地域活動 

  自慢できる今の地域活動、もとめられているこれからの地域活動、積極的なＰＴＡのかか 

わり方を考える。 

・広報活動 

  機関紙による情報交換や広報紙作成のための研修を行うと共に、時代に即した情報交換の 

調査研究をする。 

・食育と健康 

  「早寝・早起き・朝ごはん」運動と新しい生活様式を推進し、子どもたちが正しい生活習 

慣を身につけるた めの食育の調査研究をする。 

・安全と安心 

  家庭・学校・地域での子どもたちの安全に関する課題を把握し、住みよい郷土社会建設の 

ためのＰＴＡ活動を実践する。 

活動内容 

  事業・行事 

・ 町Ｐ連総会・表彰式 

・ 合同委員会           

・ 年４回の会長会 

・ 年４回の理事会 

・ 町Ｐ連研修会  

・ 町Ｐ連講演会 

・ 情報モラルの研修会 

・ 入善町さわやかあいさつ運動（年２回） 

・ 家族で実践！ふるさとの大クリーン作戦  

・ 入善町教育委員会要望書の提出 

・ 委員会報告 

専門委員会 ① 研修委員会   ② 広報委員会   ③ 家庭教育委員会 

広報活動 広報紙発行（年２回）       生活指導紙発行（年３回） 

その他  
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地区Ｐ名 （総会開催日） ５月１２日（木）

会　長

事務担当

スローガン

重点目標

活動内容

事業・行事

特別委員会 なし

広報活動 なし

その他 なし

専門委員会
・市教委との懇談会

・親学び講座

１　家庭教育の充実
　　親子の触れ合いを深め家庭生活を充実させるため、一人一人の役割を再確認する。

２　学校支援及び地域連携の発展
　　学校・地域の連携を深め、児童生徒の健全育成や安全の確保を図る。

３　会員相互の交流を深める
　　会員としての意識向上と人材育成を図り、全員の力を合わせ、心を一つに連携する。

４　人的ネットワークを強化する
　　一人一人の力は小さくても手をつなぎ、人的ネットワークの充実、情報の共有化を図る。

・市Ｐ連総会（中止）
・年６回の役員会
・年５回の理事会
・会長研修会
・市教育委員会との懇談会
・市Ｐ連研修会　親学び講座
・家族で実践！ふるさとの大クリーン作戦
・日Ｐ全国研究大会山形大会
・東陸ブロック研究大会名古屋大会
・市Ｐ連理事研修会
・市Ｐ連活動報告会
・新旧役員会
・単Ｐ会長予定者会議

ＰＴＡ活動　すべては子どもたちのために

構　成

　島　　匡宏

　能登　　敦（清明中学校教頭）

単位ＰＴＡ数

９　　校

２　　校

１１　　校

小学校

中学校

合計

　令和4年度　地区ＰＴＡ要覧

黒部市ＰＴＡ連絡協議会

事務局

〒９３８－００２７

富山県黒部市中新30番地      黒部市立清明中学校内

TEL　０７６５－５７－１０６９ FAX　０７６５－５７－１０６８
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地区Ｐ名

会　長

事務担当

スローガン 　≪スローガン≫ 『すべては子どもたちの幸せな未来のために』

重点目標 　　　　　　　　　　　～今こそ集い、共に学び、行動しよう～

　≪基本理念≫ 子どもは、家庭で育て、学校で鍛え、地域で磨く

  ≪重点目標≫

　（１）会員の意識向上と人材育成を図り、人的ネットワークの充実に努める。

　（２）学校・家庭・地域との連携に努め、子どもの健全育成を推進する。

　（３）教育行政・教育関係機関との連携を密にし、教育環境の改善に努める。

　（４）ＰＴＡ活動を活発化し、「活力と魅力あるＰＴＡ」を推進する。

　≪活動内容≫

　・　年３回の理事会

　・　年６回の総務委員会

　・　年５回の広報委員会

　・　リーダー研修会、講演会

　・　市広報紙コンクール

　

　・　親子資源回収、奉仕作業

専門委員会 総務委員会 広報委員会 家庭教育委員会

広報活動

その他

　野澤　良民

　幾島　友也（西部中学校教頭）

活動内容

事業・行事
　・　親学び研修会

　・　市・市教委に対して教育環境整備・安全確保に関する要望書提出

　・　日本ＰＴＡ全国研究大会及び東海北陸ブロックＰＴＡ研究大会への参加

　・　会員の表彰（功労者表彰・感謝表彰）

　・　年５回の常任役員会

　・　年３回の家庭教育委員会

　・　魚津神社祭礼街頭パトロール

　・　社会に学ぶ「１４歳の挑戦」推進委員会

　・　市Ｐ連広報紙「魚津っ子」の発行。（年２回： 8/30、3/3発行）

令和４年度    地 区 ＰＴＡ 要 覧

魚津市ＰＴＡ連合会 （総会開催日）  　 ５月２０日（金）

構 　成

事務局

小学校

中学校

合　 計

単位ＰＴＡ数

5

2

7

  〒９３７－０８０６    魚津市友道２１２          魚津市立西部中学校内

  ＴＥＬ  （０７６５）２２－００５９　　      　ＦＡＸ   （０７６５）２３－９１６４
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地区Ｐ名 （総会開催日） ５月２７日（金）

〒９３６－０８５２

会　長

事務担当

スローガン

・滑川・上市・立山地区ＰＴＡ合同研修会（各単P会長）

・新旧単P会長会

・校外指導部会

・家庭教育部会

・学年学級部会

特別委員会 　なし

広報活動

その他

(２) ＰＴＡに関わる諸活動等に対し、一体となって取り組み協力し合う。

　青山　幸生

単位ＰＴＡ数

７校

２校

９校

小学校

中学校

合計

活動内容

事業・行事

　なし

・「家族で実践　ふるさとの大クリーン作戦」

・市P連情報交換会

・単P会長会（年５回）

・代表者会（年２回）

・評議員会（総会）

・校外指導（櫟原神社祭礼時の巡回）

専門委員会

(３) 会員一人一人がＰＴＡ会員としての意識の向上が図れるような活動を推進
　　し、人材育成及び人的ネットワークの充実を図る。

子ども達の光り輝く未来へ　！！

　飛弾　直樹（西部小学校教頭）

　令和４年度　地区ＰＴＡ要覧

事務局

構　成

滑川市小中学校PTA連合会

富山県滑川市上島471番地　西部小学校内

FAX　　(076)475-91５６TEL　　(076)475-0４９８

重点目標

(４) 学校・地域の連携をさらに密接なものとするため、児童・生徒の健全育成や
　　安全確保等に関する意見交換、情報交換の場をもつことを推進する。

(５) 学校教育の理解を深め、その教育目標達成のために学校運営を支援すると共
　　に、家庭・地域の教育力を高めるための研究や実践を推進する。

(６) 過去の行事・活動にとらわれず、地域の外にも目をやり、先進的な行事・活
　　動等を学び、また、会員の声に耳を傾けながら、必要に応じた諸行事・活動
　　を推進していく。

(７) 滑川市Ｐ連の事業内容をより多くの会員の皆様に知って頂けるよう、広報活
　　動を行う。

(１)  優れたＰＴＡ活動事例等を収集し、情報交換や研修を通じて単位ＰＴＡ活
　　 動の発展・充実のために寄与する。
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地区Ｐ名 上市町小中学校PTA連絡協議会 （総会開催日） 　５月２０日（金）

〒９３０－０３６２

中新川郡上市町稗田１　上市町立上市中学校内

TEL　０７６－４７２－０２２１ FAX　０７６－４７２－５３５４

会　長 　　藤井　誠

事務担当 　　浅岡　克則（上市中、Ｐ）　　　　川上　久美子（上市中、Ｔ）

【スローガン】親も教師も自ら学び、共に考え行動するＰＴＡ

【基本理念】子どもは家庭で育て、学校で鍛え、地域で磨く

スローガン 【基本方針】

重点目標 　１　県ＰＴＡ、単位ＰＴＡ及び地域諸団体と連携し、具体的な活動に努める。

　２　家庭や地域の教育力の向上、児童生徒の健全育成のための活動に努める。

　３　単位ＰＴＡ間の交流を図り、会員意識の高揚に努める。

・会長会議（年６回）

・各専門委員会、女性代表者会議（年５～６回）

・会員研修会、親睦交流大会、広報研修会

活動内容 ・町内夜間巡回

事業・行事 ・町教育関係者懇談会

・３地区（滑川、立山、上市）代表者研修会参加

・全国研究大会、東海北陸ブロック研究大会参加

・会員表彰

・総務企画委員会

・会員研修委員会

・親睦交流委員会

特別委員会 ・女性代表者会議

広報活動

その他

　令和４年度　地区ＰＴＡ要覧

事務局

構　成

専門委員会

単位ＰＴＡ数

６校

１校

７校

小学校

中学校

合計
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地区Ｐ名 （総会開催日） 書面決議

〒９３０－０２２１

中新川郡立山町前沢３３１８　立山町立雄山中学校内

TEL　０７６－４６３－１２６１ FAX　０７６－４６３－０９４４

会　長 山本　智秋

事務担当 　  松井　功一（立山町立雄山中学校教頭）　

スローガン

重点目標

5月13日

7月9日

7～9月

活動内容 9月22日

事業・行事 未定

10月

11月11日

2月7日

2月8日

3月6日

広報委員会 広報紙の作成

研修委員会 3地区(立山・上市・滑川)合同研修会の企画・運営　

特別委員会

区域Ｐ連広報紙の発行　年1回　2月末発行　Ａ判両面印刷1枚

内容：区域Ｐ連研修会、各校の取り組み、単Ｐの新行事、次年度の古紙回収予定等

その他

会計監査

広報活動

小学校

中学校

合計

単位ＰＴＡ数

7校

2校

9校

　令和４年度　地区ＰＴＡ要覧

事務局

構　成

専門委員会

立山区域

スローガン　　子ども、親、先生の絆を深め、よりよい教育環境を創り出そう
－子どもたちの自立を目指して－

・単位ＰＴＡの活動成果を集約し、区域Ｐ連としての親睦を深め、活動の充実、発展を図る。
・「親学び」活動を通して、家庭の教育力を高めることを目指したＰＴＡ活動を推進する。
・家族ぐるみで参加できる社会活動を推進し、子どもの心の成長を図る。
・学校内外及び登下校における安全対策を推進する。
・「メディアコントロール」の視点から子どもたちに対する情報モラル教育を推進し、携帯電
話やスマートフォン、インターネット等の適切な使い方を身に付けさせる。
・制限や制約の多い状況にあっても、自他のよさを認め合える場面や活動を工夫し、子どもた
ちの心の解放を図る。

令和4年度総会（書面決議）

立山登山特別研修会

「家族で実践！ふるさとのクリーン大作戦」各地区ごと

立山町教育委員会へ要望書の提出

3地区合同研修会

地域ぐるみ教育研修会

教育事情懇談会

区域Ｐ連広報　第35号発行

区域Ｐ連役員研修会
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地区Ｐ名 （総会開催日） ５月１４日(土) 

〒 930-0002

TEL （076）411-7901　 FAX （076）411-7902

会   長

事務担当

スローガン

活動目標

活動内容

事業・行事

特別委員会

その他

　令和４年度　地区ＰＴＡ要覧

事務局

構　成

専門委員会

富山市ＰＴＡ連絡協議会

富山市新富町1-2-3　ＣｉＣビル３Ｆ｢とやま市民交流館｣内

＜スローガン＞
今を生きる子供たちと　未来を生きる子供たちのために

「新しい時代を創り前進し続けよう」

（４）  学びの場への積極参加　『継続』

　教育環境をよくするためには他の地域の現状や取組みを参考にすることも重要である。そのよう
な学びの場が日本ＰＴＡ全国研究大会、東海北陸ブロック研究大会、富山県ＰＴＡ会員大会であり、
積極的な参加を促進する。

　 ＰＴＡ活動は様々な部分で多角化し負担が多いのが現状である。負担を軽減し参加しやすく効率
的な仕組みとするため、市Ｐ連の会議などを対面式とオンラインを併用しながら参加しやすい環境
を整える。

９１校

＜活動内容＞
・　年５回の正副会長会議と11回の役員会議を開催する。
・　中学校区ブロック単位の会議や諸活動の推進を支援する。（２４ブロック制）
・　教育研究委員会が行った調査研究結果を取りまとめて要望書を作成し市長及び教育長へ提出
する。
・　ＰＴＡ会長情報交換会やＰＴＡ会長研修会を開催する。
・　広報実技研修会を開催し、広報紙『れん』を発行する。
・　一斉メール配信システムの継続と充実を図る。
・　市Ｐ連ホームページによる広報活動を推進する。
・　理事会やブロック長会議を開催する。
・　市教委・小中校長会・市議会議員との懇談会を開催する。
・　良書をすすめるリーフレットを作成し発行する。
・　親学びサロンを企画し運営する。

教育研究委員会　要望書取りまとめ委員会　懇談会企画運営委員会
会長支援委員会　親学び企画運営委員会　広報委員会　情報管理委員会

   吉川　満博

（1）  活動の視える化　『前進』

広報活動

良書特別委員会（市教委委託事業）

(５)　従来行ってきた事業の充実と効率化　『前進・強化』

市P連 LINE公式アカウント(最新情報を定期的に配信)

ホームページ(スマホ対応）

   奥野　隆之（事務局長）

小学校

中学校

合計

単位ＰＴＡ数

６５校

２６校

市Ｐ連広報紙を年４回発行　　

　各小中学校ＰＴＡとの連携・情報共有を強化し、タイムリーな情報共有を目指す。富山市ＰＴＡ連
絡協議会の事業内容や富山市の教育行政の情報、また専門用語の解説など、ホームページ等を
使って各小中学校ＰＴＡへより分かりやすく共有する。

　広報紙やホームページでの活動報告や紹介だけでなく、各小中学校ＰＴＡ役員が、富山市ＰＴＡ連
絡協議会の役員会等への参加ができるようにする。

（２）  要望書の提出　『継続』

　理事会・ブロック長会議・会長情報交換会・各懇談会を活用し、各小中学校ＰＴＡからの情報をも
とに話合いを重ね、よりよい教育環境が実現できるよう富山市に要望書を提出する。

（３）  連携の強化・情報共有の充実　『強化』

8



会　　長

事務担当

スローガン

・教育懇談会事業（市教育委員会、市小・中学校長会との意見交換会）

その他

　三角　芳弘

　山本　幸弘（事務局長）

活動内容
事業・行事

・新型コロナウ
イルス感染症の
影響により、感
染状況によっ
て、中止または
延期の対応を行
う。

令和４年度　地区ＰＴＡ要覧

地区Ｐ名 射水市ＰＴＡ連絡協議会    （総会開催日）   令和４年５月７日（土）

構　   成

事 務 局

〒　９３９－０２９４

射水市新開発４１０－１　射水市教育センター内

ＴＥＬ　０７６６－５１－６６３６ ＦＡＸ　　０７６６－５１－６６６５

単位ＰＴＡ数

15　校

 6　校

21　校

小学校

中学校

合　計

活動方針

　一昨年から続く新型コロナウイルス感染症の影響で、私たちの生活環境が変わってきました。子供たち
の学校生活も大きく変わり、学校行事やＰＴＡ活動も制限された環境の中、活動を行ってきました。制限
された中でのＰＴＡ活動は、働く保護者にとって「負担が減り、楽になった」と捉えられるかもしれませ
ん。しかし、コロナ禍にあることから、このままの状態でＰＴＡ活動を縮小していけば、ＰＴＡそのもの
が衰退していくものと思われます。ＰＴＡ活動は、子供たちの学校生活を豊かにするものだと思っていま
す。「コロナ禍だから仕方がない」ではなく、その時代に合った新たなＰＴＡ活動が必要になってきたの
だと思います。
　今年度、射水市ＰＴＡ連絡協議会では、様々な活動を通してこれまで以上に各単位ＰＴＡ相互の連携を
深め、問題や苦労等を共有したり問題解決の糸口を見付けたりすることを目指します。コロナ禍だからＰ
ＴＡ活動を縮小したり中止したりするのではなく、他校の活動や取組等を参考にし、新たなＰＴＡ活動を
共に考えていきたいと思います。未だ新型コロナウイルス感染症が収束していない現状を踏まえ、感染予
防対策等、細心の注意を払って活動に取り組んでいきます。また、インターネット等を利用したトラブル
やいじめ問題等に対しても、各単位ＰＴＡと情報交換をして、親目線で子供たちの笑顔を守る活動を進め
ていきたいと思います。

重点目標

①　家庭・学校・地域が連携し、子供が健康で健全に育つための環境づくりを推進する。
②　上部団体（日本ＰＴＡ、県ＰＴＡ連合会）からの活動報告、参加要請、お知らせ等を円滑に伝え、学
んだことを単位ＰＴＡ活動の推進・向上に生かす。（ネットワークの更なる充実）
③　日々変化する環境の中で、子供たちが心豊かにたくましく成長できるよう家庭教育や親子活動の推進
に努める。（家庭教育、親子活動の推進）
④　家庭では、地域行事やボランティア活動に積極的に参加し、地域との関わりを深め、郷土愛を醸成す
る。（ふるさと教育の推進）
⑤　青少年育成事業を推進している団体との連携を図る。

変換・繋がりの強いＰＴＡ活動

・理事会(年３回開催)

・教育環境問題委員会、ネットワーク委員会、家庭教育委員会、総務広報委員会の４専門委員会
・射水市ＰＴＡ連絡協議会だより『ミニ瓦版　いみず』の発行
・単位ＰＴＡ広報紙の交換、収集保管
・射水市ＰＴＡ連絡協議会ホームページの更新

・第70回日本ＰＴＡ全国研究大会山形大会

・第78回日本ＰＴＡ東海北陸ブロック研究大会名古屋大会

・単位ＰＴＡからの行政に対する提言や要望を取りまとめた「要望書」の提出

・各種団体の青少年育成事業の案内

・運営委員会(年７回開催)

・定期総会（参加人数を縮小して実施）

専門委員会、
広報活動

・その他スローガンに基づく事業や活動

・単位ＰＴＡ相互の情報交換や広報紙の交換

・専門委員会(年４回開催)

・射水市内の功労ＰＴＡ会員の表彰

・児童生徒のＰＴＡ健全育成活動推進事業

・「家庭で実践！ふるさとクリーン作戦」支援事業

・家庭の教育力を高める研修事業（家庭教育講演会）
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地区Ｐ名

〒933-8601

事 務 局

校

構　　成 校

校

校

校

会　　長

事務担当

スローガン

特別委員会

・理事会の開催(年５回)

・中学校ブロック別研修会の開催

　単位ＰＴＡから１名の委員を、隔年で選出して広報委員会を組織する。

　現在、子供たちを取り巻く環境は大きな変化を迎えております。新学習指導要領のス
タートによる「生きる力」を育むための教育の変化、新型コロナウイルス感染症の影響に
よる新生活様式への変化、ＧＩＧＡスクール構想による一人一台タブレット端末の配布及
び活用、部活動運営の地域移行等様々な事で変化が求められております。我々の共通の思
いである、子供たちの健やかな成長と豊かな人間関係を育むためには、様々な今日的課題
にしっかりと目を向けるとともに、世界的に取り組まれているＳＤＧｓ「持続可能な開発
目標」の観点も踏まえながら、課題を解決していく必要があります。
　そのために高岡市ＰＴＡ連絡協議会は、各単位ＰＴＡと行政とを繋ぐパイプ役として、
各学校が抱える様々な課題を解決するために、まずはそれぞれの課題を抽出し情報を共有
する事が必要であります。また、先生方の考え方もお聞きしながら、様々な立場での意見
を集める事も重要だと考えます。その情報を基に、行政への要望書の作成に活用させてい
ただくくとともに、先進的な取組等を紹介し持ち帰っていただけるような事にもお役立て
させていただきます。また、関係諸団体等の会議にも積極的に参加し、ＰＴＡとしての意
見を発信し、今後の様々な環境整備の一翼を担い、各単位ＰＴＡにフィートバック出来る
様取り組みます。
　さらに今年度は、富山県ＰＴＡ連合会に我が高岡市ＰＴＡ連絡協議会より会長を輩出す
る事になります。会長をしっかりと支えるとともに、これまで以上に富山県ＰＴＡ連合会
との連携を取り合い、情報共有する事によって、県内各地区ＰＴＡと共に相乗効果を生み
出し合いながら、更なる発展に努めます。
　この変革の時代（とき）に我々が心を一つにして、様々な課題と向き合い、解決の方向
に向かう事によって、子供たちの健全な育成へと繋がり、さらには皆様の高岡市ＰＴＡ連
絡協議会の存在意義を再認識していただけるものと考えます。

広報活動

基本方針

　「ＰＴＡ広報たかおか」を年２回発行する。

活動内容

事業・行事 ・ＰＴＡ事業発表会の開催

・会員の表彰

・総務委員会　　　　　　・家庭教育委員会　　　　　　・教育環境委員会

・給食・保健委員会　　　・広報委員会
専門委員会

・小学校部会　　　　　　・中学校部会

・５専門委員会の活動展開(講演会、研修会の充実）

・広報紙「たかおか」の発行(年２回)

・市Ｐ連会長・副会長会議の開催(年３回)

・執行委員会の開催(年６回)

高岡市ＰＴＡ連絡協議会

ＴＥＬ　(0766)20-1227　ＦＡＸ　(0766)20-1644

令和４年度　高岡地区ＰＴＡ要覧

・小学校部会、中学校部会の開催(年２回)

 　「高岡一心」　〜変革の時代（とき）に〜

(総会開催日)
　　　　　　　５月１８日(水)

　　若林　政之（事務局長）

　　田中　洋史

富山県高岡市広小路7-50　高岡市教育委員会生涯学習・スポーツ課内

小　学　校

中　学　校

義務教育学校

特別支援学校

合 　 計

単位ＰＴＡ数

23

11

1

1

36
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                  令和４年度  地区ＰＴＡ要覧 
 

地区Ｐ名 氷見市小中学校ＰＴＡ連合会 
 総会開催日  ５月２８日(土)   

  於：氷見市ふれあいスポーツセンター 

事務局 

〒935-0016  氷見市本町４番９号    

氷見市教育文化センター３階（氷見市教育総合センター内） 

 TEL：0766-74-8220      FAX：0766-72-8122 

構 成 

 単位ＰＴＡ数 

小学校 9 校 

中学校 4 校 

義務教育学校 1 校 

合  計 １４校 

会 長   西森 正憲 

 事務担当 中村 優子（事務局長） 

スローガン 

重点目標 

考えよう・思い描こうＰＴＡの未来 

 ～すべては次世代を生きていく子どもたちのために～ 

 ・家庭・学校・地域社会の教育力を高めるための研修を推進する。  

 ・教育の今日的課題について学習し、理解を深める。 

 ・家庭・学校・地域社会との連携を密にし、健全育成事業を推進する。  

 ・ＰＴＡの活性化と会員の意識を高める。 

 ・情報の収集・分析・交換に努め、ＰＴＡ活動の充実と改善を図る。  

活動内容 

事業・行事 

・理事会（年間３回） 

・正副会長会・女性理事会（年間２回） 

・ＰＴＡ会長会（年間４回） 

・総会 

・優良会員等の表彰 

・広報紙コンクール 

・市Ｐ連研修会 

・親学びファシリテーター研修会 

・市一斉清掃への協力 

・「家族で実践！ふるさとの大クリーン作戦」 

  その他   
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地区Ｐ名 （総会開催日） 書面議決 6月2日 承認

〒932-0812

小矢部市金屋本江 小矢部市立大谷中学校内

TEL 0766-67-1037 FAX 0766-67-1819

会　長 　伊掛　博

事務担当 事務局長　高田　克也(大谷中Ｐ） 事務局（学校）　砂土居　淳(大谷中教頭)

活動方針 大切な子供たちの輝かしい未来（あした）のために。

共に支え、育み、成長しよう。

スローガン 基本理念 「子どもは、家庭で育て、学校で鍛え、地域で磨く」

重点目標 重点目標 ①　みんなと共に考えるPTA

②　単位PTA間の情報交換、情報共有、懇談会の開催

理事会の開催（年間４回）

広報紙の発行（年２回）

活動内容 親学び研修会の開催

事業・行事 日本PTA全国研究大会への参加

日本PTA東海北陸研究大会への参加

市教育委員会への要望書提出

富山県PTA会員大会への参加

専門委員会 なし

特別委員会 なし

広報活動 年間２回「笑顔９」（スマイルナイン）の発行

その他 なし

　令和4年度　地区ＰＴＡ要覧

事務局

構　成

小矢部市PTA連絡協議会

単位ＰＴＡ数

5            校

4            校

9　　　　校

小学校

中学校

合　計
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地区Ｐ名 砺波市ＰＴＡ連絡協議会 （総会開催日） 　５月24日（火）

〒939-1366

富山県砺波市 表町18-29　出町中学校内

TEL　0763-33-2329 FAX　0763-33-2330

会　長

事務担当 事務局(Ｐ) 高島　幸司 事務局(教頭) 大井　章子

スローガン

重点目標

・理事会（年９回）

・研修会（幼保小中合同情報交換会）

活動内容 ・市小中校長会・市ＰＴＡ連絡協議会合同研修会

事業・行事 ・教育長への要望書作成・提出

・市Ｐ連広報紙　”となみ市P連だより”　年２回発行

・日本ＰＴＡ及び東海北陸ブロックＰＴＡ研究大会参加

青少年健全育成委員会 研修委員会

広報委員会

特別委員会

広報活動 市Ｐ連広報紙「となみ市Ｐ連だより」発行（年２回）

その他

　令和4年度　地区ＰＴＡ要覧

事務局

構　成

専門委員会

健やかな砺波っ子を育てる子育ての輪

～子どもたちは大事な宝です。家庭、地域、学校が一体となって子どもを育てましょう。～

小学校

中学校

合　計

単位ＰＴＡ数

   大橋　孝志

８　校

４　校

12　校
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地区Ｐ名 南砺市ＰＴＡ連絡協議会
（総会開催日） 　５月２８日（土）

書面議決書

〒939-1732

富山県南砺市荒木５８１番地 南砺市立吉江中学校内

TEL 0763-52-0328 FAX 0763-52-0377

会　長  　 工藤　悠市

事務担当 事務局

【活動方針】

・南砺市内の単位PTAの情報交換と連携強化を図る

スローガン ・単位PTAの活性化に寄与する

重点目標 ・教育環境の改善・充実に努める

【活動内容】

・理事会（年10回）

・家庭教育委員会（年7回）

活動内容 ・「家族で実践！ふるさとの大クリーン作戦」の実施

事業・行事 ・アピール2022作成配布

・「南砺市子どもの権利条例」づくりの啓発活動

・市議との懇談会

・市教委との懇談会

・日本PTAおよび東海北陸PTA大会への参加

専門委員会 家庭教育委員会

特別委員会

広報活動 広報紙年１回発行

その他

　令和４年度　地区ＰＴＡ要覧

事務局

構　成

羽柴　亜紀(吉江中学校PTA)・ 山本　佳和(吉江中学校教頭)

小学校

中学校

小中合同

合   計

単位ＰＴＡ数

7校

6校

義務教育学校 1校

1地区

１５校
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