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子どもたちのため
に、ワンチームで
サポート！

福島

子どもたちの笑顔
のために、今でき
ることを頑張りま
す！

佐伯

自分に与えられた
職務に全力を尽く
して頑張ります。

髙橋

子どもたちの未来
のために頑張って
ます ^_^

田中

1

令和４年３月４日発行　第187号

　新田八朗富山県知事へ要望書を提出しまし
た。この要望書は、県内14地区のＰＴＡ協議会
を通じて各小中学校ＰＴＡ会員を対象に行ったア
ンケート調査、懇談会および意見交換会を通じ
て得られた情報をもとに富山県ＰＴＡ連合会が
まとめたものです。
　ＰＴＡ会員一人一人の声を県へ届ける重要な
機会であり、これまでも要望書の内容を様々な
施策に反映させ、子どもたちの教育や健やかな
成長などに改善を行っていただいております。
　未来を担う子どもたちのために、今後もこの
事業を継続してまいります。

■要望事項
１　質の高い学校教育の持続と発展
　（1）教員の多忙化の解消と教育の質の確保
　（2）確かな学力の育成と才能や個性を伸ばす教育の推進
　（3）部活動運営の適正化と指導体制の整備

２　一人一人の児童生徒を大切にする教育の推進と充実
　（1）少人数教育の推進ときめ細かな教育の充実
　（2）特別支援教育の充実
　（3）いじめ・不登校対策と心の教育の充実

３　家庭・学校・地域で取り組む児童生徒の成長支援の推進
　（1）家庭・学校・地域の教育力の向上
　（2）ネットトラブルへの対応と情報モラル教育の充実
　（3）通学路における安全確保と地域と連携した防災・防犯力の強化

４　県ＰＴＡ連合会の振興支援

　この要望書は、アンケートや各懇談会にてお聞きしたご意見をまとめたものです。提出した
要望書が今後の教育に少しでも寄与できれば幸いです。ご協力いただきました全ての皆様、あ
りがとうございました。

総務特別委員会一同

要望書全文は
こ ち ら か ら

運営専務から一言

県知事へ要望書提出 令和 ４年 １月2４日（月）
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会員の皆様か
らの大切な会
費をしっかり見
ていきます！

（会計専務）山﨑

未来を見据え・
伝 え・繋 げ る
PTA活動を目
指します！

（顧問）本江

一年間ありが
とうございま
した。

（会計専務）林

子どもたちの
ために活動で
きたことが楽
しかったです。

（参与）奥野

子どもたちの
未来のために
少しでも役立
つよう頑張り
ます。

（監事） 浦辺

正直者がバカ
を見る、そん
な時代は絶対
にダメだ！
（参与）沼田

皆さんとの出
会いで学んだ
ことを地元に
還元したいです。

（監事）上田

会員大会への
ご参加、ご協
力ありがとう
ございました。
（参与）稲垣

いつも監事講
評聞いていた
だき感謝いた
します！

（監事）高井

Webも含め多
数のご参加あ
りがとうござ
いました。
（参与）魚津

会計専務・監事から一言 顧問・参与から一言

令和３年度（第11回）富山県小中学校ＰＴＡ三行詩コンクール表彰式

令和 ４年 3月 ４日号 第187号

南砺市立南砺つばき育成会
『地域とともに』 ～地域一体となる活動～

令和３年12月４日（土）

「学校教育の今日的な課題と展望」

県Ｐ連からのお知らせ県Ｐ連からのお知らせ

会員大会実行委員会より

滑川市立滑川中学校育成会
コロナ禍におけるＰＴＡ活動 ～こどもたちのために、いまできることを ! ～

第９回 富山県ＰＴＡ会員大会
小学生の部	 永井こはる	さん（朝日町立さみさと小学校４年）
　家族での外出は減ったけど
　その分増えたよ　おうちｃａｆｅ
　私が店員　おもてなし
中学生の部	 奥村　波瑠	さん（入善町立入善西中学校1年）
　反抗期の姉
　思春期の僕
　それでも負けない強い母
一 般 の 部 	 林　千恵子	さん（砺波市立般若中学校）
　反抗期　なったら話してあげないよ
　と言い続けている我が娘
　あれから４年が経つけれど　今日もおしゃべり絶好調

　富山県民会館において第９回富山県ＰＴＡ会員大会を行いました。今大会も、新型コロナウイルス感染拡大防止対策
を徹底し、会場参加人数を制限した形で開催しました。
　会場へお越しいただけなかった会員の皆様にはライブ配信、当日ご都合があわなかった皆様にはアーカイブ配信する
ことで、たくさんの会員の皆様と有意義な時間を共有できるようにしました。

　今回の研究指定ＰＴＡ発表では、「地域とと
もに」という内容で発表しました。過疎地域の
少子高齢化の中で育成会として子どもたちと一
緒にお年寄りを支え、お年寄りと一緒に子ども
たちを守るという地域協働活動の一端を担えれ
ばと考えたからです。
　２年間の活動の中で研究主題を変えなければ
いけない事態もありましたが、結果として良い
研究活動を行うことができ、良かったと感じて
います。　　　　　　　　前育成会会長　山﨑

① 新学習指導要領の概要
② これからの教育が目指すもの
③ 学校現場の課題
④ ＰＴＡとしてできること
⑤ 学校・家庭・地域の連携型教育に向けて

□富山県ＰＴＡ連合会　定期総会
□令和３年度　広報紙コンクール表彰式
　日　時：令和４年６月４日（土）
　場　所：富山県総合福祉会館
　　　　（サンシップとやま）
□令和４年度　広報実技研修会
　日　時：令和４年５月22日（日）
　場　所：八尾コミュニティセンター

　コロナ下にありながら、今大会を無事終えるこ
とができましたのも、ひとえに会員の皆様のご理
解とご協力があったからこそ
と、心より感謝申し上げます。
　今後も新たな時代を切り開く
子どもたちのため、会員の皆様
と共に力を合わせて PTA 活動
を推進していきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

　 今 日 の 学 校 教 育 現 場 は、 新 学 習 指 導 要
領、タブレット端末の配付、部活動のあり方
検討、コロナ禍を背景とするいじめ問題の複
雑化等、多くの課題を抱えています。
　学校・家庭・地域の情報共有や連携、協
力がさらに重要になる中、私たちＰＴＡの役
割について議論が交わされました。

　県教育委員会では、悩みを抱える児童生徒や保護
者への相談・支援を行うなど、教育相談体制の充実
を図るため、全ての公立小中学校、義務教育学校に
スクールカウンセラーを配置しています。
　また、課題を抱える児童生徒の家庭環境等の支
援・改善を目的として、全ての中学校区（県内49中学
校区、３義務教育学校。富山市は独自に実施）にス
クールソーシャルワーカーを派遣しています。いじ
めや不登校などに限らず、さまざまな悩みや心配事
など、どんなことでも遠慮なくご相談されてはいか
がでしょうか。

　発表を無事終えることができホッとしています。コロナ禍で
のＰＴＡ活動というテーマで、本年度の育成会活動は、どの活
動も工夫と努力の下に実現させてきました。活動の締め括り
に会員大会で発表することができたことは、本当に良かった
です。また当日は各部会の部長全員で登壇でき、大変思い出
深い行事となりました。
　最後に今回お世話になった研修委員会をはじめ、各関係者
の皆様に深く感謝申し上げます。

育成会会長　滝川

～未知の領域へ　変化する時代にこそ挑戦を！～

研究指定ＰＴＡ発表

パネルディスカッション

進行役
寺島雅峰氏

東川勝哉氏 能澤英樹 氏 水谷千万夫氏 大西ゆかり氏

委員長　松井弘行

パネリストのご紹介

第43回　全国小・中学校ＰＴＡ広報紙コンクール
応募総数３,５３７紙の中から選ばれました！

【日本教育新聞社　社長賞】
富山大学人間発達科学部附属中学校ＰＴＡ「たがえし」

【佳作】
射水市立大門中学校ＰＴＡ「みしま野」

お　め　で　と　う

子どもの健やかな成長を支え子どもの健やかな成長を支え
元気を創造する教育の推進元気を創造する教育の推進
「スクールカウンセラー」「スクールカウンセラー」

ご存じですか？ご存じですか？

コミュニケーション支援企業

https://www.knpkk.co.jp/

〒930‐2201富山市草島134‐10  
TEL076‐435‐9224（代） FAX076‐435‐9220

誠 実 に 、 ま っ す ぐ に
　 　 　 感 動 を 届 け た い

ＡＩＧ損害保険株式会社
富山支店富山県富山市牛島新町5-5

ｲﾝﾃｯｸﾋﾞﾙ9階 電話076(432)6232

小中学生の皆様の
健やかな成長を
応援しています

富山県PTA連合会
『小・中学生総合保障制度』

国内旅行は

海外旅行は

営業日：１０：００～１３：００、１４：００～１７：３０　　休業日：水曜日・日曜日・祝日
住　所：富山市明輪町１番２３０号　クラルテ１階（ＪＲ富山駅構内）
電　話：０７６－４４１－８３５３　　ＦＡＸ：０７６－４３３－５２５０

株式会社日本旅行   ＴｉＳ富山支店

http://www.tomiichi.ed.jp/
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砺波ブロッ
ク

富山ブロッ
ク

魚津ブロッ
ク

高岡ブロッ
ク

委 員 長・ 会 計
副 委 員 長

記録◦ＨＰ担当
記　　　　　 録

委　　　　　 員

委 員

教 師 代 表

担当アドバイザー

担 当 副 会 長

多賀　真澄
新田　仁美
元智　浩司
髙野　照夫
吉田　　彰
松本　規人
木村こず恵
松本　武司
川瀬　茂夫
岩戸　静香
岡本由布子

滝川　忠佳
米山　邦彦
高橋　一史
山本　仁志
吉川　浩二
荒瀬　　誠
魚住　恭子
中村　優子
尾山　達司
古川　尊久
本島　直美

（黒部・清明中）
（朝日・朝日中）
（立山・立山小）
（氷見・灘浦小）
（砺波・出町小）
（富山・堀川中）
（入善・桃李小）
（高岡・戸出中）
（小矢部・大谷小）
（黒部・明峰中）
（魚津・東部中）

（滑川・滑川中）
（上市・宮川小）
（射水・大門中）
（南砺・福光中部小）
（富山・月岡小）
（富山・杉原小）

（高岡・射北中）
（富山・三成中）
（黒部・清明中）

広報委員会
　本年度は新しく社会に根づい
た「オンライン」という手法に
大人も子どもも対応し、人とつ
ながることの大切さ、喜びを実
感し、リアルで会えることの幸
せを分かち合えた １年でした。
　紙面作成にご協力いただきま
した皆様に心より感謝申し上げ
ます。どうもありがとうござい
ました。

広報委員長　多賀　真澄

令和 ４年 3月 ４日号 第187号

県内の
PTA活動
クローズアップ！

　11月９日 (火 )大門中学校では初の試みとなるオンライ
ン研修会を実施しました。研修会のテーマは「食で子ども
たちを応援しよう！」と題し、アスリートフードマイスター
１級を富山県で唯一取得されている浅島 麻希子氏を講師
にお招きして、勉強や部活動に頑張っている中学生の親
子に大切な栄養素や食材、摂取方
法などを簡単な調理レシピととも
に、分かりやすく、楽しく発信する
ことができました。
　研修会後のアンケートでは、「親
子で食に対する意識が芽生えた」
など、たくさんの感想をいただきました。初のオンライ
ン研修会は、企画から当日の対応に至るまで全てが貴重
な体験となりました。この経験は今後の PTA活動につな

がる確かな手ごたえを得る
ものとなりました。

　南砺市福光地区の小中学校ではメディア（テレビ、ゲー
ム機、スマホ、パソコン、タブレット）との上手な付き合
い方を家族と一緒に学ぶため、「アウトメディア」という
活動に取り組んでいます。
　福光中部小学校では、１日のメディア使用時間の目標
を家族で決定し、それに向かって家族全員でチャレンジ
しました。
　期間終了後のチャレンジ結果をまとめたところ、子ど
もたちは「ゲームの時間が減り、家族との会話が増えた」

「お兄ちゃんがいっぱい遊んでく
れて嬉しかった」、家族からは

「家で過ごす時間の使い方を見直
すきっかけにしたい」「家族との
団らんの時間ができた」という
前向きな意見が多くありました。
　子どもたちが自分自身の時
間、家族との団らんや人とのつ
ながりの時間を大切にできるよ
う、今後も「アウトメディア」の
取組を継続していきたいです。

　令和３年度は５月から７月まで、毎月15日の登校時に
生徒・PTA・地域の方々で、通学路や校舎前にてあいさつ
運動（朝日地区さわやか運動）を行いました。
　参加した保護者からは「朝の子どもたちの様子がよく分
かった」、地域の方からは「挨拶を交わすことで気持ちよ
く交流できた。もっとこの輪を広げたい」という感想が
ありました。
　また、この運動は通学路の見守りの一環としてもとて
も心強いです。これからも学校と地域、PTAがタッグを
組んで子どもたちをサポートしていきたいです。

　令和３年７月に上市、滑川、立山区域３地区合同研
修会を上市町文化研修センターにて行いました。内容
は、富山県ＰＴＡ親子安全会　吉川満博氏による「親子
安全会のあゆみと事業内容」、日本赤十字富山県支部
　林信弘氏による「赤十字救急法」、富山大学教職大
学院　林誠一氏による「ＩＣＴの導入による教育環境の
変化について」の講演及び実演となりました。
　当日は参加人数を制限し、検温やチェックシート提
出、座席は交互に座って頂くなど感染対策を行い、無
事開催することができました。
　コロナ禍でもＰＴＡとしての学びをとめず、今後も
子どもたちのため活動していきたいと思えるとても
有意義な研修会となりました。

射水市立大門中学校ＰＴＡ

南砺市福光中部小学校ＰＴＡ

さわやか運動
朝日町立朝日中学校ＰＴＡ

コロナ禍でのＰＴＡ活動アウトメディアにチャレンジ！
上市町小中学校ＰＴＡ連絡協議会

初オンライン研修会


