
臨時会長情報交換会　＜中学校PTA会長対象＞　議事録 

日　時：2020年4月29日 水曜日　16:00 - 16:40 

単P会長参加校（順不同、敬称略　15校）： 
宮崎（三成中）　真正（上滝中）　本郷（八尾中）　大澤（南部中）　 
中島（呉羽中）　松山（堀川中）　高木（月岡中）　倉（杉原中） 
高谷（東部中）　松下（水橋中）　斎藤（芝園中）　森（附属中） 
佐藤（北部中）　吉野（楡原中）　福田（柳町小）　 

市P連参加者（順不同、15名）： 
古川　青山　北村　城岡　寺島　木村　林　渋谷　飯倉　室　内山　吉田 
石黒　佐伯　奥野事務局長 

【　会長挨拶　】 

ホームページのメッセージでお伝えしている通り、日本PTA全国大会富山大会が中止と
なりました。今後、大会中止に伴う後始末がたくさんある状況の中で、PTAの皆さんに
ご迷惑をおかけしないように、ソフトランディングを目指し注意深く進めてまいりま
す。 

今回の臨時会長研修会は二つの点を目的とし開催しています。 
１）Web会議の体験そのものをしていただく 
２）他のPTAの現状と事例を聞いて参考にしていただく 
今後の活動のヒントにして頂ければと思います。 

市P連の総会は８月開催とお伝えてしていましたが、５月中には総会資料と書面決議の書
類を届けたいと考えています。 

当初予定した行事については、やりかたをチェンジして、できるだけ予定していた活動
ができないか模索してまいります。 
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事例１：堀川中学校（松山会長） 

総会について 
総会は書面決議。学校から教材を各家庭へ送る話があったため、学校と金額を分担して
郵送。送料370円のうち200円をPTAで負担。 

学校行事、PTA活動について 
１学期の行事はすべて２学期へ。 

マスクの予算取りなどは動いている。 

執行部は役員が決まっているので動けるが、委員長は総会で承認するかたち→執行部で
バックアップして動けないことはない状況。 

今後はzoomでの会議もとりあげたい。 

学校やPTAからの要望について 
授業の遅れを保護者は気にしている。 

学校からの大きな要望はない。 

事例２：南部中学校（大澤前会長） 

総会について 
総会は書面決議。総会資料はネット業者に印刷してもらった。 

学校が教材を配布し、さらに課題を学校が回収する話があったため、その返信用封筒に
議決の書類も入れてもらう予定になっている。 

送付コストは１回目は学校で費用捻出、２回目は市の予算がついて発送できることに
なった。返信費用の不足分は、各家庭負担になる。 

学校行事、PTA活動について 
3月30日に感染者あり、4月4日には保護者からも問い合わせがあり、9日まで休校。 

PTAの事業は学校が始まらないと組み立てができない。 

現状、zoomを使って連絡を取り合っている。今後もうまく使ってコミュニケーションを
とりたい。 
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学校やPTAからの要望について 
マスク寄付をPTAからと学校よりお願いされ、4月8日までに600枚届けた。 
（PTA予算にて） 

後日追加でマスク1,500枚寄付。 

布マスク600枚も学校に寄付（同窓会にも協力要請）。 

マスクの予算については総会前だが今年度予算で調整。 
（前年度予算は締めていたため） 

今後子供たちから感染が発生していく可能性をどうしていくかが課題。 

事例３：水橋中学校（松下会長） 

総会について 
総会は書面決議を予定している。（５月に郵送） 

休校がのびると回収が難しい→学校のポストに入れてもらうなどの方法をとる。 

学校行事、PTA活動について 
4月6日の時点で陽性が出るかもしれないという情報があり、7日に陽性判明、そこから
休校。 

検査結果が出る前（噂の段階）で欠席の判断をした保護者が多く、始業式の欠席者が多
かった。（風評被害は、特に聞いていない） 

入学式ができていないので１年生の役員決めができず、旧執行部のつてから１年生役員
をそろえた。 

６-７月に資源回収をしたいが何もできないままなのではないか。活動再開の目処はたっ
ていない。 

学校やPTAからの要望について 
マスクの寄付などの動きは特にない。 

学校からの大きな要望はない。 
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市P連より連絡事項 
本日の議事録はメールで送信します。 

本日、チャットで頂いた質問の返答は５月10日頃までにメールで送信します。 

質問はメールでも受け付けます。チャットでの質問と一緒にとりまとめ返答します。 

ホームページの会員専用ページパスワードは「toyamashipta」です。 

市P連のメールアドレスは　jimu@pta-toyama.jp  です。 
確実に受け取れるように設定をお願い致します。 

閉会にあたって、会長より： 

本日利用したzoomを情報交換のツールとして、ぜひ会長同士の横のつながりを。 

本日のチャットで色々な声がありました。子供たちの学習機会がなくなっていることに
ついては、市教委で色々な方策を考えてもらっているところです。 

タブレットの配布など、公立では予算が難しいところもありますが、様々な面で市に働
きかけをしていきたいと考えています。 

以上、閉会 

ご参加ありがとうございました。 

参考資料（ミーティング中のチャット内容） 
15:59:29  開始 市P会長　古川尊久 : お疲れ様です。本日はよろしくお願いします。 

15:59:30  開始 hs-st : 鵜坂・速星渋谷です。たくさんの方々参加頂きありがとうございま
す。少しでも有益な情報交換できればと思っていますので。求められた活発な意見願います 

16:00:32  開始 市P会長　古川尊久 : 入室したら名前を「学校名　名前」に変えてください。 

16:04:25  開始 市Ｐ副会長　石黒幸恵 : 名前は参加者（人型のマーク）を押して一覧をだ
すか、ご自分の映像部分をタップして変更できます 

16:11:21  開始 市P副会長　渋谷 : チャットはこちらです 
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16:17:23  開始 市P副会長　渋谷 : どうしても聞いておきたいことなどあればこちらでお願
いします。 

16:18:42  開始 呉羽中学校　中島　俊彦 : 呉羽中学校です。7/19に資源回収の予定です。
資源回収についてどのようにお考えですか？ 

16:19:34  開始 東部中　高谷 : 5月は中止しましたが、7月はできればやりたいと思ってい
ます 

16:20:01  開始 東部中　高谷 : うちは7月5日です 

16:20:50  開始 市P副会長　渋谷 : ここは気軽な情報交換の場ですどんなことでも聞いてく
ださい 

16:21:37  開始 呉羽中学校　中島　俊彦 : ありがとうございます。 

16:23:37  開始 東部中　高谷 : 中学校も5月いっぱい休校に決まったのですか？ 

16:24:21  開始 東部中　高谷 : 大澤さんが連休明けに、課題を郵送と言っておられますが？ 

16:24:58  開始 堀川中 松山 : 確定していないけど、高校確定なので、そう思っておいて方
針立ててます。。。 

16:25:33  開始 東部中　高谷 : ああ、そういうことですか。おそらく高校にあわせると思
われますね。 

16:25:41  開始 呉羽中学校　中島　俊彦 : 資源回収につて、密集にならないようにする。
お互いに距離を取り合って行うなど指針を作らなければならないですね。 

16:25:50  開始 東部中　高谷 : 前もそうでしたし 

16:26:31  開始 東部中　高谷 : 7月くらいには、少し状況変わっていないかなと思っていま
す。 

16:27:02  開始 堀川中 松山 : ３密にならなくても、イベントすることが問題に見られるの
で。 

16:27:20  開始 東部中　高谷 : ですね 

16:28:51  開始 市P監事　室　敬人 : 今後の学校の運営にPTAが協力できることはないのか、
気になるところです 

16:29:00  開始 市P連　内山剛 : 大澤さん、マスクはどこで調達されたのですか？ 

16:29:35  開始 市P副会長　渋谷 : まずは情報を共有することが大事です 

16:30:35  開始 市Ｐ副会長　石黒幸恵 : 資源回収は住民の方からもいろいろ意見がありま
すので、自治振興会長さんなどに相談されるのもよいかと思います。 

16:31:03  開始 東部中　高谷 : あと、学校とも相談ですね 
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16:31:54  開始 南中 R1年度 大澤恒寛 : 高谷さんすいません。決定ではありません。明日、
発表されると思われます。 

内山さん、マスクは、知り合いの事業所でお持ちだったところにいったん借りて配布しまし
た。 

16:32:31  開始 東部中　高谷 : そうですか。困ったなー 

16:32:48  開始 東部中　高谷 : ほんとに9月始業とか、、 

16:33:25  開始 芝園中学校　斎藤昇 : 芝園中学校からは、総会資料を学校の課題と一緒に
郵送。一緒に、会長からコロナに関する、お願い文書として、手洗い、うがいのお願い等と
一緒に、感染者の誹謗中傷をやめましょうという文章を、配布しました。 

16:33:58  開始 南中 R1年度 大澤恒寛 : 市P連としても、子供たちの教育環境を守るために
発案、発言、協力していくべきでは？ 

16:34:04  開始 堀川中 松山 : 芝園 斎藤さんに同じ。 

16:34:52  開始 東部中　高谷 : 休校が長引くなら、その方法が良いですね 

16:34:58  開始 堀川中 松山 : 夏休みをなくすことを考えれば、6月～開始がベストなんだ
が。 

16:35:05  開始 上滝中　真正（シンショウ） : 上滝中はマスクを配付したかったのですが、
高額かつ品薄、県からマスク購入券配布とのことで、アルコール消毒500ml×24本をr1会
長佐々木さんのもと行いました。 

16:36:10  開始 上滝中　真正（シンショウ） : 行いましたではなく、学校に渡しました 

16:37:03  開始 南中 R1年度 大澤恒寛 : 茨木県では、全県の子供たち向けのネット授業配
信を教育委員会が始めています。学校は、子供たちのフォロー。このままだと、地域によっ
て教育格差ができるのでは？？その部分も市Pとして発言していってほしいです。 

16:37:59  開始 東部中　高谷 : 市Ｐとして、教育委員会に、保護者の声を届けてほしいで
すね 

16:38:45  開始 市Ｐ副会長　石黒幸恵 : 私もそのニュースみました 

16:39:02  開始 市Ｐ副会長　石黒幸恵 : とてもよい取り組みだと思います 

16:41:16  開始 市P副会長　寺島雅峰 : 文部科学省では全国の小中学校の子供にタブレット
を配布する予算があるそうです。富山県PTAとしても県教育委員会に話していただけるよう
提案してみます。 

16:41:30  開始 市P副会長　寺島雅峰 : また報告します。 
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16:41:40  開始 東部中　高谷 : よろしくお願いします。 

16:41:58  開始 市P副会長　渋谷 : よろしくお願いします 

16:42:28  開始 東部中　高谷 : あと、ネット環境が、どれだけの家にあるのかも気になる
ところです 

16:42:30  開始 堀川中 松山 : タブレットは県一括調達→各市町村で設定らしいので、早く
ても秋頃では.. 

16:43:45  開始 市P副会長　渋谷 : 青山さんありがとうございますた 

以上
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