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令和元年５月２８日 

各 校 理 事   

関 係 各 位 

世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会 

会 長  

 

令和元年度 定期総会 報告書 

 

 

日 時 ： 令和元年５月１６日（木）１０：００～１１：００ 

 場 所 ： 世田谷区民会館 ホール 

 

１．開 会 

 

２．会長挨拶  ＜３０年度 会長 ＞ 

皆さま、おはようございます。本日も、大変お忙しい中、「令和元年度 世小 P 定期総会」へお越しくださ

いまして、誠にありがとうございます。そして日頃より、世小Ｐ活動にご理解、ご協力いただき、心より感謝

申しあげます。 

 

 さて、平成３０年度世小Ｐは「思いやりの心♡支えあう力〜つながろう！子どもたちの未来のために〜」と

いう活動テーマのもと、校長会の校長先生方、教育委員会の皆さま、そして世小Ｐ役員の皆さまと共に歩んで

きました。６１校のＰＴＡが、時代に合った活動をしていくためには、何が大切なのか。また、保護者や地域、

学校にかかわる人みんなが、楽しくリラックスして参加できるしくみをつくれば、ＰＴＡ活動のやりがいも高

まるのではないか、ということを考えながらの１年でした。そのために、まずは世小Ｐ役員が、楽しく参加す

ることが一番だよね、となり、ワクワク、ドキドキ、ニコニコにつながることに力を入れて活動してきました。 

 

 ご存知のようにＰＴＡはボランティア活動です。例えばアメリカのＰＴＡでは委員会がなく、年度の初めに

自分ができるパートをウェブサイトで登録する仕組みを、採用しているところもあるそうです。無理なく参加

できる工夫と、それで構わないというコンセンサスがある。こうしたやり方に近づけることができないかと、

私個人は感じてきました。 

 日本のＰＴＡは、ぎりぎりの人数と時間で決められた活動を回しているのが現状ですから、前例を見直した

り、広く会員からの意見募集をしたり、といったカロリーの高いことが進めにくい。 

 また、おおむね１年で交代するので、モチベーションもあがりにくい。いちいち会員からの声を全部聞いて

いたら、カスタマーセンター状態になり、組織が回らなくなってしまいますね。 

 しかし、いまは共働き世帯がこれだけ増え、待機児童問題が深刻になっている時代です。何十年も続く、活

動のローテーションを見直さないで進めても、行き詰まるばかりです。「ボランティア精神」という原点に立ち

かえって、極力無理なく活動できるような内容に、少しずつやり方を変えていっては、どうでしょうか。 
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 今、ＰＴＡ活動の停滞の原因となっているのが「必ず６年間に一度は委員や役員をやりましょう」と言うよ

うな、暗黙のルールではないでしょうか。これは「建前上はボランティアですが、お子さまのための最低限の

義務は果たしてもらいますよ」と言うことです。こうした雰囲気があると、たまたまクジで当たったりして、

義務感から委員を引き受け、やらされている感が強くなり、やらない人を見つけたりした時などは、不公平感

を感じたりしてしまう、というようなことが淀んだ空気を、生んでいるのではないでしょうか。これでは、ハ

ッピーにはなりません。 

 

 自校で、見直し委員会を立ち上げて活動した経験から感じたのは、義務感や暗黙の強制ではなく、真のボラ

ンティア精神で参加すると、活動は積極的で和気あいあいとする、という事でした。イヤイヤやっている人が

いないと、物ごとはこんなにもスムーズに進むんだ、ということを、目の当たりにしました。そう言う意味で

もＰＴＡでは、ボランティアしたい気持ちのある方々をつないでいく、やりたい人を探す、やる気になっても

らう、コーディネーター的役割を大切にしていった方が、いい気がします。そんなボランティア活動をする大

人の背中を見ていたら、子どもたちもボランティア精神が育ち、手伝ってくれるようになるかもしれませんよ。 

 

 最後に、この１年、大変なこともたくさんありましたが、なによりも志を同じにする仲間が増えていくのは

嬉しいことでしたし、そこからやりがいも生まれてきました。ＰＴＡ活動の成功の秘訣は、進んで参加できる

ような仕組みと、楽しい雰囲気づくりにあるといっても、言い過ぎではない、と思います。 

 

 この度、こうしたことの第一歩を目指して、世小Ｐ特別委員会「これからの世小Ｐを考える会」略称「これ

Ｐ」を立ち上げました。ボランティア精神にあふれた方々が手をあげてくださいました。これから試行錯誤の

１年間になると思いますが、世小Ｐも単Ｐも同じ目線で、私たち大人が、しなやかな、絆をつちかい、楽しく

活動していければ幸いです。今後とも皆様のご理解、ご協力を、引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

 

３．来賓挨拶 

教育委員会挨拶                   ＜世田谷区教育委員会 教育委員 ＞ 

みなさま、おはようございます。 

ただ今、ご紹介いただきました教育委員でございます。 

令和元年度 世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会「定期総会」の開催を心よりお喜び申しあげます。 

世小Ｐ原会長はじめ役員のみなさま、会員のみなさまには、日頃より小学校の教育活動や子どもたちの教育

環境の充実にご尽力いただいておりますことを、心より感謝いたします。また、区、教育委員会の事業にご理

解、ご協力をいただき、この場をお借りしまして、厚く御礼申しあげます。 

さて、３０年度の役員の皆様、今日まで大変お疲れ様でした。 

３０年度の世小Ｐの活動テーマ「思いやりの心♡支えあう力～つながろう！子どもたちの未来のために～」

にそって、これまで皆様は、様々な活動に取り組んで来られました。特に「つながる」ことを意識された取り

組みや活動は、今後、あらゆる場面で大きな力となります。 

また、多くの有意義な研修も実施されました。わたくしは、平成３０年度のブロック研修会、7 つのブロッ

クで講演会や各校の単Ｐ研修会の取り組みを直接伺うことができました。テーマ、課題等、研修会内容を皆で
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共有する貴重な時間でございました。その様々な研修は、子どもの健全育成と幸せにつながる活動へと、豊か

な実を結んでおります。 

お忙しい中をこのようなＰＴＡ活動へご参加くださる皆様に、あらためて感謝と敬意を表します。 

さて、「第２次世田谷区教育ビジョン」の「第２期行動計画」には、２０２１年度までに取り組むリーディン

グ事業がございます。その中には、「家庭教育への支援」や「ＰＴＡ活動への支援」なども含まれます。また、

世田谷の教育を推進する拠点づくりとして、２０２１年度開設予定の「教育総合センター」などもございます。 

これらの教育ビジョンの取り組みは、子どもたちにとって大切だと思うことを、家庭、学校、地域がひとつ

ずつ着実に、協働しあうことから、実現されるものであると考えております。 

本日の総会より、新役員のみなさまとともに、世小Ｐは新体制でスタートされます。教育委員会といたしま

しても、みなさまの信頼と期待に応える世田谷区の教育の推進に向けて全力で取り組んでまいりますので、今

後ともご理解、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

最後になりますが、世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会のますますのご発展と、みなさまのご健勝を祈念い

たしまして、挨拶とさせていただきます。 

 

 

校長会挨拶                   ＜世田谷区立小学校長会 令和元年度副会長 ＞ 

  ただいまご紹介いただきました、小学校長会副会長  でございます。本来であれば、校長会会長がご挨拶

を申しあげるところでございますが、本日は移動教室引率のため、会長に代わり、ご挨拶をさせていただき

ます。 

  令和元年度世小Ｐ定期総会の開催、誠におめでとうございます。 

  会長をはじめ、平成３０年度の世小Ｐの役員の皆様、各ご担当の皆様、各常任理事校の皆様、各校のＰＴ

Ａの皆様、１年間本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございました。 

  また、４月２３日に開かれた第２回理事会から本日の定期総会の準備など、大変だったことと思います。 

 そして、いつもながら、世小Ｐ、そして各校のＰＴＡ活動が、本当に細部にわたり計画的に進められている

こと、そして役員や担当の皆様のきめ細やかな配慮や取組みの姿勢には、いつも感心させられることばかり

です。 

  さて、令和の時代がスタートしました。各校でも新しい体制でのＰＴＡ活動が始まっていることと思いま

す。 

  小学校は来年度から全面実施となる新学習指導要領をふまえ、着々と準備を進めています。今回の学習指

導要領には、「主体的・対話的で深い学び」というキーワードが示されています。子どもたちが互いに関わり

合いながら学ぶことは、これまでも学校現場においては様々な教育活動の場面において実践に取り組んでき

ました。しかし、今回の学習指導要領が検討されていく中で、「アクティブラーニング」や「共働的な学びの

姿」など、言葉は置き換えられてきましたが、改めて他者との関わりの中で、課題を解決していく力の重要

性が示されました。 

  このことは、子どもたちに限らず、現代社会における人間関係形成に関わる課題と言ってもよいかもしれ

ません。子どもも大人も周囲のいろいろな人々と関わり、感じ合い、考え合う中で、気づき、学んでいくの

ではないでしょうか。だからこそ、子どもたちにとって学校という場で学ぶことは、学校教育として大切な

のだと言えます。 

  その意味では、ＰＴＡ活動の在り方も同じように捉えることができるのではないかと思います。保護者の

皆様に学校の教育活動を理解していただき、学校へのご支援・ご協力をいただくことは、これからも大切に
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していただけるとありがたいです。また、ＰＴＡ活動の実際の場面を見守っておりますと、様々な活動の中

で知り合えた方々と共に、その関係の中で当初の目的を越えて、自らの見方や考え方、広く言えばご自身の

生き方に関わるような、よい刺激、価値ある知見などを得られる機会となっているケースも見られます。子

どもの教育をテーマに、実はご自身の生き方や社会に求められる人間像を考える、そんなすてきな場になり

得ることも、ＰＴＡ活動の大きな魅力ではないかと思います。 

  今年度の校長会では、会長を中心として、世田谷区の教育を一層発展させるために、これまでの何を継承

し、何を変えていくべきかを１年間かけて問い直し、改善改革していくことを目指しています。 

  そのためには、学校と各校ＰＴＡ、世小Ｐと校長会、そして教育委員会が協力し、「地域とともに子どもを

育てる教育」の具現化を目指すことに他なりません。今後とも世田谷区の子どもたちのために、お力添えい

ただくことを、本年度役員となられます皆様をはじめ、すべての皆様にあらためてお願いさせていただき、

挨拶とさせていただきます。 

 １年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

４．来賓および参会者紹介（当日ご紹介順） 

世田谷区教育委員会 教育長 

世田谷区教育委員会 教育委員 

世田谷区教育委員会事務局               教育次長 

 教育政策部長 

 生涯学習部長 

令和元年度  

世田谷区立小学校長会 

 

副会長  

 副会長（世小Ｐ担当） 

 副会長  

東京都小学校ＰＴＡ協議会        副会長  ２４年度世小Ｐ会長 

東京都小学校ＰＴＡ協議会        副会長  ２７年度世小Ｐ会長 

東京都小学校ＰＴＡ協議会        推薦理事２９年度世小Ｐ会長・３０年度顧問   

東京都小学校ＰＴＡ協議会        委員    ２８年度世小Ｐ副会長 

世田谷区教育委員会事務局 教育総務課長 

 学務課長 

 幼児教育・保育推進担当課長  

 学校健康推進課長 

 教育環境課長 

 教育施設担当副参事 

 学校職員課長 

 教育研究・研修推進担当副参事 

 幼児教育専門幹 

 教育相談・特別支援教育課長 

 新教育センター整備担当課長 

 生涯学習・地域学校連携課長 

３０年度 

世田谷区立小学校長会 

令和元年度会計監査役 

 

会長・役職選考委員会委員長  

小学校 校長 

  令和元年度ＰＴＡ会長 

世田谷区立中学校 PTA 連合協議会    ３０年度 会長 

                                   令和元年度 会長 
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５．議長団選出 
平成３０年度 第４ブロック常任理事校  校長 

   ＰＴＡ会長 

 

６．議 事 

（１）平成３０年度 事業および活動報告  < 資料番号 １－①～⑥ 参照 > 

 総務広報部   【資料番号 １－①・④ 】        

平成３０年度、総務広報部の主な活動につきましては、資料１－①および１－④をご覧ください。 

広報紙「ＰＴＡの広場」編集担当校の皆さま、1 年間本当にありがとうございました。 

４月２6 日（金）、昨年 9 月に提出した、令和元年度(2019 年度)教育条件整備要望書への「回答の会」

がありました。回答書は、各校へ校長１部・会長 1 部として送付しました。次年度の教育条件整備要望

書へご活用ください。 

 

 生涯学習部  【 資料番号 １－⑤ 】            

生涯学習部は、会員の皆さまの「学び」や「親睦」を深めていただく行事を開催してきました。詳しく

は、資料１－⑤をご確認ください。合同研修会などたくさんの方々にご参加いただき盛況の中、開催で

きました。ありがとうございました。同研修会の詳細および平成３０年度実施の単 P 研修会・ブロック

研修会の詳細は「平成３０年度世田谷区立小学校 PTA 研修会記録」にまとめてあります。今後の研修活

動にお役立てください。 

また、「みんなで学ぶＰＴＡ」が今年も４日間の日程で終了し、単 P 研修分科会では、２校の小学校に

事例発表のご協力をいただきました。今年もたくさんの方々のご参加、ご協力、ありがとうございまし

た。 

 

 地域環境部  【 資料番号 １－⑥ 】           

平成３０年度地域環境連絡協議会および情報交換会を開催いたしました。詳細は資料１－⑥をご覧くだ

さい。平成３０年度の担当校の皆さま、１年間子どもたちの安全のためにご尽力いただきまして、改めま

してお礼申しあげます。 

 

（２）平成３０年度 決算報告【 資料番号 ２－ ① 】  

      会計の活動報告につきましては、資料番号１－①をご覧ください。 

決算報告については資料番号 2－①をご覧ください。３月１9 日（火）会計監査を受けました。  

 

（３）平成３０年度 会計監査報告   

会計監査役 小学校 校長先生、ＰＴＡ会長 様より報告。 

３月１９日（火）会計監査を行いました。 

監査は滞りなく行われ、会計が適正かつ正確なものであったことを報告します。 



- 6 - 

平成３０年度事業および活動報告・決算報告・会計監査報告 →  承 認  

 

（４）令和元年度 役員候補者選考委員会報告 

 

（５）令和元年度 役員候補者紹介                  ＜平成３０年度 校長会長 ＞  

資料番号５－①「令和元年度 世小Ｐ役員候補者氏名一覧」を参照。  

 令和元年度役員候補者選考委員会報告および役員候補者 →  承 認  

 

７．新会長挨拶                          ＜令和元年度 会長 ＞ 

今年度世田谷区小学校 PTA 連合協議会の会長を務めさせていただくことになりました。 

関係者の皆様方１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

私はついこの前の３月まで自校の PTA 会長を２年間務めさせていただきました。もともと PTA 活動にも

興味がなく、成り行きで就任した PTA 会長ですが、様々な経験をさせていただきました。 

私が就任した年に個人情報保護法の改正により PTA もその対象になることとなり、様々な点で規約の改正

に従事いたしましたが、その際に PTA 活動がボランティア活動であるという原則・建前に実態が伴っていな

い点を多々痛感いたしました。 

ボランティア活動とは、個人の自由意思に基づき技能や時間等を進んで提供し社会に貢献することであると

され、その基本理念は、自発(自由意思)性、無償(無給)性、公共(公益)性、先駆(開発、発展)性にあるとされて

おります。また、ボランティアと生涯学習との関係という点では、①ボランティア活動そのものが自己開発、

自己実現につながるという視点、②ボランティア活動を行うための必要な知識・技術の習得が生涯学習につな

がるという視点があります。 

そのような視点で考えると、自校の PTA 会長としての２年間は私にとってはとても有意義なものであり、

このような機会をいただいたことを大変有難く思っております。 

一方で、文部科学省生涯学習審議会の「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について（答申）」

によれば、「これまでの我が国のボランティア活動は、個人の自主性を重んじる欧米と異なり、地域社会との密

着性と、ある程度の強制や義務感がなければ進まないという傾向が見られる」とも分析されております。 

前会長もおっしゃっておりましたが、現在 PTA 活動が曲がり角に来ているのは間違いのないところです。

ボランティア活動の理念に則った PTA 活動を持続可能なものにするために微力ながら１年間尽力していきた

いと考えております。何ぶんもともとが不熱心・不勉強な PTA 会員であるため、関係各所にご迷惑をおかけ

することもあるかと思いますが、その節には、声なき PTA 会員の声を代弁しているとご賢察いただき、どう

かご寛容のほどよろしくお願い申し上げます。 

ささやかながら以上を持ちまして挨拶とさせていただきます。１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

世小Ｐ特別委員会『これからの世小Ｐを考える会』 

略称『これＰ』立ち上げについて                  ＜３０年度 会長 ＞ 

世小Ｐ特別委員会「これからの世小Ｐを考える会」略称「これＰ」委員長でございます。ＰＴＡを取り巻
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く環境は、ここ数年、すごい速さで変化をしています。４月の第10回常任理事会にて、より良い世小Ｐ活動

のために、このような特別委員会設置（会則第１８条第3項）の承認を得て、発足することになりました。 

  世小Ｐ顧問から「これＰ」の相談役として、そして令和元年度の世小Ｐ会長さま、委員の皆さま、そして

校長会の校長先生方、教育委員会事務局の皆さまのお知恵をお借りしながら、会員の皆さまとともに、これ

からの世小Ｐを考えていける場所として、まずはお試しで１年間活動していきたいと思っています。このよ

うなわけで、「これＰ」メンバーが、皆さまのところに色々と出没することがあると思いますが、ご理解、ご

協力をお願いいたします。 

8．議 事 

（1）令和元年度事業計画 【 資料番号 ３ 】     

  総務広報部、生涯学習部、地域環境部とも例年どおりの事業計画をしております。 

 ◆総務広報部 

  ６１校全体の要望をまとめた令和２年度教育条件整備要望書を９月に提出いたします。 

  広報紙「ＰＴＡの広場」の企画、編集及び発行を今年度は、7 月と 3 月に 2 回発行予定です。 

◆生涯学習部 

 研修企委員会を立ち上げ、世小 P 合同研修会を企画。令和２年 2 月１３日（木）に開催予定です。 

 その他「PTA スポーツ大会」「PTA コーラスフェスタ２０１９」「世小 P バレーボール大会」来春 

 に「みんなで学ぶ PTA」の開催を計画しております。 

◆地域環境部 

  世田谷区内４つの警察署および各署内の担当校と協働して、春に情報交換会と秋に地域連絡協議会 

  を開催いたします。 

 

（２）令和元年度予算案 【 資料番号 ４ 】                

 

令和元年度 事業計画案・予算案 →  承 認  

 

（３）令和元年度 常任理事、広報紙および地域環境連絡協議会担当者 紹介  

【 資料番号 5－② 】 

 

（４）令和元年度 会計監査校 紹介 【 資料番号 5－② 】 

 

９．議長団解散 

 

１０．都小 P からのお知らせ             ＜東京都小学校ＰＴＡ協議会 副会長 ＞ 

ただいまご紹介をいただきました、一般社団法人東京都小学校ＰＴＡ協議会の副会長でございます。 

皆さま大変ご無沙汰をしております。 

本日は総会の開催、誠におめでとうございます。 
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さて「都小 P」から３点、ご報告とご案内がございます。 

まず最初に、都小Ｐ第３０回広報紙コンクールにおきまして、優秀な成績をおさめられました学校をご

紹介いたします。世田谷区からは、1 校の小学校が佳作に、そして、別の小学校が奨励賞に選出されまし

た。２校選出されるという、素晴らしい結果を残されましたこと、本当におめでとうございます。 

また、世小 P の広報紙「せたがや PTA の広場」も地区 P 連広報紙・奨励賞を受賞されました。こちら

も併せてご報告させていただきます。誠におめでとうございました。  

次に、都小Ｐ主催の東京都ＰＴＡふれあいバレーボール大会の結果をお知らせします。すでにお聞き及

びのこととは思いますが、なんと区内小学校が 3 連覇を成し遂げられました。さすが、バレーボール王国

世田谷区の面目躍如、私も大変にうれしく思っております。本当におめでとうございました。 

   さて、最後になりますが、都小Ｐから、身になる、身につく、防災教育プログラムのご案内です。 

  「そなエリア 親子防災体験 2019」というプログラムで、昨年度も同様のものが行われました。内容は、

東京都臨海広域防災公園内そなエリア東京で、メインプログラムである「東京直下７２時間ツアー」を体

験していただくものです。地震発生から７２時間をどのように生き抜くかということを身に付ける体験型

学習プログラムになっており、今回も実施することになりました。日程は、８月１７日(土)の予定です。

参加方法、詳細につきましては、後日配布いたしますチラシをご覧いただき、各校より申込みになる予定

です。 

     わたくしからのご案内は以上です。 

    本日は、総会の開催、誠におめでとうございました。 

 

１１．終わりのことば               ＜令和元年度校長会副会長・世小Ｐ担当 ＞ 

ただいまご紹介いただきました、小学校 校長でございます。世小Ｐ担当校長としまして、本定期総会

の閉会にあたり、一言ご挨拶申しあげます。  

本日は、世田谷区教育委員会教育長 をはじめ、多くのご来賓の皆様にご臨席をたまわり、誠にありがと

うございました。  

また、理事であります各小学校の校長の皆様、各小学校ＰＴＡ会長をはじめ役員、会員の皆様には、最

後までご列席いただきまして、ありがとうございました。おかげをもちまして、世小Ｐ令和元年度 定期総

会を滞りなく終えることができました。 

前会長をはじめ、平成３０年度の世小Ｐ役員の皆様、各担当の皆様、常任理事校の皆様、各校ＰＴＡの

皆様、１年間大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

また、会長をはじめ、令和元年度の世小Ｐ役員の皆様、各担当の皆様、常任理事校の皆様、各校Ｐ 

ＴＡの皆様、そして世田谷区教育委員会の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

本定期総会を経て、令和元年度の世小Ｐの活動がいよいよ本格的に始まります。皆様、今年度もどうぞ 

よろしくお願い申しあげます。 

以上で終わりの言葉とさせていただきます。 

本日は、皆様、ありがとうございました。 

 

１2．閉 会  

                               以 上 


