
板橋区立小学校PTA連合会     

副会長研修会 



会長のお・し・ご・と 

☆ うちの会長、外で何やってんだろう？ 

☆ 外に行っては飲んでばかりいるんじゃないの？ 

☆ また今月こんなにお金使ってきたよ！ 

 

 

☆ いえいえ、飲むのが 

       仕事ではありません！ 

 

2014.4.26 



☆ 会長は小P連での活動って、 

   実は結構大変なんです・・・。 

 

☆ それなのに小P連の活動って、 

   副会長さんにも、学校の先生方 

   にもあまり知られていない。 
 

会長のお・し・ご・と 
2014.4.26 



公立小学校PTA 

東京都公立小学校 
ＰＴＡ 

（23区26市13町村） 

都小Ｐ 
（東京都小学校PTA協議会） 

都Ｐ連 
（東京都公立小学校PTA連絡会） 

荒川区、足立区、世田谷区、文京区、
目黒区、檜原村、大島、新島、八丈島、
神津島 

5区1村4島 

板橋区、新宿区 
練馬区、中野区 

2014.4.26 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
都小Ｐ1948年発足（発足当時の名称は「東京都父母と先生の会連合会」）。社団法人化は1987年。略称は都小P。2010年現在の加盟校は248校。昭和34年（1959年）時点では東京23区および多摩地区と大島で構成されていたが、平成2年（1990年）では20区および島嶼部・一市一村で構成。平成17年（2005年）度は、区部の参加は7区になっている[2]。平成17年度の時点で新宿区・中野区・練馬区・板橋区の4区の各小学校PTA連合会は、都小Pの会計の不明瞭さ、役員との意見の食い違いや役員人事への不信感などを理由に、都小Pから脱退している[3]。



小学校PTA連合会 

板橋区立小学校PTA連合会 
（小P連） 

板橋区教育委員会 校長会 小P連 OB会 

東京都公立小学校PTA連絡会 

（都P連） 
板橋・新宿・練馬・中野 

板橋区立中学校PTA連合会 

（中P連） 

板
橋
オ
ヤ
ジ
の
会 
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板橋区教育委員会事務局 

教育長 
橋本 正彦 

教育委員会事務局次長 
寺西 幸雄 

庶務課長 
小林  緑 

学務課長 
椹木 恭子 

生涯学習課長 
中島  実 

指導室長 
矢部  崇 

新しい学校づくり担当課長 
新部  明 

学校配置調整担当課長 
水野 博史 

学校地域連携担当課長 
木内 俊直 

中央図書館長 
代田  治 

はしもと まさひこ 

てらにし ゆきお 

こばやし みどり 

なかしま みのる 

やべ たかし 

みずの ひろし 

きうち としなお 

しろた おさむ 

さわらぎ きょうこ 

にいべ あかし 
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《 庶務課 》 

  ・教育委員や教育委員会の会議に関する事 

  ・学校職員の人事、福利厚生、教育委員会の 

   予算  など 

 

《 学務課 》 

  ・学校への入学および転入手続き 

  ・学校設備、物品の管理運営、衛生管理、 

   学校給食の充実 など 

 

板橋区教育委員会事務局 
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《 生涯学習課 》 

  ・講座、講演会等の開設 

  ・林間学校 

  ・PTA担当窓口 など 

 

《 新しい学校づくり担当課 》 

  ・学校施設の耐震化、大規模改修、改築工事 

   や設備整備等 

  ・学校配置調整担当課 

  ・小中学校のあり方 など 

板橋区教育委員会事務局 

2014.4.26 



《 学校配置調整担当課 》 

  ・？ 

 

《 学校地域連携担当課 》 

  ・いきいき寺子屋事業、学校地域支援本部、 

   学校開放、あいキッズ など 

 

《中央図書館》 

  ・図書、視聴覚資料などの収集、整理、保存 

   など 

板橋区教育委員会事務局 
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《 指導室 》 

  ・START（学校緊急対応チーム）小中学校に 

   おける様々な問題 

  ・いじめ（いじめ110番） 

  ・不登校（板橋フレンドセンター） 

  ・教育上の問題（教育相談所） 

  ・教科書の採択、教育研究、 

  ・教職員の配置や指導、育成、研修の実施 

板橋区教育委員会事務局 
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小学校PTA連合会 委員会 

会長 

厚生委員会 教育問題対策委員会 ピーポ110番委員会 広報委員会 

・バレーボール 
 大会 
・親子ボウリン 
 グ大会 
・ファミリーコ 
 ンサート 
など 

・榛名宿泊研修 
・PTA研究大会 
・天津わかしお学校視察 
・議会視察 
・下村大臣との懇話会 
などの開催 
 

・地域安全マップ 
・「警視庁こども110 
 番」プレート 
・新1年生へクリアファイ 
 ル配布 
など 

・広報誌 
 「小P連」の 
 発行 
・HPの更新 
など 
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板橋区 各地区割り 

志村B地区  
蓮根小、蓮根二小、志村五小、
志村六小、志村坂下小、  
舟渡小、新河岸小、高島三小、
高島六小 

志村A地区  
志村小、志村一小、志村二小、
志村三小、志村四小、前野小、
中台小、富士見台小、若木小、
北前野小、緑小 

上板橋地区  
上板橋小、上板二小、   
上板四小、常盤台小、桜川小、
弥生小、大谷口小、向原小、 

板橋A地区  
板橋一小、板橋二小、   
板橋四小、金沢小、加賀小、
天津わかしお小 

板橋B地区  
板橋五小、板橋六小、   
板橋七小、板橋八小、   
板橋九小、板橋十小、   
中根橋小 

赤塚地区  
赤塚小、成増小、赤塚新町小、
紅梅小、北野小、成増ヶ丘小、
下赤塚小、三園小、徳丸小 
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保護者から小P連に対しての意見 

組織が見えにくい 

活動がよくわからない 

単Pで役立つ情報が欲しい 

2014.4.26 



小P連活動スケジュール 

 1学期 

 
主要事業・行事 関連行事 

4月 
 

新会長研修会 
副会長研修会 

家庭教育学級説明会 

5月 
 

総会・歓送迎会 
教育委員会との意見交換会 

教育予算説明会 
わんぱく相撲 

6月 第一回会長会 
安全マップ研修会 

社明大会 

7月 
 

安心安全講習会 
合同パトロール 
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 2学期前半 

小P連活動スケジュール 

主要事業・行事 関連行事 

９月 OB会との研修会 
榛名宿泊研修（厚生） 

 
 

 

中P連との意見交換 
校長会との勉強会 

第二回会長会 
都P連情報交換会 
学習イベント（教育） 
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 2学期後半 

 

小P連活動スケジュール 

主要事業・行事 関連行事 

10月 食品安全講習会（ピーポ） 
合同パトロール 
バレーボール キャプテン講習会 
バレーボール 予選 

11月 

 

第三回会長会 
広報誌コンクール 

12月 キャプテン会議 
バレーボール 本大会 
校長会との勉強会 
ファミリーコンサート（厚生） 
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 3学期 

小P連活動スケジュール 

主要事業・行事 関連行事 

1月 ボウリング大会（厚生） 区賀詞交歓会 

2月  

PTA研究大会 

3月 第四回会長会 
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学校における公文書の慣例漢字 

ＮＧ Ｇｏｏｄ 例 

子供 子ども 不特定多数を指す場合、「子ども」となる 

子供達 子どもたち 

友達 友だち 

元気一杯 元気いっぱい 

御礼 お礼 厚くお礼申し上げます 

平素 日頃 日頃より、PTA活動にご協力いただき… 

ご多忙中 ご多用中 多忙は「心」を「なくす」 

ただし、世間の一般慣例ではありません 
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ＮＧ Ｇｏｏｄ 例 
～の上 ～のうえ お誘い合わせのうえ、 

上げる あげる よろしくお願い申しあげます。 

頂く いただく ご参加いただきますよう、 

下さい ください お申し込みください。 

～する様 ～するよう ご遠慮くださいますよう、 

～する事 ～すること ～することとなりました。 

～の程 ～のほど（～を） ご協力のほど（ご協力を） 

致します いたします お願いいたします。 

学校における公文書の慣例漢字 
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学校における公文書の慣例漢字 

ＮＧ Ｇｏｏｄ 例 

又、… また、… 

尚、… なお、… 

良い（良く） よい（よく） 運動会もよいお天気に恵まれ… 

出来る できる PTAでもできるようになりました。 

参る まいる 取り組んでまいりたいと考えております。 

分かる わかる 比較するとわかりやすいと… 
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小P連 会費 

小P連会費 
 

 

 

 

    詳細は後日、プリントにて配布します。 

児童1人あたり 35円 
    × 全校児童数 
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小P連 ロゴマーク 
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小P連 ホームページ 
 板橋区立小学校PTA連合会  

 

 

 

 

 

板橋区立小学校PTA連合会では、平成23年度より、      

ホームページを立ち上げました。 

最新情報は「最新ニュース！」から 

    http://ita-sho-p.org/ 

2014.4.26 

http://ita-sho-p.org/
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