令和２年度
Ⅰ

事 業 報 告

基本目的

本会は、高等学校ＰＴＡ相互の連絡を密にすることによりＰＴＡ活動全体の活性化を図るとと
もに、社会教育、家庭教育の充実及び学校教育との連携に務め、もって奈良県教育の振興発展に
寄与することを目的として、会則に示す諸事業を行う。

Ⅱ

事業別報告
１ 本会の運営及び単位ＰＴＡ間の連絡調整を円滑に進めるための事業
(1) 会長会の開催
① 令和２年度総会・校長協会との合同会
※新型コロナウイルスの影響で中止、書面決議を行い、議案はすべて承認される。
合同会での、表彰式は第２学期会長会時に延期する。
② 第２学期会長会
１２月 ６日（日） 橿原観光ホテル
※会長会に先立って、令和２年度表彰式を開催。
知事、教育長表彰状、感謝状贈呈式(贈呈者 人権・地域教育課 大橋課長)
奈高Ｐ広報紙コンクール入賞作品表彰、功労状贈呈、感謝状贈呈
○上半期事業の報告
○教育懇談会の開催要項
○令和３年度全国大会
団体旅行取扱い業者の選定
○近畿地区高Ｐ連大会奈良大会の決算報告
他
③ 第３学期会長会
２月 ５日（金） ホテルリガーレ春日野
○近畿広報紙コンクール選考結果の報告
○ＶＰＡ活動の報告
(2) 役員会の開催

臨時
役員会

開催期日
６月20日(土)

会 場
役 員 会 で の 主 な 議 題
社会教育センター 新役員、初顔合わせ 定期総会のまとめ報告

第1回 ７月25日（土） 社会教育センター コロナ禍で行事予定の変更、専門部会の組織編成等
第2回 10月10日（土） 社会教育センター 要望書、ＶＰＡ活動計画、全国大会取扱業者選定等
第3回 11月21日（土） 橿原観光ホテル

教育懇談会の開催、第２学期会長会・表彰式の開催、
分担金規定の改訂等

第4回 1月 9日（土）

社会教育センター 広報紙コンクール選考結果の報告、第３学期会長会

第5回 5月22日（土）

産業会館

・教育懇談会等

役員の事務引継、令和３年度定期総会等

２ 学校と連携しながら教育環境等についての情報を収集し、関係機関に要望する事業
(1) 令和２年度要望事項の集約と「要望書」の作成
本年度も各単位ＰＴＡから提出いただいた要望事項を集約し、９月17日(木)開催の特別支
援教育部会及び10月10日(土)開催の第２回役員会で内容を協議のうえ、本年度の「要望書」
としてまとめました。
(2) 要望事項についての説明
10月22日(木)には安田会長、毛利副会長、栗本特別支援教育部会長、及び高Ｐ事務局長が
奈良県教育委員会教育長を訪問し、要望書を教育長に手渡すとともに、その内容について懇
談し、文書による回答をいただけることになりました。
私立学校の要望事項は県の担当課に、要望書をいただいた市立学校については市の教育委
員会担当課へ事務局から直接説明の後、手渡しいたしました。私立学校の要望については、
県教育長からも担当課に伝えられます。
(3) 教育懇談会の開催 ２月 ５日（金） 会場：ホテルリガーレ春日野
令和２年度は、コロナウイルス感染拡大防止の観点から、また、要望書に対して文書によ

る回答をいただいたことから、教育懇談会は役員のみで行いました。県からは私学担当課長
県教委からは教育長並びに各課の課長、教育研究所長が出席し、文書回答に対する質問等に
回答していただきました。教育懇談会の内容は、事務局がとりまとめ、各単Ｐ及び各校に報
告しました。

３ 社会教育や家庭教育の充実に関する研修事業（県教委との共催事業）
例年開催している「リーダー研修会」「家庭教育研修会」については、コロナウイルス感染
拡大防止の観点から開催することができませんでした。

４ 本会の目的を達成するために各専門部会が実施する諸事業
(1) 総務部会の事業
① 奈高Ｐ主催広報紙コンクールの実施。近畿地区高Ｐ連広報紙コンクールへの応募作品の
選出。
総務部会員１７名が各単位ＰＴＡから応募された広報紙３２作品から優秀賞３点、奨励
賞５点を選出しました。優秀賞に選ばれた３点を、近畿地区高Ｐ連広報紙コンクールに応
募しました。
② 広報紙作成研修会の開催
各単位ＰＴＡで広報を担当されている役員の方々に、広報紙作成のノウハウを学んでい
ただく研修会を開催しました。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から人数制限をし
ての開催といたしました。
○ 広報紙作成研修会 日時・会場：８月８日(土) 14:00～16:00 社会教育センター
講 師：鳴神 大平 氏 (毎日新聞社大阪本社代表室長）
演 題：「ＰＴＡ新聞・広報誌入門講座」
参加者： １８単位ＰＴＡから２７名
③ 広報紙展示会の開催
県内各単位ＰＴＡから寄せられた広報紙を手に取って鑑賞し、各校の教育内容やＰＴＡ
活動の様子等についての情報交換の場とするとともに、力作の数々から作成上の工夫等を
学ぶ機会としていただきました。
○ 広報紙展示会
11月14日(土) 12:00～16:00 社会教育センター
※令和２年度は、奈良県で開催される近畿高等学校総合文化祭総合開会式に合わせて、
なら１００年会館にて開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら文化祭がＷＥＢ開催となったため、今年度は奈良県社会教育センターにて本協議会
独自に展示会を開催しました。本年度は、県内単Ｐからの出展作品とともに、昨年度、
近畿地区高Ｐ連広報紙コンクールで入賞した作品も了承を得た上で展示させていただ
きました。
(2) 健全育成部会の事業
① ＶＰＡ活動「乗車マナー向上運動」の実施
子どもたちが通学に利用する交通機関等の協力を得て、高等学校生徒指導研究協議会と
合同で下校時の子どもたちの様子を見るため、県内一斉巡視活動を実施しました。
○ 生指協との事前打ち合わせ会議 ９月８日(火) 社会教育センター
○ 各ブロック別打ち合わせ会議
10月27日(火) ブロック別会場
○ 県内一斉巡視指導
11月６日(金) 駅構内やその周辺、バスターミナル
当日は全県で５５６名の会員及び先生方等に参加していただきました。
② 健全育成研修会の開催
高等学校の教育現場、とりわけ生徒指導の分野でリーダー的な役割を果たしておられる
先生からお話を拝聴する機会を通して、親には見えにくい高校生たちの姿を教えていただ
く機会とする研修会を人数制限の上、開催しました。
○ 健全育成研修会
日時・会場： 11月19日(木) 10:30～12:00 教育研究所
講 師：中井 基雄 氏（高等学校生徒指導研究協議会長・
県立五條高等学校長）
参加者：２８単位ＰＴＡから５６名の参加
(3) 特別支援教育部会の事業
○ 特別支援教育部会を年間３回開催し、各事業の協議と各校の情報交換を行いました。
○ 特別支援教育への理解を深めることを目的に、例年、特別支援学校視察研修会と、特別
支援教育講演会を開催していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
開催を見送りました。

５ ブロック活動助成事業
本会を構成するＡ～Ｅの各ブロック内で独自に企画・計画される様々な事業に対して、本
会が運営経費の一部を補助することによってブロック活動の活性化を図ることを目的にした
事業ですが、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、どのブロックからも
補助の申請はありませんでした。

６ 各種表彰事業
(1) 功績者表彰
① 育友会活動の優良団体の表彰
知事表彰は奈良養護学校ＰＴＡ、
教育長表彰は明日香養護学校ＰＴＡが受賞されました。
② 本会発展のために顕著な功績のあった方への感謝状
知事感謝状は本会本部役員より９名、教育長感謝状は本会本部役員より８名が受賞され
ました。
③ 単位ＰＴＡ発展のために功績のあった方々へ奈高Ｐ会長が贈る功労状
各学校長から推薦された令和２年度の受賞者は８７名でした。
④ 奈高Ｐ会長を退いた後、顧問として会を支えていただいた方に現会長が贈る感謝状
令和元年度会長、令和２年度顧問 森山加弥代 氏に贈呈されました。
(2) 令和２年度 奈高Ｐ主催広報紙コンクールの優秀作品の表彰
受賞団体は優秀賞３団体、奨励賞５団体でした。
(3) その他
令和２年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰は奈良養護学校が受賞されました。

７ 近畿地区高Ｐ連大会及び全国高Ｐ連大会に関する事業
(1) 第４６回近畿地区高等学校ＰＴＡ連合会大会奈良大会の開催
７月５日(日) 奈良県コンベンションセンターで開催予定でしたが、新型コロナウィルス
感染拡大防止の観点から、参加者を集めずに奈良大会のＤＶＤを作製することで大会の開催
といたしました。
ＤＶＤは近畿地区各府県市の各単位ＰＴＡ及び奈高Ｐの各単位ＰＴＡ等に配布させていた
だきました。
表彰式は行われませんでしたが、近畿地区高Ｐ連広報紙コンクールで畝傍高等学校育友会
が最優秀賞、平城高等学校ＰＴＡが特別賞を受賞されました。また、近畿地区高Ｐ連会長か
ら令和元年度本会会長 森山加弥代氏に感謝状と記念品が贈られました。
(2) 第７０回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会島根大会
本年度の全国大会は８月２０日（木）～２１日（金）の日程で島根県民会館をメイン会場
に開催される予定でしたが、近畿大会と同じ理由で来年度に順延となりました。
全国Ｐ会長表彰は団体として、奈良東養護学校、高等養護学校が受賞されました。個人と
しては、令和元年度会長、森山加弥代 氏、副会長 筒井稔郎 氏、稲田光守 氏が受賞されま
した。

８ 近畿地区高等学校ＰＴＡ連合会及び全国高等学校ＰＴＡ連合会との連携を図る事業
(1) 全国高等学校ＰＴＡ連合会が開催する以下の各種会合へ会長・事務局長が出席しました。
① 全国高Ｐ連定時総会
※書面決議となりました。
② 全国会長・事務局長連絡会 １２月 ５日（土） ※Ｗｅｂ会議となりました。
③ 全国会長・事務局長研修会
２月 ６日（土） ※Ｗｅｂ開催となりました。
(2) 近畿高等学校ＰＴＡ連合会が開催する以下の役員会・専門委員会へ会長・副会長（２名）
・事務局長が出席しました。
① 第１回役員会・専門委員会
※書面会議となりました。
② 第２回役員会・専門委員会 １０月１７日（土）
ホテルアウィーナ大阪
③ 第３回役員会・専門委員会
※ 書面会議となりました。

９ 全国高Ｐ賠償責任補償制度並びに奈高Ｐ協議会総合保障制度等に関する事業
全国高等学校ＰＴＡ連合会が運営します「全高Ｐ損害賠償責任補償制度」については、引
き続き事務局が加入手続きの案内及び取次をいたします。
また、本協議会がベストインシュアランスを保険代理店として取り扱う総合保障制度につ
きましても引き続き運営いたします。すでに会員の皆様には、学校を通じてパンフレット等
を配布させていただきました。

