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１ 重点課題を明確にしたＰＴＡ活動の推進と情報発信
２ 子どもたちの健全育成のための各種審議会との関わりの中で、研修を深め、
学び実践するＰＴＡ活動の推進
３ 単位ＰＴＡをつなぐ要として、つながり、達成感をもち、親としての成長を
実感できる活動の推進

市長・教育長と語る会がオンラインで開催されました
第 29 回市長・教育長と語る会が、1 月
13 日（水）午後 6 時より約 1 時間、オンラ
イン配信で開催されました
◎藤巻会長から市長へ質問
【所沢市のコロナ対策について】
市長から、下の資料を提示して主に
学校に関する施策の説明がありました。

◎藤巻会長から教育長へ質問
【GIGA スクール構想とは？】
「24000 人の児童生徒が一人一台のコ
ンピュータを使える準備を進めている。
ICT はあくまでも学習の道具なので、
ICT を活用して学習効果を高め、より
主体的で発展的な学習を追求させたい。
オンライン学習が目的ではない。
」
◎藤巻会長から市長への質問
【PTA の役割とは？】
「自分に子どもができてからは、地域の
人と子どもがつながり、地域と親がつなが
り、親どうしがつながっていった。こうやっ
て社会につながるんだと感じた。PTA と
言うのは、組織として存在し、絶対に必
要な存在である。どうすれば子どもと社会
と親がつながっていられるのか、考え方の
工夫をすることが大切。
『PTA なんかいら
ない』ではなく、
『PTA は必要だよね、ど
うしたらこの PTA 活動を続けていけるの
か』と考えていくことが大切だろう。
」

藤本正人所沢市長

長岡伸一南陵中学校長

大岩幹夫教育長

◎藤巻会長から教育長へ質問
【所沢市の学校のコロナ対策について】
国・県のガイドラインをもとに所沢市教育
委員会としての教育全般に対する万全の感
染防止対策の説明がありました。消毒や換
気などのためのスクールサポートスタッフや子
どもたちのストレスや不安に対応するための
アンケートや担任の先生を中心にしたコミュ
ニケーションについてもお話がありました。
◎藤巻会長から、教育長への質問
【行事の開催方法が学校で違うのは？】
「各学校の重点目標や児童生徒数や学
級数、学校の特色なども異なっており、各
学校がそれらに即して教育活動を実施す
ることが望ましいと考えている。運動会や
体育祭も、各学校が実態に応じて工夫し
実施した。広い心でおおらかに学校の取
組を見ていただきたい。
」
◎藤巻会長から教育長への質問
【臨時休業の授業の遅れは？】
「今後、臨時休業などがなければ、年
度内に予定のカリキュラムは終了できる。
高校入試も試験の範囲を狭めるなど、高
校の取組もあるので安心してほしい。
」

◎藤巻会長から市 P 連の本年度の取組
について説明がありました。
広報紙コンクールやコロナ禍での
ICT 化（ホームページの作成やオンラ
イン会議）などです。
◎古山副会長からは、学校 PTA の支援
として「見える化プロジェクト」の説明
がありました。

古山智啓市P連副会長

藤巻裕市P連会長

【３つの感染症】

◎藤巻会長から長岡校長へ質問
【南陵中学校のようすについて】
コロナ禍での南陵中学校の様子につ
いて話していただきました。
家庭へのお願いとして、ストレスを
抱える子どもたちの心のケアに加えて、
「コロナ感染症の 3 つの感染」に触れら
れました。
「３つの感染とは、１つ目がウイルス
への感染、２つ目が不安への感染、３つ
目が差別の感染である。この『３つの
感染』について、南陵中学校をはじめ、
市内の全ての学校が、コロナ禍において
差別が生まれないような指導や取組を
行っている。思いやりの気持ちが持てる
よう、ご家庭でお話していただきたい。
」
◎差別・偏見については教育長からもお
話がありました。
「例えばこういう風な家庭の話があっ
たとします。
『あそこの家のお母さんは、
病院に勤めておられて大丈夫だろうか』
と話をするのか、
『あそこの家のお母さ
んは、病院に勤めておられる。ほんとに
大変な時期に立派だね』と話すのがいい
のか。子どもはこれを聞いて、真似をし
ます。ぜひ、大人がまず差別や偏見を許
さないことを子どもに示していただき
たい。
」
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◎藤巻会長から教育長への質問【PTA の役割とは？】
「子どもを健全に成長させるには、PTA と学校には強い絆と連携が必要である。家庭
教育学級も、家庭の教育力の向上に加え、保護者どうしの交流の場として重要である。
今後も子どもの成長のために、お互いに理解をして、前に進めるような姿勢で話し合い、
議論していきたい。
」
最後に市長から一言
「PTA の皆さんが、親として支えてくれ
るから先 生たちも頑
張れる、感謝されて
力が出る。つながっ
ているから、わかりあ
えるというのもたくさ
んあると思う。
」

◎藤巻会長から長岡校長へ質問
【PTA の役割とは？】
「親同士のつながりという意味でも大
きな意義がある。子育てで悩んでいる保
護者の方が少なからずいる。親同士が顔
なじみになり、悩んでいる親を孤立させ
ず、助け合う・支え合うことが大切なの
ではないか。
」

最後に教育長からひと言
教育について「子どもの前にある障害を、大人がそれをどかして『どうぞ、何も障害
はありません。そこを進んでください』と言った育て方になっている傾向が強いような
気がする。そうすると、子どもの自立心とか想像力、責任感や人への思いやりは身に付
かない。大人は、子どもたちが障害を乗り越えるのを我慢して、信頼して見守っていく、
そしてどうしてもという時に応援の手を差し伸べるような育て方を学校と家庭で一緒に
なってやっていかなくてはいけない。学校と家庭、地域の方を交えて議論をしていただ
き、子どもの育て方について考えていただきたい。
」

入間地区PTA連絡協議会主催
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◎藤巻会長から「PTA の役割」について
「PTA の役割は、時代とともに変化し
つつある。平成 30 年度の市 P 連のパネ
ルディスカッションでは、3 つの弊害と
して、ルール主義、平等主義、前例踏襲
主義が挙げられたが、それを打破するた
めに『達成感』
『人とのつながり』
『親と
しての成長』がキーワードで示された。
具体的な役割として『親どうしの助け合
い、支え合い』にもっと焦点をあてる必
要がある。
」
◎古山副会長から「PTA の在り方」に
ついて
「親どうしの助けあいという視点か
ら、PTA を見直すと別の姿が見えてく
る。仕事で時間の取れないひとり親をど
う支援してどう参加できるようにしてあ
げられるか、ICT を活用できないか、障
がいをもつ保護者や外国人の保護者にも
PTA に安心して参加できるような方策
はないのか、などである。大がかりな活
動ではなく、学級単位での小さな支え合
いが大切だと思う。
」

PTA役員等研修会

（１） 演題：
「子どもの自信とやる気を伸ばし、
よりよく育てる」
（２） 講師： 國學院大學人間開発学部 初等教育学科

11月20日（金）

言葉は、
「すべてを許す」という意味だそうです。
「子育ても、文
句ばかりではきりがない。許して、次を期待しましょう。きっとで
きるよ、次はできるよ」って、子育ての時代の親むけの熱い思いを

教授 杉田 洋 氏（すぎた ひろし）

いただきました。いじめ問題については、
「弱い人間を攻撃しない」

藤巻所沢市 PTA 連合会会長の司会で研修会はスタートしまし

ことは、家庭で身につけるべき人としての基本だという言葉も忘れ

た。最初に西部教育事務所の江原指導主事からご挨拶をいただき

られません。

ました。杉田先生の講演から、特に印象に残ったことを報告させ

自尊心が自信とやる気の原動力に

ていただきます。
自分で考える、決められる子どもに育てる

杉田先生は、
「特別活動」の専門家です。特別活動とは、教科
以外のすべての学校の教育活動を指します。例えば、掃除や係活

「親の子育てが、変化しなければならない」開口一番でした。杉

動などの学級での活動や学校行事です。これからの時代に求めら

田先生は、人間の骨格作りは家庭の仕事だからこそ、子育ても変

れる、
「自分で考え、選択し、決定に責任を持つ」ことは、この特

化する時代に応じるべきだ、その例としてアメリカでは 10 〜 20 年

別活動で多く学ぶそうです。特別活動は、
日本の学校だけのもので、

後には約 47％の仕事が自動化されるという研究を紹介されました。

今海外から注目が集まっており、エジプトやシンガポールでは、子

そんな未来を生きるには、
「ただ知識を覚えるだけの教育は過

どもに掃除をさせるようになったそうです。人に褒められ、人の役

去のもの、学んだ知識をどう使えるかという能力が大切。子どもよ

に立ち、人に必要とされることで、潜在能力を引き出し、自信とや

りも多くを知っているだけが、親や教師の役割ではなくなった。自

る気の原動力となります。特別活動は、目的的に、能動的に、自

分で考え、選択し、責任を持てるよう、小さな時から、子どもに

覚的に生きることを学ぶ場であるとも言われました。反抗期の子ど

考えさせる、自分で取り組ませるべき」と力説されました。指示待

もにとっても、内面の葛藤を暖かく抱擁し、子どもと向き合い、自

ちの子どもに、指示を出し続けているのはその親です。

立をめざした厳しい指導と支援が大切だというお話に納得です。

さらに「子どもをせき立てるだけでは、力は伸びません！」右の

こうした指導を行う日本の教員は、世界最高レベルであり、学

図のように、成績が最も

校と親は対立関係になってはならない、特に PTA 役員の方々には、

伸びるのは、本人の内発

そうした問題で表に立っていただきたいと言われました。杉田先生

的やる気が高く、親の外

の「学校だけで子どもを育てる時代は、とっくに終わった」という

発的動機付け（やらせる）

言葉からも、真摯に頑張られている先生方を、ＰＴＡが支えてい

が少ない環境だという研

かなくてはと考えさせられました。杉田先生に見せていただいた、

究情報に説得力がありま

様々な特別活動のビデオに涙した講演会でもありました。

した。
「恕」という孔子の

（文責：編集委員）
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所沢市ＰＴＡ連合会ICT化推進事業について
新型コロナウイルス感染症の発生によって、所沢市 PTA 連合会も運営や実施方法について、検討を余儀なくされました。し
かし、市 P 連の事業を継続するという判断のもとで、対面形式を維持するために、これまで手が付けられなかった ICT 化に取り
組むこととなりました。おかげ様で、PTA 会員向けの研修だけはできませんでしたが、その他の大きな事業（PTA 会長・役員
等研修会、広報紙コンクール、市長・教育長と語る会、常任理事会等の会議）は進めることができました

１ ねらい

（２）オンラインによる研修会や会議を進めています

① ICT 通信環境をもつことで、情報を広く伝え、また経費を
削減できます。

・With コロナ時代は、たくさんの人が集まる会議に制約があ
ります。オンライン会議のための通信環境を整備して、書面

②オンラインによる会議・研修会ならば、会議の場所に制約さ
れずに、どこにいても参加できます。

による会議だけでなく、ICT を活用した対面の会議を行いま
す。

③単位 PTA の ICT 化を促し、活動の効率化と充実の両立を図
ります。

（３）単位 PTA の ICT 化を支援します。
・すべての児童生徒にコンピュータが貸与されますが、PTA

（１）市 P 連のホームページを作成します

活動の中ではまだまだ ICT は未知の領域です。導入から活用

・お知らせや活動の内容を、どこでも知ることができます。
・所沢市 PTA 連合会の総合補償制度について、事故やけが、
損害を与えた場合の対応がすぐにできます。また、自転車保
険やかけこみ 110 番の家の保険内容についても、いつでも知

まで、幅広く研修会を実施します。
・市 P 連で使用するコンピュータや Web カメラを貸与するだ
けでなく、学校での活用を支援します。
・市 P 連のホームページから、
単位 PTA の情報発信を行います。

ることができます。
・PTA 活動の見直しや改革を進めるための情報にアクセスで
きます。
・市内の小中学校の PTA 活動の様子を知ることができます。
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【新型コロナ感染大拡防止にむけて
所沢市ＰＴＡ連合会からのお願い】
◆発熱やせき、倦怠感などのかぜ症状が、

ク会議
ブロッ
す。
様子で

【今年度の活用実績】
◎ホームページによる情報発信
（見える化プロジェクト・ICT 化推進事業・市 P 連団体保険について
・PTA 会長研修会など）

本人や家族にあった場合は、感染防止
のためにしっかりと休ませましょう。
◆ PCR 検査や濃厚接触の際も、休ませま
しょう。
◆感染したり休んだりしている人を、差
別したり、いじめてはいけないことを
しっかりと教えましょう。

の

◎オンライン会議（常任理事会・理事会・ブロック会議）
◎ PTA 会長研修会のオンライン実施
他市町村からの講師をオンラインで招待し、研修会を開催。
◎市長・教育長と語る会のオンライン実施
YouTube 配信（市長・教育長と語る会・PTA 研修会録画ビデオの限定配信）

◆医療従事者やエッセンシャルワーカー

学校 PTA での ICT 活用例

への感謝の気持ちをもたせましょう。

①顔を合わせる会議は重要ですが、会議に行けない時でも参加できます。

感謝の気持ち！

②研修会には行きたいけど、都合がつかない⇒録画を YouTube で共有できます。
時間のとれない保護者やひとり親家庭の学びの機会を保障できます
③市 P 連の Web カメラを活用ください。４〜６名程度の会議を配信できます。
④市 P 連のコンピュータは、どこでもインターネットに接続できます。オンラ
イン会議などでぜひ活用ください。
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【子どもを守るための、学校と地域、PTAをつなぐ取組が全中学校区で行われています】
安全安心な学校と地域づくり推進支部会議・東中学校区支部 活動報告

（東中学校、松井小学校、牛沼小学校）

支部長名 井関 義邦（所沢市立東中学校長）

（１）
「いじめ撲滅」について

★学校での取り組み
・
「アンケート」いじめ防止に向けた様々なアンケートを定期
的に実施。
・
「心の救急箱」ポストを設置し、子どもたちの小さな SOS を
見逃しません！
・
「東中学校区生徒指導主任会議」校区 3 校の先生が集まり、
未然防止・早期発見対応・解消に向け話し合い。
・
「弁護士の出前授業」法律から見たいじめを６年生が受講し、
いじめを予防。
★各団体での取り組み
・
「いじめはしません」少年野球チーム、サッカーチームで約
束します。
・
「登下校の見守り」 毎日の登下校の子どもたちの様子を見守
り、必要な場合は声かけをします。

（２）
「交通事故防止」について

★学校での取り組み
・
「安全指導」命に係わる事故になる！自転車の乗り方指導。
・
「年末パトロール」教職員、PTA、おやじの会共同で実施。
★各団体での取り組み
・
「登下校時の見守り活動」
「パトロール」
・
「環境整備」事故を未然に防ぐために、公道の障害物除去、
通学路の樹木剪定を行い、見通しをよくする。
・
「警察との連携」スクールゾーン通行違反、大型車通行違反、
スピード違反車両の取締りを要請。

（３）
「地域行事への主体的参加」について
新型コロナウィルス感染拡大のため地域行事の多くが中止と
なり、参加が難しい状況でした。
★各団体での取り組み
・
「東川の水質検査」地域の方ともに東川の水質調査を実施。
・
「校庭の除草作業」東中の教職員、地域の方々、PTA、おや
じの会、後援会の有志で除草作業を実施。

（４）
「地域ぐるみのあいさつ運動」について

弁護士さん
出前授業

【課題】

①交通事故０を目指す。
②いじめは、どこの場面でも起こりうる⇒きめ細かく子どもに
寄り添い、早期発見、早期対応、早期解決、再発防止。
③「あいさつ」が学校の誇り⇒中学校区の児童・生徒に自覚さ
せる。
④子どもの言葉遣い⇒保護者も含め、少し乱暴な言葉遣いに気
をつける。

★学校での取り組み
・
「挨拶運動」 月毎の生活目標に合わせ、教師と子どもが一緒
にあいさつ運動。
★各団体での取り組み
・
「パトロール」地域ごとに会員の家を回るパトロールを実施、
声をかけると元気な返事があり、注意に対しても「すいませ
ん」等気持ちの良い返事が返ってきます。
・
「登下校時の挨拶の声かけ」
小学校パトロール隊の
「いってらっ
しゃい」
「おはようございます」の声かけ。
東ブロック学校区には、所沢市の「クールジャパンフォレスト
構想」により「ところざわサクラタウン」
「角川武蔵野ミュー
ジアム」が誕生しました！
近隣の小学校がプレオープン時に見学しました！
岩石みたいな外観と本棚劇場は一見の価値あり！

【今年もたくさんの表彰団体が生まれました！おめでとうございます】
☆「交通安全功労団体」北小学校
（交通安全推進協議会）

☆「所沢市地域安全功労団体」
泉小学校
（防犯協会・
暴力団排除
推進協議会）

☆「地球にやさしい学校大賞」
市長賞：清進小・山口中
教育長賞：宮前小・小手指中
入選：明峰小・安松小・和田小
向陽中・中央中
努力賞：伸栄小・富岡中
（
「地球にやさしい学校大賞」
選考委員会）

所沢市ＰＴＡ連合 会 会報

（6）令和3年３月９日発行

第90号

所沢市 PTA 連合会の保険のご案内
所沢市 PTA 連合会では、3 つの保険を準備しています。
①自転車利用者向け保険（個人賠償責任補償）
埼玉県で加入が義務づけられている自転車利用者向け
の保険です。自転車事故だけでなく、日常生活の賠償責
任（窓を割った、
レンタルスキーを折ったなど）もカバー
します。
※他の保険に比べ、格安です。ご案内は、学校より配布済
みです。4 月 1 日保険スタートなら、3 月 26 日までにお
申し込みを！
②所沢市 PTA 連合会総合補償制度
PTA 活動中のけがや対人対物賠償、借用物への損害な
どをカバーする保険です。市 P 連の加入の保護者・児童
生徒・同時参加の未就学児が対象です。
③かけこみ 110 番見舞金制度
子どもを守るために被害を受
けた場合、お見舞金が支給され
ます。
こちらの情報は、詳しくは
ホームページに掲載してありま
す。そちらもご欄ください。
☆所沢市 PTA 連合会 70 周年事業が 1 年延期されました。
記念式典は 12 月 4 日開催予定！
☆講演者は、
「レモンさんこと山本シュウ」
☆ 70 年の歴史とこれからの PTA の未来を展望します

所沢市PTA連合会 会員の皆様へ 個別で加入されるより

２０２１年度

約6分32秒に1件

15%

【※警察庁「令和元年中の交通事故の発生状況」および
】
「令和元年における交通死亡事故の特徴について」より】

割引適用

交通事故によるケガの補償
傷害補償

Ａ・Ｂ・Ｃタイプ

交 通 傷 害型

被保険者本人（児童・学生・教職員）

（保険期間

日本国内・国外を問わず、所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に搭
乗中の事故によりケガをされた場合等に、保険金をお支払いします。
<例えば・・・>

ご加入のおすすめ

・車にはねられてケガ
・ 自 転 車 で 転倒し て ケ ガ
・自転車でぶつけられてケガ
・バスのステップですべってケガ

団体傷害保険

傷害総合保険（普通傷害型・交通傷害型）
＋

個人賠償責任補償

示談交渉サービス付
（日本国内のみ）

〈ご家族全員が対象〉

害型
日常生活のほとんどのケガの補償（交通事故を含みます） Ｄタイプ 普通傷害

～ 自転車事故での高額賠償事故例～

埼玉県自転車条例
に 対 応 し てい ま す 。
埼玉県内で使用される自転車保険の加入義務化！

平成20年9月22日神戸市の住宅街坂道での事故。
当時
当
時小学5年生の男子が自転車で帰宅途中、女性に気がつかず正面衝突
女性は意識不明の状態が続いている。

● 賠償 額 ９, ５２１万円

傷害補償

被保険者本人（児童・学生・教職員）

＜部活やスポーツ団のケガもＯＫ＞

日本国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故（以下「事故」といいます。）によりケガ
をされた場合等に、保険金をお支払いします。

（判決文で加害者の母親が支払いを命じられた額） 【 ２０１３年7月神戸地裁判決より 】

<例えば・・・>
・交通事故によるケガ
・ ス ポ ー ツ 中の ケ ガ
・登下校中にケガ
・ 遊 ん で いて ケ ガ
・ 部活動で ケガ
・ 家庭内で ケガ
・ ヤケド を 負 う

自転車は軽車両です！下記のようなリスクがあります。

●他人にケガをさせる

●他人の家の塀を破損させた

●自分がケガをする

ご 加入

保険種類

死亡・

入院
（

手術

通院
（
個人
保

一時払

Ａ・Ｂ

Ｄタイ

１ページの

【 保険

被保険者

個人賠償責任補償特約は全タイプ共通！最高2
2億円補償！

被保険者

個人賠償責任補償

示談交渉サービス付
（日本国内のみ）

被保険者本人とご家族が対象

日本国内外で日常生活で生じた偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊し
誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって負う法
たり、誤
律上の損害賠償責任を補償します。

ポイント
・示談交渉サービス付き（日本国内のみ）交渉は保険会社が行うので安心！

ポイント
・本人・ご家族が加害者に！？

ポイント

日常生活の賠償事故も補償します。ご家族全員対象！

・本人の交通事故によるケガ、または日常のほとんどのケガの補償どちらか選べます。

<例えば・・・>
・自転車で歩行者と接触してケガをさせた
・自転車運転中に駐車中の車に接触してキズをつけた
・子どもがボールで他人の家の窓ガラスを割った
・日本国内で友人から借りたカメラを海外旅行先で
落として壊してしまった
・自転車を運転中に踏切内で立ち往生して
しまい、電車を止めてしまった
・飼い犬が他人に噛み付きケガをさせた
・レンタルスキーを折ってしまった

■事
事故

ただちに

【事

（受

◆団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらか
じめご了承ください。また、団体のご加入人数が１０名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。

◆保険契約者

所沢市PTA連合会

◆被保険者

所沢市PTA連合会 会員の皆さま

◆保険期間

令和３年４月１日午後４時から
令和４年４月１日午後４時まで１年間
（注）新中学３年生の終期は令和４年3月３１日午後４時までとなります。

◆申込締切日

令和３年３月２６日（金）中途加入は毎月受付中！

◆加入依頼・払込

同封の払込取扱票にご記名のうえ、ゆうちょ銀行・
郵便局でお支払いください。

【傷害総合保険ご加入皆さまへ】
2021年１月1日以降に保険期間が開始するご契約について、個人賠償責任補償等の保険料・補償内容の改定を行っています。更新に際し、改
定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをお読みいただいたうえで、お申込みくださいますようお願いします

（ ※）
①本人の配
②本人また
③本人また
④本人が未
および監
⑤①から④
無能力者
なお、被保
いいます。

-1-1-

コロナ禍での活動となり、ブロックでの編集会議は
オンラインを使用しました。不慣れで思うようにい
かない事もありましたが、東ブロックの会長さんや
事務局の方々にご助力いただき感謝しています。単
位 PTA でもオンラインの活用が広まりつつある中、
更なる ICT 化推進の一助になれば幸いです。

