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「市長・教育長と語る会」～学校とPTAの連携・信頼・和合～
PTAと学校の力強い連携に向けて

「PTA会長は学校に全面協力したい、しかし、コロナ禍の
中でうまく対応できなかった。学校とうまく連携したり、
和合できる手立てはないでしょうか」（会長のひとこと）

村上・安松中学校PTA会長から、力強いメッセージが
出されました。コロナ禍で、子どもを預ける親は不安だし、
最悪の事態を心配するのは当然のことです。そんな不安や
心配を、保護者の立場から学校と協議できるPTAについ
て議論が進められました。教育長は、「はじめに学校あり
き、学校への全面協力というPTA会長さんの言葉が有難
い。校長とPTA会長双方で、『ほうれんそう（報告・連絡・
相談）』が必要。頻繁なコミュニケーションの中で信頼が
生まれる。」と話されました。「PTA会長の後押しが、本当
に心強く感じた」という校長先生の言葉が印象的でした。

PTAと学校の力強い連携に向けて

市P連と市教委が課題を共有していく

「学校行事に関する教育委員会の考え方は、理解できまし
たが、市P連と教育委員会とのおつきあいのあり方を考え
ていければと思います」（会長のひとこと）

熊谷・柳瀬中学校PTA会長からは、学校行事の実施が
所沢市内でまちまちだという保護者の話題があげられまし
た。教育長から、「市の考え方としては、学校の特色や実
施の方針、実態、時期、児童生徒数がちがうので、一律に
中止は難しいので、それぞれの学校に決定をゆだねてい
る。」という教育委員会の考え方が説明されました。昨年8
月の夏休み明けの授業スタートを、教育委員会が決定した
ときは、多くの批判が市役所に寄せられましたが、結果的
には冷静で妥当な判断だったという市長のお話もありまし
た。学校とPTAの連携から、さらに市P連と市のお付き合
いの在り方が問われていました。

 市長の「困ったときこそ近くに頼れる人たちがいたこ
とを知って、ほっとしている。」「学校や市が、もう一回
PTAに相談してみようというところへ立ち戻れたのではな
いか。」という発言に、PTAの可能性を改めて考えさせら
れました。

会の終了後、市P連役員と市教委との課題共有のための
ミーティングを、定期的に実施することが決まりました。
今後、市P連と市教委、そして市P連と学校PTAの間での
情報共有、課題共有への期待が高まります。

市P連と市教委が課題を共有していく

～教職員の働き方改革とは～

教員の働き方改革とは。保護者から要望は、質・量ともに
増える中で・・・

PTA会長から、「教員の働き方改革」を保護者はよくわ
かっていないという指摘がありました。教育長から、教員
の業務が過多となり、勤務時間を大幅にオーバーしている
実態の説明が、市長からは、部活動に求められる親の要望
も、技術指導などハードルが高くなっており、子どもを多
面的に理解できる部活動本来の良さを、おおらかにとらえ
てほしいという話がありました。

 台本のない話し合いの中で、市長・教育長・PTA会長・
校長が、それぞれの立場から自分の考えを表明するだけで
なく、相手の話に耳を傾けて、課題の解決について深く考え
ることができました。「語る会」は、70分で終わりましたが、
そこで得られた「互いの信頼」の余韻が残りました。

～教職員の働き方改革とは～

全体司会 花塚拓也・松井小学校PTA会長
語る会司会 小澤潤・東所沢小学校PTA会長
企画・運営 （市P連東ブロック）松井小・安松小・和田小・
牛沼小・柳瀬小・東所沢小・東中・安松中・柳瀬中
登壇者の皆様 
藤本正人・所沢市長    大岩幹夫・教育長
相川史生・安松小学校長  結城尊弘・東中学校長
村上哲也・安松中学校PTA会長
熊谷剛太・柳瀬中学校PTA会長

　この事業は、校長先生はオンライン参加、PTA会長は会場
参加というハイブリッド方式で開催されました。
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～市P連の70年を振り返り、PTAの未来を考える～

レモンさんは、自分のことを「男の顔した、ただのおせっかいおばちゃん」と称しています。
それは「私が教えることはありません。気づいてください。あなたの無意識の引き出しに入っ
ている気持ちや感性、キーワードはもともと皆さんが持っているもので、その扉を開けるお
せっかいをやりにきました。」と語ります。

令和維新の時代についていけない保護者の、「昭和の思い込み」について、たくさんの例を楽
しくあげていただきました。「ひと様に迷惑をかけるな」もその一つで、「子どもには助けてと言える
権利があるんや。だれもが幸せになれる権利があって、それが人権や」なるほどです。

思春期のとらえ方もユニークでした。思春期は、ホルモンのバランスが崩れて、自分に目
覚める時代だから、イライラしたり不安になったりする。なるほど、だからこそコミュニケー
ションにも工夫が必要だと分かりました。そこでも、「気づかせる」が大切で、「そうそう」
という気持ちにさせることです。専門的には「コーチング」という考え方があるそうで、そ
れは「本人が答えを持っている」ということだそうです。レモンさんの、プロの野球選手や

オリンピック選手のメンタルコーチとしての経験談でした。
だれもが無意識に叫んでいる言葉があるそうです。それが「わたしのことわかってよー」。暴走族も「僕を

見て、僕を見て」、識字障害の人が本を読んだ時に字が泳ぐのを「わかってよー !」、夫婦喧嘩も「なんで僕（私）
をわかってくれないの」、老人がヘルパーの腕をかむ「わかってよー」。確かにそうです。そんな聞こえない声に、
気づくことも大切なんですね。

生きる意味とは何か?「幸せでいてね」これは親の世界共通の願いです。そして、「誰も一人では生きてい
ないんだから、みんな親戚なんだから、一緒に子育てをしましょう!」

各学校にレモンさんの著書を2冊PTA宛に送付しました。「レモンさんのPTA爆談」「レモンの子育てビタ
ミン標語」です。会場参加者は、みんな帰るときには思いっきり元気パワーをもらいました。ぜひ、本からも
エネルギーを注入してください。

レモンさんこと山本シュウさん

「We are シンセキ! どの子もみんなの子やで!」

それは「私が教えることはありません。気づいてください。あなたの無意識の引き出しに入っ
ている気持ちや感性、キーワードはもともと皆さんが持っているもので、その扉を開けるお
せっかいをやりにきました。」と語ります。

しくあげていただきました。「ひと様に迷惑をかけるな」もその一つで、「子どもには助けてと言える
権利があるんや。だれもが幸せになれる権利があって、それが人権や」なるほどです。

覚める時代だから、イライラしたり不安になったりする。なるほど、だからこそコミュニケー
ションにも工夫が必要だと分かりました。そこでも、「
という気持ちにさせることです。専門的には「コーチング」という考え方があるそうで、そ
れは「

式典のようすは、

YouTubeにもアップ

されています。

YouTubeで「所沢市

PTA 70周年」で検索

してみてください。

レモンさん大活躍!会場出口

でもエネルギー注入 確認!!）

9名の歴代会長さんへ

感謝状授与

第25代会長・増田さんのご挨拶

「見える化」「柔軟性」「多様性」をもとに、
「ゆるいコミュニティ」を
（古山智啓・70 周年実行委員長のあいさつから）
　70 年の歩みを振り返りながら、PTA の未来を考えていく
70 周年としたい。教育を学校任せにするのではなく、あくま
でも積極的な関りを持つべき。PTA の使命は時代の変化に左
右されないが、活動の在り方は見直していく必要がある。改
革のための 3 つのキーワード「見える化」「柔軟性」「多様性」
をもとに、「ゆるいコミュニティ」となって、全員が喜んで加
入できる組織への見直しを。

子どもを育てる、学校を育てるというPTAの役割
（藤本正人・所沢市長のご祝辞から）
　PTA の担う役割の大切さを 70 周年で再認識した。PTA が醸
し出す空気を子どもたちは感じよりたくましく成長していく。
PTAの役割は、「子どもを育てる」「学校を育てる」と考えている。

PTAは子どもの成長と社会の発展に必要
（大岩幹夫・教育長のご祝辞から）
　保護者・教職員、OB の人々が自分の役割を考えながら子ども
たちの健全な成長のために努力を積み重ね、その子どもたちが親
となって同じ歩みを続けている。この PTA の営みは現代のよう
な人間関係が疎遠になりがちな社会において子どもの成長にとっ
ても、社会の発展にとっても重要である。
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PTA会長・役員等研修会が
よりよいPTA活動をめざして開催されました!

第2回PTA会長・役員等研修会が、Zoomによるオンライン
形式で、1月29日（土）に開催されました。オンライン46名と、
会場5名で、19校の参加がありました。

〇事例提供者は、東所沢小学校 PTA 会
長・小澤潤さんと副会長・関矢るみさん、
清進小学校 PTA 会長・山村顕子さんで
す。運営は、南ブロックが担当し、山口
中学校 PTA 会長・奈須孝志さんが司会
進行をしました。

PTA会費について

〇PTA活動の原則は、親のPTA加入や会費の支払いに関わらず、すべての
子どもたちのための活動です。会費は、すべての子どもたちのために使う
ものと考えています。PTA会費の集め方も話題になりました。

PTA会費について

PTA活動の見直しのきっかけは?

〇PTA活動を新しいスタイルに変えた
きっかけは、コロナ禍で、今までのやり
方ができないということが大きかった!

PTA活動の見直しのきっかけは?

PTAについて、こう考えられています

〇PTAは、直接子どもに何かをするの
でないので、先生たちと子どもたちの
接する時間と質を上げるためのお手伝
い・後押しをするのがPTAの仕事だ
と思います。学校と保護者がいい連携
をとり、そのために親の横のつながり
を大切にしています。

〇先生たちとよく話し合い、その方針を
理解し、後押して、子どもたちを安心
させることだと思います。例えば、修
学旅行に行けないことも、先生たちも
悩んだ末に決めたことなので、親が子
どもと同じように文句を言っていては
子どもは安心できません。

〇PTAがしなければならないことは基
本的には規約にあることのみで、その
やり方に「こうでなければならない」
というものはほぼないと考えます。引
継書はあくまで前年度役員のやり方の

「例」と捉え、それを踏襲するのもよし、
別のやり方に変えるもよし、その年の
役員がやりやすい形をとればいいと思
います。

PTAについて、こう考えられています

東所沢小の資料の一部

精進小の資料の一部

両校の発表は、

ホームページ、
YouTubeで
視聴できます!!

オンライン化についてはたくさん質疑がありました

〇オンライン化のために有料アプリを使う場合の料金の支払方法に質問があがりました。PTAは法人ではないため諸契約
を会長等個人名で行う必要も出てくるので、いくつか可能性のある案が出されました。

〇アプリのダウンロードに消極的な方への対応については、いずれもそれぞれの家庭の状況に応じて丁寧に説明して対応
されていました。また、時にはサポートなど行っているそうです。特にコロナ禍では感染リスクの軽減にもつながります。

〇学校内施設予約やPTA発行文書の学校回覧などにスマートフォンアプリやメールが活用され、運用ルールも設定されて
います。施設予約のオンライン化では、年度当初に配布される学校の年間行事計画なども入れて、学校の都合を確認し
ながらスケジュールを立てられるようにしているそうです。

オンライン化についてはたくさん質疑がありました
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⑤ アンケートのまとめ
これまでの活動内容をシンプルにする
ことや、各役員が省力化できる部分に
焦点を当て、学校ホームページやオン
ライン環境の活用、活動する場の整備
を行うことでハードとソフトの両面を
充実させる取り組みをしていることが
わかりました。各校の課題は異なりま
すが情報を知ることで「現在」を変え
ることも可能ですし、変わらないでい
ることも「あり」なのではないでしょ
うか。

～西ブロックPTA ～
小手指小PTA・上新井小PTA・若狭
小PTA・三ケ島小PTA・林小PTA・
宮前小PTA・北野小PTA・小手指中
PTA・三ケ島中PTA・北野中・狭山
ケ丘中PTA

=市P連のICT化支援=
所沢市PTA連合会では、Zoom会議
を支援しています。運営委員会や総
会など、Zoomでオンライン配信や
録画して配信などが可能です。ぜひ
ご利用ください。

④ 役員の打ち合わせ方法
LINEと対面、双方の良さを活用し
ているようです。事前に話す内容を
LINEで共有しておけば、対面の話し
合いがスムーズに進みます。これまで
対面で実施してきたが、今後はZoom
などのオンラインで検討したいという
学校もありました。今年度の若狭小本
部は、LINE上での打ち合わせのみで
行いました。

西ブロックPTA特集

（PTA会長等研修会から続く）最後に、発表されたPTA会長からのひと言

（小澤会長）保護者には様々な方がおられます。互いを尊重して、PTA 活動を通して横のつなが
りを大切にしています。保護者も考え方ひとつで見える景色が変わるので、みんなでいい雰囲気
をつくり、それを受け継ぎ、時代に合わせて、PTA 活動を変えていくことが大切だと思います。

（山村会長）今年新しい取り組みができたのは、「変えよう」という気持ちを役員が共有できたか
らだと思っています。一人だけがやろうといってもできませんし、オンライン化には学校ごとに
タイミングやカラー（合う / 合わない）もあると思います。現時点でベストと思う選択をしてい
ますが、他にこんなやり方もいいのでは ? というものがあればぜひ他校のご意見も伺いたいです。

（PTA会長等研修会から続く）最後に、発表されたPTA会長からのひと言

交通安全功労団体 清進小学校
所沢市地域安全功労団体 若狭小学校

市P連関係団体による表彰

① 役員の情報共有ツール
西ブロックではLINEの使用率が高
かったです。LINE WORKSであれば
ノートを残したり、活動資料をファイ
ルしたりする機能もあり、今後活用さ
れていくと思います。トークの文面だ
けでは、伝わらないという課題もあり
ます。

② 引き継ぎ資料と方法
データと紙併用が多く、データ化に取
り組み始めた学校もあるようです。自
分たちにあった方法で運用しているこ
とがわかります。データの随時更新、
役員資料の見直しと過去3年以上の資
料は破棄する等。役員経験者が新年度
に本部監査や会計に残り、サポートす
る学校もありました。

③ 学校と役員の連絡手段
電話が首位で、あらかじめ連絡が取り
やすい時間を聞いて対応したり、行事
や作業などで学校へ行く際に相談した
りします。また子どもを通して資料の
受け取りや確認を行う場合も。
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若狭小学校創立50周年記念式典

若狭小学校の50周年に向けて、令和2年に50周年記念準備委員会が発足、令和3年より実行委員会がスタートしました。新
型コロナウイルス感染症拡大の中で対策を実施し、可能な範囲で式典を開催するために、学校の先生方、地域の方 と々共に多く
の時間とディスカッションを費やしました。これまでの周年事業を振り返り、若狭小でできることは何か、児童に喜んでもらえる
記念誌、記念品にしたいと考え、形にすることができました。
当日は、体育館での式典をオンライン配信して、児童は各教室で参加しました。オンライン環境の整備は、先生方にご尽力い
ただき、何度もテストを繰り返し当日はスムーズな配信ができました。同じ空間をにぎやかに共有したいという思いはかないませ
んでしたが、先生方や、地域の方 と々の多くの話し合いの中で実現できたことに、改めて感謝を申し上げます。多くの方々が若狭
小に関わり、ご協力いただいているからこそ、50年という歴史をつないでこられたのだと思います。
下校する児童が記念品のトートバッグに荷物をたくさん詰めて肩から下げ、道端で
バンダナを広げて「この場所ここだね」と話す姿を見て心が豊かになりました。少子
高齢化の波は避けて通れない時代にあっても、無限大の可能性を持つ子どもたちの
背中をこれからも見守り、その時代に「できることを模索できる地域」でいたいと思
います。

50周年式典を終えて　所沢市立伸栄小学校

令和元年度より「開校50周年実行委員会」を立ち上げ、「子
供たちにとって特別な日・特別な年度となるよう、また、父親
同士のつながりをつくるきっかけを」というコンセプトで話し
合いが進められました。コロナウィルスにより、水を差される
形となりましたが、記憶に残る50周年記念行事とするべく検
討が行われ、航空写真撮影、伸栄小学校のシンボルである「き
りん」の像の修復を行いました。

周年行事に係る費用は全てPTA
予算からご負担いただきました。
式典当日には、市長、教育長に来
賓としてご来校いただき、子供たち
へのメッセージをいただくとともに、
6年生全員で「千本桜」を演奏し、
式典を盛り上げました。「記念すべき
この年に伸栄小学校に在籍している
ことを誇りに思います。」という子供
からの声を聞き、胸が熱くなりました。

荒幡小学校は今年で開校40周年を迎えました

実行委員会は立ち上げずに、学
校とPTAで今できることをやってい
こうと周年行事を企画・運営してき
ました。感染症の流行がやや下火に
なった10月には全校児童・教職員が
校庭に集まり校章を形作り、航空写
真を撮りました。こういった中でも、
感染症対策をとりながら全員が集ま
り撮影した写真は困難な状況下でも
工夫して活路を見出そうとした気概
を象徴するものになったと思います。
開校をお祝いしてPTA広報委員の皆さんが作成してくれた
広報誌「開校記念号」を始め、文房具や航空写真のファイルを
児童をはじめ支援してくださっている地域のみなさんにも配付
しました。また、40周年を記念する横断幕等を作成しました。
奇しくも、この40周年の節目の年、逆境の中でも、できる
ことをやろうと進めてきたことは、この荒幡の地が拓かれた
頃の住民の思いが礎になっているように感じます。また次の
50周年に向けて、変化を主体的に受け止め、新たな未来を
切り拓いていけるよう、本校のさらなる発展を祈っています。

椿峰小学校は40周年を迎えました

この度、椿峰小学校は開校40周年を迎えました。昭和57
年の開校以来4819名の児童が本校を巣立ち社会で大きく活
躍していることと存じます。これもひとえに地域の皆様の今日
までの温かなご支援のおかげであります。感謝申し上げます。
開校記念を祝し、航空写真・記念リー
フレット・記念講演を行いました。
リーフレット発行に際してPTAの皆
様にはご寄稿やご支援を賜りありがと
うございました。
記念行事では三遊亭究斗氏をお迎
えしミュージカル落語「一口弁当」を
ご高座いただきました。笑いあり、
感動ありの素敵な時間を過ごすこと
ができました。6年生の児童は「1人
も悲しむことがなくなればいいと思い
ました。半年後、中学生になる自分
を想像するきっかけとなりました。」と感想発表を述べてくれ
ました。次の10年に向けて椿峰小学校への引き続きのご支援・
ご協力をよろしくお願いいたします。

創立75周年に寄せて

昭和22年、地域の方々の願いと協
力に支えられ、松井小学校に併設さ
れる形で東中学校（当時は松井中学
校）は開校しました。
学校教育目標「自立と貢献」のもと、
巣立った卒業生は14,200名を超え、各分野で活躍しています。
75年の間に、地域に親しまれ、愛される学校として充実・
発展してまいりました。これは、保護者・地域の暖かいご支援、
市当局のご指導、歴代の教職員の不断の努力の賜と心より感

謝いたします。
これからも、生徒一人一人に自信と
誇りを持たせ、幸せな人生を切り拓
く生徒の育成を図るとともに、生徒
の夢を応援する学校・家庭・地域の

連帯の絆を大切にした学校づくりに努めてまいります。
結びに創立75周年を記念して、後援会・おやじの会・PTAの
ご理解ご協力のもと、実行委員会が組織され、数々の記念事業
を実施していただきましたことに対し厚く御礼を申し上げます。
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　　　編集後記
所沢市の学校の多くが今年も感染症の影響をうけ
て記念事業などの判断も難しかったことと思いま
す。限られた中で活動することを学び、この経験
が活動再開した時のエネルギーとなるよう楽しく
編集や取材をすることができました !
ありがとうございました。

「ご加入のおすすめ」と「振込用紙」は、所沢市PTA連合会の加
盟校を通して配布済みです。3月25日までに申し込まれると、4月
1日午後4時から保険がスタートします。
加害者になったときの保険は、埼玉県では、年齢に関係なく義務
付けられていますので、必ず、ご確認をお願いします。

「かけこみ110番」のプレートが掲げられた家やお
店は、危ないと感じたときの避難場所です。ぜひ、
親子で確認してください。

子どもの安全 ・安心は親の願い ・
地域の願いです

運動会のPTA種目でケガをした!!
除草作業で借りた草刈り機を壊してしまった!

　PTA活動中のケガや物を壊したときの補償制
度があれば、安心してPTA活動が行えます。所
沢市PTA連合会では、東京海上日動火災保険株式会社と協議
し補償制度を設けています。

【この補償制度は…】
　PTAの会員と加入小中学校児童・生徒を対象としてPTA活
動中の傷害（疾病は除く、ただし熱中症は対象となります）
とPTA活動に伴う対人・対物賠償事故と各PTAが第三者か
ら借用した財物に対して与えた損害についての損害賠償金を
給付する総合補償制度です。

【補償期間・人数の増減に関して】
　補償期間は、7月1日午後4時から来年の7月1日午後4時ま
での1年間です。毎年更新します。加入時の世帯数+教職員
数を基本とし、保険料の追徴・返戻はありません。団体特約
として、4月からの新入生も給付の対象となりますが、3月に
卒業した児童生徒は給付の対象となりません。

所沢市PTA連合会総合補償制度


