
平成２４年度 高 P連高校生育成員制高吾地区活動報告書 

                           （事務局高 伊野商業高等学校） 

 

１、第１回 高校生育成員制高吾地区連絡協議会 

   日 時：平成２４年６月２７日（水） 

   会 場：いの町『すこやかセンター伊野』 

   参加者：４４名 

 

 （１）運営委員会（２０名） 

   ①平成２３年度事業報告（佐川高校） 

   ②平成２４年度事業計画案（伊野商業高校） 

   ③第１回連絡協議会日程説明 

   ④連絡事項等 

 

 （２）研究協議・講演（４４名） 

   ①講演 

     演題『高知流「生きる力」を発揮する場づくり～企業として、今できること～』 

     講師 ビスタワークス研究所 結城 貴暁様 

   ②実践発表 

     「各校の生徒指導の取り組みについて」 

        発表順…梼原高校、追手前高校吾北分校、高岡高校、高知海洋高校、 

            須崎工業高校、須崎高校、窪川高校、佐川高校、伊野商業高校 

   ③少年非行等の状況 

     いの警察署 刑事生活安全課長 小原 健司様 

 

 （３）懇親会（２０名） 

     日時 １７時３０分より 

     場所 割烹まなべ（吾川郡いの町） 

     会費 ５，０００円 

 

２、第２回 高校生育成員制高吾地区連絡協議会 

   日 時：平成２４年１２月６日（木）   会 場：かんぽの宿伊野 

   参加者：協議会 ４４名  

 

 （１）運営委員会（参加者：２１名） 

   ①平成２４年度事業報告ならびに会計報告（伊野商業高校） 

   ②第２回連絡協議会日程等の確認 

   ③高Ｐ連事務局・県教委より連絡事項 

      高Ｐ連事務局より 

      平成２５年度の事業計画について 

      県教委生涯学習課より 

      その他 

 

 （２）研究協議（講演・実践発表・意見交換） 

   ①講演（１４：２０～１５：５０) 

     『南海大地震に備えて』（仮称） 

       講師 伊野商業高校 谷内 康浩



   ②実践発表・意見交換（各校５分程度） 

      発表順…①梼原高校ＰＴＡ会長     ②追手前高校吾北分校ＰＴＡ会長 

          ③高岡高校ＰＴＡ会長     ④高知海洋高校ＰＴＡ会長 

          ⑤須崎工業高校ＰＴＡ会長   ⑥須崎高校ＰＴＡ会長 

          ⑦窪川高校ＰＴＡ会長     ⑧佐川高校ＰＴＡ会長 

          ⑨伊野商業高校ＰＴＡ会長 

 

 （３）少年非行等の状況について 

     いの警察署 刑事生活安全課長 小原 健司 様 

 

 （４）平成２４年度の事業計画・高校生賠償保険（自転車）について（業者説明） 

 

 【 懇親会 】 場所 『かんぽの宿』伊野 （吾川郡いの町）   

         時間 １７時３０分～   会費 ５,０００円 

 

３ 表彰関係 

 ☆平成２４年度団体表彰、教育長・高Ｐ連会長表彰受賞者一覧について 

     【文部科学大臣表彰の団体表彰】…高知東工業高等学校ＰＴＡ 

   【全国大会会長表彰の団体表彰】…高知海洋高等学校ＰＴＡ・春野高等学校ＰＴＡ 

   【全国大会会長表彰の個人表彰】…山田高等学校ＰＴＡ会長 岡本由美 

                                    高知商業高等学校ＰＴＡ顧問 立野 正 

  ☆平成 24 年度  表彰候補者名簿（敬称略） 

№ 地区 氏名 所属高等学校 

1 
安芸 

地区 

 おおた たつや 
高知県立安芸高等学校 

太田 達也 

2 
さだひろ けいいちろう 

高知県立安芸桜ヶ丘高等学校 
 圭一郎 

3 
香長 

地区 

 たかいし せいけん 
高知県立嶺北高等学校 

高石 清賢 

4 
 いわはら りえ  

高知県立高知農業高等学校 
岩原 利枝 

5 

高知 

地区 

かわきた やすひろ 
高知県立岡豊高等学校 

川北 恭弘 

6 
もりた ひでもと 

高知県立高知西高等学校 
森田 英幹 

7 
にしごみ こういち 

高知県立春野高等学校 
西込 浩一 

8 

高吾 

地区 

あさづ かつみ 
高知県立伊野商業高等学校 

浅津 克己 

9 
 たかはし みつお 

高知県立須崎高等学校 
髙橋 三男 

10 
 うじはら しょうすけ 

高知県立檮原高等学校 
氏原 昇佐 



11 

幡多 

地区 

ふくしげ まさふみ 
高知県立清水高等学校 

福重 晶文 

12 
 おくもと てつや 

高知県立幡多農業高等学校 
 哲也 

13 
  まえだ かずや 

高知県立中村高等学校 
前田 和哉 

14 
特別支

援学校 

さじ ふみ 
高知県立中村養護学校 

佐治 史 

 

平成２４年度  第２回高校生育成委員制 高吾地区連絡協議会 （ 議事報告 ） 

 

【運営委員会】１２：４０ ～ １３：３５（小会議室） 

   期日 ： 平成２４年１２月６日（木） 

   会場 ： かんぽの宿 伊野 

 

１、開会宣言     山下 英雄（ 伊野商業高校教頭 ） 

２、事務局校長挨拶  小松 啓起（ 伊野商業高校 ） 

３、高Ｐ連会長挨拶  生永 慎一（ 高知海洋高校ＰＴＡ会長 ） 

   ①中・四国高Ｐ連参加報告 

   ②全国高Ｐ連参加報告 

   ③平成 26年度高Ｐ連 高知大会への参加・協力のお願い 

４、資料確認     山下 英雄（ 伊野商業高校教頭 ） 

５、自己紹介     順番に自己紹介 

６、議長選出     当番高校事務局教頭   山下 英雄 

７、事業報告     当番高校事務局     亀井 勇人 

 （１）別紙要項・資料により報告 

   ①第１回地区連絡協議会 

   ②第２回地区連絡協議会 

   ③高Ｐ連 表彰関係 

   ④地区予算配分表 

８、高Ｐ連事務局   中村 哲夫 

 （１）平成２５年度の主な年間行事計画説明 

 

【研究協議】１４：００ ～ １７：３５（中会議室） 

 

１、《 講 演 》１４：００ ～ １５：５０ 

  『 南海トラフの巨大地震に備えて 』 講師：伊野商業高校  谷内 康浩 防災士 

   （１）地球観・地震観をかえよう！ 

   （２）心の中の大きな敵に立ち向かおう 

   （３）市民としての防災知識 

   （４）支援と防災の輪を広げよう 

２、《 実践発表・意見交換 》１５：５０ ～ １７：３５ 

   （１）開会行事     司会  山下 英雄（ 伊野商業高校教頭 ） 

   （２）挨  拶     事務局高校ＰＴＡ会長挨拶  尾﨑 伸安 

   （３）高Ｐ連会長挨拶  生永 慎一 



   （４）実践発表（別紙資料により、各校ＰＴＡ会長の発表） 

      ①梼原高校ＰＴＡ会長 

      ②追手前高校吾北分校ＰＴＡ会長 

      ③高岡高校ＰＴＡ会長 

      ④高知海洋高校ＰＴＡ会長 

      ⑤須崎高校ＰＴＡ会長 

      ⑥須崎高校ＰＴＡ会長 

      ⑦窪川高校ＰＴＡ会長 

      ⑧佐川高校ＰＴＡ会長 

      ⑨伊野商業高校ＰＴＡ会長 

        ・ 地域をあげて支援してくれる。環境整備・交通安全指導・街頭指導。 

        ・ 親子ふれあい大会・ＰＴＡによる新聞発行。ＰＴＡの県外研修。 

        ・ 大学訪問・夜間補導・愛校デー・文化祭・体育祭への保護者参加。 

        ・ ＰＴＡ総会への参加増のための対策。気仙沼の津波状況を踏まえた講演。 

        ・ ドラゴンカヌー大会へのＰＴＡ参加。 

           以上、ＰＴＡ役員の積極的な活動で学校を支援している報告があった。 

 

５、少年非行等の状況     いの署生活安全課   植田 すみ 

      ①平成２３年１０月より学校・警察連絡制度開始 

      ②平成２３年度 少年非行率  全国１位 

        ・万引き、自転車・バイク盗み、喫煙、深夜徘徊、飲酒増加。 

６、高Ｐ連事務局より、自転車保険制度と加入方法の説明 

７、閉会行事 平成２４年度 当番校ＰＴＡ会長挨拶  尾﨑 伸安 

        平成２５年度 当番校ＰＴＡ会長挨拶  生永 慎一 

 

   平成２５年度 事務局校  確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜講演資料＞ 

 



 


