
- 1 -

日 時 平成２６年６月２８日(土） １３：００～１７：００

会 場 高知会館 「白鳳」

日 程

受 付 １２：３０～１３：００

◆ 平成２６年度 PTA会長研修会 １３：００～１４：３０

１ 開会の辞

２ 会長挨拶 高知県高等学校 PTA連合会会長
３ 来賓紹介

４ 各学校のアピール（単 P会長１分間スピーチ）
５ 連絡事項

◆ 平成２６年度 定期総会 １５：００～１７：００

高 P連会長
１ 開会の辞 生永 慎一 氏

２ 会長挨拶 高知県高等学校 PTA連合会会長
３ 来賓祝辞 高知県教育長

４ 来賓紹介

５ 議長選出（書記、議事録署名人委嘱）

６ 議事

７ 新旧役員挨拶

８ その他 各関係機関から 高知県教育長

９ 閉会の辞 田村 壮児 氏

10 連絡事項

◆ 懇親会 １７：１０～ 高知会館３Ｆ「飛鳥」

先日、開催されました平成２６年度高知県高等学校 PTA 連合会定期総会並びに単 P
会長研修会では、約１００名の方々の参加がありました。ありがとうございました。
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学校アピールとして、学校の特徴やこれからの抱負等を PTA 会長に１分間スピーチを
していただきました。

＜安芸地区＞ ＜香長地区＞

室戸高等学校 中芸高等学校 安芸高等学校 城山高等学校 山田高等学校

PTA会長 PTA会長 PTA会長 PTA会長 PTA会長
＜高知地区＞

嶺北高等学校 高知農業高等学校 高知東工業高等 岡豊高等学校 高知東高等学校

PTA会長 PTA会長 PTA会長 PTA会長 PTA会長

高知南高等 高知工業高等 高知追手前高等 高知丸の内高等 高知小津高等

学校 PTA 会長 学校 PTA 会長 学校 PTA 会長 学校 PTA 会長 学校 PTA 会長
＜高吾地区＞

高知西高等学校 高知商業高等 春野高等学校 伊野商業高等 吾北分校

PTA会長 学校 PTA会長 PTA会長 学校 PTA会長 PTA会長

高岡高等学校 高知海洋高等 須崎工業高等 須崎高等学校 佐川高等学校

PTA 会長 学校 PTA 会長 学校 PTA 会長 PTA 会長 PTA 会長
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＜幡多地区＞

檮原高等学校 四万十高等学校 大方高等学校 幡多農業高等 中村高等学校

PTA会長 PTA会長 PTA会長 学校 PTA会長 PTA会長

西土佐分校 宿毛工業高等 宿毛高校 清水高等学校

PTA会長 学校 PTA会長 PTA会長 PTA会長

＜ 特別支援学校＞

高知ろう学校 若草養護学校

PTA会長 PTA会長

司会：高Ｐ連副会長 西澤 和史 氏

議長：県立室戸高等学校 （PTA 会長 祖川 浩 氏、学校長 堅田 栄一 氏 ）

書記：県立嶺北高等学校（PTA会長 井手 正 氏、学校長 川島 祥嗣 氏）

議事録署名人：県立春野高等学校（PTA会長 土居内さおり 氏、学校長 小松 啓起 氏）

選考委員会委員：県立宿毛工業高等学校（PTA 会長 所谷 昌幸 氏、学校長 橋本 浩 氏)

＜次第＞

第１号議案 平成２５年度事業（会務）報告・・・満場一致で承認

第２号議案 平成２５年度会計決算報告・・・満場一致で承認

平成２５年度 一般・育成員制会計決算報告
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平成２５年度 共済事業会計決算報告

平成２５年度 監査報告

第３号議案 平成２６年度事業方針（案）・・・拍手多数により承認

平成２６年度事業実施計画（案）・・・拍手多数により承認

平成２６年度高校生育成員制事業実施計画（案）・・・拍手多数により承認

第４号議案 平成２６年度 一般・育成員制会計予算（案）・・・満場一致で承認

平成２６年度 共済事業会計予算（案）・・・満場一致で承認承認

第５号議案 平成２６年度役員改選・・・満場一致で承認

会長候補 生永 慎一 氏 （高知海洋高等学校ＰＴＡ顧問）

監事候補 岩原 利枝 氏 （県立高知農業高等学校ＰＴＡ顧問）

岡本 由美 氏 （県立山田高等学校ＰＴＡ顧問）

矢野 喜秋 氏 （県立春野高等学校ＰＴＡ顧問）

会長指名

副会長

中元 ひとみ 氏 （県立高知東工業高等学校ＰＴＡ顧問）

西澤 和史 氏 （県立中村高等学校ＰＴＡ会長）

川北 恭弘 氏 （県立岡豊高等学校ＰＴＡ顧問）

新旧役員挨拶

代表挨拶 副会長 祖川 浩 氏 ☆ 旧役員の皆様１年間本当にお疲れ様でした。
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☆ 新役員の皆様１年間よろしくお願いします。

＜関係機関からの報告＞

☆ 高等学校課より

県立高等学校再編振興計画について以下の資料を基に説明がありました。

資料１ 県立高等学校再編振興計画の策定について

（平成 26年 6月 16日 第 5回教育委員協議会 資料１より ）

資料２ 県立高等学校再編振興計画の基本的な考え方（案）

（平成 26年 6月 3日 第 4回教育委員協議会 資料３より ）

資料３ 適正な学校規模の維持と適切な学校の配置について

（平成 26年 6月 16日 第 5回教育委員協議会 資料３より ）

資料４ なぜ高知市内の県立学校の統合が必要なのか

～一律に学校数を減らすことで対応できないのか～

（平成 26年 5月 17日 第 2回教育委員協議会 資料１より）

資料５ なぜ高知南中・高校なのか

（平成 26年 5月 17日 第 2回教育委員協議会 資料２より）

資料６ 高知南高等学校・高知南中学校、高知西高等学校（併設中学校）の

統合について

（平成 26年 5月 31日 第 3回教育委員協議会 資料１より）

資料７ 統合後の高知西高等学校と併設中学校の姿について(案）

（平成 26年 5月 31日 第 3回教育委員協議会 資料２より）

資料８ 須崎高等学校・須崎工業高等学校について

（平成 26年 6月 3日 第 4回教育委員協議会 資料１より）

資料９ 統合後の須崎高等学校と須崎工業高等学校の姿について(案）

（平成 26年 6月 3日 第 4回教育委員協議会 資料２より）

※詳細につきましては、高知県教育委員会事務局高等学校課ホームページにも掲載され

ています。ホームページを開きましたら、画面左メニューの欄より高校再編の教育委員協

議会をクリック→教育委員協議会会議録（県立高等学校再編振興について）をクリック→
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教育委員協議会会議録平成２６年度より各会の資料が PDF で掲載されていますので、ご
覧になってみてください。

☆ スポーツ健康教育課より

１．高知県の児童生徒の健康課題について

○肥満傾向児の割合が高い

○ 1週間の運動時間（体育の授業を除く）が 60分未満の割合が高い
２．「よさこい健康プラン２１」（第三期健康増進計画平成 25－ 29年）により健康づくり
の取り組み

重点的な対策テーマとして「子どもの健康的な生活習慣の定着」とし、小学校から高等

学校までの健康教材の作成・活用を行っているとの説明がありました。

※ 詳細につきましては、高知県 健康長寿政策課ホームページにて検索できます。メ

ニューの欄より健康増進・よさこい健康プラン２１に掲載されているので、ご覧になって

みてください。

☆心の教育センターより

心の教育センターでは、保護

者の皆さんをサポートするため

に学校や地域に出向き研修会や

講演会を行っています。

詳しくお知りになりたい方は、

高知県心の教育センターまで、

お問い合わせください。

○ＴＥＬ：088‐ 833-2932

○ＦＡＸ：088‐ 833-2935

○ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311902
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司会 高 P 連 副会長 中元 ひとみ 氏

懇親会でも、多くの方に参加していただき

親睦を深めることが できました。

ありがとうございました。

＜挨拶＞ 高知県教育員会事務局 教育次長

中山 雅需 様

＜乾杯＞

高知県小・中学校 PTA 連合会 会長

田村 雅之 様

＜中締め＞

高知県高等学校長協会 会長

高知県高等学校 PTA 連合会副会長
川村 文化美 様


