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静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 令和元年度 事業計画 

１ 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 事業計画（行事予定） 

開 催 日 時   間 事業等 会場 

４月 12日(金) 9:00～17:00 外部監査 静岡中央ビル(事務局) 

４月 19日(金) 14:00～16:00 内部監査 静岡中央ビル(事務局) 

５月９日(木) 10:30～17:00 会計監査、会長・副会長会①、理事会①、被表彰者選考委員会 クーポール会館 

５月９日(木) 13:30～14:30 安全振興会（理事会①） クーポール会館 

６月７日(金) 10:00～11:20 安全振興会（定時評議員会・臨時理事会） ホテルセンチュリー静岡 

６月７日（金） 11:30～19:20 会長・副会長会②、表彰式、総会、研修会、情報交換会 ホテルセンチュリー静岡 

８月 22日(木) 17:00～19:00 第 69 回全国高Ｐ連大会京都大会静岡県高Ｐ連情報交換会 京都市内（予定） 

10月 11日(金) 13:30～14:30 高校生善行表彰選考委員会 クーポール会館 

10月 11日(金) 14:40～17:00 安全振興会（理事会②） クーポール会館 

１月 24日(金) 16:00～19:30 本部役員会③、情報交換会 パルシェ７Ｆ会議室 

２月７日(金) 13:30～19:00 理事会②、特別委員会（視察研修）、情報交換会 中部地区視察研修 

２ 東海地区高等学校ＰＴＡ連合会 事業計画（行事予定） 

開 催 日 時   間 事業等 会場 

４月 24日(水) 15:00～19:30 理事会①、情報交換会 ウインクあいち 

６月 14日(金) 11:00～19:30 総会、東海地区高Ｐ連岐阜大会、情報交換会 長良川国際会議場 

10月 16日(水) 14:00～16:30 事務局長会議 愛知県教育会館 

10月 24日(木) 14:30～16:30 理事会②、委員会① ウインクあいち 

２月 14日(金) 14:30～16:30 理事会③、委員会② ウインクあいち 

３ 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 事業計画（行事予定） 

開 催 日 時   間 事業等 会場 

６月 22日(土) 13:30～19:30 定時総会、教育懇談会 東京ガーデンパレス 

６月 23日(日) 9:00～12:00 委員会① 東京ガーデンパレス 

８月 21日(水) 13:00～19:30 第 69 回全国高Ｐ連京都大会 前日会議・レセプション 京都市 

８月 22日(木) 13:00～17:00 第 69 回全国高Ｐ連京都大会 第 1 日（午後始り）静岡県情報交換会 京都市 

８月 23日(金) 9:00～12:00 京都大会 第 2日（午前中終わり） 京都市 

10月 12日(土) 13:30～19:30 全国会長会・事務局長会、教育懇談会 大阪ガーデンパレス 

10月 13日(日) 9:00～12:00 委員会② 大阪ガーデンパレス 

２月８日(土) 13:30～19:30 全国会長・事務局長研修会、教育懇談会 東京ガーデンパレス 

２月９日(日) 9:00～12:00 委員会③ 東京ガーデンパレス 

４ 全国高等学校等安全互助会連絡協議会 事業計画（行事予定） 

開 催 日 時   間 事業等 会場 

７月８日(月) 15:00～16:30 役員会 静岡市 

10月３日(木) 13:15～16:50 総会・研究大会 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ札幌 

10月４日(金) 9:00～12:00 研究大会 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ札幌 

11月 22日(金) 13:30～17:00 第８回研修会 静岡市 
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５ 静岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会 地区指導者研修会 

地 区 名 

（担当役員） 

日時・情報交換会(有無) 

会   場 

地区世話人校 

研修会担当校 

[研修テーマ] 

地 区 関 係 学 校 名 

賀 茂 

(副会長 池谷 浩) 

7月 10日(水) 

14:00～15:30 情(無) 

河津ﾊﾞｶﾞﾃﾙ公園オランジェリー 

稲取 

[子どもがくじけた時に立ち直る力（レジエンス）を付ける方法（仮）] 

下田 南伊豆分校 松崎 稲取 

三島・田方 

(副会長 池谷 浩) 

7月 2日(火) 

14:00～17:00 情(無) 

函南町文化センター 

三島北 

 

伊東 

[青少年の人格形成（仮）] 

伊東、城ヶ崎分校、伊東商業、熱海、伊豆総合、土肥

分校、伊豆中央、韮山、田方農業、三島南、三島北 

三島長陵、東部特支  

沼津・駿東 

(副会長 望月美奈子) 

7月４日(木) 

13:00～16:30 情(無) 

沼津市立図書館 

沼津工業 

 

裾野 

[ストレスフルな時代を生き抜く我が子の為に] 

御殿場、御殿場南、小山、裾野、沼津東、沼津西 

沼津城北、沼津工業、沼津商業、市立沼津 

沼津視覚、沼津聴覚、御殿場特支、沼津特支 

富士・富士宮 

(副会長 望月美奈子) 

9月 13日(金） 

14:00～17:00 情(有) 

富士市文化会館ロゼシアター 

富士宮北 

[子育てに正解はない！ ～親の尽きない期待と、子どもの現実～] 

吉原、吉原工業、富士、富士東、富士宮東、富士宮西 

富士宮北、富岳館、富士市立、富士特支 

清 水 

(副会長 江口幸生) 

9月 6日（金） 

14:30～16:45 情(有) 

マナーハウスエリザベート 

清水南 

[世界から見た日本 －これからの日本人に求められる資質－] 

清水東、清水西、清水南、清水桜が丘、清水特支 

静 岡 

(副会長 江口幸生) 

10月 5日（土） 

14:30～17:00 情(有) 

クーポール会館 

科学技術 

[創造力・問題解決能力、人間力の育成] 

静岡、静岡城北、静岡東、静岡西、駿河総合、静岡農

業、科学技術、静岡商業、静岡中央、静岡市立、静岡

視覚、静岡聴覚、静岡北特支、中央特支、静岡南特支 

志太・榛原 

(副会長 江口幸生) 

7月 5日(金） 

13:00～16:50 情(無) 

焼津市文化会館 

清流館 

[高校生に適した食育] 

焼津中央、焼津水産、清流館、藤枝東、藤枝西、藤枝

北、島田、島田工業、島田商業、金谷、川根、榛原、

相良、藤枝特支 吉田特支 

掛川 

(副会長 三輪高太郎) 

7月 5日（金） 

13:00～16:40 情(無) 

ふじのくに茶の郷ミュージアム 

掛川西 

小笠 

[楽しい話し方（仮）] 

掛川東、掛川西、掛川工業、横須賀、池新田、小笠 

掛川特支 

磐田 

(副会長 三輪高太郎) 

7月 27日(土) 

13:00～16:30 情(無) 

月見の里学遊館うさぎホール 

袋井商業 

[子どもの心を動かす家族の力] 

遠江総合、袋井、袋井商業、磐田南、磐田北、磐田農

業、磐田西、天竜、春野校舎、袋井特支、天竜特支 

浜松南部 

(校長理事 長井利樹) 
6月 14日（金） 

14:00～16:40 情(有) 

呉竹荘 

浜松南 

[情報モラルの指導方法について（仮）] 

浜松西、浜松南、浜松湖南、浜松江之島、浜松大平台 

浜松城北工業、浜松商業、新居、湖西、浜松視覚、浜

松聴覚、浜松特支 

浜松北部 
(校長理事 長井利樹) 

浜松湖東 

[情報モラルの指導方法について（仮）] 

浜松北、浜松湖東、浜松東、浜松工業、浜名、浜北西 

浜松湖北、佐久間分校、浜松市立、浜名特支、浜北特

支、西部特支 

特支Ｐ連 

(会長 小山全司) 

6月 15日（土） 

14:30～16:10 情(無) 

静岡県コンベンション 

アーツセンターグランシップ 

沼津聴覚 

総会及び研修会 

沼津視覚、沼津聴覚、御殿場特支、沼津特支、富士特

支、東部特支（東部６校） 

静岡視覚、静岡聴覚、静岡北特支、藤枝特支、中央特

支、静岡南部特支、清水特支、吉田特支（中部８校） 

浜松視覚、浜松聴覚、袋井特支、浜松特支、浜名特支 

西部特支、天竜特支、浜北特支、掛川特支（西部９

校） 
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令和元年度 委嘱委員及び出席要請のある連携協力団体 

 

１ 委嘱委員  

（１）県教育委員会教育総務課所管 

教職員コンプライアンス委員（任期２年） 

（２）県教育委員会高校教育課所管 

静岡県いじめ対策連絡協議会（任期２年） 

（３）県教育委員会健康体育課所管 

   運動部活動検討委員会 

（４）県教育委員会社会教育課所管 

      静岡県青少年育成会議委員（任期２年） 

      静岡県青少年問題協議会委員（任期２年） 

      静岡県青少年環境整備審議会委員（任期２年） 

ネット依存対策推進事業企画運営会議（任期 1年） 

（４）一般財団法人静岡県教育会館所管 

静岡県教育会館役員（任期２年） 

（５）一般財団法人静岡県教育会館所管 

静岡県教育会館役員（任期２年） 

 

２ 出席要請のある連携協力団体  

（１）静岡県ＰＴＡ連絡協議会        

（２）社会を明るくする運動静岡県推進委員会 

（３）静岡県交通安全対策協議会      

（４）静岡県コミュニケーションづくり推進協議会 

  （５）しずおか防犯まちづくり県民会議   

（６）静岡県ＮＩＥ推進協議会 

  （７）しずおか健康いきいきフォーラム２１ 

（８）しずおか男女共同参画推進会議 

  （９）北方領土返還要求静岡県民会議 

 


