新潟県ＰＴＡ安全互助会をご存知ですか？
新潟県PTA活動補償制度の実績

Ｑ.新潟県ＰＴＡ安全互助会とは？
Ａ.新潟県・新潟市内の小中学校の児童生徒の「健康の保持増
進とＰＴＡの円滑な活動の支援」
を目的に平成23年度に設立
された一般社団法人です。

ケガの内容

平成２８年度

傷害見舞金・賠償責任保険金
◎お支払い見舞金

111件…3,040,800円（互助会見舞金支払）

◎お支払い賠償責任保険金

Ａ.主な事業は次の３つです。

3件 ………240,700円（保険会社保険金支払）

その他 2
（会議・移動中他）
運動会 10

他スポーツ
10

行事・競技詳細（件）

Ａ.年間150円／人です。
（「(1)新潟県ＰＴＡ活動補償制度」掛金を含みます）

ソフトボール・
卓球 9

運動会 10
スキー・スケート 3

インディアカ9
その他の球技 5

◎学校内外を問わず、お子様を
２４時間補償。

◎賠償事故の示談交渉サービ
スを実施。
◎傷害補償・個人賠償責任補償
育英費用補償・被害事故補償

＜平成２８年度実績＞

目的

傷害事故・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９００件
賠償事故・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９件
医療・育英・携行品・・・・・・・・・・・・・・42件
死亡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1件

助成額
申込方法

計982件

医療保障・携行品損害補償

お申込み・お問合せ先
一般社団法人 新潟県ＰＴＡ安全互助会 事務局

記

編 集 後

今回の広報紙は、市P研究大会
秋葉区大会を中心に、各行事の様
子などについて掲載いたしました。
今 後も新 潟 市 P T A 広 報 紙をとお
し、会員の皆様にとって少しでも子
育ての役に立つような情報をお伝
えしていきたいと思います。

新潟県・新潟市のＰＴＡ会員の安全と健康に関する意識の向
上を図り、
その活動を奨励するために助成金を交付します。

対象事業 安全向上 健康増進 人権啓発 環境整備 など

（内訳）

単位PTA

江南区内
単位PTA

秋葉区内

中央区

PTA連合会

江南区

PTA連合会

PTA連合会

南区内

南区

単位PTA

西区内

総

西区

PTA連合会

西蒲区内

西蒲区

会

会計監査

PTA連合会

単位PTA

単位PTA

・H30年日P新潟大会プロジェクト
・校長会との連携プロジェクト

秋葉区

単位PTA

P
T
A

役員選考委員会
特設委員会

P
T
A

本部会
事務局

PTA連合会

顧

問

を目指しながら活動しています。

「安全普及啓発活動等助成事業」

加入者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,411名
事故受付件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８２件

中央区内

PTA連合会

新潟県Ｐ連・新潟市Ｐ連の単位ＰＴＡ ２万円以内
新潟県Ｐ連、新潟市Ｐ連 規定額の範囲内

（新潟県ＰＴＡ安全互助会に加入している団体のみ）

必ず活動前に申請 → 審査 → 交付決定通知 → 助成金交付
※申請書等の様式はホームページでダウンロードできます。

本年度の具体的な活動は以下のとおりです。

委員長 小見 直樹（丸山小）
委 員 南雲 保子（白山小）

星野 寛子（白根一中）
岩田 尚志（南万代小）
大倉 裕之（山の下中）

横木 一洋（曽野木小）
伊藤 伸哉（小合中）

鈴木 康範（五十嵐小）

髙橋 昌也（中学校長会）

P
T
A

士が繋がり合い、共に学びを深める場でもあります。来年８月に
日本ＰＴＡ全国研究大会新潟大会が開催され、新潟市は分科会
を２つ担当します。我々保護者がスタッフと
して繋がり合い、
また、全国の会員の皆様と
繋がり合うことは、皆様の学びを更に深め、
新潟市P連としても皆様と繋がり合う最高の
舞台です。
そして、せっかくなので我々頑張
る大人の背中を、にいがたの子ども達にも
しっかりと見てもらいましょう。皆様ご協力
よろしくお願いします。

新潟市小中学校PTA連合会 交流会の開催
下記のとおり、新潟市PTA交流会を開催いたします。
子どもたちが健やかに成長できる環境づくりに向け、保護者にとって有益な内容と
なっています。たくさんの皆様方のご参加お待ちしております。

＜開催概要＞
日 時

2月10日
（土）13：30〜

会 場

ANAクラウンプラザホテル新潟

「感動」
を人生の「きっかけ」
に！
講演会 一瞬の
㈱グローバルキャリア代表取締役

的場 亮氏

実践発表 子どもたちの笑顔を、そして命を守るために

〜児童生徒の事件事故への対応と未然防止に向けた取組み〜

すべては心豊かな子どもたちへ
親のおもい、学校のちから、地域のやさしさ

②各区P連の総会・研究大会等の後援
日本PTA関東ブロック大会(10月群馬大会)、指定都市PTA情報交換会(9月大阪市)への参加
③日本PTA全国研究大会(8月仙台大会)、
また、昨年度から
「教育問題」、
「環境対策」、
「広報」の3つの委員会を立ち上げ、子どもたちを取り巻く環境問題への対応やＰＴＡ活動の活性化
など、多様な課題の解決に向け取組みを進めています。

いよいよ来年夏、日本PTA新潟大会が開催されます！ 米百俵の精神！
「教育は未来を拓く 新潟発

米百俵の精神！〜新潟に集い、語ろう

未来のひとづくり〜」
を大会スローガンに日本ＰＴＡ全国研究大会新
潟大会が平成３０年８月２４日（金）、
８月２５日（土）の２日間開催されま
す。長岡市をメイン会場に新潟県内１０分科会にわかれ、新潟市では第

☎(０２５)２８０-０４５６ FAX(０２５)２８０-０３７1

新潟市小中学校ＰＴＡ連合会基本構想におけるスローガン

（2月予定）
の主催
①総会・研修会(6月)、PTA役員研修会(6月)、研究大会(11月秋葉区大会)、交流会（講演・実践発表）

８分科会と特別第２分科会を担当します。
当日のお手伝いや大会への参加など、皆さんにご協力をお願いする
ことがあるかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

＜広報委員会＞

ＰＴＡ活動は子ども達の健全育成はもちろんですが、保護者同

体のPTA事業を進め、区P連および単位PTA活動の拡充発展を図ること

ＰＴＡへの助成

小・中学生総合補償制度へのご加入を！
も割安。

単位PTA

・教育問題委員会
・環境対策委員会
・広報委員会

市P連は、新潟市内の165の小中学校単位ＰＴＡで構成され、新潟市全

新潟県ＰＴＡ安全互助会は、
お子さんの健やかな成長と安全を願い、家庭・学校・地域の
教育活動を支援しています。今後も、
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

◎個別で加入するより約５１％

東区

新潟市小中学校
Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会
新 潟 市 中 央 区
幸 西 ３−３−１
じょいあす新潟会館
TEL:（025）242-0177

新潟市小中学校PTA連合会の活動目標

ＰＴＡ活動やお子さんの行動が活発になれば、
不慮の事故も増えることが予想されます。

ケガをした！ケガをさせた！入院した！

東区内

専門委員会

情報交換会

プール 7
レク・
催し物等
30

PTA連合会

平成29年12月

繋がるＰＴＡ

全国協議会

環境整備
4

行 事 別（件）

Ｑ.会費は？

バレーボール・
ソフトバレーボール 35

スポーツ・
球技大会 58 その他 23

新潟市中学校長会

（小・中学生総合補償制度事務手数料等を基に助成。）

3

単位PTA

政令指定都市

⑶ＰＴＡへの助成
安全啓発活動等助成事業（下記右参照）によりＰＴＡに助成。

賠償責任

111

北区

理事会

プール 7

合 計

新潟市小中学校PTA連合会
北区内

公益社団法人 日本

保護者等８０件、
児童・生徒２２件、
教職員８件、
その他１件、
賠償責任３件

新潟市小中学校PTA連合会組織図（平成29年４月１日現在）

新潟市小学校長会

⑵小・中学生総合補償制度
個人での任意加入で、少ない掛け金で24時間の大きな補
（下記案内参照）
償が特徴。

◎受給者の内訳

新潟市小中学校PTA連合会

協議会

⑴新潟県ＰＴＡ活動補償制度
各校のＰＴＡごとに加入し、
ＰＴＡ活動中に、
ＰＴＡ会員や児
童・生徒が不慮の事故でケガをした場合、見舞金・保険金
（右記グラフ等参照）
を給付。

11
10
30
1
12
7
4
2
2
17
4
11

関 東 ブロック

Ｑ.どんな事業をしているの？

件数

新潟市教育委員会

ねんざ
靭帯
骨折
脱臼
切傷・すり傷・刺し傷
打撲
挫傷
眼
歯
筋・腱
肉離れ
その他

新 潟 市 PTA

第32号

分科会会場
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上越文化会館
第１分科会（組織運営）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 燕三条地場産センター
第２分科会（家庭教育）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 長岡グランドホテル
第３分科会（学校教育）
・・・・・・・見附市文化ホール アルカディア
第４分科会（地域連携・広報活動）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 柏崎市文化会館 アルフォーレ
第５分科会（情報と人権）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 両津文化会館
第６分科会（環境教育）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 南魚沼市民会館
第７分科会（国際理解）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟
第８分科会（健康安全）
・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新発田市民文化会館
特別第１分科会（日本ＰＴＡ担当）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 朱鷺メッセ
特別第２分科会（文部科学省協力）

全体会会場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アオーレ長岡、
ハイブ長岡
≪ホームページを開設しました≫
http://www.niigatacity-pta.jp/zenkoku-pta-niigata/about.php

新潟市Ｐ研究大会 秋葉区大会を開催しました！
日時

平成29年11月11日
（土）
13：20〜16：25

会場

秋葉区文化会館

参加人数

「つながろうＰＴＡ！子どもたちの輝く未来のために」
をスローガ
ンに、平成29年8月25日（金）、26日（土）の2日間、仙台市にて日

451人

本ＰＴＡ全国大会が開催されました。

大会 『感じよう！こどものサイン』
主題 〜厳しく、
優しく、
信頼される親になるために〜

新潟市及び新潟県からＰＴＡ会員総勢130名が参加し、
Ｈ30年
新潟大会をＰＲしてきました。のぼり旗の持ち方、
セリフや立ち位置

プログラム

アトラクション 阿賀小学校

確認の練習を行って本番にのぞみ、
その成果もあり大成功で幕を

開会式
実践発表

新津第一小学校PTA、
金津中学校PTA

講演会

高野 優氏

第65回 日本ＰＴＡ全国研究大会 仙台大会が開催されました！

閉じることができました。
仙台大会へご協力頂いたたくさんのＰＴＡ会員の皆様へ心より感
謝申し上げます。

閉会式

全体会 記念講演 8月26日(土）

オープニングは阿賀小学校4年生の合唱により
「砂浜で」、
「 With You

分科会

基調講演者

討議の視点

まさに
『天使の歌声』
で今大会のオープニ
Smile」
を歌っていただきました。

講師

第1分科会 組織運営

ングを飾っていただきました。

ウエイトリフティング選手 三宅宏実氏
日本ウエイトリフティング協会会長 三宅義行氏

川島 高之氏（NPOコヂカラ・ニッポン代表） 今までのＰＴＡとこれからのＰＴＡ

2004年アテネオリンピックに初出場してからオリン

第2分科会 家庭教育

瀧 靖之氏（東北大学教授）

第3分科会 学校教育

宮崎 稔氏（教育研究会会長）

オリンピックでの裏話や、子育て方法、夢について、お

第4分科会 広報活動

酒井 美紀氏（女優）

受け手側の心を引き寄せる工夫

二人から貴重なお話をいただきました。

第5分科会 地域連携

麻生川 敦氏（向陽台小学校校長）

家庭・学校・地域協働による、
防災・減災の取組と実践

第6分科会 人権教育

武田 さち子氏（教育評論家）

子どもを取り巻くコミュニティ、
思いやる心を育てる
真のコミュニケーションの在り方とは

第7分科会 環境教育

見上 一幸氏（宮城教育大学学長）

自然・生活環境が子どもたちの成長に与える影響

第8分科会 健康安全

北折 一氏（元ＮＨＫプロデューサー）

家庭における
「こ食」
による子どもへの影響と
「こ食」
の現状、
課題とその解決策

特1分科会 日本PTA担当

森田 洋司氏（鳴門教育大学特任教授）

何が起きている？きちんと知れば解決への早道に
「知るための目」
を養うことで状況が見えてくる

特2分科会 文科省協力

田端 健人氏（宮城教育大学教授）

実践発表では新津第一小学校PTAが、学・社・民の融合を促して子ども

ピックで活躍、父親と二人三脚で試練を乗り切り2016

たちと地域社会との関わり合いについて発表していただきました。

年リオデジャネイロオリンピックにて銅メダルを獲得。

金津中学校は、校舎裏の里山にクマの出没で保護者会による見守りの
ご苦労や、生徒数減少による部活動存続問題などについて発表をしてい
ただきました。

講演会「思春期ブギ・反抗期と思春期のトリセツ」
育児漫画家、絵本作家

高野 優氏

大学生、中学生の三姉妹の母であり、
マンガを描きながら話をするとい
う独特のスタイルで、
ご本人の思春期の体験や三姉妹の育児経験をユー
モア溢れる語り口で、感動の涙もあり、会場が笑顔で沸き返るお話をして

参加しやすくなる組織作り、

子育てに理想的な家庭内コミュニケーションとは
家庭・学校・地域をより良い関係で結ぶための
「子」
ミュニケーションとは

子どもたちが被災者支援を行うにあたっての課題や
その解決方法

いただきました。

〜伝統 自尊感情 自立した大人への架け橋〜

「自分の人生に責任を持つこと

発表がなされました。2日目は全体会及び記念講演（俳優・テレ
ビレポーターの阿部祐二氏）
が行われました。
アトラクションでは

の大切さ」
とそのための習慣づく

東京農大二高吹奏楽部に

りで人生が良い方向に変わってい

よるとても感動的なマー

くということを熱く語られました。

チングが披露されました。

来年は北九州市での開催、

参加者は皆大感動、会場

そして再来年は新潟市にての

は割れんばかりの拍手が

開催となります。

鳴り止みませんでした。

⥲

᩺

Ⓣ

㻭㻵

㻗㻜ྒ

江南区

小：10校 中：6校
児童生徒数：5,511名

西蒲区

小：13校 中：6校
児童生徒数：4,063名

8

⥲

「一瞬の感動を人生のきっかけに」
と題しお話を頂きました。

1日目は市内各会場で7分科会が開催され、
このうち第４と第
7分科会では、
それぞれ横越小学校と大江山中学校による研究

ᮇ



ᮇ

記念講演は、
年100回以上の講演実績を持つ的場亮氏により

⮤



᮶

ᾇ

⥲

議論が行われ、
2日目は全体会、
記念講演が行なわれました。

㐠

㌬

ິ

㻚ྒ

ᅗ㐠

ᅗ㐠

㝛
⮤ິ
㌬㐠

政令指定都市の計16団体で構成されています。
）

᩺₪᮶

᩺₪✭

小：18校 中：8校
児童生徒数：11,921名

୕㉲᩺ᖷ

市からは田中会長はじめ5名が参加しました。
1日目は4分科会で

小：12校 中：8校
児童生徒数：10,086名

ྒ

大会が開催されました。
（関東ブロックは、
東京都を除く10県と6

区境界

㻔㻔
㻙

換会が開催されました。
全国16指定都市から132名が参加、
新潟

東区

西区

中学校

㐠

平成29年10月21日
（土）
22日
（日）
の2日間、
群馬県高崎市の
群馬音楽センターをメイン会場に、
日本PTA関東ブロック研究

ᅗ

平成29年9月14日
（木）
、
15日
（金）
の2日間、
「保護者は教育の
当事者！」
をテーマに大阪市のホテル大阪ベイタワーにて情報交

北区

小：13校 中：8校
児童生徒数：5,749名

᩺₪㥈

小学校

ᚃ⥲

〜子どもは親の言うとおりには育たない、
親のするとおりに育つ！〜

第49回関東ブロック研究大会

㻭㻵㉲

第73回指定都市情報交換会

新潟市小中学校ＰＴＡ連合会は、小学校108校、中学校57校の
計165校で構成されています。
児童数は39,880人、生徒数は19,472人、合計で59,352人です。
（平成29年5月1日現在）
8区のうち、児童生徒数が、最も多いのは
中央区
中央区で、最も少ないのは南区です。
小：19校 中：9校
小中学校の立地状況は、各区の人口分布の
児童生徒数：12,608名
実態などに関連して特長が異なります。

㉲

なったものと確信しております。

新潟市小中学校PTA連合会を構成する学校

ಘ

参加者からは「子育てをしている私の力となった。子どもたちとゆったりと向き合いたいと思う。」
「子どもは宝。気になる子、
うずく
まっている子に、大人が声かけをして、
みんなで育てていく。
そういう地域や学校でありたいと思う。」
といった、明日への一歩につなが
るような前向きな感想が多数寄せられました。
本大会が、子どもたちの健やかな成長のために、保護者・教職員と地域とが連携していくことの重要性を再認識する貴重な機会に

㻭㻵

研究大会の成果

南区

小：11校 中：6校
児童生徒数：3,246名

秋葉区

小：12校 中：6校
児童生徒数：6,168名

